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首都性について 資 料１０

わゆる「首都東京」の区域―― 
 

料：第81回帝国議会衆議院「東京都制案委員会議録」 

 ：第81回帝国議会貴族院「東京都制案特別委員会議録」 

】 

「首都東京」の実質は「東京市」であること。 

三多摩地域等の位置づけが困難なため、首都の範囲を「東京府」として結果的に

決をつけたこと。 

京「府の区域」に「都制」を布いた理由 

5区の区域が日本の中心であること 

京市の人口は東京府人口の9割に達していたこと 

会と市長関係等市政運営が十分でないこと、等 

京市が中核 

ノ帝都ノ行政ト云フ點カラ考ヘマシテ、今三十五區ノ區域ニナツテ居リマスル七百何十万ノ市民

域ガ、是ガ最モ中核ト致シマシテ大事ナ區域デアル、之ヲ中心トシテ帝都ヲ考ヘルコトガ一番具

デアリマス、又自然デアル…」〔國務大臣S18.2.2・衆〕 

と府は重なる 

體カラ見マシテ、此ノ東京市ト云フモノガ是ダケ尨大ナ區域デ以テ、而モ東京府ト殆ド其ノ大部

フモノガ重ナリ合ツテ居ルヤウナ譯デアリマシテ、人口カラ申シマシテモ、東京府ノ人口ノ九割

ニ達スルモノガ東京市ノ中ニ包合サレテ居ル、斯ウ云フヤウナコトデアリマスカラ、全ク制度其ノモ

申シマシテモ、二重組織ト見得ルノデアリマス、…」〔國務大臣S18.2.2・衆〕 

政運営不十分 

ウシテソコガ政治、經濟、凡ユル方面ニ於テ日本ノ中心デアルト云フコトニナツテ参リマシタノデ

ス、遺憾ナガラ市會ト市長トノ關係、ソレ等ノ具體的ナ實際的ナ政治經濟運行ノ状況ヲ見マスル

角折角區域ハ擴大セラレマシタガ、甚ダ其ノ市政運行ノ上ニ於テ十分デハナイ、…」〔國務大臣S

.2・衆〕 

政運営不十分 
制案ヲ提案致シマスル理由ト致シマシテハ、今御述ニナッタヤウナ風ニ東京市ノ市制運用ノ缺

シマスルカ、サウ云フヤウナ點ガ矢張リ多分ニ施行シナケレバナラナイ原因ノ、又理由ノ一ツデ

スルガ、併シ其ノ以外ニ此ノ提案理由ノ御説明ヲ申上ゲマシタヤウナ風ニ帝都ノ性格カラ考ヘマ

、ソレハ國家的ナ性格ヲ增サナケレバナラナイ所デアルト斯様ニ考ヘルノデゴザイマス、…」〔國

臣S18.3.8・貴〕 
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２ 東京「市の区域」とし得なかった理由 

・実質は東京「市の区域」でありながら東京「府の区域」とした。 

・三多摩等の対処案がなかった。 

・小笠原島を入れることはおかしいが、東京都の中に包含するより外に仕方がない。 

 
○ 東京市解消が中心三多摩は從たる問題 

「…要ハ今囘ノ都制ハ地域ハ東京府全體ニハ相成ツテ居リマスケレドモ、主タル點ハ矢張リ東京市ノ

解消ノ面ガ中心デゴザイマシテ、寧ロ三多摩其ノ他ノ地方ハ從タルモノニ相成ルカト思ヒマス、…」〔政

府委員S18.3.6・貴〕 

 

○ 本質は東京市＆三多摩独立は出来ない 

「…東京市ノ區域ニ依ツテ東京都ヲ決定スルト云フコトニ付マシテハ、是ハ先般來モ縷々申上ゲマシ

タヤウニ、本質ハ何處マデモ現在ノ東京市ノ三十五區ガ中核デアル、併シナガラ今御話ノアリマシタ

三多摩其ノ他ノ地域、之ヲ他ニクツ付ケルト云フコトニ付イテハ全ク名案ガナイノデ、今日ノ交通關係カ

ラ考ヘマシテモ、之ヲ他ニ持ツテ参リマシテハ、非常ニ不利不便ナコトニナツテ参ルノデアリマス、是ハ

ドウ致シマシテモ三多摩ヲ獨立サセルト云フコトハ出來マセヌシ、又他ノ府縣ニ之ヲクツ付ケルト云フノ

モ、非常ニ不親切ナ考へ方デアリマス、大部分ノ東京市ノ區域ガ東京都ノ、詰リ中核ヲナスモノデアル

以上、此ノ位ナ親切ハ考ヘテヤツテ然ルベキデハナイノカ、…」〔國務大臣S18.2.4・衆〕 

 
○ 本質は東京市＆三多摩独立は出来ない 
「…東京都ガ東京市ノ區域即ち三十五區ガ中核體ニナツテヤツテ行ク以上、其ノ位ノ面倒ハ見テ相當

デハナイカ、斯ウ云フ風ニ考ヘテ居ル譯デアリマス、ソコデモツト擴イ區域ノ案ヲ考ヘテナイカ、モツト

擴イ區域ト云フ點ニナツテ來マスト、是ハ全ク案ガ立タナイノデアリマス、狭イ區域ト云フ點ニナリマス

ルト、東京市ダケノ區域ニシタラドウカト云フ案ガアツテ、三多摩ダケヲドウシヨウカト云フコトニナリマス

ケレドモ、併シナガラ擴イ區域と云フコトニナリマスレバ關東地方全部ヲ考ヘル、或ハ今御話ノアリマシ

タ極メテ狭イ近郊ダケヲ考ヘル、何レニシテモマダ考ヘトシテ、ハツキリシタ基準ガ立タナイノデアリマ

ス、ソコデ是等ノ案ヲ採ル譯ニハ、ドウシテモ参ラナイ、…」〔國務大臣S18.2.4・衆〕 

 
○ 三多摩その他の区域を処理できない 
「…三多摩其ノ他ノ區域ヲ如何ニシテモ處理スルコトガ出來ナイ、ソコデ之ヲヤハリ連檐區域ト一緒ニ

東京都ノ區域トスルヤウニスルヨリ致シ方ガナイ、…」〔國務大臣S18.2.2・衆〕 

 
○ 他に名案がない以上、三多摩は都から切離せない 
「…三多摩ヲ都ノ區域ニ包含致シマシタ理由ハ、只今御質問ノ中ニモゴザイマシタヤウニ、現在三多

摩ガ東京市の或ハ水ノ供給ノ問題、或ハ又精神的方面カラ考ヘマシテモ、保健施設等の點カラ考へ

マシテモ、東京市ニ多大ノ便益ヲ興ヘテ居ルノデアリマス、又三多摩地方ガ之ヲ沿革的ニ見マシテモ、

今回都制ヲ制定致シマス場合ニ、之ヲ切離シテ考ヘルト云フコトハ、他ニ別ニ名案ガゴザイマセヌ以

上ハ、當然ニ之ヲ包含スルノガ適當ナ措置デアルト、斯ウ云フヤウニ考ヘマシテ、…」〔政府委員S18.

2.4・衆〕 
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○ 三多摩は都から切離せない 
「…三多摩ヲ別箇ニ致シマスレバ、財政的ニハ無論特殊ナ援助ノ策ヲ講ジナイトナラヌダラウト存ジマ

ス、其ノ意味ハ、今日東京府ノ課税状況ヲ見マスト、府税ノ九十七「パーセント」ト云フモノハ、府税ニ

於キマシテ東京市ノ區域カラ今日入ツテ居ルヤウデアリマス、而シテ三多摩等ニ東京府トシテ用ヒテ

居リマス經費ハ、其ノ残リノ三「パーセント」、税収入當リノ三「パーセント」ニハ止ツテ居ラヌト思フノデア

リマス、……此ノ問題ハ御案内ノヤウニ、三多摩ノ交通状況ト云フモノハ無論埼玉、紳奈川等ノ關係モ

ゴザイマスケレドモ、此ノ東京ヲ中心ニ交通状況ノ中心ガナッテ居リマス、各般ノ生活關係等カラ東京

中心ニ三多摩ガ動イテ居ルト存ズルノデアリマス、之ヲ紳奈川ノ方ニ附ケル、或ハ埼玉ニ附ケルト云フ

ヤウナコトハ、各種ノ生活上ノ關係等ニ於テ今日東京ト一體トナス場合ヨリモ、我々ハ要スルニ不利、

不便ナ結果ニナルノデハナイカ……、又三多摩ガ獨立ノ縣ニナリマスト、是ハ特殊ナ方策ヲ講ジテ獨

立ノ縣ニ致シマシテモ、根本問題トシテ今日一般ニ府縣ノ區域ガ少シ小サイノヂヤナイカ知ラヌト考ヘ

マスカラ、寧ロ稍府縣ノ區域ト云フモノノ再檢討ヲ要スルノヂヤナイカ知ラヌト云フヤウニ我々ハ考ヘテ

居ルノデアリマスガ、此ノ際一體縣ヲ新シク設定スルト云フコトハ、サウ云フ點カラ申シマシテモ研究ヲ

要スル點ガ多々アルヤウニ存ズルノデアリマス、…」〔政府委員S18.3.8・貴〕 

 
○ 相当考究したが、結局東京府の区域に決定 

「…東京都制ヲ立案致シマスル場合ニ、三多摩其ノ他ノ地方ノ取扱ニ付キマシテハ相當考究ヲ致シマ

シタノデアリマス、此ノ三多摩其ノ他ノ地方ヲドウ云フ風ニ取扱フカト云フコトニ付テハ、色々ノ案モ考

ヘラレルノデコザイマスルガ、大臣力ラ過日申上ゲマシタヤウニ、ドウモドノ案ヲ考ヘテ見マシテモ、結

局現在ノ住民ニ對シテ現在以上ニ不利不便宜ナ結果ニナリマシテ、是ガ地方ノ住民ノ爲ニ深切ナ措

置ニナラナイヤウニ考ヘマシテ、結局東京府ヲ一圓トスル區域ニ決定ヲ致シタノデアリマス、…」〔政府

委員S18.3.6・貴〕 

 
○ 相当考究したが、結局東京府の区域に決定 
「…三多摩等ヲ東京都ノ區域ニ入レマスコトノ理由ニ付キマシテハ、十分御承知戴イテ居ル通リデアリ

マスガ、案ト致シマシテ色々研究ノ案モゴザイマセウト思ヒマス、或ハ此ノ三多摩等ノ地域ヲ獨立ノ縣ト

致シマスカ、人口五十数萬アルノデアリマスガ、是ハ獨立ノ縣トスルヤウナ案モ一ツノ研究案カモ知レ

マセヌ、或ハ三多摩ハ昔紳奈川縣デアッタト云フ古イ歴史モアルヤウデアリマスガ、或ハ榊奈川縣トカ

他ノ縣ニ併セルト云フ案モ一ツノ研究案カモ知レナイト存ジテ居ルノデアリマス、區域ノ處理ト致シマシ

テハ、結局獨立案カ或ハ他ニ合併スルカト云フ問題ダラウト思フノデアリマス、……何レノ案モ、殊ニ獨

立ノ縣ト致シマスコト、乃至ハ他ノ縣ニ併セマスコトニ付キマシテハ、從來色々議論ガ戦ハサレタ問題ノ

ヤウニ存ジテ居リマスノデ、重ネテ申上ゲルコトモナイカト存ジマス、又都トハ獨立ノ別箇ノ團體デアル

ガ、都ト特殊ナ關係ヲ持ツタ新シイ機構ト云フモノモ、ドッチカト言フト新シイ問題カモ知レマセヌガ、結

局複雑ナコトデアッテ、好イ結果ヲ得ラレルト云フ確信ガ付カヌ、…」〔政府委員S18.3.8・貴〕 

 
○ 適切な案がないので、三多摩等の区域は都区域に包含せしむる 

「…三多摩ガ入リマシタ點ニ付キマシテハ、……從來ノ沿革ナリ、又三多摩ガ東京ノ都市生活ト密接ナ

關係ヲ持ツテ居ル色々ナ點、又三多摩自體ノ處理ニ付テノ問題、仮ニ其ノ點デ市街地域ダケヲ取ルト

シテ考ヘテモ、適切ナ新シイ案も立タナイト云フ點、各般ノ點ヲ總合判断シタ上、三多摩等ノ區域ヲ都

區域ニ包含セシメルト云フ結論ニ達シテ居ル次第デアリマス、…」〔政府委員S18.2.4・衆〕 
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○ 小笠原を入れることは致し方ない 
「…此ノ東京都ノ範囲ニ小笠原島ヲ入レルノハ、都市ノ理念カラ考ヘテ面白クナイデハナイカト云フコト

デアリマスガ、是ニ確カニオカシイト言エバオカシイノデアリマス、併シ東京都ノ考へ方ハ、先程モ申上

ゲマシタヤウニ三多摩ヲ包含セシメルト云フヤウナコトニモナツテ居リマスルシ、ソレカラ小笠原島等ニ

付キマシテハ、從來東京市トノ關係ガ、交通關係等ニ於キマシテモ非常ニ密接ナ關係ヲ持ツテ來テ居

ルノデアリマスカラ、他ニクツ付ケルコトハ其ノ地方ノ住民ニ取リマシテ非常ニ不親切ナコトニナルモノ

デスカラ、ドウモヤハリ東京都ノ中ニ包含セシムルヨリ外ニ致シ方ガナイ、斯ウ云フ風ニ考ヘテ居ルノデ

アリマス、…」〔國務大臣S18.2.4・衆〕 

 
３ その他 

・多摩の発展状況により区制も考えなければならない。 

・帝都として、横浜を包含することは適当でない。 

・首都に国家的性格を付与するのは各国でも通例である。 

 

○ 将来は三多摩特別区も考えられる 
「…原案ニ付マシテハ、從來ノ市町村ヲ存続セシメル建前ニナツテ居リマスルガ、将來是等ノ都市竝ニ

三多摩ノ発展ノ状況ニリマシテハ、區制と云フヤウナコトモ當然考ヘナケレバナラヌ問題デアルト考ヘ

マス、…」〔政府委員S18.2.4・衆〕 

 
○ 横浜の区域を帝都に包含することは適当でない 
「…先ズ一番大事ナ點ハ、東京ニ於テハ東京市及ビ横濱市トノ關係デアルト思フノデアリマス、之ヲ國

土計劃ノ上カラ一括シテ考ヘルと云フコトハ、十分ニ考へ得ル點デアリマスルガ、偖テ之ヲ一ツノ計劃

トシテ考ヘル場合ニ、此ノ横濱ノ區域ヲ帝都ノ中ニ包含セシムルノガ適當デアルカドウカ、斯ウ云フ點

ニナツテ参リマスト、是ハ俄ニ左様ニ決定スルコトガ出來ナイト考ヘルノデアリマス、」〔國務大臣S18.2.

4・衆〕 

 
○ 首都に国家的性格を付与するのは各国でも通例 
「…提案理由ノ御説明ヲ申上ゲマシタヤウナ風ニ帝都ノ性格カラ考ヘマスレバ、ソレハ國家的ナ性格

ヲ增サナケレバナラナイ所デアルト斯様ニ考ヘルノデゴザイマス此ノ國家的ナ性格ヲ附與スルト云フ點

カラ考ヘマシテ、……是ハ何モ日本ノ帝都ヲ考ヘル上ニ於テ各國ノ例ヲ色々取上ゲテ考ヘル理由ハ

アリマセヌガ、併シマア首都ニ對シテ國家的性格ヲ附與スルト云フ考へ、首都ト云フモノハ國家全般ノ

上ニ於テ非常ニ重要ナ點ヲ持ッテ居ルカラ、之ノ經營ニ付テハ國家ガ矢張リ責任ヲ負ハナケレバナラ

ヌ唯單ニ監督ダケノ點デハナイ、斯ウ云フヤウナ考へ方ニ付キマシテハ大部分各國ノ首都經營ノ考へ

方ガ同ジヤウナ風ニ見エルノデアリマス、何モ之ヲ眞似タ譯デモ何デモアリマセヌ、今迄各國デャッテ

居ルノデハ、「ロンドン」ダケガ今公選ノ首長デ經營シテ居ルト云フヤウナコトデアリマシテ、外ノ所ハ何

レモ矢張リ國家ニ密接ナル關係ガアル、重大ナル關係ガアル、斯ウ云フヤウナ考へ方ヲシテ居ルモノ

ト思ハレルノデアリマス、是ハソレヲ眞似タ譯デモ何デモアリマセヌ、ホンノ御参考ニソレヲ申添ヘテ置

キタイト思ヒマス」〔國務大臣S18.3.8・貴〕 
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参考 発言要旨（抜粋
８１回帝国議会 衆議院 第三回  

和１８年２月２日 

長野委員 ・・・例ヘバ區域ノ點――ナゼ現在の東京府ト云フ形ヲ其ノ儘御執リニナツ

カ、・・・ 
湯澤國務大臣 ・・・段々區域が擴大致シマシテ、或ハ昭和七年カトモ思ヒマスルガ、

東京市ノ十五區ガ突然三十五區に擴大セラレルト云フコトニナリマシテ、其ノ人口モ非

ニ尨大ナモノニ相成リマシテ、謂ワバ日本ノ内地ノ人口一割ヲ抱擁スルト云フヤウナ巨

ナル一ツノ自治體ガ茲ニ出來上リマシタヤウナ譯デアリマスルガ、サウ云フヤウナコト

ナリマシテ、市政運行ノ状態カラ考ヘマシテ、此ノ尨大ナル地域、甚ダ遠イ例デアリマ

ケレドモ、臺灣ノ五百万ノ人口カラ較ベマシテモ、更ニモット尨大デアル、斯ウ云フヤ

ナ巨大ナ人口ヲ擁シテ居リマシテ、サウシテソコガ政治、經濟、凡ユル方面ニ於テ日本

中心デアルト云フコトニナツテ参リマシタノデアリマス、遺憾ナガラ市會ト市長トノ關

、ソレ等ノ具體的ナ實際的ナ政治經濟運行ノ状況ヲ見マスルト、折角區域ハ擴大セラレ

シタガ、甚ダ其ノ市政運行ノ上ニ於テ十分デハナイ、斯ウ云フヤウナ風ニ考ヘラレルノ

アリマス・・・・ 
・・全體カラ見マシテ、此ノ東京市ト云フモノガ是ダケ尨大ナ區域デ以テ、而モ東京府

殆ド其ノ大部分ト云フモノガ重ナリ合ツテ居ルヤウナ譯デアリマシテ、人口カラ申シマ

テモ、東京府ノ人口ノ九割以上ニ達スルモノガ東京市ノ中ニ包合サレテ居ル、斯ウ云フ

ウナコトデアリマスカラ、全ク制度其ノモノカラ申シマシテモ、二重組織ト見得ルノデ

リマス、・・・ 
・・最初カラ此ノ都制ト云フ問題ハ、國ノ組織ノ問題トシテ、東京市ト云フ考ヘヨリモ

都デアルカラシテ東京都ノ考ヘデ以テヤラナケレバナラヌト云フコトハ、餘程古イ時代

ラノ考ヘデアツタコトハ事實デアリマス。・・・ 
・・昭和七年ノ地域ノ大擴張ニ依リマシテ、從來ノ東京市ハ十五區デアリマシタモノガ

常ナ厖大ナル擴張ヲ致シマシタ、昭和七年ノ犬養内閣ノ末期デアツタト思ヒマスガ、一

擴張ヲ經マシテ、只今申上ゲマシタルヤウニ、殆ド東京府ト東京市トガ二重組織ニナツ

参ツタ、・・・十年來區域ガ擴大サレテ非常ニ變化致シマシテ、東京府トノ關係ガ益々二

組織ヲ現出致シテ居ル、斯ウ云フヤウナ現状カラ考ヘテ見マスト、之ヲ早急ニ解決スル

要性ガ益々加ハリツツアルト云フ風ニ考ヘラレル譯デアリマス、・・・ 

湯澤國務大臣 ・・・次ニ區域ノ問題デアリマス、・・・ソコデ此ノ帝都ノ行政ト云フ點

ラ考ヘマシテ、今三十五區ノ區域ニナツテ居リマスル七百何十万ノ市民ノ區域ガ、是ガ

モ中核ト致シマシテ大事ナ區域デアル、之ヲ中心トシテ帝都ヲ考ヘルコトガ一番具體的

アリマス、又自然デアル、是ハ東京市ノ區域ニ依ルコト、詰リ連檐區域ニ依ツテ東京都

5



ヲ考ヘルコトガ一番自然デハナイカ、是ハ御尤モデアリマス、唯昨日モ申上ゲマシタ通リ、

三多摩其ノ他ノ區域ヲ如何ニシテモ處理スルコトガ出來ナイ、ソコデ之ヲヤハリ連檐區域

ト一緒ニ東京都ノ區域トスルヤウニスルヨリ致シ方ガナイ、斯ウ云フヤウニ考ヘテ居ル譯

デアリマス、 
 ソコデ將來全國ヲ今ノ府縣ノ區域ヨリモモウ少シ擴イ區域ニ於テ――經濟圏ト云フヤウ

ナ意味デハナクシテ、文化ノ問題、或ハ交通ノ問題、色々ノ行政ノ諸般ノ關係カラ考ヘテ

モウ少し行政區域ヲ大キク考ヘタラドウカ、是ガ道州制ノ問題トシテ最近ニ色々議論ヲサ

レテ居ル處デアリマスガ、斯ウ云フ道州制ノ問題ハ假ニ帝都ノ都制案ガ出來マシテモ、又

更ニ考ヘ得ル問題デアリマス、・・・帝都ノ都制ノ區域トシテ將來モツト擴大スルトイ云フ

ヤウナコトヲ考ヘルコトガ起ルノデハナイカ、斯ウ云フ御説がアツタ譯デアリマスガ、是

ハ必ズシモ左様ニ考ヘテ居リマセンノデアリマス、寧ロ帝都ヲ包含シタ道州制ノ問題ト云

フモノハ考ヘラレナイ、併シ是ハ全國的ナ問題トシテ考ヘラルベキデアル、帝都自體ダケ

カラノミ考ヘルト云フ積リデハナイノデアリマス 
 
昭和１８年２月４日 
 
○木下（義）委員 ・・・次ハ・・・此ノ都ノ區域ニ關スル問題デアリマス、提案ノ御説

明ニハ、三多摩ノコトニ付テ斯ウ云フコトデ御説明ニ相成ツテ居リマス、東京都市ト共ニ

多年同一府下ニ於テ、深イ關係ヲ持續シテ今日ニ至ツタ三多摩其ノ他ノ地域ニ付テ、適切

ナル處理ノ案ガ立タナイト、消極的ノ論據デ此ノ三多摩ヲ東京都ニ包含スル所以ヲ御説明

ニ相成ツテ居リマスガ、私ハ地方行政ノ區域ヲ定メマス場合ニハ、主要住民ノ生活ト最モ

密接ナル地域ヲ、先ズ前提トシテ地域ノ構想ヲシナケレバナラナイ、隨テ具體的ニ三多摩

ヲ考察致シマス時ニ私共東京市民二十四時關ノ生活上、ナクテハナラナイ水ノ供給地デア

リマスルシ、隨テ各般ノ施設ガ其ノ水ノ供給ノ為ニ施サレテ居リマス、又精神的ノ方面カ

ラ考ヘマシテモ、私共皇國民ノ國家思想ニ、重大ナル關係ノアル聖域包含シテ居ル區域デ

モアリマスルシ、斯ウ云フ觀點カラ致シマスレバ、地方行政區域ヲ考察致シマス時分ニ、

一應三多摩ハ東京市ト密接不可分ノ關係ニアル、斯様ニ觀察シテ積極的ニ三多摩ハ東京都

ノ區域ニ包含セラルベキモノデアルト、斯ウ私ハ考ヘテ居ルノデアリマス、・・・ 
 
〇山崎政府委員 三多摩ヲ都ノ區域ニ包含致シマシタ理由ハ、只今御質問ノ中ニモゴザイ

マシタヤウニ、現在三多摩ガ東京市の或ハ水ノ供給ノ問題、或ハ又精神的方面カラ考ヘマ

シテモ、保健施設等の點カラ考へマシテモ、東京市ニ多大ノ便益ヲ興ヘテ居ルノデアリマ

ス、又三多摩地方ガ之ヲ沿革的ニ見マシテモ、今回都制ヲ制定致シマス場合ニ、之ヲ切離

シテ考ヘルト云フコトハ、他ニ別ニ名案ガゴザイマセヌ以上ハ、當然ニ之ヲ包含スルノガ

適當ナ措置デアルト、斯ウ云フヤウニ考ヘマシテ、原案ノヤウナ區域ニ決定ヲ致シタノデ

アリマス、消極的、積極的兩面カラ考ヘマシテ、原案ノ如キ區域ニ決定ヲ致シタ次第デア
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リマス 
○木下（義）委員 ・・・要スルニ地方行政區域を定メマス場合ニハ、其ノ大部分ノ住民

ト生活上密接不可分ノ關係ニアル場合ニハ、先ズ其ノ點ヲ積極的ニ考慮ニ置イテ、地方行

政區劃ノ設定ノ案トシテ考慮スベキデアルト・・・ 
〇古井政府委員 ・・・寧ロ從前ニ於キマシテハ都市ト申シマスレバ、全クノ連檐區域ダ

ケヲ限局シテ考へル方ガ、適當デアルト云フ考ヘ方ガ強カツタヤウニ思ヒマスガ、近來ニ

於キマシテハ都市自體ノ區域内ニモ、或ル程度ノ緑ノ地域ヲ包含スル方ガ、寧ロ好マシイ

形デハナイカト云フ風ナ論モ強クナツテ來テ居ルヤウニ思ヒマス、今回ノ東京都ノ區域ノ

問題ニ於キマシテ、三多摩ガ入リマシタ點ニ付キマシテハ、先程來次官ヨリ御答辯ノアリ

マシタ通リニ、從來ノ沿革ナリ、又三多摩ガ東京ノ都市生活ト密接ナ關係ヲ持ツテ居ル色々

ナ點、又三多摩自體ノ處理ニ付テノ問題、仮ニ其のノ點デ市街地域ダケヲ取ルトシテ考ヘ

テモ、適切ナ新シイ案も立タナイト云フ點、各般ノ點ヲ總合判断シタ上、三多摩等ノ區域

ヲ都區域ニ包含セシメルト云フ結論ニ達シテ居ル次第デアリマス、・・・ 
 
〇花村委員 ・・・府市兩方ノ行政ガ竝存シテ居ルト云フコトガ、是ガ即チ不合理デアル

ノデアリマス、随テ此ノ理由カラ申シマスルナラバ、此ノ府市竝存ノ不合理ヲ、ドウ解決

スルカト云フ問題ニ歸着ヲ致スノデアリマスルガ、然ラバ市ノ地域内ノ問題ニ付テ檢討ス

ベキデアルト云フコトデアリマスルナラバ、市ヲナクシテ、サウシテ府ノ權限ヲ擴張スル

ト云フコトヨリモ、寧ロ府ヲナクシテ、市ノ自治權ヲ擴大強化スルト云フコトガ、極メテ

自然デハナイデセウカ、市ノ人口ニ致シマシテモ、約東京府ノ九割三分ト云フモノヲ東京

市ガ占メテ居ルノデアリマス、府税ノ負檐力カラ申シマシテモ、東京市民ガ九割六分ト云

フ大部分ヲ占メテ居ル、而モ豫算カラ申シマシテモ、東京市ノ豫算ハ六億數千万圓ト云フ

數字ニナツテ居ル、府ノ豫算ハ一億二、三千万圓デアリマス、何レノカラ見マシテモ、此

ノ最モ大キイ東京市ヲ消滅セシメテ東京府ノ權限ヲ擴大強化シ、東京市ヲ東京府ノ中ニ併

合セシムルト云フコトハ、斯ウ云フ市ノ實相カラ考へマシテ不合理ノヤウニ私ハ考ヘラレ

ル、併シアトニ殘リマシタ、府ト市ト併合スル場合に於テ、三多摩ノ處置ニ困ルカラ、市

ノ方ヲ寧ロ解消シテ、サウシテ府ノ方ヘ之ヲ併合スルノデアル、府ノ機構權限ヲ擴大強化

スルノデアルトイフ考ヘデアルト致シマスナラバ、尚更私ハ不合理デアルト申サナケレバ

ナラナイ、寧ロ此ノ豫算ニ於テモ、人口ニ於テモ、總テニ於テ大世帯デアリマス市ノ自治

權ヲ擴大強化し、サウシテソレニ國家的性格ヲ持タセル或ル種ノ制限ヲシテ、茲ニ府ヲ市

ノ中ニ併合スルト云フコトガ、私ハ一番自然的ナ、又合理的ナ考ヘ方デハナカラウカト、

斯ウ思フノデアリマス、ソコデ此ノアトノ三多摩ニ關スル問題ハ、是ハ地域ニモ關係ヲ持

ツテ参リマスガ、茲ニ序デスカラ一言申上ゲテ置キタイト思ウノデアリマス、若シ東京都

制案ヲ實施スルト云フコトデアリマスナラバ二ツノ方法ガ考ヘルノガ適當デハナカラウカ

ト思フ、東京市トシテノ東京市ヲ存置セシムル所ノ都制案ヲ作ルカ、或ハ然ラザレバ東京

市ト直接都市生活ニ關係ヲ持ツテ居リマスル所ノ近郊ノ總テヲ包含シタ大キナ東京都ト云
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フモノヲ作ルカ、其ノ何レカノ一ツヲ選ブベキガ、私ハ至當デハナカラウカト斯ウ思フ、

其ノ折衷案ノ如キ、又後ニ改正ヲセンケレバナラヌト云フヤウナ、或ハ暫定的ナ東京府ヲ

一丸トシタ都制を布クト云フヤウナコトハ、洵ニ適當ナ考へ方デアルト、私ハ申上ゲラレ

ナイト思フノデアリマス、デアリマスカラ寧ロ此ノ三多摩ト云フモノハ、東京都カラ獨立

セシムルカ、乃至ハ他ノ近縣ニ併合セシムルカ、其ノ二ツノ一を選ブコトガ最モ妥當デハ

ナイデセウカ、東京都ノ中ニ入レルヨリ外ニ途ガナイト云フ御話デアツタノデアリマスガ、

只今申上ゲマシタヤウナ二ツノ案ヲ御考へニナツタコトガアルカドウカ、又此ノ二ツノ案

ニ對シドウ云フ案ヲ御考ヘニナツタカ、若シ獨立サセルト云フコトデアレバ、ドウ云フ點

カラ支障ヲ來スト云フ結論ニ到達シタノデアルカ、其ノ御考へニナツタ案ガナケレバ、御

考へニナツタ概念デモ宜シウゴザイマスカラ、此處で御洩シヲ願ヒタイト思ヒマス、 
 更ニ又近縣ニ併合セシムルト云フ案ハ、何ガ故ニイカヌノデアルカ、三多摩ハ御承知ノ

如ク昔ハ神奈川縣に属シテ居ツタ、歴史カラ申シマスルナラバ、必ズシモ東京府ノ中へ入

レナケレバナラヌト云フ筋ハナイ、會テハ神奈川縣ニ屬シテ居ツタ時代モアルノデアリマ

スカラ、昔ノ古巣ヘ歸ルト云フコトモ考ヘラレル、・・・ 
〇湯澤國務大臣 東京市ノ區域ニ依ツテ東京都ヲ決定スルト云フコトニ付マシテハ、是ハ

先般來モ縷々申上ゲマシタヤウニ、本質ハ何處マデモ現在ノ東京市ノ三十五區ガ中核デア

ル、併シナガラ今御話ノアリマシタ三多摩其ノ他ノ地域、之ヲ他ニクツ付ケルト云フコト

ニ付イテハ全ク名案ガナイノデ、今日ノ交通關係カラ考ヘマシテモ、之ヲ他ニ持ツテ参リ

マシテハ、非常ニ不利不便ナコトニナツテ参ルノデアリマス、是ハドウ致シマシテモ三多

摩ヲ獨立サセルト云フコトハ出來マセヌシ、又他ノ府縣ニ之ヲクツ付ケルト云フノモ、非

常ニ不親切ナ考へ方デアリマス、大部分ノ東京市ノ區域ガ東京都ノ、詰リ中核ヲナスモノ

デアル以上、此ノ位ナ親切ハ考ヘテヤツテ然ルベキデハナイノカ、又此ノ三多摩地方ニ致

シマシテモ、決シテ是ハ今日ノ東京市ニ對シテ不利益ナ存在デハナイノデアリマス、或ハ 

水利ノ關係、又蔬菜供給地ト云フヤウナ關係カラ致シマシテモ、決シテ不利ナ土地柄デハ

ナイ、斯ウ云フ從來ノ關係カラ考ヘマシテモ、東京都ガ東京市ノ區域即ち三十五區ガ中核

體ニナツテヤツテ行ク以上、其ノ位ノ面倒ハ見テ相當デハナイカ、斯ウ云フ風ニ考ヘテ居

ル譯デアリマス、ソコデモツト擴イ區域ノ案ヲ考ヘテナイカ、モツト擴イ區域ト云フ點ニ

ナツテ來マスト、是ハ全ク案ガ立タナイノデアリマス、狭イ區域ト云フ點ニナリマスルト、

東京市ダケノ區域ニシタラドウカト云フ案ガアツテ、三多摩ダケヲドウシヨウカト云フコ

トニナリマスケレドモ、併シナガラ擴イ區域と云フコトニナリマスレバ關東地方全部ヲ考

ヘル、或ハ今御話ノアリマシタ極メテ狭イ近郊ダケヲ考ヘル、何レニシテモマダ考ヘトシ

テ、ハツキリシタ基準ガ立タナイノデアリマス、ソコデ是等ノ案ヲ採ル譯ニハ、ドウシテ

モ参ラナイ、寧ロ積極的ニ具體案ヲ樹立スルコト自體ガ、非常ニ困難デアル、斯ウ云フ風

ニ考ヘテ居ル譯デアリマス 
 
〇中村(梅)委員 ・・・唯苟クモ、是ダケノ大帝都ノ機構ヲ改革スルノデアリマスカラ、區
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域ノ設定ニ當リマシテハ、當然國土計劃と云フモノト睨ミ合セテ、國土計劃ノ上ニ立ツテ、

都ノ區域ガ設定サレネバナラヌ斯様ニ考ヘルノデアリマスガ・・・ 
〇湯澤國務大臣 東京都ノ區域ト國土計劃トノ關係デアリマスガ、・・・先ズ一番大事ナ點

ハ、東京ニ於テハ東京市及ビ横濱市トノ關係デアルト思フノデアリマス、之ヲ國土計劃ノ

上カラ一括シテ考ヘルと云フコトハ、十分ニ考へ得ル點デアリマスルガ、偖テ之ヲ一ツノ

計劃トシテ考ヘル場合ニ、此ノ横濱ノ區域ヲ帝都ノ中ニ包含セシムルノガ適當デアルカド

ウカ、斯ウ云フ點ニナツテ参リマスト、是ハ俄ニ左様ニ決定スルコトガ出來ナイト考ヘル

ノデアリマス、・・・何ニ致シマシテモ東京トシテハ政治ノ一ツノ都市デモアリ、又從來ノ

生活ノ上ニ於キマシテモ、一ツノ纏ツタ區域トシテ住民ガ考ヘテ來テ居リマス所デアリマ

スカラ、都制案ヲ布キ、帝都ヲ一ツノ纏ツタ自治體トシテ考ヘルノニハ、國土計劃と云フ

關係ヲ睨ミ合セマシテモ、是ガ適當デアルと云フヤウニ、私モ考ヘマシタ、此ノ案ヲ適當

ナリト信ジテ居ルヤウナ譯デアリマス 
 
〇川口委員 ・・・ト同時ニ今後八王子、立川ノ二市竝ニ三郡等ニ對スル行政ノ形ト、現

在ノ東京市ノ形トガソコニ違ツテ居ルノデアリマスガ、御説明ニ依リマスト、當分ノ間ハ

左様ニ致シテ置クノデアルト云フ御説明デアリマス、近キ将來ニ於キマシテ之ニ對スル何

等カノ平均策ヲ御圖リニナルカドウカト云フコトヲ御尋ネシテ置キタイノデアリマス、・・・ 
〇山崎政府委員 ・・・是等ハ只今原案ニ付マシテハ、從來ノ市町村ヲ存続セシメル建前

ニナツテ居リマスルガ、将來是等ノ都市竝ニ三多摩ノ発展ノ状況ニリマシテハ、區制と云

フヤウナコトモ當然考ヘナケレバナラヌ問題デアルト考ヘマス、差當リト致シマシテハ只

今ノヤウナ建前ニ考ヘテ居ル次第デアリマス 
 
〇今井(嘉)委員 ・・・第二點ハ、是ハ區域ニ付イテデアリマスガ、・・・小笠原島ト云フ
モノガ此ノ都市理念カラ申シマスト凡ソ縁ノ遠イヤウナモノニ見エル、是ハ特別ニ静岡縣

ヘデモ早ク御入レニナル御考ヘハナイノデアリマセウカ、其ノ點承リタイ、・・・ 
・・・ソコデ今日東京府ノ人口ヲ見マスト、皆デ七百三十五万程アリマス、「ニューヨーク」

ハ七百三十八万デアリマスガ、實際今日ハ現人口ノ、是ハ昭和十五年ノ人口デアリマスカ

ラ、「ニューヨーク」ヨリモ偉イモノニナツタノデアリマス、世界一ニナツタノデアリマス、

世界一デ「アメリカ」ヲ鼻アカスコトハ痛快デハアルケレドモ、併シナガラ東京都と云フ

モノニ致シマシタナラバ、直グ一千万ニ人口ハ達スルダラウト思ヒマス、サウスルトドウ

モ非常ニ厖大ナモノニナリマシテ、今云フ國土計劃ノ上カラ成ルベク都市ハ一箇處ニ集メ

ナイト云フ方ガ宜イヤウデアリマスガ、ソウ云フコトニ對シマシテ、ドウ云フ御考ヘヲ持

ツテ居リマスルカ、・・・ 
〇湯澤國務大臣 ・・・此ノ東京都ノ範囲ニ小笠原島ヲ入レルノハ、都市ノ理念カラ考ヘ

テ面白クナイデハナイカト云フコトデアリマスガ、是ニ確カニオカシイト言エバオカシイ

ノデアリマス、併シ東京都ノ考へ方ハ、先程モ申上ゲマシタヤウニ三多摩ヲ包含セシメル
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ト云フヤウナコトニモナツテ居リマスルシ、ソレカラ小笠原島等ニ付キマシテハ、從來東

京市トノ關係ガ、交通關係等ニ於キマシテモ非常ニ密接ナ關係ヲ持ツテ來テ居ルノデアリ

マスカラ、他ニクツ付ケルコトハ其ノ地方ノ住民ニ取リマシテ非常ニ不親切ナコトニナル

モノデスカラ、ドウモヤハリ東京都ノ中ニ包含セシムルヨリ外ニ致シ方ガナイ、斯ウ云フ

風ニ考ヘテ居ルノデアリマス、・・・都市理念ト云フモノガ連檐區域ガ都市デアル所カラ致

シマスルトオカシイヤウニ考ヘラレマスガ、是ハ已ムヲ得ナイト思ヒマス、近來ハ大キナ

都會ガ蔬菜ノ關係ヤ何カヲ以チマシテ、此ノ連檐區域デナイ區域モ自分ノ區域ノ中ニ入レ

テ、其ノ供給ヲ確保シタイト云フヤウナ希望ガ一面湧イテ居ルヤウデアリマス、・・・ドノ

程度マデ其ノ區域ヲ考ヘタラ宜イカ、是ハヤハリ實際ノ状況ニ應ジテ判斷スルヨリ外致シ

方ガナイカト思ツテ居リマス、・・・ 
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第 81回帝国議会 貴族院  
 
昭和 18年 3月 6日 
 
○男爵大藏公望君 二點バカリ次官に御伺ヒシタイノハ、都ノ範圍ノ間題デアリマスガ、

ドウモ三多摩ニ區制ヲ御布キニナラナカッタ理由ガチヨット分ラナイ、先般東京市ガ十五

區カラ三十五區ニシマシタ時モ、二十モ一擧ニ區ニサレタ、随分御苦勞ダッタラウト思フ

ノデスガ、今囘都制ヲ御布キニナリマスルナラバ、三郡位ハ、容易トハ申シマセヌガ、郡

ヲ區ニサレタ時ノ御苦勞ニ較ベレバ出來ルノヂヤナイカ、御努力ニ依ッテハ三多摩ガ區ニ

入リ得ルノヂヤナイカ、斯ウ云フ風ニ考ヘマスガ、ドウモ八王子市ト立川市ニツ殘ル、而

シテ市ト區トノ權衡ガ取レナイデ、小サナ人口僅カ數萬ト云フヤウナ市ノ方ガ、人口三十

萬四十萬五十萬ヲ持ツ區ヨリハ權限ガ廣イト申シマスルカ、何ト申シマスルカ、例ヘバ市

ニハ市参事會ガアル、區ニハ區参事會ガナイト云フ所ガアリマスシ、市ハ一般ノ市町村制

ニ依リマシテ色々權限ガアル、區ハ上ニ都ガアルカラサウハ行カナイト云フ風ナ關係ニ於

キマシテ、ドウモ權衡ガ取レナイヤウナ氣ガ致スノデアリマスガ、東京市ガ擴大シマシタ

時ノコトヲ考ヘマスト、何故此ノ際一擧ニ區制ヲ全部御採リニナラナカッタカ、此ノ間大

臣ノ御説明ニモ、ドウモ市ト區ノ權衡ハ取レナイノダ、併シ區ヲ市ニ倣ハセル考ハナイノ

デ、若シ均衡ヲ取ルナラ市ヲ區ニスルト云フヤウナ御説明ニナッタヤウデスガ、一擧ニ區

ニナサッタ方ガ宜イノヂヤナイカト思フノデアリマスガ、併シナサラナイヤウデアリマス

カラ敢テドウト申ス譯デハアリマセヌガ、近イ將來ニ於テ出來ルダケ早ク東京都全體ヲ區

ニスルト云フコトガ必要ト思ヒマスガ、其ノ點ヲ先ヅ伺ッテ置キタイト思イマス 
○政府委員(山崎巌君) 東京都制ヲ立案致シマスル場合ニ、三多摩其ノ他ノ地方ノ取扱ニ付
キマシテハ相當考究ヲ致シマシタノデアリマス、此ノ三多摩其ノ他ノ地方ヲドウ云フ風ニ

取扱フカト云フコトニ付テハ、色々ノ案モ考ヘラレルノデコザイマスルガ、大臣力ラ過日

申上ゲマシタヤウニ、ドウモドノ案ヲ考ヘテ見マシテモ、結局現在ノ住民ニ對シテ現在以

上ニ不利不便宜ナ結果ニナリマシテ、是ガ地方ノ住民ノ爲ニ深切ナ措置ニナラナイヤウニ

考ヘマシテ、結局東京府ヲ一圓トスル區域ニ決定ヲ致シタノデアリマス、其ノ場合ニ三多

摩地方ノ組織ノ問題デコザイマスルガ、是ハ現在ノ東京市ノ區域ニ較ベマスルト相當實體

ニ於テ相違ガアルヤウニ考ヘラレマス、又假ニ直チニ此ノ三多摩地方ニ區制ヲ布クト致シ

マシテモ、現在ノ市内ノ區ノ制度トハ餘程考ヘ方ヲ變ヘル必要ガアルヤウニ思ハレマス、

地域的ニ考ヘマシテモ、一ツノ郡ニ一ツノ區役所ヲ置イテ町村ガ全部消滅スルト云フコト

ニナリマスト、相當不便ナ結果ニ相成ルカト考ヘマス、現在ハ御承知ノヤウニ三多摩地方

ニ付キマシテハ、地方事務所ガ、ソレゾレ設置サレテ居リマシテ、其ノ下ニ町村ガゴザイ

マシテ、ソレヾノ行政事務ヲ執行スル建前ニ相成ツテ居リマスノデ、假ニ區制ト云フコト

ヲ考ヘマシテモ、只今ノ實體カラ考ヘマスト、何カ出張所的ナモノガ要ルノヂヤナイカト

考ヘラレマス、又サウ云フ必要モ今ノ實體カラ考ヘマシテ、直チニ起ラナイヤウニ考ヘマ
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シテ大體現在ノ制度ヲ踏襲スルノガ宜イト云フ結論ニ相成ッタ次第デアリマス、要ハ今囘

ノ都制ハ地域ハ東京府全體ニハ相成ッテ居リマスケレドモ、主タル點ハ矢張リ東京市ノ解

消ノ面ガ中心デゴザイマシテ、寧ロ三多摩其ノ他ノ地方ハ從タルモノニ相成ルカト思ヒマ

ス、併シナガラ此ノ三多摩地方ニ於キマシテモ漸次實體ガ變化シテ参リマスヤウナ實情カ

ラ考ヘマシテ、將來此ノ實體ニ相當ノ變化ノ参リマシタ場合ニハ、矢張リ區制ヲ布クノガ

宜イノヂヤナイカト考ヘマス、如伺ニモ大藏男爵ノ御話ノ通リ、制度トシテ考ヘマス場合

ニ、全體ノ均整ノ點カラ見マシテ、非常ニソグハナイ感ジガ私共モ致スノデゴザイマスガ、

要ハ現在ノ實體ニ考ヘマシテ、直チニ市ナリ町村ナリヲ此ノ機會ニ解消シテ、區制ヲ直チ

ニ布クヤウナコトニ付キマシテハ、尚考究ノ餘地ガアルヤウニ考ヘマシテ、斯様ニ致シタ

次第デアリマス 
 
○男爵大藏公望君 是ハ意見ノ相違デスガ、十五區ヲ三十五區ニシタ時分ニハ、日本橋ノ

眞中ト荒川トハ随分状況ガ變ルノデ問題デアッタガ、一擧ニヤッタト云フヤウナ考へ方ヲ

致シマスレバ、三多摩ヲ區ニシテ工合ガ悪イト云フコトハ成立タナイ、若シ必要ガアレバ、

分區役所ヲ置イテモ差支ヘナイ、謂ハバ早クナサル爲ニ現状継持、段々ニ區ニシヨウト云

フ考へ方ト伺ッタノデアリマス、今ノ話デハ……將來三多摩ガ段々充實シテ來レバ、區ニ

スルト云フ話デアアリマス唯其ノ時期ガドウカト云フ問題デアリマス、意見ノ相違ニナリ

マスノデ、此ノ上ハ其ノ點ニ付テハ申上ゲマセヌ、モウ一ツ伺ヒタイノハ、區長ニドノ程

度ヲ御與へニナルカ、都長ノ親任官云々ト云フコトハ樞密院ノ關係ガアリマスノデ、直チ

ニ御話シ出來ナイデセウガ、區長ニ關シマシテハ、奏任官級ノ人ヲ置クノヂヤナカラウカ

ト俸給ノ方カラ察セラレルノデアリマス、處ガ區長ト云フモノハ必ズシモ奏任官級デナク

テ、中二ハ勅任官級ノ人ガアッテ宜イ、随分大キナ區モアリマスノデ、若シクハ年限ガ長

クナレバ勅任待遇ト云フ風ナモノモアリマスガ、勅任又ハ奏任官ト云フモノヲ考ヘタ方ガ

宜イノヂヤナイカト思ヒマス、ソレヲ全部奏任官ニスルト云フ風ニ考ヘラレマス、若シサ

ウダトシマスト、ドウモ良イ官吏デアリマスト、自分ガ勅任官ニナリタイト云フノデ行カ

ナイ人モアリマセウシ、又自然ト勅任官ニシナケレバナラヌト云フノデ他ニ轉任セシメル

ト云フヤウナ場合ガアリマス、從ッテ在任年限ガ短クナルト云フ虞ガアル、其ノ身分ヲド

ウ云フ風ニ御考デイラッシャルカ、私等ノ希望シマスノハ、大體奏任官デモ、勅任官デモ

アリ得ルト云フコトガ當然ダラウト斯ウ考ヘテ居リマスガ‥‥ 
○政府委員(山崎巌君） 區長ノ身分ニ付キマシテハ、只今私共ガ考ヘテ居リマスルノハ、
大體府縣ノ部長級ト申シマスカ、書記官級ノ身分ニシタラドウカト考ヘテ居リマス、併シ

ナガラ此ノ書記官級ノ人デアリマシテ、相當長ク其ノ地位ニ就キマシテ、優遇ノ方途ヲ講

ズル必要ガアリマスル場合ニハ、勅任官ト云フヤウナコトモ考ヘ得ル問題デハナイカト思

ヒマス、今囘都制ノ實施ニ付キマシテハ、區役所ノ仕事ト云フコトニ相當私共ハ重點ヲ置

キ、又期待ヲ致シテ居ル譯デゴザイマシテ、此ノ區長ノ人選ニ付キマシテハ衆議院デモ相

當色々ナ意見ガゴザイマシテ、私共ノ考ヲ述ベテ置イタノデゴザイマスガ、出來ルダケ現
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在ノ市ノ行政ニ付キマシテモ長イ經験ヲ持チ、又人柄モ立派ナ人ヲ區長ニ据ヱマシテ、其

ノ區内ノ信望ヲ擔ヒ得ルヤウナ人選ヲ進メタイ、私共ハ考ヘテ居ル次第デゴザイマス、此

ノ身分ノ問題ニ關シマシテハ只今ノ處、大體府縣ノ部長級即チ書記官級ヲ以テ當テル豫定

ニ致シテ居リマスガ、優遇等ノ必要ノ場合アル場合ニハ、只今ノ御意見等モ斟酌ヲ致シタ

イト存ジテ居ル次第デアリマス 
 
昭和 18年 3月 8日 
 
○松村義一君 兎二角、此ノ問題二付キマシテハ將來政治ノ公明ヲ期スル、サウシテ民間

其ノ他ノ意見ヲ抑ヘルヤウナコトハイケナイコトデアル、成ルベク意見ハ暢達セシメル、

斯ウ云フ御答デアルコトハ能ク分リマシタ、ドウカ左様二將來トモ一層ノ御留意ヲ御願ヒ

致ス次第デアリマス、次ニ御尋ヲ申上ゲタイノハ都ノ區域ノコトデゴザイマス、初メニチ

ヨット伺ッテ置キタイノハ東京市、或ハ東京府ト云フ名稱ハ、地理上ノ名稱トシテモ全ク

削除サレルコトニナルノデゴザイマスカ 
○政府委員(山崎巌君) 只今ノ御尋ノ趣旨ハ、東京府、東京市ト云フモノガ地理上ノ名稱ト
シテ残ルカドウカト云フコトダト思ヒマスガ、地理上ノ名稱トシテハ残ラナイコトニナル

ト思ヒマス、唯舊東京市トカ舊東京府トカ云フヤウナ俗稱トシテハ残ルト思ヒマスケレド

モ、地理上ノ名稱トシテハ残ラナイト云フ建前ニ考ヘテ居リマス 
 
○松村義一君 區域ノ問題二付キマシテ御尋ヲ申上ゲタイト思ヒマス、今度ノ都制案ハ、

色々御説明ニ依ッテ了承ヲ致シタノデゴザイマスガ、都長官始メ官吏ガ多數デアリマス、

幹部級ハ全部官吏デアル、共ノ他多數ノ官吏ガ都政ノ執行ニ當ル譯デゴザイマス、從ッテ

都ノ執行機關ナルモノハ大體ニ於テ官吏ノ意思ニ依ッテ動ク、斯ウ云フコトニ相成ル、議

決機關ハドウカト申スト、都曾議員ト云フモノハ東京府ノ區域カラ選出サレルモノデゴザ

イマス、而シテ東京都ノ公共事務ト云フモノヲ能ク考ヘテ見マスト、東京府全艦ノ公共事

務ガアル、ソレカラ實際ニ於テハ東京市ダケノ公共ノ事務ガアル、事實ニ於テサウデアリ

マス、是ハ今度東京府、東京市ヲ止メテ東京都ノ一ツニサレルト云フコトデゴザイマスカ

ラ、法理的ニ考ヘレバ全部ガ東京都ノ公共事務デアルカモ知ラヌガ、實際ニ於テ見ルト、

矢張リ東京市民ノ利益ニ關係ヲシタモノガ相當ニアリ、東京府民全體ニ關係シタモノガ一

部アル、マア斯ウ云フコトデアルト思フノデゴザイマス、現在ノ市ノ豫算ハ五億六千萬圓、

東京府ノ豫算ハ一億二千萬圓、今度東京都ニナッテ、サウ云フ工合ニ、現在ノ豫算ノヤウ

ニ兩方ノ事務ガ分ケラレルト云フコトヲ必ズシモ私ハ考ヘル譯ヂヤゴザイマセヌガ、多少

ハ變リガアルカモ知ラヌ、アルカモ知ラヌガ、兎ニ角實際ニ於テ東京市民ノ公共ノ利益ト

云フモノ二關係スル事業ガ澤山アル、其ノ方ガ非常ニ多イト斯ウ思フノデゴザイマス、サ

ウシテソレヲ議決スルモノハ誰カト云フト都曾議員、都會議員ト云フモノハ東京都全體カ

ラ選出サレタモノデアルト云フコトニナルト云フト、東京市ノ事柄ヲ此ノ議員ガ議スルト
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云フコトハ必ズシモ適當デナイヤウニ思ヒマス、斯様ニ思フノデゴザイマス、觀念カラ言

ウテモ適當デナイ、實際問題ニ當ッテモ、現在ノ府會議員ヲ見ルト、東京市以外ノ所カラ

選出サレタ議員ガ九人デシタカアル、從ッテ是ガ都制ガ執行サレテ假令百人ニナッテモ、

或ハ七人アルカ六人アルカ、兎ニ角相當ノ數ガアルト思フ、是等ノ人達ハ東京市民ノ公共

ノ利益ニハ全ク門外漢デアル、其ノ門外漢ノ人ガ矢張リ市ノ公共ノ利益ノコトヲ論議スル

ト云フコトニナル、ソレハドウモ適當デナイノデハナイカ、斯ウ云フ工合ニ私ハ感ズルノ

デアリマス、ソレヲ前提トシテ區域ノ問題ガドウシテモ起ッテ來ルト思フ、從ッテ私ハ區

域ヲ御決メニナルニ付テハ、内務大臣ガ度々御説明ニナッタヤウニ、東京市ノ區域ニ依ル

ト云フコトモ一ツノ案デアリ、又東京府ノ區域ニ依ルノモ一ツデアリ、又更二大キナ區域

ヲ作ルト云フコトモ一ツ、色々アルガト云フ御話デアリマスガ、結局東京府ニ落チ著イタ

ト斯ウ云フ御話デアッタ、ドウモ非常ニ大キイ帝都ト云フモノヲ一ツ考ヘル、或ハ帝都ト

云フモノヲサウ大キク考ヘズニ、更ニ帝都ノ周邊ト云フコトニ付テ特別ノ行政ト云フコト

モ矢張リ考ヘラレルダウラト私ハ思フ、差向キノ問題トシテソレヲ決メルニ付テハ、矢張

リ東京市ト云フモノヲ區域ニシタ方ガ一番宜カッタノデハナイカト云フ感ジヲ私ハ持ツ、

東京府ト云フヤウナ區域ニナッタガ爲ニ、先程私ガ申上ゲルヤウニ、結局東京市民ト云フ

モノハ共ノ執行機關ニ付テモ議決機關ニ付テモ全ク自治ノ性質ヲ失ッテ來タ、斯ウ云フ工

合ニ感ズルノデス、ソレデ區域ヲ東京府二御決メニナッタト云フコトニ付テノ理由トシテ

述ベラレル所ヲ見マスト、東京府ト三多摩其ノ他ノ地方ハ從來關係ガ深イト云フコトガ一

ツト、ソレカラ是等ノ地方ヲ分ケルト云フコトニ付テハ、ドウモ良イ考ガ色々考究シタケ

レドモ出ナカッタト云フコトニ御有リニナル、東京市ト郡部地方トノ關係ヲ云フト、三多

摩地方トモ非常ニ密接ナ關係ガアッタ、或ハ經濟上、或ハ社會上、各種ノ問題二付テアッ

タ、併シ是ト同時二或ハ榊奈川縣、或ハ千葉縣、埼玉縣、是等ノ地方トモ矢張リ相似タ關

係ガアッタ、アルノデス、ソコデ一番問題ニナルノハ三多摩其ノ他ノ地方ヲ東京都カラ分

ケルト云フコトハドウモ工合ガ悪イ、色々案ヲ作ッタケレドモ工合ガ悪イト云フ御話デア

リマスガ、ソコヲ伺ッテ見タイノデス、之ニ對シテハドウ云フヤウナ案ヲ御考ニナッタカ、

ドウ云フヤウナ工合ニ工夫ヲ遊バシタカ、三多摩其ノ他ノ地方ノ處理ニ付テ色々考究セラ

レタ經過ヲ、成ルベク詳細ニ承ッテ見タイト思フ 
○政府委員(古井喜賓君) 只今松村サンヨリ、東京都ノ區域ヲ東京府ノ區域ニ採ル爲ニ、或
ハ自治機關、組織ノ上ニ於テ、或ハ議決機關ノ組織ノ上ニ於テ、色々其ノ爲ニ特殊ナ必要

モ起ル、斯ウ云フ點ガアルヤウニ考ヘルノデアリマス、此ノ三多摩等ノ地方ヲ東京都ト云

フモノノ區域カラ別箇ニ切離シテ適當ナ案ヲ考ヘテ見タモノカ、ドウ云フ風ナ案ヲ研究シ

タモノカト云フ邊ノ御尋デアリマス、此ノ問題ニ付キマシテハ、三多摩等ヲ東京都ノ區域

ニ入レマスコトノ理由ニ付キマシテハ、十分御承知戴イテ居ル通リデアリマスガ、案ト致

シマシテ色々研究ノ案モゴザイマセウト思ヒマス、或ハ此ノ三多摩等ノ地域ヲ獨立ノ縣ト

致シマスカ、人口五十数萬アルノデアリマスガ、是ハ獨立ノ縣トスルヤウナ案モ一ツノ研

究案カモ知レマセヌ、或ハ三多摩ハ昔紳奈川縣デアッタト云フ古イ歴史モアルヤウデアリ
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マスガ、或ハ榊奈川縣トカ他ノ縣ニ併セルト云フ案モ一ツノ研究案カモ知レナイト存ジテ

居ルノデアリマス、區域ノ處理ト致シマシテハ、結局獨立案カ或ハ他ニ合併スルカト云フ

問題ダラウト思フノデアリマス、又特殊ノ形トシテハ、或ハ東京都ト云フモノト一種特別

ナ關係ノ新規ナ考案ヲ考ヘマシテ、東京都自身ノ區域デハアリマセヌガ、一種ノ東京都ト

組合的ナヤウナ關係ヲ持ッタ、即チ別箇ノ團體デハアルガ組合的ナヤウナ團體ノ體制デ以

テ、或ハ東京都ノ機關ト云フモノガ此ノ方面ニ付テ行政ノ局ニ當ルト云フ風ナ、是ハ誠ニ

新シイ複雑ナ考案デアルカト思ヒマスガ、サウ云フ風ナ特殊ナ案モ或ハ考ヘラレルカモ知

レヌト云フ邊ニ付キマシテ、我々事務ノ者ト致シマシテハ檢討ヲ加ヘテ居ルヤウナ次第デ

アリマスガ、各案ニ付キマシテノソレヾノ研究スベキ點、利害得失モアルコトデアリマシ

テ、何レノ案モ、殊ニ獨立ノ縣ト致シマスコト、乃至ハ他ノ縣ニ併セマスコトニ付キマシ

テハ、從來色々議論ガ戦ハサレタ問題ノヤウニ存ジテ居リマスノデ、重ネテ申上ゲルコト

モナイカト存ジマス、又都トハ獨立ノ別箇ノ團體デアルガ、都ト特殊ナ關係ヲ持ッタ新シ

イ機構ト云フモノモ、ドッチカト言フト新シイ問題カモ知レマセヌガ、結局複雑ナコトデ

アッテ、好イ結果ヲ得ラレルト云フ確信ガ付カヌ、一種ノ新規ナ考へ付キデハアリマスケ

レドモ、立派ナ結果ヲ得ラレルト云フ確信ガ付カヌ、斯ウ云フコトガ此ノ案ニ付キマシテ、

事務ノ研究ト致シマシテハ結論ニナッタ譯デアリマス、其ノ他二、三新シイ案ト云フコト

ハ、十分考へ得ルモノモナイデハナイヤウニ考ヘテ居リマスガ、其ノ邊ノ案ニ付キマシテ

モ研究ヲシタヤウナ次第デアリマス 
 
○松村義一君 是ハ獨立ノ縣ニスルコトモ一ツノ考デアリ、又他ノ縣ニクツ付ケルノモ一

ツノ考ヘデアラウト思フノデスガ、ソレガ爲ニ三多摩其ノ他ノ地方ガ困ル、三多摩其ノ他

ノ従民ニ對シテ深切ナラザル結某ヲ來スト斯ウ言ハレルコト、主トシテ問題ハ財政ノ問題

ヂヤナイカト私ハ思フノノデスガ、財政ノ問題ナラバ、或ハ國費カラ十分援助スル、場合

ニ依レバ東京市ヲ區域トシタル都カラ援助スルト云フノモ、一ツノ方法デアラウ、ソレカ

ラ又其ノ他ノ色々ナ社會的ナ施設トカ何トカ云フ關係ニ付テハ、東京都ノ營造物ノ利用等

ニ付テモ便宜ヲ圖ルト云フヤウナコトヲヤラレ、バ、大體ニ於テ滿足ノ行クコトガ考ヘラ

レルノヂヤアルマイカ、斯ウ思フノデス、多少不滿ハアルデセウ、多少不滿ハアルカモ知

ラヌケレドモガ、大體ニ於テ其ノ不滿ヲ充タシ得ルヤウナ方法ヲ考ヘラレタノヂヤナイカ、

斯ウ云フヤウナ府全體ヲ區域ニサレタ爲ニ、私ハ東京市民ハ非常ニ不利益ヲ蒙ルト思フ、

七百萬ノ大市民ハ全ク内治ヲ奪ハレル、執行機關ニ付テモ自治ガナクナル、サウシテ議決

機關ニ付テモ全ク自治ガナクナル、斯ウ云フヤウナコトニ相成ルト云フコトハ、東京市民

トシテハ非常ナ犠牲デ以テ、其ノ犠牲ニ比シテ三多摩其ノ他ノ地方ニ付テソレダケノ犠牲

ヲ拂ハセルコトナクシテ解決ガ付イタノヂヤナイカ、斯ウ云フ工合ニ私ハ思フノデス、其

ノ鮎二付テドウ云フヤウナ御研究ヲ遊バシタノデアルカ、ソレヲ伺ヒタイト思ヒマス 
○政府委員(古井喜實君) 只今モ御示ノヤウニ、要スルニ問題ハ東京府ノ區域ニシタ爲ニ東
京市ノ區域ニ對シテ非常ニ不利益ヲ與ヘルコトニナルノヂヤナイカ、其ノ不利益、又一面

 15



此ノ三多摩ヲ別箇ニ考ヘタ場合ノ不利益、其ノ比較問題ニ付テハドウダラウカト云フ邊ニ

付テノ結局御意見デアルト思ヒマス、只今モ御指摘ニナリマシタヤウニ、三多摩ヲ別箇ニ

致シマスレバ、財政的ニハ無論特殊ナ援助ノ策ヲ講ジナイトナラヌダラウト存ジマス、其

ノ意味ハ、今日東京府ノ課税状況ヲ見マスト、府税ノ九十七「パーセント」ト云フモノハ、

府税ニ於キマシテ東京市ノ區域カラ今日入ッテ居ルヤウデアリマス、而シテ三多摩等ニ東

京府トシテ用ヒテ居リマス經費ハ、其ノ残リノ三「パーセント」、税収入當リノ三「パーセ

ント」ニハ止ッテ居ラヌト思フノデアリマス、東京府自身トシテ既ニサウ云フ風ナ財政状

況ニ相成ッテ居ルト存ジマス、又營造物等ノ關係ニ於キマシテモ、無論深イ關係ヲ持ッテ

居ルコトハ御承知ノヤウナ次第デアリマス、從ヒマシテ何等カ玆ニ特殊ナ關係ヲ結ビ付ケ

テ考ヘマセヌケレバ、キッパリ之ヲ別箇ノモノニ考ヘルト云フコトハ困難ナ事、ダラウト

思フノデアリマス、此ノ意味ニ於キマシテ特殊ナ方法ヲ考ヘレバ、ソレデハモウ三多摩等

ノ不利不便ト云フコトハ全部解決サレテ除カレルカドウカ、無論只今申スヤウナ點ニ付テ

ハ何カノ方法ヲ考ヘナケレバナラヌガ、ソレヲ考ヘレバマア大體三多摩方面トシテエラク

困ルト云フヤウナコトハナイノヂヤナイカト云フコトニ歸スルヤウナ考ヲ持ッテ居リマス、

此ノ問題ハ御案内ノヤウニ、三多摩ノ交通状況ト云フモノハ無論埼玉、紳奈川等ノ關係モ

ゴザイマスケレドモ、此ノ東京ヲ中心ニ交通状況ノ中心ガナッテ居リマス、各般ノ生活關

係等カラ東京中心ニ三多摩ガ動イテ居ルト存ズルノデアリマス、之ヲ紳奈川ノ方ニ附ケル、

或ハ埼玉ニ附ケルト云フヤウナコトハ、各種ノ生活上ノ關係等ニ於テ今日東京ト一體トナ

ス場合ヨリモ、我々ハ要スルニ不利、不便ナ結果ニナルノデハナイカ知ラヌ、是ハモウ一

般ノコトガサウ云フ風ニナルノヂヤナイカト思フノデアリマス、又三多摩ガ獨立ノ縣ニナ

リマスト、是ハ特殊ナ方策ヲ講ジテ獨立ノ縣ニ致シマシテモ、根本問題トシテ今日一般ニ

府縣ノ區域ガ少シ小サイノヂヤナイカ知ラヌト考ヘマスカラ、寧ロ稍府縣ノ區域ト云フモ

ノノ再檢討ヲ要スルノヂヤナイカ知ラヌト云フヤウニ我々ハ考ヘテ居ルノデアリマスガ、

此ノ際一體縣ヲ新シク設定スルト云フコトハ、サウ云フ點カラ申シマシテモ研究ヲ要スル

點ガ多々アルヤウニ存ズルノデアリマス、要スルニ三多摩ノ關係ト致シマシテ別箇ナ措置

ヲ講ジテ、今日ヨリモドウ考ヘマシテモ寧ロ不利、不便、從ヒマシテ此ノ意味カラ深切ナ

ラザル措置ニナルト云フコトハドウモ結論トシテ左様ニ考ヘルノデアリマス、半面ニ於キ

マシテ東京市ノ方ノ區域ノ問題ト致シマシテ、是ハ非常ナル不利益ヲ蒙ル結果ニナルカト

云フ點ニ付キマシテハ、是ハ色々ナ考へ方モゴザイマセウケレドモ、必ズシモ左様ナコト

ノミニ老ヘラレヌヤウニ思ハレルノデアリマス、只今仰セノ如ク此ノ東京都ノ自治機關、

或ハ官選ニスル等ノコトハ、結局東京府ヲ區域ニシタ結論ヂヤナイダラウカト云フ邊ノコ

トデゴザイマスガ、此ノ點ハ東京市ノ區域ヲ探リマシテモ、同ジ體制ニ考へ得ラレルノデ

ハナイカ知ラヌト我々ハ斯ウ考ヘテ居ルノデアリマシテ、此ノ邊モ東京府ノ區域デアルカ

ラト云フコトデ、此ノ自治機關ノ體制ガ害ハレルトモ考ヘナイノデアリマス、議決機關ノ

點ニ付キマシテモ數人ノ都議曾議員ト云フモノガ三多摩等カラ選出サレルコトニナルダラ

ウト思ヒマス、結局全體ノ百人ノ議員ノ中ニ何人カ三多摩方面カラ出マスコトニ依ッテ都
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議會全體ノ機能ガエラク妨ゲラレルト云フコトモ、寧ロ市ノ議員ガ壓倒的ノ數デゴザイマ

スカラシテ、サウ云フ甚ダシイ結果モ生ジナイノヂヤナイカト云フ風ニ我々ハ考ヘテ居ル

次第デアリマス、一面又三多摩ト一緒ニナリマス不便ノ點モ、東京都市生活ノ側カラ見テ

アルヤウニモ存ズルノデアリマス、此ノ邊ヲ彼此考ヘマシテ、マア此ノ東京市ノ區域ト云

フコトモ無論一ツノ案デアリ、又老ヘ方ニ依リ、東京都ダケノ立場カラ申シマスト云フト、

或ハ理由ガアルカモ知レヌト存ジマスガ、國ノ全體カラ行政區劃ヲ處理致シマスル限リニ

於テハ、東京都ヲ無論多ク考ヘマス、殊ニ三多摩ニ付キマシテモ特殊ナ案ヲ老ヘテ居ル譯

デアリマス、彼此申シマシテ、結局仰セノヤウナ點ニモ幾分研究ヲ要スル所ガアルカモ知

レマセヌガ、只今ノ案ニ決メマシタヤウナ次第デアリマス 
 
○伯爵後藤一藏君 チヨット内務大臣ニ御質問シタイト存ジマス、東京市ノ自治ガ非常ニ

縮小サレタト云フコトハ、誠ニ残念ナコトト思ヒマスガ、是ハ實際言フト、東京市民ノ恥

辱ダト思ヒマス、自治ガ布カレテカラ五十年ニナリマシテ、昭利十三年ニハ五十年ノ記念

式ガ行ハレテ、勅兪ヲ賜ッタト云フコトガアルノデスガ、町内會以下ニ於テ自治ガ行ハレ

ルト云フヤウナコトニ今度ナルト云フコトハ、誠ニ是ハ残念ナコトデアル、ソレデ當局モ、

東京市ガ本當ニ自治的ニ立派ナ發達ヲシテ居ルナラバ、今度ノ都制案ガ出來ルニ當ッテモ

市曾カラ東京市長ガ公選サレルト云フ工合ニ至ルベキデアッタト私共ハ思フ、然ルニ斯ク

ノ如クナッタト云フモノハ、丁度大學生ガ卒業間際ニナッテ落第シタヤウニ、一年落第シ

タノデハナクテ、是ハ高等學校カラ、若シクハ中學カラデモ踏ミ出シテ來イト云フヤウナ

状況ニナッタヤウニ思フノデアリマスケレドモ、過去ノ東京市ノ状況ヲ見マスト、是モ亦

已ムヲ得ナイト云フ所ガ非常ニアルノデアリマス、當局ガ此ノ案ヲ御出シニナッタノモ、

其處ニ見ル所ガアッテ御出シニナッタノデアラウト云フヤウニ私共ハ存ズルノデアリマス、

サウ云フ譯デアリマスカラ、此ノ都制案ガ出タト云フコトニ付テハ、今迄ノ東京市ノ悪カ

ッタ所ヲ是正スル上ニ於テ、非常ニ結構ダト思フノデアリマスケレドモ、此ノ案ニ付テ矢

張リ其處ニ本當ニ練レテ居ラナイ所ガアルト思フノデアリマス、ソレデ將來此ノ儘デ今ノ

ヤウナ都長ガ官吏ニナッテ、サウシテ相當ノ官吏ガ東京市ヲヤッテイラッシヤルト云フヤ

ウナヤリ方ヲズット續ケラレルノカ、若シクハ今度ノ都公民ト云フモノガ、立派ニ今迄ト

違ッテ、自治的ノ自覺ヲ持ッテ本當ニ能ク自治ガ出來タヤウナ場合ニハ、矢張リ之ヲ元ノ

ヤウナ風ニ考ヘテオヤリニナル御考デアルカ、ドウモ私ハ是ハ七百五十萬、今度一千萬近

クニナルト思フノデアリマス、東京都ノ人ロト云フモノハ、日本ノ人ロノ全體トシテ一割

位ニ當ルヤウニナルト思フ、日本人ト云フモノハ由來自治的訓練ガドウモ足リナイヤウナ

所ガアッタヤウニ考ヘラレルノデアリマシテ、昔カラ五人組ノ制度トカ色々ナモノガアリ

マスケレドモ、ドウモサウ云フ訓練ガ明治以來ニ於テ本當ニ日本的ノ自治訓練ト云フモノ

ガ足リナカッタト思ヒマスガ、將來之ヲ官治ノ儘デヤッテ行カレルト云フ御考デアリマセ

ウカ、將來ハ更ニ之ヲ指導誘掖シテ立派ニ自治的自覺ヲ持ッタ都公民ニナサル御積リデア

リマスカ、其ノ點ニ付テ伺ッテ見タイト思ヒマス 
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○國務大臣(湯澤三千男君) 後藤伯ノ御話ニ付キマシテ、先般モ之ニ關聯致シマシテ申上ゲ
マシタノデアリマスガ、都制案ヲ提案致シマスル理由ト致シマシテハ、今御述ニナッタヤ

ウナ風ニ東京市ノ市制運用ノ缺惂ト申シマスルカ、サウ云フヤウナ點ガ矢張リ多分ニ施行

シナケレバナラナイ原因ノ、又理由ノ一ツデアリマスルガ、併シ其ノ以外ニ此ノ提案理由

ノ御説明ヲ申上ゲマシタヤウナ風ニ帝都ノ性格カラ考ヘマスレバ、ソレハ國家的ナ性格ヲ

增サナケレバナラナイ所デアルト斯様ニ考ヘルノデゴザイマス、此ノ國家的ナ性格ヲ附與

スルト云フ點カラ考ヘマシテ、官吏ガ其ノ市長ト致シマシテ、其ノ職責二當ルト云フコト

ガ當然ト考ヘテ居ルノデゴザイマス、ソレデサウ云フヤウナ考ヲ持ッテ居リマスカラ、此

ノ都制ノ運用ト云フヤウナ事柄ニ付テ官民ノ努力ノ結果、其ノ宜シキヲ制シ得マシタ場合

ニ元ニ戻ス、元ノ東京市ノヤウナ風ニ公選ノ首長ニスル積リハナイカ、斯ウ云フ御話デゴ

ザイマシタガ、是ハ今申上ゲマシタ國家的性格ト云フ點カラ考ヘマスルト云フト、矢張リ

官吏ヲシテ都行政ノ職責二當ラセル、斯ウ云フコトガ適當デアルト、斯ウ考ヘルノデアリ

マス、併シ今御話ノアリマシタヤウニ、今度立案致シマシタ都制其ノモノヲ實際ニ運用致

シマス上ニ於テ、マダ練レテ居ナイ所ガアルヂヤナイカト云フヤウナ御話モアリマシタノ

デアリマスガ、實際ニ之ヲヤッテ見マシテ、立案ノ當時考ヘマシタヤウナ風二能ク行キマ

スルカ、能ク行カセナケレバナラヌコトハ當然デゴザイマスガ、尚改善ヲ要スル、或ハ時

代ノ進運ニ依ッテモウ少シ變ヘタ方ガ宜イヂヤナイカト云フヤウナ點ハ、勿論是ハ其ノ時

ノ必要ニ依リマシテ改メテ行カナケレバナラヌコトデハアルト存ズルノデアリマスガ、併

シ此ノ都制案ノ根本ノ主眼點デゴザイマスル官吏ヲシテ其ノ首長トシテ擔任セシメルト云

フコトハ、是ハ只今私共ノ考ヘテ居リマスル所デハ、將來變ヘルト云フヤウナ事態ガ起ラ

ウト云フヤウナ風ニハ考ヘテ居ラヌノデゴザイマス、是ハ何モ日本ノ帝都ヲ考ヘル上ニ於

テ各國ノ例ヲ色々取上ゲテ考ヘル理由ハアリマセヌガ、併シマア首都ニ對シテ國家的性格

ヲ附與スルト云フ考へ、首都ト云フモノハ國家全般ノ上ニ於テ非常ニ重要ナ點ヲ持ッテ居

ルカラ、之ノ經營ニ付テハ國家ガ矢張リ責任ヲ負ハナケレバナラヌ唯單ニ監督ダケノ點デ

ハナイ、斯ウ云フヤウナ考へ方ニ付キマシテハ大部分各國ノ首都經營ノ考へ方ガ同ジヤウ

ナ風ニ見エルノデアリマス、何モ之ヲ眞似タ譯デモ何デモアリマセヌ、今迄各國デャッテ

居ルノデハ、「ロンドン」ダケガ今公選ノ首長デ經營シテ居ルト云フヤウナコトデアリマシ

テ、外ノ所ハ何レモ矢張リ國家ニ密接ナル關係ガアル、重大ナル關係ガアル、斯ウ云フヤ

ウナ考へ方ヲシテ居ルモノト思ハレルノデアリマス、是ハソレヲ眞似タ譯デモ何デモアリ

マセヌ、ホンノ御参考ニソレヲ申添ヘテ置キタイト思ヒマス 
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