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戦後「バラック街」再考
同志社大学人文科学研究所助教　本　岡　拓　哉

第 1回　「バラック街」の生活風景

はじめに

同志社大学人文科学研究所連続講座 2020『戦後「バラック街」

再考』を開催させていただきます。本講座を担当します、同研究

所専任研究員の本岡拓哉です。どうぞよろしくお願いいたします。

まずは自己紹介をさせていただきます。私自身、4年前までも

所属しておりましたが、あらためて今年 4月に本研究所に着任い

たしました。専門は人文地理学および都市研究でして、研究所内

では「近現代の日本の地域研究」、特に京都を対象にした研究を

担当し、研究調査に加えて、資料の収集等の活動を行っています。

今からお話する戦後のバラック街については、大阪市立大学大

学院の院生の時からおよそ 15 年間にわたって研究してきました。

おかげさまで、2019 年 3 月にようやくその成果を拙著『「不法」

なる空間にいきる―占拠と立ち退きをめぐる戦後都市史』（大月

書店）として刊行いたしました（図 1－ 1）。今回の講座は、本書

を中心に、私がこれまで進めてきました研究成果をご紹介し、戦

後日本社会について、いろいろと考え直すきっかけとなればと

思っています。
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昨日（12 月 3 日）、大阪

で外出自粛の要請が出たこ

とで、参加を控えられた方

も多いようですが、本講座

には定員 50 名のところに、

80 名の参加申請があり、多

くの方が関心を示してくれ

ました。現在、日本学術会

議の任命拒否問題に見られ

るように、学術に対して大

変厳しい状況にあるかと思

いますが、このようにたく

さんの方々にご参加いただ

いたことは、本当にありが

たく思います。学問への高

い意識を有する皆さんのお気持ちを真正面から受けとめて、真

に本講座に臨んでいきたいと思います。

さて、本講座は 2016 年から開始され、さまざまなテーマを通

じ、一般市民の方々との学術的な交流を行ってきました。本来で

あれば、今回も学術的な交流の場としたいところですが、本年は、

コロナ禍のなか、質疑応答を制限することをお願いしております。

ですので、おおむね一方的な講義となることをお許しいただけれ

ばと思います。

本講座では、戦後の都市に存在したバラック、その集まりであ

図 1 － 1：書影『「不法」なる空
間にいきる―占拠と立ち退きをめ
ぐる戦後都市史』
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るバラック街について考えてみたいと思います。自らの手で、あ

るいは協力する形でバラック（仮小屋）を建て、住まいや生活の

安定を求めた人々、さらにはそうした都市に生きる人々の軌跡が

交錯する場所である、生活が息づくバラック街を対象にいたしま

す。当地はその後、「不法占拠」や「スラム」と位置づけられ、

社会問題として扱われることもあるかと思いますが、本講座では、

その見方にとどまるのではなく、複合的にかつ重層的な観点から、

都市に生きる場所として考え直す機会をみなさんと共有していき

たいと思っています。また、本講座はバラック街という都市の一

つの空間にピントをあわせた内容とはなりますが、それにとどま

らず、戦後日本社会を改めて考え直すための機会になればとも考

えております。

本講座は三回構成となっています。各内容を確認しますと、本

日は戦後のバラック街に生きる人たちがどう生きていたか、その

生活風景にアプローチします。第 2回は、「不法占拠」や「スラ

ム」という位置づけの間の中で、バラック街が都市の中でいかに

存在し、それが変容していったのかという点に迫ります。さらに

バラック街の多くは高度経済成長期における都市開発の中で撤去

対象となり、居住者たちは立ち退きを迫られ、その生活空間は消

滅するわけですが、第 3回では、そこでのコンフリクトや軋轢を

含めた、多様な相克の状況を検討いきたいと考えています。

なお、今回お話する内容の一部は、2015 年 1 月に開催した第

85 回公開講演会「都市を占拠する―闇市、バラック街から見た都

市空間の戦後―」とも重複するかと思います。2015 年の講演会で
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は、私だけでなく、報告者として、現在、工学院大学にいらっ

しゃる初田香成先生、ならびにコメンテーターに大阪市立大学の

佐賀朝先生にご登壇いただきましたが、今回の講座は私一人の報

告であり、たっぷりとみなさんに報告する時間が用意されており

ます。前回の公開講演会に比べて、より深く学ぶことが可能だと

思いますので、どうぞじっくりとご受講いただければと思います。

1．バラックとはなにか

それではまず、「バラック」という言葉の意味を確認しましょ

う。『広辞苑　第七版』（岩波書店）では、「①粗造の建物、仮建

築。②軍隊の休養にあてる営舎。兵舎。廠舎」と記載されていま

す。用例として、古い引用ですが、徳富蘆花が『不如帰』（1889

年）の中で「仮兵舎（バラック）にも置きあまりたる兵士の流れ

込みたるなり」と書いていたようです。そこでは上記②の意味で

使っていたのです。もう少し詳しい意味として『世界大百科事典』

（平凡社）では、以下のように説明されています。

本来は兵隊のための宿舎，とくに駐屯兵のための細長い宿

舎を意味する。それが転じて，火災や地震，水害，あるいは

戦争などで，家屋が焼けたり破壊されたりした際に，ありあ

わせの材料を用いて作った一時しのぎのための小屋を指すよ

うになり，さらには，比喩的に粗末な住宅一般をも意味する

ようになった。
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このことばが一般化したのは，1923 年 9 月 1 日に起こった

関東大震災で瓦礫（がれき）の山と化した東京の都心に，

人々が崩壊家屋の廃材などを組み合わせて建てた粗末な小家

屋をバラックと呼ぶようになってからである。なお，第二次

世界大戦後，日本の大都市の焼土に建ち並んだ急ごしらえの

小屋もまたバラックと呼ばれた。［高田 公理］

バラックの元来の意味が兵舎であったこととともに、この言葉

が日本社会において一般化したのが、関東大震災後であったこと

を確認すべきですね。2019 年に放映された NHK大河ドラマ『い

だてん』でも、関東大震災の被災者に提供された、建設途中の外

苑競技場内のバラックが描かれていました。あと、この説明文の

最後に、今回の講座で対象とする戦後のバラックのことが記述さ

れていますが、果たしてこの内容が正しいかどうかは、後ほど検

討してみたいと思います。

2．再考の方法

次に、本講座全体のテーマである『戦後バラック街再考』のう

ち、「再考」の方法、その見方について考えてみたいと思います。

具体的には、私が専門とする人文地理学の知見を踏まえながら

「空間」を問うことを皆さんに共有していただければと思います。

ここでの空間を問う見方とは、先に申しておきますと、空間を多

様性の存在として認識すること、空間を関係性の産物としてとら
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えること、さらには空間を構成の過程として把握することの 3つ

であります。

少し遠回りで申し訳ありませんが、まずは人文地理学とは何か、

その学問的な特徴を確認するために、斯学の定義とその歴史につ

いて簡単に触れておきましょう。人文地理学は地理学の一つの分

野です。なお、同志社大学では人文地理学の学科はないのですが、

それを専門とする先生は複数名、各学部に所属しています。地理

学は英語で geographyと書きますが、これは geoと graphで構成

されており、すなわち「地を描くこと、地を記述する」ことが地

理学であるということです。その定義を浮田典良編『最新地理学

用語辞典』（大明堂、2003 年）で確認すると、「地表の自然、人文

にわたる諸現象を環境、地域、空間などの概念に基づいて解明し

ようとする学問」とあります。

そして、そもそも地理学自体は古代ギリシアの時代から存在し

ていたと言われていますが、近代科学としての地理学は 19 世紀

にヨーロッパ、とりわけドイツにおいて展開していきます。最初

に地理学の講座をしたのは地理学者ではなく、哲学者イマヌエ

ル・カントだったようですが、近代科学としての地理学は 19 世

紀、ドイツで始まったのです。近代地理学は、地域を描くことを

主眼とする学問であり、植民地を含めた未開地への探検調査を

ベースとするように、当時の帝国主義とも関係する学問だったと

言えるかと思います。いずれにしても、自然環境と人間の活動に

注意しながら、世界の様々な地域の状況を描くことが地理学（地

誌学とも言われます）の目的だったのです。
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ただし、20 世紀、とりわけ 1945 年の第二次世界大戦が終わっ

て以降、とりわけ人文地理学において大きな変化が出てきます。

まず一つ目の変化として、そもそも「地域を記述することが学問

なのか？」と問われ、地域を分析すること、すなわち統計学や大

型計算機の導入を背景として、計量的に、空間科学としての地理

学が立ち上がることになります。地理学においては、この流れは

「計量革命」と言われ、そこでの計量的な地理学を「新しい地理

学」と位置づけられました。

そして地理学におけるもう一つ大きな変化が、1960 年以降に展

開してきます。すなわち人文主義地理学とラディカル地理学とい

う二つの新しい潮流が現れるのです。それぞれ見ていくと、まず

人文主義地理学とは humanistic geography、すなわち人間に焦点

を当てた地理学です。近代以降の地域の記述に焦点を当てる地理

学（地誌学）にせよ、上述の計量的な「新しい地理学」にせよ、

「地域」そのものを対象にする中で、いわゆる俯瞰的な立場から、

そこに生きる人間の存在を見ていないことが批判されたわけで

す。それへのある種のアンチテーゼとして、人文主義地理学が登

場したのです。

また、人文主義地理学にも関係しているかと思いますが、おり

しも 1960 年代はアメリカを中心に、公民権運動やベトナム反戦

運動、女性解放運動など、国家や既存の権力に対する民衆の動き

が活発になってきた時期でありました。地理学においても、地域

を上から描くのではなく、民衆のための地理学を企図する流れ、

すなわちラディカル地理学が現れたのです。ラディカル地理学は
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その後、マルクス主義地理学となり、さらにはさまざまな社会理

論を踏まえた批判地理学として展開していきます。そういう中で

「空間とは何ぞや」ということが、批判的に考えられるようになっ

ていったわけです。私の研究、さらには本講座の視点のルーツは

まさにここにあるのです。

ここで代表的な批判地理学の研究者として、イギリスの地理学

者ドリーン・マッシーを紹介いたします。マッシーさんは 2014

年に来日し、私自身、神戸のまち歩きをご一緒しましたが、その

後、体調を崩され、残念ながら 2016 年に亡くなりました。彼女

は長年、批判的に空間を問うてきましたが、その集大成が 2005

年に刊行された、For Space（Sage社）です。なお、2014 年に本

書の翻訳は『空間のために』（NTT出版）として出ています。

本書の一節を紹介しましょう。「わたしたちが空間について暗

黙のうちに前提としているものこそが重要であり、またおそらく

は空間を別様に思考することも生産的でありうる」（11 頁）。さら

に「未来が開かれるためには空間が開かれねばならない」（29 頁）、

すなわち空間を考えることは私たちの未来を開くものだというこ

とですね。

そして、彼女はその空間の見方について、以下のように書いて

います。「必要なのは、多くの場合疑われることなく「空間」が

それらの中に埋め込まれてきた様々な概念の布置（静止、閉鎖、

表象など）から「空間」を引き離し、よりさかんに異議申し立て

が行なわれるような政治的風景を解放するような別の一連の観念

（異種混淆性、関係性、  共時代性…さらに言えば活発性）の中に
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それを据えることである」。すなわち、止まっているもの、閉じ

ているもの、そして描かれる対象という固定化された概念として

理解することから空間を引き離そうとしたのです。

具体的には、時間は動くが、空間は止まっている、あるいは時

間は広がりがあるように思えるが、空間は限られているといった

ような、そもそも「時間／空間」という二分法的な見方自体を問

うていったわけです。時間、つまり歴史に対する地理の価値の低

さもそこに現れているかもしれませんが、それを問題視したとも

言えるかと思います。

これは必ずしも地理が大事で歴史が大事ではないということで

はなく、歴史も地理も大事、時間も空間も大事であると私は理解

しています。彼女は空間を、より盛んに異議申し立てが行われる

ような、政治風景を解放する別の一連の観念、それは静止や閉鎖、

表象の対概念としてあるのかもしれませんが、異種混淆性、多様

性に求めたのです。そして関係性や共時代性、さらにいえばアク

ティブ、すなわち空間自体の能動性に注目すべきではないかと指

摘したわけです。空間を固定したもの、均質的なものではなく、

多様性として考えること、さらには空間を閉じたものとして考え

るのではなく、いろんな関係の中で考えること、さらに空間は止

まっているものとして理解するのではなく、プロセス、過程なの

だと彼女の本から読み取ることが出来るかと思います。

この観点を踏まえて、バラック街という空間を問うとはどうい

うことか確認しておきましょう。つまり、バラック街それ自体お

よび内部の多様性に目を向けることが再考の一つの手法であるこ
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と、そしてバラック街内外において、いろんな関係性があること

を踏まえ、さらにはバラック街の生成や消滅、その過程自体を問

うということです。問われるべきは均質なものとして、閉域とし

て、さらには固定的なものとしての空間ではなく、バラック街の

生成から消滅までを改めて問い直すことです。バラック街は消滅

するもの、あるいはすべきだという意見もあるかもしれませんが、

そういうものを改めて問うていくことです。

実は、こうした見方はすでに様々な作品で存在しているのです。

その一つが、こうの史代原作の漫画『夕凪の町　桜の国』だと思

います。こうの史代さんは『この世界の片隅に』で有名になった

漫画家ですが、その前作がこの『夕凪の町　桜の国』です。広島

の通称「原爆スラム」、原爆ドームの近隣にあった基町、相生通

りというバラック街に生きる女性を描いた作品ですが、「スラム」

という見方では語りきれない、当地区の生活状況や様々な人々の

思いが描かれています。その後、実写映画化もされ、2018 年には

NHKでドラマ化もされました。

そして 2年前に上映された『焼肉ドラゴン』もその一つかと思

います。鄭義信監督の作品で、有名な俳優さんが多く出演してい

ます。この作品はもともと戯曲で、それを映画化したものですが、

大阪空港に隣接するバラック街、在日朝鮮人たちが集住する地区

を舞台にして、家族の物語が描かれています。そのほか、つげ義

春も自分の体験を踏まえて多摩川沿いの朝鮮人との交流を描いた

漫画「近所の風景」がありますし、もっと掘り下げれば、1958 年

に上映された、隅田川沿いのバタヤ部落を舞台とする『蟻の街の



－11－

マリア』があります。さらに、1960 年代には東宝配給の『がめつ

い奴』や松竹配給の大島渚監督の『太陽の墓場』は大阪の ヶ崎、

そこに程近い線路沿いのバラック街が舞台となっています。最近

はアマゾンプライムやネットフリックスなどで古い映画を見やす

い環境となっておりますが、改めて見返してみると、1962 年に上

映された、吉永小百合主演の『キューポラのある町』でも、バ

ラックに暮らす人々の姿を見ることができます。主役の友人の家

族が河川敷のバラックに住む朝鮮人の方だったのです。映画では、

かれら家族が北朝鮮に帰るという話も描かれていました。このよ

うに様々な作品において、バラック街に生きる人々の存在、その

中の多様性、関係性にスポットが当てられていたのです。

また、研究においてもすでに様々な分野で戦後バラック街は対

象となっており、そのプロセスや多様な状況が検討されておりま

す。たとえば、社会学の金菱清先生が 2008 年に刊行した『生き

られた法の社会学―「伊丹空港」不法占拠はなぜ補償されたか―』

（新曜社）では、大阪空港に隣接する中村地区を対象に暮らす人々

の聞き取りを中心に論が進められています。島村恭則先生は民俗

学が専門ですが、2010 年に福岡でのフィールドワークを基に、

『「生きる方法」の民俗誌―朝鮮系住民の集住地域の民俗学的研究

―』（関西学院大学出版会）を発刊しています。そのほか、今年

2020 年、西井麻里奈さんの『広島復興の戦後史―廃墟からの「声」

と都市―』（人文書院）が発刊され、『夕凪の町　桜の国』の舞台

でもあった原爆ドームの近くのバラック街を舞台に歴史的研究が

行われています。学問分野は違えども、バラック街の多様な状況
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性を様々な角度から研究されているのです。

3．描かれるバラック街の生活風景

さて、第 1回のテーマである生活風景について見ていきたいと

思います。まずは同時代的にバラック街がどのように描かれてき

たかを確認していきます。一つ目はさきほど紹介した映画『蟻の

街のマリア』のベースとなった『蟻の街の奇蹟―バタヤ部落の生

活記録―』（国土社、1953 年）です。著者の松居桃桜さんは劇作

家ですが、バタヤ部落というバラック街に移り住み、そこにいる

バタヤの人たちとの交流を描いています。具体的には、東京の隅

田川沿い、言問橋の近くにあった「蟻の町」といわれるバラック

街、バタヤ街を描いています。この街には、「蟻の街のマリア」

こと北原怜子さんが通った教会もあり、そこを拠点にしてバタヤ

の人たちとその家族、さまざまな人たちがここで生活していた有

り様が描かれています。

ちなみにバタヤとは何かと言いますと、地理学者である野中乾

と星野朗両氏が『バタヤ社会の研究』（蒼海出版、1973 年）のな

かでこのように定義しています。「車をひいて、背中に籠をせおっ

て、道のはたを歩き、換金できそうなものがあるとそれを拾い、

また道端のゴミ箱のふたをバタンとさせるのでバタヤさんという

名がついたという」と。前のオリンピックが開催される 1964 年

以前の東京をはじめ、都市には共同の木製のゴミ箱が置かれてい

たわけですが、その蓋をバタンと開けてゴミを拾って換金できる
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ものを選ぶ、まさに廃品回収業の一種がバタヤさんであり、そん

な彼らが集まっていたのがバタヤ街、蟻の街だったのです。

『蟻の街の奇蹟』には街の様子がこのように表現されています。

真夜中の霧のなかを，裏町のゴミ箱からゴミ箱へとあさり

あるいて，拾いあつめた塵の山を，うず高く積み上げたバタ

車が帰ってくる。「マリアの広場」と呼ばれる街の中庭には，

縄の山，屑鉄の山，紙屑の山でうずまる。・・・持ち帰った

品物の山を，仕切場の人の秤にかけてもらうと，すぐ帳場の

窓口に行って現金をうけとる。ちょうど，食堂からは，でき

たての味噌汁の香がプーンとただよってくる。アリの街から

は，毎日かかさず馬力に山と積んだ縄と藁が，ボール紙工場

に送り出される。つづいて，三尺角に梱包した紙屑の山や，

屑鉄の山，空罐の山，空ビンの山が，あるいはトラックで，

あるいはオートバイやリヤカーで，それぞれの再製工場へ送

られる（7頁）。

まさにこの街の日常が描かれています。同時代的にバラック街

の姿を描く、他の作品も紹介してみましょう。

山代巴さんが岩波新書の青版『この世界の片隅で』（1965 年）

を編著として刊行しています。本書は、被爆都市広島を舞台にし

たものですが、そのなかの一章に「相生通り」があります。ルポ

ライターの文沢隆一さんがこの章を担当しますが、相生通り、通

称「原爆スラム」と呼ばれたこの地域に、実際、住み込んで、
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様々な状況を描いています。ちょっと差別的な表現もあるかと思

いますが、当時の状況を反映していますので、そのまま記載しま

す。

ここに住む人たちは雑草のように根強い生活力をもってい

る。職業別にみても、失業対策事業や日雇い人夫に出ている

人が一番多い。若い人たちは、最近の人夫不足のせいで町工

場や商店に勤めている。そのほか、大工、屑屋、養豚業、自

家営業の淫売、賭博者、そして犯罪者の隠 場所でもある。

家にいる主婦はたいてい内職をしている。小型自動車で、内

職のあっせんを専門に請け負っている人もいる。かと思うと、

廃品回収業の藤井商店は、三十人からの子飼いの屑屋をかか

え、一千万円の貯金をしているという話だ。また、夫婦が失

対に出るため離婚手続きをして失対手帳を交付してもらって

いる者もいる。母親が自分の娘に客をあっせんしているとい

う話。（略）いずれにしても、塩っぱい水をのみ、一種異様

な雰囲気に耐えて生きていく人たちの生活の知恵である（10

頁）。

ここにもさまざまなバラック街の特徴が表現できているかと思

います。

そして 1960 年には、下中邦彦編『日本残酷物語』（平凡社）が

発刊されています。本書は 7巻で構成されており、その中で『現

代編 1、引き裂かれた時代』というのがあります。ここに私も対
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象としている、神戸長田の新湊川沿いのバラック街、通称「大橋

の朝鮮人部落」のルポルタージュが含まれています。その内容も

紹介しましょう。

高架線にそって東へ、ぬかるみ道をたどってゆくと、やが

てバラックの大群が行く手をふさぐ。このあたり、高架線両

側の道路予定地と新湊川両岸をうずめる数百のバラックは、

空襲被災者の仮住居の名残りではない。ここがこのような姿

になったのは、昭和二十四、五年以後のことである。新湊川

にかかる湊川大橋にたつと、床を半間から一間も川の上には

みださせたバラックが、延々とつづく壮観をみることができ

る。神戸市民はこのバラック街を「大橋の朝鮮人部落」と呼

んでいる（164-165 頁）。

この地区は私の出身地の近くで、1970 年には消滅しているので

すが、私は 1979 年生まれなので、実際に見ることがありません

でした。さらに続けましょう。

ちかごろは帰国協定によって祖国へ帰る人が多く、「この

家ゆずります」という貼り紙があちこちで目につく。それは

たいてい、いまさらだれが買うものかと首をかしげるバラッ

クだが、いつか新しい住人がはいっている。朝鮮の人々がそ

こを脱出するには帰国するしかなかった最低生活に、さらに

流入する人がいるのである（165 頁）。
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この地区については、

もう廃刊となりましたが、

『アサヒグラフ』の 1962

年 4 月 22 日号に特集が出

ています。生々しい写真

（写真 1－ 1）ですが、国

鉄の山陽線の高架脇すぐ

にバラックがあり、ゴム

工場の下請けとして、働

いている人の姿が写され

ています。ここで人々が

生活し、働いて生きてい

たことがわかります。

4．バラック街の生成過程とその条件

さて、戦後のバラック街は終戦直後の焼け野原で形成されたと

理解される方が多いかと思います。もちろんそういう側面もあり

ますが、むしろ、そうでない方が多かったと言っていいかと思い

ます。先程も引用した『日本残酷物語』の一節をもう一度確認し

ておきましょう。「数百のバラックは、空襲被災者の仮住居の名

残りではない。ここがこのような姿になったのは、昭和二十四、

五年以後のこと」と記載されています。

写真 1－ 1：「大橋の朝鮮人部落」の
一風景
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こうした長田のバラック街の記述は他のバラック街でも当ては

まるようです。熊本市内を流れる白川の河川敷にもバラック街が

存在しましたが、この地区の形成の経緯を確認すると、終戦後に

形成して居住となっていますが、その後、1953 年豪雨によって熊

本市内が大氾濫して被災者を含め、急激に不法建築が建ち始めた

ということで、かなり後から増えてきているプロセスがわかりま

す。静岡の安倍川、終戦後に罹災者が居住しておりましたが、そ

の後、かなり増えていく。横浜を流れる鶴見川沿いは 1954 年頃

より日雇い労務者等が居住を始めるわけですが、台風、洪水、火

災等に度々見舞われることで、1954 年と、戦後からかなり遅い時

期に大きくなっている様子がわかります。広島の原爆ドームの近

くの相生通り、通称「原爆スラム」でも、終戦直後からバラック

はあったようですが、およそ 1950 年以降拡大していったようで

す。このように、戦後のバラック街は終戦直後ではなく、ある程

度、時間がかかって形成するようになったことがわかります。そ

の要因を考える際に、戦後都市における人口動態を確認すれば、

説得的になるかと思います。

図 1－ 2 は、6 大都市、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神

戸の国勢調査のデータから 1920 年～ 1980 年の状況を描いていま

す。戦前からすでに人口増加はしていますが、京都を除き、戦後、

かなり人口が減り、その後、高度経済成長に至る中で人口が増え

ていきます。戦争によって減少した人口が戻る時期は、終戦直後

から増えているようにも見えますが、むしろ 1950 年以降にかな

り増えていくことがわかります。
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こうした状況はなぜ起こったのか。終戦直後に都市の人口増加

を抑制する法律、「都会地転入抑制法」が 1947 年に出されたので

す。背後には GHQの存在もあるかと思いますが、人口増加への

抑制力が働いていたことが考えられます。この法律の第一条には、

「この法律は、都会地における人口の過度の集中に因る窮迫した

住宅、雇用及び食糧の事情並びに災害に対処するため、必要な転

入の制限をすることを目的とする」とあります。そして第二条に

は「何人も、別表に掲げる地域内に転入することはできない」と

書かれています。別表に挙げられる地域とは、まさに大きな都市、

東京都の特別区、横浜市、川崎市、横須賀市、京都市、大阪市、

堺市、布施市、神戸市、尼崎市、和歌山市、下関市、福岡市、八

図 1－ 2：六大都市人口の推移（1920-2015 年）
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幡市、今の政令指定都市のようなところに入ってきてはいけない

ということです。そして、1949 年に解除されることによって都市

の人口が劇的に増えていくわけです。

それを踏まえた上で、バラック街がどのように生まれ、いかに

拡大していくか、その条件を確認してみます。まず、空襲被害、

建物疎開も含めて住宅が足らない条件が一つです。その中で住宅

を失う人、被災者、引揚者、住宅を求める人のミスマッチが起こ

り、住宅難となり、結果的にバラックを建てざるをえなかった人

たちが多かったということです。

もう一つの条件は、戦後の都市において空き地があったという

ことです。焼け野原も含めて、開発が予定されていた場所が放置

される場合や、建物疎開が行われた空き地があったからこそ、バ

ラックを建てる人たちが増えたというわけです。それが終戦直後

の状況ですが、そして、さらに増えるのが「都会地転入抑制緊急

措置法」が解除され、どんどんと都市に人口が集まってくる時代

になり、バラックも多く建てられることになります。1950 年の朝

鮮特需によって労働力需要が高まったこともあり、人が都市に雪

崩こんでくることにより、住まいを求める人たちが大量に都市に

現れ、バラック街が生み出されてくる条件が重なっていきます。

一方で、行政や国家は住宅政策をとらなかった、とれなかった

ということもあるかと思います。終戦直後は、バラックを建てる

人よりも、浮浪している人たち、今で言うところのホームレスと

位置づけられる人たち、さらには浮浪児、戦災孤児と呼ばれる人

たちへの対処が重視されるなか、仮小屋、バラックに住んでいる
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人たちにまで手が届かなかったようです。

そして 1950 年代、バラック街は都市の中で生み出されていく

ことになります。先ほど紹介しましたが、神戸長田の「大橋の朝

鮮人部落」のバラック数が 1950 年以降に増えていきます。静岡

の安倍川河川敷のバラック街においても、居住開始年数を確認す

ると、1954 年以降にどっと増えている。このようにバラック街の

生成時期を見ると、必ずしも終戦直後だけではなく、1950 年代に

拡大するプロセスもあり、さらにそれらの背景にはさまざまな状

況があったことも確認できるかと思います。

5．バラック街の住環境

次に、バラック街の住環境について、統計を用いて確認してい

きたいと思います。ここでは、東京都民生局が 1959 年に刊行し

た報告書『東京都地区環境調査－都内不良環境地区の現況』を

ベースに、当時の不良環境地区の中でバラック街がどのような位

置づけだったかを確認していきます。本調査は 50 戸以上を対象

としておりますので、すべてを把握しているわけではありません

が、東京都区内 231 地区のうち、71 地区が仮小屋地区、すなわち

バラック街でありました。

不良環境地区ということなのでそもそも劣悪な状況なわけです

が、その中でもバラック街はより劣悪な住環境であったことが確

認できます。まずは台所の使用状況ですが、1959 年当時、東京都

区部においても「台所がある」世帯は約 88％。約 11％は「台所
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がなかった」ようです。バラック街や不良環境地区（バラック街

を除く、以下同じ）はそれよりも低いわけですが、それぞれ差は

ほとんどなく、およそ 75％は専用の台所があるとのことでした。

次に排水状況を確認すると、不良環境地区とバラック街で比べ

ると顕著な差がありました。バラック街の敷地内は 50％に満たな

い状態で、排水設備がないところが 4割近くありました。不良環

境地区も設備なしが約 25％と高いですが、バラック街のほうが排

水において未整備の場合が多いことがわかります。

便所の状況を確認すると、不良環境地区は約 50％が戸内専用

で、戸内および戸外共同が残りのほとんどですが、バラック街は

約 27％しか戸内専用はなく、戸外共同が 6割以上となっていま

す。また、給水状況については、水道がないので井戸を使う家庭

も多く、バラック街は共同の水道や共同の井戸が 70％を超えてい

ました。かなり住環境が悪いと言えるかと思いますが、共同とい

うことは、ある意味、コミュニティの条件があったことも伺い知

れるかと思います。

続いて、バラック街の家屋の状況について見ていきたいと思い

ます。ここでは建築時期と破損状況をあわせて見ると、その状況

が浮き彫りになります。不良環境地区の破損状況でも修理が必要、

修理不能なところが多いのですが、注目すべきは建築時期です。

不良環境地区の家屋の半分以上が 20 年以上前に建てられた建物

である一方、戦後のバラックは建築後 10 年ほどしか経過してい

ないのがほとんどであるのに、破損状況は不良住宅地区の状況と

ほぼ同じであります。ここから耐久年数の違いではなく、バラッ



－22－

クがそもそも壊れやすい住宅であったことが浮かび上がるかと思

います。さらに、バラック街の一人あたりの畳の使用数を見ると、

一人あたり 1．4 畳が 50％近くになっています。西山卯三という

住宅研究において有名な先生が編集した『日本の住まい』の本の

中に、戦後のバラックとして、「3畳に 9人寝泊まりしている」状

況が描かれているのですが、まさにそうした状況がこの数字に現

れていることがわかります。

6．バラック街社会の多様性と関係性

つづいて、バラック街にどのような人々がいかに生活を送って

いたのでしょうか。先程の住環境に続き、『東京都環境地区調査』

のデータを確認したいと思います。

まず居住期間と家賃を見ていきましょう。バラック街と不良環

境地区を比べてみると、そもそもバラック自体が戦後にできたも

のということがあるので、居住期間が短い人たちがかなり多いと

言えるかと思います。とはいえ、ずっと住んでいるかというと、

そうではなく、「1年未満」も 5％。「1 ～ 5 年」も約 30％、住み

替えが進んでいることも考えられます。

家賃はどうでしょうか。劣悪な環境だから安いかと思うと意外

や意外、不良環境地区との違いはなく、3000 円以上の家賃の世帯

が約 11％となっています。東京都の区部と比べると安いですが、

不良環境地区よりも高い割合となっており、バラック街でも家賃

が高い地区が存在していたこともわかります。「不法占拠」なの
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になぜ高い家賃が存在するのか。場合によっては「持ち家」とい

う認識の方もいて、たとえ土地が不法であろうが、バラックの売

り買いをやって、住んでいる人たちからすると、自分の住居が

「不法」ということを後々知ることも報告の中に出てきます。

次にどのような人たちが住んでいたかを見ていきたいと思いま

す。職種しかわかりませんが、バタヤ業や養豚業のほか多様な職

業が存在していました。データから少しは読み取れるかと思いま

すが、基本的には肉体作業系の賃金労働者が最も多い。それ以外

にも事務や技術者、自営業者、個人経営が含まれます。自由業の

人たちはおそらくバタヤの人たちだろうと思いますが、いわゆる

拾い屋だけではなく、親方として商店を営んでいた人たちもいた

ようです。

後楽園バタヤ部落と呼ばれる、東京の丸ノ内線後楽園駅の近く

にあったバラック街があるのですが、そこの調査を 1954 年に文

京区役所がやっています。そのデータを確認しますと、228 世帯

のうちいろんな職種の人たちがいることがわかります。目立つの

はヒロポンの売買でしょうか。やはりバタヤ 87 世帯と最も多い

わけですが、人夫や工員、商業、公務員、教員もいたわけです。

また、バタヤ部落の出身地は 228 人のうち東京都出身が 63 人な

ど多くは関東地方ですが、甲信越、北陸、さらには近畿、中国、

九州、外国の出身者も含まれています。外国というのは主として

朝鮮半島を意味しますが、多様な出身地がうかがえます。

以上のことから、バラック街には様々な職種の多様な人たちが

入ったり、出たりする状況が浮かびます。また、前述の『蟻の街
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の奇蹟』の中でも、バタヤの人が町に出て、いろんなものを拾い、

バタヤ街に帰って換金することが記載されていますが、必ずしも

彼らはバタヤ街だけで生きているわけではなく、都市のいろんな

ところを移動し、行き来していたわけですね。

さらに、バタヤについては、個人でやっているわけではなく、

拾ってきたものを換金するためには業者とのかかわりあいも存在

します。前述の星野朗・野中乾『バタヤ社会の研究』を踏まえる

と、バタヤをめぐる関係性にはサイクルがあり、拾い人が親方の

ところに届けるだけではなく、拾い人が仲買人を通じて再製工場

にて換金する場合もあるわけです。仕切屋からブローカー、選分

業者や問屋、仲買人と、都市の中の廃品回収のサイクルの中で、

バタヤ社会が存在していたこともわかるかと思います。

以上を踏まえると、バラック街に住む人たち、そこにおける社

会は多様であり、かつ複層的な関係性にあったと言えるのではな

いでしょうか。すなわち、必ずしも、バラック街の居住者は一般

社会とは隔絶しておらず、孤立もしていなかったわけです。社会

的混合（social mix）の度合いや社会的流動性は高く、そのため

内部構成も決して均質的でも、固定的でもないということです。

性別や年齢構成、職種、出身地を含めて、いろんな人たちが入り

混じった空間でもあった。そして入れ代わり、つまり社会的流動

性も高かった。

それを敷衍してみると、バラック街という空間は内部と外部が

明確に分かれていたかというと、必ずしもそうではなかったとい

うことが考えられます。つまり境界線は曖昧であり、多孔的で
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あった。もし領域に囲まれていたとしても穴があって抜けたり、

入ったりすることがあったのではないかということです。バラッ

ク街の空間は決して閉曲線で囲まれた存在ではなく、広範で、複

層的な関係性の中で構成されていたのではないかと言えるわけで

す。すなわち、バラック街とは決して固定しているものではない、

均質しているものでもない、さらには閉域としても存在していな

かったということです。

7．おわりに

今回の内容は以上となりますが、大きく 3つの点を皆さんと共

有できたかと思います。まず 1 つ目は再考の視点・方法として

「空間」を問うことの方法であり、意味です。なお、この視座は

バラック街、バタヤ街という空間だけでなく、いろんなものにも

適用できるかと思いますので、たとえば被差別部落の問題や現存

のスラム街と呼ばれる地域などを考える時にも活かしていただけ

ればと思います。

あと 2つはバラック街それ自体についての確認です。まず 2つ

目は、バラック街という空間の複線的な生成過程についてです。

バラック街の生成過程が必ずしも終戦直後だけでなく、いろんな

過程があったことを確認できるかと思います。今後の講義にも関

係しますが、消滅においても、同じくさまざまな過程が存在する

ことにもなります。そして 3つ目がバラック街という空間の多様

な状況とともに、その領域の多孔性を確認できたかと思います。
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以上を踏まえて、第 2回「不法と生存のあわい」では、生存お

よび生活の場としてのバラック街が、その後、「不法」と位置づ

けられ、「スラム」と呼ばれるなど、ネガティブな表象が重ねら

れていく中で、どのように変容するのか、見ていきたいと思いま

す。多孔的な領域としてのバラック街をめぐって繰り広げられる

内外の関係性に注目したいと思います。特にメディアを通じてバ

ラック街のネガティブな表象、そして立ち退き、消滅に向けた、

撤去に向けた行政によるさまざまな実践のあり方について考えて

みたいと思います。

今日の報告は以上です。ご静聴、ありがとうございました。

〈当日の質疑応答は省略いたします。〉
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第 2回　「不法」と「生存」のあわい

はじめに

同志社大学人文科学研究所連続講座 2020 の第 2 回目を始めま

す。前回は、戦後バラック街における生活がどのようなもので

あったかを確認し、そのあり方を再考するための方法について確

認しました。私が専門とする人文地理学、都市研究、都市論を踏

まえた上で「空間」を問うこと、ドリーン・マッシーというフェ

ミニスト地理学者の理論を踏まえて3つの考え方を提示しました。

空間を多様性の存在として認識すること、空間を関係性の産物と

して捉えること、空間を構成の過程として理解することの 3つで

すね。これは、一般的に流布している見方や考え方を当たり前の

ように考えるのではなく、多様であり、関係であり、過程である

として、空間を把握していくということです。こうした視座から

バラック街という空間を問うことを示させていただきました。

そのうえで、バラック街のさまざまな状況として、住環境やど

のような人々が住んでいたか、いかなる関係性があったかを確認

しました。また、バラック街という空間がどのように生まれ、拡

大してきたかについて、戦後すぐにできるものもあれば、1950 年

以降、都市に人口が流入してくる中で生成するバラック街の存在

や、集落規模が拡大する過程を説明いたしました。そして、バ

ラック街という空間が多様な人々やいろんな状況があったことと

ともに、バラック街という空間自体が、ある領域に囲まれた閉じ
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られたのではなく、外との関係性があることを示したうえで、多

孔的であったことも、皆さんと認識を共有させていただきました。

ここで前回のアンケートもご紹介させていただきます。受講生

の方から「もう少しバラック街の写真を見せて欲しい」とのご意

見がありました。前回紹介した拙著『「不法」なる空間にいきる』

には、広島の太田川放水路沿いにあったバラック街の写真をいく

つか転載していますので、それを少し紹介いたします。とりわけ、

在日朝鮮人の集住地区の様子が中国新聞の記事に掲載されていた

ものをお見せすると、材木置き場や道がぬかるんでいる様子など

雑然とするバラック街の風景を確認できます。キャプションには

「異臭が漂い、気味が悪い、滅多に通行人はいない」とあります

が人が結構いる様子も明らかになっています。汚物は川へ、衛生

的に環境が悪い条件もあり、共同炊事場としてコミュニティの拠

点となる場もあったことも写真から読み取れます。拙著以外でバ

ラック街の写真といいますと、ウトロを守る会が編集した『ウト

ロ―置き去りにされた街』（かもがわ出版、1997 年）にもバラッ

ク街の様子が様々な角度から撮影されております。この本は、大

学図書館にも所蔵されていますので、よろしければぜひ御覧くだ

さい。

前回の講座に対するご質問もいくつかいただきました。「バラッ

ク街での電気、水道のインフラはどのようなものだったか」とい

うお問い合わせと、「家賃は誰に支払っていたのか」というご質

問です。前回の講座では、バラック街で借家、借地、持ち家の人

もいて売買関係や賃貸関係があったことをお知らせしましたが、
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それについての質問ですね。

一つ目のご質問にお答えすると、水道、上水下水に関して不備

があったことは、前回紹介した東京の調査でも示されていたかと

思います。排水の設備がない地区が 4割くらい、水道については、

多くが共同の水道、井戸でした。とはいえ、いろんな方法で井戸

を掘ったり、水を引っ張ってきたり、排水は川に流すとか、なん

とかして生きていたということです。電気は正式には敷かれてな

くて、いろんな方法で使っていたようです。無茶をして引っ張っ

てきたがために漏電して火事が出てしまうということもあったよ

うです。行政や公的なものがサポートしていたかというと、そう

ではなかったかと思います。ただし、郵便は番地だけで届いたと

いう話もあります。0番地でも郵便が届いたということでした。

二つ目の家賃についてです。地区内の社会関係とも密接にかか

わりますが、バタヤ街においては親と子の関係がありました。親

が住宅や生活の面倒をみることで、働かせていたと言うことも

あったかと思います。また、前回紹介した『日本残酷物語　現代

編 1』に含まれている神戸長田の通称「大橋朝鮮人部落」と呼ば

れていた地区のルポルタージュには、このような記載を紹介しま

した。「ちかごろは帰国協定によって祖国へ帰る人が多く、「この

家ゆずります」という貼り紙があちこちで目につく。それはたい

てい、いまさらだれが買うものかと首をかしげるバラックだが、

いつか新しい住人がはいっている。朝鮮の人々がそこを脱出する

には帰国するしかなかった最低生活に、さらに流入する人がいる

のである」。この文章には後続があり、「この人が神戸にきたのは
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四年前のことである。（略）バラックの持ち主もやはり徳之島の

人である。新開地で飲み屋をしている若い女で，このあたりのバ

ラック五軒を三十万円で朝鮮人から買ったのだそうだ」とありま

す。本地区は朝鮮人部落と呼ばれていたのですが、実は半分近く

が奄美出身で、沖縄出身の人、日本本土の人も含まれていた背景

がありますが、新開地で飲み屋をしている人が朝鮮人から買って、

それを賃貸していたのとのことです。さらに、「六畳一間のバラッ

クの家賃が二千円だから，もうだいぶもうけたわけだ。この一角

にかぎらず，「朝鮮部落」と呼びならわされているこのスラム地

帯には，予想外に大勢の奄美出身者が住んでいる」と書かれてい

ます。バラック街は「不法占拠」であっても、そこには賃貸関係

や売買関係があることがここからわかります。また、この地区に

お住みだった方からは、「不動産の斡旋業をやっている人もいた」

という話も聞きました。家賃をめぐっても、バラック街が多様な

存在があったことがわかります。

1．撤去対象となるバラック街

さて、本日の内容に入っていきたいと思います。前回の講座で

は、バラック街が生存の空間、生活の場であったことを確認しま

したが、その後バラック街は「不法占拠」として位置づけられ、

撤去や立ち退きが行われることにより、消滅していく過程があり

ます。本日は、こうした消滅過程を見ていくわけですが、多様な

関係を有する、多孔的な生存の空間としてのバラック街が、なぜ、
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どのように消滅したのかを考えたいと思います。特にバラック街

の消滅に際して、行政によってどのように家屋の撤去が行われ、

居住者の立ち退きが敢行されたのか、その論理や当時の社会状況

について見てみたいと思います。

日本国憲法第 25 条に生存権があり、行政や公務員も憲法を遵

守する必要があるわけですが、その中にあって、なぜバラック街

に住む人たちの生存権が守られてこなかったのか、立ち退きが行

われたのか、土地を奪われたのかが気になります。まずは表 2－

1 をご覧ください。住田昌二先生は住居学、都市計画の大家とさ

れる方ですが、住田先生が京都大学に提出された博士論文『不良

表 2－ 1　戦後日本都市の不良住宅地区の型とその改善方法
不良地区の型 地区の内容 主な改善（消滅）方法

仮小屋集団地区 不法占拠のバラック
集団地区 撤去

バタヤ地区 バラック住宅と仕切
場の混在地区 撤去

ドヤ地区 単身日雇者の多い仮
住い地区

日雇労働者対策／自主改
善／撤去

一般老朽住宅地区 非戦災長屋地区の集
団的老朽化

自主改善／住宅地区改良
事業

応急仮設住宅地区 非戦災地の公営仮設
住宅の集団的老朽化

払下げ／公営住宅建て替
え

転用住宅地区 兵舎等の転用居住物
の老朽化 住宅地区改良事業／転用

参照：住田昌二『不良住宅地区改良の研究』京都大学大学院工学研究科博士論文、
1960 年。
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住宅地区改良の研究』からの引用です。この表は、戦後日本の不

良住宅地区がどのように改善されたかを示すものですが、まず上

の二つが本講座の対象となりますが、後でご説明します。ドヤ地

区とは、日雇い労働者のための簡易住宅街で、大阪の西成の ヶ

崎地区や東京の山谷地区が有名かと思います。 ヶ崎のあいりん

対策のように、日雇労働者対策がなされる場合のほか、簡易宿舎

のオーナーたちが自分たちで改善するケース、さらに場合によっ

ては撤去された地区もあったようです。その他、一般老朽住宅地

区は非戦災型の長屋地区も含めて、集団的に老朽化する地区を示

します。この中には被差別部落や同和地区と位置づけられる地区

もあるかと思います。こうした地区は自主改善された地区や住宅

地区改良事業がなされた地区が含まれます。

ここでの住宅地区改良事業について説明しますと、1960 年に住

宅地区改良事業法が制定され、これに基づいて行われた、改良地

区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにそれに付帯する

事業のことを示すわけです。全国市街地再開発地域のホームペー

ジに解説がありますが、不良住宅が密集している地域に改良地区

指定がなされた後はどうなるかというと、不良住宅を取り除いて

団地やマンションを建てるということです。いわゆるスクラッ

プ・アンド・ビルドがなされます。住宅地区改良事業は戦前の不

良住宅地区改良法（1927）に基づく事業をベースとしていますが、

戦後の同和事業においても、この手法がとられていきます。住宅

地区改良事業は 50 戸以上の世帯が密集する地区を対象地区とし

て設定しますが、小地区については小規模住宅地区改良事業とい
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う事業もあります。これらの事業があるにもかかわらず、バラッ

ク街の多くは対象外となり、ほとんどが撤去され、消滅してしま

うことになるわけです。

さて、以下ではバラック街の消滅過程を見ていくわけですが、

今回は主に神戸市の事例を見ていきます。なぜ神戸を扱うかとい

えば、二つ理由があります。一つは神戸においてバラック街、不

法占拠地区が日本の都市の中で人口比で見ると最大規模であった

ということです。二点目は、バラック街に対する行政の対応がシ

ビアだったからです。

戦後の神戸市が「開発主義国家対策のミニクローン」と呼ばれ

る自治体であり、「不法占拠の解決といえば当時、神戸市は国内

でナンバー 1の誇りを常にもち、建設省でも幾多の過去の実績か

ら高く評価されていた」という一説が、『都市経営の奇跡　神戸

に描いた夢』（神戸都市問題研究所、1991 年）の本にも書かれて

いるように、バラック街、不法占拠地区に対する神戸市の対応は

評価されていたようです。なお、戦後の神戸市は二人の市長が長

期に務めていました。一人は原口忠次郎氏、戦前は内務官僚とし

て各地の土木事業を担当し、後藤新平とも関わりがあったと思い

ますが、工学博士で土木的な素養をもった人物です。もう一人は

助役として長年、原口市長を支えた宮崎辰雄氏です。彼は立命館

大学の出身で土木や開発より、経営的な側面の素養があり、行政

が投資や経営を手動するやり方を実現していった人物でもありま

した。彼らが市長を務めた時期の神戸の開発において、有名なの

は「山、海へ行く」ですね。山を削った土を海で埋め立てる。そ
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れによって市街地を広げ、ポートアイランドや郊外開発を実現す

るなど先進的な取り組みをやっていきました。このような開発体

制の中で、バラック街も積極的に神戸の街から取り除かれていっ

たわけです。

それではいつから撤去が始まったのでしょうか。1950 年の鯉川

筋（神戸市中央区）の撤去が最初と言われています。『神戸市史　

行政編』（1963 年）によれば、「終戦後の治安の混乱に乗じて中国

人ら（台湾出身者が多かったといわれていますが）によってまた

たく間にバラックが建てられ、地元民もこれにならって住宅営団

より資材を得て 25 戸を建築した。たちまち商店街となり、自動

車の通行もできなくなるほどの狭い道となった。不法占拠面積約

700 坪 62 棟、居住者数約 300 人」が住む地域が鯉川筋にできたと

のことです。ここが撤去されました。そして、『神戸戦災復興誌』

（1961 年）には、「昭和 26 年 2 月 1 日から 2日にわたり、旧耕地

整地法第 27 条の規定によって強制除去（立退）をしたものであ

るが、不法占有面積 700 坪 62 棟、約 300 戸のうち、最終的に強

制執行に及んだものは 4戸であり、その他はほとんど執行当日、

自発的に除去した」と書かれています。さらに、神戸新聞の記事

には「鯉川筋商店街の立退き強制執行は、1日午前 8時半から神

戸市建設局移転補償課長を隊長に建設局水道局員 60 名、人夫 50

名、大阪ガス配管技術員 10 数名、看護婦数名からなる作業隊に

よって」と、かなり大規模に行われた様子が浮かび上がります。

その後、翌年、翌翌年と神戸市のバラック街の撤去が進行してい

くことになります。



－35－

前回の講座では、バラック街の形成は 1950 年以降に増加する

とお伝えしました。それに対して、今ご説明したように、バラッ

ク街が 1950 年から撤去される話が矛盾するのではないかと思わ

れるかもしれませんが、これらの過程が 1950 年代にどちらも存

在していたわけです。増えてもいるし、また撤去もあり、減少し

ていたのです。

ここで図 2－ 1を御覧ください。この図は神戸の中心部を切り

取った図で、1958 年時点で撤去されているバラック街が黒、1958

年時点で残存するバラック街が白で表現しています。中心部はか

なり撤去される一方で、周辺部で残っていることがわかるかと思

います。すなわち、都市計画、都市開発が進む中心地区は立ち退

きが早く進む、そうでない周辺部は残っていくということ、すな

わち空間的な周縁化が進んでいきます。1959 年 7 月 14 日の神戸

新聞の記事では、不法占拠の総数は 7,018 戸、その多くは路上に

建てられている独立家屋 1,810 戸、道路上に突き出ている家屋

3,160 戸で、長田区や葺合、生田区（ともに現在の中央区）に密

集し、特に新湊川や新生田川といった河川沿いのバラックが残っ

ていることが読み取れます。

2．社会問題となるバラック街

1950 年以降、行政による撤去が進み、同時にバラック街は社会

問題化していくことになります。表 2－ 2は、1950 年代における

バラック街の社会問題に関する『神戸新聞』記事の見出し一覧で



－36－

図 2－ 1：1958 年時の神戸における「不法占拠」バラック街とそれ
以前に撤去された地区の分析
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す。「「美観」と「生存」の対立」、「バラック街に集団赤痢」、「非

衛生驚くばかり」、「どうする？　このバラック」、「建つわ、建つ

わ、不法バラック」、「火魔呼ぶバラック街」とあるように社会問

題の対象として存在するようになります。

当時、景観、防災、衛生、反社会性という、大きく 4つの観点

からバラック街は問題視されていきます。新聞で問題として採り

表 2－ 2　1950 年代におけるバラック街の社会問題に関する
『神戸新聞』記事の見出し

記事
番号 年月日 記事見出し 分類

1 1951. 7. 26 ［美観」と「生存」の対立　表玄関神戸
駅前のバラック 景観

2 1952. 8. 27 バラック街に集団赤痢　衛生局必死の防
疫陣布く 衛生

3 1952. 8. 28 非衛生的驚くばかり　赤痢発生のバラッ
ク街 衛生

4 1953.12.23 ロマンスの香いまいずこ　「真珠会館」
の前にバラック 景観

5 1954. 3. 18 どうする？このバラック　"お見せし
ろ " "すな "　陛下お迎え前に消毒騒ぎ 景観

6 1955. 5. 20 建つわ建つわ不法バラック　悲壮な決意
の住人 "追われたら一家心中 " 反社会

7 1957. 2. 14 火魔呼ぶバラック街　自衛組織も少なく
低すぎる防火知識 防災

8 1957. 4. 27 住みよい街に　不法占拠のバラック　深
刻な住宅問題からみ難しい立退き 反社会

9 1958. 9. 9 市有地に居座るバラック　市内に五千戸
以上も　臭いブタ飼育に非難の声 衛生
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上げられるというのは、その当時において一般社会で問題になっ

ていたものが新聞に反映されていると理解できますし、新聞が問

題を採り上げることで、その問題がより深刻になっていく、固定

化されていく側面もあろうかと思います。

まず景観の問題です。1951 年 7 月 26 日付の記事に「日本の表

玄関神戸のミナト風景はたくましい講和への躍動を奏でている

が、港に比べてさびしいのが神戸の陸の玄関神戸駅前。そこで駅

前を何とか美しく広くお化粧をしなければ…。まず駅前広場の体

裁を整えるためにいまのごたごたした店舗街を徐々でも清潔にス

マートにすることが先決、ところが神戸駅西側ガード山側に終戦

直後バタバタ出来たバラック店の群は美観を損うのみならず非衛

生的なという声が付近の人から出ている」とあります。特徴的な

記事として 1954 年 3 月 18 日付、夕刊神戸新聞の記事「どうす

る？　このバラック。“お見せしろ ” “ すな ”　両陛下お迎え前に

消毒騒ぎ」では、「天皇，皇后両陛下の御来県を前に，関係当局

では道路の整備や植木の手入れ，部屋の塗替えなど，沿道の “美 ”

の制作におおわらわだが，一ヵ所だけどうにも隠しきれない盲点

が残り，関係者を嘆かせている」と書かれています。日本真珠会

館（中央区東町筋）は今もありますが、同館のそばにある不潔な

バラックの密集をどうすべきかと役所内では大騒ぎすることにな

ります。「強制的に立ち退かせろ」という声もあったようですが、

結果的には市職員が掃除をして、見せない対応をしたとのことで

す。

次は防災についてです。「火魔呼ぶバラック街」という見出し



－39－

の 1957 年 4 月 5 日の記事では、「ベニヤ板一枚の仕切りで雑居、

屋根はトタン葺きといういかにも燃えやすく、空気が極度に乾燥

する 3、4 月はいったん火が出ると火のまわりが早いので、消防

車が到着するころにはすでに手がつけられない大火になってい

る」と書かれています。バラック街がよく燃えるので非常に危な

いという新聞報道です。実際、バラック街はよく燃えました。バ

ラックが密集して燃えやすいことで被害が大きくなる。新聞記事

のなかには、火災は居住者自身が自分たちで火をつけたのではな

いかという説が報じられることがありました。それは火災保険金

目当てに燃やしたとか、ある種、反社会的な側面もあわせてバ

ラック街の問題として報じられたのです。

三つ目は、非衛生という問題視です。1950 年代はじめに赤痢が

流行りましたが、赤痢発生の根源としてバラック街が問題になっ

ていきました。不衛生な環境が赤痢を起こしてしまう論調もある

一方で、バラック街に住む人たちの衛生思想が問題視されること

もありました。1952 年 8 月 28 日の記事には、「昨年末の相つぐ赤

痢禍で幾分改善されたとはいえるが，何しろその日かせぎ労務者

が多いため「よくこれで惨事を引き起さないものだ」と係員を

ビックリさせているほどまだまだ低調のそしりはまぬがれないよ

うだ。一つの水道センで煮炊きから洗たくまでしており（略）さ

らに生活の関係からか早期治療をしないうえ，たいていの場合が

売薬で辛抱しており，ドタン場になって医師にかかっても入院費

がないため届出を怠ることもあるようだ」とあります。そこに住

んでいる人たちの問題もメディアで報じられるわけです。
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こうしたまなざしは、まさに居住者の反社会的な問題にもつな

がっていきます。ここでは差別的な表現を、そのまま記載してい

ますが、1957 年 2 月 16 日の記事では、「ほとんどの飼主が三国人

（ママ）で，職場を追われた貧しい人たちの生業の一つともなっ

ている．またブタは酒カスを食べさせると太るということから，

県下では養トンと密造酒づくりの両またをかけた経営方式をとっ

ているケースが多く，将来，こうした面での犯罪の温床にもなり

易いともいわれている」という報じ方もなされるわけです。

社会問題として 4つの観点、景観上、みすぼらしいということ、

防災上、危ないということ、衛生上、汚いということ、反社会的

な問題として、怖いといったように、当該地区が「恐怖の存在」

であることがメディアを通じて一般社会に報じられるわけです。

バラック街に対する表現のあり方として「恐怖」が一般社会に流

布していくことが、この過程において存在したわけです。

3．「不法占拠」問題への対処

バラック街への社会問題のまなざしのうち、とりわけ反社会的

な側面については、土地の「不法占拠」という条件が 1950 年代

終わりから積極的に採り上げられていきます。これは神戸だけの

話ではなく、全国的にも「不法占拠」の問題としてバラック街が

語られることになっていきます。1950 年代後半には、「暴力団の

介入」という表現も記事の中で出てきます。

こうした問題が社会問題視だけに止まらず、ある種、行政の立
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ち退きや撤去を正当化する条件にもなっていきます。そのきっか

けとして、大阪において通称「梅田村事件」と呼ばれる事件が

1952 年 12 月 29 日に起こります。大阪駅の玄関口、梅田において

一夜のうちに建てられた不法バラック建築物 14 戸を土地の権利

者である業者が人夫 40 数名を動員して 1時間で破壊したという

事件です。地権者が居住者に断ることなくバラックを取り壊して

しまった。それにより壊した方が器物損壊罪で逮捕されます。裁

判が長引きますが、1956 年、地権者側が「器物損壊罪で懲役 4カ

月、執行猶予 1年」と裁定されます。それが大きな問題になりま

す。「そもそも不法占拠している方が悪いのではないか。バラッ

クを建てた方が悪いのではないか」という論調が盛り上がるわけ

です。結果的に第二審では、地権者側の正当防衛が認められます。

その間、「不法占拠の問題を刑法で取り扱おう」という気運が高

まっていきます。1955 年の梅田村裁判の前ですが、朝日新聞大阪

版の記事を紹介しますと、「土地争いに新波紋。不法占拠を窃盗

罪で処罰」との見出しで報じられています。こうした動きがさら

に土地所有者たちの間でも積極的に起こっていきます。

そして、「不法占拠問題を刑法として採り上げていってほしい」

との要望が様々な組織から高まっていきます。1954 年 8 月、大阪

土地協会が陳情書を提出して以降、地方自治体や近畿市長会、全

国市長会、大阪商工会議所など、行政や経営者団体においても

「公有地も含めて不法占拠しているものを取り除いてほしい」と

の要望が膨らんでいきます。ロビー活動を展開する中、政治家も

巻き込み、結果的に 1959 年 6 月 14 日、「六大都市不法占拠対策
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協議会」が設立します。代表は大阪市長で、国に以下のような立

法措置の要望書を出すことになります。

「戦後発生した不動産の不法占拠は、六大都市の公有地約

二十四万六千坪であり、都市計画等各種事業遂行上の最大の

ガンとなると共に、大きな社会悪の培養素となっている。し

かもこれら不法占拠に対する手段は行政上の強制執行の認め

られる場合は極めて一部分で、殆どが長年月を要する民事訴

訟によるため、侵略行為を目前に拱手傍観せざるをえない。

（略）罪刑法定主義による国民権利の保護の趣旨を考慮し、

速やかに法律の明文による不法占拠に対する刑事罰と公有物

件に対する強制執行の法制化を要望する」。

これに歩を一にする形で法学者たちのなかでも、土地の不法占

拠を窃盗罪で扱うための議論が巻き起こります。有名な法律雑誌

でも「土地の不法占拠を窃盗罪で」や「土地占有の不法侵奪と仮

処分」、「不動産窃盗罪について」といった内容の論文が掲載され、

法学会の中でも議論されていくことになります。代表的な人物と

して前田信二郎という近畿大学の法学者が『不動産窃盗の実証的

研究　土地不法占拠の構造をめぐって』（有斐閣）を 1960 年に発

刊します。そこで、土地の不法占拠を窃盗罪であるという論拠が

つくられていくわけですが、一文を紹介すると、「土地の不法占

拠は決して都市や農村のプロレタリアートだけによって起こされ

るのではない。即ち私的所有と階級的利益の侵害による土地不法
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占拠は、一面、ホワイトカラー的犯罪の性格を具有していること

は見逃せない。いずれにしても不法占拠を窃盗罪として扱う根拠

は、ここにある」と示されます。

これらの動きが重なる形で、国会で立法化されることになるわ

けです。結果的に法制化されたのが、不動産侵奪罪という法律で

す。刑法 235 条「窃盗罪」の第 2号として、「他人の不動産を侵

奪した者は 10 年以下の懲役に処す」と、1960 年 5 月 16 日、内閣

総理大臣岸信介のもとで法制化されます。それによって土地の不

法占拠が刑事罰で対処されることになる。この法制化は折しも、

1960 年、安保闘争で国会前を群衆が占拠する中で行われます。岸

は国会前の群衆に恐れたと言われ、同様に岸の孫も恐れたわけで

すが、安保闘争のデモに対応するために、これをつくったのでは

ないかという議論も国会内でありました。結果的にそれが用いら

れることはありませんでしたが、ある種の空間を占拠することを

取り締まる法律が 1960 年、岸内閣でできたことはいろいろと考

えさせられます。

ここで、これまでの内容をまとめたいと思います。およそ 1950

年にバラック街の撤去が行われた。これは行政上の都市計画上の

障害物としてバラック街が邪魔になるわけです。そして、都市計

画の障害物となる場所から周縁の場所へ移っていく過程とともに

作動したのが、社会問題化のプロセスです。それとともに「土地

の不法占拠を窃盗罪で扱うべきだ」という論調がとりわけ産官学、

産業界や学術界、さらには法学的に膨らんでいき、不動産侵奪罪

の法制化につながっていくわけです。これらが連動する形で、生
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存および生活の場としてのバラック街が、1950 年代、60 年代に

「不法占拠」地区が、問題地域として位置づけられていったわけ

であります。

4．バラック街の撤去と消滅

1960 年以降、バラック街に暮らす人々の数が減少していくこと

になります。高度経済成長期に入ることで日本の経済状況がよく

なることから、そこから抜け出す人たちもいたでしょうし、特に

在日朝鮮人の場合、貧困に堪えられず、北朝鮮に帰国する人たち

もいたかと思います。そのほか、都市の住宅が整備されてくると

ともに、自発的にバラック街から抜け出す居住者の方々も出てく

ることになります。

一方で、1960 年以降、行政は積極的にバラック街の撤去を実施

していくことになります。神戸市の事例を紹介しますと、1960 年

から 65 年の期間内に、代執行 106 件がおこなわれ、1,545 戸、

939 の世帯が除去されたと報告されています。不動産侵奪罪は遡

及できないので、すでに不法占拠しているものに対しては適応で

きないのですが、新しく不法占拠したものに侵奪罪は法律上、対

処できる。また、この法律が法制化されたことで、「土地の占拠

が刑法の窃盗罪である」ことが社会に流布していき、行政の立ち

退きの根拠にもなったかと思います。

事例として神戸長田にあった最大規模のバラック街、新湊川沿

いの通称「大橋の朝鮮人部落」の状況をご紹介します。図 2－ 2
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図 2－ 2：「大橋の朝鮮人部落」の状況（1958-1970 年）
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は住宅地図を用いて、当地のバラックの配置を地図化したもので

す。1958 年にはまだ、川の右岸にバラックが多く存在していまし

たが、1963 年から少しずつ減ってきて 1968 年にはほとんどなく

なっていきます。当地に阪神高速の湊川ランプができることに

よって、この地区が立ち退きの対象となったのです。その間、も

ともと住んでいた人たちを仮設住宅に入居させ、その後、バラバ

ラにさせていく。最終的に 1970 年にはこの地区のバラック街は

消えていきます。河川が整備され、高速道路が整備されることに

より、そこにバラック街があったことは全くわからなくなります。

5．おわりに

本日は、バラック街が、なぜなくなっていくのか、消滅の過程

でのさまざまな営為を確認してきました。バラック街はなくなっ

て当たり前、当然だと理解されているかもしれませんが、その中

にはいろんな営為があったことをご確認いただければと思いま

す。すなわち、バラック街という空間が消滅する過程における行

政上の対応、メディアの報じ方、産官学の動向を見てきたわけで

す。

都心のバラック街や目に見えやすいバラック街を早く立ち退か

せることにより、目に見えづらいところにバラック街を押しやる

という空間上の周縁化とともに、新聞やメディアを通じて社会的

にマージナルな存在になっていったのです。この過程の中で、あ

る意味、バラック街の存在自体が見えなくなってしまう。バラッ



－47－

ク街の中で生きている人たちがいること、そこに生活があり、生

存していることを見えなくする不可視化の進行、さらには排除を

進めていく過程を確認してきました。そして、バラック街を消滅

すべきものと位置づけ、またそれを正当化するための取り組みと

して、不動産侵奪罪の立法化過程において、産官学が連動するあ

り方も確認してきました。

以上、バラック街を取り巻く環境に注目することで、多孔的、

関係的なバラック街を閉域のバラック街として表象したうえで、

それらをを消滅させる営為について話させていただきました。こ

の内容を踏まえて、関心として導かれるのが、実際のバラック街

の動向かと思います。立ち退きを含めた地区の消滅過程の中で、

住民側はどのように振る舞ったのでしょうか。そこではまた行政

側と住民側の関係も想起されるでしょう。

次回、第 3回目の講座は、バラック街の立ち退きがどのように

行われていったのかを見ていきたいと思います。バラック街の撤

去、立ち退きをめぐって繰り広げられる行政と居住者との間のさ

まざまなやりとりに焦点を当てたいと思います。立ち退きに際し

て抵抗や暴力が想起しやすいと思いますが、その一方で行政上の

配慮や調整もあり、必ずしも対立だけではないことも確認してい

きたいと思います。

そして、次回は講座最終日となりますので、戦後バラック街を

再考することで、戦後日本社会、戦後日本の都市のあり方につい

ても考えてみたいと思います。過去を把握することは今の社会の

あり方を認識することであり、さらにそれは今後、何をどうある
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べきかを考察することにも関連してくるかと思います。

本日の講座は以上です。ご静聴ありがとうございました。

〈当日の質疑応答は省略いたします。〉



－49－

第 3回　「立ち退き」をめぐる相克

はじめに

それでは、同志社大学人文科学研究所連続講座 2020『戦後「バ

ラック街」再考』の第 3回「「立ち退き」をめぐる相克」をはじ

めます。本日が最終日となります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

まず、これまでの講座内容を振り返りますと、第 1回では「バ

ラック街」という空間を問い直すことを、すなわち多様性、関係

性、過程として空間を捉えていく見方についてお伝えしました。

そして、こうした見方を踏まえて、バラック街の生活風景にアプ

ローチし、第 2回ではバラック街が生成から消滅へと至る過程、

社会的に問題視される状況を見てきました。

前回の講座に関して、受講生の方からいくつかご意見やご質問

をいただきました。ここでは一つご質問を取り上げたいと思いま

す。社会的に問題視される中で取り上げた衛生的な問題に関連し

て、バラック街ではなぜ養豚が生活の糧にされていたのか、とい

うご質問でした。

バラック街と養豚はよくイコールで考えられることもあるよう

に、大抵のバラック街では養豚が営まれていたようでした。養豚

は生産のサイクルが早く、それなりに儲かる仕事だったことが考

えられます。また、バラック街が立地する場所が河川沿いなど、

ある程度広がりがあり、都市内ではあるものの、人々が多く住む
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エリアから一定程度離れた場所にあったことも要因かと思いま

す。かつて、私は和歌山県新宮市で養豚業を経営されていた在日

の方にインタビューをしましたが、養豚は悪臭の問題も含めて不

衛生に見えるが、豚自体はきれい好きのため、清潔にしないとい

けないので大変な仕事だったと聞いたことがあります。このよう

にバラック街と養豚をめぐっても、いろんなストーリーがあるか

と思います。

このほか、バラック街の撤去に際して居住者に対する補償は

あったのかということや、バラック街と被差別部落との関係につ

いてのご質問がありましたが、本日の講座内容に答えが含まれて

いるかと思います。なお、被差別部落内のバラック街もあるかも

しれませんが、今回はある種、別のものと考えた上で、その関係

についても触れたいと思います。

本日の講義は、バラック街での立ち退きという現象におけるさ

まざまな関係性やその方法の多様性にアプローチしていきたいと

思います。バラック街の消滅過程は必ずしも単線的ではなく、複

線的であること、多様であることを明らかにし、それぞれの過程

におけるさまざまなアクターによる諸営為にアプローチしていき

ます。そして、本日は最終日となりますので、総括として全体の

まとめを提示します。戦後バラック街の状況を見直すとともに、

戦後都市社会の捉え方に対する本講座の意義について考えてみた

いと思います。
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1．バラック街の立ち退きをめぐる複線的な過程

立ち退きといえば、いわゆる強制立ち退きをイメージしやすい

かと思います。地権者がそこに住む人たちを強制的に立ち退かせ

る、行政代執行として、場合によっては警察権力や暴力を用いな

がら、抵抗する居住者を排除することが想起されるでしょう。た

しかに、そういうことが存在したことは事実で、1966 年 1 月 19

日の『中国新聞』の記事で報道されたように、広島市的場町では、

かなりの人数で川沿いの家屋が壊されたことがわかります。

しかし、このような事例はそれ相応の数があったと思いますが、

全体を見渡すと一部で、バラック街の消滅過程には他にもいくつ

かのルートがあったようです。なお、強制立ち退きには、たとえ

ば、地区の火災後に再定住を禁止して立ち退かせる事例もあった

ようです。『神戸新聞』の 1962 年 9 月 14 日の記事「不法占拠地、

火事幸いにバリケード」を紹介しますと、「新湊川のバラック街

の火事で世帯約 160 人が焼け出された。街路を緑地帯にするため

の市有地をバラック群が不法占拠していた問題に神戸市は焼け跡

の整理さえ済まないうちに幕を張って立入を禁止した」とあり、

火事後の対応において立ち退きが敢行されたことがわかります。

バラック街が消滅する過程において、強制立ち退きのほかに大

きく 3つの方向（自主移転、集団移住、居住継続）があったかと

思います。なかでも最も多いのは居住者の自主移転です。居住者

が自分で立ち退くというかたち、これがほとんどだったと思いま

す。ただし、行政は何もしなかったのではなく、たとえば見舞金
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や移転補償費といったように、ある程度の面倒を見ることもあり、

場合によっては、公営住宅を斡旋する自治体もありました。

次に集団移住ですが、コミュニティを維持する形で集団移住を

成し遂げたバラック街もありました。いわゆる住宅地区改良事業

をバラック街に適用し、改良住宅を別の用地に建設、バラック街

に住む人たちが集団的に移住するというケースです。住宅地区改

良法に基づく住宅地区改良事業は前回、紹介しましたが、不良住

宅地区の整備を目的として、スラム・クリアランス、スクラッ

プ・アンド・ビルド、すなわち密集する不良家屋を除去し、当地

あるいは近隣地にマンションや団地を建てて、そこに居住者を移

住させるという方式です。数は限られておりますが、一部のバ

ラック街がこの対象地区に指定されたのです。後でも具体的に紹

介しますが、そのほか県有地や市有地が払い下げられて、集団移

住が実現する事例もありました。

また、場合によってはバラック街が撤去されることなく、居住

継続、維持される事例もありました。京都市南区松ノ木地区や宇

治市のウトロ地区、大阪空港近隣の伊丹市中村地区などがそれに

当たります。しかし、これは居住が公的に認められたわけではな

く、行政による放置、社会的に無視されたことで、不安定な生活

状態、不良住宅のまま継続されてしまったということです。

以下では、バラック街の消滅過程を辿ることを目的として、特

に自主移転がなされた神戸長田の「大橋の朝鮮人部落」、住宅地

区改良事業が適用された、静岡市安倍川河川敷地区、県有地の払

い下げが実施された広島市を流れる太田川放水路沿いの 3つのバ
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ラック街を取り上げたいと思います。それぞれのバラック街の消

滅をめぐって、いかなる営為が行われてきたか、行政、居住者、

支援者によるさまざまな取り組みに注目したいと思います。

2．行政による自主移転促進

神戸長田を流れる新湊川沿いにあったバラック街は「大橋の朝

鮮人部落」と言われ、『日本残酷物語　現代篇 1　引き裂かれた時

代』（1960 年）の一つの章「島から来た人々」にも、この地区は

取り上げられています。すでに紹介したかと思いますが、その一

節をもう一度お見せしておきます。

高架線にそって東へ、ぬかるみ道をたどってゆくと、やが

てバラックの大群が行く手をふさぐ。このあたり、高架線両

側の道路予定地と新湊川両岸をうずめる数百のバラックは、

空襲被災者の仮住居の名残りではない。ここがこのような姿

になったのは、昭和二十四、五年以後のことである。新湊川

にかかる湊川大橋にたつと、床を半間から一間も川の上には

みださせたバラックが、延々とつづく壮観をみることができ

る。神戸市民はこのバラック街を「大橋の朝鮮人部落」と呼

んでいる。

当地は、新湊川沿いに 300 戸くらいのバラックがあって、500

世帯の人たちが暮らしていたと言われています。戸数と世帯数が
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ずれるのは間借りなど、一つの家屋に複数の世帯が居住するケー

スがあったのかと思います。そして、当地は「大橋の朝鮮人部落」

と称されるように、在日朝鮮人が多く住んでいたわけですが、す

べての居住者がそうだったのではなく、奄美出身者や沖縄出身者、

日本の他の地域から神戸に来た人たちも含まれるように、多様な

社会構成になっていました。

さて、前回も確認したように、当該地区は 1970 年、阪神高速

の湊川ランプが建設されるまでに、すべてのバラックが撤去され、

居住者は立ち退かされます。神戸市は個別交渉でバラックに住む

人たちに見舞金を払うことで、自主移転を促していき、結果的に

本バラック街は消滅するわけです。ただし、居住者が連帯するな

かで、当地の消滅に対して抵抗したという証言もありました。朝

鮮総連の長田南支部が中心となり、居住者たちの連帯、組織化を

目指したわけですが、残念ながらそれはうまく行きませんでした。

当時の関係者の方から以下のような証言がありました。

（居住者の立ち退き）は市が区画整理をやるときにね、こ

こに住む人がね、夜とか、私たちの知らない間に、ぱっと出

て行ってしまうんです。市がしっかり話に来ていてね、市と

うまく話がいったということでね。市は個人個人で話に来て

いたんですね。集団的に何ぼやろうとしてもやりませんでし

たわ。朝鮮南支部としては集合的にやって、神戸市と折衝し

て何か勝ち取ろうとするつもりで、私らが行くとね、そのと

きはみんな一緒にやらなあかんっていうわけですよ。だけど



－55－

それがね、知らん間に空っぽになっていて、市がそれを立ち

退かせてしまう。

集団的に行政と交渉をする中で「居住権や生活権を保障してい

こう、コミュニティの維持を図ろう」としたのですが、結果的に、

うまくいかなったということです。行政が居住者の分断を図って

いったこともあるようで、以下のような証言はそれを明示するも

のでしょう。

市はね、上から大規模に立ち退かせるのではなく、下から

一つ一つ立ち退かそうとした。それで一つ立ち退いたら、そ

の隣に行って、「隣は立ち退いたのにお宅は…」とプレッ

シャーをかけるわけですよ。あるいは、その時に特別に移転

費を上乗せしたのかもしれません。

たとえば、「隣は 10 万円だったが、お宅は 15 万円ですよ」と

いったように、居住者の分断が促されたようです。そうした市に

よる分断は、この地区が「大橋の朝鮮人部落」と言われながら、

様々な出自の居住者がいたことをうまく突いた可能性もありま

す。朝鮮出身者と奄美出身者、沖縄出身者たちの間をうまく分断

していくということです。また、在日朝鮮人においても、そもそ

も北と南という国家の分断があり、それぞれを支持する組織の分

断もあるわけです。すなわち、朝鮮総連と在日本大韓民国居留民

団（民団）を分断させることも神戸市は考えたのかもしれません。
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いずれにせよ、行政は個別交渉で分断を図りながら立ち退かせて

いくわけですが、ほかの多くのバラック街でも、居住者はバラバ

ラとなり、それによって地区が消滅していったのでしょう。

それでは「大橋の朝鮮人部落」に住んでいた人たちはその後、

どうなったのか、残された資料や証言を頼りに復元を試みましょ

う。まず、「大橋の朝鮮人部落」の近隣、真野地区を研究対象と

した、今野裕昭『インナーシティのコミュニティ形成―神戸市真

野住民のまちづくり―』（東信堂、2001 年）に、ある方のライフ

ヒストリーが含まれておりました。その方は「大橋の朝鮮人部落」

に住んでいたと想起されます。見舞金はそんなに高額ではなかっ

たかと思いますが、自助努力で近隣に転居した事例と言えるかと

思います。

Yさんは、鹿児島県出身。昭和 25 年神戸市に移り，真野

の西隣り、川沿いのバラックに住む。昭和 28 年にそこのバ

ラックの一つで美容店をはじめる。バラックだったので借金

も少なくて済んだ。昭和 40 年、高速道路建設のため立退き

になり、真野の現住地に転居。昭和 42 年，権利金 120 万円

を入れ、柱だけ残し全部ぶち壊し。改造した。1階が店舗（6

畳）、台所 3畳、中 2階を壊して、2階に 6畳と 3畳をつくっ

た。

また、Kさんという元居住者で、在日二世の方のライフヒスト

リーを聞き取ることもできました。Kさんは 1953 年に下関で生
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まれます。彼が 7歳の 1960 年にお父さんとお兄さんが仕事を求

めて神戸・長田に移住、翌 1961 年、お母さんとお兄さん二人と

ともに呼び寄せられます。お父さんが早く亡くなりますが、その

後、家族五人で「大橋の朝鮮人部落」に住むことになったようで

す。そして、彼が 12 歳のとき、1965 年のバラック街の火事を

きっかけとして、この地を離れることになります。同胞が経営し

ていたケミカルシューズ工場の 2階の一間を間借りしたり、長田

区内のアパートなどに引っ越しをしたそうですが、最終的には

「大橋の朝鮮人部落」に隣接する同和地区の一角に居を構えたと

いうことでした。

そのほか、「当時、朝鮮学校のクラスの 2割は北へ帰ったと思

う」（男性、1952 年生）といった語りや、「多くの居住者が北朝鮮

に帰ったのではないか。友人の一人が帰ったのを憶えている。お

別れをするときに、近くの六間道商店街の映画館に行って「これ

が最後やな」と言ったのを憶えているね」（男性、1953 年生）と

の発言を元居住者への聞き取り調査のなかで得られました。当該

地区の近隣には朝鮮初級学校があり、居住者の子弟も多く通って

いたようなのですが、そのクラスの 2割が北、すなわち朝鮮民主

主義人民共和国に帰ったということです。1950 年代後半から開始

される北朝鮮帰国事業については、日本の差別や排除、さらには

貧困生活の脱却との関連が指摘されるわけですが、まさにバラッ

ク街の消滅の一要因になったこともこうした語りから理解できる

かと思います。
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3．河川整備と住宅地区改良事業

一つ目の事例は、行政による自主的移転促進の中でバラック街

が消滅したケースです。それに対して、二つ目と三つ目の事例は

居住者たちがコミュニティを維持しながら集団的に移住する事例

となります。ここでは前者、住宅地区改良事業によって改良住宅

が建てられ、集団移住が実現した、静岡市安倍川のバラック街を

取り上げます。

当該地区の撤去および集団移住に関する建設省静岡河川工事事

務所の報告書『安倍対―安倍川不法占用是正二二年の記録―』

（1990 年）の掲載写真を見ると、堤外地、すなわち河川敷にバ

ラック街が立ち並び、なかには廃品回収のバタヤ的なものも存在

していることがわかります。この地区が現在、どうなっているか。

河川整備の中で、そこにバラック街を見ることはありません。元

居住者たちの多くはここから少し離れたところ、堤防の内側にあ

る住宅団地や分譲地に移ったのです。当地にはおよそ 300 世帯が

暮らす公営住宅のほか、住宅用地、事業所地区、廃品回収作業所

として分譲された 173 の区画があります。さきほど紹介した神戸

の事例に比べれば、かなり手厚い保護や配慮がなされていたこと

がわかります。

なぜこのような行政による対応が行われたのでしょうか。一つ

には河川整備の一環として、バラック街を撤去する必要があり、

そのために住宅が用意されたということです。ですので、バラッ

ク街居住者を守るためというわけではなく、河川整備を進める行
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政上の都合で実施されたと言えるかと思います。

1960 年、建設省が「治水事業 10 カ年計画」を立て、それまで

以上に予算を投下していくなかで、日本の河川整備は進んでいき

ます。建設省『日本の河川』（1995 年）のデータを参考に、建設

省治水事業の実施額の推移を確認すると、1960 年代から少しずつ

右上がりに増えていき、1970 年にかなり増額することがわかりま

す。10 カ年計画とともに、1960 年代には、河川法が新たにつく

り直されるように、法的にも河川整備を支える条件が揃います。

もともと河川法は 1897 年に法制化されているのですが、1964 年

に大幅な改正がなされます。また翌 1965 年には、河川占有敷地

準則ができ、河川敷地の占有許可の法的根拠が提示されます。こ

うした事業計画や法制度に基づき、1960 年代から 1970 年代にか

けて河川整備が各地でドッと行われていくわけです。

そして、河川敷の整備や管理も建設省や都道府県の河川整備当

局を中心に進んでいきます。そこでは、私的な占有が排除され、

河川敷は防災公園、遊歩道、緑地帯など公的用地のみが許容され

ていくことになります。土地の占有許可を定めた、河川法第 24

条では、「河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通

省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければな

らない」とあり、河川敷占有許可準則の第 4条では「河川敷地の

占用は、次に掲げる基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認

められる場合に許可することができる。この場合においては、そ

の地域における土地利用の実態を勘案して公共性の高いものを優

先させなければならない」と書かれています。後者の公共性につ
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いては、「治水上又は利水上支障を生じないものであること、河

川の自由使用を妨げないものであること」などが提示されていま

す。このように占有の権限や範囲が明確化されるとともに、河川

法第 75 条 1 項では、「河川敷にある工作物が許可を得ていなけれ

ば徐却し、河川を現状に回復することが求められる」と記載され

ています。

このように公的な管理が進む中で 1960 年代から 1970 年代にか

けて河川整備は進行していき、その中で懸案となっていた河川敷

を占拠するバラック街も撤去の対象となっていくわけです。

こうした状況を安倍川のバラック街で具体的に確認したいと思

います。1965 年 9 月、静岡県をはじめ行政当局は、河川沿い並び

に河川敷においてバラックを建てていることに対して、戒告書を

出すことによって、自主的な立ち退きを促進していました。これ

は先程紹介した「大橋の朝鮮人部落」と同様かと思います。そし

て、戒告書に抵抗すれば、行政代執行法第 2条によって代執行を

行うことが明記されていました。

基本的にこのような立場は維持されていきますが、1966 年に大

きな転換があります。静岡県が中心となり、安倍川総合対策が提

示されることになります。ここでの事業は、安倍川河川整備をす

ることを名目として、静岡県だけではなく、国と静岡市とが協同

して行うものでした。具体的な対策項目は以下の 7点です。

1. 安倍川沿いの河川認定地（50,000㎡）の公用廃止。

2. 静岡県住宅供給公社が認定地を旧地主から買収、宅地造成を
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実施。

3. 住宅地区改良法を適用し、改良住宅を建設。改良住宅の建設

は静岡市が施行。

4. 職業上、土地を必要とする者については分譲地を考える。

5. 静岡県に安倍川対策室を設置し、国及び静岡市から職員を派

遣。

6. 公用廃止する移転地の堤防締切工事は建設省で施行。

7. 移転に当たっての雑費（移転見舞金）の支給については、建

設省で検討。

すでにご紹介した報告書『安倍対―安倍川不法占用是正二二年

の記録―』には、実際に本事業を遂行した安倍川対策室の歴代事

務所長による懇談会の内容が含まれておりますので、それを参考

にこの事業が行われた経緯について確認したいと思います。

まず、安倍川対策事業がなぜ行われたかについてです。二代目

の事務所長は以下のように発言しています。

安倍対のスタートについては、河川法の改定で、安倍川が

県の管理から直轄管理河川になるときに、中部地建としては、

不法占拠をそのままにして直轄管理区間にしたくないという

意向があったようです。しかし県は、その部分だけを建設省

の直轄にしないというのは困るわけですので、県と建設省が

話し合って、不法占拠については県と、国と市が入りまして、

総合的な安倍川対策室をつくって、不法占用を片付けるとい
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うのが、直轄河川にするときの一つの条件と聞いております。

次に初代事務所長の方の発言を紹介します。当時の静岡県知事

と建設省のパイプがあったことで、この事業がスムーズに遂行し

たということがわかります。

国にお返しするにはきれいにしてお返しするのが県の責任

であるということで、あれは竹山知事（竹山祐太郎、農商務

省出身、1954 ～ 55 年に建設大臣、1967 ～ 74 年に静岡県知

事）の頃だったと思うんですけれど、あの人は建設省の大先

輩みたいな人で、建設省には面倒みてやろうというような

太っ腹なところがあったという話も聞いております。

本事業において、安倍川総合対策協議会という組織も設置され

るのですが、会長は静岡県副知事が務め、副会長に静岡県土木部

長、静岡市長、建設省の中部支局建設局河川部長が就きます。そ

のほか委員として、市会議員や県会議員などが関わる中で、この

事業が遂行されていきます。すでに出てきましたが、実行組織で

ある安倍川対策室には 8名の職員が所属し、その内訳は建設省か

ら 2名の出向、静岡県 4名、静岡市 2名となっており、国と県と

市が協同していることが認識できるかと思います。

いずれにせよ、この体制の中で住宅地区改良事業が当地区に適

用され、住民の集団移住が実行されるのですが、住民が成し遂げ

たいうよりも、国、県と市が主導的に河川を整備するために実現
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したわけです。初代の事務所長が「国にきれいにしてお返ししな

ければならない」と発言したことが象徴的なように、資金や労力

をかけてでも河川整備を実施する必要がそこにあったわけです。

そうして当地区の整理（消滅）が実施されたのです。

ただし、報告書によれば、一部の地区では抵抗があり、居住を

継続する人もいて、結果的に行政代執行による強制撤去をした事

例もあったようです。必ずしもスムーズに行政の思い通りにいっ

たわけではないということです。居住者側にも何らかの理由が

あってのことだと思いますが、居住者の意向を汲むことなく、あ

る意味、行政側の都合を押し付けたことと捉えることも可能かと

思います。

なお、このように河川整備の一環として集団移住が行われたの

は安倍川だけでなく、横浜の鶴見川沿いのバラック街や熊本の白

川地区、さらには広島の太田川沿いの通称「原爆スラム」といわ

れる基町地区でも同様の事業がなされて、集団移住がなされます。

4． 集団移住のための連帯と行政交渉

以上、行政主導型で進めていった集団移住の事例をご紹介しま

したが、その一方で、住民の意向や運動の成果として集団移住を

成し遂げた例は、ほとんどありません。部落解放運動のような集

合的な運動はバラック街では実現することはなかったのかと思い

ます。ただし、全くなかったわけではありません。ここでは、広

島市を流れる太田川放水路沿いにあったバラック街の事例を紹介
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したいと思います。当該地区においては、自分たちで運動を起こ

すなかで、ある程度ですが、払い下げられた県有地に集団移転を

成し遂げることが出来たわけです。「ある程度」というのはいろ

いろな意味合いを含みますが、土地を購入できるような、お金の

ある人は集団的に移住できたわけなのですが、貧しい人など一部

の方は払い下げられた土地に移住できなかったということも一つ

です。

一部の居住者が移住出来なかったことはさておき、ここではな

ぜ集団移住ができたか、その背景ついて説明したい思います。ま

ず、安倍川のように行政による住民への配慮を指摘しておくべき

かと思います。安倍川の河川整備と同様、太田川放水路事業を完

遂させるためには、その妨げとなる同地区のバラックを撤去しな

い限り、堤防ができないということがあったわけです。立ち退か

せるために集団移住させる、また土地を払い下げることが実施さ

れたということです。その一方で、住民たちも連帯するなかで、

立退対策委員会を組織し、よりよい立退補償を求めて、行政と交

渉を行うことがあったのも事実です。この二つの要因が重なるな

かで集団移住が成し遂げられたのです。

それではなぜ行政は補償をしたのか、土地を払い下げたのか、

その根拠を確認しておこうと思います。ここでは三つの根拠を提

示します。まず一つ目は先程も述べたように、太田川放水路事業

の完遂のためです。そして二つ目が、隣接する被差別部落での立

退補償の存在です。当該地区に隣接して、広島市の中でも最大規

模の被差別部落があり、そちらは 1957 年というかなり早い時期
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に、公営住宅が大規模に提供され、集団移住が実施されていまし

た。こちらの地区がなぜ放置されることになったのかと言えば、

本バラック街は在日朝鮮人が集住していたからということが要因

でしょうし、河川敷を「不法」に占拠していたことも関わってい

るかと思います。こうしたなか、前者の被差別部落は補償してい

るのに、こちらは補償していないことで、行政上のある意味「負

い目」があったことを指摘できるかと思います。

そして三つ目が、抵抗運動と再度の不法占拠を抑えるためのこ

とだったかと思います。「抵抗運動と最後の不法占拠を押さえる

ために「第三国人（ママ）に対しては、一時収容施設を設け、ア

パート等に入居させ、生業が成り立つようにしてやらない限り、

不法占拠、スラム街等が再現される可能性がある」ということが、

行政担当者の発言として、当地区の撤去に関する行政文書に書か

れておりました。いずれにせよ、行政上の都合がそこには垣間見

れます。

その一方で地区住民たちは、なぜ抵抗できたのか。抵抗するに

は連帯や組織化を図ることが必要ですが、なぜ当該バラック街で

それはできたのか、見ていきたいと思います。ここでは大きく四

つの条件を指摘できます。

一つ目は、このバラック街の形成の経緯です。すなわち、当該

地区には戦前から住んでいた人たちが何人かいたようです。そし

て、当地での被爆経験を有する方も何人かいたということです。

こうした場所の条件が人々を連帯させる条件にもなったというこ

とです。
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二つ目は、先述したように、1世帯を除いてほとんどが在日朝

鮮人の方で、かついわゆるチェーンマイグレーションということ

で、同郷出身の方が集まっていたということです。慶尚南道の陜

川郡（ハプチョン）の出身者が多かったということです。

三つ目は自生的リーダーの存在です。立退対策委員会の会長に

選ばれた Cさんは、戦前からここに住み、被爆経験を有し、大家

族で衛生業、清掃業に近い仕事を営み、従業員も多い 50 代の経

営者だったということです。なお、彼を中心に居住者がまとまっ

たわけですが、それを支えたもう一人重要な人物もおりました。

立退対策委員会の事務局長を務めた Tさんです。Tさん自身、こ

の地区の住民ではなく、隣接する被差別部落で生まれ育った地区

外居住者でしたが、朝鮮総連専従職員の立場でこのバラック街の

立ち退き問題に関与します。この地区自体は民団の部落と言われ

たように、南（韓国）を支持する人たちが多かったわけですが、

彼はここにうまく溶け込み、地域住民の連帯、組織化を図ってい

きます。10 年ほど前にこの T氏にインタビューをしたのですが、

その時の証言を二つご紹介しましょう。

民団の方から見れば、（北は）好きじゃないけれども（該

当者が T氏のほかに）おらんじゃないかと。まあ、（T氏に）

いっぺんやらしたらどうかというのが本音じゃなかったかな

と、僕は思うんですよ。それで、僕がそこでまあ、徐々に

徐々に僕の気持ちが判っていったんじゃないかと思う。
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総連じゃ民団じゃと、みんなが中でわーわーと喧嘩しよっ

たらね、向こうに見られますよと。でも、一緒にやるんやっ

たら、ここの対策委員会の委員長を中心に、彼が民団であろ

うが総連だろうが（関係ない）、それはみなさん選ぶんだか

ら、選んでしっかり固まって、彼を中心に。発言も向こうに

出たら、わしもじゃ、わしもじゃじゃあなしに、対策委員長、

事務局長に任してくださいと。それ以外の方、あんまり発言

しないでくれと。

以上のように、彼は住民たちに語りかけ、地域をまとめること

になりました。当該バラック街の撤去をめぐっては、住民たちが

連帯する中で行政との交渉が行われていくことになるわけです。

行政側は「立ち退かせたい」と考える一方で、住民側の方も立ち

退くことを前提にしているため、他の地区に比べると、かなりス

ムーズにいったかもしれません。ここに中国地建総務部用地課が

1966 年に作成した、『太田川放水路左岸旭橋不法占拠家屋立退対

策関係綴』と題した 2冊の行政資料があります。当該資料はある

研究者から譲り受けたもので、入手ルートがよくわからないので

すが、当該地区の撤去および集団移住をめぐる交渉過程が克明に

記されています。この資料を用いて、当該地区の居住者組織であ

る立退対策委員会と行政当局との交渉について明らかにしたいと

思います。

交渉自体は住民側は立退対策委員会が担当しますが、背後には

朝鮮総連と民団が共同でバックアップする体制が築かれていまし
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た。総連と民団が共同することは、当時の在日朝鮮人社会をめぐ

る世情を考えると、大変珍しい状況だったと思います。その一方

で行政側は国と県と市、具体的には中国地方建設局河川部、太田

川河川事務所、広島県河川課土木出張所、広島市建設局が交渉の

席につきます。力関係でいえば圧倒的に行政側が強いわけですが、

結果的に集団移住と土地の払い下げ、さらには移転補償金や家が

ない人には仮設住宅の提供が実現することになります。また、当

該地区には養豚を営む方が多く、養豚の廃業補償費も支給される

ことになりました。当初、住民たちの要求は全ては満たされな

かったものが多かったのですが、行政側から見れば住民たちの要

求を多く汲む結果になったわけです。

行政と地元の交渉は 1964 年 9 月から 1966 年 7 月にかけて 15

回、実施されます。交渉の場では、立退対策委員会はいろんな取

り組み、戦術を行いますし、それに対して、行政側も住民たちを

スムーズに立ち退かせるためにいろんな戦略を立てていきます。

交渉の場で、「Tさん、あんたは居住者ではないのに、なんで入っ

ているんだ」といい、T氏を交渉から排除しようとしましたし、

新聞報道も「この地区は迷惑な存在」とアピールするような「不

法住宅がブレーキしているから放水路ができない」という記事が

踊るわけです。そこには、行政側のある種のリークもあったのか

もしれません。1966 年 6 月 7 日の中国新聞の記事では「役に立た

ぬ太田川放水路」と見出しがあり、「堤防に 70 戸居座る」と続き

ます。たしかに太田川放水路が出来ないことで、市民にリスクが

及ぶわけですが、もし洪水被害が出れば、まっさきにこのバラッ
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ク街の人々が被害を受けるわけです。

このように行政側はメディアをうまく使いながら、様々な揺さ

ぶりをかけてくるわけですが、立退対策委員会の方も積極的にい

きます。事務局長の Tさんは行政側に対して以下のように語った

ようです。

（太田川河川工事務所の）係長いう人がね、（強制撤去を）

やると言うて来たんですよ。じゃあ、やりなさいと、うちは

朝鮮総連がいっぱい人を集めるんだと、県下で。声掛けてす

ぐに集るのが 1,800 人ぐらい。ここは 100 軒ぐらいあったか

ら、これが約 1軒に 3、4 人、子供まで入れたらもっと多い

けども、ここが大体 4、500 集ると。そうすると 2,500 から

3,000 人ぐらいを相手にしてやるかって言うたんですよ、僕

は。やろうじゃないって、僕もはっきり言ったんですよ、こ

うやって（机を叩く仕草で）。木刀ぐらいは用意しますよと。

あなた方は命なんか賭けてないだろうけども、うちは命賭け

ですよと、みんなそうですよと。

これはいわゆるハッタリだったとインタビューでは語ったわけ

ですが、彼は続けてこのように語りかけます。

ほいでじゃあ、それ計算してみいと。警察の動員、1人や

2人じゃ済まんだろうと。また彼らの寝るとこ、あんた確保

せにゃいかんのだぞと。この寝る場所、仮設住宅ぐらいは建
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てるぐらいね、用意せにゃ、あんたどうするかと。そしたら

それの、いわゆる仮設の建設、警察動員のあれ、そして怪我

人出た時、あった時ね、全部入れて計算してみなさいと。

「計算してみぃ」という形で、立ち退きにかかる費用を換算さ

せ、補償費用の上乗せと天秤にかけさせたとも言っておりました。

「強制立ち退きは、お金がかかって無謀なことだ」と追及する中

で、結果的に自分たちの要求を可能な限り、通させようとしたの

でした。その過程で住民たちの移転補償、ならびに集団移住が成

し遂げられていくことになったわけです。

5．まとめ：「立ち退き」をめぐる多面的な空間の政治

以上、本日の内容をまとめますと、バラック街の立ち退きをめ

ぐっては行政当局が、戦略的見地から、警察権力を用いた行政代

執行による強制撤去だけでなく、個別交渉を用いた地元居住者の

分断を図る方法、住宅地区改良法や土地の払い下げなど様々な方

法で当該空間の消滅が促進されてきたわけです。その間、不動産

侵奪罪（1960 年）や新河川法（1964 年）など法的根拠が整備さ

れる一方で、メディアの排他的な言説が介在し、バラック街は社

会的に問題視され、居住者への社会的排除は進行していきます。

そして、その中で行政当局によるバラックの撤去や居住者の立ち

退きの正当性は確固たるものになっていったわけです。

それに対して居住者は様々な方法で戦術的に生活世界を維持
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し、公権力に対して支援者の協力を受けながら連帯し、組織化し、

自らの居住の生活や権利を主張し、抵抗することもありました。

行政当局と居住者との関係は一筋縄に「対立」として理解するこ

とはできないかと思います。それぞれの組織は必ずしも一枚岩的

に捉えられず、交渉では互いの利害関係が調整されることもあり、

そのあり方は多面的だったのです。

6．講座を通じて：戦後バラック街再考の意義

本講座では、戦後バラック街に対する既存の歴史認識（閉域と

して、均質なものとして、固定的なものとしての空間理解、消滅

までの単線過程）の視野の狭さや誤謬をあらわにしてきました。

バラック街は多様であり、その空間としてのあり方は閉じたもの

ではなく、関係性があった、多孔的であったということです。

また、バラック街という空間が形成されて、消滅するまでの過

程も多様だったことが、本日の内容でも明らかになったと思いま

す。立ち退きの過程や手法にも様々な形があり、集団移住を成し

遂げた地区もあったわけです。

以上を踏まえて必要なのは、戦後バラック街に対する排除的な

空間表象および消滅すべきものとしての歴史認識を、当たり前と

されてきたことを問い直すということです。そこで想起されるの

は、戦後社会の捉え方と共通するものがあるのではないかと考え

ます。つまり、ある種の「開発すれば成長する」という戦後社会

の理解と、バラック街を「なくなるべきもの、排除されるべきも
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のだ」と認識することが裏表の関係、あるいは共犯関係にあった

のではないかということです。それによってバラック街に対する

視野は狭くなり、そこでの多様性や様々な過程が捨象されてきた

のではないかとも思うわけです。

もう少し敷衍して考えれば、戦後の開発の正当性を是認する形

でバラック街に生きた人々の存在それ自体が、歴史的にも抹消さ

れて来たということです。逆も然り。歴史的に抹消してしまうこ

とで高度経済成長や開発政治の正当性を追認してきたのではない

かとも言えるのではないでしょうか。これは私から問題提起です。

その意味で、現在および将来における貧困層や社会的弱者に対

する差別や排除、立ち退き問題に立ち向かう場合には、歴史的に

不可視化されてきた、あるいは消滅や問題解消を「当然」とみな

されてきた、同様の状況を見つめ直す意義もありうるのではない

かと思います。それこそがバラック街の「記憶と記録の再探索」

というオルタナティブな戦後史の意義であり、目指すべき先では

ないかと思っているわけです。

以上が本講座全体のまとめでありますが、皆さんの望むべき内

容となったのか心もとないところもあります。宣伝となって恐縮

ですが、今回の講座の内容をもう少し詳しくお知りになりたい方

は、拙著『「不法」なる空間にいきる―占拠と立ち退きをめぐる

戦後都市史―』（大月書店、2019 年）をぜひお手元にとっていた

だければと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは、

ご静聴、本当にありがとうございました。
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