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会誌「光と陰」第 6号 発行によせて

2003年 9月 、「平和と平等への思いをこめて、3女 性史に何を学び、ど

う伝えるか」をテーマに第 9回全国女性史研究交流のつといを開催し、今後

につながる多<の課題をいただ <こ とができました.特にシンポジウム「沈

黙の歴史を開 <」 での日本人「慰安婦」と占領軍用慰安施設、RAAに ついて

は大きな反響を呼び、地域をつなぐ女性史の重要性を呼びさますことにもな

つたのでした .

つといを終えた私たちは、占領下における女性の性についての研究を続け、

ここにまとめることができました。性の問題に直接向きあうことは重<困難

な取り組みとなりましたが、長年の課題にとりかかるきつかとなりました.

同時に課題に即したこの期間の新潟県女性史年表も作成し、懸案の戦後の

年表づ<り が始まりました。

占領下における新潟の慰安施設は、 9月 3、 4日 に開催される第 10回全

国女性史研究交流のつどいの分科会「軍事墓地と性暴力」で発表します。

この研究とつどい参力0に よってまた新たな展開があることを期待し、そこ

から得たものを3後の活動に生かし、次につなげていきたいと考えています .

2005年 8月 1日

新潟女性史クラブ
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占領下における新潟の慰安施設

は じめに

新潟県の占領軍駐屯地における、東京のR.A.Aに類する組織的かつ、行政の関わり

があつた性的慰安施設の検証は、国の政策や軍隊によつて、女性の性がどのようであ

つたのか、性を軸にして女性史を視、平和と人権が尊重される社会を考えることをテ

ーマにすすめた。

占領軍はどのように組織され、県にはどのように進駐 してきたのかを知ることから

始めなければならなかったが、中心は常に行政の関わりの究明であつた。検証は、県

行政の動きと、戦前からの遊廓の流れを見ることで明らかになるかと思われたが、ど

の機関においてもほとんど資料を見つけ出すことはできなかつた。従つて、地元新聞

と、当時を知る方々からの開き取 りが重要な資料 となった。

全体を 3章に分け、R.A.Aに ついてと、県内各地の状況を検証 した 2章を中心に、撤

退後、何が遺され どのような影響があつたのかを 3章に収めた。また、「新潟県女性

史年表」「新聞に見る新潟県進駐年表」「慰安婦等募集広告年表」を添付 した。なお、

参考文献などは文中に記載せず、巻末に 「参考資料一覧表」としてまとめ、聞き取 り

における話者を特定 した書き方もとつていない。資料中の慰安施設における女性の呼

称が必ず しも規則変更と一致 していなかったり、新聞上では占領軍が「進駐軍」とし

か表 されていないなどの問題が多かった。「慰安婦」「接待婦」「酌婦」などは本来な

らば 「 」をつけるべきであるが、煩雑になるため省略 した場合があった。
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第 1章  占領軍の新潟進駐

1 敗戦前後の新潟

(1)長岡空襲 と知事布告

1945(昭和 20)年 8月 1日 、真夏の太陽が沈んでも長岡市は蒸 し暑かった。寝巻

きに着替えることもせずモンペを穿いたまま、寝苦 しさの中にまどろみかけた人々は、

9時 6分警戒警報のサイレンを聞く。 6月 中旬頃から毎晩のように鳴 り響 く不気味な

音だつたが、これまでは何事もなく終わつていた。だが、この日は違った。10時 26

分、ウー、ウー、ウー、ウー、ウーと短くけたたましいサイレン、空襲警報である。

同時に爆撃が始まる。防空頭巾の上に火の粉を防ぐため布団をかぶつて逃げ出した時

には、家々が燃え始めてお り、間断ない焼夷弾攻撃に逃げ場を失つていた。

爆撃と火勢が静まった時、人々が見たのは見事に焼き尽くされた街であつた。焼け

残つた土蔵の白い壁と真黒く焦げた樹木がところどころに見えるだけ。感情を失つた

ような状態に、家族を探す声、焼夷弾の直撃を受けた人や怪我人のうめき声で現実に

戻つた時、陽はすでに高く昇つていた。

爆撃は 1時間 40分、125機のB29で十数万発 (924.3ト ン)の強力な焼夷弾がま

さに雨のように降 り落ち、市街地の約 80%が被災し 1万 1968の建物が焼失 した。死

者は実に 1476人 となり、市人口7万 4000人 の 2%に相当する。北部の工業地帯や連

合軍捕虜収容所は無傷に近いことから、街の中心地に狙いを定めた爆撃であつた。

この夜、水戸、八王子、富山が同時に爆撃を受けるが、米軍の中小都市空爆方針は

6月 17日 の鹿児島を皮切 りに、人口順に 180都市が リス トアップされ県内では新潟、

長岡、三条、高田、柏崎が入つていた。

長岡空襲による恐怖に加え、「新型爆弾」と発表 された広島への原爆投下の詳細は

分らない。 9日 早朝、新潟市上空に艦載機の飛来、10日 午前 H時 45分頃には再び 16

機の艦載機が新潟港や石油タンク、市街地にも機銃掃射 とロケット弾を投下し市民を

含む 47人の死者が出た。

10日 午後、畠田県知事は幹部らの緊急会議を開き夜を徹 して検討の結果、新潟市

民の緊急疎開を決定する。11日 10時に、 8月 10日 付けの「知事布告」を発表。「新

型爆弾ハ我国未被害都市 トシテ僅二残 ッタ重要都市新潟二対スル爆撃二、近ク使用セ

ラレル公算極メテ大キイノデ」「一般新潟市民ノ急速ナル徹底的人員疎開」を「要望

シテ止マナイ」 とある。午後 1時 30分から新潟市は緊急町内会長会議を開き、近郷

への具体的な疎開方法を示すが、町内会長の知らせを待たず 10日 夜から市民の疎開

は始まっていた。

隣組長が町内中に新潟は全滅するから早く3里 (12km)以 上離れろと言つたとか、

いや 2里以上だとか、警察官が 1軒 1軒回つて避難の有無を確かめたとかデマは風の

ように吹きまわ り、近郷に通 じる深夜の道は荷物を背負つたリリヤカーに荷を積んだ

-2-



市民の列が途切れることなく続いた。防空法や国家総動員法等による緊急要員まで疎

開し、街は死んだようにひっそ りとし新潟市の生活機能は麻痺状態となった。

新潟市への原爆投下予想が確かな情報 として把握 されていたとは思えないが、戦後

アメリカの資料により目標地指定の経緯が明らかになる。原爆投下地の検討をしてい

たアメリカは、新潟市を①海軍航空基地 ②朝鮮、満州への軍事輸送の積み出し港

③鉄道の連絡駅で工業地帯、とい う点から戦略上重要であると候補地にあげている。

このため新潟市は焼夷弾空爆を受けなかつた。ポツダム宣言公表の前 日である 1945

年 7月 25日 の原爆投下命令には、「広島・小倉・新潟 。長崎の一つに最初の特殊爆弾

を投下せよ」とある。しかし8月 2日 の作戦命令には、6日 の攻撃第 1目 標は広島市、

続いて小倉市、長崎市とあり新潟市は除外されているが、 4番 目の候補地であつた事

実は重い。

(2)敗戦 と女性

8月 15日 正午、家族や近所、職場でラジオの前に集まり、天皇の声を聞いた。雑

音で聞き取 りにくいが 「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」だけがはっきりし、戦争

に負けたことを互いに確認 しあうことになつた。沈黙と静かなすす り泣き、茶碗を洗

う手の震えがとまらなかつた、残念だ、黙つて下を向いていたが内心 うれ しかったな

ど女性たちもさまざまである。1931年 9月 の柳条湖事件 (満州事変)か ら始まり 1939

年 9月 の第二次世界大戦、1941年 12月 8日 には米・英に宣戦布告 し日本中が戦争一

色の時代を生きてきた。その戦争の終わりの日であつた。

新潟市では疎開をせず残っていた人の間で、ソ連軍が上陸するとか黒い船が来たと

のうわさが流れ、実際に避難する女性がいた。高田市 (現上越市)では敗けたら何を

されるか分らないと、思春期の娘たちを疎開させる親もいた。新津町 (現新潟市)で
もアメリカ兵が上陸するので女は髪を切 らないと連行されるとか、若い娘を男装させ

る横越村 (現新潟市)の親もお り、混乱と恐怖に女性たちは戸惑い慄いた。連隊所在

地の新発田町 (現新発田市)では前日から軍隊の動きがざわざわし、夜には何かを焼

却する煙が見え、アメリカ人が来る、女は逃げろ、 ドロボーが入るなどの流言飛語が

とびかつた。県警察部長や新潟連隊区司令官は 「敵上陸」のデマを否定し「軽挙盲動

するなかれ」と談話を発表 し、騒ぎはひとまずおさまった。

しかし、人々の不安が消えたわけではなく、 8月 23日 の 「新潟 日報」には 「上陸

地点は前もつて通告がある」「占領軍がむやみやたらに若い女性に悪ふざけするとも

思えないが、中にはそ うい う兵がいないとは断言できない」との外務省の談話を紹介

している。28日 、米軍先遣隊が厚木航空基地に到着 し暴行事件が現実になると、内

務省は戸締 りの強化とともに女性の服装や夜間外出の注意をよびかけた。

9月 8日 の 「新潟 日報」は、「進駐軍上陸以来各地に惹起 した悲 しむべき事実」 と

して女性への暴行未遂事件を「死で守れ最後の線」と紹介 しながら、新潟市の若い女

性の服装が急速に開放的になつたと戒め、次のような注意事項をあげている。婦女子
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の服装はズロースと地味なモンペの着用、厚化粧は 「売笑婦」とみられる、子どもに

添乳する寝姿は危険、暴行を受けた際は死を覚悟で反抗せよ、そして女性は 「婦道の

根本理念」を忘れるなと結んでいる。 さらに、県警察部長やアメリカ駐留経験者の談

話を載せて、女性の服装や態度に注意を促 した。

県内進駐が近 くなると、新潟市は 「聯合国軍進駐に対する注意」の回覧板を配布 し

て 「不祥事の未然防止」を指示 し、 9月 17日 の新聞も内容を掲載 している。進駐は

平穏裡に行われ県庁、警察が治安にあたるのでデマに迷わず冷静な対応を呼びかけな

がら、21項 目の細かい事項が続 く。特に、婦女子は隙を見せるなと常にズボンやモ

ンペの着用を念押 しした。 さらに、意味もない笑いや若い女がキャッキャッと笑 うの

は誤解のもと、「ハロー」「ヘイ」の呼びかけにも相手になるな、一人歩きや夜間外出

と戸締 り、万一暴行を受けようとした場合は強く反発 し身を守ること、と3分の 1が

女性に対する事項で占められている。 さらに、市民常会を開いて浸透 させようとし、

18日 には山潟国民学校の運動場に姥ケ山と長潟の女性 150人が進駐軍対策常会を開

いた。

敗戦、外国軍隊の駐留とい う事態に直面 して、自ら為すべきことを見失つた為政者

は、ひたす ら住民に自粛と自衛を求めることでその役割を果たそうとした。また、い

かに女性の 「性」への侵害を警戒 していたかがみてとれる。



2占領政策と新潟県の施策

(1)連合国軍対 日占領政策

1945(昭和15)年 7月 26日 に発表 された米・英・中三国によるポツダム宣言の降伏

勧告は、このまま戦争を継続すれば日本の国土は完全に荒廃する、壊滅への道を続け

るか理性の道を歩むかを決定すべきであると警告 している。 しかし、日本が国体護持

にこだわり、意見の一致をみぬまま決定を引き延す うち、遂に広島と長崎への原爆投

下、ソ連の参戦 と最悪の事態に追いこまれ、8月 15日 無条件降伏 となつたのであった。

ポツダム宣言は、天皇制にふれぬまま、軍国主義の排除、基本的人権の尊重を基に

平和的、民主的な日本の建設を要求するなどが盛 りこまれている。また、日本の戦争

が侵略戦争だつたことを明確にしている。そして、第 7項 「連合国ノ指定スベキ日本

国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ姦二指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベ

シ」により、日本は連合国軍によって占領 されることが決定 した。 8月 30日 、連合国

軍最高司令官ダグラス 0マ ッカーサー元帥が厚木飛行場に到着 し、 9月 2日 、米艦 ミ

ズリー号上で降伏文書の調印が行われ、直ちに占領政策が動き始めた。同日、連合国

最高司令官総司令部 (GHQ)は 、指令第 1号 として、武装解除、軍需生産の禁止、な

どを発令する。指令は翌 3日 に 2号、22日 3号 と次々に発令 された。

9月 9日 、占領管理の方針は、原則として間接統治の形式を採ると声明があつた。

直接的には、日本政府が占領管理政策の遂行にあたるとい うことであつたが、政府が

国民に発する命令は、最高司令官マッカーサーの指令通 りであつた。つまり、実質的

には、国民はマッカーサーに従い、これを執行することが原則であつたわけである。

政府は、この強制力をもつた命令を迅速に実行するための法的根拠 として、20日 「ポ

ツダム宣言ノ受諾二伴ヒ発スル命令二関スル件」の勅令を発 した。

22日 、米国は 「降伏後における米国の初期対 日方針」を公表する。これにより米国

による単独占領 と問接統治とい う占領政策の基本構造が決定 し、非軍事化 と民主化に

向けて、具体的な政策が実行 されていく。

10月 H日 には、新内閣に対 し、いわゆる5大改革の即行を要求 した。

1.婦人参政権による日本女性の解放

2.労働組合の結成奨励

3.学校教育の自由化

4.秘密訊問ならびに民権を制限する制度の撤廃

5。 経済諸機関の民主化

占領政策の基本的な柱のひとつ民主化に向けての改革は、女性の参政権への道を開

き、またこれ らを実行するために、日本が平和憲法制定に向けて動き出すことになっ

たのである。
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(2)新潟県の施策

① 県の組織

県の占領軍担当は、1945(昭和20)年 11月 内政部渉外課として置き、1947(昭和22)

年には内務部、1948(昭和23)年総務部へと部署が変わる。1952(昭和27)年、撤退

の時期に入ると渉外課は外事課に変更される。その後、1963(昭和38)年 に、総務部

秘書課に移行 したが前年には既に外事課はなく、最後の通信施設が置かれた佐渡郡 (現

佐渡市)に外事事務所として残つていた。

その業務は、連合軍との連絡調整に関する事項の他、財産の保全管理並びに撤去、

旧軍用施設の保全並びに返還、連合軍関係労務の提供並びに管理、渉外事務所・渉外

労務管理事務所に関する事項、補助警備品 。外国為替・連合軍業務に関しその他主管

に属さないものに関する事項であつた。師団司令部の日本人は通訳とタイピス トのみ

で、県の各課長は電話で呼び出され次々指示を仰ぐとい う、まさに間接統治の形その

ものであった。接収された米兵宿舎、家族宿舎などで働 く日本人への給与を配布 して

いたのが県の職員であつた。新聞の募集広告で見る米軍将校家族などのハウスキーパ

ー、メイ ドの給料は日本政府が支給 していたとい うことである。

9月 12日 、占領軍との折衝のための連絡室を開設 し、室長は、内務部長があたり、

副室長は特高から、厚生課長その他は特高・保安・商務から10数人が入る。なおも各

課に連絡係を置き、16日 、新潟駅にも渉外室を設置 した。

また23日 、県連絡室は臨時措置 として高田、柏崎、三条、村松、新発田の各駐屯地

へ事務官を派遣 し、何れも所轄地方事務所に分室をつくり、県連絡室の窓日とした。

② 進駐

1945年 8月 28日 、厚木航空基地上陸に際して、新潟県警察部から警備部隊の武装警

官100人が派遣 された。 2週間にわたる応援警備の間にいずれ来る占領軍に備えて、

状況の把握を行ない、 9月 6日 には、県事務官も神奈川県に派遣 している。

そ して県警察部は、「進駐連合軍に対する部民の心得」10項 目を示 した。

記

駐屯軍に対 し個人が直接接触することは努めて避けること、但 し先方から求

めてきた場合は毅然たる態度を以て接すること。

国内の治安維持は従来通警察憲兵が当たるのであり連合国側が勝手なことを

することはないから決 して動揺することなく又濫 りに住居を逃げ出すような

ことは絶対にしないこと。

言葉が通 じないことから、又風俗習慣の違 うことから得てして摩擦問題が起

こり易いからかく町内会、部落会、隣組で相互に警戒協力 し事故の防止に努

めること、英語に堪能な男子があれば之を活用して萬一の場合には相互間の

意思疎通を図るや うに努めること。

戸締 りを厳にすること、婦女子のみの留守居の際は戸締 りを厳重にするか、四 、
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又は男子の居る場所に退避せ しむること、昼間と雖も検索を実施せ らるるこ

とあるを以て用心すること。

五、 婦女子は特に日本婦人としての自覚を以て濫 りに外国軍人に接触せぬや うに

注意すると共に服装を端正にし外国軍人をして不法行為を誘発するが如き軽

薄の行動は絶対に慎み毅然たる態度を持つこと、又人通 りの少ない場所の一

人歩きや夜間小人数の歩行を慎 しむこと、外国軍人から例へば「ハロー」等

片言の日本語で呼びかけられても相手にならずに避けること。

六、 隣保班相互に協力警戒 し1人に事故生ぜんとしたるときは大声を出し救助を

求め之に応 じて近隣周囲よリー斉に騒ぎ立てるか近隣の者集まりて制止する

等共同防衛の習慣をつけ置くや うにすること。

七、 高一暴行を受けんとする如き場合特に婦女子 としては終始毅然たる態度を以

て強く反撥 し徒 らに周章狼狽 してとり乱 した り茫然自失するや うなことなく

自衛上適切の処置をとること。

人、 高一暴行略奪等の不法行為が行はれた場合には自衛上噛みつくとか引掻 くと

か肩章をもぎ取るとかし決 して泣き寝入 りすることなく犯行の日時、場所、

犯行の模様、犯行者の服装や帽子等種々の特徴、日撃者の有無、被害物品其

の他証拠 となるべき事柄を提示 して最寄 りの警察署に届出ること。

九、 米国兵の習慣 として其の土地の珍 しい物品を記念品として持ち帰る風がある

為時に此等のものを好奇心から突然強要することがあるから時計、高年筆其

の他貴重品を目につく個所に所持 しないこと。

十、 暴行を受け又は略奪される等の場合、自衛上抵抗することは適切であるが当

方より暴行するが如きことは絶対に慎むこと短刀や根棒、ステッキ等武器に

類するものは相手に徒に刺激や畏怖心を与へると共に誤解を招 くことになる

から外国軍人に接触する場合は携帯せぬや う注意すること。

これをもとに、「新潟 日報」には婦女子に対する警告が、服装や態度への表現を変

え次々に掲載された。警察署長会議では、横浜で見開してきた県係員が町常会等に出

席 し、同様の注意事項その他を伝え備えることを決めた。また、隊長として赴いた 2

人の警部の報告には急を要する施策 として、慰安施設の強化があつた。 さらに県は警

備隊本部を設置 し、進駐地域の各警察署に支隊を配備、警察官の大幅増員も図つた。

日本の警察の手で直接治安の警備にあたり、連合国側が勝手なことをすることはない

と示 しているが、しかし、進駐後は何の効力もなく市民は占領軍のMPを頼つていく。

9月 24日 、新潟県への進駐が始まった。26日 、連合国軍師団長は県知事と会見し、

要望その他の17項 目を提示する。軍需製品工場一覧表の提出、武器一覧表の提出など

とともに、「慰安施設ヲ図示セヨ、立入禁止スル (県二於テ図面作成ス)」 の要望があ

つた。その後、要望は 7項目が追加 され、県政は、連合国軍の軍政により動かされて

いく。武器の収集廃棄処分はもとより、プレスコー ド、ラジオコー ドで、新聞・雑誌

の発行、放送に関してそのつど指示を仰いだ。また、県民の政治的集会、行進、記念

会などについても県が、新潟軍政部の許可を得る手続きをした。 レットパージの時期
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には、個人の身上書の報告を県が行 うことがあつた。

こうして1952(昭和27)年、講和条約発効の日まで、占領政策のさまざまな遂行に伴 う

指令に従い、県行政は働いたのである。

③ 性的慰安施設設置の施策

8月 18日 、敗戦から時をおかず、地方長官に宛て出された内務省の占領軍向け性的慰

安施設設置の指令を受け、新潟県では 9月 19日 、県警察部が各警察署長に対 し、「連

合軍進駐に伴 う風紀慰安施設に関する通達」を出した。性的慰安を目的とする貸座敷

・特殊飲食店を急速に設営し、娼妓ならびに接待婦の充足につとめるよう指示 した。

21日 に開催 された、関係地方事務所、警察署、市町その他の懇談会では、占領軍に

対する基本的心構え 3か条に加え、進駐地域の注意事項のひとつに 「慰安施設の利用

にあたつてはもつとも効果的ならしむるや う関係者が協力、進駐軍に満足を興へるベ

く努力すること」とあつた。『 新潟県警察史』において、「一般婦女子の被害を極め

て少なくした」と記された性的慰安施設 と、他の娯楽施設 もたちまち再開したのであ

ったが、貸座敷と、特殊飲食店については知事指定地域のみとなつている。同時に県

はダンスホール、キャバレー、カフェー、レス トランなどの総合施設として、新潟市

の日本海会館 (イ タリア軒)、 新潟ホテル、元孔雀を決めた。

『 新潟県警察史』1946(昭 和21)年 2月 18日 に、「進駐軍ヲ対象 トスル接待婦募集従

事者二、県及 ビ駐屯市町ヨリ補助金ヲ支給スル」とある。ほとんどの戦術部隊が撤退

し、さらに公娼制度廃上のこの時期に、補助金支給の意味が不明であるが、接待婦募

集従事者が存在 したことが分かつた。県内での慰安施設設置 と行政の関わ りは、『 高

田市史』などに於いて明らかに示 されている。
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3 組織

(1)占領軍の構成・配備

新潟県に進駐 した占領軍は、米第 8軍第

14軍団所属の陸軍歩兵第 27師団で、1945

(昭和 20)年 9月 25日 に、第 27師団直属

の軍政事務室を新潟市公会堂に置いた。

新潟市には師団司令部の付属部隊が駐屯

し、村松町、新発 田町 (現新発 田市)、 三条

市には、第 106連隊の第 1、 第 2、 第 3大

隊が、そして高田市 (現上越市 )、 柏崎市に

は、第 165連隊の第 1・ 第 2、 第 3大隊が

それぞれ駐屯した (図 1)。

その後、10月 3日 には村上町 (現村上市)

瀬波海岸に、1948(昭 和 23)年 10月 には

佐渡の相川 (現佐渡市)に も進駐 した。

図 2 占領当初における占領軍の構成と配備

出典 :『占領下の大阪一大阪連絡調整事務局「執務月報」―』

―
第
二
艦
隊
司
令
部
（横
須
賀
）

陸
軍
太
平
洋
空
軍
司
令
郎

（東
京
）

五
艦
隊
司
令
部
（佐
世
保
）

出典 :『新潟県史資料編』
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図 1 新潟県の占領軍の配置情況
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(2)軍政部

新潟県の場合、軍政部は新潟市公会堂に、情報部は新潟県農業会庁舎に置かれた。

戦術部隊の大半は、1945(昭和 20)年 10月 から翌年 3月 の間に撤退 した。

軍政部は原則 として、県庁所在地に置かれ、民政を担当した。実際に日本を治めた

のは、実戦部隊とは区別される民事行政専門のスタッフであり、そこには、日系 2世

や兵籍をもたない背広姿の人も多くいた。彼 らは占領行政の第一線で、日本人と接 し

た。

第 8軍司令部の下に、全国的な地方軍政機構が整い、1946(昭和 21)年 2月 の段階

では、新潟県の民政担当は、第 8軍 (横浜)第 H軍団 (日 吉)第 106軍政団 (川崎 )

指揮下の第 87軍政中隊の管轄となつた。

その後、GHQ連 合軍総司令部は、1946年 7月 1日 の地方軍政機構の改革を行ない、

全国 46都道府県を特別地区、第 1級 (大規模府県)、 第 2級 (中 規模府県)、 第 3級 (小

規模府県)に分け、その等級に応 じて軍政要員を配置 した。新潟県は第 2級 とされ、

第 87軍政中隊から新潟軍政部として、1947(昭和 22)年 1月 20日 に、関東地方軍政

部の直轄となつた。第 2級の軍政部のスタッフは中佐を部長とし、将校 8人、下士官・

兵 32人の計 40人で構成された。新潟軍政部には部長・副部長が置かれ、その下には

教育・司法・労働 。経済・衛生 。報道の担当係官がいた。 3か年と最も長 く在任 した

コックス中佐が新潟軍政部の最後の部長 となつた。

1949(昭和 24)年 7月 1日 、新潟軍政部は、新潟民事部と改称され、同じ年の 11

月 30日 に閉鎖となる。翌 12月 1日 には本部となっていた新潟市公会堂が新潟市に返

還され、新潟民事部廃止後は、仙台市に置かれた東北民事部の管轄下に入つた。

-10-



4 犯罪

1945(昭和 20)年 8月 30日 、最初の進駐地である神奈川県横浜市で占領軍による

強姦事件がおきた。横浜では、警官からの武器景1奪のほかに、わずか一週間で 300件

以上の事件・事故が発生 していた。強姦 。拉致事件は届けられただけでも6件あり、

通行中の女性が一隊となった米兵に車で拉致される事件などが起こつていた。また、

千葉では米兵が何人かで家に押 し入 り、両親の目の前で娘を犯すという許 しがたい事

件も起きた。これ らの強姦事件について、内務省は 「米兵の不法行為対策資料に対す

る件」で 「先ず手真似にて性交を求め拒絶せ られたる後拳銃をつきつけて敢行せ り」

と述べている。ほとんどがグループによる犯行で、ピス トルをつきつけた り、泥酔 し

た後に事件を起こしている。外務省終戦連絡中央事務局の資料によれば、強姦事件は

9月 末までに 44件にのぼった。

柏崎市では 10月 に米兵による輪姦事件が起きた。高田市では、米兵が道行く人か

ら時計や万年筆などを強奪 した り、民家に押 し入 り、金品を強要 した。強姦事件もお

きたため、女性は怖 くて夜外出することができなくなった。占領軍は兵の外出を制限

し、MPが警戒にあたった。『新潟県警察史』では、占領軍の不法行為は 9月 からわず

か 4か月間で 218件 にものばっている。兵員の撤退で翌年は減少 した。占領軍による

犯罪の中でも強姦や住居侵入の件数は未検挙が多く、犯人は逮捕 されないまま、事件

は未解決に終わっている。被害者は届け出ない場合の方が多いので、実際の被害はは

るかに多かったといえる。

占領軍の行った犯罪に対して、日本側には裁判権 も捜査権もなかったので、日本の

警察は占領軍関係者を単独で逮捕することはできなかった。強姦事件の報告があるた

びにMPを呼び出さねばならず、MPが現場に到着する前に犯人である米兵は逃げて

しまうのだった。そのため、被害女性は泣き寝入 りするしかなかった。

表 1 進駐軍犯罪統計 (新潟県内 )

区   別 発生件数 検挙件数 未検挙件数

罪   名 1945年 中 t946 +.+r t945 +41 1946年 中 1945年 中 1946年 中

強   盗 38 1 10 1 28

窃   盗
め
υ 3 10 l

０
０ 2

強   姦 6 1 2 4 l

暴行傷害 Э l 12 4

脅  迫 2

恐   喝 2

詐   欺 l
り
０

住居侵 入 5 2 3

器物損壊 0 6 3 7 6

金品強要 3 1

酒食強要 l l

計 2 8 187 14

(出典 ;『新潟県警察史』)
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米兵の金品強奪を防ぐ目的もあつて、新潟市では、新潟女性文化会が市内の百貨店

で占領軍へのバザーを開催 し、着物や羽織、帯などの出品を各家庭から募った。また、

高田市や新発田町、村松町では、米兵向けの土産物店を急きょ開設 した。

1945年の秋、村松町の宿舎に帰る途中で占領軍の将校 らが、ジープで 5歳の男の

子をはねたとの目撃証言がある。 日本の警察に届出があつたかどうかは不明であり、

その事故を伝える新聞記事 も見つからない。 しかし、ちょうど同じ頃に同じ地域で、

豪雨の中ジープで通 りかかつた占領軍将校 らが行き倒れの 16歳の少年を救助すると

い う新聞報道があった。警察に連れて行き、医師を呼んで手を施 した結果蘇生し、翌

日も警察署で容態をたずねたとい う将校の態度が美談として書かれている。

プレスコー ド下の厳重な検閲によつて、占領軍による犯罪や事故が事実と違 う形で

伝えられたり、時には全くなかったこととして扱われた。強姦事件に関しても同様で

あり、立証はさらに難 しいことであつた。

-12-



5新潟県進駐年表にみる

(1)進駐と撤退

① 進駐

県内への進駐事前視察は 1945(昭和 20)年 9月 16日 から 21日 にかけて、長野

方面か ら高田市 (現 上越市)へ入 り、新潟市には青森と仙台か ら到着した。接収予

定宿舎や兵器廠、港や鉄道など輸送機関の状況などを視察して情報収集 し、警察署

長を通 して新潟市をはじめ各進駐地に、市民の不安や混乱を避けるための注意を行

なった。

24日 から県内への進駐がはじまる。新潟市には 26日 までに第 27師団約 2600人

の大部隊が新潟駅に到着し、新潟、新潟東の両警察署は警官を配置した。師団長宿

舎として石油で財をなした新津邸の西洋館を接収し、幹部将校は新潟ホテルや万代

橋ホテルヘ、兵士や憲兵は自山国民学校、満蒙開拓館などの宿舎ヘジープや トラッ

ク、あるいは行進して移動した。

24日 、中蒲原郡村松町に占領軍先発隊が荷物を積んだジープ 20台と貨車 22両 を

列ねて到着、宿舎を旧陸軍少年通信兵学校とした。26日 には約 1000人が村松駅に着

き、蒲原鉄道は午前中の一般乗車を中止した。

25日 早暁、北蒲原郡新発田町 (現新発田市)では県の地方事務所長、警察署長や

町長 らが出迎えるなかで到着し、宿舎の旧日本軍東部第 56連隊で星条旗を掲げた。

この日柏崎市では隊の一部が到着して理研柏崎工場を宿舎とし、三条市でも第 1陣

が到着する。

高田市へは 25、 26日 に約 2000人が高田駅から目抜き通 りを行進して旧歩兵隊兵

舎に入った。

県内第二の都市である長岡市は、 8月 の大空襲を受けて市街地のほとんどを焼失

した壊滅状態であり、進駐はなかった。

こうして市民の注視する中で新潟県に進駐した占領軍は、10月 1日 現在で新潟市

に 1382人、高田市 1773人、柏崎市 701人、三条市 572人、村松町 1183人、新発

田町 961人で、計 6572人 となる。10月 に入つて新たに岩船郡村上町 (現村上市)

の瀬波海岸での揚陸作業がある。また佐渡郡相川町春日崎 (現佐渡市)で 1948(昭

和 23)年 10月 にレーダー基地が置かれる。進駐の人数は部隊の編成替えなどで変

動があり、宿舎も移動した。

② 撤退

県内の駐留は比較的短期間であつた。1945年中の撤退は三条市で 10月 15日 、柏

崎市で 11月 、新発田町は 12月 7日 、村松町では 12月 25日 である。1946年は村

上町瀬波が 1月 に、高田市からは 3月 に引き揚げる。新潟民事部が 1949年 11月 に

開鎖 した後、新潟市では 1951(昭和 26)年まで駐留する。講和条約発効後は米軍
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基地として新潟飛行場に、レーダー基地として新潟市船江町、同関屋と、相川町か

ら移転し金井村 (現佐渡市)に残る。

保養地として 1945年 10月 に接収された中頸城郡妙高村 (現妙高市)の赤倉観光

ホテルは 1952年 6月 に返還する。1947年 に接収された南魚沼郡土樽村 (現湯沢町)

岩原スキー場とロッジは、1952年 春に返還となる。

(2)県内での動き

① 公衆衛生

占領軍は特に衛生面で細部にわたって指示や指導を行なった。村松町では 1000人

を動員した進駐前日の宿舎清掃が行なわれた (1945。 9。 24「新潟日報」)。 新潟市では

市内一斉清掃で、軍政部に町内会長、清掃班長、学校・会社 0工場毎の責任者らを集

め、実地訓練指導を行なうことや清掃期間中の清掃班長の報告義務などを厳しく伝え、

市内巡視をし、さらに直接出向いて点検 し不徹底さを指摘した。DDT撤 布で頭髪を

真っ白にしたことや、定期的な鼠捕りなどはまだ人々の記憶に強烈に残るが、戦後の

混乱のなかで日本脳炎や赤痢など伝染病予防を行なう。進駐期間は短かったが、保健

所を通して性病対策を行なった。

② 米の供出

戦後のモノ不足で、米をはじめ電球やマッチ、晒木綿に至るまで生活物資のすべて

が配給だったが、その一方ではさまざまな品物が闇値で売買された。農業県である新

潟でも機具や農薬、肥料不足で米の生産量は減少していたうえに、1945年 は天候不

順も重なって全国的な凶作となった。収穫の実収量は県内でも 70%に しかならず供

出割当は未達成になった。1946年 1月 新潟市のある 7人家族では、生活費 1124円

に対して食料費は 782円 、エングル係数は約 70%になった。5月 には東京で米よこ

せ大会や食糧メーデーがあり、大都市の食糧不足は深刻になる。新潟市でも 6月 に

配給が遅配し、白米 1升の公定価格が 2.63円 に対して、闇値は 41.4円 にもなり、15。 7

倍であった。全県で 7月 から 9月 に 15日 間欠配した。

1946年 8月 には緊急食料輸入が行なわれ、県内もトウモロコシ、豆、小麦などで

危機を凌ぐ。食糧難の状況に GHQは 米国の食糧放出の条件として、供出の完遂と食

糧不足県への移譲をあげた。県は生産量の 10%余剰供出が食糧放出条件であるとし

て、非協力者を厳罰に処すことを強調した。「日本のウクライナ」である新潟県内農

家への供出督励は厳しく、県内各地では「ジープ供出」と呼んだ。1946年 と翌年の

2年間に、食糧緊急措置令で県内 83戸が強制収用の対象になった。超過供出農家に

は報奨として米軍物資の購入ができるなどとした。1948年 2月 、新発田市の農家の

主婦ら 45人は、種モミまで食べていると地方事務所に陳情したが、農家保有米の強

権供出、裸供出にまでなった。11月 、占領政策による厳しい督励で大量 222万 400

石を供出し全国に先がけて完納、この年の県内 5大ニュースのひとつになった。
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③ 教育の民主化

新潟軍政部教育担当官アリス・メーヤー女史は新教育や新学制の指導のため、県内

各地をまわった。指導者が女性であることに驚く校長もいた。1948(昭和 23)年 9

月自治活動研究指定校となった小・中学校 6校に対しては、学習指導法や生徒の自

主性を伸ばすための具体的な指導を行なった。そのうちの小学校 2校は 1946年 3月

に県内初の女性校長となっていることもあって、たびたび足を運び、熱心に指導を行

なった。

第一師範学校女子部附属小学校での教育研究会で、実施 3年を経た新制中学校では

社会人となる生徒へ個人指導や職業訓練などの指導、よりよい市民となるための教育

に力を注ぐべきだと説いた (1948.6.14「 新潟日報」)。 新津市 (現新潟市)で開かれ

た PTA運営研究会では、委員会の持ち方や、司会は各委員の意見を引出す ことと議

題の中心を外さぬことが特に重要だと強調する。また、新潟県婦人連盟の総会で婦人

会のあり方と実態について講演を行ない、県内各地で行なわれた婦人会総会にも出席

して講演した。1949年 7月 に佐渡中央高等学校を会場とした新教育研究会において

学制改革や男女共学の重要性を講演し、女生徒たちに自由で指導力のある新しい女性

の生き方を示唆した。

(3)新聞に見る新潟県進駐年表

期間は 1945年 8月 から 1952年 12月 とし、「新潟日報」から県内に進駐した占領

軍に関する記事を中心に要約してまとめた。プレスコー ドや、新聞というメディアの

もつ制約があるが、当時を伝える資料として拠 りどころとした。
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新聞に見る新潟県進駐年表 (19噺 年～1952年 )

01 945 (昭 和 20)年
新潟市上空に B29が飛来し捕虜に給与物資を低空から投下するので注意し、発見した場合は警察署か

憲兵隊に届け出ること。

.12 新潟県警察部は治安維持のため武装の警備隊を設置する。県を本部とし進駐地域各警察署に支隊をお

き、通訳 2、 3人はガイ ド役も兼ねる。今月中に警察官 1600人を大幅増員する。

進駐軍将兵が一般商店に来た時は、終戦連絡事務所に行くようにと記した英文のビラを提示して断る

こと。

<図表>米国軍将兵の略章 両腕 :1等兵～1等少尉 襟又は肩 :2等中尉～元帥

.13 12日 、県連絡室を開設。室長は内務部長、副室長は特高と厚生の両課長、室員は特高・保安・商

課の十数人で通訳志望者は十数人いる。各課に連絡係をおく。

.13 12日 、県進駐にあたり警察署長会議で治安維持方策を示す。新潟市に対しては町常会等に係員が出

し注意事項などを伝える。

.17 16日 、クラッカー中佐、ベンディックスェン中佐―行 16人は 5台のジープで高田市に着く。3台は

柏崎市経由で三条市へ、1台 4人は新潟市に向かう。スミス大尉らは高田ホテルで 1泊 し部隊の宿舎

など調査する。

■7 17日 ～20日 まで、新潟市は 1日 9か所で市民常会を開き、関東の進駐地視察の県職員が米軍進駐に

際しての指導を行なう。デマに惑わない、婦女子は日本婦人としての自覚を持つ、など。

.17 県は進駐軍向け土産品即売室を新潟市の小林、大和両百貨店に開設する。土産品は新潟市内名勝絵

書 (色刷)、 人形、竹細工、女物着物、帯、漆器等工芸品など。

.18 16日 、高田市でスミス大尉が旧師団司令部、南・北兵舎、兵器廠を視察する。

大尉は高田進駐の 165連隊を紹介、第一次欧州戦と今次は大平洋全域で参戦、サイパン、沖縄戦に

加し厚木、平塚に転進した。第一の目的は警備であり、民間に支障のないようにし、兵士の外出は

さない。商品は価格を表示し闇取引を防いでほしいと語る。

.1817日 、米軍輸送司令官ベーソン准将、マッソン大佐らは新潟駅に到着し鉄道、港湾関係を視察し、夜、

上野へ向かう。

.18 17日 、米軍視察団の将校ら6人と 2世通訳らがジープ 2台で来港する。県庁を訪間せず用件処理を優

先し、新潟警察署で面談後、篠田旅館で日本食の昼食をとる。

.18 17日 、緊急新潟市会協議会を開き、屋外灯の復活、娯楽機関の設備などを協議する。

18 17日 、クラッカー中佐ほか 2人はジープで北蒲原郡新発田町へ着く。警察署長ら 10人 と駐屯する東

部 56部隊を巡視後、三条に向かう。

.18 米軍の旅行や輸送が多くなるため、輸送司令官の要望で新潟駅に渉外室を設ける。

.18 県は保安関係営業の許可方針を決定する。連合軍のため、ダンスホール、キャパレー、カフェ、レス

トランなどを備えた慰安施設の準備を進めている。新潟市は日本海会館、新潟ホテル、元孔雀 (元

ンスホール)に設置予定。

.19 17日 、米軍視察隊ベンディックスェン中佐は宿舎の篠田旅館で、進駐にあたり新潟 0東新潟両警察

長に、食料品提供の必要はない、学校や病院を宿舎に使わない、日本の習慣に従って左側通行するな

ど諸注意を行なう。また学校、会社、銀行、商店などの英語表示を要望する。

19 ベンディックスェン中佐は県庁で知事と会見後、新潟市内を巡視する。午後、新発田町視察。

県庁で記者会見し、聞くところによると婦女子の一部が多少の不安を持っているようだが、本県に

る部隊は米軍中もっとも軍規が厳正な誇り高いニューヨーク部隊なので、あまり心配はないと話す。
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り6年

.19 18日 、柏崎署は関係者会議を開き、進駐軍受け入れ対策を講じる。

.20 18日 、クラッカー中佐他 2人は三条市の越前屋旅館に宿泊し、ジープで市内各工場を視察する。三条
市の駐屯軍は 106連隊 1300人で、宿合は三条高等女学校 (同高等女学校は旧商工学校へ移転)、 野水
鉄工所、田島、田中鉄工所など。

.20 スミス大尉らは設営指示を終え 20日 平塚に引きあげる。高田市の連合軍宿合は旧 13師団司令部と旧
歩兵、山砲の両連隊兵合に決定。到着後は一旦旧歩兵隊兵合に入る。旧師団司令部には連隊本部と憲
兵隊本部を置く。

.20 19日 、クラッカー中佐は新発田町で警察署と打ち合わせ後、東部第 56部隊を訪問し新潟へ向かう。

.21 新潟市に進駐する米第 8軍 27師団司令部は新潟市公会堂に置く。同師団長グライナー少将の宿舎と
将官宿合は旭町の新津邸と中野欽二邸、佐官級宿舎は柾谷小路の万代橋ホテル、尉官級宿合は流作
の新潟ホテル、兵舎は自山国民学校、満蒙開拓館、新潟飛行場附属建物、新潟鉄工所山ノ下工場附
青年学校寄宿舎秋葉寮と同寄宿舎 3か所、山ノ下の元陸軍被服廠附属桃山寮の予定。なお、同師団司
令部は進駐後当分の間、篠田旅館に置く。

。22 19日 、新発田町警察署は進駐軍慰安機関の開設について、業者を集めて準備をはじめる。また町民の

心構えについて臨時町常会を開く。

9.22 19日 、新発田町進駐にあたり、クラッカー中佐は新発田町民に次の注意を示す。
1.兵士の外出は 2か月後である。商品購入で B式軍票を使用する時は、銀行で日本紙幣と交換 してほ
しい。 ドル紙幣と硬貨は使用しないことになっているので受取らないでほしい。
2.兵士はとても子ども好きなので、無闇に部隊付近に近づけないように。
3.万一、暴行があった場合は、兵士の階級を見極めた上警察に届け出ること。

.22 21日 、仙台から第 14軍団司令官グリスウオル ド中将と将校、通訳ら 5人は新潟市に訪れる。公会堂、
飛行場、新津邸、小林百貨店などを下検分する。

.22 21日 、デュークス輸送指揮官らは新鉄局で事情聴取し、次の点を命じる。 1.駐 屯地に米軍使用駅設
置 2.駅名その他のローマ字表示 3.新潟駅に米軍事務室の設置 (中尉以下 10人常駐) 4.駐屯地に

連絡室を設ける

。22 21日 、中蒲原郡村松町は米軍進駐にあたり臨時常会を開き、町民の心得の徹底をはかる。

.22 21日 、県警察部は米軍進駐にあたり地方事務所、警察署、市町他の懇談会を開き指示をする。慰安
設の利用には満足を与える努力をする、暴行等には毅然たる態度で誠意をもって接することなど。

.23 22日 、県連絡室は臨時措置として事務官 5人を高田、柏崎、三条、村松、新発田の各駐屯地へ派遣す
る。1人の属官を伴う 1か月の出張で、何れも所轄地事務所に分室をつくり窓日とする。

.24 24日 から連合軍の県進駐がはじまる。県警察部長は恐れず、侮らず、冷静な態度で迎えようと呼びか
ける。女子は、人前で母親は子どもに乳房を含ませない、必ず標準服着用など。

.24 24日 、中蒲原郡村松町に米軍先発隊が貨車 22両を列ねて到着する。兵舎予定の元陸軍少年通信兵学
校の清掃に警防団、村松中学校の生徒、大工ら ltXXl人 が 23日 は終日動員される。また 1か 月後の進
駐軍兵士の外出に向け、土産販売所設置を検討中。

.2524日 、新潟市に第 1陣が進駐。午後から3回に分けて新潟駅着。兵は自山国民学校、旧被服厭桃山寮、
将校は万代橋ホテル、新潟ホテルと新津邸に入る。

.26 25日 、新潟市に第 2陣が進駐。早朝から 2回に分けて新潟駅着。前日貨物車 3本で寝具、食料など

送があり、今日は将校と兵 585人 と憲兵若干名の兵員のみ。ジープ、 トラック、バスで、幹部将校は

万代橋ホテルと新潟ホテルヘ、兵は自山国民学校、憲兵は満蒙開拓館へ分宿。
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1945年

.26 各地の進駐状況

○高田市
25日 、第 1陣は午後、オープンシャイン大佐指揮の 165連隊本部第 1大隊約 600人は高田駅から本町

通を行進し旧歩兵隊宿舎に入る。第 2陣は夜高田駅着、行進し兵舎へ。

○三条市
25日 朝、第 1次 850人三条駅着。デアーズ少佐は日本の規則に従い軍規を厳守すると語る。

○柏崎市

24日 、進駐軍設営隊ハリトン中尉ら7人が訪れ、宿舎となる理研製作所で設営に入る。

25日 、飛行場予定地の旧競馬場を視察、市内を一巡後帰舎。同隊の一部は25日午後 3時来柏。

○新発田町
25日 早朝、第 1陣のステビンス大佐 106連隊約 1個大隊 875人が 8車両を列ねて到着。米兵は宿舎の

東部 56連隊まで徒歩行進。町は冷静に進駐軍を迎える。

9.27 26日 、第 27師団長グライナー少将は知事、新潟市長ら各方面の代表者と師団本部で会見し、占領政

策を明らかにする。知事は帰庁して部課長会議を召集し、米軍占領方針の指示と県民の心構えを語る。

占領方針
・折衝は師団から直接県に対して行なうが高田、村松、新発田などは所轄警察署を通じて行なう。

・軍需工場は平和利用できるものは調査の上許可する。また、軍物資や県の備蓄物資は接収しない。27

日午後 4時まで、軍需工場、備蓄物資の一覧表を師団へ提出のこと。
。米軍将兵の不祥事件防止に憲兵、巡遅兵を要所に配置するが、不法行為があつた時は証拠 と共

に届ける。

・米軍将兵への販売物資には価格表示をすること。不法があればその店を開鎖する。など。

.27 27日 、新潟市に第 3陣が進駐。午前将校 325人が新潟駅着。 トラック、バスで幹部将校 15人

万代橋ホテルと新潟ホテルヘ、兵は山ノ下新潟鉄工所工員寮桃山寮へ入る。

.27 新潟市公会堂に置かれた米軍報道班の班長はシカゴ新聞記者オースチン中尉。 7～ 8人が陣中

開発行の他に、各自が勤務していた新聞・雑誌社に前線ニュースを送る。

.27 進駐の様子

○村松町

24日 、三条市から荷物を積んだジープ 20台と、一部は貨物列車で到着。1%歩兵連隊約 lCXICl人

は五泉経由で、車両 7両で午前中に 4回にわたり到着.隊伍を組んで兵舎に向かう。同連隊の一

部は三条市に進駐。この日、蒲原鉄道は午前 H時まで一般乗車中止。

○高田市
26日 早朝、第 3陣の歩兵 165連隊 64tl人が高田駅着、旧歩兵隊兵舎に入る。午後、第 4陣約

人が駅に着き、20XI人の高田進駐が終わる。

.27 26日 、自山国民学校の宿舎ではまだ料理場もなく、缶詰の夜戦食だが 3食のメニューは豪勢

ある。設備が不十分のため便所は汚なく、お湯を沸せず入浴ができないと兵士は不満を回にする。

。27 27日 、報道部長オースチン中尉は、連合軍ラジオ部が音楽を主として本国からのニュース放送

を行なうことになり、新潟放送局を訪れて打ち合わせを行なう。

.30 10月 3日 から、新潟女性文化会 (新潟婦人文化会を改称)は、進駐軍用特別売店を小林、大和

両百貨店に委託、市と新潟日報社後援で開く。

10.1 9月 30日 、長岡警察署に長岡市には進駐しない旨通知がある。署に集められた学校生徒用銃器を進駐

軍が調査終了後 10月 1日 に処分する。長岡署は工場や青年学校に、間違いが起きないよう注意する。

-18-



1945年

10.1 高田に進駐 した部隊は、高田中学校の一部を病院及び娯楽室としての使用を求める。

10.1 10月 1日 現在の新潟県内の進駐人員は6572人。

10.2 9月 30日 、柏崎市で米兵約 80人が初の外出日に土産物などを買う。五泉、村松でも米兵たちが
で買い物をする。

10.3 本町通 14番町 (新潟遊廓)を憲兵が見回る。

10.4 進駐軍司令部は県や旧日本軍の保管物資の配分方法、軍刀の回収、元軍人の警察官採用許可、伝染病
の報告義務について指示を出す。

10.5 村松町米軍の練兵場立入り禁止で、夜間通行する者に村松警察署が説明書を発行する。
26～ 10月 3日 、村松米軍兵舎への荷物運搬要員に延べ 1175人 を動員。農繁期に弁当持参とあって完
了まで人数が不足する。3日 、米軍憲兵隊長は人数確保を厳重警告する。

10.5 3日 、米軍約 700人が 21隻の輸送船で岩船郡村上町の瀬波海岸に上陸し、瀬波温泉県民修練道場、
波国民学校に入る。4日 、 トラックで新潟市に向かう。

10..6 5日 朝、第 8軍司令官アイケルバーガー中将は第 27師団の状況視察に来港する。御料車 2両以下 8
両を連ねて新潟駅へ着く。昼、長野経由で帰京する。

10.H 北蒲原郡水原町警察署の事務所に進駐軍憲兵 4人が駐屯する。一週間交代制をとる。

10.12 H日 、県駐屯の軍政部は、米軍将兵と県民の社交的交際を許可する旨発表する。

10.13 12日 、新潟進駐軍司令部は店頭に公定価格の表示、米兵へのメチール酒販売を禁止、米軍将兵の軍
票使用を監視することにつき、県民の注意を喚起する。

10.18 15、 16日 、仙台から輸送船 12隻で工作隊の一部と衛生隊、洗濯隊など 1000人が新潟市に上陸、駐
留する。新潟駅付近に野戦病院を建て、流行性感冒の予防注射を行なう。

10.21 17日 、小千谷町の東部第 52部隊は接収を終える。米軍側は兵舎を長岡市の戦災民に給与するよう希
望する。

10.21 20日 、村松進駐軍将校ら8人は長岡市で、治安維持、ヤミ行為、衛生施設の査察を行う。

10.21 18日 、新潟駐屯軍司令部は軍需会社管理工場の民需政策転換許可。 1次、2次分 20工場に次いで第
3次分 19工場を許可する。全国で最も出足が速い。

10.24 23日 、新潟駐屯司令部は兵器生産の施設破戒命令を出す。

10.25 24日 、新潟進駐軍は、元日本陸軍軍医学校新潟出張所保管の痘菌ほか医薬品、医療機器などを県に
引き渡す。

10.29、 30 <広告> 小林百貨店では進駐軍用のおみやげ品売り場を設ける。

10.30 28日 、村松町駐屯米軍の増員があり、臨時列車でα節人が五泉駅に着く。

H.1 3日 、新発田町進駐軍は新発田中学と交歓バスケットボール大会を開く。

H.3 2日 、ソ連軍将校 3人 と官吏 2人が米軍の案内で新潟に来る。ソ連軍軍人の来県は終戦後初。

H.6 5日 、米軍移動音楽隊が来港する。4日 から一週間、高田、新発田、村松などの進駐地を回り慰問す
る。
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H.6 進駐軍憲兵隊の申し入れで、各商店の店頭に和文と英文で「物交は厳罰」と掲示する。

H.6 4日 、西蒲原郡坂井輪村青山 (現新潟市)の踏切で列車と進駐軍の トラックが衝突し、米兵 1人が

死する。

H.9 8日 、中蒲原郡村松町へ米軍 132人が進駐する。

H.H 19日 から、新潟放送局から進駐軍による将兵慰安のラジオ放送がはじまる。

H.H 高田市の進駐軍要求により業者がスキー 500台 を提供し、スキー発祥の地金谷山は外人部隊で賑

つ。

H.13、 14  <広告> 進駐軍バザーを大和新潟店で開催中。

H.17 14日 、村松町駐屯軍の篭球チームと村松町篭球倶楽部は交歓試合を行う。

H.19 17日 、進駐地域に復活した芸妓を接客婦と名称する。アメリカ軍将兵は無税、日本人は遊興税がカ

かる。

H.20 19日 、柏崎市に駐留する米軍将校と交歓の一夕を、市長主催で行う。

H.21 19日 から、第 27師団は新潟、高田、柏崎、新発田、村松などの各地郵便局内に、進駐軍用の通信

を配置する。

H.22 県進駐司令部は、英会話のできる学生に「EoS.C」 の腕章を交付し、地元民との意思の疎通に役立て

る。

H.23 5日 、村松町駐屯軍が錬兵場で日本軍から接収した毛布 2万枚を焼いたとデマが流れる。

12.4 進駐軍の管轄変更がある。新潟市には 97師団の 1個大隊 lCX10人 が進駐し、高田、新発田、村松、

の他に派遣隊約 2000人 が進駐する。県には師団司令部と連隊司令部がなくなり、長野市に進駐する

連隊司令部の傘下に入る。

12.8 新発田町駐屯の指揮官スタックリ大尉が帰国する。2、 3日 前から兵は帰国中。

12.14 高田市の女性 (31)と進駐軍憲兵 (25)が国際明朗結婚へ。来年 6月 に挙式予定。

12.15 2日 から村松町進駐米軍 106連隊第 16大隊の帰還が始まり、13日 には一部を残すのみとなる。

12.17 16日 、午後 4時ころ高田市南本町の進駐軍南兵舎より出火し、兵舎を焼く。

12.18 17日 、進駐軍宿舎となっている満蒙開拓館が全焼する。

12.18 新潟市進駐の米軍将兵に、日本海会館の 3階をサーヴィス・ クラブとして開放している。慰安婦、

女給、不良少女が出入りしているが、米軍は日本の汚れなき子女との交際を希望し、真面目な女性の

出入りに不便があれば直ぐに改良すると語る。

12.21 20日 、新潟市本町通 6の市場を進駐軍が検分する。

12.21 20日 、新潟市に進駐する 97師団第 2大隊長は、来年 1月 5日 までに刀剣や銃砲などを各警察署に

出するよう布告する。

12.22 21日 、米軍の進駐以来車両が増加して交通事故も増えたので、道路の右側を歩くよう事故防止の

しがある。
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1945年～1946年

12.30 赤倉帝国ホテルは米第 8軍に接収され横浜や川崎進駐将兵で毎日賑わう。雪上自動車で将兵や物資
を輸送する。

1946(昭 和 20)年
1.6 中頚城郡名香山村の進駐軍慰安所は、赤倉温泉の三井高公男別荘及び住友家の山寮に落ち着くもよう。

1,9 10日 、高田市に駐屯する進駐軍慰安の映画会を開く。

1.17 16日 、米の配給経過公表。ヤミ取引とインフレ防止策として、新潟進駐軍が示唆する。

1.18 高田進駐軍から安心して買える土産物店設置の申し出があり、商工経済会上越支部では業者と協議し

ていづもやを指定店とする。

1.26 25日 、高田警察署は進駐軍の申し入れで隠匿兵器の駆出しを行い、刀剣 50余 りを摘発する。

2.17 15日 、高田進駐軍軍政部長ゲーンズ少佐は、旧日本軍の不正隠匿物資摘発に地方民の協力を歓迎する
との談話を発表する。投書から、柿崎方面でαЮ万円相当の絹製品が見つかる。

3.3 新潟軍政部教育部長は学校民主化について語る。地方の特殊性を生かし生き方を教えるのが学校で、

建物のない今こそ男女共学で同じ教育内容を学ぶ好機であり、この戦争で日本女性 も男性と困難を共
にし、男子と同等であることが判明。今こそ互いの人格を認め合い、男子のよき援助をすることが
まれる、など。

3.7 3日 、緊急金融措置令による新円切り替え状況調査に、総司令部から 2人が木港する。 4日 、新潟市金

融機関代表と懇談する。

3.18 16、 17日 、米進駐軍 40人を迎えて中頚城郡赤倉村でスキー大会を開き、イギリスの報道陣やオース

トラリアの将校も参加する。

.14 11日 、高田進駐軍ゲーンズ軍政部長は理研柿崎工場の隠匿物資の絹織物やモスリン屑の移動を禁止す
る。

.26 25日 、選挙監視の打合せに新潟進駐軍軍政部ウイ トマン大尉 とフリーメン中尉が佐渡へ赴 く。26日
まで両津町、河原田町、相川町を回る。

高田進駐軍軍政部は食糧不足に対し兵舎内外の空き地の開墾を許可する。市内中等学校生徒が共同で
あたり、収穫は無償で貧困者に配給する。

.30 29日 から 4月 5日 まで、新発田市、新津町、村松町、村上町、新潟市、長岡市、高田市の各地で米軍
政部は選挙指導講習会を開く。

9 8日 、新潟進駐軍軍政部は東洋合成新潟工場の懇願により、新潟地方裁判所で会社側と従業員側の意見
を聴取し、互いにできるだけ妥協するよう述べる。

4.10 10日 、新潟進駐軍は新潟市、村上町、三条市、長岡市、柏崎市、村松町、高田市、相川町、両津町

に将校 2人を派遣し選挙監視、状況調査にあたる。

4.19 16日 、新潟進駐軍オカナ軍政部長、副部長 リンポー少佐は土地問題や食糧集荷配給問題、農業組合

問題、米の強権発動問題について、県の農政課、農産課などに詳細な質問を行う。25日 までに回答

を求める。

新潟県へ進駐軍兵舎建設用木材供出の膨大な緊急割り当てがある。

24 23日 、新潟地方裁判所で進駐軍による公判を開き、進駐軍関係犯罪 10件 16人 に即刻判決を出す。
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23日 、新発田町新潟青年師範の招きで、新潟進駐軍―行 30人が男女学生 300人にアメリカの教育を

紹介する。和服姿の女子学生が茶道でもてなす。

2日 、新潟市会議場で町内会長会議を開き、軍政部パーカー中尉ほか 3人出席し市民衛生を指導する。

3日 は側溝清掃の実地訓練指導、6～ 16日 全市一斉清掃をする。

.4 3日 、恙虫病研究のため、パージ軍医少佐は与板警察署で 13人から血清を取り調査する。

.4 マッカーサー元帥は日本政府に、反軍国主義教育の鼓吹者として綴 り方事件で免職した田坂新潟第一

師範学校長を復職させる。現校長は占領軍政策および精神に合致しないと退職を命ずる。

.7 6日 から 11日 間、脳炎予防の蚊の駆除に新潟市内で DDT液を散布、15日 までに 1万人以上の町村で

も実施する。薬品、医療器具は進駐軍から。

.10、 H 9日 、大火の村松町をオカナ中佐ほか 2人が視察する。10日 新潟軍政部に係官を呼び復興を協議

する。

15 高田市は進駐軍の撤退により、旧南兵舎を引揚者、戦災者、疎開者 520余世帯用住宅にあてる。

.19 <広 告> 急告 進駐軍情報部の厳命によ り、復員者は本籍市町村に至急届け出ること。 新潟地方

世話部

<広告> 工場事業場主及関係者に告ぐ  6月 1日 までに左記事項を県商工課へ提出する。申告漏

れには軍事裁判で処罰がある。軍より払下げ又は保管依頼で現在所有の兵器部品、機械器具… 申告

書 和文 2部  書式  新潟県経済部商工課

22日 、Crcタ ィャ中尉は上映禁止と無検閲映画巡視のため市内映画館をめぐる。県は各種団体、学

校、家庭で所有のフィルムすべてを警察署を通して検閲を受けるよう希望する。

30 6月 1日 、北蒲原郡南部教員組合第 3回大会でライ ト中尉を囲み、国民教育の向上を目指して質問座

談会を開く。

15 <広告> 進駐軍船内労務者急募 勤務地横浜港 ウインチ経験者 80人  新潟日備動労署 。神奈

川県県庁

1917日 、新潟軍政部は県衛生課係官に青山脳病院の不潔さを指摘する。県は 18、 19日 DDT散布して蚤、

風、蠅を駆除し消毒も行なう。

19 新潟軍政部は 19日 から毎日、新潟市内清掃巡視を県に通達する。

26 新潟市内の清掃運動強化について軍政部は蚊、蠅の駆除、塵芥は各家庭焼却の他に市で焼却するなど

注意事項を出す。

新潟市寄居浜の一部を進駐軍用として使用するので、市民は注意するように。

.6 4日 、新潟進駐軍司令部は米国独立記念日に 3寸玉 15発、手投げの小玉 4Ю 発の花火を打ち上げる。

.6 5日 、新潟軍政部は新潟市長に日本 B脳炎 (夏期脳炎)防止で清掃強化と、徹底した伝染病防止に務め

るよう衛生と清掃強化について指示する。8日 軍政部前広場に町内会長、清掃班長 300人、市内各学校、

会社、工場の責任者 2CXI～5∞ 人に衛生主任パーカー中尉が日本 B脳炎まん延予防主眼の衛生、清掃の

徹底的指導をするので、代理は必ず出すこと。
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.15 新潟進駐軍軍政部は、裁判及び仙台司令部からの指令に基づき、進駐軍の指令に背反する者は米国
兵裁判所で刑罰に処せ られる旨布告する。そのうちに、性病にかかり伝染の恐れある婦女にして不
にも米進駐軍に接せるもの、あるいは罹病せる婦女との接触を懸念せる者は禁固 3月 若しくは罰金
円とある。

占領目的を疎外する事件は米進駐軍憲兵裁判所で厳重裁判する。新潟進駐軍によって裁判される者
すべて熊谷へ転送、第一騎兵師団砲兵隊の憲兵裁判を受ける。

.26、 24 24日 、県に一昨日新潟港に入荷したDDT油剤が進駐軍倉庫内で引渡される。デーゼル油剤 14CX10

ガロンのほか、軽油 800ガ ロン、粉末 DDT32CXlポ ンドと予定量より多い。26日 までに人口 1万人以
上の42指定町村へ配分し、29日 から一斉散布する。

7.27 23日 、新潟軍政部は県警察部長、新潟・ 新潟東両警察署長に 8月 1日 か ら当分の間、県下一斉に厳重
取締りを行ない交通事故防止に努めるよう指令する。

8月 3日 、2日 来港のGHQ天 然資源局森林部ベリー中尉一行は、県経済部長他と林業や材木につい
て懇談会を日本海会館で開く。

3日 、新潟 。長岡・柏崎・高田 。三条 5市の市長・市会代表者は、米軍政部に輸入食料の放出を懇請す
ることに決定し上京に先立ち、5日 新潟軍政部へも陳情する。

6日 、新潟進駐軍ラゴリオ軍政部長はパーカー軍医中尉を伴い、コレラ発生地の西蒲原郡曽根町を視察
する。

9月 22、 23日 の第 2回上越 1市 3郡のど自慢腕自慢素人演芸大会は連合軍総司令部の検間を受けるた
め、上演脚本を主催者に提出する。

13日 、県知事は新潟進駐軍軍政部ラゴリオ大佐から食料放出決定を正式に受ける。

.2 総司令部経済顧問リー ド少佐は県の稲作状況と供出に対する農民の声の調査のため来県する。8月 31

日中頸城郡津有村、9月 1日 北蒲原郡黒川村の生産者代表との懇談会で、生産を多くし正しく配分
るために正確な収穫予想をつかむことが大切と語る。

.7 8月 28～ 30日 、進駐軍指令で県内一斉に接客業者の売淫取締りを行なう。接待婦 359人中病気感染者
68人で、入院 17人要治療者は 51人。芸妓 346人 中感染者 15人、要入院治療者 47人。ダンサー 38人
中感染者 2人、入院、治療各 1人。女給その他 lH人中感染者 15人で入院 3人、治療 12人。全体感
染者は 16人。県内 8か所の進駐軍施設付近で売淫取締りの結果、17～4歳 の洋裁、仕立て、ダンサー

など7人の他、尋小卒高等女学校卒、高小卒の 7人は感染者なし。

.10 新潟市内で9月 に入って 20人近くの赤痢患者があり、第 5次特別清掃と第 2次ねずみ駆除をする。

.17 13日 、進駐軍から県に花柳病治療剤が分配される。淋病治療用 563人分、梅毒用 30人分、淋梅両用
24人分で新潟保健所で使用する。新潟医大附属病院の花柳病患者は増加している。

<広告> 進駐軍大工緊急大募集 期間 10月 1日 ～H月 30日  100人 1日 50円

9月 27日 、ニューヨークヘラル ドトリピューン紙東京特派員マーガレット・パー トンは新潟視察に来
港、万代橋ホテルで記者会見する。人々は衣食住は少し良くなったが封建的要素は残る。教育、家族
制度、土地制度、産児制限の 4点の改革が必要と語る。

10.5 4日 、新潟国際文化協会主催で新潟市内各層女性と市在住の大尉夫人は座談会を行ない、日米家庭婦
人の声を交換する。

10.25 22、 24日 、新潟国際文化協会はアメリカ文化講座を開催。 22日 「ヒューマンコメディ」をテキス
トにライ ト新潟軍政部教官ら ω 人参集。24日市在住の大尉夫人が米国の日常生活のうち訪間につい
て講義、80人受講。
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1946年～1948年

12.21 20日 、県衛生部は保健所長会議を新潟市の日本海会館で開く。性病予防など協議し、新潟軍政部

イガー軍医中尉は衛生部長に結核や性病予防に関する計画を立てるよう提案する。

1947(昭 和 22)年
1.23、 28 <広告> 進駐軍要員募集 通訳 英文タイビス ト  新潟軍政部勤務

2.4  12日 から 6日間、新潟市では軍政部の指令で、花柳病撲滅のための血液検査を実施する。妊婦、妊

婦の夫、引揚者、希望するものが対象。

5  3日、東京地区直江津収容所勤務の7人に対し、判士長マッカチオ大佐が絞首刑、終身刑、重労働 20

年等の判決をくだす。

17、 18 <広告> 急告 岩原スキー場に於いて進駐軍向け女中さん数名。18歳以上 中等学校卒程度 月

収3000円  食事衣類支給  六日町勤労署

H、 15、 20 <広告> 進駐軍要員募集 通訳 英文タイビスト ハウスキーパー ハウスガール  新

潟県渉外課

.10、 17、 18 <広告> 進駐軍要員募集 運転手 1人 ハウスガール 2人 英会話のできる方  新潟県

渉外課

24日 から、新潟軍政部は新潟市寄居浜海水浴場と護国神社入り日から海浜までの道路を進駐軍専用に

指定し、一般人の立入りと通行を禁止する。

.7  連合軍の脱脂粉乳 120tXlト ンの放出で、県内 6市の小学校対象の学校給食を、10月 から町村部 20校、

21CXXI人 の学童にも実施する。

10。7 6日 、GHQ経済科学局が新潟港を視察する。

1 948 (昭 和 23)年
1.10 9日 、総司令部天然資源局農業顧間が新発田で市長や町村長ら 5∞ 人と供米懇談会を開く。女性と青

年が食料政策に寄与する必要性を述べる。

1.22 21日 、新潟軍政部長は米の全県超過供出実現について祝意を表す。

1.解 24日 、北日本総合大学設立公聴会を新潟市公会堂で開く。第 9軍団軍政部民間情報教育局長が出席し、

定刻前から場外に参加者があふれ盛況となる。

1.29 28日 、降雪に見舞われた新潟市内に進駐軍の除雪車が出動する。

2.1 佐渡からの鮮魚類持出し横流しについて GHQ係官が佐渡を視察する。

H～ 13日 まで進駐軍専属の舞踊団が新潟市で公開する。14～ 17日 は加茂や長岡で総合大学誘致基金募

集感謝会に出演する。

新潟軍政部は、ヤミ撲滅に婦人の協力を希望する。

27日 、新潟市民生常務委員兼婦人民生委員会を開き、新潟軍政部厚生課長が講演する。

10 H日 、総司令部から県内青少年婦人団体の指導に末港する。

3.29 4月 16日 、新潟市に東京・大阪・京都・名古屋に次ぐ全国 5番目のCIE図書館が開館式を行う。

9 7日、新潟軍政部民間情報部ジョンソン大尉は、今後新開発表は一切私を通じて行なうと記者会見。日

本刀他の届け出は 6月 1日 まで延期、占領目的に反するス トの憲兵裁判での処罰、新潟軍政部への投

書は多いが、住所、氏名を書いてほしいなどと発表する。
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1948年

.13、 14 <広告> 進駐軍要員緊急募集 ハウスキーパー 1人 英会話のできる人 25∞～35∞ 円
女中 2人 10∞～18∞ 円  ライフガー ド2人 コック 1人  新潟県渉外課 新潟県職業安定課

17 新潟軍政部スポークスマンは、3月 1日 実施の職業安定法により労働者周旋業者、雇主も違法契約し
た場合は処罰すると警告する。

5.19 <広告> 進駐軍要員緊急募集  ハウスキーパー 英会話のできる人 料理の上手な女性 勤務
所 将校家族住宅  新潟県渉外課 新潟県職業安定課

.26 25日 、新潟軍政部スポークスマンは、特定の政治団体の綱領に東縛されている組合員がいる。自主
労働組合の指導者は労働者の権利、義務を正確かつ詳細に述べた団体協約締結に努めるべきだと、談
話を発表する。

.27 25日 、北信越 5県地方労働委員会連絡会議は新潟市のイタリア軒で開く。新潟軍政部労働課長ローペ
ン中尉は小千谷労働争議に言及し、労働問題に対する基本的考え方を示す。生産管理は非合法、解雇
の労働者は組合員でない、ス トライキ決行は組合員の秘密投票により決す、幹部の費用は組合員自ら
が支弁する等。

9、 17 <広告> 連合国軍関係要員緊急募集 通訳 。翻訳 30人 (軍政部勤務) 学歴、男女を問わず、
英会話に堪能  新潟県職業安定課 新潟県渉外課

1412日、新潟軍政部教育部メイヤー女史は長岡市で第一師範女子部附属小学校主催の教育研究会に出席、
新制中学校の教育の重要性を講演し個人指導、職業指導、市民教育の 3点を強調する。

1828日 、県主催の新日本婦人講座は佐渡郡金沢中学校で開く.アメリカ家庭婦人の活動 (メ イヤー女史)

新しい婦人の道 (村岡花子)児童福祉法について (県児童課長)等がある。

.3  6月 30日 、新潟市鮮魚関係組合は緊急総会を約 250人出席して開く。新潟軍政部からプーラック中
尉が出席しヤミ行為の根絶を要望、組合側は軍政部へ誓約書を提出する。

.8 7日 、新潟軍政部は、組合員は単位組合の集会を通じて組合を統制し、役員の行動は全組合員の投票に
よつて承認され、会計報告は全員に対して行なわなければならないと発表。

.9 8日 、GHQ経済天然資源局のハイパックは林野局造林課員らと共に高田市へ来る。9日 東頸城郡牧村の
国営砂防工事や造林地帯を視察し、新潟市に向かう。

.25 28日 、SCAP図書館で英語教師に新教授法を教える。全県の英語教師がこの新方式の教授を順次受け
る。

.27<広告> 連合国軍関係要員緊急募集  通訳 学歴男女不問  英会話に堪能な英文タイビスト 女
学校卒業程度で相当な経験を有する方  県職業安定課 新潟県渉外課

.10 9日 、新潟軍政部は SCAP図書館の一割の部屋が女性読者用になると発表。

8.10 9日 、新潟軍政部発表。7、 8日 の公衆衛生会で新潟軍政部リー保健婦顧間は、県内各地から集まった
保健婦 350人に保健婦の仕事は社会奉仕であると話す。

15 14日 、新潟軍政部発表。県保健課国民健康保険で保健婦指導にあたる堀キヨは、新潟軍政部保健婦顧
間の助保健婦になる。

20日 、CIE図書館会議室で映画を無料公開する。

。1 8月 31日 、北蒲原郡新発田市国保健婦指導会は新潟軍政部保健婦顧間を迎えて開き、50人参加する。
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1948年

.14 13日 、長岡保健所の開所式を行なう。GHQ代表予防課長、新潟軍政部保健婦係らが出席、新潟軍政

部ベック中尉の挨拶で閉会する。

.18 東北軍政部の 2部長が来県し、教育委員には適格者を選べと強調する。17日 現在定員 6人に対し男性

9人の立候補。

.20 19日 、新潟県婦人連盟は第 2回総会をかねて県からの自立記念式を行ない、会員約 1∞ 人が集まる。

新潟軍政部メイヤー教育顧間は婦人会のあり方と実態について、経済査察官サープ中尉は婦人会の実

践項目としてヤミ撲滅に乗り出すことの必要性を強調する。

.25 24日 、新潟軍政部は、日本人は請願書その他書類を内容も検討せず請願側の動機もまるで調べずに署

名する傾向があるが、内容や発起人の動機を綿密に吟味する必要がある、市民は請願者になる前にあ

らゆる実情に精通することが大切であると発表する。

.29 <広告> 連合国軍関係要員緊急募集  翻訳 学歴及男女不問 翻訳・技術に優秀なる方  宿舎

をあっせんする  新潟県職業安定課 新潟県渉外課

.30 29日 、新潟軍政部では、今週から行なう射撃訓練の区域と範囲の警報通知を発表する。

10。 1 9月 30日 、三条市民新聞のプレスコー ド違反問題について新潟地検岡田検事が勅令 3H号に該当する

か取調中。記者の批判文、記載の新潟軍政部当事者談話は無い等から起訴は免れないが、時期は不明。

10.1、 2  <広告> 連合国軍関係要員緊急募集  英文タイビス ト (女 )。 翻訳通訳

新潟県職業安定課 。新潟公共職業安定所新潟労働省出張所

10.5 4日 、新潟軍政部ルー保健婦顧間は 10日 から 5日 間、日本助産婦協会県支部主催で助産婦の再教育を

行なうことを発表。児童福祉について (軍政部クルース厚生官 )、 妊産婦の衛生について (厚生官ベ

ック中尉)の講義があり、GHQか らマッチュリン助産顧間が来港する。

9月 29～30日 、岩船郡内の助産婦・看護婦・保健婦はルー保健婦顧間に結核 。性病患者の取扱につ

いてなどを学ぶ。

10.8 <広 告> 主婦の皆様へ!! インフレ撲滅公聴婦人の集い

10月 8日 新潟軍政部 (旧 公会堂)で軍政部サープ経済中尉ほかの講演とCIE映画 2本上映

新潟市インフレ撲滅委員長

10.12 CIE図書館では山本テル子をタイビス トの図書館助手に加える。13日 新潟文化協会委員向け 。 14日
一般公開で、アメリカ音楽に関するレコー ドと映画の会を開催する。

10.19 18日 、新潟軍政部は、日本国民は個人の自由を束縛するような国家の独裁的な行為から保証される

と、新刑事訴訟法の説明をする。自由の侵害を防止するためにある権利 9条の記載あり。

10.27 26日 、新潟軍政部憲兵裁判第 8日 、ターナー裁判長より大沢に重労働 8年 (後半 2年執行猶予)。 三

条吉田市議の審理がある。

10.30 29日 、新潟軍政部は、超過供出する農家は報奨として米軍物資を購入できると発表。

H.5 4日 、コックス新潟軍政部長は県が 2日 に全国 トップで供米 222万 44Xl石 を完納したことに対し表

状を届ける。

H.11 10日 、新潟軍政部は主婦らから報告があつたとして新潟市内のヤミ売り 10店を公表する。今後も行

なえば営業権を取り上げると警告する。

H.14 15日 から新潟軍政部長コックス中佐、経済課長ジョージ少佐、民間報道課長サベージ大尉は供米

納により県内各地で表彰盾を贈る。
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1948年

H.14 <広告> 連合国軍関係要員緊急募集  翻訳兼英文タイビス ト (男女記載なし) 新潟県職業安
定課・新潟県渉外課

H.16 15日 、未亡人対策懇談会で新潟軍政部クロース厚生民生課長は、再婚は大変よいし職業には施設も
必要で厚生団体 。社会団体が力を入れねばならないと話す。再婚の相談所設置、職業指導・保育所
完備が肝要となり、出席者による未亡人対策協議会設置が決まる。

H.21 <広告> 高級理髪師募集 マニキャー、マッサージ、美顔術の心得有りて英語を解する人   進
駐軍赤倉帝国ホテル

H.25 24日 、第 9軍団司令官ライダー少将から供米完納の努力を賞賛するメッセージが届いたと県渉外
が発表する。26日 県会議場でコックス新潟軍政部長が伝達する。

12.1 11月 30日 、青海電化の組合員教育大会で、新潟軍政部ローベン労働課長は目的達成には手段を選
と講演を行なう。組合側提訴の 11条違反問題と会社側提訴のス ト賠償問題について、初の協約違反
訴訟であり、高田裁判所の下す判決は今後日本の労働争議に重大な影響をもたらすものと語る。

16  13日 から 4日 間、岩船郡村上町で県主催青少年指導者講習会を開く。参加者 ω 人余で講師は
新潟軍政部から2人、東北軍政部教育部次長ほか。
15日 、新潟軍政部はプログラム作成と議長の民主的なテクニックについて、できるだけ多くの議論
を引出し、皆が興味や関心を持つ中心的な問題を選ぶ、参加者は他人の意見に耳を傾け自分の意見も
修正する、議事の進め方、裁き方が一番大切などと講演する。

15 13日 、県インフレ撲滅婦人大会は新潟市公会堂で 7∞ 人が参加して開く。コックス新潟軍政
長は政府の徴税事務の支持と世論を武器にした運動の必要を話す。新潟軍政部経済査察官サープ中
尉、物価安定推進協議会協議員奥むめお参議院議員の講演、新潟 。高田 。三条・新発田各代表の

動発表、一般討論などがある。新潟軍政部に婦人運動への協力依頼、マッカーサー元帥に綿の内地
消費量増加の懇請、消費節約と業者の横流しや闇値の排撃に努力する等を決議する。

12.15 14日 、インフレ撲滅婦人大会小千谷会場は明治座で、中 。上越 2市 9郡から約 Ю∞ 人が参加して開
く。寺尾委員挨拶、新潟軍政部経済査察官サープ中尉のメッセージ、決議文を決める。

12.17 <広告> 連合国軍関係要員緊急募集 女中 運転手  新潟県職業安定課

12.19 18日 、佐渡郡相川町で CIE新潟図書館佐渡分館開館式を行なう。蔵書は 33∞ 冊。カー ドウェル CIE
新潟図書館長は、日本 17か所中新潟には長岡と佐渡に分館ができ毎月アメリカから新潟に届く 1500

肝のうち 3CXl冊 を佐渡に送る。欲しい本があれば要求し、米人と日本人の気持ちが打ち解け世界平
和に貢献することを思う、と挨拶する。

12.19 18日 、新潟軍政部は総司令部総務厚生局スコーソン少佐が 6日から 4日間新潟市・新発田町 。三条
市・柏崎市のと殺場 。牛乳処理場 。肉屋 。魚販売店の衛生状況を視察し、非常に良好であると発表
する。今後について 8点の注意がある。

12.20 18日 、中蒲原郡新津町でPTA運 営研究会を開き郡内 lCXl人 が参加する。新潟軍政部メイヤー女史
は講話で委員会の持ち方、司会の進め方を強調。企画・財政・ 保健衛生についてモデル委員会で協
議する。PTA連 合会組織で教育委員会 。中央に働きかけを行なうという意見に、政治への介入は
さけるとの結論になる。

12.26 24日 、三条市でインフレ撲滅婦人大会は委員長の副知事、婦人部長が出席して開く。新潟軍政部サ
ープ中尉の婦人の協力なしではヤミの撲滅はできないというメッセージがあり、決議を行なう。

12.26 24日 、新潟軍政部は、総司令部公衆衛生福祉課発表の新保健制度における性病予防対策について、
全国 780か所の保健所に性病診療所が設立、病気に関する一切の問題を秘密に取り扱うことを保証し

診断は最新の施設と資材で行なう、予防計画の遂行責任の半ばは国民の肩にかかっており、専門家と

されると談話を発表する。一般人
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1948年～1949年

12.28 27日 、新潟軍政部は学校での青少年赤十字運動を奨励する。教員や校長は設立による利益を検討す

べきであり、健康で安全な工夫や行動を奨励し、生徒が社会 。国家 。世界に対する奉仕・協力 0理解・

友情を養成することが運動の目的である。

1949(昭 和 24)年
1.4 新潟軍政部から公立高校の神社、仏閣などの訪間を禁止する。昭和 20年 12月 15日 付け日本政府へ

の覚書、国家神道に対する政府の保証、支援、保全、監督ならびに弘布の禁止の適用に、幾多の疑問

が出ていることによる。

1.5 4日 、新潟軍政部は総選挙期間中、第 11空挺隊による監視班を設けること、また選挙運動期間中の会

合や講演の事前届は中止すること発表する。

1.1312日 、新潟軍政部司法課ジョンソン大尉は新潟軍政部ホールで市町村長、同選管委員長、同公安委員、

国家・ 自治体警察署長、各候補者や政策責任者 2∞ 人に、総選挙に対して軍政部は中立の立場であ

ることを明らかにする。選挙監視は選管委員の法規実行、法の公平 。正当な施行、候補者・政党の

法遵守、関係者各自の活動を確実にするため。

1.16 <広 告 > 連合 国軍関係要員緊急 募集  通訳  一般官庁給料 に準ず  勤務先新潟軍政 部

新潟職業安定課

1.18 17日 付け広告で県教育委員会は、H月 29日 に連合軍最高司令部から公共の教育施設を他の目的に使

用することを防ぐ覚書が公布されていることを知らせる。

1.19 18日 、県は使用者教育大会を新潟軍政部ホールで開く。約 400人が出席、コックス新潟軍政部長が

講演し、労働者の権利を擁護する法律が制定した、労働協約を作成、現行労働法規 100%遵守で日本

復興を促進できると述べる。

1.21 20日 、県主催で労働組合幹部教育大会を新潟軍政部ホールで開く。組合員 300人参加。講演に民間報

道課長サーベージ大尉「民間情報」、ローベン労働課長 「労働組合に属すべきもの」「労働協約」、軍

政部長コックス中佐「労働協約の必要」など。

1.28 新潟軍政部は、税金徴収計画を促進するために政府は全地方に国税監督官と特別検察官を配置する。

反税デモ指導者と参加者は重刑を受けると発表。

2.14 新潟軍政部は、日本の乳児死亡率は西欧の 10倍、保健所は母子保健指導を完全にするため、相互連

絡、他の医療・社会関係機関の連絡調整を行ない衛生・福祉の確立の責務があると発表する。

19日 、新潟軍政部長コックス中佐は公民館建設運動で lCXl%を 達成した佐渡郡を表彰する。

.6 5～ 7日 、県女子青年指導者講習会で新潟軍政部ライ ト教育課長が講演する。

■9 17日 、県主催国民健康保険指導者会は長岡市で開催し、GHQ公衆衛生課福祉部社会保障課経済分

係長ローリッヒ博士が講演する。中越の 2市 6郡から約 400人が出席する。

3.23 <広告> 連合国軍関係要員緊急募集

職種 タイビス ト1人 待遇 Z15～4815円 /月  通訳 1人 3445～6300円

書記 2人  2250～ 5580円   コック4人 3045～6630円

勤務場所 南魚沼郡土樽村岩原スキーハウス 選考日 4月 5日

選考場 南魚沼郡湯沢村渉外管理事務所

その他 18歳以上住込可能なるもの (寝具持参)

選考旅費支給 希望者は選考日に選考場へ御出下さい 新潟県職業安定課

新潟軍政部は名立町海岸の機雷爆発で児童の犠牲者が多かったことから、廃棄爆発兵器の取扱に関す

る警告を発表する。見つけたら警察に届け、近づいたり叩いたりしない、など。

-28-



1949年

7 新潟軍政部では保健所における衛生思想普及と教育行政について発表する。保健所は、国民に保健所
の事業を普及理解せしめ、自分の健康を増進維持し、他人の健康を保護するよう指導することが主な
職責であると、公衆衛生計画における具体的な役割を示す。

1 20日 、GHQ労働課主催の労働教育大会を長岡市で開く。長岡市、三条市、加茂町などから約 1

人参集。労働組合法第二条の完全実施を強調する。

.22 20日 、GHQ労働課労働教育主任は新潟鉄工所の労働者教育で、組合は外部の政治的圧力を排除し、
組合費は組合で負担し、経営者代表を入れない完全に独立したものにすること、政治活動は自主的に

決定運営していくことなど話す。

14 13日 、新潟軍政部では大学法案に関する反対運動は行き過ぎとし、大学の独立と自由を守ることが法
案の目標であると発表する。

5.15 新潟軍政部は、米政府の新刊「自由の贈 り物」は共産主義に対する回答であると米国新聞が評価して
いることを発表する。

5.22 19日 、西頚城郡小滝村炭鉱を視察した GHQの天然資源局採炭技師長は優秀炭だと激励する。

.28 26日 、GHQ天然資源局局員らは五泉町役場で農民指導状況や増産の具体方法などにつき懇談する。

新潟軍政部は、直接国防に関するものでなければ外国への平和時ニュースの検閲を行わないとする

連の決定を発表する。

新潟軍政部は 6日 から15日 まで行われる対空射撃演習海域への船舶の航行に、注意を呼びかける。

21日 、7月 1日 より第 8軍に所属する「軍政局」及び全国各地の「軍政部」は、「民事局」及び「民
事部」と改称すると発表がある。日本以外の占領地の直接の「軍政」と区別するため。

6.23、 16 22日 から 3日 間、新潟市で第 10回新聞講座を開く。北関東、東北、長野、山梨から 19新聞
150人が参加する。GHQ新聞課長は講演で、自由な新聞の持つ責任を強調する。

24日 、総司令部経済科学部は 7月 1日 から京都、神戸、広島、鶴岡、新潟の地方証券取引所の再開を

許可する。

.17 15日 、新潟民事部教育部メイヤー女史は、県教育委員会主催
「

FA運営研究会で PrAの在り方を指導
する。

.20 19日 、新潟大学開学式で総司令部民間情報教育局顧問イールズ博士は「大学の在り方、学生の本分」
を講演。その中で共産主義教授の除外を強く勧める。

.27 26日 、新潟民事部は “共産党員を教壇から引き下ろせ"との 6日付けニューヨークサン紙社説を発表
する。

24～29日 、中等教育研究集会は新潟女子高校を会場に開き北陸、東北の 7県から教師指導者 450人
参加。総司令部 CIE(民間情報部)オズポーンがワークショップに関する講演を行なう。

10.29月 28、 29日 、婦人団体指導者講習会は中蒲原郡横越村で開き、新潟民事部メイヤー女史が講演する。

12.l H月 30日 、新潟民事部閉鎖。

1945年 9月 25日 軍政部事務室として発足。その後、第 87軍政部設置。
1946年 7月 新潟軍政部と改称。 1949年春 新潟民事部と改称。

初代軍政部長オ ッカナー少佐 →ショルダン中佐 → ラゴリオ大佐 →シュファー中佐→コック

ス中佐 (軍政部部長～民事部部長 )。 供米、税金、労働、教育、厚生、衛生の各方面で指導
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1949年～1951年

12.2 1日 、メイヤー女史は帰国をひかえ、県立高田盲唖学校に最新式電蓄を贈る。

12.20 <広 告> 連合国軍関係要員緊急募集  皿洗い夫 1人 バン焼き工 1人  臨時ベンキエ 1人 (ロ

ーマ字と花模様描ける方) 18歳以上の男子  岩原スキー場勤務  六日町公共職業安定所

9 5 0 (日召和 25) 年

<広告> 連合国軍関係要員緊急募集 女中 3人 女給仕 2人  月収 3850円 以上 勤務場所 南魚沼

郡岩原ホテル  六日町公共職業安定所

1.29 佐渡相川町で、昨年 7月 から毎週 2回夜 2時間の英語研究クラブに少年少女 30人が実用英会話を学

ぶ。教師は米軍キャンプの伍長。

1.29 27日 、東北地区民事部厚生官は三条市で子どもの遊戯、給食などの実地指導をする。また社会事業に

ついて質問し、みどり会 0赤十字社会奉仕団共催座談会に出席して未亡人たちを激励する。

2.1 新潟 CIE図 書館長は成人教育の宝庫公共図書館の重要性について、細心の注意で選択された図書で内

容の充実 した合理的運営の無料公共図書館こそ、一般大衆の大学になりうる。自己向上のために利用

する図書館は直接社会自体を改善発展させると考えると寄稿する。

2.14 <広告> 連合国軍要員緊急募集 コック 4名   勤務場所 南魚沼郡岩原ホテル  六日町公共職

業安定所

4.H <広告> 連合国軍要員緊急募集  経理士 家庭教師 建物管理人 各 1人 勤務場所 PoXほ
か  新潟県職業安定課

4.29 <広告> 連合国軍要員緊急募集 通訳 1人  自動車運転手 2人 勤務場所 岩原スキーロッジ

自動車運転手は連合軍自動車運転免許のあるもの  新潟県職業安定課

14.29 <広告> 連合国軍要員緊急募集 通訳 1人  自動車運転手 2人 勤務場所 岩原スキーロッジ

.24  23日 、アメリカの麦作の病虫害研究者 GHQ天然資源局農業部は西蒲原郡赤塚・坂井輪 。内野 (現

新潟市)地内の麦畑を視察する。

.21日 、総司令部天然資源局技術顧間ワシントン大学地質学教授理学博士は只見川の地質調査に来訪する。

.12 県の赤痢患者発生数が全国一となり、GHQと 東北民事部の衛生官らは新潟市をはじめ防疫施設や家庭

防疫調査、指導をする。

9 8日 、農林大臣と総司令部天然資源局農業部長は、知事と県内のイモチ病被害地を視察する。

12.8 7日 、GHQ経済科学局産業安全衛生顧間が長岡市の津上製作所、8日 は新潟市の新潟鉄工所大山車両

を視察する。日本の安全衛生は警戒すべき限界点にあり、根本的な教育から実施しなければならない

と語る。

12.13 12日 、東北民事部経済課農業担当官 2人は、西蒲原郡内農業協同組合役員約 1∞ 人に農業協同組合

1

について講演する。

951(昭 和 26)年
19日 、東北民事部は新発田市の社会教育講座、20日 は同市公民館を視察し、各団体と懇談会を開く。1。 18

3.18 <広告> 連合国軍関係要員緊急募集  歯科医師 女性 基本給 9800円 位  看護婦 女性 基

本給 ω∞ 円位  衛生技術者 男女 基本給 ω∞ 円位  通訳  男女 基本給 65∞ 円位  新

潟県職業安定課

11 10日 からはじまる婦人週間に、東北民事部民間報道課長は新潟県の女性に、婦人の地位に関しては新

聞を読む等生活の上で具体化すること等を寄稿する。
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1951年～1952年

H.15 CIE図書館便りが載る。この後、たびたび新聞に掲載。
15日 映写会 4本  「女の手帖」ほか  16日 子ども向け映写会
17日 レコー ドコンサー トと講演「日本婦人の地位の変遷について」村島喜代

H.21 20日 、東北 CIE青少年課長は県教育庁で青少年指導と次 。三男対策の職業教育の重視、各校に就
指導の専門教官設置の必要性を語る。21日 は新発田市での社会教育研究大会に出席。

1952(昭 和 26)年
.20 対日講和条約成立後の県内の米軍施設については、次のようになる見込みである。

①進駐軍接ll■中の公共及び私有財産
。岩原スキー場…返還の公算大  ・赤倉観光ホテル… 同
・新津ハウス他約 30数力所の県内個人所有住宅…当分は期待できない

②軍事施設
0北蒲原松ヶ崎浜地内飛行場   。佐渡郡内及び新潟市付近レーダー基地
③文化活動
。CIE図書館…米国務省管轄下で新発足

5.13 4月 から毎週土曜日の午後、元 CIE図書館である新潟市のアメリカ文化センターで小中学生 20人
会話を学ぶ。
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第 2章  占領軍対象の性的慰安施設

特殊慰安施設協会は国と東京都が業者に命令 して設置させ、占領軍対象の性的慰安

所を統括 した組織の名称で、東京都に設置 した。国と東京都は資金と物資提供を行い

運営にも関わつた。一般女性を占領軍から守る名 日で、国策で設立した組織である。

ここでは、『 R.A.A協会沿革誌』を中心にして考えてみる。

1 特殊慰安施設協会 (R.A.A協会 )

(1)特殊慰安施設協会発足の経緯

① 占領軍対象の性的慰安所設置の政府指令

敗戦の日から 3日 後の 8月 18日 、政府は占領軍用慰安所を極秘で準備するよう指

令を出した。内務省警保局長が各府県知事に無電送信 した 「外国軍駐屯地における慰

安施設に関する通牒」である。

外国軍駐屯地における慰安施設に関する通牒

外国軍駐屯地に於ては別記要領に依 り之が慰安施設等設備の要あるも本件取扱に付

ては極めて慎重を要するに付特に左記事項留意の上遺憾なきを期せ られ度。

記

一 外国軍の駐屯地地区及時季 目下全 く予想 し得ざるところなれば必ず貴県に駐

屯するが如き感を懐き一般に動揺を来さしむが如きことなかるべきこと。

二 駐屯せ る場合は急速に開設 を要せ るものなるに付内部的には予め手筈を定

め置 くこととし外部には絶対に之を漏洩せざること。

三 本件実施に当りて日本人の保護を趣旨とするものなることを理解せ しめ地方民

をして誤解を生ぜ しめざること。

(別記 )

外国駐屯軍慰安施設等整備要領

一 外国駐屯軍に対する営業行為は一定の区域を限定 して従来の取 り締ま り標

準 にか わゝらず之を許可するものとす。

二 前項の区域は警察署長に於いて之を設定するものとし日本人の施設利用は之禁

ずるものとす。

三 警察署長は左の営業については積極的に指導を行い設備の急速充実を図るもの

とする。

性的慰安施設

飲食施設

娯楽場

四 営業に必要なる婦女子は芸妓、公私娼妓、女給、酌婦、常習密売淫犯者等を優

先的に之を充足するものとす。
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占領軍駐屯地では慰安所設置にあたり、戦時中から引き続いて営業ができなかった

芸妓や女給の営業を許可 した。また、取 り締まりの対象としてきた「常習密売いん者」

も優先的に従事させるために、住民に不安を抱かせないよう密やかに手配 しておけと

いう指令である。

同日、警視庁保安課は東京料理飲食業組合の組合長 と総務部長を出頭 させた。 日本

女性の純血を守るために、進駐軍慰安施設を作ることが閣議で決まった、政府は応援

するのでぜひ民間で開設 して欲 しいと命令に等しい要請をした。2人は国家要請に応

じる決意を伝え、すぐさま東京都内の業者へ働きかける。

3日 後の 8月 21日 、都内の接客業者代表 15人が正式に警視庁に呼ばれ、施設を至

急開設するよう指令を受ける。この日、警視庁に集まったのは東京料理飲食業組合、

全国芸妓屋同盟会東京支部連合会、東京待合業組合連合会、東京都貸座敷組合、東京

接待業組合連合会、東京慰安所連合会、東京練技場組合連盟の 7業種の 15人であつ

た。業者たちは 「この指令に対 し、兎角の批判をする余裕 もなく、直ちに委員を設け

て、これが実現を要請され」、銀座の中華料理店 「幸楽」を創立仮事務所 とした。

8月 23日 、設立総会を開く。警視庁保安課 と上記の 7団体が集まり、役員、趣意書、

日論 見 書 を決 め名 称 を 「特 殊 慰 安 施 設 協 会 (Recreation and Amusement
Association)」 とした。敗戦の日から 1週間後に組織結成 とい う驚 くべき早さである。

8月 27日 、規約 と声明書ができあが り、翌 28日 、皇居前に全役員が勢ぞろいして

宣誓式を行い次の声明書を読みあげた。「・・・命下 りて、豫ての我等が職域を通 じ、戦後

処理の国家的緊急施設の一端 として、進駐軍慰安の難事業を課せ られる。…『昭和の

お吉』幾千人かの人柱の上に、狂爛を阻む防波堤を築き、民族の純潔を百年の彼方に

護持培養すると共に、戦後社会秩序の根本に、見へざる地下の柱たらんとす。…国体

護持に挺身せんとするに他ならぎる… (施設は)進駐軍の軽蔑を受けざる如き、立派

なる施設、特に衛生設備の完備を期 し、教養規律を伴 う日本的純美に加ふるに、米風

特徴を充分取 り入れて、娯楽施設 として世界の一流水準を具現せん…」と国の命令を

受けた慰安所作 りであることを宣誓 している。

② 組織

特殊慰安施設協会の骨組みを示す 日論見書から組織を見てみる。

目論見書

名称 特殊慰安施設協会

目的 関東地区駐屯軍将校並びに一般兵士の慰安施設

設備 既報の堅牢優美なる和洋建築物を使用

企業内容

1、 食堂部 西洋、支那、日本、食肉、天ぷら、汁粉、喫茶

2、 キャバ レー部 カフェー、バー、ダンスホール

3、 慰安部 第一部 芸妓

第二部 娼妓

一　

一
一
〓
一
四
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第二部 酌婦

第四部 ダンサー、女給

慰安部合計 5000人

4、 遊技部 撞球、射的、ゴルフ、テニス

5、 芸能部 演芸、映画、音楽

6、 特殊施設 温泉、ホテル、遊覧、漁猟

7、 物産部 販売

五 付属設備

1、 衛生設備 2、 厚生施設 3、 教養部 4、 傭員宿舎

5、 クリーニング部 6、 美粧部 7、 衣装部 8、 装置照明部

9、 音楽部 10、 営繕部

六 資金  一口壱万円 (特殊預金ニテモ可)、 計五千日、五千万円を拠出し、之

を見返 りに低利資金五千万円の融資を受く

七 運営委員会 協会の最高執行機関として、運営委員会を置く

人 指導委員会  内務省、外務省、大蔵省、運輸省、東京都、警視庁等各関係

係官を以て組織す

九 本部役員並に職員 (省 く)

指導委員会は政府の内務・外務。大蔵・運輸各省 と東京都 と警視庁関係者が構成員 と

なつてお り、政府 と東京都が指導す る立場であつた ことが明確である。 また、

『R.A.A協会沿革誌』によると、資金は 5000万円の拠出金を担保に融資を受ける計

画だつたが思 うように集まらなかつた。政府の指導で 9月 5日 に株式会社 日本勧業銀

行から、特殊預金証書を担保に 3000万円を借 り入れ、さらに翌年に 300万円を追加

借入 し施設買収 と運用資金に当てた。表向きには 3300万円の融資を受けた形になつ

ているが、実際には全 く返済不要の資金だった。まもなく、「R.A.A協会」と改称する。

1945年 10月 21日 「新潟 日報」掲載のダンサー2000人募集広告では R.A.Aキ ャバ レ

ーの文字が出ていることから、この頃にはすでに改称 していたと考えられる。

(2)特殊慰安施設協会の開設から閉鎖まで

① 募集

1944年 3月 に出された 「高級享楽停止に関する具体策要綱」により高級料理店。待

合芸妓屋・バーなどは閉鎖 となり、これまで勤労動員にかり出されていた芸妓や女給た

ちは転業あるいは廃業 している。また、貸座敷は空襲で焼け出され都内に残る娼妓は

わずかだつた。 日標 とするだけの 「慰安婦」を集めることは困難なことから、地方新

聞に広告を出し、地方での 「接待婦」募集に力を入れている。新潟では約半年の間に

27回 にわたり募集広告を出している。 1945年 9月 3日 の 「新潟 日報」に第 1回 目の

募集広告が載る。
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「急告 特別女子従業員 募集

衣食住及高級支給 前借ニモ応ズ 地方ヨリノ応募者ニハ旅費支給ス

東京都京橋区銀座七ノー 特殊慰安施設協会 東京電話九一九番 三二人二番」

特徴的なものは、9月 25日 にキャバ レー部が 「国際親善国民外交ノ第一線二立ツ」
「新女性」を、12月 14日 には「進駐軍慰安」の 「芸妓 3000人」を募集 している。

1946年 3月 9日 の 「芸妓募集」が最後の広告である。

東京銀座にある特殊慰安施設協会事務所 ビルにも張 り紙をして募集をした。敗戦後

の困窮生活にあつた女性たちにとつては宿舎、衣服、食料など全部支給 とい う条件は

魅力的だった。中には事情を知らずに事務員と思って応募 した女性もいた。

② 施設

8月 27日 、特殊慰安施設協会最初の性的慰安所が大森海岸の小町園で開設する。横

浜に占領軍先遣隊が進駐 した前 日である。小町園を慰安所に選んだのは、占領軍が横

浜に上陸し東京都に進駐する通過地であり、東京の手前で足止めさせるためだった。

この大森海岸一帯はかつて大井花街 として栄え、待合 66軒、芸妓屋 144軒が軒を連

ね旅館や料理屋も数多く営業 していた。戦争中、多くは企業の工員寮として使われた

り、または休業中だつたりして建物の内部は荒れていた。警視庁が間に入 り小町園と

賃貸契約を取 りまとめ、必要な物資は都 と軍部が調達 し、業者が公娼や私娼 38人を

説得 して開設に間に合わせた。

小町園開設後の 9月 に、銀行からの融資 3000万円が協会に振 り込まれると、次々

と料亭や待合などを買収 していった。小町園の近くに「楽々」「見晴」などを、横田基

地、立川基地がある三多摩郡には 「福生営業所」と「調布園」を開設 し、どの慰安所

もアメリカ兵で溢れ返つていた。特殊慰安施設協会直営の性的慰安所は 17か所にの

ぼる。そのほとんどが大森海岸一帯に集中しているが、神奈川県足軽下郡の箱根にも

1か所開設 した。広告などで最初に集まった約 1360人の女性たちはそれぞれの施設

に配置された。そのほかに、キャバ レーや ビヤホール、ダンスホール、旅館などを東

京都心部のほかに千葉県市川市、静岡県熱海市などにも開設 した。施設全体で 5万
5000人から7万人の女性従業員が働いていたといわれる。

広がる一方の占領軍兵の性病感染を防ぐ対策として、9月 22日 、GHQは 日本政府

に対 して 「公衆衛生対策に関する覚書」を出し、政府事業として花柳病撲滅に努める

よう指示する。 ところが、1週間後の 9月 28日 、GHQは東京都衛生課長の与謝野光

を呼び出し、特殊慰安施設協会の施設のほかに将校用、自人兵用、黒人兵用の 3つ に

区別 した慰安所を要求 した。与謝野は将校には向島などの芸妓街を、自人兵には吉原

などの公娼街を、黒人兵には亀戸などの私娼街を割 り当てた。同時に都の責任 として

性病検診を行 うことを命 じられる。戦後、最初の都令 となった東京都令第 1号、警視

庁令第 1号を発令 し、10月 22日 に性病予防規則を制定した。その結果、特殊慰安施

設協会のすべての女性従業員は毎週、性病の検診を強制された。なお、1945年 12月

に買収 した R.A.A病院が杉並区西荻窪に開院し占領軍兵の性病治療にあたった。
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③ 特殊慰安施設協会の終焉

アメリカのジャーナ リス ト、ハ リー・フリー ドマンが撮影 した横須賀の「安浦ハ ウス」

に群がる米兵たちの写真が「ニューヨーク・タイムズ」に掲載される。アメリカの女性

団体や宗教団体からGHQへ の抗議があいつぎ、慰安所閉鎖の一因となった。

性病予防対策にもかかわらずアメリカ兵の性病罹患率は激増 した。GHQの 指令で

性病罹患率の高い地域の性的慰安所には「Or Limits V・ D(Venereal Disease性 病

感染立ち入 り禁止 )」 の表札が掛けられた。これ らの施設は占領軍の撤退につれて兵が

減少 していくと、日本人客も受け入れて形を変え営業を続ける。1946年 3月 27日 、

GHQの 命令で特殊慰安施設協会の性的慰安所部門はすべて閉鎖 となつた。食堂部や

キャバ レー部などは存続 し、1949年 5月 1日 に社員と資産を継承 して 1000万 円を資

本金に日本観光企業株式会社に改組 した。

東京の特殊慰安施設協会と同じ性格の組織が広島県と岡山県でも確認 されている。9

月 20日 に設立 した「広島県特殊慰安協会」と9月 23日 に設立した「岡山県娯楽施設

協議会 (後 に岡山県特殊施設娯楽協会と改名 )」 である。

戦時中、日本軍は侵略地で軍隊慰安所を作 リアジア諸国の女性たちの人権を蹂躙 し

てきた。敗戦後も、国は自ら進んで占領軍専用の性的慰安所を作 り自国の女性たちを

犠牲にした。
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2 新潟県内の慰安施設

大部隊が駐留した新潟市、高田市 (現上越市)を はじめ、北蒲原郡新発田町 (現新

発田市)、 中蒲原郡村松町、岩船郡村上町瀬波 (現村上市)の進駐各地に、慰安施設

設置の状況をみる。1945(昭和 20)年 9月 下旬、県内最大規模の新潟遊廓や各地の

施設の米兵利用状況は次のようである。

表 2 進駐軍専用慰安施設調 (昭和 20。 10.25現在 )

表 3 性的慰安施設における進駐軍遊興状況 (自 昭和 20.9.26至昭和 20。 10。25 1月 間)

(出典 :『新潟県警察史』)

県は 10月 に占領軍に対する芸妓や女給の接待料を定めたが、貸座敷などの性的慰

安施設の遊興料金についても県内共通設定を知ることができる。さらに進駐直後から

県内の性的慰安施設の状況について組織的に把握がなされ、行政の大きな関与があっ

たことが分る。

1946(昭和 21)年 1月 、県は貸座敷営業免許地 8か所 (娼妓 78人)の指定取り

消しと、娼妓を接待婦に、貸座敷は特殊飲食店と呼びかえた。そして 2月 GHQに よ

る公娼制度廃止に、県はすでに空文となった貸座敷取締規則と娼妓取締規則を廃止し

た。女性たちは「自由意志」で働くことになるが、形こそ変わっても、特殊飲食店に

よる女性たちへの管理や実態は今まで通りであった。県内の占領軍の大半は 1945年

末までと高田市からも 3月 には撤退 し、新潟市に軍政部などを残したのみとなる。

占領軍のための県内の慰安施設は日本人相手に姿を変えて存続し、多くの女性たちは

生活のために、そこで働くことを選ばぎるを得なかった。

頭
料理屋 特殊飲食店 )tz t- キャパレー

施設数 芸妓数 施設数 接待婦数 施設数 女給数 施設数 女給数

新  潟 15 ワ
‘ 55 150

東新潟 1
ｎ
υ 12 33

新発田 6 37 7 10 5 21

村 松 3 C 9 49 2 5

三 条 22 37

柏 崎 l 8 9 28

高  田 3 17 ハ
も

計 26 13C 117 324 7 26 ｎ
も

頭
駐留軍人数 遊興

(延人員数)

実働接待婦数 揚代金 (円 ) 備 考

新 潟
2,654

1,892 120 63,854 遊興料金内訳

1回    20円
1時間まで 30円
2時間まで 50円
1泊    200円

東新潟 934 16 32.580

析発田 1,003 588 5 15.060

村 松 1,183 1,530 20 47,635

三 条 530 826 25 25,650

柏  崎 713 793 ハ
υ 22,353

高  田 1,773 5,553 80 83,956

計 7,856 12,116 27C 291,088
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3 新潟市の場合

新潟市は古くか ら信濃川と港を要所とした商業地で、県庁所在地である。進駐時に

は師団司令部 (の ちに新潟軍政部)が置かれ、兵士は当初の約 1500人 、10月 半ば

の 2600人余りをピークとして学校や工場社員寮などを宿舎にした。比較的短期間で

あった県内の他地域に比べ、新潟民事部が閉鎖する 1949年 11月 まで駐留した。山

の下地域では、1958年まで米軍基地が置かれたため長期にわたり米兵がいた。

(1)新潟福壽協会

県内最大規模の新潟遊廓で本町 14番町はその中心であった。新潟県会は 1929(昭

和 4)年 12月 に公娼廃止を議決したが、時期を限定したものでなかったために遊廓

は残 り、敗戦直後、本町 14番町では貸座敷 15軒 ほどが営業していた。

1945(昭和 20)年 9月 初めから「特殊慰安施設協会」 (の ち R.A.A協会)の特別

女子従業員募集広告が地元新聞に載った。12日 から、連 日のように新潟市本町 14

番町「新潟福壽協会」は新聞広告で慰安婦を募集した。広告主の山田彦九郎は、1935

年に東京で開催された存娼側 2500人余の集まる全国

貸座敷連合会臨時大会に出席した新潟市貸座敷組合役

員であり、貸座敷 「常盤楼」と「長寿楼」を経営して

いた。県警察部長は 9月 19日 、各署長宛に占領軍に

対する性的慰安施設の充実を命じる通達を出したが、

新潟福壽協会の募集広告はそれ以前から始まっていた。

18日 からは「経験ある者は親の承諾不要」 と「 lヶ

月の手取収入金壱千円は本協会に於て保証す」と掲載

される。7人家族が 1か月暮らせるほどの金額であっ

た。

常盤楼が最初に占領軍を受け入れていたが、主だっ

た数軒がその後に続き、靴のままで入られるような広

間に作 りかえた。兵士たちは遊廓の中の広い通 りに何

台ものジープを乗りつけ、車が着く時間にはふんわり

した洋服を着た女性たちが楼の軒先きに立って迎えた。

以前からの娼妓に加えて若い女性たちが増え、片言の英語で兵士と話したり、オープ

ンに抱き合う姿もあった。MPが 見回りに来ていたが、中には隣家の庭を突っ切って

裏からこっそりと出入りした兵士もいた。何軒かの楼には、デパー トに注文した燕脂

色ベルベットで揃いの丈長 ドレスが届いた。外国タバコやチョコレー ト、真っ白なふ

わふわのパンなどこれまで見たこともない食べ物もあった。

9月 26日 から30日 間の性的慰安施設について表 3で見ると、新潟市の接待婦は 136

人で県内 276人のほぼ半数を占め、そのうちの 9割近い 120人は新潟警察署管内で

即
癸

Ｔ

一

英
他
委
細
面
談

資料 2 1945.9.12「新潟日報」

-38-



ある。遊興した兵士延べ 1892人 の揚げ代金は総額 6万 3854円 で、女性 1人が身を

削って働いた金額は 500円 余となった。新潟福壽協会の募集広告は 12月 11日 まで

続いた。

1946年 に入るとダンサー募集やキャバレーの広告が目立ち、1947年 1月 には料

理業の「ときわ」や 「いろは」、「水田」「り‖竹」「銀波」などが女中を募集する。その

後は喫茶料理業の看板をかかげるようになり、姿を変えていく本町 14番町が見える。

図 4 1945年頃の本町 14番町概略図

東
堀
十
二
番
町

入船地蔵尊
|

会々楼

本永楼

常盤楼

大由楼

大清楼
1 蒔

十
四

小料理 寿

仕出 魚留

|

横七番

水田楼
いろは楼

隅田川

長壽楼

桜湯 結 城

資料 3 1945。9.14「新潟日報」

(2)その他の慰安施設

本町 14番町にほど近い住吉町の「三ツ和慰安施設組合事務所」が、1945(昭和 20)

年 9月 14、 18、 22日 と接待婦急募の新聞広告をする。前借その他は委細面談であ

り、申込所となった住所には瓦ぶきの 3階建ての大きな家が建っていた。募集広告

は短期間で終った。港に関係した問屋や卸しの店が軒を並べていた地域である。周辺

には女性たちのいる飲食店が点在して、船員たちが出入りしていた。

占領当初にダンスホール、キャバレー、カフェー、レス トランなどを備えた慰安施

設として新潟市の日本海会館 (現イタリア軒)や新潟ホテル、元ダンスホールの孔雀

が予定された。日本海会館は占領軍宿舎でもあり、3階に置かれたサービスクラブに

は米兵と一緒の慰安婦や女給たちの姿があった。屋上で開かれた花火大会には県の職

員が手伝った。1953(昭和 28)年まで接収された新潟ホテルは、将校宿舎にあてら

れダンスパーティがたびたび開かれた。東京からの疎開者が加わった生バンドのジャ

ズ演奏に合わせて、赤や青の灯 りの中で踊っていた。ビールやさまざまなカクテルな

ど、敗戦後の日常とあまりにもかけはなれた豊富な食べ物が並んでいた。ダンサーの
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女性たちは占領軍から絹のス トッキングをもらったり、革製よりも高価だつたビニー

ル製の赤やグリーンの抱えバッグを持つていた。「オンリー」になった女性の親が手

に入った缶詰や食べ物を闇で売ることもあった。米兵とつきあう娘に、周囲は蔑視と

ねたみの視線を向けた。

新潟市の中央部には信濃川から引き入れた掘割がいくつか通つていたが、1946(昭

和 21)年 12月 末、そのひとつの他門川沿いに新潟市が川幅の半分を埋め立てて引

揚者用の市営住宅を建てた。問口 1間、奥行き 3間ほどの長屋が並び、生活のため

にさまざまな商売を始めるものが多くなり、のちに他門川マーケットになる。市内中

心部の道路と交差する鏡橋の欄干に、腰をかけて休む兵士たちの姿も見られた。橋の

名前から通称鏡橋マーケットともいわれ、住人が代替わりしていくと日本人相手の飲

み屋街に変わつていつた。最下流側の新島町や株川岸 (ま ぐさかわぎし)周辺に一番

多かったが、近くの月町から雪町あたリー帯にも小さな飲み屋が増えて女性たちの姿

も多くなっていく。公娼廃止後も兵士たちが途切れる空白はなく、周辺地域は撤退後

に日本人対象の「青線」となっていった。

図 5 新潟市内の慰安施設概略 慰安施設…● おもな接収施設‥①～⑬ (順不同)

※…時期不明

(参照 :「新潟市内駐屯の米占領軍」ほか)
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(3)山の下地域

占領軍の一部は、新潟市東部に位置する工業地帯で工員寮が点在する山の下地域 と、

新潟飛行場にある施設を兵舎 とした。元陸軍被服廠寮、新潟鉄工所の青年学校秋葉寮

と、桃山寮 。東峯寮などの工員寮に入つた。12月 頃までには山の下地域から撤退 して

いるが、東峯寮と新潟飛行場の兵舎には残つた。

敗戦まで、連合国軍捕虜約 1000人が新潟鉄工所桃山寮と、河渡に新たに作つたバラ

ック同然の建物に収容されていた。8月 15日 、捕虜たちは日本の敗戦を、日本兵が聞

く「詔勅」放送で知る。また、アメリカ軍が収容所付近に投下 した救済物資の中にも日

本がポツダム宣言を受諾 したことを報 じる印刷物が入つていた。日本の敗戦を知ると、

死者が続出するほど劣悪で過酷な生活環境 と労働を強いられてきた捕虜たちは、自由

に街へ出かけ夜間の外出禁止もない無規律状態となつた。ある家では、夜になるとガ

ラス越 しに部屋の中を覗き込まれ、父親は娘たちに「布団をかぶっていろ !」 と命 じ

て一晩中寝ずに番をしていた。また、缶詰を差 し出し時計や酒 との交換をたびたび強

要され、夕方になると早々に鍵を掛けて家の中でひつそ りしていた家族もあつた。収

容所近くの草むらで女性が強姦殺害されたとい う噂も耳に入つてきて住民は怯えた。

新潟警察署 と新潟市は女性の夜間外出の禁止 と戸締 りの励行、捕虜の接待や物品交換

をしないよう呼びかけている。連合国軍捕虜は 9月 5日 に解放 となつてここを去 り、

捕虜収容所は 9月 20日 に閉鎖となつた。

捕虜と入れ替わって占領軍が入つてくると、9月 26日 の「新潟 日報」には

「 慰安婦急募

食堂部其ノ他 前貸シモ致シマス 年齢 16歳以上 45歳迄 詳細面談

遠近二依 り申込次第旅費ヲ送付

申込場所 新潟市山ノ下末広橋下

山之下食堂 田辺幸平方へ 山之下 国想館 」

と広告が載った。10月 6日 には「通訳数名」の文言と連絡先電話番号が加わっている。

山之下食堂は山辺堀 (さ んぺいばり)にかかる末広橋の袂にあり、占領軍兵が出入 り

して女性従業員が 3、 4人働いていた。店は後に旅館営業に切 り替えている。経営者は

そのほかに臨港町 (現臨海町)で男たちが買春する店も経営 していた。敗戦後、市内

の各地に闇市が立つが、山の下通 りの露店が連なる裏にアメリカ兵が出入 りする場所

があった。富山出身の女性たち 3、 4人が相手をしていた。MPの 立ち入 りがあると、

あわてて便所の小窓から抜け出し屋根を伝つて逃げまわる女性たちの姿を、露店で商

いをする人たちは複雑な思いで見ていた。

臨港町北側には飲み屋が軒を並べている。戦後、いち早く英語をおぼえた女性を同

伴 した兵たちで賑わ う酒場にも見回 りのMPが現れた。また、海沿いの一角には買春

する店が数軒あり、戦中はひつそ りと営業 していたが、戦後は従業女性が 10人余もい

る店もあつた。店で働 く女性たちは末広町の大関医院や流作場にある保健所で定期的

に検診を受けた。数人がまとまって出かけていく時のカラコロと鳴る下駄の音が地域
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の女性たちの耳には切なく響いた。次第に英語で 「OFF LIMITS(立 ち入 り禁止)」 と

書いた表札を下げる店が出はじめる。

いっぽう、新潟飛行場に来た占領軍は、爆撃を受けずに残つていた新潟地方航空機

乗員養成所の生徒宿舎に入つた。周囲に鉄条網を張 りめぐらし、入口には銃を抱えた

兵が見張 りに立ち、一般の日本人は出入 りできなかった。 しかし、古町と兵舎間をア

メリカ軍の専用バスで送 り迎えされる女性たちがあつた。2、 3人で使つている部屋の

ドアを開け放 したまま、女性 とベットにいる兵もいた。

1949年頃から「冷たい戦争」を意識 した極東空軍部隊の再編が進み、翌年の朝鮮戦

争を視野に入れて基地機能の強化が進んだ。新潟鉄工所東峯寮に入つていた第五空軍

部隊は飛行場の兵舎に移 り、駐屯兵は 300人 に増員されて「HEAD QUARTERS NHGATA

AIR BASE(新潟基地司令部)」 を開設 した。新潟飛行場内の施設は日用品から高級品

まで買える PXのほかに広い食堂、医療施設、ボー リング場、女性用のクラブとサージ

ャンクラブなど娯楽施設が充実し、士官家族が住むハウスも用意されていた。

1950年頃から、新潟飛行場前の国道沿いの松林には、「オンリー」と呼ばれる女性

たちが住む小さな貸家が 10軒程建ち、アメリカ兵が出入 りした。基地入口には都会的

な洋装の女性たちが立ち並ぶようになる。いつぽう、山の下地域では家や部屋を借 り

て日本女性 と暮らす憲兵や士官たちの姿が見られた。戦時中、婦人会幹部だった女性

が部屋貸 しの仲立ちをすることもあつた。

この頃、12、 3歳だったある少女は、真っ赤な口紅をひき、パーマの髪をネ ッカチ

ーフで包んだ女性たちがアメリカ兵にぶら下がるようにして歩いている姿を目にして、

決 してあのような女性にはなるまいと心に誓つた。少女たちの多くは、社会が発信す

る良妻賢母を肯定し男性の性的対象となる女性を蔑視する価値観から見ていた。

資料 4 1945.9.26「 新潟 日報」
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4 高田市の場合

新潟市から南へ約 130kmの 所に高田市 (現上越市)はある。高田藩の城下町として

発達 した。高田城の跡地に、1910(明治 43)年、陸軍第 13師団を誘致することに成

功 して以来、「軍都」であることに肯定的な空気の強い地域である。3000本の桜を植

樹 して観桜会を開き、食糧調達のため近隣の食材を集めて朝市を開設するなど、軍隊

はいわば産業振興の役割をも担つた。3000坪を越える県内最大の設備に占領軍が駐

留した。

(1)高 田市慰安施設協会

1945年 9月 26日 、高田市役所では第 4回市議会参事会が行われた。占領軍部隊が

星条旗を立てて町に入る慌 しいさ中、占領軍向けの慰安施設を設置するための予算と

財源をどうするかを取 り決めたのだった。午後 2時 20分に始まつた会議には市長は

じめ市執行部 7人 と参事会員 7人が出席 し、わずか 10分で閉会 した。「昭和二十年度

新潟懸高田市特別会計特別資金歳入歳出追加予算議定ノ件」、「一時借入金議決ノ件」

そして「特別資金管理二関スル件」の 3案件について、形ばか りの審議を行ない、「進

駐部隊慰安施設実施組合助成繰替金」への 20万円の歳出が決まった。財源には銀行

または信用組合からの一時借入金を「金弐拾萬円以内」を「必要二依 り数回分割借入

ヲ為スコ トヲ得」るものとし、年度内に必要が生 じた時に借 り入れることとした。ま

た、「本市所有特別資金中金五萬円ノ限度二於テ進駐軍慰安施設賓施匿名組合二出資

加入ヲ為シ得ルモノ トス」とした。特別資金は高田市の基本財産の一部であり、その

内訳は国債 9万 1700円 と「中央電気工業株」の株券 22万 5000円 である。いわば市

をあげた慰安施設設置である。そして 29日 付けで、新潟県知事宛に決定事項の全て

を報告 した。

1946年 H月 20日 の「市長引継書」には、「昭和二十年度新潟県高田市特別会計特

別資金歳入歳出決算」が添付されている。歳出の部には 10万円の 「慰安施設費繰替

金」支出済額がある。参事会が決定した予算 20万円との差額は、「不用額」の欄に金

額が記載 してあり、予算の半額が執行 されたことが確認できる。『 高田市史』では高

田市会が資本金 100万円の半額 50万円の出資を議決 したとしている。 しかし、1946

年 5月 締めの決算書では、高田市の収入は 132万 4802円 66銭、支出 127万 5910円

8銭、特別会計 23万 1466円 28銭 となつている。市全体の会計規模からも、50万円

とい う金額には疑間が残る。

「進駐軍慰安施設賞施匿名組合」 とは高田市慰安施設協会のことと思われる。『 高

田市史』によると、高田市慰安施設協会は 1945年 12月 1日 に業務を始め、「ニュー

高田」の名前で、仲町 3丁 目の「元万粋カフェー」にあつて 60人の慰安婦がいたと

ある。 しかし、進駐時期や 10月 9日 の「新潟 日報」にはすでに人員募集の広告が出

ていることから、業務開始時期はもつと早い段階であったと推測できる。広告には「急
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募 一、通訳二名、女事務員数名 一、女給数十名 住込通勤自由」。申込み先は「高

田市慰安施設協会 (高 田市仲町三丁目西川方 )」 とある。 さらに H月 に入ると「ニュ

ータカタ第一 (旧 大和会館 )」 と「ニュータカタ (旧 万粋パ レス)」 の業者名で延べ 13

回、連 日のように「新女性百数十名急募」などと広告が出た。

仲町は高田藩時代は魚屋の町であり、間口が狭 く奥行きの長い家々の軒を雁木がつ

なぐとい う雪国特有の町並みが残る。料理屋や寿司屋、蒲鉾カロエ業者があり、特に仲

町 3丁 目を中心にした一帯は、大小の飲み屋が集まつて享楽街を形成 してきた。出征

する兵士の送別会、関山 (現妙高市)での演習帰 りに骨休めする将校など軍人のほか、

軍需景気で沸く建設や設備関係の公用族も利用した。

1944(昭和 19)年 3月 、高給享楽停止で芸妓や料理店は転業や廃業があいつぐと、

多くの料理店が工場の寮になり、中には東京からの疎開学童の寮になつた所もある。

29人 いた芸妓の うち 26人が、女子挺身隊として飛行機の部品を作るといわれた市内

の河端工場で働いた。「万粋」は敗戦前から続いた料亭で、旧日本軍将校 も宴会を開

いた りした所だつたが、戦争末期には河端工場の寮になつていた。「パ レス」は万粋

に隣接 したバーで、両方とも経営は同じ人物である。市内唯一のデパー トの創業者で、

1943年 には市会議員であり 1946年の市参事会にも名前がある。「旧大和会館」とは

仲町 3丁 目の料理屋 「宇喜世」である。1944年 5月 から合名会社 「大和会館」 と名

のり、畳 1枚につき 45銭の部屋代と夜は灯 り代 48銭で、酒や米は持ち込みで戦時下

でも営業した。高田市慰安施設協会の営業者は、敗戦前から軍と深 く結びついた有力

業者であり、行政の資金提供を受けて営業を開始 したのは、市議会参事会が協会への

参加を決定 した直後と考えて良い。

敗戦後、占領軍が来て街にジープが走 り、たどたどしい英語が飛び交つた。戦時中

は物資の北部配給所だつた市内のデパー トは、占領軍将兵対象に土産物を販売した。

芸妓の営業が再開すると、高田市役所職員が占領軍の接待に出るよう直接交渉に出向

いた。芸妓が「『 もしも、進駐軍がさ、どうしてもあの子つていわれたら、言 うこと

聞かんきゃならんかね』ときくと、市役所の人が頼 りなさそ うに『 そんなこと、おら

知らんでね』『 責任なんか持たんないわね』 と言 う。心細い話」であつた。仲町の戦

後の復興は占領軍の高官を市役所などで接待するところから始まり、「進駐軍の間で

も、旦那嫌い、男嫌いで通 した」女性 もいたが、「接待のための特別な芸者衆」力れヽ

た。 日本曹達、信越化学、青海電化、田口電工、大日本セルロイ ドなどの企業による

占領軍接待も盛んだった。

高田市慰安施設協会の新聞広告は 11月 28日 付けが最後になったが、万粋は 1960

年代まで営業し、宇喜世は老舗料亭として今 日も営業を続けている。

(2)そ の他の慰安施設

『新潟県警察史』には1945年 10月 25日 現在、高田市には占領専用の3軒の「特

殊飲食店」に 17人の「接待婦」、 1軒のキャバレーに110人の女給が働いているとあ
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る。また、 9月 26日 からの 1か月間に性的慰安施設に来た兵士数は延べ 5553人。実

際にその相手をした女性は 80人いて、その揚げ代金は 8万 3956円 に達 した。ちなみ

にこの時点で高田市に進駐 した兵士は 1773人だつた。

『 高田市史』によると、高田市慰安施設協会のほかに 1945年 12月 31日 現在で「フ

ォレインクラブ」、「ヴィナスハウス」、「ヘブン」の慰安施設があつたことがわかる。

この中で占領軍慰安施設の設置にいち早く動いたのはフォレインクラブだが、前身は

高田市に隣接する金谷村 (現上越市)の老舗の料亭 「高陽館」である。兵士の宿舎 と

なつた旧陸軍南兵舎、同北兵舎の両方から徒歩で約 10分程度 と地の利を得ていた う

えに建物も広く、慰安婦として働 く女性たちも多くいた。その数は 200人 とする資料

もある。経営者は戦前から地域の顔役 といつた存在であり、高田城址の観桜会には偕

行社 (旧 陸軍の将校倶楽部)で洋食を供するなど、軍隊とも深い交流があった。

1945年 9月 19日 から3日 間、高陽館は「興亜荘 (旧 高陽館 )」 の名前で、「女事務

員及女給其他 急募 希望ノ方ハ委細面談」 と新聞広告を出 した。「興亜」では軍国

主義的に過ぎると判断 したのであろうか、占領軍が到着する直前の 22日 にはフォレ

インクラブと名称を変更して 「慰安婦数十名急募」 した。名称は Foreign clubを か

な表記 したもの。広告の最後には「東京都銀座ニノニ越後 ビル内」とあるが、『 Ro A.

A沿革史』に関連施設に同じ名前は見出せない。10月 には食堂部、キャバ レー部、

慰安部、物産販売部の各部を設けた。応接セットなどを熱心に求めてしつらえを凝 ら

そ うとしていたさ中の 10月 17日 、占領軍の命令で営業停止処分を受けた。衛生上、

道徳上、価格上の問題があり、改善した上で司令部へ願い出れば営業許可するが、「米

軍は営業再開を要求 しているものでない」となった。10月 17日 以降の広告掲載はな

いが、営業を停止 したのではない。フォレインクラブから数分の所には東本願寺高田

別院がある。毎年 11月 には秋の報恩講が行われ、たくさんの家族連れで賑わ う。 こ

の年の報恩講では、広い敷地で兵士とのダンスに興 じる女性たちの姿が、参拝の人々

の日に焼きついた。

1946年 2月 、撤退が始まると、「進駐軍の倶楽部として永 らくご愛顧を頂きました

御陰様で無事に其の任務を果たしましたから今後は皆様の倶楽部として国際クラブを

新設 しました」と広告を出し、日本人を対象とした「国際倶楽部」に変わつた。 2月
末から3月 初めには「サービスガール」を募集 し、勤務地は「東京、横浜、長野、上

田、高田」と県外も加わる。1947年 7月 6日 には「高田社交クラブ」として、 7.5
禁令で転廃業を余儀なくされた女性たちを誘 うかのように、「韓業ノ絶好機會」「収入

絶大・素人歓迎・宿舎完備」などとダンサー募集を広告 した。ダンスホールは後に「交

絢社」 とな り、 2階がダンスフロア、 1階にはダンサー達が寝起きした。1947年 1

月と 1948年 10月 には高陽館の名前で小さな広告を出した。

ビーナスハウス、ヘブンは 1946年 5月 まで新聞広告を確認できる。

また、北兵舎 (現陸上自衛隊高田駐屯地)近 くには数軒の飲み屋が小さな店を構え、

占領軍兵士が出入 りした。宿泊する場合もあり、そこで働 く女性たちが兵士に腕を絡

めて兵舎の入 り回まで送つていく姿があった。店の周囲の住宅地に住む人々は風紀が
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悪いと眉をひそめ、彼女達に対する苦々しさを隠そ うとしない。

仲町の東側には儀明川とい う小さな川が、市街地を南から北へ貫いて流れている。

敗戦直後、その川沿いに掘建て小屋のような粗末な料飲店が建ち並んだ。戦災や引き

揚げで職場や一家の稼ぎ手を失つた女性たちが始めたものが多く、売買春の温床 とし

て警察が常に警戒する場所でもあつた。

一方、旧遊廓は街の北端、栄町にあつた。兵士の宿舎からは、仲町までの距離のお

よそ 2倍近 く離れている。土地の人々は「ゴブチ (古い町名の五分一町に由来)」 と

呼んで 1946年の公娼廃止まで続いたが、占領軍将兵との関係を示す資料はない。

遊廓で働いた女性たちには家のために身売 りをしたと同情する人 t)、 仲町やその近

くで接客業につく女性たちを見る日は厳 しい。芸妓として働 く立場であつても、占領

軍将兵の接待には恐怖心が先立った。 しかし、混乱の中で生き延びるため占領軍将兵

専用の性的慰安施設で働かざるを得なかつた女性たちが、高田市内にも確実に存在 し

た。行政の主導で始まった高田市内の性的慰安施設は、日本人男性に受け継がれた。

やがて「赤線」、「青線」地域ができると、そこで働 く女性たちは 1951(昭和 26)年

頃から、高田保健所で性病検査を受けることになる。

図 6 1945年 頃の高田市の慰安施設概略
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5 新発田町の場合

新発田町 (現新発田市)は、県の北部、日本の穀倉地帯といわれる蒲原平野に位

置する。古くは新発田藩十万石の城下町として栄え、阿賀野川以北の農村地域の中

核市として発展してきた。また、旧陸軍歩兵 16連隊が置かれた「軍都新発田」とし

て、陸軍の盛衰と歩みをともにし遊興、娯楽の施設も多くあった。

(1)慰安施設開設までの経緯

1945(昭和 20)年 9月 19日 の県警察部からの通牒に対して、新発田町警察署と

新発田町は、さつそく貸座敷や芸妓置屋などの業者を警察署の 2階会議室に集め、

開業の要請をしている。 9月 22日 付け 「新潟 日報」には、「米軍の進駐を前に受け

入れを種々準備中であるが、町民の心情についても遺憾がないように臨時町常会を

開設する一方、19日 に警察署に各業者を招待 し、迅速な準備を開始した」とある。

新発田町では、1944(昭和 19)年の 「高級享楽停止二関スル具体的要綱」により、

料理屋、バー、カフェーなどが一斉休業し、数店の外食券食堂だけが細々と営業し

ている状態であった。警察署と町から営業の再開を要請された業者は、占領軍の慰

安施設になることをためらう気持ちがあり、何度か協議を重ねた。

新発田町は遊廓街の三宜 (み よし)町、新道 (し んみち)のカフェー・待合街を

慰安地区とするため、施設整備の助成を決め、一戸当たり平均 20円 (但 し町民税戸

数割当)で計約 20万円を、10月 15日 までに納入するように町常会で決定する。そ

して各区長を通 じて町内全戸に慰安施設助成のための寄付金の割 り当てを行った。

町としては、慰安施設設置にあたっては全県の義務だとして、県に補助金を再三に

わたり陳情したが、県地方課で承諾を得られず、結局町は町民から寄付を集めるこ

とにしたのである。

敗戦時、新発田町地域は 55の行政区 (町内会と部落会)に分かれていて、各区 1人

の区長が行政末端補助機関として町長から任命されていた。物資配給、勤労奉仕動

員、戦時国債購入などを下部組織の隣組を通じて、町民に割 り当てていた。慰安施

設助成のための募金目標額は、この年の町税歳入当初予算額 33万 9500円 に近い巨

大な額であった。また 1戸 20円 の寄付は、この当時給料生活者の月給が 5、 60円

から100円 程度であったことを考えると、猛烈なインフレの中、容易ではなかつた。

敗戦後もそのまま機能 していた隣組は、町内会の下部組織として、依然庶民生活を

縛っていた。不満があつても正面から反対の声を上げることは勇気のいることだつ

たと思われる。しかし、寄付金に対する批判は町民の間から沸きあがつた。10月 10

日付けの「新潟日報」には、「その無策ぶ りに町民から非難の声が上がっている」と

ある。一方、町民のこういった動きに対して、町長の日記には 「10月 10日 午前、
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慰安隊の件につき警察とも打ち合わす。午後実行組合長会を開く」とある。午前は

新発田警察署で署長と、午後は役場内で区長らと、いずれも町民の寄付金批判への

対応を協議 している。この日記からは町当局、警察、町の有力者が協力 して、慰安

施設の開設をなんとか穏便に進めようとしている様子が見て取れる。

その後、占領軍の慰安施設のために新発田町民から金銭を徴収 したことが、新潟・

福島両県の米軍司令官の注目するところとなる。県は「この件は町当局が行なつた

ことで、米軍司令官の認知するところではない。県知事は新発田町の娯楽施設計画

を取 り消し、この資金として集められた金銭は、寄付 した人に返却せよ」との指令

を受け、県警察部に新発田町に対 し,寄付者に金を返還するよう命 じている。

寄付金問題が決着を見ない間の、10月 初めから 10月 12日 ごろまでに、新発田の

慰安施設は次々と営業を始めていた。 (図 7)

(2)慰安施設所在地とその他の施設

まず、貸座敷は三宜町遊廓に、敗戦時に残っていた「招月」「常盤」「三高」「初

音」「新盛」「相生」力ヽ占領軍相手に営業を始めた。その後、新徒士 (し んおかち)

町にも貸座敷ができた。警察に登録 した娼妓は初めは 10人だつたが、次第に増え

ていった。

警察署から認可され開店 したのは、戦時統制で休業する間際まで営業していた実

績を持つ店であつた。待合は掛蔵 (かけくら)の 「一の栄」「きばらし」「高砂」な

ど。検番事務所は、芸妓置屋の 「福山田」に置かれた。「福山田」から取り次ぎの

声がかかると、置屋から待合や料理屋に出向いた。町や警察署が米将兵を接待する

ために用いた料理屋は新道の 「人木」や諏訪前の 「菊屋」。カフェーは新道の 「谷

平」「オリンピック」、横山小路の 「スター」、竹町の「辰長」など計 5店。これら

の名前は、町長の日記にも明記されている。

占領軍専用のみやげ品販売所は、中町の「り‖鍋洋品店」の一階売 り場を指定した。

そこでは町民が提供した和服、掛軸、日本人形、陶磁器などが売られた。

米将兵は歌と踊 りで陽気に騒ぐことを好み、ダンスホールも要求した。警察から

の依頼を受けた町会議員や資産家ら3人が共同して寺町の広沢 (こ うたく)会館 (当

時は日曹新発田工場の社員寮)1階を借 りて、ダンスホールを開設する。10月 下旬

から「不二倶楽部」としてダンサーの募集をはじめ、募集広告を新聞に載せた。10

月 24日 の 「新潟 日報」には、「11月 いっぱいには開館 し、開場後進駐兵の利用時

間以外にも希望者にはダンスの手ほどきもする」とある。
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①三宜町遊廓街

②掛蔵、新道の

カフェー、待合街

③竹町のカフェー

④横山小路のカフェー

⑤ダンスホール

(広沢会館 )

⑥中町

(みやげ品販売所)

写真 1 カフェー 「辰長」にて

前列左端は警察署長、後列左は町長、

右は米軍大尉 (高橋三作撮影)

図7 新発田町の慰安施設概略

写真 2 新発 田進駐 の米軍

10月 21日 午後6時、米軍将校 16名 を貯蓄銀行楼上

に招待する、と町長の日記にある (高橋三作撮影)
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6村松町の場合

新潟県のほぼ中央に位置する中蒲原郡村松町は、城下町 (村松藩 3万石)であり交

通の要所であつた。1930(昭和 5)年蒲原鉄道が五泉との間に開通し、1938(昭和 13)

年から1941(昭和 16)年まで陸軍病院が新発田陸軍病院の分室として設置された。そ

の後歩兵第 158連隊が駐屯し第 2次世界大戦に参戦した。1943(昭和 18)年陸軍少年

通信兵学校が創設されたが、町の大通 りは駅前を横に走る一本のみの小さな町である。

(1)慰安施設

占領軍の先発隊が貨車 22両を列ねて到着 したのは、1945(昭和 20)年 9月 24日 の

ことで、県内では新潟市、高田市に次ぐ多数の H83人 (後 660人増)の駐留であつた。

21日 、村松町は臨時常会を開き、町民の心得の徹底化をはかっている。兵舎は元村松

陸軍少年通信兵学校が充てられ、校舎は宿舎用に昨修された。また警察署の建物の増

築や、町の通 りに新 しい街燈が設置されるなど周辺の整備がなされた。10月 10日 、

村松町米軍は村松警察に対 し米軍兵は日本人個人との交際を許可するなどを指令 した。

ビヤホールや、隊内酒保を設け一般の商人も入れての物品販売を許可する、社交倶楽

部を作 り慰安交際も行い、衛生設備を強化のうえ飲食店の開店を許可する旨とした。

H月 5日 の「新潟 日報」には、「豪華大キャバレー 近日デビュー 新女性数百名急

募新 日本建設の晴舞台に参加されよ」の広告が掲載された。 (資料 5)

村松町の進駐軍専用慰安施設は、『新潟県警察史』に

よると 1945年 10月 25日 時点で、特殊飲食店 9軒、接

待婦 49人、料理屋 3軒、芸妓 9人、カフェー2軒、女

給 5人 となつている。9月 26日 から10月 25日 の 1か

月間に利用 した米兵は延べ 1530人 、接待 した女性 20

人、揚げ代金 4万 7635円 と記されている。

占領軍が引き上げた後は村松町の慰安施設は不要に

なり、1946年 2月 21日 「新潟日報」に、「湯沢温泉な

どに慰安婦の配給が行われその披露が盛大におこなわ

れた」と載った。

資料 5 1945.11.5「新潟日報」

(2)蒲原鉄道の通訳 として

1945年 9月 22日 、「新潟 日報」に通訳募集の広告が載つた。

「英語通訳急募 通訳ハ男女、学歴、年齢ヲ問ワズ、会話二堪能ナ レバ可、高給ニ

テ採用ス 本人履歴書持参来者ア リタシ 中蒲原郡村松町 蒲原鉄道株式会社」

米軍の村松町駐留の期間、この職に女性 2人が就いた。仕事の内容は、駐留の連隊
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第一、第二大隊宛の貨物の受け取 りや発送 (RTO)で あつた。具体的には五泉駅で国鉄

の線路から私鉄の蒲原鉄道に移動する貨車を調べることや、米兵の指令を駅職員に伝

えることだつた。これ らの仕事以外の 日常生活においても、町の人と駐留の米兵 との

接触の機会に通訳 としての仕事が多くあった。通訳の 1人は仕事を通 して見た町の様

子を書き記 している。

町の人たちは米兵が進駐する以前は、娘たちは連れて行かれるにちがいない、娘た

ちを村の親戚に預けた方がいいだろうか、などと考えていた。 しかしいざ米軍の駐留

が開始 され身近に接触 していくと、彼 らの友好的な態度に不安を消 し、町の中を歩き

回る米兵に慣れ、重ね着 していたモンペを脱ぐ女性たちも多くなつた。

通訳の 1人が新発田の駐屯地へ行つた時のことだった。ジープに同乗 した時、仕事

に誇 りを持つ身に対 して、街を行 く人特に女性たちの「そねみ ともさげすみ とも」い

える視線を浴びた。村松の町では経験のなかつたことで、米兵 と同行 している女性は

即売春女性 とみ られたのである。

そしてオフ・ リミッツの立札が目立つようになつた頃、米兵が同宿 した女性からお

金を奪つたとい う事件があり、その米兵は処罰 された。10月 中旬、町長は自邸に米軍

の将校たちを招き宴会を開いた。芸妓の姿もあ り踊 りの披露もあり、別室に消えた将

校もいた。

クリーニング店で、米兵のポケッ トから「黄色のゴム製品」がでてきた。店主はそ

の正体を理解できなかつた。その場に居合わせた通訳の女性は、それを受けとり川に

投げ捨てたので、この時は子 どもたちの日に触れることはなかった。

米兵は 「赤十字の夕」を開き女性たちを米軍キャンプに招待 した。村松駅 と警察署

と町役場から4人ずつの女性たちとともに、通訳も付き添いを兼ね同行 した。米兵は

着物姿の娘たちを見ると「ゲイシャ 。ガールズ !」 と叫んだ。娘たちは初のダンスパ

ーテイに酔いしれたが、家族は心配 し、娘がキャンプヘ行 くのは面白くないと反対す

る意見が強かった。米軍中将にそのことを伝え、こうした招待は三度 とこなかつた。

親たちは結婚前の娘の近所や知 り合いの評判を気にしていたのである。

米兵の帰還は 12月 2日 から始まり、13日 大半の兵士たちは、五泉発の臨時列車で

ニユー ヨークヘ と旅立った。町中総出の見送 りの時五泉駅に 7、 8人の着物姿の女性

が走 りこんできた。彼女たちは米兵の名前を呼び、声を聞いて窓から身を乗 り出し彼

女たちをかき抱 く兵士たちもいたが、相手を見つけられず泣き出す女性 もいた。25日

には全ての占領軍は引き上げた。

撤退後の町は荒涼 として、わずか 2、 3か月前に輩出 したスーベニア・ ショップも、

ほとんど店を閉 じていた。
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7 瀬波海岸の揚陸作業

(1)米揚陸艦艇上陸

1945年 (昭和20)年 10月 3日 午前11時、新潟県北部の岩船郡村上瀬波海岸 (現村上市)

に突然米揚陸艦艇22隻が現れた。 日本進駐の一環 として日本海側で唯一、海からの上

陸地点となつたものであった。美 しい夕日が日本海に沈む温泉の街を揺るがした大事

件であつた。米軍が、新潟港の機雷を避け上陸 した瀬波の浜は、砂浜が200メ ー トル

もあり、磯は深 く海底は岩礁 もない安全な船着き場であつた。 しかも鉄道がすぐ近 く

まで敷かれ、物資輸送に便利な位置にあつたのである。占領政策による兵士の補充を

始め、重機、戦車や車輌、燃料、食糧や衣類の補給など大量の陸揚げを行い、 3か月

間滞在 した。陸揚げしたものは、村上駅から貨車で新潟県内をはじめ、厚木、立川方

面に送 られ、陸路は大隊を組んで葡萄峠を越え、山形方面から仙台へと運ばれていつ

た。 12月 末までにすべてを完了し、その間には沖縄戦で使用 した多くの車両の修理補

強や整備 もした。そして、東京航空村上工場の飛行機は、完成品はもとより未完成品

もすべて 3日 間かけて破壊 し焼却させた。

9月 末頃から事前の偵察らしき飛行機、ジープ、MPな どが目撃され、数 日前には

村上駅に貨物車輌が次々入 り駅構内が一杯になったが、何のためかは駅員にす ら知 ら

されていなかつた。そして海岸には、数人の米兵が黒々と大きく「WELCOME」 と書

いた 3メ ー トル四方もある黄色い横断幕を立て目印としたが、この時も周辺の住民は

目的が分からないままであった。

しか しこの頃、駐在所の警察官が、大 日本婦人会会長に、「米兵が瀬波浜の下調べ

に来ているから、瀬波に上陸するかも知れない。米軍が進駐 したところでは、酒 と女

と盗みで大変なようだ。だから万一に備えて、女衆に注意を促 しておかなければなら

ない」と伝えた。それに対して、会長は役員を通 して不祥事のないように、注意を怠

らないように、徹底 させると答えている。

突然の上陸に、瀬波の人々は、驚きと恐怖でみな家にかけこみ、大戸を開め暗い部

屋に身をひそめていた。 しかし、戸をこじ開けてまで入ることはないらしいことが分

かると、たちまち翌日からは大人も子どもも浜に行き作業を見守った。誰も彼もがそ

の機械力 と、能率的な作業運び、そして物資の豊富なことに驚き圧倒された。3000ト

ンもの船の船首の部分が左右に大きく開き、そこから、ジープや輸送車両がどんどん

吐き出され、容易に砂浜に降ろされるのであった。22隻の巨大な船が横 1列 に並んで

の場陸作業は、夜ともなればまばゆいばかりのライ トと、大音量のジャズ音楽の中で

の作業 となつた。以降 5、 6回の上陸の間、この明るい灯 りと音楽は、停泊 している

船がまるでホテルのように見えた り、ビル街の夜景のようだったり、敗戦直後の荒廃

した日本の静かな浜辺に別世界を出現 させていた。

離れた町からも見物に来るほどであつたが、ほとんどの家の女性たちは、船には近

づいていない。上陸の日、瀬波町役場に来た米兵たちが、逃げ回る女性事務員たちを
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からかい、大変な騒ぎになっていた。MPの一喝でようや くお さまり、 日本の警察官

の制止は何の効力もなかった。駅に勤務する女性たちも怖 さのあまり、当分出勤する

ことができなかつた。「婦女子は夜 8時過ぎには外に出ないように」と回覧板がまわ

つた。少 し大きい女の子たちは 「娘だから」とい うので、昼も外に出て遊ぶことをし

なかった。米軍のなかには、日中それとなく見て歩き、夜になると男性のいない家に

遊びに来るようなふるまいをするものもいた。MPが町角に立っているため、すぐに呼

ぶことができ、幸い大事に至ることはなかった。

将校たちの宿舎に充てられた瀬波温泉県民修練道場 (現ホテル大観荘)の食事は贅沢

なものであった。そのうえ、 1人ずつにガム、チョコレー ト、缶詰などが入つた袋が

毎 日配 られるため食べきれずに残る食糧は、決められた場所に大量に置かれていた。

ふたを開けられないままの缶詰、手つかずの食 l・nな どが、主食がわずかの笹の実だつ

た人々の目の前に、捨てるほどあつたのである。

■月中旬、大シケのために前 日から陸揚げした物資が一夜にして流れ出す大事故が

あり、住民のほとんどが拾い集めるためにかり出された。その他、天候による事故は

いくつかあつたが、陸揚げ作業は予定通 り年内に仕上がり、残務整理の将校たちを残

して艦船は引き揚げ、1946年 1月 2日 には全部が去っていった。何百台とい う車両に

よつて壊 され、泥だらけになった道路は 1週間で補修され、全てが機械力によるこの

作業に、住民たちは最後まで驚かされたのだった。

(2)将校宿舎のダンスパーティー

米兵は、さかんに遊ぶ所はないかと聞きまわ り、役場へもハローハローと立ち寄 り

聞きに来た。城下町村上の温泉街瀬波には、遊廓やバー、キャバ レーはなかつた。芸

妓置屋はあつたがこの時期には開業 していなかった。まもなく、村上に周旋屋が現れ

「慰安婦募集」の大看板が目につくようになつた。

将校宿舎では、折にふれよくダンスパーティーが開かれた。宿舎には広い50畳 もの

板の間があリパーティーにはうつてつけだつた。「慰安婦や芸者 さんみたいな人」も

来ていたが、ダンスの相手として自宅の庭でパーティーを催すこともあるという新発

田の豪農、市島家の分家から当主の妻がわざわざ赴いていた。

クリスマスイブは、最後に残つた10数人の将校 と女性たちが集まった。その夜は通

訳もMPも いなかつた。色 さまざまな豆電球の見事な飾 り付けをしたクリスマスツリ

ーに、七面鳥などの山のような料理、リボンで飾 られたプレゼン トも用意された。招

待された修練道場の従業員の女性はプレゼン トされた人形を抱えながら、彼 らの最後

のパーティーに居合わせたのだった。
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8 募集広告年表にみる

敗戦後の 9月 3日 「新潟 日報」の 1面に、特殊慰安施設協会の広告が載つた。

「急告 特別女子従業員 募集 衣食住及高級支給 前借ニモ応ズ 地方 ヨリノ応

募者ニハ旅費支給ス       東京都京橋区銀座 7ノ 1 特殊慰安施設協会」

これは「朝 日新聞」などが 8月 29日 に掲載 した広告 と同 じ内容であつた。 この広

告を皮切 りに して、県内外から「慰安婦」「女給」などを募集する広告 (以後「募集広

告」 とする)が連 日掲載 された。

ここでは、1945年 9月 か ら 1952年 12月 の期間の広告を 3つ に区分 して、それぞ

れの特徴をみていく。

(1)1945年から 1946年 (占領軍の駐留か ら撤退まで)

この期間は募集広告が多かった。 占領軍の駐留地の中でも新潟市、高田市が圧倒的

に多 く、新潟福壽協会、高田市のフォレインクラブなど占領軍慰安のための業者か ら

の広告が 目を引く。

東京の特殊慰安施設協会からの広告は、1945年 9月 から解散までの 1946年 3月 と

なっている。その後、山田・ 白濱・湯沢温泉、名古屋市か らのものがあつた。「希望者

には県内外に斡旋」、「勤務場所 東京、横浜、長野、上田、高田」 とあ り、募集が数

県に広がっている。連絡先が個人名で旅館内となつているものもあ り、このことか ら

各地を移動する業者がいたことは明 らかである。

新聞紙上他に求人募集の誇大広告が問題になる中、1945年 10月 6日 、警視庁が「慰

安婦等ノ求人注意方ノ件」を各警察署長にだ した。業者が誇大、虚偽の言辞で紹介先

を隠 し不正な紹介 とならないように指導取 り締まる通達だつた。 しか し、物不足の状

況で働 き場所を求めていた女性にとつて、次のような条件を備 えた広告内容が続いた。

前借可、旅費支給、衣食住完備、靴支給、住込・通勤 とも可、収入は、1か月 1000

円保証 (ダンサー、女給、接待婦)が多 く、2000円 (柏 崎 富士ダンスホール・東京

立川パラダイス)、 4000円 (東京 立川楽天地)の記載もあつた。「慰安婦ニアラズ (新

発田不二倶楽部 )」 とわざわざ断 り書きのもの、そ して「米軍サー ビスクラブ (新潟市

不二倶楽部 )」 と明記されたものもあつた。

1945年末、県内の占領軍は殆 ど駐留地から撤退 し、進駐軍用慰安所は廃止 されたが、

慰安施設は残った。以後、高田市で見 られるように日本人が利用す る施設にな り、県

内の広告はわずかとなつていつた。

1946年 12月 、風俗営業取締規則の改正で 「特殊飲食店」は 「小料理屋」に、「接

待婦」は 「酌婦」に改称 となつた。

(2)1947年から 1949年 (撤退か ら新潟民事部廃止まで )
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1947年の「7.5休業令」により県内の料飲店は一斉に営業停止 となった。翌 日、「7.5

休業公布サル 転業ノ絶好機会 ダンサー大募集 高田社交クラブ」の広告が掲載 さ

れた。この影響を うけ、料理屋が旅館に転業する動き (新潟市、高田市など)が あり、

「女中 仲居急募」の広告が日立った。また、休業令の前後東京、名古屋からは 「ダ

ンサー 接待婦」「芸妓ダンス経験者募集」の広告があるのは、この体業令をにらんだ

ものといえる。

1948年 5月 「7.5休業令」は休止になり料飲店は営業を再開するが、7月 9日 、県

は特殊喫茶店に休業命令をだ し、17日 には解散 となつた。 こうして 1948年、1949

年には広告が皆無の月もあつた。収入は、3000円 (新潟 女中)か ら 7000円 (川 口

座敷女中)、 一家族が生活に充分な収入あ り (京都 女子接客)と い う条件で募集 し、

公娼制度が廃止 となつても「前借可」 (ノ」ヽ千谷町)を うた うものもでていた。県内の広

告が減少 していく中で京都市、金沢市、川 国市 (埼玉県)、 船橋市 (千葉県 )、 上山田

温泉 (長野県)の業者、料亭、喫茶店などの募集が拡大 し、女性たちは県外に職を求

めていかざるを得なかつた。

(3)1950年 から 1952年 (新潟民事部廃止から占領終了まで )

1950年からは、県内の広告はめにみえて少なくなった。この期間の県外の広告数は

1950年県内の 18件に対 し83件、1951年は 21件に対 し 136件、1952年は 55件に

対 し 59件 となつている。 とりわけ長野県の温泉地からの 「女給」募集が 日立ちは じ

め、1952年末まで、ほぼ毎月続いた。急激なインフレを反映 し、収入は月 1万円以

上 (高 田 株式会社三楽)、 2万円 (東京 社交喫茶)と うたつている。芸妓の需要殺

到、登録芸妓を求める (名 古屋中芸妓職業斡旋所)も の、そ して合資会社 (上 山田温

泉 )、 有限会社 (川 口市)、 株式会社 (東京、新潟)と でているが、業者の経営形態が

変化 してきたといえる。

敗戦後の生活は、戦争で夫を亡くした女性たちにとつては特にきび しいものであっ

た。 1950年 に 「未亡人の自活最適 (新潟 ゼノア・ クラブ)」 とい う広告が載った。

1949年 1月 末、県内の未亡人は 8466人、生活費は 1月 1200か ら 1300円 、配給品

も満足に買えない状態におかれていた。戦時中未亡人は再婚 させないとい う政策から、

再婚を奨励する政策に一転 した。「朝か ら晩まで働いていて親子二人が食べ られないが、

精神的にも経済的にも男に依存す る生活か らサ ヨナラする時期がきたのかもしれな

い」 と未亡人が自ら新間に投稿する状況下での広告だつた。

(4)慰安婦等募集広告年表

次に添付の慰安婦等募集広告年表 (1945年 8月 から 1952年 12月 )は、「新潟 日報」

掲載の広告をもとにし、募集名称は原文のまま、募集先は末尾にまとめた。
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慰 安婦 等募集 広告年 表 (1945年 ～ 1952年 )

県  内 県  外

●1945(昭和20D年

9.12、  14、  15、 17、 27
慰安婦 満 17制址 学圏 憫 前削 凌 鐸 導 旅鵠 射

籾 諦 利 礎 14番地 山田彦想 防 綿 議 謝 絵

9.14、 1&22
聯 ¨ 輌

新潟市住吉町 三ツ和慰安施設組合事務所

9.18、  19、 23、  25、 27、 29

祓 縣 募 満 17棚上 駆 相 前散 燿 欝 1

カ明 手取収入 1000円保証 経験者lt畷の 張 麟 要 旅費

送付 新商協団H4番地 山田彦想 Lケ ,刑謙議議会

9.19、

"、

21

女事務

…

  高田市伸町 興亜荘 0日ヨ訓療D
9。2
慰安婦 数十人

―

pr コック5人 女事務員 10

人 求応接セ ット数十組=組ニテモ可

高田市伸町 フォレインクラブ 0日高卵

東京都銀座ニノニ越後 ビル内 フォレインクラブ

9.23

接待婦 数十人 A― pr コック5人 女事務員 10

人 求応接セット数十組τ組ニテモ可

高田市仲町 フォレインクラブ 0日向陽D
東京都銀座ニノニ越後 ビル内 フォレインクラブ

9.26

慰安婦 年齢 16歳以上 45歳迄 食堂部其他 前貸

可

新潟山之下末広橋 山之下食堂 田辺幸平方 国想館

9.27、  28、  29、  30
接待婦数 数十人 未経験者可 通訳 3名 女事務

員 10名 仲居数名

高田市仲町 フォレインクラブぐ日高陽館 )

東京都銀座ニノニ越後ビル内 フォレインクラブ

9.30

接待婦 住込通勤 自由、食事衣類一切当方持チ

小千谷町 大竹屋

10.1、  2、  3、  7、 8、 9、  10、  12、  13、 14
新女性 食堂部・キャバ レー部・慰安部 。物産販売部

最高支給 他に通訳、仲居激名 宿舎あり

高田市 フォレインクラブ
10.2、  4
接待婦 住込通勤自由 食事衣類当方持

小千谷町 大竹屋
10.6

慰安婦 16歳以上 45歳迄 数名 食堂部其ノ他 通

訳 前貸シモ致シマス      新潟市山之下末
広橋下 山之下食堂 田辺幸平方 山之下 国想館

10.9、  10、  11、  23
女給 数十名 通訳 2名 事務員 数名 住込通勤

自由  高田市慰安施設協会 (高田市仲町 西川方 )

8.30

都下罹災貸座敷業者へ急告 戦後措置案ヲ議ス来

ル 9月 8日 午後 1時左記へ参集セヨ

浅草区新吉原江戸町 1ノ 17 東京都貸座敷組合

9.3、 5

糊 !放澤a業員 急告 衣食住及高級支給 前借ニモ

応ズ 地方ヨリノ応募者ニノ洲噴 支給ス

只橋区銀座 71

9.25、  26、 27
新女性 国際親善国民外交ノ第一線二立ツ溌刺タ

ル女性最高収入 衣食住給与

京橋区銀座 特殊慰安施設協会キャバレー部

10.5、  7、  8、  9
ダンサー、喫茶女店員 (慰安婦二在 ラう  無経験

者歓迎   東京都芝区新橋 国際親善施設協会
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1945年

県  内 県  外

10.10、  12、  13
ダンサー・女給・接待婦 素人歓迎

収 lCDCl円 上保証 前借相談

新潟市内

衣食住保証 月

内藤旅館内 中尾

10.21、  24、  28、  29
純社交ダンサー

被服履物貸与

10.24、 29

接待婦 さん数名

員数名 通訳数名

10.16、  17、  18

新女性 ダンスホール完成、キャバレー部・食堂部・

販売部。喫茶部に新に百名

高田市 進駐軍高級倶楽部フォレインクラブ

10.18、  21、  22
接待婦、喫茶部少女、給仕、ダンサー 素人ハ指導 月

収 3CXl～2CDO円 何 レモ住込 ミ可

柏崎市 富士ダンスホール 重森寛

慰安婦ニアラズ 主食・寄宿舎完備

新発田町 不二倶楽部

女給数十名 ダンサー数名 女事務

高田市 ペーパーハゥス河内

10.24、  25
国際社交新女性 女性 数十名 女子給仕人若干名

女子通訳若千名 雑役夫θ 女)若干名 前借及服装貸与

新潟市西堀 8 キャバ レー・ ニイガタ仮事務所

10。26

営業開始 戦災にて休業中の虎柏崎市へ移転 慰安

所、特殊飲食店を開業 しました。ホール、食堂、慰安

婦の設備 もございます

萬壽棲 (元長岡市遊郭 鈴○)

11.2

ダンサー (慰安婦ニアラズ) 主食、宿舎完備 被服

履物貸与

11.2、 3、 5、 6、 7

新発田町 不二倶楽部

新女性 数百名急募 喫茶部、ダンサー・接待部、通

訳 女事務員 数名

村松町 特殊慰安施設 キャバレー・サクラ

11.3、 5
女中さん 17、 8歳～22、 3歳

小千谷町 旅館 喜楽亭

11.5、  6、 13

女給、ダンサー   高田市 高田市慰安施設協会

11.7、 9
高給女給さん 数十名 女子通訳 さん 数名

高田市 ヴィナス ハウス (河内)

11。 11

新女性 数百名 通訳 数名   ニュータカタ

高田市 高田市慰安施設協会

11.9、  19、 20、  25、  26、  28
新女性 百数十名急募 男女通訳、女事務員、ダン

サー 十数名 住込通勤自由  二平―タカタ第一

(旧大和会館) ニュータカタ第二 (旧万粋パレス)

高田市 高田市慰安施設協会

10。 13、  15
新女性接待婦 勤務先 東京都内素人歓迎 衣食

住保証 月収 2剛 円以上保証 前借相談

内野町 渡辺九右衛門

10.14

慰安婦 就業先 東京都立川パラダイス 数十名

早イ者勝 収入多大 衣食住保証 前借相談

oCXXl円以上 1万円程度)

西蒲原郡巻町 野沢庚子郎方

10.22

ダンサー 2∝Ю名急募 東洋一の豪華キャバレ

ー 近日デビュース RAAキ ャバレー オアシ

ス ギンザ 自由 自主 強制ノ心配ナシ 高級

衣食住 給与ス

銀座 卜 1 特殊慰安施設協会 (RAAl
キャバレー部

10.24

女子従業員 女子従業員若干名

銀座 特殊慰安施設協会慰安部

11.7、 9
慰安婦 数名 急募 衣食住完備 収入最低 4千
円確実 希望により前借に応ず (早い者勝ち)

東京都立川 楽天地

申込所西蒲原郡巻町 野沢庚子郎方

11.10

芸妓 三千名 進駐軍慰安 旅行転出には便宜を

与う         銀座 特殊慰安施設協会
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1945年

県  内 県  外

11.16、  17
新女性 百数十名急募 男女通訳、女事務員、ダン

サー 十数名 住込通勤 自由  ニュータカタ第一

(旧大和会館) ニュータカタ第二 (旧万粋パ レス)

高田市 高田市慰安施設パ レス協会

11.17、  19、 20、  21、  22、  23、  24、  25、  26
高給女給 さん 30名  女事務員 さん 男女通訳 2
名 衣類等の相談に応 じます

高田市  レス トラン・ フジ

11.18、  20
女給 新潟市 純カフェー 喫茶白ばら

11.20、  21、  22、  25、  26、  27
接待婦さん、女給 さん 数十名 前借、衣類等求聴

高田市仲町 ヘープン (旧 カフェーマサル跡 )

11.21、  22、  23、  24、  25
慰安婦 県内外を問わず斡旋に応ず

新潟市 山田屋

11.26、  28、  29
慰安婦 芸妓経験者 10名 18歳～25歳 御座敷

女中 17～23歳        柏崎市 都クラブ

11.27

新女性 百十数名 ダンサー 数十名 栄養士経験
ある女性 数名   高田市 高田市慰安施設協会

12.1

ダンサー、女給、接待婦 素人歓迎 衣食住保証 前

借応談 月収 1千円以上保証    新潟市 福田

12.2、  4、  7、  17、 22
接待婦 さん、女給 さん数十名 ダンサー数名

高田市 ヘープン

12.2、  22、  25、  26、  27、  28、  29、  30、  31
高給女給 さん 30名  女事務員 さん 数名  女通訳
2名     高田市 レス トラン・フジ (1日 ふ じ長 )

12.4、  7、  11

慰安婦 17歳以上 学歴不問 前借及び衣装類貸与

月手取 り 1千円を協会が保証 経験者は親の承諾不

要 旅費送付可能

新潟市本町通 14 新潟福寿協会 (山 田彦九郎方)

12.11

慰安婦並接待婦 新潟市 隅田川

12.18、  20
歌手 (女 )、 踊手 (女) 東洋少女楽劇隊 30名
14～ 17歳 未経験者可   新潟市 新潟花月劇場

12.25、  26
近 日開店 待望の社交場

高田市  レス トラン 。フジ

12.25、  26
絢爛国際社交場 25日 開場

新潟本町 14中央 キャバ レーニイガタ

12.27

本 日開店 レス トラン フジ  高田市 (旧ふ じ長 )

12.14

芸妓 3千人 進駐軍慰安

東京都

12.23、  24、  27
芸妓 若干名 経験の有無不問

特殊慰安施設協会

前借に応ず

東京都 鳳 協会
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1946年

県   内 県  外

●1946(昭和 21)年

1.3、  5、  9、  13、  16、  18、 20、  23、  28
座敷高給女中 下働き

高田市 レス トラン・フジ

1.7、  9
慰安婦、女中   柏崎市 富士

1.9、  12、  16、  19、 28、  31
慰安婦 女性最高収入 県内外を問わず斡旋する

新潟市 山田屋

1.12、  13、  31
接待婦、女給、ダンサー、炊事婦

高田市 ヘーブン・ クラブ

1.14

慰安所,御料理、御座敷は高壽棲を御利用下さい

柏崎市  萬壽棲
1。 18、  25、  19

歌手、舞踊         新津町 中村興行社

1.31

ダンサー、婦人通訳、女子務員  社交舞踊場 教養

ある新女性        新潟市 ダンスランド

2_2、 4、 6

ダンサー 50人  ほかに婦人通訳及び女子事務員
経験不問 教養ある近代女性

新潟市 ダンスホール・ダンスラン ド
2.5

御座敷高給女中、下働き、女事務員 衣装貸付住込

高田市  レス トラン・フジ
2.8

ダンサー 米軍サー ビスクラブ 身長 5尺以上 宿

舎あり 面会日は9日 午後4時
新潟市 不二倶楽部

2.8、  10、  13
芸妓、仲居 フォレイン・クラブの名で進駐軍の倶
楽部としての任務を果たし、国際クラブを新設する。

高田市 国際倶楽部

新潟市 喫茶ビクター

2.14、 20
ダンサー 白山公園内 進駐軍専用 教養ある近代

女性  女子事務員及び通訳 高女卒の上品な方

新潟市 キモノイン・ダンスホール

2.16、  17、 25
高給御座敷女中及び事務員

高田市 レス トラン・フジ (1日ふ じ長 )

2.10、  11、  13
女給 さん

1.2

月光少女楽劇団員 舞踊、歌手、楽士 未経験者

可 女性に限る

本部 東京都浅草区田島町 新潟市 五十嵐靖

1.4、  6、 8、  11、  12
芸妓

1.12

東京都 RAA協 会

月光少女舞踊楽劇団員 15歳以上 13歳迄

月光少女舞踊楽劇団本部

1.22

麗人 lCXXI名 急募  教養あるダンサーとして国

際外交場裡に活躍せんとする新女性 ! 経験の有
無を問わず収入業界最高/RAAへ ! 連日詮衡

午前 10時～3時

銀座 8丁 目 RAA協 会
1.25

美人 ダンサー‐ キャバレー熱海近日開場
国際社交場の女王として女性の最高の収入を得ん

とする教養ある新女性 ! 経験の有無を問わず連
日詮衡 !

新橋・橋際 RAA協会キャバレー係

2.1、 3、  5、  8、  10
芸妓 経験の有無不問 優遇 至急募集す

東京銀座 RAA協 会

-59-



1946年

県  内 県  外

2.26、 28
サー ビスガール 百名

高田市
3.1

女給 委細面談

国際クラブ (旧 フォレインクラブ)

柾谷 /1ヽ路  白バラ

3.2、 5

開店御技露 新 日本建設二旧キ殻 ヲ捨テテ三軒ハ三

月一日カラ皆様ノ料亭 トシテ御歓待致シタイ ト存ジ

マス 美人給仕婦のサービィス

高田市栄町 三鈴 たから亭 コス̀引ドリタン ラブ

3.2、 3、 6

サービスガール 百名募集

勤務場所 東京 横浜 長野 上田 高田

高田市 国際クラブ o日 フォレインクラの
3.5、  10、  16、 23、  28
慰安婦 女性最高収入 希望で県内外を斡旋する

新潟市 山田屋
3.8、  12、  14

新女人

3.15、  17
女給 さん

3.22、 24
舞踏手 寄宿舎 。食事完備

3.25、  27、 28
高給御座敷女中 高田市 レス トラン・フジ

3.26

ダンサー 安心 して働 ける ダンス教 寄宿舎・食

事完備 新潟市 ニヒガタ
4.6、 8

ダンサー 明朗なる近代女性 白山公園内

新潟市 キモノインダンスホール

4.16、  18、  21、  23
慰安婦 女性最高収入 希望者は県内外に斡旋

新潟市 山田屋
4.24、 26

芸妓、女給、仲居女中 素人にても可
高田市 ヘーブン クラブ

5.3

女店員 4人急募 15-20歳通勤者
新潟市古町6 茶房青柳

5.3、  5、 6
接待婦 満 17歳以上 住込可 多忙のため優遇

新潟市古町 6 茶房青柳
5.5、  6、  10

ダンサー 10名急募 未経験可 衣装・靴 心配不

要 固定給支給す 高田市仲町 国際倶楽部
5.27

女事務員 1名  女給仕 2名 住込可

高田市本町 ヴィナス カワチ 純喫茶部

5。29、  31
接待婦 数名

6.5、 30

接待婦 数名

ニヒガタ

高田市 ヴイナス ハウス

ニヒガタ

満 17歳以上 27歳位まで

柏崎市新花町 舞鶴家

満 17歳以上 27歳まで

柏崎市新花町 特殊飲食店 舞鶴家

3.9

芸妓 至急募集

3.24、  25、  28
芸妓、慰安婦 収入多額請合

2.26

ダンサー 勤務地は銀座、

市り!|、 立りII、 熱海 など

品川、木挽町、赤羽、

東京 RAA協会

RAA協会

山田、自濱、湯沢温泉

4.1

芸妓、慰安婦 収入多額請負

山田、自濱、湯沢温泉
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1946～ 1947年

県  内 県  外
6.19

ダンサー (経験有無不問)

新潟市白山公園内 キモノインダンスホール
6.26、  27、  28、  30
慰安婦 県内外アッセンス

新潟市東堀 12木ノ下小路 山田屋
7.1

慰安婦 県内外アッセンス

新潟市東堀通 12 山田屋
7.19

接待婦 月収千

れる方は御相談1円

～二千円位 住込 接待婦になら
に応 じます

柏崎市新花町
8.14              

特殊飲食店 富士

16～ 17日  納涼ダンス ダンス教授開始

新潟市
11.6               

キモノインホール

高級座敷女中∈ 妓)、 女事務員、下働き女中

高田市
11.24              ' 

レス トランフジ

芸妓 仲居 17歳 より23歳位まで

11.24              
高田市 置屋楽楽

女給 17歳 より23歳位まで

新潟市松竹館裏 梅芳
12.8、  10
御座敷女中 4V 5`名

12.8

酌婦 衣類貸、

12.8

長岡市 長岡会館

諸芸仕込す、満 18歳から30歳まで

柏崎市 高壽家

芸妓及見習 衣類貸、諸芸仕込す、年齢問ず

小千谷町 料理置屋 大竹屋

小千谷町 料理置屋 松川屋
12.21

芸妓、座敷女中、仲居 素人仕込す

高田市 御料理 楽々

●1947(昭和 22)年
1.9

芸妓、座敷女中、仲居 素人仕込す 衣類あ り

高田市  御料理楽々

1.9、  13
芸妓、女中、仲居 素人にても可 衣類用意あり

西蒲原郡岩室 岩村三業組合 佐藤幸一
1.10、  12、  15
御女中 17才 より 25才まで 1カ 明 3千円以上保障
衣装貸与            本町 14 ときわ

1.25

芸妓、仲居 経験有無不問見習可 衣装貸与収入多

高田市 高陽館
1.25

芸妓、座敷女中、仲居 置屋楽々

ダンス経験者希望 素人でも可

名古屋市 アジア会館

11.24

給仕婦

-61-



1947年

県   内 県  外

2.18、 22
女給 さん  新潟市礎町 喫茶 とおでん酒寮 喜代川

2.22、 23
芸妓 素人歓迎 5名 衣類の用意あり 至急募集

高田市仲町 芸妓置屋 楽楽
2.28

芸妓数名、芸妓見習数名 素人歓迎 衣類の用意あ

り 旅費支給 至急募集

直江津町名古新地 芸妓置屋  さ 川ゝ

3.2、  4、  9、  11、  15、 26、  30
働 く女中さん急募 18歳以上 25歳 月収数千円 衣

類用意あり 新潟市本町 14 料理業 水田
3.3、  7、  10

働く女中さん急募 18歳以上

新潟市本町 14 料理業いろは 泉田さだ
3.5

芸妓 数名、芸妓見習 数名

直江津町名古新地 芸妓置屋 さ 川ゝ
3.9、  11、  13

御女中 18歳から25歳 収入 lヶ 月 3千円以上

新潟市本町 14 料理業 川竹
3.13、  16

女中 さん

衣類貸与

3.16

健康な年齢 17歳以上 月収 3千円以上

働 く女中さん

3.20

女事務員 3名 20～ 30才   長岡芸妓置屋組合
4.26、 30

女中さん 18歳以上 25歳未満 月収 3千円以上

新潟市本町 14 料理業 水田
5.6、  8、 10
働 く女中さん  18～ 25歳 月収 3千円以上

新潟市 川竹
5.7

ウエー トレス (女給仕人) 18～ 23歳

新潟市 日本海会館内 情報部
5,9

芸妓及見習、女中 高田市 楽楽
5.23、  25、  27、 29

働 く女中さん 月収 6千円以上 健康な 17歳以上

生花、茶教授   新潟市本町 14 料理業 ときわ
5。25

働く女中さん 収入莫大 衣類貸 18歳以上 25歳
位 国際的観光地

上越線湯沢温泉 小料理屋 やまだや
6.2、 4、  7、  9、  12、  14

働 く女中 17歳以上 月 6千円以上保証

新潟市 ときわ

6.3、 5、  6、  8、  25
働 く女中 18歳以上 月収 6千円以上

新潟市本町 14 川竹

新潟市本町 14 料理業 ときわ

18歳から25歳 但し健康な方

新潟市雪町 料理業 都家

2.23

求座敷女中 食事付住込

円以上

家具衣類貸 月収 7千
川口市 料亭堀川家

5.4

給仕婦 若干名 芸娼妓ダンス経験者希望 素人

も可        名古屋市 アジア会館

5.8

明朗インテ リ女性  17～23歳 月収 1500円

勤務先 東京上野公園明月園 (日 本優生結婚協

会)事業部、料理部、旅館部へ配属

水原町下条 長谷川武一郎

6.1、 2、  3、  10、  11、  12
ダンサー及び接待婦 東京都内 収入多大

面談先・新潟市山ノ下猪爪方

芸妓ダンス経験者希望 素人も可

名古屋市 名古屋アジア会館

6.5

給仕婦
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1947年～1948年

県  内 県  外

6.4

働 く女中 17歳以上 収入多大   柏崎市 富士

6.8

女中                新潟市 千歳

6.12

ダンサー

7.6

ダンサー 転業の絶好機会 7.5休業公布さる 収入

多大          高田市 高田社交クラブ
7.17、 18

女中 勝手 と座敷 住込み  新潟市本町 14 銀波

7.21

舞踏手 未経験者可  高田市 高田ダンスホール
7.21、 24

働 く女中 17～30歳
7.22、 23

楽士ダンサー 性 。年齢不問

柏崎市 舞鶴屋

新潟市 三山興行部
7.31

働 く女中 18歳以上 収入多大

柏崎市 特殊喫茶富士

8.1、 3、  5、 8、  12
働 く女中 17歳以上 生花・茶教授設備有

新潟市本町 14 ときわ

8.4

働 く女中 18歳以上 収入頗 る多く優遇

柏崎市 特殊喫茶店 竹野屋

8.5、 9、  11、 16、  19
女中 17歳以上 25歳まで

新潟市本町 14 喫茶料理業 川竹
10.6

ダンサー 寄宿舎完備

10.13          
高田市 高田ダンスホール

芸妓 仲居 霧          高
10.22、 23              

田市 高陽館

働く女中 17歳以上 26歳

新潟市本町通 14 喫茶料理業 川竹
12.17

ダンサー 新女性を求む 寄宿舎あり

新発田市 ダンスホール・マイハウス
12.18、  19

女中 住込み 20～30歳

新潟市本町通 14 喫茶 銀波

●1948(昭和 23)年
1.12、  14、  17

女中 18歳より 3Cl歳ま
‐
で

新潟市本町 14 ときわ

2.10

サー ビスガール 17歳以上 収入多 戸籍抄本持参

柏崎市 特殊喫茶富士

年齢不問 未経験者可 収入多大

高田市 高田ダンスホール

7.7

給仕婦 芸妓ダンス経験者希望

名古屋市

素人も可

名古屋アジア会館

10。 19

給仕婦  芸妓ダンス経験者希望 素人も可

名古屋市 名古屋アジア会館
12.4

女子接客係 25歳まで 月収 1家族が生活に充
分な収入あり          京都市 満潮

12.18

給仕婦 芸妓ダンス経験者希望 素人も可
名古屋市 名古屋アジア会館
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1948年～1949年

県   内 県  外

5。2

女給さん 優遇します       柏崎市 富士

6.11

喫茶女給 18～23歳 女の最高給優遇

新潟市米山旅館方 小野島

6.13、  18
御女中さん 18～25、 6歳

新潟市 喫茶料理業 川竹

8.29

ダンサー及女給募集 ダンスホール及喫茶店経 18～

24ま で近代的明朗な女性を求む

新潟市山之下 イノヅ

10.13

芸妓、仲居

10.25

芸妓、仲居

11.5

女中さん 2、 3人

●1949(昭和 24)年

2.5、  12
女性 25歳前後 3～4人

高田市 高陽館

高田市 楽々

高田市 御料理 富士

収入多 衣裳前借可

小千谷町裏町 和泉屋

2.27

芸妓、座敷女中 衣装貸与 収入多額 高給優遇

高田市仲町 御料理富士

3.2

芸妓、座敷女中 高田市仲町 御料理富士

4.2

ダンサーと女事務員 白山公園内 ダンサーは 19～

25歳 女事務員は 19歳以上

新潟市 オリオンダンスホール

5.18、  20、 22
女事務員、座敷女中、勝手働女中 高田市 富士

7.29

御座敷女中 1名 芸妓数名 住込み可能な者 高級

優遇す 19～25歳 高田市仲町3 御料理富士

10.22

御座敷女中 20～ 28歳 近代的女性

小千谷裏町 旅館和泉屋

3.15

酌婦 17～ 16歳

4.25

酌婦 18～25歳

金沢市 愛宕夢香園料理組合

金沢市 辻ノ家

8.3、 12
給仕婦 新館増築に付給仕婦

給仕婦ダンス経験者又は素人

9.1、 26
給仕婦 新館増築に付給仕婦

給仕婦ダンス経験者又は素人

数名入用 芸娼妓

名古屋 天龍閣

数名入用 芸娼妓

名古屋 天龍閣

16～30歳迄、住込衣類貸与

川国市幸町 喫茶立花

16～30歳迄、住込衣類貸与

川口市幸町 喫茶立花

2.21

女給 さん 18-25歳、衣食付、収入多、大至急面

談

長岡駅前丸山旅館内 小金 東京特殊喫茶

2.23

座敷女中 素人可 食事付住込 寝具衣類貸 月

収 7千円以上

埼玉県川口市幸町 料亭

1.27、  29
女給、芸妓

2.9

女給、芸妓

3.6

女給、座敷女中

4.11

女給、御座敷女中

千円以上

堀川家

埼玉県川口市幸町 料亭立花家

麗人求ム 18-35歳 年間 7

川口市 若水

11.10、  19
女給 18才～25才 収入確実 衣類貸与 住込

家族的優遇 事情有る方特に御相談

川 国市 喫茶 若水
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1949年～ 1950年

県  内 県  外

●1950(昭和 25)

2.11

御座敷、家手女中.芸妓 若干名 高田市 富士

勝手場働

3.20            
女中 2人御座敷美人女中、勝手場働き

小千谷市 和泉屋旅館き 1人
3.23

女中 近日開店 急募

新潟市本町 14番地

いろは 福田屋 川竹 水田 銀波
313.28、  30、

数名至急求む女中さん

新潟市本町 14 飲食業 川竹

近日開店 数名求めます

高田駅前 玉福

5.23

女給 さん 数名 開店急募 18歳以上 25歳迄

柏崎市 喫茶料理 ○○ (旧名富士)

6.17

女中さん 18～27歳位 数名 至急

新潟市本町 14 飲食業 川竹

仕給
２９
女

４

4.2、 4
女給  上山田温泉 合資会社カフェー サカエ

4.16

女給及芸妓      川 口市 喫茶料亭 堀部

4.20、  22、  23、  25
女給   上山田温泉  カフェーハツネ 幸楽

5.5、 9、  11、  13
女給 月収 7CXXl円保証 19～ 25歳

上山田温泉 カフェーハツネ 幸楽

5.9

御座敷女中 高級優遇ス衣料無料貸与 旅費支給

移動証明持参ノコト 宇都官市 幸楽
5.22

女給及芸妓 25歳まで 身長体重写真同封

埼玉県川 口市 喫茶料亭 若水

5.22、 26
女性 月収 2万円以上 19～23歳 衣裳貸与 住

込食事付   新宿駅表口 社交喫茶  ドリアン

5.26

座敷女中 月収 3CXIXl円以上 20から 26,7歳

千代田区 高級旅館 福寿荘

20～23歳の美人

千葉県船橋市 ホリ

12.1

女給 さん 日収 5CXl円 内外

12.24

女給 上山田温泉

1.10

女給

1.26

美人女給 数十名急募

東京都世田谷区

2.6、  12、  25、  26、  28

千葉県船橋市 堀

カフェー ハツネ

上山田温泉 ウルワシ

社交喫茶 アルプス

カフェー ハツネ

千葉県船橋市 堀

カフェー ハツネ

千葉県船橋市 堀

埼玉川口 料亭堀部

女給

2.17

女給 さん

3.4

女給

3.7、  12
女給 さん

3.15

女給及芸妓

6.11

女給 日収 〕∞ 円

上山田温泉

上山田温泉
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1950年

県   内 県  外

6.18

座敷女中 25～ω 歳美人

7.16、 18

御座敷女中及芸妓

高田市 玉人家

19歳 より

高田市仲町 御料理 富士

9.8

女給 高田市 新雪

7.6、  10

女給 19～ 25歳 チップ 売上歩合 月 〔Ю00円

保証       上山田温泉 カフェー 幸楽

7.10、  19
女給 19～ 25歳 チ ップ 売上歩合 月 7CXIO円

保証      上山田温泉 カフェー ハツネ

7.10

麗人 収入多大 当方外人向旅館 ダンス、英会

話できる人特に歓迎

横浜市中区石川町 ホテルバンガロ

7_10、 13
女給 月 1硼0円以上

江東区州崎弁天町 カフェーみやこ

7.29

麗人 女給さん 近代的なホテル 28日 開店 月

収 lCXICX3円  10数名求む

信州戸倉温泉 カフェー憩 沢とら子
8.15、 24

女給 月給 3∞0円  売上歩合五分 チ ップ 17
～25歳  70CXl円 以上 住込食事付 衣類貸与

上山田温泉 カフェー ハツネ
9。 1、  5、 25、  30

女給 美人 月給参千円 売上歩合五分 チ ップ

七千円以上

上山田温泉 カフェー ハツネ
9.3

麗人 十数名 月収数千円 貸衣装あり

上山田温泉 カフェー不二

9.21

女給急募 素人も可 住込 年令 25迄 収入確

実 衣類貸与 其他多少事情相談応

川 国市 喫茶若水

10.1

女給 5-6名 食事付き 19～ 30歳まで 写真郵

送 紹介可

戸倉上山田温泉 カフェー 。キヨカワ

10.6、  13

美人募集 容姿端麗なる方 5-6名  高給優遇ス

18～ 25歳マデ 写真郵送紹介可

山田温泉 カフェー 清川
10.6

美人 月給 3千円 売上げ歩合 1∞ 円に付き 5円

チップ 7千円以上有 19歳 30歳まで

信州上山田温泉 カフェー ハツネ

10.10、  27
女給 18-25歳 収多素人可 住込 固定給有

川口市 立花家喫茶部
10.11

女給 月 1万 5千円

東京 カフェー 銀サロン
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19504平

県   内 県  外

10.30

女給 さん  近代的サ ロンとして近 日中に開店 通

勤住込み自由 高額給料支給

新潟市本町 14 サロン ときわ
11.1

女給さん 経験不問 通勤住込自由 高額給料

新潟市本町 14 サロン ときわ

11.15

女給 美人 住込通勤自由 食事付 衣類貸
新潟市本町通 14 カフェー 並木

11.18、 20
求婦人 高尚優美な仕事 生活保証 未亡人の自活最
適         新潟市寄居町 ゼノア・クラブ

10.18、  22、  25、 30
求接客婦 17-22歳  素人可

名古屋市 柴田

10.18、  19
働 く女性 新装なれる大サロン 容姿端麗 月数

千円 住み込み 貸衣装あ り 応募 の旅費支給

十数名

信州上山田温泉 新世界 カフェー 不二

10.23

女給 さん 20-23歳 の美人の方を求む 住込み

衣服貸与、月収 1万円以上

東京 喫茶ルナ

11.3、  14、 20
女給 美人 19～28才迄 月給 3CXIXl円 売上歩

合 1∞ 円に付 5円チップ 7000円 以上確実 住込

食事付 衣類無料貸 本人来談写真郵送照合

上山田温泉 カフェー ハツネ
11.5

女給 美人 満 18～28才 月収 1万円以上 旅

費支給    戸倉温泉 カフェー憩 沢とら子
11.5

女給さん 19～ 25才、素人特に待遇、衣食住保
証、月収 1万 5∞0以上、写真同封で書面送れ

江東区深川洲崎弁天町 玉置勝二郎 玉勝
11.11、  21
働 く女性 戸倉駅下車 満 18才以上、収入多大

カフェー チクマ

11.13、  17、 18
働 く女性 至急増員 容姿に自信のある 20才前

後の新女性 十数名 月収 Ю∞ 円以上 貸衣装
の便あ り 旅費支給

上山田温泉  カフェー 幸楽
11.16

女性 19才より 身長 5尺 1寸以上 最低 70∞
円保証 衣食住支給す 写真送付次第返信す

東区上野松坂屋北ロ グラン ド・エイ ト
11.16

舞台出演女子 20才迄 無経験指導 生活保証 履
歴写真送付      新宿区柏木 JMA芸能

11.17

女給 25才まで 住込衣類貸与 収入多大 事情
ある素人にも相談応 じる

埼玉県川口市幸町 喫茶 若水

11.16、  17、  18、  19、 20、  21
求芸妓 芸道有無不問 下宿料支払 ウモ相当収入

有 り      上山田1謀 芸妓下宿 若島家
11.20、  24、  25
女給 さん 数十名 18～30才迄 収入 1万円以

上 衣裳貸与 住込素人も可 組合所属の社交喫

茶 16店 組合長が相談に応 じる

上山田温泉 社交喫茶組合組合長

ウル ワシ 原田秀雄 ,
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1950年～1951年

県  内 県  外

●1951(昭和 26)

4.3、  11

近代女性 新装なつた近代式大社交場 月収約 1万

円

4.4

高田市 株式会社三楽

女給 さん 多数求 住込自炊

本町 14 カフェー並木屋

4.5

芸妓、御座敷女中      高田市 御料理富士

18～ 30才  10人 旅費日当支給

上山田温泉 社交喫茶ダイヤ中島人重子

20～23才の美人 住込食事設備有 衣

月収 2万円以上

東京都千代田区神田 喫茶ルナ

11.23

女給 さん

11.30

女給 さん

裳貸与

3.6

明朗な麗人 十数名 18～25歳
上山田温泉 カフエー 0キ ヨカワ

3.6

美人女給 18歳以上 月収 1万円

上山田温泉 紅ばら

3.6

働 く新女性 十数名 容貌に自信ある 19～25歳
位 月収 1万円

上山田温泉 カフェー・サカエ

4.4

女給及料亭女中 住込素人可   川口市 立花

4.4

新女性 上品な職場 月収壱万円程度 衣装貸与

上山田温泉 サカエ

4.4、  7
芸妓 さん 現在制度では一番理想的な下宿制度を

鋤

4.4、 7

働 く新女性  19～ 25

以上

4.4、  7、  13

上山田温泉 一カ

才までの麗人 月収 1万円

上山田温泉 ウルワシ

働く若い女性 月収 1万円以上確実

戸倉温泉 志乃ぶ

4.4、  7、  13
女給美人の方 月収 5千円以上他歩合 1割

上山田温泉 すずか

4.4、  7、  13

美人女給さん 月給歩合

L山 田温泉 カフェー福住

4.5、  7、  13、 24、  26
美人女給数十名 月収 1万円内外

上山田温泉 キヨカワ

4.13

働く新女性 月収 8,9千円
上山田温泉 社交喫茶ダイヤ

4.13

美人女給 月収 1万円内外 18歳以上

上山田温泉 みの り

4.13

求女性 月給外歩合 5分   上山田温泉 ゆ りヽ

4.13

麗人の女性 月収 1万円

上山田温泉 喫茶みどり
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1951年

県  内 県  外

4.23

女給 衣食住保障 月収 1万 5千円以上

江東区深州洲崎 カフェー玉勝
5.1、 30

麗人女給 月収 1万円内外 18歳以上 30歳まで

5.5、  6、  12
美人女給 月収 1万円以上

上山田温泉 安兵衛

数十名急募

戸倉温泉 カフェー憩
5.6

女給 月収 2万円以上 20歳～30歳 住込食事

設備有 り        神田旭町 喫茶ルナ

5.27

芸妓 美人 18才～26才 月収 1万円以上

戸倉温泉 双葉
6.3、 9

美人女給 月収 1万円 戸倉温泉 (山富貴)若林
6.6

女性 通勤住込自由 月収多大 20～25歳
横須賀市安浦町 カフェー福仙

6.6、  7、  16、 20、  27
女給  美人月給 3千円 売上歩合 lCXl円 に付 5

円チ ップ 上山田温泉 カフェーハツネ
6.6、  21、 27

麗人女給 月収 1万円内外

6.7

美人女給 月収 1万円内外

上山田温泉 安兵衛

上山田温泉 紅ばら
6.9

美人女給 月収 1万円内外

上山田温泉 みの り

6.9、 25
女給 衣食住保障 月収 1万 5千円以上 18～ 23
迄          深川洲崎 カフェー玉勝

6.15、  17
女性 経験者素人不問 6千円以上

上山田温泉 高級社交喫茶 フロンス

6.20

働 く女性 28才迄    上山田温泉 ウル ワシ

6.30

美人女給

7.11、  15

月収 1万円内外 18歳 ヨリ28歳マデ

喫茶女給及び料亭女中

7.11

戸倉温泉 カフェー憩

確実なる収入多し

川口市 三業組合長

美人女給 月収 1万円以上 旅費支給

上山田温泉 合資会社 カフェーチクマ

7.12

女給 さん 18～23歳 収入多   川 口市 ホ リ

7.12

女給 さん 川口市 18～25歳 生活保証す

川 国市 喫茶いろは
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1951年

県   内 県  外

7.12、  19、 22
新女性 希望 と夢が実現 されて楽 しく働ける 月

収 1万円以上 食事付女子寮完備

上山田温泉 高級社交喫茶サカエ

7.18、  12

女性 月収 1万円以上

上山田温泉 カフェープ リンス

7.18、 20
女給 月収 1万円以上 食事付き 18～ 30歳

上山田温泉 喫茶キセン

7.18、 22
女性 20～25歳 経験なくも可 月収多大

横須賀市安浦町 カフェ水明

7.18、 31
麗人 月収 1万円以上

上山田温泉 カフェーウルワシ

7.18

美人女給

7.19、  20、

美人女給

7.28

ダンサー

月収 1"  戸倉温泉 輌
21

188歳 まで数十名 月収 1万円以上

上戸倉温泉 カフェー憩

近日開店 素人も可

7.30

働 く女性  18ハ‐30歳

川口市 川ロキャバレー

月収 1万円以上

上山田温泉 カフェー菊水

8.4

働 く女性  18～ 30歳 月収 1万円以上

上山田温泉 カフェー菊水

8.4

新女性 現代女性の好職場 28歳まで り渾以上

上山田温泉 社交喫茶ダイヤ
8.5、 9

美人女給 月収 1万円内外  18歳以上

上山田温泉 みのり

8.7、 8

求女給 美人 月給 3CXXD円  歩合 1∞ 円に付き

5円チップ 1万円以上確実 19-28歳  素人可

上山田町 カフェー ハツネ

8.8、  18
麗人 月収 1万円以上

上山田温泉 カフェーウルワシ

8.10

お座敷女中 18～25歳 収入多大

宇都官市 幸楽

8.12

女給 18～20歳 素人でも可 月 1万円以上

東京都 カフェーあづま清水○

8.26

登録芸妓 芸妓の需用殺到 収入多大 至急登録

者を求む就業確実

古屋市 名古屋中芸妓職業斡旋所
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県  内 県  外

求明朗   新潟市 酒寮シスコ

明朗なる 2名  18～28歳
高田市 清瀧

昭和新町 カフェーナポリ

6千円以上 18～ 24歳

高田市 品り|1軒

8.26

美人 月収 1万円以上 東京社交クラブミナ ト上

山田温泉カフェーミナ ト増設

上山田温泉 カフェーミナ ト
8.27

女給 さん 18～30歳 月収 1万円以上採否に関

わらず旅費支給   上山田温泉 カフェづ卜→イ
9.4

女給 さん 19よ り 27位 収入多大 当初着貸 し

ます

9.8、  14、 26
麗人女給 月収 1万円内外

湯田中温泉 明治

18以上 30歳まで

上山田温泉 安兵衛

度ほかにお勝手女中さん 2名募集
上山田温泉 社交喫茶ウルワシ

9.30

御座敷女中 店主・柏崎町出身 20歳 より 30歳
月収 7千円保証 東京都青梅市 緑屋

10.8

働 く女性 19～ 28才迄 衣裳貸与 食住無料 月

収 1万円程度

上山田温泉 社交喫茶 ウル ワシ 原田美代子
10.8

女給 28才迄 月収 1万円以上

上山田温泉 カフェー サカエ

10。 13、  14、  16
女給 さん 18～ 25、 6才迄 数名 衣服貸与 住
込 収入 7、 8千円位 写真送付

戸倉温泉 カフェー パ レス

10.16

喫茶女給、ダンサー 23才迄 収入多 素人可

衣裳貸与    川 口市幸町 キャバ レー 川 口

10.27

美人女給 満 18～ 30才位 収入多大固定給有
当方より参上 ご来店の方旅費支給

上山田温泉 カフェーチクマ 宮原たかの
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県   内 県  外

11.6

女給 さん           カフェー ナポ リ

11.9、  11、  12
新女性 18～22才迄 10人 月収 13∞ 円以上他相

当有 食費・寝具 。一切当方負担

面接場所 新潟市古町 11番町 若月藤人宅

長岡市殿町 キャバ レー グラン ド・ナポリ

12_2、  5
御座敷女中、芸妓 18～ 30才まで、若干名

高田市仲町 割烹 富士

12.8、  11、  14
女店員 セン トラルダンスホールは閉店 し「サ ロン

セン トラル」 として誕生    サロン セン トラル

11.8、  12
_万円内外 旅費麗人女給 18～30才迄 月収 ]

上山田温泉 安兵衛支給

11.8、  12、  15
求女 19～25才迄 月収 1万 5千円保証 衣類

無料貸  上山田温泉 合資会社カフェーハツネ

11.10、 12

喫茶女給 25才迄 収入多 素人可 衣裳貸与

高給喫茶 立花川口市幸町

11.10、  15、  18、 25
月収 1万以上 優遇ス女給 28才迄

上山田温泉 カフェー サカエ

11.12、  22

女給さん 18～23才迄 住込衣貸 収入多

ホワイ トリリー川口市幸町

11.13、  21

美人女給 月収 1万円以上確実 旅費支給 素人

戸倉温泉 社交喫茶 銀河

信越線関山駅前 食堂オリエント

11.13

女給 社交喫茶こそは現代女性の女子職場 30歳
迄 月収 1万円以上 旅費支給

上山田温泉 ダイヤ 中嶋人重子

11.18

女給 さん 19～25才位迄 素人優遇 月収 1万
5千円以上 衣食住保障 写真送付

江東区深川弁天町 カフェー玉勝 玉置勝二郎

11.18、  25
美人女給 18才以上 月収 1万円内外 旅費支

給       上山田温泉 みのり 滝田利子

12.2、  10
女給急募 25才迄 住込収入多大 衣類貸与 洋

服和服 自由 事情有方相談に応ず

川口市幸町  喫茶料亭 若水

12.5

女給 さん 19～25才迄 素人待遇 月収 1万 5千
円以上 衣食住保障 書面と写真送れ

江東区深川弁天町 カフェー玉勝 玉置勝二郎

12.14

求女 19～25才迄 月収 1万 5千円保障 衣類

無料貸  上山田温泉 合資会社カフェーハツネ

12.21

女給 さん 18～28才迄 数名

山田温泉 夏目恵以子

12.21

美人女性 月収 1万円以上、旅費支給

12.30、  31
女給 さん

人歓迎

戸倉温泉 社交喫茶 いこい

28才迄 月収 1万円以上 衣裳貸与 素

上山田温泉 カフェーサカエ

歓迎

11.13

麗人
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1952年

県   内 県  外

●1952(昭和 27)年
1.8、  10、  18

女性 通住可

新潟市古町 8西新道 カフェー祇園

新潟市本町 14   ゼン トルメンクラブ
1.16

芸妓 18歳以上数名 柏崎市島町 竹本

2.8、 13
女中さん 住込通勤不問 収入多し 衣類貸与

本町 14 サロンときわ

4.10、  14
女給

4.22

活発なる近代的女性

5.26

美人女給

6.4、 9

美人女給

新潟市 サロン ナポリ

3歳位まで

新潟市 サロン春

宝塚劇場横 むさし

むさし

1.16

女給さん 月収 1万円以上、旅費支給す

社交喫茶ダイヤ上山田温泉
1.16

御座敷女中 特に芸能有る方

世田谷区玉川町 割烹あづま家
1.19

、1万円確実女給 さん 収ス

  戸倉温泉 社交喫茶 ナ リタ

1.23

23才位迄、住込衣貸す、収入多大

川口市幸町 ホワイ トリリー

18～23才迄 月収 1万円内外 旅費
上山田温泉戸倉 安兵衛

川口市 ホワイ トリリー

上山田温泉 安兵衛

女給 さん

1.24

麗人女給

支給

2.1

女給 さん

2.17

麗人女給

2.23

美人女給 月収 1万円以上

戸倉温泉 社交喫茶 銀河
2.28

女給さん 収入温泉随一 素人で結構

山田温泉 カフェーサカエ

4.1、 3

喫茶女給 とお座敷女中 30歳まで 収多

川 口市 立花家
4.22、  25、 26
女給 25歳くらいまで 収入多 洋服和服自由
衣類貸与 川口市 若水

5.3

女給さん 18～25才迄 月収 2万円 衣食住保

江東区深川洲崎弁天町障素人歓迎

カフェー玉勝 玉岡勝二郎
5.4、  11、  12

女給 25才位迄 収入多大 洋服和服自由衣類貸
与 事情有方御相談に応ず

川口市幸町  (有)若水
5.6、 8

女性入用 満 18～21位迄 最初月収 1万 5千円
以上 住込衣裳貸与 素人も良

ぎおん カロ藤操墨田区寺島町
5。31

月収 1万以上 6人女給女中さん

上山田温泉 内湯旅館カフェー サカエ

6.4

麗人 収多保証      長野県上田市 末広
6.22

8千以上女給 月収 7、

社交喫茶ダイヤ上山田温泉
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県  内 県  外

7.13、 22、  24、  25、  26
女給 さん  サー ビスタイム午後 4-7時ビール 1∞

円酒 70円          昭和新道 ナポ リ

7.15

女給 さん 17～25歳 住込み歓迎 素人望む

本町 14 純カフェー並木屋

8.4、 6、  22、  27
美人女給

8.9、  11、  13
女中 委細面談

8.16

女給 さん 気軽なサービスの店

昭和新道 ナポ リ

8.27

女給 さん        古 町 7 料理店 江戸松

新潟市 宝塚歌劇場横前 むさし

新潟市本町通 14 銀波

昭和新道 ナポリ

宝塚劇場前 むさし

銀映横丁 スタンド マチ子

新潟 昭和新道 ナポリ

9。 10、  14

女給 さん

9.11、  15

美人女給

9.17

明朗なる女性

10.2

女給 さん

10.22、  23、  24、  25、  28
新女性

長岡市 キャバレースタイル グランドナポリ

収入多し 20～30歳 紹介下さい

金沢市 西谷数美

18～25歳 素人の方特に月収多大

江東区深川州崎弁天町

カフェー玉勝 玉置勝二郎

7.2

接客婦

7.12

女給 さん

7.16

女給 18～28歳 旅費支給 月収 1万円確実

上山田温泉 菊水 白石すみ江
7.16

美人女給 19～25歳 旅費 月収 1万円以上

長野県戸倉温泉 社交喫茶いこい

7.16

女給 さん 月収 150∞ 円以上確実 旅費支給

長野県戸倉温泉 社交喫茶銀河

7.16、 24
女給 さん 18～25歳   長野県上山田 みの り

7.26

働 く女性  18～ 30歳 月収 1万円以上

上山田温泉 社交喫茶処女林店主 白石みよし

8.1

近代女性 旅費支給

上山田温泉 新世界社交サロンキリン

8.1

女給 さん 18～ 27歳

真同封

責任者萩原千里

2万円保証 素人歓迎 写

東京都○田区 喫茶静 谷本ふく江

8。9

麗人 18～30歳 月収 1万円内外 旅費

上山田温泉 安兵衛

8.29

女給 18～ 30歳 素人の方を望む

上山田温泉 内湯 カフェーサカエ

9.12

女給 数名  18～30歳 月 15囲 円以上

上山田温泉 菊水 白石すみ江

9.14、  18
美人女給 19～ 20歳 月 10000円以上 数名急

募     長野県戸倉温泉 社交喫茶 いこい

10.5

美人女性  至急募集

戸倉温泉 社交喫茶 いこい

10.30

働 く新女性   信州上山田温泉 酒場 うな升
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11.8、  10、 27
女給 さん  至急入用 面談

新潟市古町 9 月ヽ料理 江戸松
11.9、  11、  17、 27
女給 さん 収入多 し      昭和新道 ナポリ

11.24、  26、  27、  28
新女性 急募 ! 11月 28-29日 古町 11若月籐人宅
で面談 住込 固定給 1500円 未経験者には特別
指導

長岡市殿町 キャバレースタイル グランドナポリ
11.27、  29
女中さん 開店 数名急募 年齢 18-26住込 衣

装貸 します   新潟市本町 14番町 料理業 山陽

12.4、  10、 22
女給 さん 収入多 し  新潟市 昭和新道 ナポ リ

12.18

新女性の職場 多収保証未経験の方 も歓迎 衣装御
心配無用  御家庭その他万事相談に応 じます 遠
方の方旅費呈上振るつて応募ください

長岡市城内町 カフェー 末広

明朗なる女性

上山田温泉 社交喫茶 ホーライ

10.30、  31

美人女給         上山田温泉 紅ばら
10.30、  31
女給 さん      戸倉温泉 社交喫茶 銀河

10.30、  31
美人募集    上山田温泉 カフェー サロン

11.3

美人募集 数十名

上山田温泉 カフェー サロン
11.3、  5、 6、 7

美人女給         上山田温泉 紅ば ら

11.3

女給さん 素人歓迎

戸倉温泉 社交喫茶 銀河

江東区深川洲崎弁天町 玉勝

上山田温泉 菊水

10.30

女給

10.30

11.6

女中さん

11.6

喫茶女給、料亭女中 18-30歳  収多衣装貸住
込 遠方照会返信

川口市 有限会社 立花家

12.1

女店員 16-25迄 希望者は履歴書送付

東京江東区深川須崎弁天町 玉勝遊技場
12.10

座敷女中、仲働女中、座敷女中 30歳以下 仲働
女中 20歳以下 数名 住込 高級優遇 永勤で
きる方 真面日で上品な美しい人を望む 真面目
な仕事であり責任を持つて指導します 柏崎市出
身

東京品川五反田 株式会社 割烹銀水
12.11

喫茶女給及料亭女中 18-30迄  収入多衣装貸
通住可 川口市 有限会社 立花家
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第 3章 撤退後の新潟

1公娼制度廃止と特殊飲食店

1946(昭和 21)年 1月 21日 、GHQは 、占領政策の柱である民主主義の理念に反

するとして 日本政府に「日本における公娼廃止に関する」覚書を出し、公娼制度の廃

止を命 じた。しかし、買売春は必要悪であるとの占領軍の考えから、「本人の自由意志」

による場合は限定した区域で許 し、実質的に公娼制度は残 した。ただし、前借金によ

る心身拘束を禁 じ、性病予防に努めることが条件だった。買売春に関わらざるを得な

い社会背景にメスをいれることなく、犯罪 として女性を「取 り締まる」ことが公娼制

度廃止後の中心施策となる。

(1)特殊飲食店への流れ

内務省は、GHQの 動きに先んじて、覚書が出される以前の 1月 12日 に関係警察署

長に「公娼制度廃止に関する件依命通達」を出す。2月 2日 、内務省は各庁府県長官

あてに、「娼妓取締規貝J」 と関係法規を 20日 までに廃止するよう通達する。

占領軍兵士への性病感染は広がる一方であった。GHQは アメリカ兵を性病から守

るために性病検診を受けていない私娼を「闇の女」として取 り締まる方針を出す。警

視庁は覚書を出した 1週間後の 1月 28日 に狩 り込みを行い「夜の女」18人を検挙 し、

3月 には特殊慰安施設協会をはじめ占領軍対象の性的慰安所へのアメリカ兵立ち入 り

を禁止 した。多くの女性たちは「街娼」とならざるを得なかった。8月 20日 には最初

の全国一斉「街娼」取 り締まりで約 1万 5000人が検挙される。

11月 14日 、事務次官会議は、増カロする「闇の女」の取 り締まりと発生防止および

「保護対策」を打ち出す。元貸座敷区域にカロえ私娼が集まる区域を限定して 「特殊飲

食店区域」とし営業を黙認する方針を決定する。特殊飲食店で働 く条件 として、女性

たちは定期的な性病検診と治療を義務づけられ、地方長官に実施の権限を与えた。ま

た、接待婦は酌婦や女給、芸妓、ダンサーなどの正業につき自活を目指さなければな

らないとした。また組合を結成させ、「更生」施設の設置をあげている。警視庁がこの

区域を地図上に赤線で囲んだことから通称で 「赤線」といわれるようになり、その周

辺には「青線」と呼ばれる無許可の買売春区域ができていつた。

1947年 1月 15日 、公娼制度廃止覚書の違反業者を取 り締まる目的で勅令 9号 「婦

女に売淫させた者等の処罰に関する勅令」を公布 し即 日施行 した。また、食糧事情の

悪化が進んだことから、7月 5日 に「飲食営業緊急措置令 (7.5禁令 )」 によって、約

2年間にわた り料理屋や待合、芸妓置屋、バー・カフェー、飲食店などが営業停止と

なる。外食券食堂と旅館や喫茶店の営業だけが認められ、隠れた買売春は増え続けた。

1948年 5月 、厚生省は 「闇の女」3万 8860人 と発表、前年の倍以上に増加 していた。

この年、東京都内で検挙された女性たちの うち 18歳から 22歳の若い女性たちは約
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9000人で全体の 70%、 生活苦からが 6688人で全体の半数を占めている。

1948年に警察犯処罰令 と行政執行法が廃止 となり法の空白期間が生 じることから、

内閣は第二国会に 「売春等処罰法案」、「風俗営業等取締法案」、「性病予防法案」の 3

法案を提出する。売春等処罰法案は厳罰主義で貫かれていた。「婦人保護要綱」の趣旨

である売買春に従事する女性の 「保護、更生」や法案成立後の従業女性 と業者の将来

については全く具体策がないことから廃案 となつたが、ほかの 2法案は成立する。風

俗営業等取締法の目的は特殊飲食店区域以外の取 り締まりにあった。風俗営業の定義

を明記 し、営業は都道府県・市町村公安委員会への届出による許可制で、警察官の立

ち入 りを認め、違反があつた場合は許可を取 り消す とした。法はできたものの、1949

年に全国で検挙された女性は 5万 6680人 (初犯 2万 2327人、再犯 3万 4353人 )に の

ばり買売春は激増の一途をたどる。

(2)新潟市の特殊飲食店

1946年 1月 10日 、県は貸座敷を特殊飲食店に、娼妓を接待婦 と改称 した。12日 の

内務省通達より2日 早く、接待所ではなく特殊飲食店 としている。15日 、貸座敷営業

免許地指定を取 り消 し、続いて 2月 には 「貸座敷取締規則」と「娼妓取締規則施行細

則」を廃止 した。公娼制度廃止後の特殊飲食店区域以外の買売春を取締る目的で、4

月に 「新潟県風俗営業取締規則」を定める。 しかし、9月 になつてもまだ旧態が残つ

ていた。

県は転業や廃業 した接待婦の借金棒 3[き と年期契約の破棄を今月中に行 うとし、新

潟市内の状況を報 じた。接待婦は 「本人の自由意志」により、特殊飲食店の女給やダ

ンサーヘの転業または廃業が認められ、60余業者のほとんどが料理屋へ転業 した。西

新潟では 179人の接待婦はわずか 5人だけが廃業 し、ほかはそのまま居残 り女中とな

り、東新潟では 23人中 12人が廃業 し家庭に帰つた。10月 、県は接待婦廃業調査結果

を発表する。それによると、接待婦 412人中廃業 したのは 58人だけで、ほかは 189

人が女中に、120人が芸者に、3人が女給に転業 し、特殊飲食店は 143軒中 102軒が料

理店に転業している。

県は H月 14日 の事務次官会議決定にすばや く対応 し、12月 3日 に新潟県風俗営業

取締規則を改正する。廃業施策後にも残った接待婦を酌婦 とし、住所の届出を義務付

け、業者を小料理店 とした。特殊飲食店では買売春を黙認 し、条件 として業者には衛

生消毒設備の完備を、酌婦には性病検診を義務付け、警察の監視の下に置いた。元新

潟遊廓のあった本町通 14番町、横 7番町と本間町に 「赤線」区域があった。H月 、

本町通 14番町の舟江料理組合従業婦 68人が舟江共栄組合を結成 し、1回 5円 の組合

費を積立て組合運営 と花柳病予防費に当てることになった。絶えず性病の危機にさら

されている女性たちは自己負担で性病予防を行つた。

一方、食糧事情の悪化が進み、1947年の飲食営業緊急措置令 (7.5禁令)に より、

県でも特殊飲食店区域以外では外食券食堂と旅館、喫茶店の営業だけを認めた。対象
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になる県内の風俗営業者数は 5月 現在で、3130軒。そこで働 く 1万 5000人 の女性た

ちは休業するか女中や女給などへ転業するなどして凌がざるを得なかつた。この間、

闇の買売春は存在 し続けた。

1947年 9月 25日 の 「新潟 日報」投稿欄 <自 由塔 >に、三条市本寺小路の特殊飲食

店で働 く女性が投書し、現状を訴えている。

わたしたちは解放されぬ

◇わたしは、昨年の 5月 、家庭のぎせいとな り、この土地の特殊飲食店に身を沈め

ている不幸な女でございます。その当時はまだ公娼は廃止されず、わたしたちは冷

たい法律にしばられていたようなわけですが、その後わたしたちは解放され自由な

身にならねばならぬはずのところ、それは全 く形ばか り、表面的のことであつて、

昔のままの公娼制度のもとで働かされてお ります

わた したちから搾 り取ることしか考えず温情など少 しもないオニのような楼主、

あ ゝなんといつて形容 していいかわかりません、民主主義時代などといわれますけ

れども、それはわたしたちの職場では適用いたしません、自由に規約によります と

楼主は部屋代 と飲食代のほか、わたしたちの働 く線香代の一割を取ればよいことに

なつているときかされていますのに、それが少 しも守られていません

◇現在の事実を申し上げます と、わたしたちの働 く線香代は一本百円となってお り

ますが、その うち労主が六割をとり、わた したちの受け取るのは四割です、もし他

家によばれたときはその家で三割五部、楼主が三割五部、わたしたちの手取 りは三

割です、それに食事代だけで月六百円を取 られます し、衣服代や、何かと費用を要

し借金を背負つて入つた以上、とうてい浮かばれません、形ばかりのわたしたちの

組合があつても、有名無実何の役にもたちません

また営業を禁止されたはずの昔の周旋業者 とい う者が影に隠れてハビこつてお り、

わたしたちを餌食 としている有様です、何 とい う世の中でしょうか、おそらく社会

の人はこうした事実を知らないと存 じます、さらにこれを取 り締まる当局も楼主と

結んでだまってみているような状態です、しいたげられたるわたしたちは永久に解

放されないのでしょうか (三条市 本寺小路 丸子)

国会で売春等処罰法案が廃案となつたことから、県は 1948年 10月 26日 、買売春

を犯罪と規定し処罰する法的裏付けとして 「新潟県売いん等処罰に関する条例」を定

め 11月 1日 から施行 した。7月 に全国で最初に公布 した宮城県に次いで 2番 目の施行

となった。

新潟県売いん等処罰に関する条例

第 1条  この条例において、「売いん」とは報酬を受け又は、報酬を受ける約束で、

不特定の相手と性交することをい う。

第 2条 売いんをした者又はその相手となつた者は 5000円 以下の罰金又は拘留処

分に処す。

2 常習として売いんした者は、6か月以下の懲役又は 1万円以下の罰金

に処す。
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第 3条 親族、業務、雇傭その他特殊な関係を利用 して売いんさせた者は、1年以

下の懲役か 2万円以下の罰金。

第 4条 売いんの場所を提供 し、又は客引きその他の方法で売いんの周旋をした者

は、第 2条第 1項の例に同じ。

以下省略

全国で 62自 治体での制定が確認され、うち新潟県を含む 18自 治体が買春、売春両

方を処罰の対象としている。施行後間もなく新潟市で一斉取 り締まりを行つた。H月
19日 の「新潟 日報」は、実名 と年齢をあげ元酌婦 2人を検挙 したと女性の側に関する

ことだけを報 じている。条例で買春側も処罰の対象 としながらも、これまでと同じよ

うに買春する側の犯罪性を不間にして、女性の売春は犯罪であると世間に広め定着さ

せる働きをしている。

表向きには 「売春」を取 り締まり、処罰する一方で 「赤線」を黙認 した。公娼制度

下と変わらない前借金で心身を拘束する契約や、高額な周旋料で女性を特殊飲食店に

売 り飛ばす悪質周旋人が暗躍 していた。
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「花柳病」から「性病」ヘ

(1)「花柳病」対策の強化

従来、「花柳病は花柳界特有の病気」とい うのが一般的な認識であつた。花柳病予

防法は感染源を買売春 とし、既に娼妓取締規則の管理下にある公娼を除いた芸妓・酌

婦その他の私娼を管理することで性病を予防 しようとするものだつた。押 し寄せる進

駐軍将兵の買春の前にはいかにも無力であり、1945年 10月 16日 、GHQは 「花柳病対

策二関スル覚書」で、日本政府の花柳病対策に強い不満の意を示した。伝染病法に準

じた病気 として届け出ることとし、「業態上花柳病伝播ノ虞アル」者には強制的な検

査や治療の実施を求めた。厚生省は 11月 22日 、これを踏まえた罰則付きの花柳病予

防法特例を出し、対象者には健康診断と健康証明書の携行を義務付けた。

1946年 7月 15日 、新潟軍政部は占領軍憲兵裁判の執行を布告 し、「性病にか ゝり

伝染の惧れある婦女にして不正にも米進駐軍に接せる者或ひは罹病せる婦女との接触

○○ (2文字不明)通せる者」は、禁固 3か月もしくは罰金 500円 の刑罰でのぞむと

した。さらに 7月 26日 、新潟県は花柳病予防法を強化 した特令で、「特殊業者」の検

診を専門技師が県内を回つて監督指導すること、治療中の患者はもとより、完治者や

治療中止者まで届け出ることとした。

公娼制度廃止以後、全国で「狩 り込み」が繰 り返されると、県内においても8月 28

日から 30日 に、占領軍の指令で接客業者の検診 と売淫取締 りが同時に行われた。検

診の対象は接待婦、芸妓、ダンサー、女給など854人。そのうち 134人に感染が確認

され、感染率は 15.7%と なる。売淫取締 りは主として 「進駐軍施設付近を徘徊 して

賣淫のおそれあるもの」、「街娼」を想定 して県内 18か所で行われた。その結果、17

歳から 48歳までの女性が 7人、拉致されて性病検査を強要された。洋裁や和裁、ダ

ンサー、事務員などの職業をもつ女性たちであり、感染は誰にも認められなかつたに

もかわらず、新聞は自国女性への同情や理解の片鱗も示そ うとしていない。

表 4 新潟県内の年次別性病患者数 (単位 :人 )

年
梅  毒 淋 病 軟性下着

そけいりんぱ

肉芽腫症 計

女 男 女 男 女 男 女 男

1946 502 741 776 1,517 112 266 1 5 3,920

1947 1,186 1,449 1,443 1,714 127 318 1 13 6,251

1948 1,533 1,967 1,038 1,734 108 264 0 13 6,657

1949 1,224 1,512 444 991 15 73 l 4 4,264

1950 1,012 1,253 412 1,128 14 83 1 5 3,908

1951 792 985 1,355 1,434 31 77 l 1 4,676

1952 590 770 1,568 1,022 27 91 0 つ
ん 4,070

(出典 :『新潟県統計年鑑』)
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衣食住を満たすことも困難な中で、治療薬も予防のための器具や消毒薬も不足 して

いた。復員者も増加 して新潟医科大学附属病院でも患者は増加する一方であつた (前

頁 表参照)。 1946年 9月 13日 、国内では入手困難な梅毒・淋病治療の新薬が 417

人分、占領軍から分配 となるが、その うちペニシリンは 13人分に過ぎない。わずか

な新薬は新潟市内に設けられていた新潟保健所で使用することになつた。新潟保健所

は、市内月町にあつた結核相談所の看板を塗 り替えて、1944(昭 和 19)年に設置さ

れたもので、1946年 6月 には医学町の海軍人事部跡に移転 した。性病診療所が設け

てあり、アメリカから空輸 されるサルファ剤やペニシリンを用いて検査や治療が行わ

れた。

GHQの強力な圧力を背景に、具体的な対策が県内 17か所の保健所を通 して進む中

で、直接住民と向き合つたのは保健婦である。GHQの看護担当官から性病対策には特

に厳 しい指示を受けた。性的慰安施設で接客する女性たちを「業態婦 (者 )」 と呼び、

一人ひとりを名簿で確認 して検診に立会い、治療の補助や統計の取 りまとめに当つた。

男性に検査や治療を行 うこともあり、時にはイレズミをした人に「こわごわ正確な治

療の指示をしたり、市内三地区におられた業態者の方々の定期検診をしたりで緊張 し

た毎 日」だった。あわせて妊婦検診時の性病検査も行 うことになるが、引き揚げ時の

レイプなど不幸な妊娠の中絶には、管内の産婦人科医を指定する組織網が生まれた。

中絶は入院から退院まで極秘で処理を行つた。その後、新潟保健所は 1947年 6月 、

新潟ホテル前の憲兵隊中屯所跡地に移 り、1950(昭和 25)年 4月 に新潟市保健所 と

して市に移管となり、性病診療部門は県立病院の一部となつて川岸町に移つた。

性病対策が大きく変わるのは、新潟県衛生部が設置された 1946年 11月 以降である。

「赤線」地域を特定 して「自由売春」を公認 した後、12月 初旬、新潟県予防課は料

理屋、待合などで働 く接待婦、芸妓、ダンサーたちの一斉性病検診を実施する。性産

業で働 く女性たちを監視 しつつ、公衆衛生の一環 としての性病対策が展開されていく。

(2)性病予防法公布

① 保健所の業務 として

1946年 12月 21日 、新潟県衛生部設置後初めての保健所長会議を新潟市の日本海

会館で開き、性病のほかに結核や発疹チフスの予防などを協議 した。席上、新潟軍政

部軍医は DDTの準備など具体的な対策を示 しながら、性病 と結核予防の計画立案を指

示。各保健所が翌年 2月 末までに受けもち地区で少なくとも 1000人 の血液検査を実

施することを要求 した。年の瀬が迫る 12月 27日 、県は 17保健所で 1万 7000人 に血

液検査を行 うことを決めた。接客業者家族、妊産婦、引揚者や復員軍人だけでなく、

工場や会社での検診も行 うこととした。新潟市内では県職員が率先 して年内から検査

を受けるという慌 しい方針が出された。

花柳界独特の 「花柳病」から「性病」へ、住民全てを対象とする公衆衛生の一環 と

しての取 り組みが一斉に始まつたのである。 とりわけ妊産婦を検査対象としたことの
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意味は大きい。「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」 とした優生保護法

や、性病は 「その子孫にまで害を及ぼす」重大な疾病であるという性病予防法に通 じ

る優生思想である。

1947(昭和 22)年 2月 12日 から6日 間、新潟市内では国民学校を会場に、妊婦手

帳を持つ全ての妊娠中の女性をはじめ、その夫、復員引揚者やその他の希望者に検査

が行われた。新発田保健所では 3月 14日 から3日 間実施 し、葛塚、中条、水原各地

区にも出張検診を行つた。県内各地で行われた女性 4931人 を含む 1万 1863人の検査

結果は、 6月 15日 に出た。ワッセルマン氏反応陽性は女性 153人 、男性 241人、こ

の他疑陽性は 97人、妊娠中の女性の 3.18%、 その夫の 6.64%に梅毒感染 という結果

が出たと新聞は報 じた。また、性病予防法制定の動きが表面化する頃、予防のための

性知識の普及も検討されていく。 12月 16日 に加茂町婦人会は保健婦協会や国民保健

組合 と性教育講習会を開き、合わせて産児制限についての座談会も行つた。性病予防

としながらも産児制限に踏み込んだところに、保健婦業務が「産めよ殖やせよ」政策

と深 くつながつてきたことを見ることができる。

1948年 になると県内保健所での検診は定期的になる。新津保健所では 1月 末から

毎週 2回実施 し1回 30人から75人の利用があり、同所管内の医師からは 2か月間に

東蒲原郡では女性 5人を含む 18人、中蒲原郡では女性 22人 を含む 68人 が治療を受

けたとの報告があつた。 3月 、巻保健所でも週 2回の診療を行い、月末段階で 8人の

患者がいた。町村役場、開業医、青年団と連絡を取 り、前年度に町村役場を経由して

報告があった梅毒 97人、淋病 521人 の患者にも利用を奨めた。梅毒の治療には長期

間を要するが治療費は公費負担もあり、巻保健所や燕小学校で衛生展を開いて無料公

開し、性病への理解を求めていくことになつた。各保健所では性病検診とは別に妊娠

中の女性の健康診断を行つたが、妊娠中の梅毒が見つかると「嫁」の立場は辛い。離

婚や 自殺になりかねないケースもあり、直江津保健所の保健婦は保健所長 と患者や家

族の説得に当たらなければならなかったと語つている。また、村上では岩船郡内の助

産婦 と看護婦、保健婦が新潟軍政部看護担当官から結核 と性病患者の扱い、分泌物の

消毒や隔離の技術、接触者の身体検査などを学んだのだった。

7.5禁 令以降も生活費を得るために身を売らざるを得ない女性たちは、旧態依然

たる搾取にさらされていた。検診時には名簿が業者から保健所に届き、それ とつき合

わせながら血液検査や内診が行われた。検査当日の検査室では、女性たちは厳 しい日

常とはうらはらに、華やかな衣装で賑やかな笑い声や嬌声を響びかせたが、中には検

診や治療を怠る人もいた。梅毒は検査結果が出るまで時間がかかるが、淋菌の有無は

その場で結果が出た。性病感染が分かると菌がなくなるまで営業は差 し止めになる。

その間の不安定な生活を行政が支える仕組みはない。また、淋病治療のためのペニシ

リン注射は時間を決めて打たなければならず、保健婦も患者も保健所に泊まり込みに

なつた。接触者の追跡調査が行われたが、買春の場で住所氏名を名のる人はめったに

いない。探 しても偽名で感染経路を特定できない場合が多かつた。
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② 性病予防法公布

1948年 7月 15日 、性病予防法が公布 され 9月 1日 から施行となり、それまでの花

柳病予防法 。花柳病予防特例法は廃止 される。梅毒・淋病・軟性下府 。そけいりんぱ

肉芽腫症を性病 として規定した。法の目的は「性病が国民の健康な心身を侵 し、その

子孫にまで害を及ぼすことを防止するため、その徹底的な治療及び予防を図 り、公衆

衛生の向上及び増進に寄与すること」を揚げている。無届けで性産業に働 く女性たち

から国民全般へと、対象者が広がったが、新潟県内では既に実態として県民全般が性

病予防の対象となつていた。国会上程が日前の 1947年 12月 29日 、「新潟 日報」は「結

婚の際は性病の有無について健康診断書を交換するとともに、女子は妊娠 したばあい、

これまた性病があるかないかの健康診断を受けねばならない」ので、「わが国から性

病をねこそぎ追放 しようとする画期的な施策」と歓迎 している。

性病予防法では、患者及び 「病毒をうつしたと認められる者及びその患者が病毒を

うつす虞がある行為をした者」を診断 した医師に、都道府県知事に届出の義務を課 し

た。そして、婚姻に際 しては性病にかかつているかどうかに関する医師の診断書を交

換するよう奨め、さらに第九条で 「妊娠 した者は、性病にかかつているかどうかにつ

いて、医師の健康診断を受けなければならない」とし、「売いん常習の疑の著 しい者」
への強制検診を盛 り込んだ。罹患者の売淫は 2年以下の懲役または 1万円以下の罰金、

罹患 しながら授乳などの伝染につながる行為をする者に 1年以下の懲役または 5000

円以下の罰金など、違反者への罰則を明記 した。

毎年 9月 1日 からの 1週間を性病予防週間としてポスターの公募もした。性病の治

療や予防の知識の普及を図るための県内における展示には、後年には患部の拡大写真

や感染胎児の標本さえあった。買春そのものの禁止を問 うことのない性病対策の法律

化は、優生思想を内包 したまま公衆衛生の一環として実現 したのだった。
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3 少女の人身売買

(1)人身売買の 「新潟ケース」

① 周旋組織

女性や未成年者が周旋業者の手で特殊飲食店等に「不当な人身の拘束を伴 う労務」、

いわゆる売春を前提に斡旋される被害が全国的に多くなつた。山形県内の身売 り児童

が 2500人 と判明したのは、1949(昭和 24)年 1月 である。

新潟地方検察庁 (以下新潟地検 とい う)で もこの種の人身売買事件受理が、1948

年 19件、1949年 15件、1950年 19件から 1951年は 110件 と激増 している。このよ

うな中「少女人身売買の新潟ケース」と言われ、国会でも取 り上げられる事件がおき

た。

1951(昭和 26)年 7月 1日 の 「新潟 日報」は、「彼女たちはかくして賣られた !」

の見出しで大掛か りな売春周旋業者の手口を報 じている。事件は、5月 初め頃に「東

京へ出れば相当な収入がある」と新潟市内の家出娘などを新宿の特殊飲食店に斡旋 し

たが、「客をとれ」と言われた 4人が見張 りの隙をみて逃げ帰つて警察に届け出たこ

とが発端であつた。取 り調べから、戦前に周旋業を手広くやっていた男 (68)が斡旋役

となり、その下に約 15人の玉出しとい う誘拐役のいる県内組織が明らかになつた。

被害者は 18歳以下 15人の少女たちを含む 27人が判明したが、さらに増える様子で

あるとい う。ほとんどが貧困家庭に育ち、新制中学卒業以下で一定の職業に就いてい

ない。誘いに乗つた動機は、ダンスホール通いから不良とつきあい東京に憧れたため

とい うが 12人で一番多く、家庭不和や堕胎費用、性病治療費の捻出などであり、最

高 1万円程の前借金で身を売つている。斡旋先は長岡・三条市などの県内と千葉 。長

野・福島県や新宿である。

買受人の 1人である新宿の小島清造 (40)を新潟警察署は 5月 29日 に逮捕 したが、

この罪状をめぐって事件はもう一つ転回していく。

② 新宿の特殊カフェー

小島清造は新宿の赤線区域 (特殊飲食店街)に特殊カフェーを9軒経営 し、女性を

80人抱えている大手の業者である。 15歳の少女を含む H人の斡旋を受け、 1人につ

き 4000円 から 1万円の礼金を周旋業者に支払つた。東京の旧遊郭である赤線区域に

初めて新潟地検が手入れをしたことに加え、起訴理由をめぐる論争が特殊飲食店の営

業に影響を与えかねないことから、「新潟ケース」といわれ全国的に注目された。

衆議院行政監察特別委員会では、1952(昭和 27)年 2月 29日 に新潟地検次席検事

の原長栄 と警視庁防犯部長、新宿カフェー協同組合理事長を証人喚問している。東京

都のいわゆる赤線区域は特殊喫茶や特殊カフェーの名のもとに、その営業は黙認 され

少女たちの売春行為も周旋業者の起訴でとどまっていた。特殊飲食店そのものにメス

をいれたことになるが、警視庁防犯部長は風俗営業取締法によって東京都に赤線区域

-84-



も特殊飲食店も存在せず、条例に基づいて公安委員会が許可した営業を行つていると

反論 した。カフェー理事長は 1946年 の公娼制廃止時に警視庁保安部長依命 として、

貸座敷は慰安所 とし娼妓は接待婦として働 くことを黙認 し、取 り前は 100分の 50ず

つにせよとの達 しがあり、それを継続 していると証言 した。委員の追及に「本人の自

由意志」の売春を認めながら「せめて今 日われわれの業務 としましても、敗戦 日本の

建設のためには性病の蔓延、これだけにはできるだけ御協力申し上げたいと念願 して

おります」と訴えた。 3月 2日 の同委員会で、厚生省次官も赤線区域の黙認は止むを

得ないと証言 した。

公娼制は廃止 され特殊喫茶、特殊カフェー、特殊飲食店等の名称になったが、「遊

廓的存在が残つておるとい う実情」を原次席検事は、特別委員会で次のように述べて

いる。

「…女と雇い主とは収益の割合は五分、五分であります。それは日雇い名義とし

て五分を雇い主がとるのであります。あとの五分は結局女の食事代、衣装代、それ

から医療費あるいは前借の支払い等に充てられるわけでありまして、女はまず午後

の四時ごろから店張りをいたします。そ うして街頭を通る客を引くのであります。

その間において早く客がつけばそれまででありますが、客がなければ午前三時ごろ

までは客を引かなければならない。料金の方はショー ト・タイムと申しまして四百

円から五百円、遊び客の一時間というのがございますが、これが大体千円でござい

ます。それからとまり客は千五百円とい う値段でありまして、それも女の腕次第で

値段の方はいかようにもなる。大体一箇月の収入は多い者は十五万円、少い者では

日に二、三千円とい うのが大体相場であります。」「・‥非常にかせ ぐ女は、衣装をつ

くつたほかに、一年間に五十万円の現金を残 した者 もあるとい うことであります。

しか しながら大体は着物を残 した程度でありまして、月々の親に対する仕送 りをし

て、その他には現金は残らないとい うのが大半の実情のように聞いてお ります。」

さらに小島のカフェーでは、lo日 ごとに成績の奨励策 として 1等 7万から8万の

稼ぎで 1500円 の賞金、10等が 5万円で 200円 の賞金を与えて女たちを競わせていた。
「新潟日報」は事件の経過を数度にわたつて報道 しているが、1952年 6月 22日 の

「新潟ケース 人身売買顛末記」で少女たちの話を載せている。「店についた翌 日の

晩から客をとらされた」 (15歳 )、 「生理 日でもママさんにしかられ客をとった」 (15

歳)、 「稼ぎ高が少ない、もう少 し働けと強制された」 (20歳 )、 「ぐあいがわるいので

休ませてといっても、子どものくせになんだと怒鳴られ、客がないと朝まで表で立っ

ていなければならない」 (18歳)な ど、過酷な状況を証言 している。

③ 法規解釈をめぐって

新潟地方裁判所での 1年余にわたる小島清造裁判の起訴理由は、当時一番強力な取

り締まり法規である職業安定法違反であつた。同法第 63条 2号 「公衆衛生又は公衆

道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若 しくは労働者の供給

を行つた者又はこれに従事 した者」は、 1年以上 10年以下の懲役または 2000円以上
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3万円以下の罰金 となる。この「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」の解釈をめぐ

つて、検察 と弁護側の応酬が繰 り返された。

弁護側証人の東京都衛生局予防課長与謝野光は 1951年 10月 27日 、赤線区域の「売

笑婦」は週に 1回の検診をしてお り、客をとつた場合にはその前後に洗浄するので性

病を感染させる危険はなく安全圏にあるから、衛生上有害な業務ではないと証言 した。

性病取り締まりの責任者が危険性はないと安全を保証 したことは、赤線区域の奨励に

もつながり、有罪の根拠も崩れることになる。これに対 して検察側証人の性病学者は、

週 1回の検診や洗浄で性病が予防できると思 うことはナンセンスと反証 した。双方の

専門家がまったく反対の見解を示 したことで、法廷論争は性病感染の観点から公衆道

徳上の問題になつていつたようだ。

職業安定法は基本的人権尊重の原則に基づき個人の自由を尊重しつつ、その有する

能力に適当な職業につく機会を与えることを使命 とした制定の趣旨から、公衆道徳上

有害な業務である、と主張する地検。弁護側は赤線区域の特殊カフェーは、家庭事情

などから同情に値する人たちばか りで、他と隔絶された特定プロックの居室内の行為

であり、当局の黙認によつて特異の扱いを受けている。このような制限の下の営業を

社会の正常な成長 と発展のために害毒を流す業務 と断定するのは酷であり、赤線区域

内の売春行為が検挙された事例はないと、あくまでも強気である。

原次席検事は、売買春を取 り締まる法規がない故の限界であり政治の責任で立法化

をと、特別委員会で再三訴えている。

1952(昭和 27)年 6月 4日 懲役 2年半の求刑があり、 9月 22日 新潟地方裁判所は

特殊カフェーを公衆衛生および道徳上有害な業務 と判定し、小島清造に職業安定法違

反で懲役 2年、執行猶予 3年の判決を下 した。

(2)人身売買の取 り締まり

① 身売 りと貧困

1951(昭和 26)年になつて急激に表面化 した人身売買は、その他の新聞記事から

も見てとれる。「新潟 日報」から主なものを列挙する。 (日 付は新聞掲載 日)

7月 18日  高田・直江津の 9人 を売春斡旋、14人 を長野・富山等へ前借金

7000～ 1万 5000円で売り、 1人 3000円 の手数料受領。 1人検挙。

9月 27日  15人 (18歳 未満 6人 を含む)を 県内・長野・大阪方面へ前借金

1万～ 3万円で売 り、周旋料約 6万円受領の 6人検挙 (職安法・児

童福祉法・勅令 9号違反)、 他に約 40人取 り調べ中。

10月 7日   福島県の少女 5人を 1万～ 1万 5000円 の前借金で、 1人 5000円 の

手数料受領。18歳未満 2人 を雇い売春 させた新潟市の特飲店 4人

取 り調べ中。被害女性十数人とみられる。

H月 12日  新潟市 0西蒲原郡地方の 17～ 22、 3歳 20数人を浅草・新宿・長野・

福島など8か所の特飲店へ。 1人 3000円 の手数料で 10人検挙。

-86-



これらはまさに氷山の一角に過ぎず、多くの少女や若い女性が前借金を背負つて特

殊飲食店で売春を伴 う働きかたをしていることが うかがえる。 さらに新聞は、昔の遺

物の 「籠の鳥」は現存 しているが 「姿消 した『 孝女型』」、「無知と虚栄心が原因」の

見出しで、戦後派娘の気質がその原因であるとい う。一方、前述の原次席検事は貧農

と紡績女工出稼ぎが多い新潟県の経済的要因と封建制の強さをあげている。親は「女

の子の働きによって生活を維持する」、女の子は周囲の娘の稼ぎを聞き「自分もそれ

に習わなければたいへんな親不孝だと考え、競つて前借をして身を落とす傾向が非常

に顕著」であるとし、「すきで売笑婦になったとい うような事例はほとんど見当た り

ません」と証言 している。少女の現象面だけでなく、その根底にある貧困に目を向け

なければ彼女たちを理解する端緒はつかめないだろう。

1950(昭和 25)年 6月 に起きた朝鮮戦争によって新潟県の経済も潤い、1951年 の

実質県民所得は戦前水準 (1931～ 1936年基準)を超え、 1か月の労働者平均賃金も

初めて 1万円となつた。 しか し、物価上昇と農林魚業など家族就業者が 7割近くを占

める県産業形態のなか半失業状態の人が多く、一般県民の経済が安定したとはいえな

かつた。朝鮮戦争特需の影響も 1951年末から翌年初めにかけての金融引き締めによ

る紡績の短縮操業によつて、工場の女子工員採用取消しが続 くなど農村の過剰人口が

問題 となってくる。

人身売買の募集・周旋業者の締め出しのため、県職業安定課は 1951年 11月 に労働

者募集従事者 リス トを作成 した。繊維女工募集関係者が約 8割 を占めたが、残 りの 2

割 86人が人身売買のおそれがあり、 うち 54人は違法行為の前歴があつた。1952年

になっても女性の被害は減 らなかった。

② 取 り締まりの動き

1949(昭和 24)年 12月 、国際連合が 「人身売買及び売春行為の搾取禁上のための

条約」を採択 (1951年発効)したこともあ り、日本でも売春禁止が政治課題 となつ

てきた。 1952年 2月 の次官会議で人身売買対策を決定する。労働省は都道府県宛に

取 り締まり強化を通達 し、5月 には婦人問題審議会に売春問題対策について諮問する。

この年の被害女性は前年の 2倍余と警視庁は発表 した。

当時、人身売買業者の検挙適用法は職業安定法 と児童福祉法がほとんどであり、

労働基準法、勅令第 9号 「婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令」などは少

なかった。

1952(昭和 27)年初め、三条市で大規模な人身売買事件が判明する。職業安定所、

警察署、社会福祉事務所などの協議、県青少年問題協議会は 3月 13日 に同市で青少

年不良犯罪防止懇談会を開くなどの動きがあつた。

5月 15日 、国家警察県本部と自治体警察署は県内一斉に人身売買取 り締まりを行

う。 1月 から6月 までに検挙 した周旋業者は 65人、被害者 116人のうち 18歳未満

の少女が 49人を占め、定職なしや女中、女工など経済的に恵まれない女性たちであ

った。
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新潟地方労働基準局は同審議会答申を受けて 「人身売買問題対策協議会 (仮称 )

設置要綱案」をまとめた。 これによると、地方事務所および市ごとに協議会を設置

するが、その構成は地方事務所民生課長、職業安定所長、検察庁支部長、警察署長

(自 治体警察を含む)、 郡教育庁出張所長、法務局支局長、労働基準監督署長 となつ

てお り、それぞれの機関ごとにばらばらに取 り組んでいたものを、情報交換 しなが

ら共同責任態勢を図 りたいとい うもののようだ。 この動きに前後 して、長岡職業安

定所も地区青少年協議会と社会福祉司と協議 し、困窮家庭の未成年者の就職斡旋強

化を決め、新発田職業安定所は芸妓の経歴調査、高田労働基準監督署は周旋屋の摘

発や特殊飲食店・芸妓置屋に不当に拘束 した労働への警告など、各地でこれまでに

ない動きが見える。

これ らの動きは人身売買の 「新潟ケース」裁判の求刑論告、判決 と呼応するよう

にも受け取れるが、市民にとつては取 り締ま りの効果は見えなかつた。新間の随想

欄に 「米より安い娘」を書いた女性は、人身売買、売春、特飲街等の言葉が悉 く女

性を対象にしていることに注意を向け、「特殊飲食業の存在を許 しておいて、人身売

買や売春行為のみを取締る方針は、大きな穴のあいた網の口をせつせ とひきしめる

に似たものであろう」と痛烈に批判 している。

業者摘発の結果 として「保護」 された少女たちは、労働省婦人少年局の調査によ

ると 65%が 「家庭復帰」、現状維持・行方不明も 18%である。貧困故に身売 りせね

ばならなかった少女や一見奔放に見える少女が、帰つて行つた先は相も変 らぬ貧困

家庭であ り、そこに次の生きる道があるとは思われない。 自立を援助する施設も施

策も新潟県にはなく、特飲街は変わらず活況を呈していた。

売買春を暗黙裡に認めていた社会にあつて、性を伴 う「人の売買」を周旋する側

と周旋を受ける業者の対処療法的な摘発、少女たちは性病のない「健全な売春」を

求めた取 り締ま りの対象であつた。商品としての女性観であり、女性の人権への視

点はみられない。
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おわ りに

日本がかつての侵略地で繰 り返 した暴行の記憶は、為政者たちに占領軍から一

般女性の性をどう守るかを強 く意識 させた。国体護持を最優先 し、戦前か らの接

客業者を利用 して混乱を避けようとする政府の意図が、新潟県の市町村 レベルに

まで行きわたっていた。東京で特殊慰安施設協会が設置 されたように、新潟県で

も占領軍対象の性的慰安施設ができ、行政の関与を資料で裏付けることができる。

占領軍による性犯罪は慰安施設を作ることによつて防いだとしているが、立件す

ること自体が困難であ り、検閲済みの新聞にも載 らず、間に葬 られたものがあっ

たと考えざるを得ない。

占領軍が撤退 した後は赤線、青線 とな り、 日本人による買春が行われている。

また、米軍基地 となった新潟空港周辺の地域では米兵による買春 もあつた。地域

の女性たちも、公娼制度廃止後は 「家」制度の犠牲者 としてではな く、「自由」

な選択の結果の 「堕落」 とい う厳 しい見方で見、「人柱」 となった女性たちは強

い蔑視や忌避感を受けた。

占領軍による女性解放政策が 「光」 とす るなら、「陰」は占領軍向け性的慰安

施設か ら赤線に続 く政策である。「安全な」買春のための政策は女性の性を商品

として固定化 し、人身売買とい う暴力的手段による女性の供給地 としての新潟県

の位置も見えてくる。性の商品化 さえも自己決定であると言われる今 日、地域社

会で 「慰安婦」や 「慰安所」について語るのは重い。

私たちは、地域女性の 「光」 と「陰」を明らかにすることで、女性の人権 とし

ての性のあ り方を探 り、平和の実現を探 り続けたいと思 う。
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聞き取 り協力者 (敬称略)

青木 瑛子

石井 タネ

磯野マサイ

井上 正一

薄田 セツ

太田 貞子

加納 実紀代

後藤 優美

此村 松吉

佐藤 ヨシ

鈴木 一生

竹石 貞松

田邊 保弘

長沼 功

西田 ヨシ

古瀬マス子

村松 キミ

山田 誠一

若山 一郎

阿部 玲子

石平 悦子

磯部 五郎

植木 善也

永塚 セイ

梶  端子

小島 初枝

小林きくの

近田 昇

椎野スイノ

鈴木 史江

田中 ハル

中山 暁子

星野 吉曹

長谷り||マツミ

堀川 善興

村山 作永

山田 哲男

渡辺 節子

池田 満子

石平 春彦

伊藤 収光

植村 晴子

小柳 清

加藤 功

後藤ツユノ

小林 トミ

近藤 ヒサ

清水 昭子

高橋スズエ

田中 英夫

中山 シケ

鍋谷 毅

早り|1勉

松田 時次

諸橋 昭子

結城 昭雄

伊佐 テフ

石高 清子

伊藤 ヨシエ

宇崎 文子

大河内芳子

金井 芳子

後藤 昇

小林 雪枝

近藤 フミ

東海林久二郎

高山 幸二

滝沢 サヨ

中山 道高

西片 一男

舟見 倹二

南 憲一

山田 サダ

吉田 綾子

資料収集協力機関

新潟県立文書館 新潟市歴史文化課  新潟市歴史博物館 上越市史編さん室

その他多数の方々のご協力を頂きました。
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執筆・資料検索者

植木 知枝

力喋 クヽ美
=F

川村 寿子

倉元 正子

小林 睦子

近藤 尚代

塩沢 啓子

鉾鉢ξ由難

谷本 純子

笹川 幸子

編集後記

6号の会誌発行は新潟のつどいから、奈良への 2年間の仕事となりました。

テーマ研究と年表作成がセットになるスタイルは、今後の私たちの活動の形に

なつていくことと思います。つどいの継続がそれを続けていく力となることを

願つています。この度は聞き取 りと資料収集にはたくさんの方々にご協力頂き

ました。また加納実紀代 さんからも、聞き取 りをして頂きました。 Eメ ールに

よつて、平井和子さん、清水さつきさんと、情報交換をすることができました。

みなさまに感謝申し上げます。

光 と陰  第 6号

2∞5年 8月 1日  発行

(限定150部 )

新潟女性史クラブ
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新潟県女性史年表 (1945年～1952年 )

事  項 一般事項

8。 19

●1945(昭 和 20年

8.20

12日 、新潟市中部第一町内会事務所の女性 2人は、知事

布告の人員疎開実施中にも拘 らず、残って疎開の相談など

を受ける。

19日 、連合軍の県進駐にあたり新潟連隊区司令官少将は
「敵上陸のデマがあるが上陸地点の事前明示があり、治安
は確保されているので沈着冷静に、まず一家を固め職を守
つてほしい」と語る。
24日 、県は各学校長に教学臨時措置を示達する。授業は

従前どお り継続するが、附設課程の生徒は各家庭に帰 し、
晴耕雨読的な生活をさせ、女子は婦道の実践をするように

指示する。

若き女性に贈る言葉 若い女性たちよ、戦い終わつて戻つ

てくる男性たちに職場を譲つて家庭に帰ろう。そして戦時
の体験を生かして健全な第二の国民を育て上げよう。

28日 、前年 8月 23日 に結成 した新潟市第二次女子挺身隊
の 55人が、戦後の生き方について意見を交換する。大多
数は、体験を生かして働きつづけたいと述べる。
<広告> 都下罹災貸座敷業者へ急告 戦後措置案ヲ議ス

来ル 9月 8日 午後 1時 左記へ 参集セヨ

浅草区新吉原江戸町 ノ 17 東京都貸座敷組合
30日 、義勇隊県本部は日本海会館 (現イタリア軒)で解
散式を行 う。結成以来 60万人が出動する。
1日 、新潟高等女学校は始業式と附設専攻科 200人の解散
式を行 う。工場化 した教室整理のため授業は 10日 から始
める。

新井町では食糧増産のため家庭婦人を中心に、松根油を採
つた跡地を開墾する。
<広告> 急告、特別女子従業員募集。衣食住及高給支

給、前借ニモ応ズ、地方ヨリノ応募者ニハ旅費支給ス。
東京銀座 京橋区 7ノ 1 特殊慰安施設協会

県警察は進駐軍の女性への暴行事件防止のため、ズロース

やモンペの着用を勧め、夜間の一人歩きを禁止する。

10日 、県会議員倶楽部は総務会を開く。12日 に知事に対
し臨時議会召集を求めるにあたり、主要問題を協議する。

連合軍進駐と治安の確保対策 として、特に婦女子に対して

具体的注意を与え、事故を未然に防がなければならないと

している。

8。 24

8。 26

8.29

8。 31

9.2

9.3

9。 3、

9.8

9.12

8.1  長岡市、B29爆撃機 125機の

焼夷弾攻撃を受け、死者 1476

人

8.6  広島に原爆投下

8.8  ソ連、対日宣戦布告

8.9  長崎に原爆投下

8.10 新潟市民に疎開を命 じる知事布

告

8.15 ポツダム宣言受諾、戦争終結の

詔書放送

8.17 新潟市の外食券食堂再開

8.18 内務省、占領軍向け性的慰安施

設設置を各府県知事へ指示

8.18 新潟県会議員倶楽部、それぞれ

の地元県民に、治安維持を呼び

かけることを申し合わす

8.28

文部省、学校授業再開を通達

戦後対策婦人委員会結成

接待業者ら RAA(特殊慰安施

設協会)設立、『新日本女性に

告ぐ』の広告
大森海岸の小町園開業 (慰安施

設第 1号 )

新潟県は警備部隊の武装警官
100人を横浜へ派遣

連合国軍最高司令官マッカーサ
ー、厚木到着。海軍部隊横須賀
上陸

9.8 米軍、東京に進駐を開始、米兵
のギャング事件発生

9.12 占領軍の進駐に備え、新潟県連

絡室を開設

４

５

　

　

６

２

２

　

　

２

８

８

　

　

８

8.27
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19454再

事  項 一般事項

9.12、 14、 15、 17  <広告> 慰安婦急募。満 17歳以上、学

歴不間、前借及衣類貸与、旅費送付

新潟市本町通 14番町 新潟福壽協会

9.14 13日 、横浜市で警備応援 した武装警備隊員 100余人が帰

る。引率警部は事故防止の点から街を明るくし、戸締 りを

厳重にする、婦女子の服装、態度に考慮 し夜間の一人歩き

はしないこと、早急な通訳の多数配置と記念品販売所、慰

安施設の強化が必要と語る。

9.14 15、 16日 、三島郡町村農業会の女子農業技術員錬成会を

与板町で開く。戦後の農村女性の心構えと、増産と加工技

術についての指導と講演がある。

9.14、 18、 22 <広告> 接待婦至急募集 前借其他委細面談

新潟市住吉町 三ツ和慰安施設組合事務所

9.17 県連絡室は、婦女子の服装態度は端正にし、日本人として

の品位保持に努めるよう、県民の協力を呼びかけている。

9.17 新潟市は進駐軍の駐留に備え注意事項を決定 し、17～ 20

日頃までに、1日 に約 9か所で市民常会を開く。関東地方

を視察 してきた県係員も出席 し、日本婦人としての自党を

持ち、ズボンとモンペを常用 し、人前で胸を露わにしたり

素足で下駄をはかない、ラ1眉やあくどい口紅、意味もなく

笑つたり、若い女性が 2、 3人集 リキャッキャと笑 うのは

誤解のもととなる、婦女子のみの夜間外出はしない等、詳

細な指導をする。
9.18 県は進駐軍のためダンスホール、キャバ レー、カフェー、

レス トランなどを備えた慰安施設の準備を進める。新潟市

は日本海会館、新潟ホテル、元孔雀を予定する。

9.18、 19、 23、 25、 27、 29  <広告> 慰安婦急募 満 17歳
以上、学歴不間、前借及衣類貸与、 1か月の手取収入金壱

千円は本協会に於いて保証す 経験のある者は親の承諾不

要、距離に依 り申込次第旅費送付

新潟市本町 14番町 (山 田彦九郎方)新潟福壽協会

9.19 連合軍進駐に伴 う風紀慰安施設に関する警察部長通達が県

内各警察署長にある。 (県警察史)

9.19 15日 、県は遺家族 27CXl余人に対 し、知事や部課長と市町

村職員、国民学校教員を動員 して一斉弔間を始める。
9.21 新潟文化婦人会 (後、新潟女性文化会と改称)結成する。

女性文化の向上を目的とし、発起人は児玉マツエ、村島喜

代、村田春子、丹羽美代ら。
9.22 21日 、県警察は地方事務所、警察署、市町村などの関係

者を集め、進駐軍に対する注意と、慰安施設利用には満足

を与えるよう指示する。

9.22 新発田警察署は進駐軍慰安機関を開設するため、業者を集

める。町民の心構えについては臨時町常会を開く。

9.22、 23、 27 <広 告> 慰安婦数十名急募 未経験者も可、コ

ック 5名 、女事務員 10人 高田市仲町二丁ロフォレイン

クラブ (旧 高陽館)

東京都銀座ニノニ 越後ビル内 フォレインクラブ

9.24 24日 から連合軍の県進駐が始まる。県警察部長は恐れず、

侮らず冷静な態度で迎えようと呼びかける。服装は必ず標

準服の上着とモンペを着用のこと。若い母親が人前で子ど

もに乳房を含ませるのは欧米人にとつては 「嫌な行為」と

映 り、忌まわしい事件を引き起こす危険性もある。

9。19 GHQ「 日本に与える新聞基準」

(プ レスコー ド)交付

9.22 GHQ、 公衆衛生対策に関する

覚え書、花柳病の撲滅に努める

よう指示 (第 9項 )

9.24 新潟県へ米第 8軍第 14軍団所

属陸軍歩兵第 27師団が進駐を

開始
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19454手

事  項 一般事項
9.24 24日 、中頚城郡の直江津、新道、新井、柿崎の 4地区別

に町村長常会を開き、進駐軍に対する郡民の注意などを協
議する。服装はモンペや標準服など端正であること、子ど

もが進駐軍を見て逃げださないことなどを町村長を通 じ徹
底させる。

9.25 柏崎市連絡協議会 (会長は市長、市議会議長と市議 6人で

構成)を開設する。市民融資の 15万円で直営土産物店や
ビヤホール、慰安施設などの開設に取りかかる。

9.25、 26、 27 <広 告> 新女性求ム 国際親善国民外交ノ第一

線二立ツ溌刺タル女性ヲ求ム

京橋区銀座 特殊慰安施設協会キャバレー部
9.27 蒲原鉄道は 106歩兵連隊約 lCXXl人が村松に進駐するため

午前 11時まで一般乗車を中止する。村松中学校と村松高

等女学校が休校となる。
9.28、 29、 30 <広 告> 接待婦数十名急募 未経験者モ可、通

訳 3名 、女事務員 10名 、仲居数名

高田市仲町 フォレインクラブ (旧 高陽館)

9.30  10月 3日 、新潟女性文化会は進駐軍用特別売店を小林、
大和両百貨店で開く。そのため、一般家庭から日本趣味の

品物を買い上げる。
9.30 <広告> 接待婦急募 住込通勤自由、食事衣類一切当方

持チ  小千谷市 大竹家

10.3 柏崎市で米進駐軍の日本婦人に対する輸姦事件が発生す
る。 (県警察史)

10.5、 7、 8、 9 <広 告> 広ク女性ヲ求ム (慰安婦二在ラズ)ダ
ンサー・喫茶 女店員・無経験者歓迎

東京都芝区新橋 国際親善施設協会
10。 7 進駐軍に対する芸妓 と女給の接待料を定める。 (県警察

史)

10.9、 10、 23 <広 告> 急募 通訳 2名 。事務員数名・女給数
十名・住込通勤自由  高田市 高田市慰安施設協会

10.10 新発田町常会は慰安施設づくりに県費支出を陳情 したが不
許可となり、町民一戸あたり20円 で約 20万円の寄付を 15

日までに集めることを決める。
10。 12 11日 、県軍政部は米軍将校 と県民との社交的交際を許可 |

9.25 進駐軍、新潟市公会堂に師団司

令部を置く

10.1 1日 現在の新潟県進駐軍数は

6572人で、新潟市 1382人、

高田市 1773人、柏崎市 701人、
三条市 572人、村松町 1183人 、
新発田町 961人

10.5 終戦に伴 う教科書用図書取扱方

通達、「墨塗り教科書」出現
10.6 特別高等警察課を廃止する
10.8～21  私立上野高等女学校 (東

京)4年生 150人、ス ト

10.11 マ ッカーサー元帥、女性解放を

含む民主五大改革を指示

10。 14 県帰農対策本部、帰農者 1万戸
の大開墾計画発表

10.15 進駐軍戦術部隊、三条市から撤

退

10。 16 県 「青年団体設置並二育成二関
スル件」を発する。
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10.24 新発田町の広沢会館は進駐軍ダンスホールとして 11月 中

に開館する。進駐軍利用時間外に一般入場も認めダンスの

手ほどきもする。

10.24 <広告> 女子従業員募集 女子従業員若干名

銀座 特需慰安施設協会慰安部

10.24、 29 <広告> 急募 接待婦さん数名・女給数十名・ダン

サー数名・女事務員数名・通訳数名

高田市 ペーパーハゥス河内

10.28 県は今後の教育方針として動員命令はせず、補修科を設け

て学力補充をする、特に女子は政治、経済、社会面の知識

が必要、と表明する。

11.2、 3、 5、 6、 7 <広告> 新女性数百名急募 喫茶部、ダン

サー 接待部、通訳  キャバレーサクラ  村松町 特

殊慰安施設

11.2  <広告>英語会話講習会。11月 7日 から1か月、商店、

工場従業員男女 15歳以上、140人 県商工経済会主催

11.7 7日 、長岡高等女学校は戦災で犠牲になつた在校生 35人
の慰霊祭を行 う。

11.8 新潟鉄道局新津管理部は、女子転轍手を男子に切 り替える

訓練を行 う。

11.8 4日 、新津国民学校高等科女生徒 (14)に男が襲いかかり、

捕まる。
11.9、  16、  17、  19、  20、  25、  26、  27、  28

<広告> 新女性数十名急募 男女通訳、女事務員、ダン

サー十数名  高田市 高田市慰安施設 (パ レス)協会

11.10 <広告> 芸妓三千名募集 進駐軍慰安 旅行転出には

便宜を与う  銀座 特殊慰安協会

11.18 15日 、古志郡荷頃村の女性 (38)は、男児 (3)を背負
つて買出しの帰途、列車に触れ母子とも即死する。

11.19 17日 、進駐地域に復活した芸妓を接待婦と名称する。ア

メリカ軍将校は無税、日本人は遊興税がかかる。
11.20 中疎蒲原郡各国民学校では、中蒲原郡村松町の進駐軍 1500

人全員に雛人形などを贈るため、初等科 5年以上高等科 2

年までの女生徒が制作にあたる。

11.21 17日 、戦後青年体験発表会を新発田町で開き、23日 の県

発表会出場者男女 3人ずつを決める。内容は農村を中心と

する食糧問題に集中する。

11.26 23日 、中蒲原郡村松町男女両青年団は結成式を行い、女

子約 5CXl人、男子約 4CXll人が参加する。12月 1日 に合同

で演奏会を開く。

11.26 27日 ～12月 1日 、北蒲原郡の各郷毎に戦後婦人相談協議

会を開き、未復員 。遺家族の慰安、精神指導の具体策を協

議する。

11.29 3日 に結成 した新津町婦人奉公会は旧大日本婦人会が看板

を替えたにすぎないので、会員は自発的加入とし食糧問題

や婦人参政権、文化向上をめざす活動をすべきと、解散の

声が出ている。
11.29 22日 、古志郡中之俣村の女性 (30)は、出征 した夫が帰

還しないことを悲観 し、女児 (6)と 用水池で心中する。

10.24 国際連合成立

10.―  東京からの集団疎開児童の帰

宅始まる。

11.1 県内に居住する朝鮮人人口は

9763ノk
ll.1 全国人口調査実施、総人口7199

万人余 (女性、男性を 420万
人上回る)

11。3 新 日本婦人同盟結成 (1950年
1月 1日 、 日本婦人有権者同

盟と改称)

11.21 治安警察法廃止、女性の政治

活動自由に

11.22 花柳病予防法特例公布

11.24 戦後初の新潟県通常県会召集

11.28 文部省、母の会などの育成強

化を通達
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11.29 12月 5～9日 、農業会中頚城郡支部は女子農業技術員、
員、女子青年団員を対象に 3か所で粉食講習会を開く。

<日 報抄> 婦人に参政権が与えられる反面、日本婦人の

教養、自党をもつと高めなければならない。その一つは外

国人に対する態度で、最近進駐軍と日本婦人との交際が問
題となっている。
1日 、県内女子農村中堅幹部錬成会は開講式を行 う。18～

25歳の未婚者 lЮ 人が、新進農堂で 23日 まで合宿訓練す
る。
11日 、北蒲原郡保健婦総会を新発田町役場で開く。

12.14 高田市の女性 (31)と 進駐軍憲兵 (25)の国際結婚が 6
月に予定されている。

12.16 進駐軍将兵の特殊慰安施設への立入 りを禁止する。 (県警
察史)

12.18 新潟市進駐の米軍将校に日本海会館 3階をサーヴィス・ク

ラブとして解放する。
12.19 県は正しい選挙権の行使、政治教育など婦人有権者の啓蒙

運動に取 り組む。新潟市は国民学校区単位に婦人会を作 り

下部組織は隣組単位 とすることを決め、22日 、山の下婦

人会が発会する。

12.23、 24、 27 <広告> 芸妓若千名 至急募集す 経験の有
無不問 前借に応ず  東京都 RAA協会

12.24 <自 由塔> 「進駐軍の皆様へ」 日本の女は例外を除い

てチョコレー トやキャラメルでは動きません。その例外が

あなた方の近くにいる女達です。 (女性 )

「新潟の女性へ」 良くない女が新潟女性の代表とされ、

新聞に載せられるのは心外で憤慨に堪えない。 (女性)

12.25 24日 、西頚城郡能生町婦人会は、新潟第二師範学校長に

よる婦人政治教育懇談会を開く。

○この年
。9～ 12月 に慰安婦、接待婦、新女性、ダンサー募集の広

告 (新潟、高田、柏崎、新発田、小千谷、巻、内野の県内

各地、東京)連 日のように多数あり。

12.2

12.4

12.17 衆議院議員選挙法改正公布、

初めての婦人参政権実現

12。22 労働組合法公布 (1946年 3月

1日 施行)組合運動での男女

平等・ 団結権保障・団体交渉

権保護など

12.25 進駐軍戦術部隊、中蒲原郡村

松町から撤退

12.29 農地調整法公布 (第一次農地

改革)

12.31 1945年中の進駐軍によるう巳罪

発生件数は 218件。 うち検挙

は 31イ牛。

12.―  県進駐軍は第 97師団 と交代
し、仙台における第 11軍団の

管轄区に編入

○この年
・太平洋戦争による戦争未亡人
28万余人、農村を除く女子有

業者数は 1944年の 525万人

から 231万人に激減。終戦期
の女子挺身隊は 47万 2573人

・母子問題懇話会結成、山高 し

げり、植山つるほか
。供米実績 23%、 食糧危機深刻

化

GHQ民 間情報教育局婦人課

長エセル・ ウィー ド、加藤シ

ヅエ らと民主的婦人運動につ

いて会談

進駐軍戦術部隊、柏崎市から

撤退

押した日が 1994年の 199万人

から238万人に急増

文部省、女子教育刷新要項発
表、女子に高等教育機関を開
放 。男女共学制の実施など

進駐軍戦術部隊、新発田町か

ら撤退
GHQ、 農地改革を指令

12.4

12.9

12.7
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●1946(昭和 21)年
1.14 最近特に多い女性の犯罪のひとつに、東京や大阪で被災し、新

潟に職を求めてきた果てに万策つき、「間の女」とならざるを

得ない傾向がみえる。

1.14  県は 1月 10日 付けで公娼制度を廃止する。娼妓は接待婦、貸

座敷は特殊飲食店として新発足する。
l.17  中頸城郡内国民学校では、進駐軍への慰間の人形を各校 10点

ずつの割合で制作している。

1.18  15日、佐渡高等女学校は女性の政治思想涵養のため、卒業生

に政治講座を開き、村内部落で座談会を開く。

1。23 22日 、北蒲原郡佐々木村農村婦人連盟の結成式を行う。

1.27  25日 、長岡文化協会は婦人講座を開き、村島喜代の講演会を

行う。婦人参政権をめぐる熱心な質疑応答がある。

2.2  5～9日 、新潟女性文化会は新潟日報社後援で米軍中尉を講師

|コ如含謝奎を開く。

2.4  県は「貸座敷取締規則」ならびに「娼妓取締規則」を廃止する。

(県警察史)

2.5  従来、ダンスホールは迫駐軍用にだけ営業できたが、県保安課

では日本人用のダンスホールと麻雀の営業を許可する。
2.8、 10、 13 <広告> 芸妓仲居若干名募集  フォレイン・クラブ

の名で進駐軍の倶楽部としての任務を果たし、国際クラブを新

討 る。

旧名 フォレイン・クラブ 新名 国際倶楽部 (高田市)

2_9  1日 、西蒲原郡巻町男女青年団を結成し、17日 、結成記念芸

能祭を開く。

2.9、 14 6日 、新潟警察署は進駐軍憲兵隊と「間の女」取り締まりを

行い、女性 7人と旅館主を検挙する。女性たちは
"～

25日 の

拘留、旅館主は25日 の拘留と一定期間の営業停止となる。
2.14  西蒲原郡国上村の国民学校 4校で婦人講座を開く。新間、社

会、政治の常識について校長が指導し、母親学級も毎週開く。

2.18  進駐軍を対象とする接待婦募集従事者に、県及び駐屯市町より

補助金を支給することとする。 (県警察史)

2.20  16日 、新発田婦人同盟創立のための同志糾合演説会に lCXIXl

余人が集まる。婦人参政権についての演説がある。
2.21  <日 報抄> 中蒲原郡村松町の慰安施設が不要になり、湯沢温

泉などに慰安婦の配給が行われたなどは、物のない時代に共同

便所の上棟式に餅を撒く類である。
2.26  <広告> ダンサーを求む 勤務地は銀座、品川、木挽町、赤

羽、詞 !|、 コ ||、 納    RAA協 会
2.―  ダンサー募集の広告多し

3.5  3日、新発田婦人連盟は正しい生活の建設を目指し、結成式を

行う。委員長に寺尾愛、ほかの役員を決める。

内務省、公娼制度廃止に関する

件通達

1.22

G鴫、日本における公娼の廃止

に関する覚書発表、24日 、公娼

制度廃止命令

新潟市に引揚者の施設、盤山寮

と臨海荘開所

警視庁、“夜の女"18人初検挙、

以後繰 り返し狩 りこみ 。検診実

施

高良とみ、呉市助役に就任、女性

に公民権がないため内務省不許

可

内務省、娼妓取締規則(19CXl年制

定)および関係法規廃止(公娼制

度廃止)

2.12  新潟県教育民生部新設に伴い社

会教育課復活

2.17  金融緊急措置令 (新円を発行、

旧円預貯金封鎖)、 食糧緊急措置

令など公布

2.21  文部省「昭和 21年度大学入学者

選抜要項」通達、女子および専

門学校卒業者の大学入学資格を

認める

遊廓が特殊喫茶として日本人に再

開

列 令公布

1.12

1.21

1.28

3.1

3.3
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3.8 7日 、新日本婦人同盟柏崎 。刈羽支部は発会式を行う。旧婦選
獲得同盟の田中キンらによるもの。市り|1房伎が選挙権の有効な
行使について講演する。

3.16  15日 、国民学校教員異動で、大竹千代と内山シズは県で初め
て女性の視学となり、若井たつのと刊 IIヤ ヨエ、長谷川マサ、
宮島サ ト、渡辺俊子は校長となる。

3.21  2Cb日 、県内婦人代表者座談会を開く。連合国軍司令部のウィ
ー ド中尉と県内政党、婦人団体、婦人教育家、勤労者代表 25

人は選挙について話し合う。中尉の二葉国民学校での講演会に

女教員、女学生αЮ人が出席する。
3.28  県刑事課では若い女性に、外出時は緊張した隙のない態度をと

り、夜間の一人歩きはしない、被害を受けた場合は訴え出るこ

となどと呼びかける。
3.30  28日 、県は村 LE「で婦人教育刷新振興協議会を開き、県内の

女子青年団中堅幹部が集まる。
4.6  4日 、新潟市石山地区婦人会の結成式を行う。
4.7  6日 、西・北 。中蒲原郡の農村女性 lCXl余人は、下越地区農民

組合員 Ю∞ 人に交じり、苗イ畑帥 適期配給を要求して県庁
に押し力ヽする。

4.8  6日 、岩船郡粟島浦村では県内のトップを切つて第 1回衆議院
議員選挙の投票を行う。女子 194人、男子 145人が投票し、
投票率1訴句90%と なる。

4.9  7日 、水原町青年団は女だけの懇談会を開き、二百数十人が参
加する。選挙への取り組みなど感想を通して、託児所や養老院
の必要性、女性の経済的独立と買売淫の廃止などの意見も出
る。

4.10  10日 、初めての婦人参政権を行使する衆議院議員選挙の投票
日、新潟市内各投票所には託児所が置かれ、女性たち1湖]織姿、
洋装、モンペ姿で列をなす。

4.12  10日 、第 1回衆議院総選挙で、 1区の元女学校教員の村島喜

代と2区のル Jヽ学校教員の野村ミスが当選する。

4.21  県は「風俗営業取締規則」を定める。 (県警察史)

4.23  18日 、 日本赤■字社救護看護婦 23人は、昭和 18年 4月 に赴

任した上海第一陸軍病院から帰り、座談会を開く。敗戦の報は

信じられなかったと語る。

4.24 25日 ～5月 15日 、県国田自糾彫雛 l合連合会は、い
講習会を県内各地で開く。

4.25 新潟高等女学校出身の東京女子高等師範学校嘱託田村さだc28)

と日本女子大出身の横田わかな (28)は新潟医科大学に合格
する。

4.―  新潟市入舟地区婦人会が発会する。会員は 900人 (県ガ

3.10 G鴫、性病蔓延のため RAAお
よび集団売春街に米兵の立ち入り

難
3.16 婦人民主クラブ結成

3.―  進駐軍戦術部隊、高田市から撤退

4.10 新潟進駐軍は新潟、村上、三条、

長岡、柏崎、村松、高田、相川、

両津の各市町に将校 2人を派遣し

選挙監視、状況調査に当たる

4.10 戦後第 1回衆議院総選挙、初の婦

人参政権行使、女性議員 39人当

選

4.11 県は新発田の2集落に県内初の供

米の強権を発動

4.13 日本労働組合総同盟新潟県連合会

結成

4.14 新潟県労働組合連合会結成

4.23 進駐軍による憲兵裁判、新潟地方

鋤 で開く

4.23 海外同胞救援連合会婦人部、在満

婦女子救援会開催 (6月 、同胞援

調吊ノ崚翡階ω

4.25 婦人議員クラブ結成

4.―  このころ各地で青年団の結成がす

地
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6.1

6.2

6.3

5.2  1日、戦後初のメーデーを県内各地で実施する。高田駅前広場

では各種団体、労働組合員男女ら 30CXl余人が集まる。日本曹

達労組の水沢玲子は「働く女性を保護せよ」と、職場からの女

性追放反対を訴える。
5.3  新潟医科大学の本間ムツは、県で女性として二人日の医学博士

になる。
5.10  新潟税務署は 3月以降の新円切り替えに対し、4月 下旬から各

飲食店ヘー斉臨検する。罰金額数万円に上る脱税がある。

5.26 連合軍総司令部の検閲承認以外の教科書は使用不可となり、プ

リントもできなし、新潟高等女学校では、全部を筆記させるし

かないと困惑している。
1日 現在、県内の芸妓数は 378人、接特婦 ″9人、女給 95人、

ダンサー42人の計 935ン凡 (県警察史)

5月 10日 から月末までの新潟市風紀取締月間に「闇の女」と

して検挙された女給 (201は再検挙のため拘留 7日 、寄居町

仕立職 (39)は生活苦からということで説諭のみで釈放とな

る。

県内各職場で慰安娯楽や教養を目的に女性の合唱団、ブラスバ

ンド、英語会融 、演劇、舞踊、訪書会、女性文イ融 など

の文化運動が始まる。
5月 鉤 日、新潟市沼垂西部第 3町内会男女青年団の希望クラ

ブは、素人演芸会の売上馴Ю円を村松の火災見舞金に当てる。

県外の生糸や織物工場から女性の求人が 8CX10人以上あるが、

応募者は 1日現在 2"人 の礼 月給は 100～ 1鉤 円で食糧や

作業衣の特配、旅費や汽車賃の半額割引がある。

5日 、満洲開拓団盤山新潟村の 323人が新潟に帰る。昭和 18

年 4月 に市の補助金 15万円で、満洲に新潟村建設をめざした

146戸 馴Ю人のうちから、生還した人たちである。

6.15  高         近の県内には、料理屋 257、 待合 39、

飲食店 1546、 芸妓置屋 255、 芸妓 3Ю、カフェー18軒、他に

新潟市の特殊飲旬店(貸座激

"5軒
が営業している。

6.16  14日 から、高田市の女子中等学校 3校の生徒は市内 6カ所で

引揚者援護の街頭募金をする。

6.16  15日 、新潟市青年団は古町十字路で花を売り、海外引揚者救

助資金を募る。

6.16  15日 、新潟市の遺家族で組織する「ときわ会」は遺族懇談会

を開く。緊急生活援護、子女育成、相互互助、連絡について話

し合い、遺族会結成を申し合わせる。

6.18  今月初めから、柏崎の婦人団体は柏崎女子商業学校の協力でフ

ランス人形 alo個、鼻緒 3∞ 足を作る。えんま市で即売し、

売上金を海外引揚者援護にあてる。

6.19  18日 、新潟市国民学校教員組合は県知事と市長に、俸給の男

女趨 |!撤廃などの待遇改善を要求する。

5.1  戦後初のメーデー

5.3  極東国際軍事裁判所開廷

5.19 食糧危機突破国民大会(食糧メー

デー)皇居前広場に25万人集結

5.21 国際連合に婦人の地位委員会設置

農林省、生理体暇を認める

6.9  戦争犠牲者遺族同盟結成大会で戦

争未亡人初の組織化、千数百人参

カロ(1949年 6月 東京都未亡人同

盟に改働

6.12  御乖妊ヨ(7狩りi込ノ昇開始

6.19 新潟軍政部は 19日 から毎日新潟

市内清掃巡視を行うよう、県に通

達

6.20 加藤シヅエら女性代議± 39人、
マッカーサー元帥と会見
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621  新潟市立高等女学校生徒は、           禁上で虚脱

状態の教師に頼らず、自分たちの手で学校を立て直そうと、自

櫛 を作リ
ー

る。
6.22  21日 、新潟市連合婦人会力泊1立する。各町内会の婦人代表 31

人が出席して規約案を審議し、会長に丼上まつ子、理事に宮路

益子ほか8人を選出する。
6.24  23日 、県篭球大会を開く。女子の部に巻高等女学校クラブ、

新潟高等女学校、新津秋葉クラブ、新津高等女学校が参加する。
6.26  21日 、日東紡山の下工場が操業を開始する。アメリカからの

輸入原綿菊Ю俵を女 14CXl人 と男 2∞ 人で製品化し、6割を見
返り物資、4割を食糧の充当として全部アメリカヘ送出する。

6。27  県は食料危機に関し、7月 1日から高級料理店、飲食店閉鎖措

置を決める。独占客室があるカフェー、バーも含む。歌舞音曲
の停止、新規営業許可の中止、主食の持ち込み禁止となる。

7.15  新潟軍政部は、進駐軍の指令に反する日本人の行為は処罰する
と布告する。性病にかかりながら米進駐軍に接した婦女、また

罹病の婦女と接触する者等は禁固 3カ明 もしくは罰金 IXl円
などがある。

7.17  16日 、新潟市鳥屋野出来島の婦人会長ほか 25人は、日本軽金

属新潟工場の煙を止めるよう、県に陳情する。
7.17  17日 、北蒲原郡葛塚町文化協会婦人部は、欧州情勢について

の講演会を開く。
7.21  20日 、新潟警察署は芸妓接待婦抱主関係者 4Xl人を集め、営

業形式に対する具体的改革案を示し、休業を含む取締方針を伝
える。

7.26  新潟市内の貸座敷業者は現在 12軒、特殊飲食店 44車孔 終戦
当時 63人の接待婦は現在は 151人いる。

7.26  25日 、県は高級料理屋、飲食店に対する 8月 1日 からの措置
に=般飲食店、旅館を追加する。各警察署に料金の最高統制額
を守る、不正物資を客から受取ったり調理してはならない、温
泉旅館、¬般旅館は座敷を宴会に提供しないことなどを通達す
る。

8.3  7月 26日 、県は花柳病予防法の特例を出す。特殊業者の検診
は専門技師が県内を巡回して指導監督すること、完治者から治
療中止者まで届け出ること。貧困者には治療費を負担する。

8.6  5日 、県中等学校水泳大会に新潟高等女学校、河原田高等女学
校が参加する。

8.9  7日 、西蒲原郡吉田町婦人会は創立総会を開く。家庭経済の合
理化、婦人文化の向上について協議し、講演がある。

8.9  9月 、新潟市山の下に lIXll人規模の母子寮が完成する。現在
の 7か所と新設予定の 3か所を加え、県内の第 1期引揚予定
者 7CXXI人が勢 できる。

8。15  12日 、古志郡太田村で授産所を開く。引        21
人が働き、学生服のボタン付けで 1日 10円の収入を得る。

7.1  米、ビキニで原爆実験

7.1  新潟軍政部発足

7.2  岩船郡関谷村に 6・ 3・ 3制の実

験校関谷学園開校

7.7  日本民主主義婦人大会開く。翻

人参加、議長山川菊栄

7.24 国鉄、婦人と年少者対象の人員整

理を組合に申し入れ、反対闘争起
こる
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8.22  19日 、山村ムツは西蒲原郡文化連盟主催の第 1回弁論大会で、

優良者 6人に入る。

9.5  8月 、食糧難と生活苦から農作物を盗む野荒しが多発し、加茂

署は一斉取り締まりを行う。3～4割は夫が戦死し子どもを抱

えた女性たちで、多くは起訴猶予となる。

9.7  8月 28～鉤 日、進駐軍の指令で、県内一斉に接客業者の検診

と売淫取り締まりを行う。接待婦や芸妓、ダンサー、女給その

他 854人のうち、134人が性病に感染している。18か所の進

駐軍施設付近で、師 立て、事務員、ダンサーら7人が売

淫の恐れがあるとして取り締まりを受け、検診の対象となる。

9.9  新津駅待合室の客を相手に「間の女」が空地で売春行為をした現

行犯で21人険挙される。

9.14  5日、芸妓、私娼を含む接待婦は一斉廃止となり、県は今月

中に借金の棒引き、年季廃棄の強力措置を行う。特殊飲食店の

女給やダンサーヘの転向を認める方針D

9.15 15日 、パーマネント料金を20円から3Cl円に値上げする。

9.19  17日 、戦後初の県教育刷新委員会を開き、性差別撤廃後の女

子教育のあり方を協議する。長窃 ‖マサ委員は、日本再建には

女性の役割が大きい、実力と教養を深めるために女子専門学校

設立が必要であると発言する。
9.26  戦時中、県内の国民学校教員の 3割を助教員で補充してきた

が、復員でその 7～8割が整理される。すでに 3∞ 人が退職、

さらに女子 14Xl人、男子 7CX3人が対象となる。

10.1  9月 29日 、新潟医科大学は母親の育児認識を深めて、高い乳

児死亡率を改善するため、第 1回乳児健康審査会を行う。新潟

保健所で約蟹Ю人が受診する。

10.5  4日 、新潟市内各層女性代表と、市内在住進駐軍大尉夫人との

座談会を国際文化協会主催で開く。
10.6  3日 、新潟県養護婦会総会を長岡市で開く。養護教育会と改称

し、上 。中・下越 3支部1劫口え西蒲原郡を含む新潟と佐渡に支

部増設を決める。県内国民学校、中等学校の養護訓導 ∞ 人、

養護婦 1鉤 人で組織する。
10.6  4日 、高級飲食料理店の飲食料金は新統制額の範囲内で、地方

長官が決定することになる。統制令違反の取り締まりは強化す

る。
10.6  5日 、曹洞宗全国尼僧団県支部の北蒲原 。中蒲原・岩船郡の約

50人は、新潟市の救護を必要とする 148世帯へ 1升ずつ、托

鉢で集めた約 2Cl俵から施米する。

10.7  5日 、西蒲原郡教員組合大会で曽根郷代表の高橋亥恵は、女性

の低賃金の原因は女性を無視した組合運動にあり、その責任は

男性にあると意見発表する。

10.9  8日 、東北配電はゼネスト啓蒙の家族大会を開く。女子従業員
の舞踊や軽音楽のバンド演奏を盛 り込み、ゼネスト解説を行

う。

10.13 13日 、新日本婦人同盟刈羽郡・柏崎市支部の総会を柏崎勤労

署で開き、和崎ノvイ壕副助滞鏃け る。

8.17 10日 、新潟軍政部の指令により

朝鮮人の帰国送還を再開

8.- 3国一斉に街娼の狩り込み、概数

1万 質脚 人

9.9  」錨剖呆護認影惇市、 10月 1日節 、

旧母子保護法など廃止

9.13 民生委員令公布、10月 1日 施行、

方面委員令廃止

9.27 町村制、市制、府県制公布、10

月 5日 施行、婦人公民権実現

9.30 三井、三菱、安田の三大財閥本社

に対し解散命令

9.一  民間情報教育局、母親学級を両親

学級とするよう示唆

10.1 大学婦人協会創立
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10.14 8日 、県は、接待婦廃業調査を発表する。9月 25日 現在、412

人のうち、廃業は 58人、女中へ転業 189人、芸者へ 12Cl人、

女給は 3人となる。特殊飲食店 143車1の うち 1“ 軒が噸

響 する。
10.28 26日 ～27日 、新潟県保健婦協会は保健婦大会を新潟市で開

き、約 3CXl人が参加する。県内各地の現況報告と体験発表を

行い、事業を進めるうえの問題点を協議する。

11.9  5日 、中頸城郡和田村の女性が、警察と称する国防色の服を

着た男に連れ出され暴行される。
11.11  <広告>15日 、女子英文タイプ講習会を新潟商工会議所英文

タイプ部が開講する。期間 3か月、定員 Ю 人、対象は高女卒

以上。一般翻訳、英文印書の需用に応ずる。

11.18 10月 1日 から東芝各工場はストに突入する。新潟市の関屋工

場婦人部 36人は編物や雑巾作り、力臓 工場婦人部は編物や花、

野菜の行商で生活や闘争資金を得る。
11.20 2Cp日 、新発田婦人連盟は弁護士井伊誠一らを招き、新憲法座

談会を開く。

11.21 26日 、県は新民生委員を選出する。女性は 11%。

11.24 <広告> 給仕婦募集  芸娼妓・ダンス経験者

名古屋市 アジア会館
11.26 25日 、県内青年学校生徒による女子文化討論会を新潟市青年

学校で行い、科学と道義の二つに分かれ議論をくりひろげる。
それぞれ優秀者 3人を表彰する。

11.28 27日 、新潟市舟江料理組合従業婦 68人1劫江蜘 合として

従業員組合を結成し、契約、組合規約を決定する。 1日 5円
の共済金組合費を積立て、組合運営費、花柳病予防費にあてる。

12.1  同胞援護会の県内 18か所の授産所で、女性 勘∝ 人が生活保

護を受けながら働いている。ミシン裁縫、真綿加工などで収入

は 1か月&Ю 円臨
12.3  新潟県風俗営業取締規則の改正で「特殊飲食店」を「小料理屋」

に、「接待婦」を「酌婦」と改称する。 (県警察史)

12.7  5日 、県内男女青年学校生徒の研究記録体験発表会を長岡市で

行う。女子 14人は馬鈴薯栽培、屑糸から木綿まで、羊毛加工

などの演題で発表する。
12.10 13日 、新潟市連合婦人会と連合青年会、新潟女性文化会は合同

で市川房枝の講演会を開く。演題「民主政治と婦人の在り方」。
12.13 12、 13日 、新潟県婦人連盟設立協議会を県内団体の代表 ∞

人が出席して新潟市で開く。規約を審議し、婦人の地位向上と

教養の充実に向け運動することを決議する。

12.17 15日 、西蒲原郡連合青年団は新憲法討論会を巻町で開く。民

主主義、家族制度、男女平等、労働運動、平和主義の 5題
12.17 11月 末現在、県内 18の勤労署の「糸姫」募集は、県割当24m

人に対し4898人の応募となり、全国第 1仇

10.―  進駐軍村上町から撤退する。

11.1  第一回国民体育大会、近畿で開

催

11.3 日本国憲法公布。戦争放棄、基本

的人権の尊重、男女平等の原則な

ど航

11.5 全国女教員大会、男女差別待遇反

対など 7項目要求決説 34都府

県から輛∞ 人参加

11.14事務次官等会議で私娼の取締、

発生の防止および保護対策を決

定。警視庁は集娼地域を指定地域

として赤線で囲む (赤線の発り

11.18 新潟県に「衛生部」を置く

11.―  ララ物資救援開始

12.1 日農県連協議会結成

12.15 女性を守る会結成。働く女性の強

制検診事件(1月 15日癖 会

に参加した政党・労組婦人部、婦

人団体が中心
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1221 "日 、県衛生部設置後初の保健所長会議を、日本海会館で開

く。性病予防なJ協議し、軍政部軍医は、結核や性病予防に関

する計画をたてること、検査、県民教育、血液検査、X線検査

の実施を提案する。

12.21 中蒲原郡耐 ‖村の被服工場の女性 29人は、県内初の女性の労

働組合を結成する。
12.22 22日 、新潟市の芙蓉会は第 1回慈善バザーを開く。売上の 1

割を歳末同情資金にあて、以後毎月第 1・ 3日曜に行う。

12.23 今月初旬、県衛生部で、接待婦、芸妓、ダンサーなど 478人
の性病検診を行う。梅毒 1人、軟性下癖 7人、淋菌保有は 190

人など246人が罹病している。

12.27 県は性病撲滅のため、17保健所で 1万 70CXll人に血液検査を

行う。対象1灘羅響銘稼族、妊産婦、弓膨猪柊複員臥 のほか

下般受診もあり、新潟市では年内に県職員から始める。
12.28 27日 、牛木とく、山岸多嘉子、児玉マツエ、寺尾愛は県社会

教育委員となる。社会教育の刷新振興に関する具体策を審議す

る。

1229 27日 、1月 からの生活援護相談所開所に向け、県は生活援護
座談会を開き婦人会員も出席する。

12.31 糸魚川高等女学校は級長を廃止し、公選された自治委員がクラ
スの企画運営をする。委員会の決議を学校へ建議し、糸剣 ll中

学校と討論会も行う言悔軋

○この年
。9月 から洋裁学校の新聞広告が急増する。

●1947(昭和 22)年

1.4  16年 7月 に夫の戦死公報を受けた三島郡大河津村の女性
は、20年に夫の弟と再婚するが、21年、夫が生還。夫は

他家への入籍を承諾し、南蒲原郡中之島村の 3人の子がい

る戦争未亡人と再婚する。
1.8  全通信従業員組合新潟地区婦人部、日本鋼管従業員組合女

子部、新潟鉄工所労働組合婦人部、在外救出学生同盟は新

潟市元満洲開拓団 1開 人に薪や文房具などを届けるほか、

紙芝居や演芸、音楽会で慰問する。
1.9  県農業会新潟支部の青年部は、1月 中に連合青年婦人部を

結成 しようと、県内 2000人 に呼びかける。
1.11 20～ 25日 、新潟市連合婦人会と新潟市は婦人大学講座を

開く。対象は一般女性 3∞ 人、聴講料 3円。
1。 11 県の日雇労務者 4万 1000人のうち、女子は 4430人。そ

の半数が トロッコ押しや地ならし、モッコ担ぎ、大工や左

官の手伝いなどの土木関係、3割は港湾や駅の荷扱い、あ
とは工場の臨時雑役婦などで働 く。収入は最高で月 6∞

円仏

12.― 前年 12月 公布の労働組合法によ

り、新潟県内労働組合数が 1年間
で3組合から467組合に急増

○この年
。インフレ急速に進行
・

`導

動貯G軸餓状態
。『婦人朝日』騰形J硼『主婦の友』

『婦人公論』『女性改造』『働く婦

人』復刊 『主婦と生活』倉J刊
。発疹チフス大流行、DIyr強制散

布、その他天然痘、コレラなど伝

嚇
。中国からの引き揚げ開始

1.1 新潟県北蒲原郡新発田町、市制

施行

全官公庁労組拡大共闘委員会、
2・ 1ス ト決定

全 日本教員組合協議会婦人部結

成大会、2・ 1ス ト盛 り上がりの

中で組織。この頃、教育組合全

国連盟婦人部も結成

婦女に売淫をさせた者等の処罰

に関する勅令 9号公布

新潟地区全官公庁労組、2・ 1ス
ト宣言大会

15

18
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1.25

1.25

1.26

1.27

2.3

1.22 21日 、新潟市山ノ下の県営アパー ト臨海荘は引揚者住宅
として開所式を行 う。母子寮 58室を含む 190室に 95世
帯 410人が入所する。

日本通運新潟支店の新潟、山形、秋田、長野 4県闘争本部
青年行動隊は、軍放出の小袋を解きほぐして一反物にする

賃仕事でス トの資金づくりに励む。26日 から洋服部女子

部員がミシンで縫い合わせる。
全逓信従業員組合新潟地区婦人部の百数十人は、組合員の

家庭から集めたボロ布で昼休みに雑中を作る。前回、街頭
で売り23∞ 円を得る。
<広告> 戦災、引揚者ノ御婦人方二急告致シマス

派出婦、家政婦会結成につき経験者または希望者は2月 5
日までに申し込む。

新潟県庁内、社団法人新潟県更正同盟事務局婦人部
昨年末現在で県内には 559人の芸妓がいる。県は 4月 から
芸妓税を現在の 5倍に引き上げ、 1等地は 50円、 2等地
は 40円 、 3等地は 30円 とする。酌婦からもその半額を

徴税する。

新潟保健所附属保健婦養成所は第 1回生徒募集を行 う。応
募資格は高等女学校卒で修業年限は 3年。保健婦免状およ
び女子保健専門学校卒と同等の国家試験受検資格を得る。
4月 から授業を始める。
12日 から 6日 間、新潟市は新潟軍政部の指令で、花柳病
撲滅のための血液検査を実施する。妊婦、妊婦の夫、引揚
者、その他の希望者が対象となる。
公娼廃止覚書違反事件を続々検挙する。 (県警察史)

昨年 11月 、県内 5市 3町に物価監視委員会が発足 し、新
潟市は委員である業者や消費者が検事局員、警察署員など
と月数回市内を回る。坂井ヨシ委員は、大手筋のヤミを逃
さないようにと語る。

2.10、 12 9日 、県婦人連盟主催で新発田、北蒲原・岩船の 1市
2郡婦人団体結成促進協議会を開催する。

2.11 9日 、佐渡郡新穂村で婦人文化同盟を結成する。社会経済
制度の改善、生活と結婚、就職相談の事業や役員を決める。
参加者 80人。

2.12 南魚沼郡塩沢町の婦人会と女子青年団は結婚の改善を申し
合わす。衣装は婦人会斡旋の借 り着とする、振る舞いや里
帰りの配 りものを廃止することなどを印刷物にして全町に
西己る。

2.13 12日 、日本通運新潟地区 37支部はス トに突入 し職場放棄
する。新発田支部もス トに突入 し婦人部は雑巾売りや修繕
もので闘争資金づくりをする。

2.13 17日 、直江津町連合青年会は第 1回討論会を開く。見合
結婚と恋愛結婚のいずれを選ぶべきかとゼネス ト批判の 2

問題を中心にする。
2.14 新潟市で 20～ 30歳前後の男女にダンスが流行する。教授

所は 1か所、クラブとホールは 2か所ずつある。
2.19 新潟市連合婦人会、連合青年団、新潟民主主義文化団体協

議会は新潟市民自由大学を町内会別、学区別に開設する。
3月 上旬に第 1回を入舟、沼垂など4町内会で開く。

2.4

2.6

1.31 GHQ、 2・ 1ス ト中止命令

2.6  新潟県社会教育課による公民館
設置促進打ち合わせ会に青年

団・婦人会代表者、町村長、農

業会長が参加 して開く
2.7  GHQの 指令により全逓青年行

動隊解散。青年部、婦人部とし

て再発足
2.10～24 第 1回国連婦人の地位委員

会、以後毎年開催
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3月 9日 から3日 間、県保健婦協会は社会教育講習会を開

く。全保健婦を対象に各政党の政策綱領や婦人問題と新憲

法の解説を行 う。

2.27 26日 、新潟市と西蒲原郡の婦人団体育成協議会を開き、

再建 日本のため活発な運動の展開と参政権の完全行使を申

し合わす。

3.3  2月 17日 から 1週間、新潟署による不良少年少女一斉取

り締まりで検挙された女子は 39人、男子 120人。女子は

20歳以上、男子は 17歳以上の無職者や 日雇が多い。大部

分は説諭だけで釈放となる。

3.4  3日 、県に初めて届いたララ物資が新潟軍政部立会いのも

と、新潟市聖園乳児保育園、新潟救護院、済生会新潟病院、

有明信楽園など 245人の乳幼児、老人、結核患者に届く。

(こ の後何回か配布となる)

3.8  新潟学生同盟 (旧在外同胞救出学生同盟新潟地区)には新

潟高等女学校生徒 21人、新津高等女学校 6人、新発田の

青年師範学校女子部生徒 13人が参加 している。駅頭での

荷物運びや宿舎の斡旋、医療奉仕に加え、昨年 12月 から

戦災引揚者の子どもの世話をする。

3.10 新年度から新潟第一師範学校女子部は 3年制となる。初級

中学教員の資格が得られ、卒業生の初任給や待遇は男子と

同じになる。2年生 160人 が全員進級するので今春の卒業

生はなく、教員不足はしばらく続く。
3.12 14～ 17日 、新発田保健所では性病撲滅対策として血液検

査を無料で行 う。葛塚、中条、水原各地区の妊産婦約 1000

人にも出張検診する。

3.15 15日 ～ 4月 10日 、憲法普及会県支部は郡市別に社会教育

委員や青年団、婦人会、文化団体幹部、学校教職員、役場

吏員らの指導者を対象に憲法研修会を開く。

3.16 15日 、県女教員会は新潟第一師範学校女子部で結成式を

行 う。会員は 50CXl人 。16日 、講演「新憲法の基礎的理念」

などがある。

3.17 15日 、三条市ほか蒲原 4郡婦人団体育成促進協議会を新

津町で開く。婦人団体は婦人の力でつくる、遺族と未復員

家族を守るなど4項 目を申し合わせる。

3.17 16日 、第 4回北蒲原郡連合青年団準備委員会を開き、14

か町村 50人が出席する。中浦村の小林 レンは副会長、安

田村の塩谷シゲは家政部門の役員になる。

3.20 18日 、全日本化学労働組合新潟県支部婦人部の結成大会

を新潟市労働会館で開き、傘下8組合 (婦人部 1500人 )

の代表 18人が集まる。部長は日本曹達の水沢玲子、副部

長は北越電化の小林秀子、東洋合成の三輪 ミサヲ、書記長

は日本曹達の自井貞と決まる。

全日本教員組合協議会、母体保

護を含む団体協約を獲得

戦後初の国際婦人デー。以後毎

年開催

3.31 教育基本法公布。教育の機会均

等と男女共学、6・ 3・ 3制教育

実施、女子の高等教育機関への

開放など

3.31 第 1回新潟県農地委員会開く

2.21 衆議院女性議員 39人は英国下

院女性議員に、英領東南アジア

の日本兵 8万 20CXl人の引き揚

げ促進を署名とメッセージで懇

請

参議院議員選挙法公布・施行、

20歳以上の男女に選挙権、30

歳以上に被選挙権付与

人高線列車転覆、死傷者 440人
の大部分は買い出し主婦

アジア救済連盟、ララ物資の第

1回配分を行 う

2.24

2.25

2.26

3.9
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4.3  2日 、女子にも高等学校の門が開かれ、新潟高等学校を女
生徒 34人が受験 し、うち 4人が合格する。

4.15  <広告 > 4月 20～ 27
講習会を開 く。会費 50

円。

白山公園内の労働会館で洋裁

戦災、引揚者、遺家族は 4Cl

新潟県更生同盟本部厚生部

日

円

4.20 第 1回参議院議員通常選挙で野村 ミスは落選する。(県史 9)

4.27 25日 、第 23回衆議院総選挙に立候補 した新潟市の村島喜
代、三島郡日越村の岩内とみゑ、三条市の吉門方海は落選
する。

4.30 市町村議会議員選挙に、県内で 69人の女性が立候補 し、28
人が当選する。

5.2  1日 、新発田市の寺尾愛が女性として初めて、新潟県議会
議員に当選する。投票率は 81.4%と 高く、64人中 57人
を新人議員が占める。

5.12 11日 、佐渡郡の野方ヒサは女性 3人、男性 17人の郡市代
表が参加 した新憲法施行記念県青年弁論大会で第 1位 とな
る。演題は「女性の立場より見たる新憲法」。

5.16 15日 、男女共学の新制中学校が発足する。新潟市立二葉
中学校では男女組別、自山、入舟、栄の各校では混合編成
である。長岡市の北中学校は施設改造のため開校を 19日
に延期する。

5.26 岩船郡西神納村の長柄シマ (47)が 、郡内で初めての女性
の村助役となる。

5.26 <広告> 産児調節、ダッチペッサリー定価 29円、病弱

多産、生活向上のために、妊娠 しては都合の悪い人に。
5.27 県内には料理屋 561軒、待合 35軒、芸者置屋 38軒、カ

フェー46軒、飲食店 2∞0軒、その他合計 3130軒に約 1

万 50CXI人 が働いている。
6.7  15日 、県予防課が 2月 から実施 した梅毒まん延度調査の

結果がまとまる。対象者は 1万 1863(女 4931、 男 6532)

人で、陽性は女 153人、男 241人。
6.13  12日 、新潟軍政部と県は新 日本再建婦人講座を開く。地

域・職域各婦人団体や県外から 1500余人が参加する。連

合軍司令部ウィー ド中尉で 「民主的団体について」の講演
がある。

4.1  6・ 3制発足、国民学校は小

学校 と改称。新潟県内に 413
の新制中学校発足、5月 15日

開校

4.1  町内会・部落会・隣組廃止

4.3  新潟県産業別労働組合会議結

成

第 1回統一地方選挙始まる

労働基準法公布 (9月 1日 施

行)男女同一賃金の原則、女

子労働者の保護など

独占禁止法公布

知事決選投票で、岡田正平が

初の民選新潟県知事に決まる

地方自治法公布

第 1回参議院議員選挙、女性
10人 当選

第 23回 (戦後 2回 目)衆議院

総選挙、女性 15人当選

戦後初の地方議会議員選挙実

施、都道府県議会議員に 23

人、市町村議会議員に 771人
の女性当選

産婆規則改正、名称を助産婦

に変更

飲食営業取締規則の改正によ

り、警察の衛生事務を新潟県

保健課へ移す

日本国憲法施行

５

７

４

４

4.14

4.15

4.17

4.20

4.25

5.15 文部省、家庭科の内容 と目標

を示 し、小・ 中学校の教科課

程に家庭科登場

5.27 日本産婆会解散

日教組婦人部結成大会

4.30

5。2
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6.14 13日 、県と新潟 日報社は新 日本婦人講座を新潟市公会堂

で開き、弁護士渡辺道子が民法改正の講義をする。

6.15 12日 、新潟、千葉、埼玉、茨城、群馬、山梨の女性代表

者 30人は、新日本婦人講座を機に関東地区婦人連盟を結

成し、事務所を新潟県に置く。

6.20 今年 1～ 5月 までの県内犯罪発生数が判る。昨年中は 5件
だつた強姦が既に 21件あり、全体に犯罪件数は増えてい

る。

6.24 18日 、新潟市沼垂の行商の女性 (28)は、清酒の大規模

なヤミで検挙される。夫召集後、3人の子どもを抱え生計

のために行つていた。

6.27 17日 、新潟鉄道局管内の国鉄労働組合婦人部結成大会で

労働基準法の問題を取り上げる。女性の半数約 2000人が

配置転換の対象になる。

1日 、婦人会代表も参加 して県社会教育研究大会を第一師

範講堂で開く。参加者 3CXl人のほか多数の傍聴がある。

5日 、県内の料飲店が一斉営業停止となる。外食券食堂、

旅館、喫茶店はかろうじて営業許可になる。
5日 から三条市の料理店 27軒、飲食店 72軒、特殊喫茶店

22軒が休業する。純喫茶 3軒だけが営業許可となる。

7日 、新潟職業安定所は東 。西新潟料理業組合、新潟市・

亀田 。大野飲食店組合代表と料飲店従業員の求職について

懇談する。

1日 、自由参加による教員の再教育講習会を県内一斉に開

く。新潟市は参加 422人の半数が女性で予想外の盛況と

なる。

7.2

7.2

7.8

7.8

8.2

8.26 26～27日 、憲法普及会県支部主催の婦人と新憲法展を三

条市で開く。この機に代用食研究会も開く。

26～ 27日 、下越地区憲法婦人教室を村上町で開き、80余
人が参加する。26日 の座談会では奥むめおら、講師の新

憲法による遺産相続や姦通罪の可否の討論会を聞く。

8.29

9.9  8日 、新発田市猿橋小学校母の会は、家庭教育と母親の自

党の話を聞き座談会を行 う。
9.14 13日 、大学婦人協会新潟支部の結成式を行い、会員約 40

人が参加する。

9.25 23日 、新潟市は赤字財政克服のため営業用家庭用とも 1

台年額 150円 のミシン税、女中 1人につき年 50円 の個人

税など新税を決める。

北 日本総合大学期成同盟会創

立総会。新潟県知事を会長に

選び、新潟市への総合大学誘

致運動を開始

飲食営業緊急措置令公布、外

食券食堂などを除き全国料飲

店一斉休業 (7.5禁令)

7.30 保健婦・助産婦・看護婦令公

布

8.6  広島市で平和記念式典挙行

8.9  新潟県全官公庁労働組合協議

会結成

8.12 新潟県労働組合会議結成

8.21 進駐軍将兵 との国際結婚 822

組届出

GHQ、 11万人に及ぶ追放教員

を発表 (新潟県 119人 と 5月

に発表)

労働省発足、婦人少年局新設

(局長山川菊栄)、 婦人労働課

(谷野せつ)、 婦人課 (新妻イ

ト)、 年少労働課 (堀秀夫)各
設置

9.23 新潟港内で浚渫船万代丸が機

雷に触れて大破

7.1

8.―

9.1
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9.25

9.27

<自 由塔> 家の犠牲となり特殊飲食店に身を沈めたが、

昔のままの公娼制度のもとで働かされている。収入の 6割
を業者が取り、営業禁上の周旋業者がはびこって、私たち

は解放されない。
25日 、県女教員中越地区大会を新潟第一師範学校女子部

で開く。5郡代表の体験発表、女子部生徒の演劇のほか「新
しい教育と女性」の講演がある。
26日 、新潟軍政部のミス・ リーは長岡市で女学校教員、

婦人会幹部と「婦人の教育」について懇談会をもつ。また

新潟第一師範学校女子部生徒に「米国の女学生生活」を講
演する。

10.11 <広告> 新潟県社交舞踏教師協会設立記念パーティー

10月 11日 、大和百貨店ホールで開催し、会員券は当日も
発売する。 新潟県社交舞踏教師協会

10.19 19日 、新潟県婦人連盟は第 1回総会を新津町で開き、食
生活の改善や供米完遂に伴う婦人の使命などを協議する。
500人が出席。

10.29 28日 、佐渡郡婦人大会を河原田小学校で開き、25町村か
ら20CX3人が参カロする。

11.6 5日 、保健婦組合の北蒲原郡支部結成大会を開く。
者の健康増進、国民健康保険制度普及を協議する。

11.16 14～ 15日 、新潟県保健婦大会を新潟市労働会館で開く。
250余人が参加 し、乳不足に悩む母子への乳製品の配給に
つき真貪1に論議する。産児制限や青少年の犯罪防止の討論

会実施、待遇の改善、教養向上、職制の確立を協議する。
11.20 21日 、三条市民生委員会は、夫が戦死 した女性たちの平

和マーケット開設計画を決める。 1店 1坪とし 130店出

す計画。

11.21 20日 、新 日本婦人講座を新発田高等女学校で開催 し、約
2000人 が参加する。連合国軍総司令部のウィー ド中尉が

紙芝居を使い、婦人民主団体の作り方を説明、新潟軍政部
のミス・ リーはPTAについて講演する。

11.21 白根町の女性 (34)は、夫の生還を待ち 4人の子どもを抱
えて商いで生計を立ててきたが、出征から4年経ち新生の

道を開きたいと、戦死の公報を出すよう願い出る。町役場

では戦死の通知がないため公報は出せない。
11.27 26、 27日 、社会教育研究大会を県主催、文部省、軍政部

後援で柏崎市で開く。150人が出席。公民館問題について
の発表や青年 。婦人団体運営の研究発表などがある。

10.1 新潟県、衣料切符による配給

を開始

10.13 在 日朝鮮女性同盟結成

10.21 国家公務員法公布、女性 も公

務員の資格取得

10.26 改正刑法公布。不敬罪・姦通

罪廃止 (11月 15日 施行)

11.1 新潟県は新米の横流 し防止

に、県境近くの駅に列車検問

所を設置
11.3 全国保健婦大会

11.5 全国保育連合会結成

11.10 日教組婦人部第 2回全国委員

会で、男女差撤廃に関する初
の要望書提出

11.30 職業安定法公布。職業紹介・

指導について性差別を禁上、

派出婦事業廃止 (12月 1日 施

行)
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1947～ 1948年

事  項 一般事項

12.19 16日 、加茂町の婦人会と保健婦協会、国民保険組合は性

教育講習会を開く。「性教育について」の講演や、産児制

限について座談会を行 う。

12.27 県は女性警官 15人を募集する。20歳以上 30歳まで、中

等学校卒業程度以上で通勤可能な女性。新潟市自治体警察

署の内務防犯や交通関係に勤務する。
12.31 29日 、新潟市主催の共同募金ダンスパーティーを大和百

貨店で開く。500人参加するが、8時半頃停電となり大混

乱をきたす。純益 9∞0円 50銭を寄付する。

●1948(昭和 23)年

1.7  6日 、県内 10か所で家事審判所が開設 し、7日 参与員 50

(う ち女性 6)人、調停委員約 120人が決まる。
1.9  7日 、新潟市内の料理店 26軒、待合 24軒の各組合では 4

-5軒を除き旅館への転業を決める。芸妓 160余人は廃業
届を出し、今後は旅館や会社で働く。

1.9  西蒲原郡巻保健所管内では、昨年 7月 現在 33軒の料理店
は 12軒が転業旅館となる。

1.10 12月 25日 、新発田市の料理屋 19軒、待合 11軒、置屋 57

軒 (芸妓 70人 )、 カフェー、喫茶業者で工業組合を結成す
る。8日 の料理屋業者総会で違反を起こさないと決議 し、
転業者はない。

1.10 高田市で料理屋業者の旅館転業は 1軒のみ、芸妓約 30人
は休業する。

1_14 西蒲原郡吉田町料理芸妓組合の 20軒中 6軒が旅館営業を
申請し、芸妓 16人は一斉に廃業、女中を志願する。

1.15 14日 、新発田市芸妓組合は総会を開き、70人全員が廃業
を決める。

1.25 西蒲原郡岩室村料理芸妓組合の料理屋 8軒は旅館に転業、
芸妓 19人は女中として住み込む。

1.27 23日 、中蒲原郡五泉町婦人会第 1回総会を開く。会員は
600ノにO

l。27 26日 、県地方労働委員会、県経済部共催の新潟市内婦人

労働教室で労働組合法と労働関係調整法の講演があり、女
子労働組合員 100人が参加する。28-30日 、憲法と婦人、
常識などの講義や生花、作法がある。

12.6 家事審判法公布 α閲 年 1月 1

日施行)

12.12 児童福祉法公布 048年 1月 1

日施行)

12.22 改正民法公布。結婚、離婚の

自由と平等確保、財産の均分

相続など (旧法の家制度廃止。

1948年 1月 1日 施行)

12.22 改正戸籍法公布。家・戸主を廃

止 し、夫婦 と子 どもを中心 と

した戸籍に改める (1948年 1

月 1日 施行)

12.25 民主日本建設婦人大会、物資

配給・労基法完全実施・女性

労働者の首切 り反対決議 (こ

の大会を機に婦人組織結成の

準備会できる)

○この年
・米遅配・欠配に主婦抗議
。国鉄運賃、郵便、電気など“倍々

式"に値上げ
・性病まん延、患者 40万人

家事審判所全国 277か所に開

設

1.15 GHQ、 労組婦人部の自主的傾
向を批判
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1948年

事  項 一般事項

1.28 27日 、総合大学設置促進大会は新潟医科大学グラン ドで

開く。学生や生徒、労組、青年会、婦人会代表ら約 4000
人が集まる。

2.6  4日 、新発田市の農家の主婦 45人は、保有米を全部供出

し種芋まで食べていて、手当て米がなければやっていけな

いと、地方事務所に早期支給を陳情する。
2.12  10日 、新津警察署は主食取り締まりを新津駅で行い、女

性 16人を含む 23人を検挙する。買出しの大半は新潟市

内から来ている。
2.13 新津町の派出婦に転業した元芸妓 22人は、旅館転業許可

がおりた料理店 7軒に出入 りを希望している。
2.16 新潟市の終戦直後と 1月 末の比較では料理屋、待合、飲食

店は 84軒から 117車千に、 芸妓は 0人から 154人 に、 酌婦
は 85人から 175人 と増える。

3.11 新津保健所は 1月 末から週 2回花柳病の診察を行つている
が、1日 平均受診者は 30人から 75人に増えている。8日
現在で患者は東蒲原郡 18人 (う ち女性 5人 )、 中蒲原郡 68

人 (う ち女性 22人 )。

3.23 県防犯課は終戦後 3年間の青少年犯罪の傾向を発表する。
風俗、粗暴犯が激増 し、女子犯罪の増加率は男子を上まわ

る。
3.30 29日 、全逓新潟支部地協は北海道、東北、関東、信越 と

ともに 42支部一斉に第 2次 24時間ス トを行 う。郵便、
電話、電信などほとんどの通信網は断絶する。

3.30、 31 29日 、全逓長岡電話局支部は前日の代議員総会でス ト

反対を決議 し、ス トを回避する。1カ現 前に発足した同支

部は、組合員 133人で 20歳前後の女性が 8割強である。
3.30 29日 、全逓 24時間ス トの新潟市で県庁の電話交換は軍関

係者の通話 2-3回だけ、市役所は内線のみ。証券市場は

地株中心の取り引きで電話室には人影もない。

4.7  5日 、県社会教育課は新 日本建設婦人討論会を県婦人連
盟、新潟放送局、新潟日報社の後援で開催する。市町村議

会の婦人議員 19人 (全県 29人)の座談会では、進出の

難 しさ、婦人の政治的無関心についての発言がある。県地

方婦人議員懇談会設立を決める。

4.27 26日 、新発田婦人連盟、新発田婦人会、新発田青年団は

県内初の生活安定公聴会を市図書会館で開く。ヤミ撲滅 と

インフレ抑制に 7CXI余 人参加する。新潟軍政部長 らのメ

ッセージ、現況報告、討論がある。

5.1  4月 27～28日 、自根町社会教育委員会による性教育講座

を開く。未婚青年男女約 2∞ 人の受講者中 7割は女性で

ある。

婦人団体懇談会で、4月 10日

を婦人解放の日とするよう提

唱

混血児の施設、エ リザベスサ

ンダースホームが大磯で開設

人民大会 (在 日本朝鮮人連盟

総本部 ら共催)が新潟市で開

く

新警察制度発足。新潟県警察

は国家地方警察と自治体警察

に分割

3.29 料飲店閉鎖、5月 1日 から 1949

年 4月 30日 と 1年延長

4.1  新制高等学校(全 日制 。定時制)

発足 晰 潟県内では県立 54、

市町村立・組合立 11、 私立 8)

4.7  世界保健機関いHO)正式発足

4.10 初の婦人の 日大会開催。婦人
の日協議会(11団体)主催

4.19 日本民主婦人協議会 (民婦協)

結成

4.19 新潟カ トリック教会、エロ本

追放百万人署名運動を展開

4.―  厚生省発表で、全国の芸者 1063

人、酌婦 1万 6187人、女給

7019人 、ダンサー6046人。(5

月20日 “闇の女"概数 3万 8000
人と発表)

5.1  進駐軍、サマータイム (夏時

刻)を導入 (1951年 9月 8日

廃止)

2.7

3.1

3。 7
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1948年

事  項 一般事項

5～7日 、社会教育研究会を新発田市で開き、新潟市・三

条市・新発田市と7郡の代表、婦人会などから 1000人参

加する。新潟軍政部教育課によるアメリカの4Hク ラブ紹

介や国際・生活改善 。社会 。文化問題に分かれた部会討議、
フォークダンスの指導や映写会がある。

24日 、県インフレ撲滅委員会は副知事を会長に農業、労

働、小売業、婦人団体など 16人の委員で発会式をあげる。

生活安定ヤミ追放公聴会を、主催を県内各市と婦人会、後

援を県と軍政部での開催と決める。
26日 、高田市婦人協議会と市主催で生活安定ヤミ追放公

聴会を第二師範学校講堂で開く。新潟軍政部長、メイヤー

女史ら出席 し、主婦約 1000人の他男子の傍聴者もある。

高田市婦人協議会は続いて臨時総会を開き、市物資需給調

整委員会に婦人代表を多数カロえる決議をする。

28日 、県主催の新婦人講座を佐渡郡金沢中学校で開く。

内容はメイヤー女史 「アメリカの家庭婦人の活動」、文部

省視学官村岡花子 「新しい婦人の道」と児童福祉法など。

5.6

5。25

5.26

6.18

7.6  5日 、看護協会、看護派出婦会などに関する全県協議会を

長岡職業安定所で開く。

7.10 9日 、県は特殊喫茶店 132軒に休業命令を出す。公娼廃止

に関する総司令部指令違反容疑で取調の完了前に行政措置
として行なうもの。

7.10 7日 、県児童福祉法運営地方委員 20人が決まる。 10人が

女也

7.11 10日 、県内の特殊喫茶店組合代表 32人は休業後の対策を

協議する。接待婦の転身は本人の自由意志に任せ、希望者

に転業旅館の女中や純喫茶へ斡旋する。

7.16 17日 、県は特殊喫茶店の解散を決める。

8.25 21日 、佐渡郡連合婦人会総会を開く。代議士、県議会議

長 らによる主食や衣料品の配給など生活問題を中心に聞

く。

8月 31日 、県防犯統計課は風俗営業取締法施行後の禁令

強化の指令を県内各警察署に通達する。客の持込みでも飲

食物の調理を禁止、違反者は営業許可取消。施行後旅館、

喫茶、外食食堂、仕出し屋などで接待婦の出入 りは禁止と

なる。

9。 1

警察犯処罰令廃止、

新潟 市 にCIE図 書館 を設置

(全国 6番 目)

ソ連引揚げ第 1船明優丸の新

潟県人 73人は、大阪発の列

車で帰る

厚生省、母子手帳の配布開始

各都道府県に婦人少年局地方

職員室発足

行政執行法廃止、売春容疑者
の臨検・強制検診など廃止

売春等処罰法案、初めて国会
へ提出 (審議未了)

第 1回全国 PTA協議会結成

5.2

5.10

２

５

５

５

6.15

6.22

宮城県、全国初の売淫取締に

関する条例公布

風俗営業等取締法公布・施行

7.13 優生保護法公布 (9月 11日 施

行)

7.15 性病予防法公布 (9月 1日 施

行)、 花柳病予防法および同特

例など廃止

人身保護法公布

消費生活協同組合法公布 (10

月施行)

政令 201号公布、公務員の団

体交渉権・罷業権など否認

日教組婦人部、GHQの 婦人部

解体指示に抗議声明

平和確立婦人大会開く

新潟県青年大会開催

ヘレンケラー来日

9.15 母子衛生対策要綱、都道府県

に通達

9.15 主婦連合会結成、主婦の物価

値下げ運動盛ん

7.10

7.10

6.27

7.30

7.30

7.31

8.7

8.29

５

２

１

２

８

８
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19484再

事  項 一般事項

9.4  新潟県風俗営業取締規則施行条例を定める。 (県警察史)

9.9  6日 、新発田市の転向旅館業者は臨時総会を開く。出席 16

人のうち 14人が料理店などへの再転向を希望する。
9.17 15日 、転向旅館業者は第 2回県大会を新津町で開き、12

市町村から代議員 43人が参加する。貸席 (料理店)に転

向 180軒、旅館として現状維持 42軒で、約 8割が料亭に

戻る。
10。5 4日 、新潟軍政部マリー・ルー保健婦顧間は、10-14日 、

日本助産婦協会新潟県支部主催で助産婦の再教育を行なう
と発表する。講義は軍政部厚生官の児童福祉、妊産婦の衛
生について。GHQ助産顧問マッチュリン女史が来港する。

10.7 5日 、西堀 7の男性 (48)は労働基準法違反で新潟地裁ヘ

起訴される。長野県篠ノ井町の飲食店へ酌婦として 1月 に

女性 2人 (18、 17)を周旋料 5500円で、5月 には女性 1

人 (22)を 4500円 で斡旋 したもの。
10.7 6日 、児玉マツエは初の県教育委員に当選する。
10.8 9月 26日 、風俗営業取締法県施行条例によリダンスクラ

ブ教育所県内 30余か所のうち、新潟市 3(ダンスラン ド、
オリオン、公ダンス)高田市 1(社交クラブ)のほかは営

業停止となる。
10.26 新潟県売いん等処罰に関する条例を定める。 (県史 9)

11.16 15日 、未亡人対策懇談会を開き新潟軍政部から出席があ

る。再婚の相談所設置や職業補導・保育所完備が肝要であ

り、未亡人対策協議会の設置を決める。
■.19 17日 、新潟市警察署は売淫の一斉取締を行い、雪町で元

酌婦 (36)ほか 1人を検挙する。

12.1413日 、県イ ンフ レ撲滅婦人大会を新潟市公会堂で開き
700人が参加する。新潟軍政部や物価安定推進協議会協議

員奥むめおの講演と、新潟市・高田市・三條市・新発田市

各代表が発表する。婦人運動展開に新潟軍政部への協力依
頼、綿の内地消費量増加をマッカーサー元帥へ懇請、消費
節約と業者の横流 しや闇値の排撃などを決議する。

12.20 18日 、新津町でPTA運 営研究会を開き中蒲原郡の 100
人が参加する。新潟軍政部メイヤー女史は司会の進め方な
どについて講話を行なう。

12.26 24日 、新潟軍政部は GHQ発 表の新保健制度下における

性病予防対策について、診療の秘密を保証 し、診断は最新
の設備で行なうこと、国民の協力で撲滅されると談話を発
表する。

10.5 第 1回教育委員選挙 (都道府

県・5大市)、 女性 38人当選

11.12 極東国際軍事裁判判決

12.10 物価値上げ反対全国主婦総決起

大会

12.10 国連総会、世界人権宣言採択

○この年
。最初の戦争花嫁 90人が渡米
・ ソ連引揚げ第 1船千歳丸、函

館港に到着
。主食の遅配・欠配続く
。
『 美 しい暮 らしの手帖』 (の ち

『暮らしの手帖』)倉J刊

・高群逸枝『女性の歴史』刊行
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1949年

事  項 一般事項

17

1.27

2.1

2.9

2.22

●1949(昭和 24)年
1.5  4日 、家庭裁判所が県内 10市町に開設する。新潟・高田・長

岡。新発田市は家事審判と少年審判の両部を扱い、三条市

を含む 6支部は家事審判のみを扱 う。

1.6  新潟県洋裁教育文化会の新潟市支部員 15校が公認洋裁学

校として連名で広告を出す。

1.7  新発田保健所は 1月 から毎週、健康相談と身体検査、性病

の検診と治療、妊婦検診を行 う。

15日 、武装警官の列車内主食取り締まりがある。北蒲原地

区武装警官 50人が新発田駅で全乗客 1∞0人を降ろし、米

362 kg(約 6俵 )、 小豆 1265 kgol俵 )を押収する。16日 、

古志郡地区は違反者 63人から米 1103 kgを押収する。

新発田家事審判所は発足以来 1年間に 37∞ 件を扱い、調

停 85件のうち 6割が女性からの離婚申し入れである。

1月 31日 、新潟の第 1回検察審査会委員選出が新潟地方裁

判所で行い、審査員 11人 (う ち女性 2人 )、 補充員 11人 (同

5人)を決定する。

1月 から県児童課は県内 18歳未満 82万人を雇用する労務

供給違反調査を行 う。5日 現在、310件の報告集計による

と違反は 14歳未満 95人、15歳未満 33人、18歳未満 182

人(県内 234件、県外 76件 )あ り、不正雇用 。人身売買容

疑など約 10件を含む。他家に手放 している 152件のうち

5件は前借金がある。

8日 、県インフレ撲滅委員総会をイタリア軒で開き、軍政部

も出席する。公販売を厳守する「主婦の店」選定を決定し、

第一線の活動は婦人部におき、物価監視委員に多くの婦人

を任命するなどの運動計画を決める。

今月末から西蒲原郡の薬行商人約 2CXl10人 は東京・千葉・

長野・群馬・埼玉各県へ出発する。薬事法が変り名称は「配

置員」となり身分証を携帯 して営業する。巻保健所は配置

販売業協同組合と共催で郡内 7か所において配置員指導講

習会を開く。23日 、郡内の製薬業者協議会を開く。

昨年、佐渡相川家事審判所は 688件を取り扱 う。家事調停

受理 74件のうち離婚が 13件、夫婦の同居要求が 8件、離

縁が 8件ある。今年 1月 以降激増 し離婚、財産分配、家庭

不和が大部分を占める。

6～ 7日 、県初の女子青年指導者講習会を新発田市公民

館で開く。北蒲原郡から約 40人のほか、5郡の女子青年

団 リーダーが受講する。新潟軍政部教育課長の講演と討議

法の講義がある。最終日には新潟軍政部メイヤー女史が 「

指導者について」を講演する。

2.6

3.1

3.6、

1.1  家庭裁判所、全国 49か所に設

置

1.6～ 20新潟県中蒲原郡内で、ナ トコ

映写機による教育巡回実施

1.10 厚生省児童局保育課調査で全国

の未亡人 187万 7161人

1.15 初の成人式

1.15、 16 新潟県北蒲原郡地区と古志

郡地区で武装警官が列車内主

食取り締まり

1.28 衆院選挙、女性 12人当選

1.―  前年より北関東 。東北地方で少

年・少女の人身売買事件続出(1

月 18日 山形県の身売児童 25∞

人と判明)

1.～ 2.―  婦人少年局、製糸工場の女

子労働者実態調査、関東地方

の 20工場について 1950年報

告書刊

2.1  労働省、農村における人身売買

につき労働基準監督の徹底を

通達

3.7

婦人少年局廃止案に反対運動

労働省、特飲店接客婦に対する

労基法の適用の厳を通牒

ドッジ公使、経済安定 9原則に

関し声明(ド ッジライン)

2.―

3.3
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1949年

事  項 一般事項

3.21 8日 、県立糸魚川女子高等学校の生徒大会で、左翼思想を

理由に教師が辞職に追い込まれた責任を追及 し、校長の退

職要求決議をする。20日 、卒業式で校長に抗議 して優等

生表彰を辞退した 5人に続き 20余人も退場する。
3.27 1月 31現在、県内の未亡人は 8466人である。生活費は月

平均 12CXl～ 1300円で配給品も満足に買えない状態であ

る。母子寮 6か所に 73世帯 358人が入寮 し、救護施設と

して保育所 100か所、授産所 8か所、医療施設 5か所が

ある。
3.30 30日 、県教育委員会は女性校長 7人を含む初の教員移動

を発表する。県初の女性校長は宮下ハル(菅谷中学)と 山本

盛枝(寄居中学)、 新任の女性小学校長は篠田ミイ、吉沢政

枝、片桐梅野の 3人である。

4.9  8日 、 ドプロク密造酒摘発事件の朝鮮人被疑者の釈放を求

め、高田市朝鮮総連北越支部は富山県からも応援を得て

500人のデモをする。警察前で 300人が炊き出しをする。

うち半分が女性。

4.10 10日 現在、県内婦人団体では新潟県婦人連盟が最大組織

である。ほかに新発田市婦人連盟、新潟市には新潟市婦人

会や大学婦人協会新潟県支部など 5婦人会、長岡市には 3

婦人会、柏崎市にも婦人会や文化会がある。指導者の大部

分は大日本婦人会時代からの人々である。労働組合婦人部

は 2万 3000人で、基本給の男女平等、家庭と職場の二重

労働合理化などに取り組む。
4.11 10日 、婦人解放記念大会を新潟軍政部ホールで開く。活

発な意見発表や演芸で労働組合婦人部、婦人団体、一般家

庭婦人 10CXl余人が集まる。長岡市でも各種行事を行い、
15日 は市役所で未亡人の座談会を予定する。

4_12、 13 10日 、郡是製糸工業村上工場の従業員 330人 は新賃

金の支払いを求めて 4時間ス トライキを行 う。12日 、女

子工員 343人は、2月 11日 に協定した 4185円ベースの

支払い実施をめぐる 8時間ス トを行 う。
4.21 20日 、主婦の店選定投票を県内の トップを切 り高田市で

行 う。7700世帯に投票用紙を配 り、23日 に結果が出る。

4.29 5月 1日 、厚生省指定の避妊薬が発売になる。県衛生部で

は一般薬店のほか毒消し売りを通 じた戸別販売を計画し、

近く毒消し売 りを対象に避妊の知識と使用法を指導する。
4.―   県立村上女子高等学校を村上桜ヶ丘高等学校に、県立加

茂女子高等学校を加茂高等学校に改称する。 (教育百〉

新聞世論調査連盟は産児調節の全国調査を行 う。新潟県は

反対者が 20.4%と 全国より高く、85.3%が 実行 していな

い。

8日 、県と新潟市共催による母の日県中央大会を新潟軍政

部ホールで開き、5C10余人が参加する。新潟軍政部メイヤ
ー女史の講演などがある。

15日 、第 3回県女教員会総会を長岡市の第一師範学校女

子部で開く。片桐梅野、吉沢政枝、篠田ミイ、宮下ハルの

新女性校長を激励 し、文部省視学官の講演がある。

5.8

5.16

西頚城郡名立町小泊海岸で機雷
が爆発、死者 63人

団体等規制令公布・施行、民主

団体圧迫、各地に公安条例制定

3.30

4.4

4.10～ 16 第 1

局主催 ,

めましょ

地位を 。

講演会

4.22

回婦人週間,婦人少年
スローガン「もっと高

うわたしたちの力を・

自覚を」各地で集会や

21日 、GHQ労働課主催の労働

教育大会を長岡市で開き、労働

組合法第 2条の完全実施を強調

新制大学発足 (女子大は 31校 )

婦人団体協議会 (婦団協)結成

(1950年 7月 5日 無期休会)

初の母の日 (5月 第 2日 曜)

4.

5.2
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19494暮

事  項 一般事項

5.30

6.14

長岡市では未亡人救済のための婦人生活相談所を県内で初

めて設置し、相談係が常駐する。

31日 、県婦人連盟は長岡市で結婚生活改善協議会を開き、

婦人会、青年団代表約 1∞0人が参加する。農村婦人から

貧困のため避妊薬を買えない人があるなど意見が出る。

13日 、第 3回社会教育研究大会中越大会を長岡市で開き、

6∞ 人が参加する。新潟軍政部教育部長の講演があり、討

論会では参加 した女性たちから指導者への強い批判が出

る。
20～ 21日 、第 3回社会教育研究会佐渡大会を開き、2∞

名が参加する。夫婦を中心に青年が推進 し、老人を啓発 し

て封建制を打破 しよう、畜力と機械力で農村婦人の休養と

修養の時間を生み出せる、などの意見が出る。

28日 、西蒲原郡連合婦人会の結成式を行い、新潟軍政部

メイヤー女史が記念講演をする。婦人講座で奥むめおの講

演会がある。

27日 、県インフレ撲滅委員会婦人部は新発田女子高等学

校で生活安定婦人大会を開き、2000人が参加する。奥む

めおが講演する。

4日 、新潟鉄道局で第 1次解雇命令が出る。200余人の う

ち 3分の 2は女性である。
6日 、飲食営業臨時規整法により料飲店再開の第 1回営業

許可をする。申請書類の不備が多いが、旅館 8978(従来

1267)軒、外食券食堂 99(36つ 軒、麺類外食券食堂 35軒、

喫茶店 48∝2510軒が許可となる。料理店、待合、カフェ

ー、バーなど 450余軒は脱税を見込んだ申請のため不許

可となる。
18日 、県は料理屋 210軒、一般食堂 349軒、カフェー4

軒の計 563軒の軽飲食店に営業を許可する。

28日 、第 3回全国保育大会を新潟市白山小学校で開き、

約 13∞ 人が出席する。国会へ代議員を送る、保育者の米

国派遣、幼児を通しての世界平和を決議する。

24～29日 、中等教育研究集会を新潟市で開く。富山・石

川 。官城・秋田・山形・福島県から約 450人の教師や指

導者が出席する。総司令部 CIEに よる講演と 9研究部会

を開く。

1日 から 1週間、県予防課は性病予防法実施 1周年を記

念 し予防週間とし講演会や映画会のほか、性病診療相談と

無料採血検査を行 う。

6.24

6.23

6.28

7.5

7.5

7.29

7.19

9.1

6.10  社会教育法公布 。施行

6.24 優生保護法の一部改正施行,経
済的理由による妊娠中絶を認め

る

7.1  新潟軍政部が新潟民事部と改称

7.19 全国戦争未亡人大会

7.19 CIE顧問イールズ,新潟大学開

学式講演で共産主義教授の排除

を勧告

7.～ 10.―  GHQ、 労働組合員のレット
パージ指令

8.1  働く婦人の中央大会
8.11～ 12 失業反対婦人大会

9.15 GHQ、 シャウプ勧告発表 (税

制の根本的改変).1950年 9月

21日 第 2次勧告
9.18 関東甲信越未亡人連盟結成
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1949～ 19504「

事  項 一般事項

10.4 6月 、女性だけの生活協同組合として、新潟市に新潟とき

わ協同組合が発足する。現在、組合員は 807人。新聞社に

寄せた手記の中で組合長は、市役所への提出書類の難 しさ

を知ったこと、女などに何ができるかと世間が見ていると

思 うと、どうしても成功 したかったなどを語る。
10。 18 26日 から、県公衆衛生課は毎週水曜 日に新潟 。長岡両保

健所に遺伝、親族結婚、性病などの優生結婚相談所を開設

する。
11.1 県は 14のモデル公民館を選定して助成する。そのうちの

岩船郡山辺里村公民館は全国優良公民館 10館の 1つ とし

て表彰を受ける。会員 535人が生活を中心とした活発な意

見交換を行つている。
11.7 5日 、高田市在住未亡人による、みどり会の結成式を開き、

約 300人が出席する。未亡人福祉法制定を目ざす。

12.4 11日 、県男女青年大会を県教育委員会主催、県連合青年
団後援により新津町第 1小学校で開く。各市町村から男女
各 1人以上の出席とし、討論や体験発表をする。

●1950(昭和 25)年

1.18 昨年 12月 現在、中蒲原郡での未亡人は 1162人 、18歳未
満の子は 2638人いる。570人が定職につき、そのほか 592
人が新聞配達や内職をしている。

1.20 1日 、岩船郡地方事務所は未亡人更正促進に向け、村上職

業安定所長、町助役、婦人会長、未亡人会員からの出席で

座談会を開き、就職や再婚問題等について話 し合 う。
1.29 27日 、西蒲原郡保健婦研究協議会と県国民健康保険連合

会郡連理事会は巻町で懇談会を開く。保健婦志願者の勧誘
を要望する。

2.1  1月 31日 、全国一斉新制大学進学適性検査を県内 6か所
で行 う。受検者 2996人のうち、女子は 254人である。

2.17 16日 、中蒲原郡では横越村・亀田町 。両川村・臼井村に

続き、五泉町で未亡人会が結成する。

10.1 中華人民共和国成立

11.11 衆参両院全婦人議員、「戦争放

棄・厳正中立による全面講和」

を望む共同声明発表

11.14 厚生省 「戦後の婚姻と離婚の統

計的観察」 (戦 後の 「結婚 白

書」)発表

11.30 新潟民事部は仙台に引き揚げ、

閉鎖

12.2 「人身売買及び他人の売春か ら

の搾取の禁止に関する条約」第
4回国連総会で可決 (1951年
7月 発効.1958年 4月 11日 国

会承認)

○ この年
。洋裁学校激増 (2000校 、生徒
20万人)

・下山、三鷹、松川事件
・避妊薬発売織 後の新薬第 1号)

。生活改良普及員 288人、全国

に配置
。S・ ボーヴォヮール『第二の性』
(邦訳)

。映画「青い山脈」
・井上清『日本女性史』

1.1  年令表記が満年令となる

2.14 中ソ友好同盟条約締結
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19504「

事  項 一般事項

3.25 24日 、新潟大学合格者 927人が決まる。女子は 79人で、

教育学部が 52人と一番多い。

第 2回婦人週間での県内の 7日 間の日標を婦人参政記念、

農村婦人、婦人と教育、働 く婦人、婦人と家庭生活、婦人

と政治、婦人と衛生と決める。

4.18 17日 、県婦人連盟と県社会教育課共催で県内婦人会長会

を新潟市で開く。200人が参加 し、代表 7人が意見発表を

する。

4.19 17日 、長岡市で日雇労務者の各職場代表 10人は女子に関

する支払いを男子と同率にするなどの 5項 目を市に要求す

る。

4.20 19日 、県教育委員会は男女共学実施に伴い女子高校の名

称変更を決める。県立新潟女子高等学校は県立新潟中央高

等学校、県立柏崎女子高等学校は県立柏崎常磐高等学校な

ど。

5.11 10日 、県立長岡女子高等学校は県立第二長岡高等学校 と

改称する。

6.15 13日 、食糧庁から県への通達により、12日 から外食食堂

での飲酒が解禁となる。

6.25 23日 、岩船郡第 1回青年大会を村上町で開催する。男子 152

人、女子 52人が参加 し、女性蔑視などについて討論する。

7.1  6月 27～ 28日 、新潟県農事試験所佐渡分場で婦人農事視

察大会を開催する。近郷町村婦人 1000人が参加する。

7.18 県は 8月 定例県議会に、シャウプ勧告案に基く芸妓税は廃

止や事業税などの新条例を提案する。

7.19 18日 、北蒲原郡婦人団体連絡協議会は町村会、社会教育

団体と連携 し、冠婚葬祭簡素化の普及徹底に取組むことを

決める。

長岡市の芸妓組合と料理屋組合が芸妓の料理屋以外の営

業禁止について対立する。7月 31日 から市内全芸妓 111

人はいつせいに料理屋立入 りを拒否するが 1日 、市長の仲

介で和解する。

10

8.1、

3.15 原子兵器の絶対禁止を求めるス

トックホルム・アピール発表

4.10 婦人の日中央大会、婦団協主催

で 20CXl人参加、スローガン「戦

争は絶対にいやです」「世界の

平和は婦人の手で」

4.10～ 16 第 2回婦人週間、スローガ

ン「家庭から職場から封建制を

なくしましょう」「私たちの権

利と義務をしりましょう」

4.15 公職選挙法公布

4.― 短期大学 149校発足うち女子短

大は 77校

5.4 生活保護法公布。施行

5.4 新国籍法公布、7月 1日 施行

妻の国籍選択自由となる

第 2回参院選挙、女性 5人当選

野坂 りょうら共産党中央委員に

公職追放指令

6.25 朝鮮戦争始まる

6.26 平塚らいてうら 5女性、「日本女

性の平和への要望書」をダレス

に渡す

7.11～ 12 日本労働組合総評議会 (総

評)結成

7.24 GHQ、 新聞協会代表に、共産

党員と同調者の追放勧告 (レ ッ

ド・パージ始まる)

7.～ 8.― 婦人少年局、農村女性の生活

調査

8.1 新潟県内の農地改革完了 9万 944

町歩余の農地が売り渡される

警察予備隊令公布

日本婦人法律家協会発足

武蔵新田 (大 田区)の PTA・ 婦

人会が特飲街設置反対同盟結

成、11月 建設中止

４

６

６

６

０

３

０

１

１

３

８

８

８
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1950～ 19514手

事  項 一般事項

9.20 紡績 400万錘の制限撤廃により全国的に紡績工場は拡張を

行つている。このため県へ求人申込が殺到 し、総計は 7000
人に及ぶ。

10.9 県外紡績会社からの女子常傭求人は 4∞0人あり、さらに

明年 3月 までに 3400人が見込まれる。工場募集員による
直接求人もあり、膨大な人数となる。

10.24 26日 、中蒲原郡亀田町は母子寮の起工式を行 う。20世帯
が入居でき、12月 完成の見込みである。

10.29 11月 1日 、西蒲原郡婦人大会を巻町で開く。

11.15 13日 、中蒲原郡新津郷連合婦人会の結成大会に新津町、
小合村、金津村、小須戸町の婦人会代表が集まる。各町村
で生活改善・結婚改善研究会を開き、12月 13日 に研究発
表をする。

11.15 15～ 25日 、大陸に抑留されている留守家族や遺家族を励
ます 「愛の運動」強調月間。推定では 5000人を上回る。

12.4 3日 、大学婦人協会県支部は学術優等の新潟大学 2年生他
7人の女子学生に第 1回奨学金を贈る。

12.5 新潟家庭裁判所では、1日 平均 12～ 13件の相談があり離
婚に関するものが 8割を占める。 うち半数は未入籍で、夫
側の封建的観念が強く影響 している。調停審判は 1日 平均
14～ 15件で、離婚にからむ財産分与が多い。

12.27 今年の妊娠中絶は 1か月最低 1200～ 2CX10件に達する。中
絶理由は母体保護が 90%以上、経済困難 2～ 3%であるが、
実際は経済事由と姦淫、性遊戯などであると県衛生課は見
ている。30代が一番多く次いで 20代、40代の順だが、19
歳以下も増えている。

●1951(昭和 26)年

1.13 11日 、外地から一足先に帰還 した夫が中国抑留中の妻 と
の離婚請求に対 して、長岡地方裁判所は「苦労している妻
を待つてやることこそ夫の立場である」として、訴訟棄却
の判決を言い渡す。

10.1 国勢調査による新潟県人 口は

246万 997人で、 43 万 7095
世帯となる

10.6 5日 、国家警察本部は全国一斉

に夜の女取締強化を都道府県

本部に通達

10.7 婦人人権擁護同盟結成

10.13 公職追放解除

10.27 警察予備隊の高田市駐屯決定

11.29 全国未亡人団体協議会結成大

会。会員 80∞ 人。母子年金制

度 。母子福祉施設の拡充など

要望する。

12.11 米価値上げ反対街頭署名運動開

始、主婦連など

○この年
・ レッド・パージ、民間 24産業

で 1万 972人、官庁関係 1171

人、婦人、学生 らの反対闘争
が各所でおこる

。朝鮮戦争で特需景気
。人身売買問題頻発
。各地で売春、風俗取締 りなど
の条例制定始まる

。物資の配給。価格統制続々撤廃

1.1  新津町、市制を施行

1.一   日教組、「教え子を再び戦場に

送るな」の運動決定
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1951イ千

事  項 一般事項

2.18 17日 、第 1回全国観光バスガール案内コンクールの新潟

陸運局管内 (新潟 。長野・山形・秋田県)予選会で、新潟

交通の内山ミツが優勝する。

2.18 南蒲原郡未亡人連合会 (6か町村、会員 268人)は評議員

会を開き、県連合会結成準備委員の報告を聞く。

3.7  6日 現在、新制中学校卒業生の就職求人は女子が求職数の

82%、 男子は 23%である。県は男子で代わり得る女子の

職場への男子の進出を行 うなど、男女の公平化を図ろうと

している。

3.26 南魚沼郡の妻o5)は、応召した夫が 5年間音信不通のため

再婚するが、中華人民共和国から便 りがあつたために抑留

中の夫との離婚を提訴する。しかし、24日 の審理中に「夫

の帰りを待ち、合意の上で問題を解決する」と訴訟を取下

げる。

4.11 婦人週間にあたり、東北民事部民間報道課長 (ミ セス・B・

マックファーランド)は、近年における婦人の地位の変化

に関しての一文を寄せる。

7.1、 11 少女人身売買事件が相次いで新潟警察署に摘発される。

東京新宿の特殊喫茶店から逃げ帰った少女らの届出から、

新津市の男(68)と その配下約 15人の婦女斡旋組織が判明

する。27人 (18歳以下の 15人を含む)の被害者には性

病罹患者もいる。

7.10 9～ 14日 、東北地区の小学校・幼稚園教員研究集会は、
450人が参加 して新潟市で開く。CIE指導官アンプロース

女史の講演などの後、班に分かれて能力別学習指導や道徳

教育、特殊児童の教育、PTAな どについて研究する。
7.21 27～28日 、西蒲原郡婦人団体指導者合宿講習会は、角田

村越前浜の西遊寺で開く。婦人団体の運営、年間諸行事の

企画などの内容。
7.21、 22、 25 20日 、新潟芸妓 150人は花代の値上げや伝票制

にして時間を明確にするなどの 5項目をあげて一斉ス トを

行 う。21日 、商議所と市当局の斡旋は決裂するが、23日
に 8月 から花代の 1時間 200円 への値上げが決まり、ス

トは解除する。
7.26 24日 、長岡市芸妓組合は役員会を開き、花代・深夜料金

の値上げなどを決める。25日 から料理業組合と交渉する。

4.1  新潟市から進駐軍撤退

4.10～ 16 第 3回婦人週間、スローガ

ン 「社会のために役立つの婦

人となりましょう」
4.11 マ元帥、罷免となる(16日 離 日)

4.14 全国農協婦人団体連絡協議会結

成 (1958年全国農協婦人組織

協議会と改称)

4.23 第 2回統一地方選挙、女性立候

補 2003人 中 965人当選

日本復帰促進期成会結成(沖縄)

児童憲章制定宣言

住民登録法公布(1952年 7月 1

日施行)

ILO総会、日本の加盟承認

山川菊栄婦人少年局長辞任、婦

人少年局廃止の動き

生理休暇取 りあげ論が提出 さ

れ、反対運動おこる

婦民クラブなど 10団体が、電

力値上げ反対婦人大会開催

2.8

2.8

3.2

平塚らいてうら、再び「講和に

関する日本女性の希望」を米講

和特使ダレスに手渡す

朝鮮戦争の新潟県内募金は 140

万円余

新潟県社会福祉協議会創立

日本生活協同組合(生協泊J立

生活を守る主婦大会(主婦連主

催)

3.20

3.26

6.―

９

　

　

　

　

　

１

５

２

５
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２

２

４

５

６

　

　

６

６

7.4
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19511再

事  項 一般事項

8.3、

8.5

7 7月 26日 、西蒲原郡岩室温泉の置屋組合 と芸妓組合
は、花代の清算方法や深夜料金を料理屋側に要求 してス ト

に入るが、5日 に妥結する。
4日 、瀬波温泉の芸妓置屋 8軒と芸妓 34人が一斉に休業

届を出す。 7月 までの未払い金 15万円の支払いと花代の

支払い方を旅館側に求めていたもの。

8.22 21日 、県母子衛生院が新潟市川岸町に開所 し、生活困窮
者の分娩や乳児の養育を無料で世話する。
23日 、佐渡郡婦人会総会を開き、1200人が出席する。井
上秀子 「講和後の婦人の責任」、山高しげり「児童福祉憲

章と母性の責任」の講演がある。
12日 から 10月 17日 、三条市婦人会と三条公民館は週 1

回婦人講座を開く。内容は青少年不良化防止、優生学、文

学鑑賞、生活改善など。
14日 、新発田芸妓置屋の芸妓 40人は、料理屋 と待合組合
に対 し値上げを要求 してス トに入る。

新潟市警察本部は 「一般飲食店」としながら風俗営業を行
つていた業者に風俗営業法を適用する。本町 14番町など
の特殊飲食店 80軒、鏡橋、西堀、東新潟マーケットなど
の 150軒が対象となる。売淫禁止条例で公娼禁止以来強

制検診ができなかったため、市保健所は賛成 している。
16～ 26日 、14人 (う ち未成年 6)の婦女人身売買で、職業

安定法、児童福祉法、勅令 9号違反容疑で 6人が検挙送検
となり、他に関係者 40人が取り調べ中である。長野や大

阪方面、三条市、長岡市、新発田町、直江津町の特殊飲食
店に前借金 1万円から3万円で仲介する。
9月 20日 、県引揚戦災遺族婦人会は解散し、国際悲母の

会県支部として新発足する。昭和 22年 3月 に会員 400人
で発足したが、再婚や就職などで生活基盤ができ有名無実
となったため。

9.22

11.14 11日 、中蒲原郡連合婦人会結成大会は五泉町小学校で開

く。会員 1万 1603人。
11.23 22日 、県職業安定課はモグリ周旋人締め出し対策として

労働者募集従事者 297人 とブラックリス ト86人 (う ち人

身売買等の違反者 54)を作成 し各職業安定所に配布する。
ほかに 100～ 150人の調査漏れがあるとみている

12.7 優生保護法の実施以降、新潟県も妊娠中絶が増加傾向であ

り、昨年 1月 から全保健所で優生結婚相談所を設置し受胎

調節の指導をしている。県公衆衛生課調べによると、昨年
は妊娠数 9万 6240人のうち中絶は 2万 26人ol%)だが、

今年はすでに 9月 末で中絶は 1万 9421人に 娠数 9万人)

である。

12.14 17日 から、三条市はこれまで社会福祉事務所に置いた婦

人生活相談所に、専任職員を配置し充実を図る。

8.25

9.5

9.16

9.27

10.3

8.3 主婦連・婦民・生協婦人部など、

物価値上げ反対協議会結成

全日本青年婦人会議、平和大会

に 1000人参カロ

女性団体有志、非武装 日本を守

るため講和に対する声明発表

生活難のため児童福祉法違反事

件(人身売買)激増。山形 。東京・

奈良など約 50∞ 人

対日平和条約 。日米安全保障条

約締結

10.2 『朝日新聞』に「ひととき」

11.2  公娼制度復活反対協議会結成
11.10～ 12 日教組第 1回教育研究集

会(日 光)、 平和教育、基地・公

娼問題など論議
11.12 第 1回保健婦・助産婦国家試験

12.19 再軍備反対婦人委員会結成

8.14

8.15

8.―

9.8
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1951～ 1952年

事  項 一般事項

● 1952 (F昭 和コ27)

1.17 16日 、鐘紡 11工場は原綿の輸入事情悪化により中学校 卒

業者の採用取消しを県職業安定課に通告 し、これまでの取

消し総数は 220人 となる。

1.23 17～ 19日 、生活改善普及員研究会を新潟市で開く。県内

各地の実例報告がある。

1.24 県児童課の女子世帯調査によると、昨年末の母子世帯は 1

万 1569世帯であり、半数が戦争未亡人である。そのうち、

生活扶助受給世帯は4割の 4717世帯あり、35～ 39歳が

もつとも多い。

2.13 12日 、地方税一部改正法案が閣議決定 し、接客人税が廃

止になる。芸者、ダンサー、女中などの納税が免除となり、

県の減収は約 400万円になる。
2.23 県公衆衛生課によると、昨年の妊娠中絶数は 2万 4200件

で、昭和 24年度の約 2倍に急増 している。

2.29 衆議院行政監察特別委員会で新潟の人身売買事件がとり上

げられる。

3.1  2月 28日 、五泉町で公民館結婚式を行 う。生活改善運動

として昨秋から町民に協力を呼びかけており、祝宴費 1人
3CICl円 (酒は持ち込み)の他、諸経費も低料金である。

3.1 遺家族援護要綱が閣議決定し、県内 10万人の遺族に年総

額 38億円が支給となる。県民生活部は遺家族相談所(仮称)

の設置などを各事務所に通知する。遺族公債の買占めや戦

争未亡人の戸籍がらみの家庭悲話が一般化する恐れがある

とみているため。

3.3  県教育庁指導課および児童課によると、県内の幼稚園・保

育所の志願幼児約 2万 5000人に対 し、欠員補充は Ю00

人程度である。幼稚園への志願幼児が保育所に殺到する。

3.12 新年度から、避妊薬や避妊具を新潟市を除く県内 18保健

所で無料頒布 し指導する。

3.15 14日 、県婦人連盟は理事会を開き、県内の婦人市町村議

会議員 27人の懇談会を決める。

3.17 16日 、新潟市の電話が自動式に切 り替わり、新潟電話局

の市内交換手は大半が配置転換になる。

3.19 21日 、西蒲原郡連合婦人会は巻町公民館で連絡協議会を

開く。
3.20 綿紡績工場の4割操業短縮(3～ 5月 )に より、全国の紡績 106

社、約 2万人の女子工員が余る。県職業安定課によると、

19日 現在の採用取り消しは 1023人である。

○この年
・特飲街・歓楽街続出に婦人団

体、PTA、 地元民など反対運

動
。道徳教育振興の動きさかん
。主婦連のプラカー ドがわ りに

“オシャモジ"登場
。流行語 「BG」 「逆コース」「社

用族」

1.10 新潟県PTA連絡協議会結成

1.15 新潟港の掃海作業が完了し、

上保安庁が安全宣言を出す

1.27～29 第 1回全国婦人教育指導者

会議、文部省主催

2.19 最高裁判所、情婦をもち婚姻を

破綻 させた夫からの離婚訴訟

は認めないと判決

2.29 沖縄の米民政府、琉球政府の設

立布告公布.4.1発足

2.一  人身売買事件対策要綱が施行

3.1 朝鮮戦争特需の糸へんブームが

終 り、女子工員の大量解雇開

始(6月 までに 36000人 )

3.20 婦人団体連絡委員会(矯風会・

YWCA。 有権者同盟・大学婦

人協会・婦人平和協会)、 破防

法案反対決議
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4.2

８

９

２

２

３

３

６

７

４

４

3.28 25日 、第 1回婦人労働問題研究会が婦人少年局新潟職員
室の呼びかけで、雇用主や労働組合、学識経験者などが参
加 して発足する。社会観念の切 り替え、労働組合婦人部は

社会の問題も研究せよ、女性自身の向上が必要などの意見
が出る。

4月 から県母子世帯子弟教育費貸付制度が新発足する。
27日 、小千谷町警察署は飲食店、料理屋、カフェー業者
の防犯懇談会を開き、従業員の指紋採取と未成年者の飲酒
防止の協力を決める。
3月 31日 、小千谷町警察署は署員の家族 20人 と芸妓の

指紋採取を行 う。また、女給、接客業者などの指紋登録を

呼びかける。

8日 、南魚沼郡連合婦人会総会を六日町で開く。
5～6日 、中蒲原郡連合婦人会は代議員会と指導者講習会
を開く。講話や レクリエーション、婦人の地位向上、生活

改善事項、純潔教育などの分科会と総合討議がある。
7日 、柏崎市婦人会総会を開き、会長を再選する。

4.10、 11、 13 10日 、「婦人の地位の再認識 とその向上」のスロ

ーガンで、婦人週間が始まる。同日に新潟市で地方大会を
開催 し記念懸賞論文の入選作品を発表する。五泉町の藤井
ミツエは労働大臣賞を受ける。

4.23 佐渡郡二宮村の清水麻代 (18)は、3月 に東京都で開催の

全国 4Hク ラブ大会で「私の工夫した作業衣」を発表 し第
2位となる。動きやすく着脱が容易で見た日もよいと、間
合せが相次ぐ。

4.23 28日 、三条市公民館 と婦人会、保健所主催で既婚婦人を

対象に保健所長と医師が講師となって受胎調節講習会を開
く。

4.27 新潟大学女子学生クラブ (100人)は、厚生課長に更衣室

設置を陳情する。
4.27 南魚沼郡六日町職業安定所に群馬県から麦刈 り、田植えの

出稼ぎ労務者、女 455人、男 1117人の求人がある。6月
10日 から 1か月間。 日給手取り女 2CXl円 、男 230円。

4月 27日 、西蒲原郡未亡人会連合会は創立総会を巻町公

民館で開く。

高田労働基準監督署は悪質周旋屋の摘発に重点をおいた調
査をする。また管内の特殊飲食店、芸妓置屋関係者に賃金
と前借金の相殺禁止、強制労働禁止、 1か月に4日 の休業
日の保障、休 日または休憩時間中の不当な拘束禁止などの

警告を発する。

7～ 8日 、佐渡郡連合青年団は村島喜代らを講師に、第 1

回女子青年指導者講習会を開く。

14～ 15日 、第 4回関東甲信越ブロック学校保健大会を新
潟市中央高校で開く。初潮の指導、性教育の実際など発表
があり、同高生徒と教師、父兄や地域代表 50人からなる

学校保健委の公開がある。

10

6.1

6.6

6.15

3.29 佐渡の トキ、特別天然記念物に

指定 される

高良とみ、戦後初のモスクワ入

り

4.12 破防法反対婦人団体統一行動始
まる

4.28 対 日平和、 日米安保両条約発効

極東委、対 日理事会、GHQ廃
止

5.1  血のメーデー事件、デモ隊警官
と乱闘、1230人検挙、死者 2

人

5.17 日本子 どもを守る会結成 (10

団体)

中央教育審議会 (中教審)

4.5
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6.15 新潟市の国民指紋登録が 1万人を突破する。防犯目的で行

うもので、日東紡新潟工場やデパー ト、飲食店の女給など

市民 20人に 1人の割合で指紋登録する。

6.17 16日 、新発田市婦人会と婦人連盟は、新潟大学新発田分

校統合賛成の陳情書を知事らに提出する。同日、反対派の

教育擁護婦人会 (仮称)は 80人が参加 して発会式を挙げ

る。

6.23 26日 、県内に現在 10か所ある母子寮の運営改善を図る代

表者会議を、佐渡郡金沢村母子寮で開く。

6.26 25日 、県未亡人子弟教育費貸付制度で 153人に 1人月額

50Ю 円を貸付ける。

6.27 27日 、県農協連三島郡支部では農協婦人部結成促進協議

会を開く。

6.30 29日 、新潟県婦人連盟主催第 6回婦人大会を佐渡郡河原

田町で開き 38∞ 人参加する。宴会粛正、女性の地位向上、

夫婦のあり方など論議 し、公明選挙、世界平和、婦人の教

養向上、純潔教育助長、貯蓄奨励を申合わす。

7.23 5月 中旬から 6月 中旬にかけ、全県で人身売買取り締まり

を行 う。今年 6月 までの周旋業者検挙は 65人、被害者は

116人。周旋人は、農村の娘を 1万から4万円で仲介 し、

500円 から 1万円を受け取る。

新潟地方労働基準局は人身売買問題対策協議会 (仮称)設
置要綱案を作成 し、監督署長会議に提案の うえ、全県的な

防止・救済組織の具体化にのりだす。

18日 、県婦人連盟、新潟市連合婦人会と県・新潟市連合

青年団共催で、公明選挙公聴会を開き 200人出席する。

17日 現在、保安庁法による保安官を 1200～ 1300人募集

しているが、警察予備隊は 180人の応募 しかない。再軍備

に対する婦人層の強い反対がある。

8.12

9.21 県立三条高等学校新聞部は講和条約 と再軍備についての生

徒調査を行 う。再軍備については賛成 34%、 反対 52%で
あり、女子生徒 42人中、賛成 14人反対 23人である。

9.23 22日 、新潟地方裁判所は「人身売買の新潟ケース」として

注目を集めた新宿特殊カフェー業者(40に職業安定法違反

で懲役 2年執行猶予 3年の判決を言い渡す。未成年者を

含む 11人に売春を強要したもの。

9。24 2月 から 8月 までの県内の少女身売り事件は、被害者 134

人、周旋者 75人で昨年 1年間に匹敵する。

9.―  総選挙に託 し、再軍備反対を訴える女性たちの新聞への投

稿多い。

10.7 5日 の県教育委員選挙で児玉マツエは大量得票する。投票

率は 73.79%(女 73.01%)。 初の市町村教育委員選挙もあ

り無競争当選者を合わせ、女性も当選する。

8.19

6.28 1LO、 母性保護に関する条約

および勧告採択

7.9

6.―

7.21

厚生省、受胎調節普及実施要領

発表

全国地域婦人団体連絡協議会

(地婦連)結成

破防法公布・施行 公安調査庁

発足

9.1  遺族年金支給開始

9.11 日本炭鉱主婦協議会(炭婦協)結

成
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10.19 13～ 14日 、県教育委員会は県郡市社会教育研究会第 1回
大会を柏崎市で開き、約 1∞ 人が参加する。機構の整備、

総合的計画、施設の整備、社会教育団体のあり方、PTA
活動、社会体育、成人教育活動の充実策など、77議題を

7分科会で討議する。
11.1 10月 31日 、新潟検察審査会審査員の半数が改選となり、

南蒲原郡下条村、新潟市、新津市で女性 3人が決まる。任
期は来年 4月 30日 まで。

11.1 10月 24日 、第 1回全国電話競技会は東京で開く。県代表
の吉田栄子 (18)は市内語調 1位、渡辺フミ (23)は私

設交換用語調 2位になる。
11.23 22日 、中越および長岡市の婦人協議会は高良とみ講演会

を長岡市公民館ホールで行い 1500人が参加する。ソ連、

中共、インドなど視察の様子を話す。
11.26 25日 、来年開催の県産業博覧会にむけて、上中下越地区

選出のミス新潟博 6人の中からクイーン新潟博が決まる。
11.27 25日 、高田市では、第 1回遺家族援護金証書授与式を行

なう。26日 から郵便局で現金支払を開夕台する。

12.6 4日 、県議会厚生委員会は保健婦、看護婦、助産婦代表 ら
24人が陳情する保健婦会館建設の補助金を採択する。丹

羽美代県助看保協会理事長は、看護業務が専門職となり、

講習会や研究会開催が多くなつた。会員 3000人で積み立

てたが建設費はなお 2∞ 万不足のためと、語る。
12.10 県内助産婦 1063人が近く受胎調節の実地指導員として発

足する。優生保護相談所や産婦人科だけでなく一般婦人に

個別指導を行なうために、分娩・育児の知識を持つ女性の

指導が必要だと選ばれる」
12.18 17日 、県婦人連盟は県内婦人教育委員と懇談会を新潟市

で開く。教育委員 81人のうち 50人が出席 し、意見交換
を行 う。委員会を開くたびに酒宴があり、そのお金を保育

所や子どもの教育にまわすよう提案しても女のくせにと相
手にされないため強硬に反対 した結果、お茶の会になつ

た。酒宴費を視察費や学校備品の購入費にあてたなどと、

宴会問題に意見が集中する。
12.22 19日 、県議会は昭和 28年度準看護婦養成所 5か所の増設

と運営に国庫補助金の交付請願書の提出を決める。県内看

護婦は 2693人だが、医療法による看護婦は最低 3323人
が必要であり、年々300人の退職者もいて、不足となって
いる。

10.13 炭労ス ト始まる

10.14～ 16 日本 PTA全国協議会結成

大会

10.15 警察予備隊を保安隊に改組

10.20 総評婦人協議会結成

11.25 保安隊婦人隊員 62人が九里浜

衛生学校に入学

11.―  第 1回全国母子福祉大会、全

国未亡人団体協議会主催(以後

毎年)

12.3 売春禁止法制定促進委員会結成

12.10 世界人権デー、アメリカ文化セ

ンターで開催

12.23 厚生省、全国の混血児 5013人
と発表

○ この年
・農村子女の人身売買

上半期 7652人 (前年同期の

2倍 )

・ 家族制度復活の動 きを新

聞・雑誌がとりあげ始め、警

告の声あがる
。連続 ラジオ放送劇「君の名

は」始まる

※註  「事項」の日付は末尾に資料名がある場合を除いて、「新潟日報」掲載日を示す。
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参考資料一覧表

A県 史・市町村史

A 内容 出典

1 戦時体制下の新潟 『新潟県史資料編16 近代四』

2 占領下の新潟県 『県史 通史編9現代』

3 占領下の県政 『県史資料編20 現代一』

4 新潟県警察史 『新潟県警察史』

5 占領下の新潟県 『新潟県百年史下巻』

6 新潟県教育百年史年表 『新潟県教育百年史年表』

7 メーヤー女史の個人指導 『新潟県教育百年史昭和後期編』

8 占領下の新潟市 『新潟市史通史5現代』

9 占領下の市政 『新潟市史資料編8現代1第 1章』

0 新潟市史年表 『新潟市史年表編 月1編』

1 混乱から復興ヘ 『高田市史』

2 戦後復興期 『上越市史 通史編6』

3 敗戦直後の仲町、芸妓の間き取り 『上越市史 通史編7民俗』

1 第一三師団と高田 『上越市史 資料編6』

2 昭和後期の新発田 戦後の諸改革 『新発田市史 下巻』

3 軍隊と村松  戦時体制下の村松 『村松市史 下巻』

4 終戦と戦後の混乱 『三条市史 下巻』

5 敗戦 と諸改革 『三条市史 資料編7巻 近現代3第 1章』

6 終戦と進駐軍 『柏崎市史 下巻』

7 米軍進駐 『相川の歴史 通史編 近現代』

8 敗戦と占領軍の進駐 『黒崎町史 通史』

9 戦時体制下の横越 戦後復興と行政 『横越町史 通史』

終戦の日の思い出 『新津市史 通史 下巻』

1 敗戦と混乱 アメリカ軍の瀬波上陸 『村上市史 通史4現代』

終戦時の混乱 『小千谷市史 下巻』

終戦後の温泉郷 『妙高高原町史』

昭和27年岩原スキー場の返還 『湯沢町史資料編下巻』

20

2

22

23

24
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『 婦人間題資料集成 巻 1』 より

1

20

2

22

23

24

25

26

B 内容 発行年

1 P526・ 六-48 元軍医の証言 麻生徹男 1977

2 P535・ 七-1 外国軍駐屯地における慰安施設に関する内務省警保局長通牒 1945。  8。 18

3 P535・ 七-2 特殊慰安施設協会声明書並びに趣意書 1945. 8.

4 P537・ 七-3 特別女子従業員募集広告 1945, 9.3

5 P538・ 七-4 公衆衛生に関する連合国軍最高司令官指令 1945. 9.22

6 P538・ 七-5 傷は癒えず  北林余志子 1956.

7 P543・ 七-6 進駐軍憲兵慰安所巡察他 警視庁保安部保安課風紀係 1945. 9.28

8 P544・ 七-7 慰安婦等ノ求人注意方二関スル警視庁経済警察部長通牒 1945.10. 6

9 P545・ 七-8 進駐部隊専用新設慰安施設一覧表 警視庁保安部保安課風紀係 1945,10,18

0 P547・ 七-9 公娼制度廃止に関する内務省保安部長依命通達 1946. 1.12

1 P548・ 七-10 日本における公娼廃止に関する連合国軍最高司令官覚書 1946. 1.21

2 P549・ 七―H『マ司令部』公娼廃止令  朝日新聞 1946. 1.25

3 P550。 七-12 公娼制度廃止二関スル内務省警保局長通牒 1946. 2.

4 P550・ 七-13 進駐軍ノ待合、接待所、慰安所地域立入禁止二関スル内務省保安部長通牒 1946. 3。 26

5 P552・ 七-14 風紀対策に関する意見書 日本基督教婦人矯風会 『婦人新報』563号

6 P555・ 七-15 私娼の取締並びに発生の防止及び保護対策に関する次官会議決定 1946.11.14

7 P556・ 七-16 婦人保護要綱 厚生省社会局 1946.11.26

8 P558・ 七-17 婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令 1947. 1。 15

9 P5580七 -18 転落女性の更生福祉に関する婦人福祉中央連絡委員会報告書 1947.12.11

P560・ 七-19 第二国会政府提出の売春等処罰法案 1948. 6.22

1 P561 ・七-20 東京都売春等取締条例 1949. 5。 31

P562・ 七-21 街娼の実態―その性格と「長女」の問題 住谷悦治『女性改造』29巻

P568・ 七-22 街娼の手記      『街娼―実態とその手記』 1949.

P584・ 七-29 駐留軍基地周辺散娼数一覧表 厚生省公衆衛生局防疫課 1953.5。

P586・ 七-30 売春禁止法制定促進委員会の売春禁止法制定に関する建議 1953.7.20

P5970七 -37 全国売春関係地域数、業者数及び従業員数  労働省婦人少年局 1955。 4.30
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C

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

2

22

23

2

25

26

C地 域女性史におけるRAA関係の検索 (アルザにいがた図書を中心に)

書名 著者 。発行者等 発行 内容

北の女性史 札幌女性史研究会 1986 年表 0資料、「戦後の売春」

2 秋田県婦人生活記録史 秋 田県 1985 年表、手記

3 樹氷の郷の女たち こすもWHY 1998 年 表

4 都民女性の戦後50年一年表 東京女性財団 1995 年表、解説

5 葦笛のうた 足立女性史研究会 1989 「戦時下の千住遊廓」

6 椎の木の下で 中野区 1994 「敗戦後のくらし」

7 新宿 女たちの十字路 新宿区 1997 「戦後一赤線から売春防止法の成立ヘ

8 坂のある町で 目黒区 2002 「占領下のくらし」

9 江東に生きた女性たち21世紀の女たち 江東区 1999 手記、「戦後の動き」

0 八王子遊郭の変遷 わだち 1989 手記

1 夜明けの航跡 神奈り|1県 1987 年表

2 共生への航路 神奈り|1県 1992 「進駐・基地・女性」

3 多摩の流れにときを紡ぐ 川崎市 1990 「廃墟のなかから」

4 とやまの女性史 富山県 1989 「不安と虚脱の日々」

5 石川の女性史 戦後編 石川県 2000 「女たちの不安」

6 しずおかの女たち 第6集 静岡女性史研究 1998 「占領と静岡県の女性たち」

7 ぎふの女性史 まん真ん中の女たち 岐阜県 2000 年表 「焦上の中か ら」「女性の性」

8 戦後愛知女性史年表 愛知女性史研究会 1975 年表

9 花ひらく―ならの女性生活史 奈良県 1995 年表、「戦後復興期の女性たち」

岡山の女性と暮らし「戦後」の歩み 岡山女性史研究会 1993 年表と解説

1 続 山陽路の女たち 広島女性史研究会 1989 年 表

愛媛の婦人戦後30年のあゆみ 愛媛女性史ナ クル 1976 年表

愛媛の女性史―近現代―第 1集 1984 「芸娼妓解放と公娼制の復活」

4 くまもとの女性史 熊本県 2000 年表、「敗戦の日」

光をかざす女たち 福岡県 1993 「性の開放と混乱」

なは・女のあしあと (戦後編 ) 那覇市 2001 「特飲街の形成」
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D参 考図書  Ml 順不同

年D 内容・事項 資料 0文献・出版社・ 著者 出版

1 占領下における「性」関連年表 日本婦人問題資料集成          ドメス出版
９

“ 都民女性の年表'45～ 52 『都民女性の戦後50年』

3 戦後売春関係年表 『売春』神崎 清          (株 )現代史出版会

4 敗戦直後の連合国軍用慰安所 『従軍慰安婦』            岩波 吉見義明 1996.

5 昭和の唐人お吉 『売娼の社会史』             吉見周子 1995.

6 /<> )<Y 『女の戦後史』上     朝日ジャーナル編 Jヽ沢信男 1984.

7 1軍隊慰安婦Jの連行と純潔報国運動 『性の歴史学』          不二出版 藤目ゆき 1997

8 国家買春保障制度にひそむ国体護持 『闇の中の女性の身体』      学陽書店 若尾典子 1997

9 新潟地区に於ける進駐軍 『占領史禄第4巻 日本本土進駐』   講談社 江藤 淳

0 占領軍の組織について 『占領戦後史 対日管理政策の全容』 双柿舎 竹前栄治

1 RAAと 各地の慰安施設 『占領軍慰安所』       新評論 いのうえせつこ 1995

2 女たちの戦後 『大分おんな百年』      ドメス出版 古庄ゆき子 1993

3 占領軍の進駐 『買春王国の女たち』       宝島社 森崎 和江 1993

4 占領と女性への性暴力 日本占領を「性」で見直す         平井和子

5 冷戦と基地売買春 『日本史研究500号』

6 占領下の廃娼 と「赤線」の成立 『性の国家管理』        不二出版  藤野 豊 2001

7 国体護持の女たち 『マッカーサーの二つの帽子』  講談社 ドウス昌代 1985

9 戦後買売春の歴史 『女と男の時空』Ⅵ一現代―        山下悦子 1996

米軍基地売買春と反 「売春」運動 『女性史学』11      女性史総合研究会 平井和子 1969

1 貧困と売買春の時代 『女と男の時空Ⅵ現代』          藤原出版 1974

アメリカの占領 『戦後日本女性史』        大月書店 伊藤康子

風紀粛正通信一束他 『廓清』32巻 33巻 34巻

敗戦と県政の対応 『新潟県史研究8号』            大島二郎 1980

米進駐軍瀬波海岸上陸 『波涛』       瀬波地区公民館長 東海林久二郎 1989

中蒲原郡村松町の'45年 『ある被占領の記録』   (株)フ リープレス後藤 優 1998

外国軍駐屯地における慰安施設 『ニッポン国策慰安婦』       光人社 山田盟子

占領軍進駐 「米軍進駐と新発陶 味噺潟市内駐屯の米占領軍」井上正一

RoA.A協会沿革誌 『性暴力問題資料集成』第1巻        不二出版 2004

新潟件虜収容所1941-1945 『ゲストオブヒロヒト』   築地書館 ケネスカンボス 1995

1 新潟飛行場の占領軍宿舎 『新潟地方航空乗員養成所』    記念誌刊行委員会 1995

山の下における件虜収容所 『戦場としての新潟 新潟歴史双書2』     新潟市 1998

新潟飛行場に開設した基地司令部 「新潟日報」 1999

新発田の廓を語る 「新発田郷土誌 (10)」

1945年9月 26日 開会 第4回市参事会 「昭和十九年市参事会会議録」        高田市

新潟県知事宛、参事会議決諸件報告 「昭和十九年市参事会関係書類綴」      高田市

1945年度高田市特別会計決算 「昭和二十年市長事務引き継ぎ書」      高田市

保健婦の証言及保健婦業務の実際 『新潟県保健婦事業開拓のあゆみ』   新潟県燈 会々 1982

新潟県内の保健所の設置について 『新潟県助産婦看護婦保健婦史』蒲原宏  刊行委員会 1967
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D参 考図書  ヽ 2
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順不同

年D 内容 。事項 資料・文献・出版社・著者 出版

花柳病予防法の内容 「花柳病予防法 昭和2年法律第48号」 1927

1 性病予防法の内容 「性病予防法 法律第187号」 1948

2 新潟県内の性病患者の人数 『新潟県統計書(昭和16～ 22年 )』  新潟県総務部統計課 1949

3 新潟県内の性病患者数 『昭和26027年新潟県統計年鑑』    新潟県統計課 1953

4 食糧難時代 供出の強化 「新潟米50年のあゆみ」      新潟県農林水産部 1982

5 新教育への指向進駐軍の監督 と指導 『新潟市義務教育史昭和編(2)』    新潟市教育委員会 1976

婦人校長時代の思い出 『大畑校百年の歩み』   百周年記念事業実行委員会 1972

7 教育内容の一変メーヤー女史の来校 『佐渡女子高等学校90年の歩み』 記念事業実行委員会 ｎ
υ

ｎ
ｖ

０
４

戦後初の婦人校長 長谷川マサ 『雪華の刻をきざむ』       新潟女性史クラブ 1989

新潟県の食糧配給 『食糧配給公団史料地方支局之部』   食糧配給公団 1951

新潟ホテル 『創業60年史』      新潟臨港海陸運送株式会社 1966

1 ニューヨーク部隊 『新潟芸妓の世界』            平山敏雄 1990

長岡が燃 えた 日 『長岡の空襲』 1987

目をおおう空襲の惨状 『ふるさと長岡のあゆみ』   長岡の歩み編集委員会 1986

焼夷弾15万個 長岡市街地が壊減 『20世紀にいがた100シーン下巻』     新潟日報社 2000

長岡空襲 『戦場としての新潟』            新潟市 1998

座談会 強制疎開 『平和への祈リー語り継ごうJ酵群相灸』子供に語り継ぐ会 1984

7 連合国軍進駐のころ 打越賢郎 『市史にいがた9』             新潟市 つ
乙

ｎ
υ

ｎ
υ

人身売買 「新潟ケース」 『第13回 国会衆議院行政監察特別委員会議録』第11号

年少者人身売買 労働省婦人少年局 『性暴力問題資料集成』第2巻        不二出版 2004

鉄道病院 『30年史』     日本国有鉄道新潟支社修史委員会 1967

1 進駐軍に占領された局舎 『新潟中郵便局130年史』   新潟中郵便局史編さん会 2002
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E参 考図書抜粋資料 (県議会図書室 )

E 内容・出典

1 売春事犯の取締 『防犯保安警察概説』1987

2 本法 (風俗営業取締法)の制定及び改正の経緯 『風営適正化解説書』

3 新潟県職制変遷図・戦後組織変更系統図

4 本県関係主要部隊略歴 新潟県民生部援護課「新潟県における戦後処理の記録」

5 花柳病予防法特例 (昭和20年 H月 22日 厚生省令第45号)「敗戦直後の社会情勢 進駐軍の不法行為」

6 府県別花柳病診療所一覧表 (5月 1日 現在)

7 花柳病患者比較表 昭和21年 6月 30日 ～22年6月 30日

8 闇の女検診成績表 昭和22年 1月 ～5月

9 「神奈り|1県 に於ける連合軍兵士関係の事故防止策」より 神奈りII県警察部

0 慰安所設置の件 千葉県勝浦町会議員協議会議事録 第二号議案      千葉県特高書類

1 慰安所設置に関する大阪府 浅草区 日本橋区の書類

2 警察取締関係統計、犯罪件数等 「新潟県統計書」

3 占領軍への役務調達の概念 『占領軍調達史』

4 戦後の残影 性病の蔓延と売春禁止法      『追憶―公衆衛生の足跡を辿る』鈴木伸寿

5 休戦後に於ける件虜動静に関する件 特高外秘第7306号

6 県令 飲食店営業取締規則 「新潟県報号外 昭和十九年三月五日」1944

7 条例 新潟県風俗営業取締法施行条例       「新潟県報号外 昭和二十三年九月四日」1948

8 条例 新潟県売いん等処罰に関する条例    「新潟県報号外 昭和二十三年十月二十六日」1948

9 新潟県告示第558号 旅館の最高料金指定      「新潟県報 昭和二十年十月二十六日」

新潟県告示第22号  指定の貸座敷営業免許地取消  「新潟県報 昭和二十一年一月十五日」

1 新潟県告示第147号 新潟県進駐軍物資評価委員会規定 「新潟県報 昭和二十一年二月十二日」

20

2
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