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はじめに

本稿は､｢戦後長野県内における観光関係新聞 ‖｣『内陸文化研究』第3号 (2004年 2月)に続

き､戦後の長野県内で発行されていた観光関係の新聞を紹介するものである｡今回は､松本市で発

行されていたものを紹介するが､同時に1948-49(昭和23-24)年の時期を対象としている｡前回

も述べたように､この時期は､長野県観光課が1948(昭和23)年 ｢県観光開発三 ヶ年計画｣を発表､

1949(昭和24)年は善光寺御開帳の年でもあって､観光事業が本格的に展開していく時期にあたっ

ている｡同時に､経済安定九原則からドッジ-ラインへと日本の経済が大きく展開していく時期で

もあった｡ドッジニライソまでの ｢輸出軽工業優先主義｣からの転換は (浅井良夫 ｢高度経済成長

-の道｣中村政則はか編 『戦後日本 ･占領と戦後改革 6戦後改革とその遺産』岩波書店､1995年)､

民間貿易再開とともに昂揚しはじめた ｢国際観光｣諭にどのような影響を与えていくのか､(観光)

という観点から占領後期の社会史を描くための一助としたい｡

H 『民主新聞』から 『信州観光タイムス』へ

『信州観光タイムス』は1946(昭和21)年当初より松本で発行されていた 『民主新聞』をその前

身とする｡

『民主新聞』(国立国会図書館憲政資料室での請求記号はNMO590)は､編集印刷発行人 ･禰津

頼政､発行所 ･松本市巾上町民主新聞社､1部12位 (1ヶ年分20円)､月3回発行の新聞である｡

G.プランゲ文庫には創刊号は所蔵されておらず､創刊の事情などは不明であるO民主新聞社長は

小松大二郎である (｢年頭に当り青年に寄す｣『民主新聞』第25号､1947年 1月 1日)01946(昭和

21)年2月12日に第三種郵便物として認可されている｡｢民主化の徹底と文化国家への発展｣をス

ローガンに掲げていた｡

『民主新聞』は松筑地域の一般的動向を扱うと同時に､｢青年諸君 人性目的を知れ｣(第17号､

1946年10月1日)､｢青年よ信念を持って職務に遇進せよ｣(第18号､1946年10月11日)､小松大二郎

｢信用と青年｣(第27号､1947年 1月21日青年版)といった記事を掲載し､第25号 (1947年 1月 1

冒)からは ｢青年版｣を設けて ｢青年団の皆様-/青年版の利用を｣を呼びかけ (編輩部より､第

27号､1947年 1月21日)､各地域青年団の動向を伝えるなど青年層の動向に力点をおいた紙面構成

をしていた｡

また､社長 ･小松大二郎は､｢県政に望む｣(第30号､1947年3月21日､第31号､1947年4月1日､

第32号､1947年4月11日)において県政-の要望を主張したり､1947(昭和22)年4月県議選に立
顎 悶

候補､｢民主主義政治研究会｣を結成 (｢民主政治研究会発足｣『民主新聞』第34号､1947年 5月11

月′)するなど政治的な活動も展開していたようである｡
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しかし､『民主新聞』の経営そのものはあまり順調であったとはいい難く､｢本紙は旬刊のため如

何に苦心してもニュースの報道は困難｣である､したがって今後 ｢雑誌のような新聞とし､専ら修

養 と娯楽をかねた､為になる､また面白い新聞にしてゆきたい｣(｢社告｣『民主新聞』第35号､

1947年6月 1日)と述べて自らの方向性を模索､第37号 (1947年 7月21日)｢社告｣では次ぎのよ

うに述べるに至るのである｡

本紙は終戦後我国の民主化に貢献すべく題号を民主新聞として民主化の徹底 と文化国家建設を

モットーとして参 りましたが､本県の-大政策とする観光信州に協力すべ く認可到着次第民主新

聞たる題号を廃し ｢観光信州タイムス｣として膏が信州を日本の隅々まで否世界の滴々までも宣

伝すべ く発足したいと存じます｡ (｢社告｣『民主新聞』第37号､1947年7月21日)

組織も株式会社とし､記者も増加しての再出発を表明したのであるO前号でも述べたように､

1947年は早期講和に伴 う民間貿易再開の気運が高まり､県内各地でも観光関係新聞が創刊された時

期である (拙稿 ｢戦後長野県内における観光関係新聞 ‖｣『内陸文化研究』第3号､2004年 2月)0

『民主新聞』も､｢近い民間貿易再開/現在迄の推移と見透し｣(第34号､1947年 5月 1日)を冒己軍

にするなど､関心を向けているが､『民主新聞』から 『信州観光タイムス』への改題もこうした趨

勢に適応していったものだろう｡

(I) 『信州観光タイムス』

『信州観光タイムス』(国立国会図番館藩政資料室の帯求記号はNS1979)は､『民主新聞』第37

早 (1947年7月21月)｢社告｣にある ｢観光信州タイムス｣にあたる 『民主新聞』の後継紙である｡

発行所は松本市本町4丁目の株式会社信州観光タイムス社､編集兼発行人は小松大二郎 (松本市巾

上町)である｡

G.プラソゲ文庫には第52号 (1948年3月14日)､第53号 (1948年3月28日)､第54号 (1948年 4

月11日)､第55号 (1948年4月25日)､第56号 (1948年5月9日)､第57号 (1948年 5月28日)､第58

早 (1948年 6月13日)､第59号 (1948年 7月11日)､第60号 (1948年 8月8日)､第61号 (1948年 9

月5日)､第62号 (1948年9月26日)､第63号 (1948年11月28日)､第64号 (1948年12月 5日)､第65

号 (1948年12月12日)､第66号 (1949年 1月 1日)､第67号 (1949年 1月30日)､第68号 (1949年 9

月26日)の17号分が所蔵されている｡『民主新聞』第37号が1947(昭和22)7月なので､号数とし

ては 『民主新聞』のものを継承していると思われるが詳細は不明である｡また､何号から改題され

たのかも現在のところ判然としない｡第57号までほ8頁だての毎日曜日発行の週刊紙であり､定価

1部 3円であった｡毎号巻頭に観光地のグラビアを掲げていたが､後に市内の若い女性のグラビア

に移っているO第58号からは4貫となり定価 1郡5円となっている.第63号からは 『信州観光タイ

ムス特報』とタイトルが変わるが､定価も1郡7円となり､やがて14円 (第66､67号)となる｡第

68号で1部 4円に戻っている｡後にも述べるが､ 『信州観光タイムス』は､第63号で大きな編集上

の転換があり､第6.7号 (1947年 1月30日)を発行してからはおよそ8ヶ月の休刊 という状態になる｡

定価もこうした動向の影響を被ったといえよう｡

以下､調査の及んだ限りでの紙面 (第52号以降)の主要な記事を紹介していこう｡
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第52号 (1948年3月14日)の主要な記事見出しは､松本市土木課 ｢これでは観光都市になれぬ/

先ず利己主義を捨て､/道路愛護に乗出す｣､｢学生に愛される松本博物館の経緯｣､｢春だ T.春 !例

年より早 ぐ憧れのシーズン来る/松本測候所長は語る｣､｢県観光三 力年計画/スポーツ設備の充

実｣といったところであるo深滞正二 ｢スキ-の回転技術について｣といった記事や､グラビアを

あわせた高橋玄一郎 ｢ゆきどけ1#音調｣といった詩文もある.

記事によれば､｢県観光三力年計画｣の柱は2つ｡第 1に ｢-イク､ツアコースの整備｣ として､まま
1年目に ｢東､名古屋方面より本県に入る-イキングコースを広く懸賞募集し且つ宣伝を行う｣､

2年目に ｢スキーツアコースの懸賞募集｣､3年日に ｢地方観光団体をしてハイク及びツアコース

の整備を行わしめる｣とあるQ第2に ｢地方スポーツ設備完備｣として､①野球場 ･庭球コートそ
まま

の他の競技設備､②スキー場 ･スケ…ト場､③競馬場 ･ゴルフ場､④ ｢都市公園の運動設備附設｣

充実が目指され､1年目には ｢観光連盟及び傘下団体をして地方スポーツ設備充実｣が掲げられて

いる｡この計画は､｢三カ年を通じバイヤー指定旅館に対する設備改善指導並に助成や県営ホテル

の道営改善やホテル設置の誘致｣を行うとされている.次号には道路整備に関する記事が掲載され

ている (｢県観光三力年計画 道路の整備｣『信州観光タイムス』第53号､1948年 3月28日)

｢学生に愛される松本博物館｣は､1948(昭和23)年2月11日開館式をあげた松本市立博物館に

ついての記事｡博物館の前身は1906(明治39)年9月､松本尋常高等小学校男子部 (開智学校)に

開設された ｢明治三七､八年戦役紀年館｣にさかのぼ り､1931(昭和 6)年 6月市へ移管､

1945(昭和20)年 5月に閉館となっていたものを1947(昭和22)年松本市立博物館 と称していた

(松本市史編さん委員全編 『松本市史』第二巻歴史編ⅠⅤ現代､松本市､1997年､805-806頁)｡記事

によれば､｢昭和二十年秋､敗戦直後急激なショックをうけ空虚などん底に転落した大衆を救 うに

は平和的文化活動がその第一歩でなくてほならないとの見地から､また教育王国を誇る長野県に博

物館が無いのは恥かしいことだというので時の市長平山氏が市会と連絡､当時の記念館を改造し民

俗資料を陳列した民俗的博物館､別に山岳博物館と開智小学校教育参考館を拡充した教育博物館の

三つの文化施設設置案を提唱｣､岡茂雄が嘱託として記念館並図書館運営の責任者となった｡｢当時

岡氏は山岳博物館-本立て ゆゞ く案を立て｣ていたが､市 ･市会 ともに反対の意向であ り､

1947(昭和22)年 1月辞任した｡のち筒井市長が ｢平山氏の提案を参考に市会で審議した結果近代

的博物館の設立を可決し､条件として長期間博物館設立に努力した岡氏の山岳博物館案なるものを

同時に市民の声として採択｣､一志茂樹により ｢山岳博物館案を除き他は白紙に還元､四十年の歴

史を有する松本記念館をこ にゝ閉鎖し (中略)資料として山岳､民俗､考古､歴史の四部門となし

不足の分は開智小学校の教育参考館の資料をもって当てること しゝた｣という｡

｢これでは観光都市になれぬ｣の記事は､｢二大観光地一北アルプスと上高地を擬し､国宝松本

城を誇る松本市が未だに観光都市に指定されないのはどうした訳か｣という関心から､｢きたない

川､橋､道路の多いこと｣を嘆き､｢衛生設備の不完全さ衛生観念の乏しき､公共物を愛すること

のないちっぽけな島国根性｣を批判するものである｡｢松本市を初めて訪れる人々の異口同音の言

葉は "案外きたない街"ということである｣ことから､市土木課は橋梁整備にとりかかり､48年度

は道路に主眼をおいて施策を講じるというO｢戦時中食糧増産のため道路上の土地及び空間利用を

許可されたのが未だに利用されているのは観光的見地から遺憾｣とし､1947(昭和22)年11月30日

付けで ｢市有地耕作｣禁止を市民に通達したが､未だに徹底しないという｡松本城を中心に ｢風致
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地区完成｣を目指しているが､これも実現していない｡松本市では､｢常傭の道路監視員ともいう

べき道路工夫員のいないこと｣に鑑み､道路復興協力会を設立した (1948[昭和23]年 1月､会

長 ･筒井松本市長)0

第53号 (1948年3月28日)は ｢別所温泉紹介号｣と潰され､巻頭グラビアは ｢別所温泉より浅間

山を望む｣である｡｢泌み込むような和の境地 別所温泉は招く! "夢にまで現れで'｣として､

｢山間部落の雰囲気と都会的設備の便とを兼ね｣た温泉街や､｢別所はた 温ゞ泉地であるのみでなく

霊験著しい観世音､史蹄の深厚な三楽寺等｣を､美しく紹介したものである｡｢別所行上田電鉄に

乗って先ず気付くのは土地の人柄の良さ｣､｢車窓に映る沿線の眺めは至極のどかで春の青い麦田風

景が波のうねりの如く展開している｣とあると同時に､｢物資が豊かなためか途中餓人かの買出し

部隊が降り立つ (中略)『あれは東京から､こちらは名古屋からの買出し連中ですよ』｣といった敗

戦後社会の世相も記録されている｡

その他の観光記事としては ｢束の都/聾ノ田の湖畔/大貯水池実現｣､｢躍進 !諏訪市の観光｣､

｢東洋-を誇る諏訪湖ホテル実現か ?/三力年計画一億円計上｣､｢水源地緑地帯の増設/野外音楽

堂や体育会館新設/美しくなる中信地区｣といった記事が載っている｡

｢葦ノ田湖｣は､｢戦争の為-時頓挫の止むなきに終った｣東筑摩郡本郷村の貯水池｡｢戦後食糎

増産の為の滞概対策と観光産業対策の重要性から本郷村並に岡田村｣が工事再開を要求していた｡

｢松本より浅間､葦ノ田を結ぶべく浅間から葦ノ田間の大道路を布設甲､亦冬はスケート､夏は散

歩､ボート､釣等をする為各種設備や養魚を行い秋は紅葉狩や近くの山間部に茸狩りをする等｣観

光地として期待されているという｡本郷村観光課主任谷口四郎も次のように述べている｡

美ヶ原高原の観光的価値紹介の一助として是非共健井沢､浅間､松本を昇給する近代的道路の

完成が非常に大切であると考えている､この道路の為美ヶ原高原に自動葦で登ることが出来るな

らば､何人もその雄大な眺望樽にアルプスへの展望は絶対的で亦日本全国の山は全部展望し得ら

れ且つ冬山のスキーの魅力と云い全く志賀高原を造かに凌駕すること受合いであるo(中略)今

度の葦ノ田湖の大工事も､この軽井沢 [､]浅間､松本を結ぶ道路布教計画の動機を作る上にも

重要なもの 一ゝつとなる (｢谷口四郎談｣『信州観光タイムス』第53号､1948年3月28日)

第54号 (1948年 4月11日)の主要な記事は､｢緑なくして観光なし/挙県一致緑化運動展開/輿

緑化連盟主体の下｣､｢ちと少ないか松本市/観光予算五十五万円/多彩な観光三力年計画｣､｢桜が

ボツノ(＼咲く,T松筑地方開花予想｣(ちなみにこの年は ｢[注-四月]十匹=ヨ頃には松本地方の桜は

ぼっノ(＼花びらきし廿､四五日頃には春の王者として乱滴とその実を競い｣とある)､｢懐古して語

る/観光都市飯田の復興/花岡修氏談｣である｡

｢挙県一致｣という蜘 寺下とみまどうばかりのスp-ガンで緑化運動は展開された.

治山治水の荒壁と森林資源の保護を期し亦各種産業の振興を図って民生安定の基礎を確立する

ため荒廃した本県の民有林野を急速に緑化しようと県緑化連盟は各地方事務所林務課を通じ関係

団体の緊密な連絡の下に挙県一致育林愛林の思想に徹せしめこの実効を挙げようと緑化運動を展

開した｡ (｢緑なくして観光なし｣『信州観光タイムス』第54号､1948年4月11日)
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運動は ｢期別運動｣(春夏秋冬)と ｢特別運動｣に分かれ､｢期別運動｣では､①春-植栽苗圃事

業､山火事の用心､②夏-植栽地の下刈手入事業､③秋-秋植除伐間伐事業､種苗の手入､④冬-

山-の感謝祭実施が構想されている｡春､ 4月15日には､植樹祭実施が提唱され､｢山林所有の市

町村森林組合其他の団体主体となり全市町村民と特に学童､青少年団､婦人会其他各種団体参加｣

が考えられている｡｢特別運動｣には､①学校林の設置 ･拡充､②防風林 ･屋敷林造成､③観光及

び美化植樹の実施 (都市の緑化と工場 ･病院などの緑化)､④一般愛林思想の普及､などが挙げら

れている｡そのなかでも注目すべきは､①藩法発布記念林の造成､②山林所有観念不安の一掃で､

特に後者は ｢山林国有国家管理､農地改革に伴 う分割説等が流布されて所有観念の不安を来してい

るがかゝる事のない事を徹底させる｣とあるo松筑緑化連盟では､｢毎年一千町歩の植林目標を確

保､八百五十町歩の-ゲ山と-蘭町歩の要造林地の一掃を期する｣という(｢松筑地方緑化運動｣

『信州観光タイムス』第54号､1948年4月11日)0

松本市は1948年度予算で558,614円を観光関係として､｢三ヶ年計画｣実施に踏みきった｡その趣

旨は次ぎのように報道されている｡

ま ま
天主闇を中心とする市内､美ヶ原連峰及び日本アルプスの三つとする､然しこの三者は因より

相互に有機的関連を有し何れを先きにするというわけのものでもなく､また対内観光に重点を置

くか対外観光に重点を置くか､尚また対外観光に関しては従来本地帯がオフ･Vリミットと考えら

れ来たった誤 りを是正し､この上は周知徹底せしめると共に業者と連絡して宿泊施設を充実せし

め松本市を一日も早く国際観光ルートにのせるべく努力する

(｢ちと少ないか松本市/観光予算五十五南門｣ 『信州観光タイムス』第54号､1948年4月11日)

市内観光については松本城天守閣を中心に緑地化を行い､農政 ･土木 ･社会教育課一体 となって

事業を推進､商工会議所などの協力で店頭美化を実施O美ヶ原についてはスキ-コース･ヒュッテ

建設､中部山岳国立公園については乗鞍 ･高瀬渓谷に重点を置く､など①観光に対する調査研究､

②観光地帯の保存並開発､③文化の保存並開発､④観光設備の拡充､などが計画されている｡

東筑地方警察署長である花岡修は､1947(昭和22)年4月の飯田大火からの復興が､道路整備 ･

区画設定と緑地帯の設置､水利の完備などを通じて ｢感じの良い近代的都市飯田市の出現を見るに

至った｣要因として､｢市民の進歩的な観光認識｣を強調した｡続けて氏は ｢それに比べると松本

市の印象は何処となく観光都市としては物足らぬ感がある､特に道路の狭いということがその印象

を最も深めている､せっかく良い観光地上高地にしても道路が不完全なためにその価値を半減 して

いる｣と述べている｡飯田市の ｢全市民一体となって起上った結果｣を述べることにより､松本-

の提言とする主意であろう｡

第55号 (1948年 4月25日)の観光関係記事は､｢待望 !市民の庭/松本中央公園お目見得｣､｢黒

い城山 !賑やかな花見風景/松本市城山｣､｢学生の為の文化展/石器時代から現代迄 住居の歴史

展覧会/於松本博物館｣などである｡｢住居の歴史展覧会｣は､｢昨年来国立博物館が新しい催 しと

して計画した第-回 『学生の為の文化史展』｣が地方巡回してきたもの.またスポーツ関連の記事

として ｢日本スキー界のホープ/猪ヶ谷親子乗鞍岳に永住か/松本市地元民同窓生が懇請運動｣､

｢スポーツシーズンの前奏曲/松本市にスポーツ祭｣がある0
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第56号 (1948年5月9日)には､｢全日本観光連盟東海北陸支部総会 名称を中部支部と改名｣､

｢危い!松本城/枕胴木が腐朽/市当局国会に陳情番提出｣､｢住居展覧会入場者 3万｣といった記

事が並ぶ｡1948(昭和23)年4月27日に諏訪市観光ホテルで開催された ｢第三回全日本観光連盟東

海北陸支部給会｣(名古屋市 ･愛知 ･静岡 ･三重 ･岐阜 ･石川 ･富山 ･長野 ･山梨の1市9県代表

47人参加)は､5月15日に開催される全国大会への挺出案件を議論した｡長野県からは､｢温泉源

泉を保存開発すべき電力資材の優先配給｣が主張されている｡

第56号で重要な記事は､分県期成同盟嘱託 ･百瀬和夫談話による ｢観光的見地より分県問題を見

る｣であろう.ここで百瀬は､｢かつての蚕糸王国長野県も現今では三位に寂落し生糸による外貨

獲得も出来ず山林県だから豊富な材木で炭焼きでもしようかと思って見たがそれも駄目､そこで最

後に考えられることは観光資源に恵まれた本県はその資源を充分活用した観光県として立直 らねば

ならない｣という問題意識を主張している｡こうした見地からすれば､県内にある天龍峡 ･諏訪

湖 ･上高地 ･善光寺 ･北アルプスなどは､｢総体的観光地域｣であり､｢これ等総体的観光地域を分

県により二分するとするならばどうであろうかその価値は半減する｣と述べている｡

｢長野県復興百年の大計｣をためには､｢日本自体では中央から海外からは沢山の観光客から忘

れられないために｣､信越線 ･中央線を拡充し､道路も整備して ｢上高地でも何処でも自動車で自

由に交通出来るようにして海外の旅行者の足を先ず県内に運ぶようにしなくてほなら申｣｡ したが

って ｢地域的に雄大な眺望のある長野県を二分することは無意味｣であり､｢必然的に分県等とい

う小さな根性ではなしに中央移庁という問題が長野県民全体の福祉増進のため起って来るのであ

る｣Cそして､｢その中央と言えば松本がその近在であって決して長野ではない｣のである.
ま津

分県 ･移庁論の文脈での意味はもちろん重要であるが､その際､｢外人特に米国人は日本人のよ

うに谷川で糸を垂れて岩魚を釣ったり湖畔で独り静かに詩歌にふけったりするスケールの小さなこ
まま

とは全然興味がない｣とされ､｢外人にそんなスケールの小さな景観や仕草を押し付けることは愚｣

というステレオタイプと､そのステレオタイプをふまえたうえでの ｢外からのまなざし｣に規定さ

れた議論であることに注意しよう｡これは占領期アメリカニゼ-ションの問題を考えるうえでも重

要な論点となる｡

第57号 (1948年5月28日)には､｢松本市 ･南の都 千鹿頭池/生妻の池 遊園地化計画｣､｢松

本少年刑務所長談 『あ 偉ゝ大なる力』/観光信州の山々/悪化少年の善導にも大自然のカは偉

大 !｣､｢都市美化促逸週間/松本市観光課等乗出｣といった記事が掲載されている｡

第58号 (1948年6月13日)からは4貢だてに紙面が変更されている｡これまで8貫だてであった

がゆえに掲載されていた松本地域の政治 ･経済 ･社会関係の記事はその分量を減少させた0

第58号は ｢保健の地 信州松本 浅間温泉紹介号｣となっている0｢中央線汽車時刻表｣｢浅間電

車時間表｣｢浅間線バス時間表｣が掲載されているので､往時の交通事情もある程度判明する｡｢交

通｣｢気候風土｣｢旅館｣｢効能｣などの紹介に続き､｢名物｣として陶器浅間焼 ･女鳥羽焼 ･深山人

形 ･ワサビ漬 ･白樺細工などが紹介され､｢附近の景勝｣へと続 く｡また ｢名物たいまつ祭｣の紹

介記事もある｡

その他､｢日ア観光連盟/夏山事業計画/雑誌 『日本アルプス』も復刊｣として､1948(昭和23)

年5月31日に開催された ｢日本アルプス観光連盟常任理事会｣の横様を伝える記事があるO事業計

画として､観光映画展 (6月)､真夏スキー大会 ･穂高岳渦津谷､アルプス銀座を行く会 (以上､
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とうはん

7月)､観光写真撮影会 ･上高地､北アルプスの最高峰へ登撃する会 (以上､8月)などが掲げら

れている｡また､1948(昭和23)年 6月21日から東京日本橋三越本店にて､長野県観光課および県

観光連盟共催によって ｢信濃路を訪ねる 『観光と農村工聾展』｣が開催されるが､松本市はこれに

あわせて ｢松本民謡紹介宣伝を行 うことになり｣､6月25日､神田共立女子専門学校 (現在 ･共立

女子大学)講堂にて ｢長野県観光映画と民謡大会｣を開催するという (｢信濃路を訪ねる/観光 と

農村工聾展/松本民謡紹介も併せ行 う｣『信州観光タイムス』第58号､1948年6月13日)0｢美ヶ原

A-イキング/山ツツジと高山植物を楽しむ会｣の参加案内や ｢山岳祭典｣の紹介記事も掲載され

ている｡

第59号 (1948年7月11日)は ｢夏山の魅力 !身心錬磨の地 北アルプス紹介号｣である｡
まま

｢日本アルプス｣については､｢日本ではかつて大分問題になったようで､信越甲駿遠美に及ぶ

日本の屋根とも呼ぶべき代表的な山群に対し 『日本アルプス』等とは怪しからぬとメートル法反対

の国粋主義者連中が ｢中部山岳｣なる名称を命名したようであったことは記憶に新しい､然しやは

り理屈だけでは大衆は動かすことが出来なく､いぜん 『日本アルプス』なる名称が愛用されてい

る｣というo｢静寂旅情をねぎらう大正池｣｢白骨温泉｣｢氷河跡遺｣｢カール｣｢高山植物｣｢日本一

の清流梓川｣と記事は続いている｡

｢身心錬磨の地｣とは卿 寺期からの標語でもあるのだが､ここでは次ぎのようT3:記事となってい

る｡

最近の登山熱は相当旺盛となり土曜日の夜行列車はリツクサック等で身動きも出来ない､然し

果してこの中敷人がこれ等第一流の山々を知っているであろうかということになれば甚だ疑問で

ある [.]こ にゝいう第一流の山々とは皆三千米級の山々で少くとも登山というスポ-ツの中で

も最も厳粛な最も精神的な運動に心身を打ち込もうとする樫の人ならこの三千米級の日本の屋根

を知 らないということは大きな不幸であると言いえよう､もとより ｢知る｣とい うことは ｢研

究｣することであり､それによって自分を高めることである

(｢大自然の霊妙 月ヒアルプスの美観｣『信州観光タイムス』第59号､1948年7月11日)

また､主に自然紹介の記事ではあるが､松本電鉄社長 ･山本寅雄 ｢観光のシーズンを迎 えて｣が

掲載されているOその他､｢観光施設座談会｣(1948年 6月28日､松本市観光課)､｢夏山登山協議

会｣(7月1日､長野営林局主催)､｢国立公園展覧会｣(厚生省国立公園部内国立公園研究会 ･日本

観光連盟共催にて東京で7月中旬､松本市では白馬 ･乗鞍 ･上高地 ･槍 ･燕 ･お花畑などの写真を

出品)の記事や､信陽新聞社長が､｢商工､観光両面を兼備し且登山者の安全を計ろうと｣､マ リヤ

観音 ･聖観音の2体を借陽新聞会館前に安置することになったとい う記事 (｢松本市を愛 と美で築

く!/マリヤ観音建設/奉賛歌 ･ミス松本も募集｣『信州観光タイムス』第59号､1948年 7月11日)

もみえる｡

第60号 (1948年 8月8日)の記事は､｢武田全観連事務局長藩翰/松本浅間の合併を撹唱/松本

市観光の在 り方｣､筒井松本市長談 ｢観光の立場から浅間のチブスをみる｣､｢観光認識一段 と進

展/城山 (松本)不夜城出現か｣､｢夏山シーズン登山上の諸注意｣などである｡
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1948(昭和23)年6月29日に松本地方を視察した全国観光連盟事務局長 ･武田英治は､松本市に

対して次ぎのような意見を述べた｡第 1に ｢松本市の観光的在り方｣として､①観光の基地とする

こと､具体的には案内所 ･登山者に科学的知識を与える資料館 ･土産物 ･登山道具を販売する総合

的な施設､｢日本アルプス会館｣の設置､②市立博物館を充実させ ｢我国唯一の山岳博物館たるべ

く特長ずける｣こと､③山岳展望台の設置､④観光ホテル建設､④街の美化などについて指摘｡第

2に ｢上高地について｣として､｢松本市の発展には上高地の開発が重大な関係がある､上高地の

開発は道路が先決問題である｣と指摘､さらに浅間温泉には ｢出来得れば松本市と合併し総合的計

画の下に観光客の娯楽休養部面を分担せしめること｣が脚 昌された (｢武田全観連事務局長寄翰｣)0

7月29日には ｢松本駅前都市計画について｣協議会が開催されている (｢観光部の玄関口らしく/

松本駅前の改装計画/ロータリーを造り鉄柱を除く｣『信州観光タイムス』第60号､1948年 8月8

日)0

-方､日本アルプス観光連盟は1948(昭和23)年7月2日､入山辺村霞山荘に総会を開催して､

①城山放光寺方面に ｢一大観光ホテルを建造､キャバレー､ダンスホール等の娯楽設備を置く｣､

②元市有地であった県種畜場を市有に戻し､｢展望台をはじめ一大ゴルフ場を作る｣､③城山一帯の

果樹園化などが議論された｡｢松本市に於ても敢近アルプスを背嚢とした城山を一大歓楽境地たら

に至った｣と指摘されている (｢観光認職一段と進展/城山 (松本)不夜城出現か｣ 『信州観光タイ

ムス』第60号､1948年8月8日)｡日本アルプス観光連盟では上高地での ｢安曇おどりを楽しむ会｣

も企画している (｢上高地で盆おどり｣ 『同』)

その他､｢鐘の鳴る丘｣映画化にあたっての松本少年学院長の談話が次ぎのように掲載されてい

る｡

元来学院の建物は私が片倉製糸松本工場長の頃風光明贈なあの辺一帯に トラック･ヒエッチ､

ドライブウエイ等をつくって勤労者の安息所､訓練所等に充当するつもりであった位に観光的に

も価値のあるところで今度映画化されるに当って大いに観光的立場から或は浮浪児訓育の上から

も又産業的立場からも意義のあることと思う｡

(｢鐘の鳴る丘 愈々映画化｣ 『信州観光タイムス』第60号､1948年8月8日)

｢上高地白骨探勝団体募集｣(信州観光タイムス社主催､松本電気鉄道株式会社 ･上高地観光株

式会社 ･白骨温泉旅館組合後援による- 『信州観光タイムス』第60号､1948年8月8日)の記事も

みえる｡

第61号 (1948年9月5日)の記事は､松本駅構内新宿行列革ホームに活け花壇を設けたことを伝

える記事 (｢鉄のダイヤに活花/松本市の大サービス｣)､大町木崎湖が ｢中郡山岳秋の紅葉処女地

としてデビューする日も近い､地元観光協会に於ても湖畔に観光ホテル､温泉 (くず温泉導入)､

六百坪の､遊園地､テニスコート､夏期大学の復興化｣などを議論していることを伝える記事 (｢中

部山岳紅葉処女地/学者村も手入れ｣)､松本市が秋冬の観光パンフレットの配布準備をはじめたこ

と (｢秋と冬の観光パ ンフレット｣)､澗浮谷で登山講習会､黒部渓谷探勝の集い (日本アルプス連

盟主催による)などが主要なものである｡｢美化で客を引く/松本商工会議所の美化運動｣の記事
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中の ｢人的観光資源の開発､商人を以て編成した野球チーム等により大いに野球その他を行い人的

観光的スポーツを商業にマッチさせる｣という文言が注目をひく｡

第60号 (1948年 8月8日)･第61号 (1948年 9月5日)に日本山岳会員 ･下村雅司 (栢介記事に

よると ｢信濃山岳界の権威｣であるという､第61号)による ｢上高地の将来性｣が掲載されている｡

下村は ｢国立公園上高地は国際観光地として新たに出発しつつある｣が､｢俗化を憤るもの､交通

の利便を喜ぶもの､観光地に堕したことを嘆くもの｣と多くの議論が噴出し､｢"上高地の将来"が

その焦点になっている｣という｡｢上高地開発についてはますます事ごとに論争が起るであろうが､

既に国立公園としてより多くの人々にあの原始の姿を思いのま にゝ親しましむることは必要｣であ

り､そうした立場から ｢私は上高地-それも河童橋附近迄を限度にして-の観光施設開発は許され

てもよいことと思う｣という｡そうして下村は次ぎように述べる｡

まま
河童橋から上流は今のま のゝ姿で残したいと念 うのは私一人のみではない [O]観光協会の

人々も "観光の地上高地"を叫ぶ前に "神河内"を偲んで欲しい｡将に松本の人々は自からの住

む街を美しくしてこそ､清潔な身ぎれいな姿を保持してこそ観光都市の名が輿えられるものであ

って､水滑かるべき女鳥羽川､いまは尊くなった天守閣四囲のお堀が魔境などに蔽われていては

上高地を訪れるものも少くなるだろう

(下村雅司 ｢論説 上高地の将来性②｣ 『信州観光タイムス』第61号､1948年9月5日)

第62号(1948年 9月26日)は ｢秋の信州｣第 1稗と銘打っての企画となった｡全四面にわたって

｢月見草咲く千曲河原｣､戸倉上山田温泉 (1両)､｢文明の脚光浴びて/名声日に揚る美ヶ原｣､浅

間温泉 (2面)､｢絶勝心魂を奪 う天龍峡｣､天龍下 り (3両)､｢躍如たり仁科三湖/月光湖毎に北

アの秀嶺を映照｣(4両)､秋の観光地紹介と旅館案内の広告が載った｡そして､小松大二郎編集に

よる 『信州観光タイムス』はこの号で一時中断するo

E) 『信州観光タイムス特報』

(∋ 『信州観光タイムス特報』

『信州観光タイムス』は 『信州観光タイムス特報』とタイトルをかえ､編集印刷発行人 ･猿田増I

門の体制で第63号 (1948年11月28日)､第64号 (1948年12月 5日)､第65号 (1948年12月12日)､第

66号 (1949年 1月 1日)を発行､第67号 (1949年 1月30日)で編集兼発行人が小竹正五に替わ り､

しばらく休刊 (およそ8ヶ月)､第68号の発行は再び編集兼発行人小松大二郎によって1949年9月

26日に発行された｡発行所も松本市本町から東源池に変更になった0

猿田増門編集体制のもとでは､観光関係の記事が中心となるよりは､松本市の政治 ･経済 ･社会

関係の記事､いわば一般的な新聞の紙面に近づいている｡社説も掲げられ (｢時局 と人心の矛盾｣

一第63号､｢性欲の美化｣-第64号､｢共産党の進出について｣一第67号)､｢農村レポート｣と題し

た松本周辺部農村の探訪記事や､新聞批評 (浅間山人 ｢新聞をきる｣一第65号､第66号)､｢婦人文

化欄｣(第65号､第66号)､も設けられている｡

観光関係記事が占める比重は格段に低下した｡第64号 (1948年12月 5日)では ｢飛躍の態勢整

ラ/松筑の木工々業/松本木製品協組創立｣や ｢特異な村の性格/嵐に立つ本郷村/革新 ･保守の
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対立激化｣などに若干の関連を兄いだせるものの､観光関係の記事は皆無となった｡

｢安く愉しめる浅間の復活-｣(第63号)などを見ると､｢今夏の病災 (腸チブス)がた つゝて鳴

りをひそめた浅間の温泉街は､今も閑散が続き､客足の吸引策に各旅館が頭を悩ましている｣が､

閑散の要因は単に病気のみではなく ｢全国的な緊縮気配と､地元市町村の金づまりで､病気を怖れ

て遠のいた客足ではない模様｣と問題の焦点を観光関係から政治的 ･社会経済的な動向へと移動さ

せている感がある｡

第67号 (1949年 1月30日)発行は､小竹正五編集にかかるものだが､主な記事は ｢密造取締りと
カストリ

清酒の値下げ/ "漕"の世論喚起運動拡大｣｢危険な密造酒の害｣｢困難な密造酒の取締 り/大衆の

協力がカギ｣｢晶質を誇る中信酒造界の展望｣といった漕関係の特集記事 と ｢近代婦人のたしな

衣/高まる洋裁熱/市内の各学院を覗く｣であって観光関係の記事は皆無である｡

しかし､観光関係の記事が全く見あたらないわけではないO山と渓谷社による ｢美ヶ原開発二十

周年記念｣座談会 (1948年11月13日､山本小屋､第63号)､｢日本アルプス観光連盟｣による冬山ス

ケジn-ル (第63号)､｢筑摩山脈を越す高原 ドライヴウェ-/建設案いよノ-＼熟す｣(第65号)､

｢袴腰四分池のスキー新コース｣(浅間山岳会､巌山辺スキークラブによる､第65号)､｢美しい松本

駅｣(第65号)､｢廿四年度の課題/一大風致地区の建設 松本市｣(第66号)などであるo

また新聞批評としての記事ではあるが筑摩山人 ｢新聞をきる｣｢馬鹿げた文化反動 倍毎の観光

コンク-ル｣が掲載されたO｢筑摩山人｣によれば､｢だいたい観光事業の目的は長野県とすれば県

内の人々の保健をす めゝると共に県外或は国外から外貨をかくとくすること｣であり､｢県内では

既に名の知れわたった｣志賀高原や美ヶ原などを ｢今更投票によって人気の優劣をきめることが何

の役に立つというのか｣ということになるoLたがって ｢働 く人々にとって今の日本が歴史的に重

大な関頭に立っているとき､勤労階級の頭を-グラカスような観光コンクールは民主革命をそらす
流

文化反動である｣｡美ヶ原 ･浅間温泉で1泊すれば2,000-3,000円の出費であり､｢これは新 しい貿
ま 決沃
銀ベースの半分或は三分の一｣であるoこうした ｢植民地的な安蟹鍋を確立し資本家はその ドレイ

の差配となれば､これで日本民族の独立はおしまいである､日本の運命は勤労階級の幽争のウデに

かけられている､この重大なときに働 く者にとって縁もゆかりもない､絵に画いた餅のような観光

コンク-ルに熟を上げさせることはアヘンを呑ませる謀略だと断定しても差支えなかろう｣ というO

｢かつては赤い新聞とも濁られつ 労ゝ働運動に新しい方向を示したり､農民運動の詳報を紙面にの

せた りして人民の発展に役立ってきたわが愛すべき僧毎が何というみぢめな変りかたであろうか｣o

そして､以下のように述べている｡

今日のブルジョア新聞の屑かごを覗いて見れば､その中には何と多くの大切なニュースがボツ

になって葬られていることか､借毎があの観光コンクールを紙面にのさばらせているのは即ち民

主革命を喰い止める遊蕩場なのであって､あれだけのスペースに働 く者の文化を推し進めたり､

大衆の生活を前進させるような記事が盛られたならば､どんなに素晴らしいことであろうか

(筑摩山人 ｢新聞をきる｣『信州観光タイムス特報』第66号､1949年 1月1日)

『信州観光タイムス特報』は､それまでの 『信州観光タイムス』とは性格を異にしていた｡紙面

構成も観光関係は少なくなる｡同時に､｢勤労階級｣の観点から観光を論じる記事 (｢新聞をきる｣)
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なども掲載されるようになっていた｡

② 『信州観光タイムス』の ｢復権｣

1949(昭和24)年 1月以降､『信州観光タイムス特報』は休刊となる｡小松大二郎編集体制に戻

った第68号 (1949年 9月26日)は ｢第 1回松本競輪 特輯号｣｡1949(昭和24)年10月1-3日､

7-9日に開催される予定の松本競輪の記事である｡本紙は次ぎのように伝えている｡

ま ま
昨年八月成立した自転車競技法に基ずいて松本市では去る七月から長野県競輪株式会社により

宮田製作所内に約二万坪の大競技場設立に着工､昼夜兼行作業で着々工事が進められ既に設立を

見た九州地区二市､中国､近畿八市､中部地区豊橋､名古屋､開東地区七市に次いで全国二十番

目の大競輪場が実現の運びとなった

(｢スリルと-接千金の夢 !いよいよ冒捷に迫る松本競輪｣

『信州観光タイムス』第68号､1949年9月26日)

第1回松本競輪は､｢出場選手も全部登録済みのプロ選手で男子百五十名､華願なる女流選手七

名の出場が異彩を放ち今から大変な人気を呼んでいる｣とされている｡第 2両には ｢異口同音大歓

迎 !｣として林虎雄 (長野県知事)､筒井直久 (松本市長)､松岡文七郎 (市会議長)､中村生協議

長､山崎観光課長など各界からの発雷が掲載された｡林は､｢これで観光客を大いに誘致し長野県

発展に寄与して貰いたい｣としつつも､｢貌馬界不振の折から､運営に注意して貰いたい｣とくぎ

をさした｡筒井松本市長は､なによりも ｢庶民の余剰金を以て庶民住宅の建設､自転車の増産､県

及市財政を豊富にするのがねらい｣と述べ､｢国家復興の財源｣としての位置づけを強調していた｡

日本アルプス観光連盟副会長でもある山崎観光課長は､｢従来松本市として最も有力な観光資源と

しては松本城以外に余り知れ亘ったものはなかったが今回全国でも二十番目の競輪場が出来たとい

うことは新たに有力な観光資源が増加したことで誠に結構｣と述べ､松本旅館業組合長は ｢外貨獲

得ということも余り今のところでは香しくない様だから国内的な見地から他府県より客を招致し沢

山物を買って貰うということも良い地方財源捻出の見方だ｣と指摘している (山崎観光課長談 ｢観

光都市 松本の飛躍｣､松本旅館業組合長談 ｢好機 !歓迎｣ 『信州観光タイムス』第68号､1949年9

月26日)｡

この号に掲載された ｢社説 国民資本主義経済体制の確立 ‖｣は､ある意味で観光関係の新聞

を発行してきた小松大二郎にふさわしいものとなった｡小松は ｢我が国従来の経済制度をながめる

時､それはメーカ-なり､或は業者の利潤を主眼とした経済体制であって､決して国民消費大衆の

経済を基本としたものでなかったことは明かな事実｣であるとし､｢国民資本主義経済というのは

国民消費大衆の経済を基礎とした経済体制であって､決して製作者乃至は販売業者のみの利益を目

的としたものではない｣という｡この論説は残念ながら､この号以降が不明であり､｢国民資本主

義経済｣という概念の内実は明確ではないが､｢消費｣を問題とする議論が観光関係に深いかかわ

りのある言論人から捷起されていたことは注目に値しよう｡

第68号 ｢社告｣によれば 『信州観光タイムス』は､｢都合により長い間休刊致しておりましたが

二再び本紙より発刊することになりました｣とされている｡ただし､GHQ/SCAP､｢民間検閲支
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隊｣(CCD)による検閲体制は1949(昭和24)年10月までであり､G.プランゲ文庫には所蔵がな

い｡この後､本紙がどのような報道と論陣をはったのか､現物が発見されていない以上､現在のと

ころ不明である｡

おわりに.

『信州観光タイムス特報』第63号 ｢パチンコに席巻された娯楽街｣は､1948(昭和23)年 ｢三月

から松本市に復活登場したパチンコ遊戯場は､既に半年､益々いん底を極め､老若男女が群 り集い､

大衆の人気を総ざらいしたかの観を呈している｣と伝えているb 市内に29軒､｢客種は大衆の総

て あゞるが中年以上四､青少年五 [､]婦人-の比率が各店に共通している模様｣という (『信州

観光タイムス特報』第63号､1948年11月28日)0

1948(昭和23)年から49(昭和24)年にかけて､大衆文化の問題として重要なのは(1)パチンコ･

競馬 ･競輪などの大衆娯楽産業の展開と､(2)博覧会などのメディア･イベントである (拙稿 ｢戦後

の大衆文化｣吉田裕編 『日本の時代史26戦後改革と逆コース』吉川弘文館､2004年)o

長野県観光史を構築するための基礎的作業である県内観光業の展開を跡づける作業も､こうした

大衆文化の全体的動向のなかで議論すべき研究段階に来ているといえようo

同時に､今回の 『信州観光タイムス』紙面の調査で判ったことであるが､1948(昭和23)年の分

県問題を､く観光)という観点から再検討してみることも必要になってくるであろうO戦災は比較

的軽微であった長野県にあっても､戦後経済復興は重要な課題であり､その有力な-環として観光

業が位置づけられていたとすれば､(観光と政治)の問題は､観光行政とは別の次元でより詳細に

検討■しなくてはならない､と思う｡

一方で､動き出した大衆の ｢娯楽｣への渇望を見据えつつ､一方で政治の動向をおさえておくo

戦後長野県観光史はかなり広く､深い問題領域をもっているといえよう｡

ただ､一貫いえばこれまで紹介してきた県内観光関係新聞はアメリカ軍による検閲-民間検閲支

隊 (CCD)史料に残ったものである｡CCDの検閲は1949(昭和24)年10月で終了する｡県内の社

会に大きな影響を与えた朝鮮戦争期 (1950-53年)のこうした新聞をはじめとする観光関係史料の

発掘と収集 ･保存が大きな課題となってくるのである｡

付記 :本稿に紹介した史料や文献の収集にあたってほ､｢内陸文化｣関係の学部長幼虫聖経餅の補助を得ると共に､

松高科学研究助成金 (寄付者 ･西村秀美さん)による調査過程で収集されたものも利用した｡記して感謝

したい｡
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