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ま え が き

1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通りである。

江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ミ鈴木雪夫、竹内情、
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広田純ミ藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（

＊推進係）

2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た。その云々のお名前は、別巻を参照のこと。

3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。

4）この速記録の利用に制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。

5）速記録を個人的に研究するため、コピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用すること
ができる。

以 上
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内因蕎謙室に入ろ
奥野斧クだ．グ、よく約パゴいぺ首，珂今㌻、い／・尺所に
入ってパ、の、一番初杓・）14な・／…τ．づ

1・一りごパ子管ピ

つく一卜吟厘毛．初めη方！バすよ人切ト7！・るん1一す。
河合・タ1国へ行っ斥のか㌧・ぐ妾いマホんだ一わ。
奥野

こ手リす行官的辞令毛並べ

ブニいヵ戸．が二 叶摩ユ出尿

のこいギかソ音い㍑二〉孝んゼすよ、ゼうも々ラらしい。

一番抑杓ザいべ落すzいます て一．役所へ入ら外ボ生
のいざざっを、まプ物〜｝言書い硬います、
珂含 ぼくバン＼っブて

く係で

1す〃手。タ万マいす。 セトゼしげ

ら

、あ㌃ト方の許茨亭やフH！げプすよ。リに（〕

岡審減玄に八フブニ勿てnす。蕃浅塞の室衣φべ衝苛真くん

ン1い・

、グに伯そ布和いんもいマ、げくけ袖ハ侑・

竹ポいピ1・につサゲ、「阿毛け4いいて・す
が・セいったら．、「牟ザそんて

い2一七・いラいピしブ1口

李当げ全き1層眠・）！7いブ・な、すっり多ヅすいてい作ん
τぺ、（笑）

いし㍗ら、山グん・州入学ノー一メ毛を一生磐命
ひっ＜つ返しなヵべら、すズトイ喬苛立・んセ禍談し7、季売言ナ
制度改1・吾の府完毛やっていブてわヴァ・すよ。吃牡ピ、マ巧

手位いちしみヒい←払て、詞柄州ム中立ん乃所管卜移っ
トわけ。そこゼ始的ブでのべ内闇の移訂懇戎会。
そ ころ、もラ、ろな（、いτ二ん7
輿望予 いま七ん。

しょラ？

河会 孝之計懇謙瓜ヒいラグ）ちつくワて、分科Aをフくつ
マ そこト沸え吉や㌘行η人く書入トる十フけ？一

す。ム中

さんがそ朴をすっがつアレンジし汽戸当所すて

に、げく
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の記修マ

一は、商褐正雄久窒か・．叶Qに1了一ヌー・けブ1、

い泣一ザ†外リ剛仰が ．すいけ
く1さよくい・ら㌃1・
ん戸㌧紀許ラき・請会・船ガ1づ吋いバて 一1い。た から、
ぼ く1いの紅一がらい席矛参壱ヤξざれていブll・・ザnす8。
昇すきに、電訪をかけ．汽 ／、谷城同の印尾盲どウドつと
いう亨務ちやつマ、．、ト。

奥野句剛州閤務残ポ
河谷 内閣各議童。
具野 そ巧と亨ぱ、山中ぐ人的都下は珂含マん／ノく．？懇
詳／会）亡諸役，、は，

河合朽めグノ1げ＼／一xデ； り3・い‡すよ。い・に、
ポく．石井すいい1蕎残素η序；脊主任．ぺい㌃人か一い
ト。その人はけろん一棟管1員ウな仲亨い・。マいい・）
ブポら、J、中‡4．・1亙伺1よぼ．／／．人ゼイ㌃いかと思・いま
す。

ゲービブラファよい・青いたの．いつ二・・z、ぺま乃。
イのころで，しようれ。
づ可台＼ うラずるセ、森寸んはいっ）いろ見えたがし二わ。

森一騎μ一グラフ青いいさぼ、一いい（よ。員率程
か何川ヒいラダラフ勿、．率をつく一い
いプ川ん
†よんが1素尺分後て

トク

一いう。ぞうず書ヒ、こハ並ば々んな

ラフつくっマ㌃いgか依。

奥野いや、つくラブハ足けだ。ム打いソ・・ラ・か
何が音く㌧いって一…・、

河合〕怜㍑一七いう事桝雇ハが…いて、けに音かヤ
llん一ドよ。「紋言ナ季章冷史稀。ブよいがな。ク）れ毛見㍑思

い出す人ブ〜げれビ毛。研完令に戸よっブ・巧グ2／手勿7局が
ナよ。
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、興野終言ガ蔭訳今かい・。

珂会4トかい欠善争員今が・一。
奥野改争奪員、余ゲヤーパ！7月／9目、
三1階 4か科伶の主査が ．万1尺、並篠、中山、私田η誘
先生。

河合川島孝伽いム中けが一人口推計ザげけん
がしトのけ、税ちナ懇談合のネ刀瑚プ乞足・ラんビすよ。 セれ

け、川島序わいぺ、人口出戒いい㌧い．祈剛記肴
卜訪しトわけ。 ￥十し（・打しマ、推計方；亥1つ汀すヲ千叱判も

勿ろセ同時に、体精剛庭乏バ・峠常にラろぐいヒ言ビ、役所
の貢イモ肴が一・ラ成ろユ と公言すさニセは、年HQい河し一て
困るわげで．すよ。

内剛乾計句・長η川島マんか・

、／つげ打常にワつ1ポ㌃「

紋計制度・改善孝パい1案亭土して、・家計を／一か／
ヤジ〜くてけいげ㌻い。といラブ㍗同崎ド、人口振対の
岡塵て

、迎常伸び

三と考えニポ1よ7む仏1．・推言†循毛実

しト。雅言†・け1書論グけ諦蒲
う久・で

け享ブ1ポけ〜升

すヴ外ゼも、 そ外㌢洲に、炉1・そラな7でも、 そ

ん、ブぶ二㌧博フ文府の責任有がい豪穴＿びζドいうべづ時期
て■1㌃い，一

v蒙白勺に昨布に ‡す1・いし．・や輸・・がとい ラ ニ ヒて．二

橋わん州㌶K怒つで、けマ
くん㌧．人我通武

くん吃が

懇談体例席上で、ム中
、川島サんヒげんがし（ムゼT

よ。！かけか一ら、祝言†剤雇η改善㍉い1章の†げ、

一生鷺柚残！いし・件ない〜1・1こけザ1㌧
吃れズ、懇淡令ゴ固プ阿毛ヤつい

ヒいラのほ、あ朴

（「李え訂奉買・谷史褐・）けていい尺・うけ＝

、．乃れφべあ1

と有よつセ思・い虫すんブハナれピも、ここ（二は㌃がワ仁戸エ。

真野 ．議事の／毛州みんな貢糾締ト載っマい多人z・

3

す。
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河合楊合いよ一㌧、運犯婦ルブニい㌃い1打ってい
るけ中㌃八ズすが

。

三1符懇談林〜ン．バー：一。
奥野島砺正雄マんぺ冒亨他†研究戸け何を十一でい

考〜いllいか唄．げ！、各脊ヵべ布巾誰咋！い
しトムーブすよ、懇法会でい。

珂条それバ夜討研究今毫伸灯ゾゼすゲ∴こトカベ7
層

一
の一一…
〇
三綱 ゐれて

昨日ヵべ・わか4㌃い一んだ

十。

河合乃れにげ妻1て㌃／…
三循資料トに私マ㌃、いの、、・かグいも懇書芸冷11紀
く1・！よう。6月に懇談会け師ヤ・一．て、クい青い
マわ言が二。
ラ可含・ お版φべず∵7ろセさ1二． よくや）っト行。 ゴ局 えz

肩か÷／月間にぐ日やったば人マ、すゴい押。与五／因
以上ヤってい多わケだ

からワ

ィ和から懇談体介研究かに脊辰しト．わけて

すよ。研究

会で、各分野勾祇計っビこ州足1ノ分いがセか、い孝ビん
な寿乏計ゲ戸∴マ、何が足つ㌃いが、ゼうい1篭腐の住で
毛せ抑1でならないがとドラニセを諾し片一。

研究伽書いっ参て・やつだ

巧。でつ影いけけズ！よ

7。

三1猪この資料η限りで

げ・羊よっヒ終わ7ヅわからな

い㌃。

奥野芦仰みfニケ考々〉んz

すよ。

ラ1桁 臼担浦減せいラヵい一岬

河合秋言†香頁瓜ゼマ㎜亭（どきに、いご1亨rポち
ヤ．フ月二ん一ビヤブダドつ。
4一
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一興野

そうで1すよ。

河合い・！．研完か草分叶瓜1いりニレオ1㌧ヒジま
！ブ1よ。か科会一言令デレ；γ㌧い一kけ。けポ歪孝十狗

卜＼っマいるゼいラ。

奥野
河合

人クマい戸がいパヤん。
入・ていトげず

．て

奥野呪物かソ、るパ三

河合勾トげむ！Z＝

す、

〜。

、各け・・㍑で、ゼうい1ゲ1を

いグい・4や・いハけリ言

いがいが、何が一．疋けい

が ㌢い㍉二〉 毛す・、 セ勉残しトわげゼすよ。

キ寺い並斤（一で、詐／床グ穴．二老…1いラ諸ピ〜一で、ゲし

マー．恐らくごパ咋会のしいポい

何が（て、ザト毛ヤら

わ。1スゲ■吟ヒい1よ1㌻訪卜㌧いへあ多い（‡ニサし
存つくいげ、毛、ヒ前からr冷・邦の高橋正雄†ん1・ら
の誘で、刷のが予岩三郎え室亨豆ピ
つ成す。言回ざ久
十㌃いが㌃

諺㌃んか序、こ

ころにゐ一たん。．

。

三循・崎・期的にハマI
奥野

マ穴つ元咳．を小床

／さう杯一

あかf書、 山中 ブん（一夕ξえゼ1言、 イ因々巧孝え計の瑳イ葡

序、先卜十るいいラハベ分科会・稀廻て・るって、ハヘ考べ1

て

亨ト係1二稼計判度い／〜1手．竜つげハピい1一れ

だ㌧芹んで す。／モか｝．残フマいます。
え二ろパ、川島試筆小・虫すナっブニ八．τ・す。あ加が一欠を
つけブく。試率け制度？
余トていし8 ラ。 イ れτ

一Iすか二…っ。中穴萩亨†句癖想か伺い

言宮か

、 改善季夏木唱ます

いゲいなパ㍉八科会1言分列

ヤム ラ ヒ

林てn、稼言†・珂債言す貼

っ七ヤつているわげゼす。 斧の暮朴1二はま乞まったんピ，
ヤないガ乞洛います。 ｛手

5

くブニニ有缶ペァグ！ノぐイ戸7

原色リ出マ
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れブニグ㌧す、この夏z
がん？1

一すがし松。ぽ・〈汽づ∴さ介竹令

す！で

いブ・んマいす。改夢一・季夏令・1二r享淳〕斥ない・っマいす。

河合・同庁！㍑1・ブ・セ息い李す。

実ポ窄軍内閣ηバに、H力…・布沢㍍に諺令／ るつ戸
／、マーすよ．
Bだ1から、1．の税計研究1会・辛いう〜、〜砺
輸ので

すよ。

三デ術 穴内ブん毛列っ派つ虫す前トわ。

河合荊に。傍卵恥いに林ぐハニ訪1・一ろ，㍑
マいすよ。そ十リ言橘苛さ久を通ピ1て何一かやっブっ4しい。

草野・欠蘭穴ゑ粁⊂内剛青言乙官一豪）、／レ初め1いす。
河合 橋帝づんつ 「尺・い虫の記・か…ろ蓑！、・ヂ言、「違俺の

橋茸兵・ヒいラの一1け1デく．一室舞．斧青いパー1〜よ。
兄貴・巧ヒこい二厚稀依頼ヵ・い奉卜人ブけトゼ勺、兄貴1書塙

㍗い壮亨ザけ／詩1／紳ぺよいジ、「ぢまパ
ん細、7いいつソフラ・といラんゼ、一（奪

．く一が者い1っわげフー

しη追悼牟1言、「学窒句こみ。「公殊トあラて、「束亨言ナー番ヒ
吃もに・ な ピl／・・分がれマい 書（すピ、 中八克吃巧 「掲舛く

ん勿廻い士、。も弟7書すよ。ポくが｝後昨に入。（い㍑
つけ、完全・い1こに青いてち言。
幻の手け高文ガ㌃くて、、々れブロ頭試 岡だ㌧汽んぜず参
淳納句て 頭試問もヤーて、そη／次試碇のA袴着が 各一
存毫管けトんぜず。1デく1‡ノ裳枠脊ヒ通産省を・受げマ、農

林循へ行ηグ、「巧ゲ弓打1．い㌃ハ善通産省か狗いでい
る・Yい←れ、通序省へ行っμら、「みひブ叫い・㌃ハ茶

紳有1へいい・rマ。！芙）け・｝．卵

八グくけい

わ（戸。

げ

い吠自動牢卜行け1プ・い戸わけ亨日雇自動事

一η」人事坪・衣が・1す．けやド吋チ・

6

、わ、ら州犀で

、
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いって

熕l外一zヤ言よ乞いつマい㍗。だ

彼人グ方い一いいな

げゼ，ヤラ一ク

吃弍、壱。c・わげだ字そラしギ・シ禽†ざ

んが．、「1王グーヤアフ・寺）ピろへ率いよ・乞いラわ1ブ。そ

こで餐識室ド行っトわけブす。
ヒこみが一、矯市さん八重穴㌃ぎミステー．クは一茅／夫
試こ碇に受がって谷宥の言弐瞭に合、袴しブ1／は、高文に受か

っト乞同ビ被い壱す書乞いラ、人放をビソッ乞玖．片た輪
へい一失トんで・すよ。 ラ多†いむのなんてMすよ、高文治＼格一

考 根いビがらト。橋守すんボ、そ勿勅令つ人放巧ヤ1一デ
／竜入ゲη竜一 uゲグい、（箸／ドかいデ・げ有育
ネ参詣一七や ㌃ い んピす よ 。一．．

奥野 そトけかど・い訪ブ占有貢袴考から婦朴れ和げです
押．

珂含 ラん、禰ト〔1げ。そトて

、「人一㌃いいて

．す

1ゴー I、ノギぐしいブつつマい一七・「巧ザい篶

イ
かな一おれ、忘グ㌻ぺ．一い）人ボ神幸（笑）けて ∴
一「、人㌃多ハと一い箒あクますが。どいつトら、「．移．もラー

通．受，げ直すが。い・うって一、「いい半芹㌧ヒいっブニんプ
桐．φ（笑）

〆〜ム†川ポ、1ヂく予平／・いわ坤㍑秋官1ぐし
ょラ》、冬ラマ、地方季冴磯稀かで㍗いき1イ豚巧一
．糾合昇い・㍗．．ψ季紳！いバ／て・即役人1置／
げず・だラ トスしよ ラーそ←τ大蔽がビこが穴享な府昇
に、図けきな一 ｷフィス色っくっマ、〜z稗官Nデ／
」を碕つマ」・ニプマヤろう㌧仁くらんブい序んで一すよ。 ピこ

ろが、国η桟橋ガっ・／・ト有抑って地アに季弛1ぺった毛

勿デから、彼列アイデアいパけ！、ヒャないリ笑）
、毛ラ／フ、

、穴内丸吃の今葦乃……。

7
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三桁 け
煮んブ

つ。忘幸叩げ外ゼ、何ガ青いマい3わ。氏く

。伺息か〆1し真二二ついナ）。

奥野け一ヂくいギマい一ます。あゲーけfギ、ノ／予
の8円7目い彼所に、人1ブけ音いマボト。
統計制度改善一尋員会

珂今け七分吋公と研完如べ似一マ・そグ並行／
マ純芹利一 x勿放専一ト関すテ孝員会ハ・推‡った。

マハ研売食一列始まつ1・1書、ヒ・・ラも幣厚肉劉の乞言に、

次回穴三那さ久毛罰ゼて、↓、中ブ4、〆事誘毫ヤつて、有

えいんポ列つ稼1水されピフしい一々の並ぼ有；尺克室か一
グい1玄紅一ぢ乙フれい・もし朴．ない桐．。．
イドがら穴内克窒の方は、高野寸／、o稗て ．育因内劇に

なっマがら、喜田．代マん．から。グから、布八九室け∫ヵ
月て前η誘じ1年ないいと忍・し二言すよ、／月ブすが．書プ

幣偉内劇グろゼす、ハーがら玄引勺膚いニザマ、た〜
㍑、毛列っ准つ出す話か・公マぎプ1。｛・ら、こ・絡計所
完．A川事大内さん1享吐ミzいないんピ・イ1デズいが㌧、昏ラよ、

三浦 改善一1と剛ずる脊重冷勿ヒ亨に、初わ7あらわ4リ
んヂ。

河合

そ・ラ馬い家す。今プ麦ぽ1ヨ李続訂研記所て

い俸、大内充

ノ勉茂し汽

ノ
室が一視分r1ザてい（。いして．改乎に

間すぎ委艮、令。方1言、吉岡一高野一木内いヘラ渚て｝、木

内え生ゲー遮断つマ、言回育んダ破㍑して、移勾、税
計だ
ソ

げびらしいうこヒて

木内さ公州ド言責け㌧

什て・．改善委員令ト剛す．3、 ㌣になきヒ、 むラず粁・

けすつがつそみつ？い6払。・
奥野席†オん．！て一痘訪百、剛いて、た交いしい・一ブく
8・一一
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人だ

げ外ピ毛、 完全？連記1首ヒつマい㌃い、1㌧・プす。い言

稀サ†ん亡く㌃シ寺〜㍗がら←フ小こケい6）ブ：

げ寺㌦ゼポ馬

†やんμ1中やん㍑コンビ、いがく戸〕のコンビが、
．当時け丁手去月／区1けわザnしょラ。そ

つっンピ〜一1

いう八け一1バわら1マい1・んですか。乞い1 、
旅訂〜く対してゼうい1木ラに十一マいい〜い麦 ま
で

けい稼叶局沖．（いいけ1程度仰えマ・1斤い・移

対句の租獅毫つくろラセ、がグ／トリ忍・パい仁ん
しい半ブ〜いか｝いラ札か一す三久一ですけ〆ゼも寺っ。

珂・台・．、ゲすゲし芝・口にいげい一も、〜ポ／当呼η
魂言†句

人的律或にタ才すき千停ぼあっトて

．しボラ払。川

島肯んい・、手之対句に長い岡いブ・言い入出・・いみいろいた
で

い・う。

三1宿いい恵呼て・・つ紀計帯門卿買ヂ．い：ね。
珂会

々うて

す。 冷れズ、けがグ）こ㌧壱斧1プ細らない人

いていいラ①舜帝グ…今

1担けい。だ

lい1研究、合い・いいラいゼ、い㍑て

から、l

祝言プ句卜倉

くτよい七勿を狩す込一もいいラ気骨す1さパブ1人てI しょ
ラわ。々h京もすろん・く間1パよい．悪・いで． けなくて、
ヤつ1プゥすよヲ乞そラい）稀成にタ†す三子信感（す烏つブて

でいラわθでつ一ギいいつマ，祝言†句もゼラしでやい
ヒ．いうこいで＼物均か今稿†〜ムヤムキずい・
いてニハゼうか1書、羊いリ書

孝之て、

くげわがらち・い。

乏精稿言ガ研完、瓜・し・も懇談瓜1・いも、いわポ事
新官像、 こ・1承表口の一心厘、院亨竹ヒヵ・、 当．晴あフ （ゼしよシ。

グい1毛4の流れ㌧いうが、懇談瓜や÷研究瓜や．ら、
等すき、にいっマみれ1ポ移言†改革で
．一

†仰。系先忘十改革巧ろ／

gに与皿ういラ革祇官イ軍つ、…た一ヒ冬げ．ム守亨←一 ㏍yチ．孕

9
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ピがかい・う場・かト．宰折宮停ηえ義
げれピも、 い←っ｛も辛う丸トいブて才；

いいういイ・汚しい・1
7

）、い・きいポ

往メ1い書遠一いま†わ。

、ザ年一けいハンピー

A苦い官厚相季戎にとらわれ㌃いビ物書乃えていましブニー

仏、ム㍗パよんがも、
ラ河合

杉

げゼ、 いわ沙言合豆、下克亨伸勿稲業秀三｛ムノとが

＝L木立 んヒが一 げく ぼす

ヲ 乞山中マ ん グ1丁て

い ろ いろ

お手伝いをピ！∵て、稲葉寸μ一1玄一遍けてこないレ、

抑杓。う†ぱ正本亨ん毛牝マこ乍い。
三桁

仁だ

、I叙訂・季夏分・I・卒循今H‡すてI

に人一 マいテ

わわ。

河合一準禰会に人1？1が。委員や・竿褐李員が。
三ラ締 も有ろん、芽／因例稀ミ†季夏劣＼卜手一入多わけて．Iす。

河合 1ハけ．、通産省・）句長いマパマく1わげ
わ。ト．げゼ、こあ泣σリこみ（落茨令・、研究・合）にぼ出

マこい㌧い、㍉よ1

奥野懇淡冷りストト州の？ ・
三1衛国瓦葎希研究協木・名前ゼ……。
河合あ〜ま稀琴ブんか叫ラマ1．・いヲか㌘。
奥野・ 稲亨ざん． あ4こトいトんぜずが。

珂含

桶葦ざんげ、前が彼にい㍗んで

すよφ

奥野稲章すい名前坤いないf†け・ポ、正ネやん
っ名前け虫．？育ます。近．榛原移ずん毛虫でくる列。
河合 し

冶、人．ラマいろグ？がτ。

．三．徳あ乍仁が・山中マん壱一通、ビてη惑！いで
河I

㈲焉^残孔な言己度けザ・・、

耽計浅η制定
10

け一。
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1い㌧ゼぼ、㍑与ろ花言†季夏祭／請に行㍗1よ
フ。

ム†プいべすいけい｛いろんビ寸げれピも、一彩汁
李頂〜ペスグ1け川伽又／斗・！／λ！1刀局、卿榊勺
めの胃ヂ｝いうこと1て㍗っマい書す仏。 ヒころφリ・††

んげ．、実ハ勿茅／円の分残1ま・フグ仁仁んヂ、ハヘ
で詠寸李亘令窄事1い孝・ク日に碓〕に余ドくて〃｝llい
トんザヒ。

河合 4ラて」

す。／臼す㌧け二しい亥剃童い㌃い．／ン

手一キしてい歩んだ

。（実） 先4しげギ台いに1デ＜そ肥人

／！ぐ

てい万よ。

／日早く同い㌧けいげれピも、書ブ〜官制ガて．亨い1㌃
いが』、本当・）奪蔓令にぢらケい竜ポけれゼび、官利ヵべ一
τ育戸・日トし有十プラ㌢いういマ．
劣・

やつブζ人です，たし

V移之帥†人む見え汽けずr戸三一。

奥野㍑しゼ大内充圭ノ）剛〜片い育つゲ島，たんビし
ょフδ

河合・

イ〜言†・プす。

械，
奥
ナJ

ライス寺んも率斥

■
河．合

真野

かな。

ライスくん・率まげ⑰
オプサ㌧べ一τ仁。

河合

布よつヒろの泣．穴内支窒例お諸1いぎゼケ渇乱
しているんだ㌧喜田一高昨一六円 訪巧キにライスマん

ガ八ヲでくる引書、ケ㌃く乞いデい紳っマいぎ眼クて

．

1吉圃童い、（実）

奥野あ〜す視乱！？い1ん1いす杉。ヤつ1プいうが。
河合ドげゼ、け一！／1余1／「碓いブ、岡麦いだI・1い
ゲ川1仁んド。尺支窒にい・汽つマ、「そうビや㌻いよ一
u
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㌧いいわれ㍍1セジざいポザら。＾いそジ答靖が
に／目†・ら／にわけピす1
私行 4れZ．．、牝言†与蔓令吃ぺ・スノーポする㌧、ずく一もう
改訂1茗ていすわわ・。

河合 ま†耗計1多プす．わ。

奥行 戎訂1考について列ゴ音労訪．ゐ3いけ・．ろめブニプ

イソトい・、何か与・包例ピろ一・一。

三桁李劣 写亨グ：隼琴ヒいウが一たグ合けピゲガ
手が㌃㍍いうが一ないピいラ帖ヤーポつそゲ青ム†
寸ん？

珂今ヌ改辛亨にほ…くゲ号いブ1覚えゲバんだげグ∴

け11布青テゲ、1デ1ガ雫デ音いけゾポ管えけい
い．Iすよ。1号・芽か1い・｝い∵。

克生方に童乳を木ピ1グま記妹久47一＝い1。ゐ→｝

れ重字税1†亭干1えプい・1い㌃1い辛い1ポ
ー

！い。ぢ1け幸グーピ率プに…いぺす旨定れ

計剖夜の一番列・べ秤ズす其、けヅ、 ピ系そ言†紅弁当
の根李ブごゲら杉。りバブ か一出けか1‡・．でよっいボ
くもよく覚えて㌃いんブ〜屯

多猪そグろド、重牟純計つわて冒碓バ人グい
がいう訪て

しブニからわ。

河合 巧ラ。初々入れよ．い！マ、それブ季之計か京そラ．
してつくフて司令部へ埼つマいったら、 いけないヒいわ
れ汽。

．三瀦一冶ラいラ川す初婚卜平つ書す杉，

・けか合、中央帰納尽

1享1リ差ブんゼやケく7，6

う有いヒ才ブイン・いい1い

一一∴

河合イ〜、釈言†1亥亭ヤっマいろいには…ラ万句
12
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げ竜一て

．しト払、分秣二

に㌃ってい多いム杉。 ラ・ブス†穴・

㌧いラわけズも戸〜いんブけれピも、アメリカす穴にすよ
ワヒ江．いキつ。

ドか二中央抗訂局は，初めに1リ島幸が・担て、 そ什はチ吉

句竹怜÷い、けて・■枇由実けの詞篭僻能1φれけ（・
矛多ヲ．マいっ仁わけて

す。・

奥野次蚤奪貫一ダ多締が・そラマ．

河合そIlて

！よラ。

す。次善辱蔓分・移誇セベ，木舛い叶に入．

っマい言わげていす。

三稀 けガ㌧で、詞警残育巳がパ

ノク木㌧ン1・なつマ税

計1差㌧いラηゲでき仁。．各宥か一作常に痛いからビすい。

河合 そうで1す抽一／李に麦㌧hよ今乞しZ壱、や、ポ
つ垂耀仁㌦いう1い
！正ラ押。
だ がら、改善季夏ポてすていに重等新計4楕友の稗かリく
マい三わ（ズて

しょラ。々うす書と、そこで

着々牡／rくがゼいラこピ〜んで

・・ギ税1†行伽鮒1

番

す。巧十1が一．ハニかく戦後

寸よ・1ナい・！H、・ヂた一／、

江い・いした反毛い‡ゲズ？
三、嫡

グトか一ち和を

一事㍉一てい〜←1げ

幸え計1表パ妻章の丘穴宋庭に妻1まで・つ温揮て

。

・．一

烽ﾟべβげビ1ラいラこ㌧ブすが。つまフ、 各有とつ意

見がす．／今わケい、いい1がわ。．
河合 ．移訂湾ち つく ぎ過．程て

物す二

く尤・でがしボったヒ

）は、今1けいんドヤ㌃いかな、わ1い二別格微いてI
た〆、芝確

。

音けい・税計、祝言いい、て、・率当f玄萩言ナ

・有毛．つくつ存÷いいんだ

、どい1清を！トら、「伺い、マ

ろん〆■ヒいラ頑して、当時つ行政調査秤の岩動I寸んパ

笑った覚いぺ〜よ。
一一枇移功㍍か一十つげ7何昧課〕査秤1くいマ

13

二
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迷言衛ベザ・llいlIい1、い・フいろけんピ・バ
貝ノzlれr・1ぶ。一…いヤ、遠．．ラ。侮淳づ・んか一！）んゼラ書

艮マ／れい（書／げ。改正グけ

。残訂争凄か刈七亨

ヂザ1合い亨袴純㍗以立寺壱vμ・八七いろ・
マI．亙稀さんけゲんが．けピ…佐和いぺ

行旅1柱

邪にいz、いいいろ｝ルっ？くト（一、
三砺司令妻子け間でソハー

1・rlI．つ．ブ1いI

河合一司令却け晴〕ビは、1峠

すが二

わ・ぼビ￡・す

…／いご

ピぶかつブくヒ思・い李す。

三拷 …ミいイは、ライえてみ、一イソて・！み／ぐ・クアップ17

い作寺一げピいラ。
河合声のライス弗音列稗にグ）つ．して．…・一I
B

ライス稚音はいつボニグ
奥野 6うすよつ〕乏㌃人．τ・す。
珂冶＼ 税計浅4 セ亨

、 ライス笥え考｝げ‡ブニ

ム7㌻いプ

し

よ

1ペライス鞭・壱／まむ！ろ、萩宇11芝をす．一ソライで！い

吾い

すボ柚誕しアいけ↑だ

か小・

キい

、r一合邦グ）中でげ・会いいい二いけか一た一

むしろ列4＼郡ヒソブニついた4）ぼ地方租考課zI

すよ。国のネ残

刺毛っくさといラ仙1対して、芙穣邦麦言博士グピ暮
．研究

しzいブてチ1レトγ比ヒがいう一人ゲ、子、∫（かノぐメソ

ド欠タショγ）つ口二カいオ，一トノミーディ、ビ

ゾ

ヨヅのチー、フゼいマ・与れが｝因の役人事地方に配置すぎ

川確

所辰汀だ！しいって、と

ラし

聞がなかっポそ

紅マい村租戦グつI ﾓ・トトんで す。そナし崎抗訂か／柔で一す
桐。 々寺しプ．柳肋噺買が秀記貴職1蔓がに㌃っ（わけて
た

占・ムほ

p2秋官1書つ・！ぐザ打1げ

すよ。

。

々の㍑、そのナルトン氏つ下卜λせの伝方寸ん乞い
14一
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ラ．人々・∵いて．珂珍・ニャニヤし㌃が）

ら「斜㌧ブ・、一困ったJ

乞いって、移多）何も助1㌻マく1・しな〜㌧

奥野島褐正雄さん1書、いこみい〔、ゾ≡マ
河合 そ．グ書けこテ・アンド・スタテ／スティックス・．
デ

イピゾヨン。

早野そ．1が・卸が嘘ラ1㌧
一可分けいわべ断、紀薙いんて，すよ。
三1循 研宵†人ぼζ

河合評冨づんもソす一千乃方。ぢ2方ぢリけイ。

けピはIくは何遠も寿漢却ざん

任グマゲに行

って、たしかヂピ1ン・いラ彩乞3遍4チ逓．、も合いまし
仁よ。ゼラしマむ剛か㌃いんア〜。こ〜哀い地方ポ台〃
手グ奉専・けい㌃男ヂっ戸1。職域、間を言付に置く川右
程沖いがめい・・1わけ仲。
奥野 1言かの有はっくつブ、列1わ、
河合濃秤．宥㌃んかフくった←1ナてI・す。
奥野 昨報。
河合，あトけ！／戸∫っカて

すよ。

一平野いズ青弘一村立1い 、ぺ資紬｛
．河合㍑ジ葎布科事句いい1巧乞天・付師い・
．う

っグちつて、〃㍑竹が・恐らく弟かっr＋げマ・・すよ。

けピロわ1雇稲．い㌦（幸

イん1・ろい小1・・い・。

．1一す一

6流」

P書珂い・打ん1い、1パブい／ザけプξパ
v1ζいぼ一キぼ、何吋分学有村、一川1㍑い

み斥いケηげ

か！7∴ 全然形いで

す。

奥野擢想一 ﾆにやらけ←㍑・。
河合・升1しトンヤ．。巧トけ家すに・」地す白1書η寺ツ辛専
一牛トいなフも7グ？斥ん一←∵4、う和。

15一
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税計テ多て…わた乃け、て・しムヌ4手ガ4的改正岡兇て一す

よ。・4デす珂て

改正！い・1いうと、号すい1図参行及

狙伽考洲十㍍んだ

㌃。い・㍑卜、リい1合わせい

くつ交えブ・む

々列ヒ亨ト、ヤ月をすついえぶラビしブてんブすよ。（菜）

吃う！パ犬・イ・わけヂ、袈杯有、1川列．有も怒。ちん
ビ！けゼも、衆粁わレ脊孜しく餐一仁んパ㌻。

奥野ムわい以拍前か1ニフヤrマいけZ一け一け鉋
河合ム中†んが甘くい前がい叩てい（ 進ム中㍍
ホセ1ザいllイ！茸・亭グ・舌・二、ゲ1ムに、惟・稀功
寸ん㍑かにいみいみ亨ぺ∴て、舛；㍍バ「企画、立幸
マいいいピ

や㌃いザ」㌃んてい・マいブ1、

三帝合わいうπ、1け争葦瓜苧足当呼が4常に税
計辱更合ゲ権限毛埼つ1い外マいいい1か、きら
・マい月一いフゼ。

河合紬ハ書令いうい1・い、物すゴぐけい・いみ
グ・うい言言言は大7しなボった1す外ゼも、ヤけついヤ
形ツ行んブしょうわ。

・／今川ぼ・サん㌃虚脱離ヂ・・ら、納門木青い
係秤ししマい冒し、ま榊計ヒいう川京すいヒ掃殊な
も（ブセ思・一で、今い1・盈っトムブと、答ラし．倉省だ㌧

7、々H系ゼなわ張11て．ワイワイいうポ／む．、ほかr寸
グセボいみいろトくさ久タフっ仁んプしょうな。
だ げゼ、煮言†1妻方てざ？川、師チハ終トて3〜9

年トマ、ピんブん世の幸毛苓ナついマヤて、ヤつポ／
役所のなわ来いいプセが大て＜1ヒ．威計季夏冷か・

立幸げつ㍑ヰハわいいプ！！ニケイア
三稀ヤ…ザ影許尋童小い・ラ彼所は、榊夷？
16
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碩｛；らわ。

河合いそ しが・も、い

もい一け

1ぺ、参

議院の採れ刺ゑにべ珂．内チ好か一一。速記僻刈で

／

よつ。

奥野

い逸書乞婦、．小席ジピな㍍いザい。

河合運．訊僻にゲよ、「…い・う鯛碕はファッソ

ぎ。とい一ブ

ヨて

．タ）

よ。考←ゼ、r手つ㌢い穴．麦いい二㌻

・1。反作け・けいげ青・ゼも、玄れ・アツシ・，ヂ、

q。・

三循稀訂行昧列……て
河合 ラん。要すいこ権移が

等まっす抑っ7、ヤろうセ

思え1書・

ピ、々うい、1・はき†にファ

新訂1れ

阿τ

い5

ッショ｛7アッシーい1言章そ促一、．本1ト戎べ
・穴、尺1すの訂諭バ亨ピく苧け！∵ピ寸よ

三猪稼訂涌わ・一τグいフ
河合マ 一グい。プか今、皐残改㍑Lパ イ七！て㌧
希一放後の承諦む李令烹雫の詞』籾で堂ぐけ一㌧
奥野

あれば苛族改芝諦㌻ム、ゼす。

河合，け・ゲが。けピ ゲ栄諦か／イ麦にな一たペエ
奥野 スβλ98に貴族アえに上移して、3掃6澤に通コマ
い1い十むドか去、辰．李㌻盲す論ザ！15ザlIみて

すよ。

巧十い・ら衆論碇卜回り（人てuす。

三碗

ビラして童旋ア乏充諦なのマそト1‡合くぜつ者かす

いてい書す（・虫す乞いつrて一一一

再野何小イうマHしう。
一 竹
三櫛了耳ヒ毛遠．うが二わ。

河合グいえ1ボ、貴族院ち浅だ
奥野 々〜書手刺1久マい3。

つたわ。

河合 貴族院ズ帰碇一伶払巧社長。膏稀亨んφぺ一生砦／宇宵
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問1マい多。1いペハ！…えいんて1．すよ。．珊符す1．答千
を美濃却マんか一ド1い←けよ．（実ジ

ー卿そグろ．「得之問答隼；、
三循今グよ七㌧llんビ、ヤ

、かい・弓け

な一いIか払。

河会山㍗んが㌧室饗・命っくろんブげ幸・ゼも、芙表邦
や久け請茎乍い。4うす書．セ．「弘ぽあ㌃たハブて灼にいっ
てるパづ

小ら、耗訂1麦いく・ツブす1っいけ11一・っマろ一ん

τI−1い1苓乎毛瑚碕し？い書んヒャ年い人戸
う・いバい㍉い†よ。（夷）ち

・いへ

かしくて／いが一い㌧．（。

仁い・、綿寺ハい1・茅一室命箏いれ1、責沃晩残
買プ㌧r㌣忌う㌃。内容を覚之てないん7一すか一、一咳熔

命いい答千州㍑！て、羊之訂1亥・1プラ．ストりパな
㌢を記倖に残グセ足・パいるんブ三

さ人パよパい】い亨… 1
臭㌢1・

げれゼう、芝濃坪

い人ピす、／芙ノ

司会寸久．、イ1ボ／い刷いマい（人て

すが。

河合

ぽ

河野

李貫谷ヂ㌃。

河合

李買令ブす。内剛季員会ザ河が？一すよ，

一軒野

が

＜ほいμよ。

ゲいいぎげム十†人1言動告・信いで、珂含イん
ポ｛れ打つだ人zいすか。

河会いや、ム中亨んい仁よ。

孝皮f玄孝琶クナいたよ。ヒ。タツ

ヒくつっいていト。ヤつポ／乏濃邪†え■ま、．行政的に！言

合於帥い1・しビがい㌧。（実ダ巧ち．ぺがいガ、
なんマ、すぐ

賛わ一㍉ラ、人だ

いρくずが・［令外

柞U（アは金一…いていがい∴rっザれゼけ。ハ・〔令
却へ行、ぢサ、芝潔、卵㍑ゲ・六．変グ、六変ぢ

、い、一

て帰ってく3寺つげヂ。ぞうずヌを内海マん。当呼。耗計
委重令。孝秀句暑重課長、子乏に率尺放夜，放人）＾一笑うわ

18
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（すド、「汀1木膏ブ、六交ポいってい！・

といパ。（笑）

地方純計稀碕ヒ千々Q
奥野

何純1†磯樽吃い1パ業、卵1玄即重締桟揖に

す3ぼでだ㌧ベグを、つ令部の剛奉て

覆っ一で、いま

よ

ラにアし7し象・戸1一んズすが。

河合ゼ1寸。会くr合音㍗反所だけピす。図中クに
1寸す一台リ率稀灯亨て、予算積置書で

穴律考えひっ

ト予算グ解ぎ？nついマい〜バ、最偵同会仰戻、
汀で．ひっくり返っ行。

セこムベい‡kし7、己え．ば 、々ρクつく ／返ラ
具野
ドいはκ屯しも沌すジ；1レ1芦〜つよく㌃か・た人〆杯一
何台・恐らくそ〜ざ、地方ガμ†が4尾ナ・1ズ、やつポ

1）印稀卵？くつ〜、毛フぼか、ブニジわ、
珂含

書声ぎ いも4い7亨た？リいう、
完全に重逐ド㍗たz・ しょラ戸．

ドか二．

ちナリ‡ゼ㌧盲が一い㌧汽幸）いうこハ言、．一ほ

．

く1ポわいら㌻いヒ。書ラげ外ゼ毛押。アメりカン戸・い㌃方
訂てい、火力負1倉い業隊）岸㌃い1、

図巧租稀て

Iヤつ

亡・芦べ

ヒいうこヒ斥つ7、／つ巧行事方〜・二わ。

だけゼ、や…ポ！いいゾ吋匂二〜を、

フ糺一・ ソ
！）りく、マ

ん㍗もの両方ρを一締にてH㍍ ヒャない右リいラ言宮にな
多だ，い輸。けっ、｛巧才パ何と㌃く合稲師な気ポい
すよ。

民主化プか4 、ヤっ1ポつ地方分権守イでz
承計ヂ1ブセン1ラリセ㌧／ヨンセいラ㍉言一
多猪

しい。

鬼野い当苛、代す身1書い・1二㍑ぴ老いれ・・〆。

㍑択プ沙内琴ゲいマぽ、当町乃珂会くん、ム中
19
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㍍一、い軒に多ゲブニソト．に、、ゼ川く一い・他方㍑とい
1も4か一切実1二・ト・一ていア1・つか！いプつ超ビす桐。そ
ηセ育宇τ 冒脊1二は、辛当￠喜咋η枇†句沿は前列が一な
いんドわ・の仁何

河合けピわけ小榊訂グけ．／・／れ・いぎ一
繝Qこアピ1／ヤ・ク

わ・ら、

q命・令／率て・行くす州いい祝言†が一

ヒ和・書㌧。手っマい5ロヤっ1ポりジ有ハこジポかソ敢卜
入っz1・ますから、

粥す脅珍ナ8人．マ、食1ノ形式

ない？一（害しいいいラ気付考だ
ナリ㌻

稀董1ブ戸

げナし（、批方刈かζ・る

、．それげいピ．デベいわわ。

一員一野アイ、そ・当時・地方州パ箏…いい打白布
1，11表1一才1令小ダる剃グマいいけ．白1会と、一会々イ

メーゾボ産うピコんゼすよ。ダ考吋ぼ、ヨ率プけ兇
†ポ苔杁唯しピよいからわ。
河会 日本の人．ザ牛・）
プピ

考えすはわ1…リ享売食ド司令音平

がg。

奥野つ令却・いぼアメl／カ・二＝｝耗力1・川1・ら松。

河・今ゲ・いおけ寸。
三緒

口卒ゼぼ、代で自治ヒい叩ぞむ、 当字孝け戸落フ

トゼし．よラわ。

一興・野 〜いけ、まブ・

目李硝，か業て一†．マひいんて

す

も的

河台＼ 当時1 冒卒月内務万パ秤作して、 タ分・何が環か一／

つ／

らい伽てい戸ψ。㍑セ．のピろと湯浅いい3

才フげて

すが〜・、 そ人命にカないわけビすよ。グヂニ、 日

ザ＝1双対幸二〜京完全にセツトはやパ、穴蔵打∴γ

プ合・〆バ。そリ〜京移句け〔李泣貧・・之淋幼
令11変トり1げ戸
20
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本・1大府計内げ、目片倒レノ犯方ポ参列†も反山一寸がつ
仁けギゼむ、乞にかく㍗＼㍗・・一ガ1ンセ・㌦ダボ。玄ψっ7
アウ←に㌃ηすやつブニ、
司・令・書戸巧考え含…ぼ・アメリカρ納言すは、国い書図ビしっ

，小7や一1ろ今．ド〜わイーガ

∴け／書ブ・ヤ㌧ゾげ

リ有ゼ〔㍗い1ヒを已卒・て1 ㌣ろラ、目卒Z 7一．タ分い
1
o耐・一竹ろい…）い㌃思想、1
すわ．。
三衛 衣育制度乞I同し∴払。

河谷サ常に理念舳、パ∵フいれいパパっけけ、
、

フセいうこヒだ

。卜．から、何か・何ピ■図で

．げしが二ぬ｝いラニセになっすやっト．わげだ

一税一する

け

。

航計報告調整清いいマ
輿時残碕・ついτ・に、い／っグ亥律、乾計報菅飛
洩グいすいヒ列いトいバオ げ介ゼも、二H素夜障
．々人に隊い1ブベ． そ丸イも子が一げていブノーす河合さんグ

【

ってい二ていろんゼすよ。河合さんか・アメソカヘ行ラす
ヤ・汽毛ん7 、和、げ仕方小一なく、ピンチしツ／一プかわ
ﾂにや・ブく、んμ
k∵ラ、㌢をいってろわげわ。

一テ河合 才女間ノ君兵＾つヒやヲ7いたわ。
亭．ラ精．報二言回族、

そ も考 も初め7石テ完を手ボ1ナブζη1ず河合

．れ1＋い二1ル．、蹄さ・ん幼い小1ピろ㍑1丁
．対合セ
ー二

ら虹が一すよ．つと秤し・つげピ・パいが。（芝／レギ

Pフ．．ジ1ロー1・！い1牛一つリす｝碕一・け州中原

魚、．予さんプすわ。，何ハイん一な気士
三亨宿一 一価丁か．言そんz
、つマ

．

一すラ篠。

．、 アメ1ノ・方にミラいラηφ・一あるギ

ヒい

。

．1怜二」∴．†1。二二行．一．ア．．1。〆小ヤーげヅ司岬ビャウニい．が

21
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しし1．

7コ＝デ

ラ1レ・レホ。一ト ・アクトといラやっザーノ）4げヘ

ゼポ4ト，トきすい目グヅ1ザ‡中等彩予†んビや㌃い

ダケすいピ隊い・㌃。げくいんなにあいイを矢
。込んグ寛いポ1い一ぺIげトビけ。
三稀ろ外が一z
市マしぎラて、ほくい・い湾律をが
ヒ、徒訂稚青詞鷲か茅／争，芽．・争いへ1一・いけ矛盾
しているし

ザ㌦いが㌧・格ラ。

ゼういう 二㌧がセいうと。率／孝にぼ「．婁測を程ラベす

るいい1、行政事紅育邑季他を図る1・そを冒島フけ㌧
ヒいいいぺ、茅バτげ、「剛孝行政卯い循限毛不当
ド侵害／ないいに貿恵／、もつ

プろ枇打上列見地か4、

季之計却青η徴等いいて第1営を行けけいダ年1けいり
／令いマ列い）．h。いいけト悪ワか1桝判す1ら、
寄／わ亨λ季は凋肴府！ていポ率・季の冒多シを重戎
ずる↑1ダ小1方、各れ基底ない・㍑いピ7・・守りごケ
いピクギいマわた人ゼや㌃いが…孫せの人ポ／うい
う見すをす6。

河かそト1州えい乍くクズいう払。㍑リ幸者省ビ
しマ1ボよげいいといわバ牛かケわ加㌧いラこピゼ
寸よ轡・

三精ソ引京、巧けガアメソカに行・・てい7宵奇中・
ブから返答φ付す．がしい舳けかけいげ1㌧ゼ6、税
計湾ヒ回ビよラに．レ 村・フンラ麦つ停案の原素Hす、本
当ばを有ηプビャまをしないようい㌃んマ言業ぼ㌃がラ
仁・パ 灯いか。し｛辛全／勘く…／ズすよ。いオビ、■1

ト々成立貢｛けけH‡、「ぢビやま（ないいに。どい
うて文バイ必尊ヂ。戸，
22
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河合 夜j言ナ目的ヒいうことぼ香いて！）ワますが二手㍉
トクそ←リ苓，初灼からやη1プつカラ移庶つ回年乃行政

紐諦い中η竹ト茎晩的な程秤を！ていけ一

、耗汁抑

以外グりゼチを加え一1いいジリげ争．、ない・子

η｝ビーいピ‡初い・らわか1わけL
三1稀いなんた1げ〜・・竜、こ1て1・そういラ残翁毛して

も！いグ㌃いげれハ、こ1いういグI／鳥ラ

マ・・す

、よ。報知残で．抑えよラ1しマい1・：1言争梨貌言†プしょラ。
河合・ そうz

す。

三三循 元ラす6㌧、多言句目グ）行政記律ヒいラもめけ・い
まぜんゼん、3・．．え7います仁。そういう行政にチ多紬牡な
いτ負才旦軽減ヒい詞警い・いセけZ■1亨ケいん／ 半ケか
みつガ。

・河合ハピ、逢いへえけ・、れ耗一 сv列コン1ザ
いノしかτ

亨はい。

口奉の行政租織乞いラ林、彦杯不二臣州農杯行政11す

任を符す、そ1寸か分担管1雷ゼ？い61・÷、そ〜寸
／7積かいト帝11タ舳に手書加えいいう二け、厚別
乞しマ1容τ．市㌃いわけピすよ。しか毛毅争ト際レて、4了
攻目的毛令．わ汽調整をぽかっ彼所か一す多乞いラ之とは、
月本っケ檀管程原則戸完全ト硬濠し言† ラわプθ日本政

府榊μいくい∵・マ毛い㌧

〈グ〜，恩し・声

す。

けい了触即れ乃1程度季反1竜一マい以刷
＾汽ザけヤいグト限定せギ多き得ないとい1
いは、祥つ㍑1書ゼ1音い1も、いす｝玄・そ
ヒい）こ㌧を承知勿上て

1宮1

1・蚤いでいタビ足ラな。

三晴け1．、．げ／けほかグ麦砕銚し？いけげゼニ㌃
23
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いけ1しゼ1、何べよ…異癖に急ゼ享す。茅z辛を気
むヒ育に、言い寺ンげ的な文言をビーてる葱ピタ人ていすよ。

あけ呼ビ・け一、いポ吟ざんグーわけ／−
Pいい㍑
雄マい1けいガ〕λ忌）ピブ抑一考←をピードポ「閲尾
行取綱の権限そ不 M便＝ぎけいよ1卜宵愈！、・貢4
乞肴いマ戸）いよ。

そけ｝．ゼい一ポつ日李・巾㍑仏純い・1か・
雁吏ヒいラか、6つヒいえ1‡一

各省ぺ三プヒい1が・一一。

河合呑伽確ハい1り6、いい1一ゾダデ！

スいピダシヲハ・な1マいい・けよ一グい1分狼

管程になつzい6か÷、政府｝して六ソ立つ？い3クビ

け1ぺ賄ドら、4グそ7アツシバーゲぢゃ1け、
よ。

ま循そ〜茶釈言†！千浮えしてヤ多セいうこHポ迩い・
ブリ狭い絶剛・限差一リリ。

河合りへげあフー多えηユけ〜払。

三淋易フー㍑なんドけ紅ピ6、争文卜、！伽淡竹つ
権限を不当に侵害しないように㌃んzいプ…・・、
河合 各有は物すゴくこわかっ仁人ズしょラ。
税計湾｛て、、本ちは各有の権限を手当に侵害！11・
ろヒ．

｢え（㍗していさわヴτ・すよ。 ブつマ、産ブ芥六置ゲピ

1しマも一親書すい／ゲ∴・1パ、税計委勇令て
しなさやマ

亨㌃い久グかζ。 それけ七ラ農林尺産

柵

行政

権1て作常㌃インダー一ヅエゾシヨγをやフ7いけげ。そ

一1い沐亨な、穴け統！げげ早い〆いいけトヅポ／
つ／つの役再生ケリ旅考‡マゾ作をれダハ七事に㌘

つまれいいい1ズ、竹に1わいが÷、や一プ！
、稀トーそラい〉巧壱入れ？七たいヘラしピゼしょうわ。そ

24
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〆ぼ、釘揖きサ．いヒ馬います。二く何かヤ÷，多した4仕事7・・

ポギく㌧亨やプ
ピ・うい享
か一

・／l‡経団連一つ詞重一を1ド七がい〜よ1ケ気

ｷる。企業にクすし・てど・んな旅告ヵ・一行っ？いぎがといラ

詞貧毫、程．困蓮に頼んで．半フニたニセパある口
三詳蓄承．認一旦受けない「†1朴統計J、そ朴ガかなついしぺ柔も
訂て・易うつよ。・労働

言回査雲竜見

Lのやって．い多下請剛係ρ調査てn仏。

仁し承言忍番号㌃いη柿。．そ作て一詞ぺ斥ら、確

がい承認寂■計にし伏げれ1才

いけな．いもの輸列プす。 そラ

いう内わい女7 亨 茸小 ラ ん戸1I傘。 むす一か一しいゼす壱。

河合一 それ（書ヤ、1プつ祝言†の方の季之琴カビいう・・、一コツ

1ローv」も丙茎ラ言や・てい6んだ

よ・

統計専門象の減グ

奥野㍑コーローレかΨけ．んタラま一でけ1過程、
こ

〈尺㌻

っ1コト35子間を通拠します乞二1、ゼういラ〈テッ

プτ・

争黷Vきゲけ㌃1い・．／ll。椛計季夏谷つ廃

止で一

ｷφ㌧ そトがら基竿勾巧廃止て

す倉㌧

、珂令．そ．I ﾄも巧．ぎ1ケ．れゼも」．・一斉基本的H享辛〔象か一い
、な

｢11ビしllわ。．．1残パき．㌧．
｝去一ヂ！．llI ﾀI I亭争． ビ砂11一怒今ゲイゲガ大分

11二〜・かヤ

仰々1・鮪；÷

・一1かξ・／皇1、・管三綴句I長へ／リ．か．1ピ十か・

デ÷I÷・号1㍗…一！・ビ十一ヶ一ぺ∵．1締1論一を

け／lべし（ん・1す・叶は一い1ろいメグ・1、ブハヅ
、1巧1 Dゲますよ一。施二千伽二糾け．。1寸一、．二せン1、ラぴビ
」一

香[州、寸な一｛枇計

つ：笑走栂舳／フIカ／lコ

イ

一

バ

ージ1ソヤ多い、1二．llIヒで、倉省とゲ、欠碑ポい・ろ
ll＼崎却下平I多ゼニ．だ1ぐ二．．佃1登碑珂．！亨．稗早、！。1．今、1．ぺI。亨

25一
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ブ三Iしいラ4け、ま芦ピ茎為ピマはグピげ外とI，も、た
んヂん乎〔多ゲい言＜な書わ（ナ払、符に享之計季亘令㍗τ

さピパ、タ」争けいげ・姉ブいろバ争11ゴ多／毎…い

三いい1トー1列㍑んピすポカネ〕ん一令にμ
わけビ中㌃い租稀も．㍑いイ亨！ケい。い京グつ
セゾダ／（財岬牽開発セプー ^ー）ポー1、昨常峠1望し
マ専門家を皐わてい召。

ピいぺ、行管い人ったら㌃ぢざらなんビす払。砺に
行管一て・いま税打寄門家を考許採、？いい・といプ、も

すろん棒って㌃いビ㌧う。そラい1ニセプぼ、今有ピ
打して実プフマ 抑えが㍗がないτ すよ。そ1す㍑．ます
ます法律トηっ．か・で、荻葦亨即1二わブい7文句をフケ
うよう傘、下っ勅々。く。張惟1に㌃ηず竹ラんで

㌻伽。 そ

トプはヂメ？いす式。 そ仁ブけ。統計碁率句乃ままで
4㌃
行官にい杯1ズ、本当に稼寸の定カマ

も、

各省乞心眼マせマ、

あの人ハ・うこけいいい1な旅言†平〔峯告吋っグ
ろうφ・｝いうヒ、キナしげな占・なφ・こ・マ、かしい力τ

（本ない

ブみラい。

㍗Iから、巧←ないズ、い、ろ久ケデメリッい享るつ？む、

校訂専門g木け師で、入才才け／さんい／い煉
対局．セ1一神トひって、ゲて…方劣っ守門家にいhラ澗

整舳壮亨もやμけ1

各朴1れ1も、・マイナス巧I

繭もみ、りますげトビも、7けスの両毛ろきブろク。考ラ
しひいヒ、・長い回・・見で、㍑㍑娩訂基準句ヒいう一9一
バ弱停必！z／べく・マ （けいがヒいうつべぽ固くつ危残
感ですわ

B人間

肉感マ1．す。一呪狂ヂって、 モラ行管フ。口

・ぐ1ベゼ稼打寄門家セいラ、乃ぼ、・こいくグないピいラ。
手1帝 I吃一れ．け、 ピうじて

26一一．
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専nいぺ行管・に亨けい㌧い1が、

いなく㌻， ζ々→ （

というザ

河合・や一ポ！け管ヒい1サ†ド穴け租域ザキて
、一
一軒分・の昨常に小†㌃も τ し水ラψ行管ズ3人斬呪碑岡
で．事、、8人新晩枠岡す三ヒいうヒ亨・卜 布当一．に稼訂乎アつ

象で、純計1∵・けず・ワけつ一ていll∴う人を件け一ヴ
ρ令・拾げと．

うしマも㌃いτ・†よ。ボん〆ん．そラいラ人が・

ヅ㌃くザでくダ
三循

そナしけ峰い人η祝言†卜竹す多認識手足で

すかθ

河合㌧認・識子足｝いうよりも、統計率門の太さな後所川1

島一で、寄門多吋ビペ派・ていて、専門多以ザ棒
らないというヒ：ら例方が

三精ヤつ1プll

、産生二ζを有利マ

すよ。

般行玖官庁つ／つ？・・＾三行管プげ、す

1っ！言草悪・いけけザ何1す都バ勢／なパ斗1午
いうこ｝ブすをト。

河合ん飲代作常に多け争・げ

いい今ピ・す冷一人狂パ

／．

パいグろに貌計率門家を耳・補雑！け＜こ川
ぽ

くはサ常に貫確ポ乞忍い著すね。仮k／予なさに／．人

、す・つぐら．い一入っ芹弓で、ヒーセも劣〜享各省を仰え？いく
よラ傘人的揖戎ト1‡ならないτ
そ一

す」よ。

Q、．†つ剛神主⊥幹に鮒字門寡1

ケいμ奉

書 ㌧いうし ヒ．も、ブんブ÷ん㌧人事をヤっ マい彦 ラす．に、

ゼラしていうセざ一るを碍学くないい事起こ多桐。
．奥野

河合
軸矛

河合
ち1猪

弗計

ｽも、いま専門家は減っ？い三左一z
釈訂局．も1手がピ受流鳩≡わ汽からわ。

すラ，て。

萩ヲ望府旅回Fなっちh汽、
ど1＾ピ

ん・才々に全事し？、

系免言†局長つ島フオ亨．々ゼ、 冒李移二訂南瓜つ、雅奏・干孝養

27
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訂』に肴いzいますよ、移句、夜討秘蒙乃宵か・低下して
い三ヒ。

河合島何†ん／いうハきい・い・・人物〆
航訂着残がで1言ζか一火い1

し1の剛

、パ汀一〃の祝言†句長命残ち

†一（！、い1ポー．灯Iすよ一手一くが一「ピー人㌃1茂遡ヤ
言人ゴすが、人口秋官ブ〆ワ・ていすが」 ヒいr汽ら．「けがの

省の税訂1けけゼん、クマ汲亨．！マい（がら抑。！デ（
はキ分いや汁て

、「エ亨税訂なんか例絃も主ミ1ん！同セケい

ゼすお・J ヒ削いトク）よ。 たつマ、 これげ行管巧／士事〆台・

ら。「いや、んウ狼計ト

げて一すJ ヒい。て、砺亙をいわナじ

ずヤーブ・んピ、行管け文句いえ侭いんい叶ゼも汽一
∫り／ノク1税汀句承A諦㍍マい．うい・行管グ駄1マ
い三のぼぢかしな諸な人て・す。島村才んけ非常にl／ラfプ
ズすよ。ほべ／ドみ・ぺ、つフげで㌧尾・う。
ゑ亨孝宥

げ州くげ／匡⊃ρ…げし診・タ＼っ たことブベい人ブ

雑1ゼ娩言㌔に名号税亨で

げ争しピ

も、

寺い・い1。い・い・菌に夜

く着せず・・、いま河沿＼亨んか・いわ林た移言十職員の賞の低下

ハ岡葱毫いパい言。稼訂句もグ｛それから一モ期
の短マ。各目の稼訂句長ヒ谷，て、「自分はいビ章かわI
ろん十げれヒ・■毛一・。二んなぢ恥かか／いい1けい。

いぺぽみん㌃7字、8年や・？いハいラよ1びこ縦
青いでいブく。

巧・人棉訂局育衛一人τしょラ。外へれげ朴と・己
吉栗卜床フ汽。

奥野初わか÷税対局ハな。

三1碕ゼ1が細いいげれゼ毛、勾表にい前に枇計句
にいトこと／1ヵ書／（ビす。

真野 一時いドけろハ・い朴亭い．げれビ6、．卒本
28一
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一1す統1訂句ゼ†㌻いて

！ペロ

河合 1デ〈る細いいんピリ〜ピも、初川純計幻に入
．ヶけ｛ぼ／ガ．行管1 仕事！1いにろ、千宰の全夙
・課長≡て一し十。それズ名前和ワzい多んマー

す。

三咋そピい1つ純計令∵一寺一†鼻㍗ん川

よ

ラド、ビんグん弱くザたヒいラφ・、牝磐沈丁といラ

η

．け、外がら1見1い1 ヒ、／ つけ末事は、／舳斌州
過ゼビり1島いい・ポヤー勺1プ！、寺崎1！・ぽ！よ
い1一㌃い。1ギく1ぺ・ゲかパ・い・÷刷いブてよ）ヶ九が・す

ろんいすトゼも，穴内吃劣い・、ゲいラ尺勉もプいふ
ん努力．してくれ←けれいも、搾句1言石ジ）いラ／l・ラド生。

τし‡つトわけて寸柞。

行政改革竜ヤい11碗訂基竿句州つ〃れいい1乃
＾
1ガ、・琴徴的乍いいヅし・亭フい言い朴いげれゼポ

ヤっ1ポッ1孔トなのが、殺討にタすす1率1ち象っ認噺早足な

㍗・知ドい1叶ゼポ徒計軽視乃流い一毒ハ

いラ

こ㌧トプふっ‡すいわ。

河合・り〜けκかし影訂ドかいいllげ帥くて1
．行軍、9、、†、ザ平っ戸3句のそ．外ゼ朴毫序えマみ言すヒ＿税

．計1付．η皿勺崎ゼ？！マIもフ・ハ㌻いい・いけ・㍑
思い‡す一。、っ一ぶ↓3．可牝惟列ろ多ηげ稜オ基準句ボ1アホ
．つ、八．㌻、．！）．ラ、。二、」〕∴税．計グか与フ・／㍑．れ洋セいラいτ
．（†、．．ポく（下㌃いと思う．、

監一家

ち∴ジ．1∵う」．の一

台

フ、3くす．わけ

1季、ゼうしzもいがな

．ド．1局．、｛÷肴Iわ．い、し、I1ゼ〆か告1行管っ一、そいい

始ま1ジ1堆春一小け；1・ろ一、一八／㍑監一家恥つ好
一二1㌧．Iいろん律師翠ヤ灯か1子別・／て・㍗テト，・
．寡観的．に．鬼、て1毛、、フー入す．llヒ：ザ」マ、〜・。

一一29
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管脅州す行書の管理句ブけ朴ビー1．ヤープ／参宥月残

揖、走夏の査えヒバすけ職麦1アト．トいケいた1一
っト ニトガ守・ラ1プつゼラ！rっってフ・3ぐすわげにいが生
しへ

、、

ゼすい、夜討て1何い・員荻壱合わ乍1））1乍い。
祝言1一に村す3卑敬㌧が専

重セがいう㌧セ｝げ別に、あへ

け4う†㌻多毛作㌃い・物す

ビく穆応しトけ外ピポ犬

けいい・けげれゼも、ヤーすり1多妻琴としてゼラポー一。
1手
くは、当時列松平・長官ヒ、 もう／人ピそ作から1ヂ
い、3人八夜巧ぢ酒づ席で、「何そへ監察勾昏つ・／ぐハ㍉・

んビすい。竪琴句セ管理勾を／本トしマ、行吹管耀幻1・
す〜ボいいて
いう。セいつμ、トゲ．ン、乞いっけ
い小けトゼい一い孝壱句・祝言†以ザ亘放台・・十・羊
毛す3可紅惟は㌃かった ㌧夏コラわ。

三稲れいト∴亭え1す句ビー季宥にケ4い・い＼ろ1
い1亨一時・企風庁と一締にな！い・と

いか、呼郵げ蓮．ラ

けトいもいろいみあったて．いラ。 ・

河合いザ細わ税訂委員令をつ・いきトい1
いう訪かいろ！草したわ。．

心的一レ帯にザ1・らピ1がと一1巧は、ハか玖
1旨亭．州島市」んハ

亨．トも、総合柚亨1か総合含的

素なん・いいが巧パ・二それに絃1Tも某けや1い・
ラ詳が一巧！ましHずトゼも柿。いろいろなデ メソ。トけ
ク）う（小ゼ．も、や・1ズつ紬計句ビー街に㌃け1・いIヒ
名族訂しz朴？よいっブ1書1歓いて

すかは。．

三弓術 や71ポッ税打寄・門多の一穴集団グから桐。

河合乃．あい／ぱ．やラ111／集団っ尺1．びカを秤フい
ら．払。

30・
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早野！1・し、い純計主事宇勿ゼみに1的寺門豪け
・い斥くい害しい・い二。一稀・ゲ．ピ1、仕ザ∵抗
訂句にゃっ マ も ら う 乞いう し ピゼすよ。 4 デす言 セ、タ支

一マい㍑1寸件阿バいい出1詮いll／作いピラ
がボげゲ問題に㌃うわ。
．三碓 ヤつげr私書†を浄勾∀二ろトいトいガ、役人らし
て

̀せブース÷｝㌃い。流言すに汀す込けら檀しち抄

うえいい・な。

河合 行管 中マリ言ヤつ1プい戸亨r破い分野トなクます
わ。ザがら、行管 中ゼ統計年n多パいて乙、ろ十しほぼ

か・句卜曳いいいい1㌃ポ1けしτ＼ほ由

勿句に女

ギ1ギ、和句統計以叫の仕亨にがわっマしぎラっズすがら
わ

件一
o

三潴い辛何か審議小プ亭腿にグマい多いボげ≠しピ
毛、一級言†官乞い稼河童亨、烏ろいう巧1ざむ中かしいτ

す

わ。やつポリも13・号トつて、いろん㌃君呼で∵一。
河合31ギグτ、季言句〜リ言定着／い㌧汽ん・…すよ。
3g苛かがうて定着し㍗がつ汽ヒいうηけ、ヤク方を老つ

い1．I小ポ定着けハ／一｛いげいリ、冷静に、
．客観的1つ見書

ピ、李序表着ゼ亨ない己巧〆った巧古・カレ

．ト戸よ、い抑．・

三稀釈計表亨？

河合い。
三楯こういラ塔ヤ｛7㍗多／、ゼ半ない勾。ろのころぼ、
稀言いいラの（叩！いし1みカハかグ「二げれ、ビポ．い
ま牛姶むと婚ま亨
1㌧にが声・←㌻す∴い小く側方行政
をヤ三りさ一 搶早
ぺ」1

を使わ言

三を得ないよラドなっ㌧だ十

ﾍ妻㍗ん1軍か㍗．マ、も・神イニグキベ畔
31
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マ

宇て宇汽か二1，4ん㌃も♂、あえて写ら㌻い4、グい・．

㍉∵・をグい・いら割いて、いけビ4フいフ尾方も
あ書

クビ馬。仁んで

すか一松。

昨そ1がピペれゼすよノ／・1枇言す主ザい
1重袴か一、むいえ1か．た1トスけ書残ピて〜テ111度・）
祝言†砺汚ぼて〕言書い・ラこいうウ・て，そη火しが残害ナ

重孝すぺえないい・llバ、ザ1−l1柱生残1ゾつす
やうといつこい言あさがもし外まセん仁。

三衛も1／つけ移訂主事つ講習這受げ？貢括を躯。
㍑停冷1次会押上バら ないグ杯。伽†㌢もけ同ピ マ1
し二）。 汚ればヤケけリ魅力をな＜ してド言原因プしぎ
ラわ。夜汀τ1言、ど

ラて

すが、同ピア

すか。

珂かザから・税才言，純計を㍗遅くか置か冷がけ選
択自由㌧しておけ．！ポいいんポ乞いう残高にプ8・てい多女
うrづ1わ、いま。叱量て1け㌃くてれ。
…隻し野 県ぼ！広置㌃ηz

す。

三ラ狩 1足置ヒいっても、㌃いヒこ今川・あ多んピ．†㌃い勿。

奥野市町村ポ置く一州一，亨ろ。で、嘩ぺ置く・
といラ素ゼす。 いまぼト挑一方安井田停卜税寸土亨を置くJ
τすいらわ。

河合．いすい、市町村〆げ藍択し7い3わヴ。
．奥野ヅ1一方？…1条の3頑に、「詠言十官皮・が・税前主事

以／い別言、1言．足統書†舵の亨れ徒亨すいピ1ピ1．
㌃い。イ旦し、行政管理庁景I官の承語を得た場合は、こつ

雁リセ体い。Jけ㍑書削除し7しまラのそμ削隊ガ
いいてよラマ、ボ外て 叉従亨マ・㍑こけ 。だ十
ル
τ毛徒亨ズバいトしピパ・て、一す？唯1三パ量く。
k一いう、こ㌧に しzあ婁。 こ乃場合、牙に堺長†ん／人置
32
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249S5

けは一いい、便1い！マはね

Bそ1い1形え方け多。広

I／乾訂主亨ぼく1乞に〜ヒ、．白卯1言亨務的／1朴
ブよんτ

すよ。いま制度ヵべ

監ワマい客すがζね。祝言†圭亨

ヒいう職、名董ホ㌧ツヒ発令†5川す、腎令行為マ・Iすがら
ね。

三桁貌計宮1イ1・1ポ毛ワニい1がも

增A金蔵れ・つ

て

依訂．句だ㌧て。魂訂官稲当の人1い／㌧げいい1〃ろ1
からね。

トしが穴多ビ税叶字の講義を剛げ1プ耗討官1・乍ゼん
マ…いプ大学で誇希書聞い斥！らい ビ半1r蚤！いい〆。
河合

だ1、多・ら、り〜か・率当巧資格かピ1ラヵ・とい1㌧ヒに

デ1バ中1。資格いん．とけ がしくしていく、人数も
し1季㌧て、吃4かわ7桧汁台上ゲ書ヒがいラこ乞にすト
げいい←げだ

げトビも停。

奥野 そラ、え全㍗専門卿にすれ（衣

、、いんで

すよ。石サ完

I晴ミみたいト俸・。

三1衛 わさいぼ司法官まで

行かなくこもれ。

奥野・人耳小一硬直すシビいラ同題か・圭ぎんZ・・す／アれゼも。

私計士亨，統1ヤI官1つく・た川1・㍗け列1改率
、す書セ．妙、気苛を上一言とポ・勃畢占・・ろっ戸んゼすよ目
，1

蛯h

Dあg．1．千（す老．1い、lllも乃了．（二川けデ1松ア

0系完許奏苧局以後

奥野／Il、す1」1、一列が．んグ砕中・1離けηが一昭和

峠1

、河合 チ3キゼすか、ほ

〈ガ離れ仁乃け。

一具貯 管税局長にザた．〜ぺ≠3手6」βτ
、一辛桁．．l1二手、，、．舛訂1子中い．ぶ

33一・

すわ。．

ん長／二一．ヤ．。7」．ぐ二†．ゲ…．II二二ニ．
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珂冶＼ 2Z手ぐらいいκんゼす。

奥野小．で・、いまで一む着浅水η手真い・4。
河合 〃キも厄小に㌃った 汽一一が二、税叶グ1付せ体珂ゼ

芦承い1く㌦ゲけいビすヒ1・パいうん・い1∴
島野 、れ、努†てい．ますげわゼて1、税計条諦小秀憂ほ
いつハ÷ゼすが払争

河合・．1τ1け役所をやけハ／ 4戸争ビいプI多分・仰予
からい恩・い著す。ヤめてすく・行哀1菅宵庁碩岡けツて、

そい・ら多分沢・jキト、税計箸・戎令尋蔓け一でけ1
いわれ・マ、いい小綴剛をや杓た人て一す。

、良野そパら岬扱して、魂残ですが。
河沿＼ こ二〔（帥）回障開発センノーつト．ネ右グげ々予η
タ月。 4勿セさド秋前審議4＼つ・季夏1二㌻つマいドセ島い
ます。

工5工6こヒ
三稀／96峠iて季3媚の工∫い日辛・て
ち。㌧さ河合さ馬ざ……。
河合ぼ くけ企恵研表プ ・㌧

ヤっピ州いラ四

三循復瞭さい∀局長でけわ、あ〜言狗1例ガ音労弦
㌧い

ﾙポ、裏書君ヒいラわ＼ 珂が㌃いて

すい参

河合 あ作は尺賀〆ラたで・・すよ一、仲亨脅イ争も、ち食算幻
㌔。

一三稀当時汁 ・タμキ〜・らわ、
．河合ちI gも租餓プく1っ…いll、秋1す卯州僻が唯
一がい・む一

ｷ一かしくz、戟 和・穏言†句かヤブい・いう。
払 〜、．、南方一路今並什わ、げμ．。
ト．1．ぺ考、崎1ざ．篠滞穴良が丁序㍑…す．そ．わブ亭六チ
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マんか一戸ノえプマ

．しよラ。

三循 田村町内〃HKホー1ゾに壮。
可分 あ列〃HK本 一リグ玄剛てい、室穴チ†みげイ乏蘇花
祈薙準何一長／・・以迎一えい、庁稔粥大震は／卜田ギんか一
お出迎。バし、後環亨ん一H本移．亨†句・！詳・・艮すん朴パ・
一／ト同学さんに1月ボ〈φ・一ついブてんゼすよ。（芙）

みグろ具野膚1さ工δ工剛犀Hぷいブい・1いザ㌃。
典雅 t手いく1‡了い巧㍑、賞声畢〕了かオれマい書レ
ト。

河合

あ乃、 々 う ろ㌧ みの ㌧ さ 。 多毛言立向 ヒ 列割斥・右へ什杓

1／くて，グ・・て

㌃1．．．ぺくこラいラふ1に画すをそろ之
いうトしz、吃一 黶E一 亨務局も、行管がらぼ企画、堺長ヒ

い1ギく州
け

榊、税叶幻かいざ．麓富．欠亨いべ．辛㍑ゼす。

lrΨ1しへうふうにか一榊けかな。ピラい吐セい

）わけz

もないんて

．すポ

㌧

三稀何が差紳†んが・川べ・I
お

進、主峰半・一たグげ・く

iτいブfて記榛か・あう人〔す払（。「次1ま何々。といラ

ヤフわ。つき同会・ヒいラグ
河合・副会弐乃ヒさマ
三祷．「次け何ぞ、ヒい1係・。

河合岡今や乞幸、菱碑卸ぐげ一た1・なむ
二手稀I ?Z考ドI

o1や…19・／片え計者残伽寿勇た

、トビ毛、事袴局企画却長なんだ

㌧たナ

。そパるけい、プ

ーヒ放市大η放後〆ク斥八十いう。

あペギ、一国紬・浅ハ・川川・いタ／ない1

／

よう。

河合！度．わけゼ1．か／I

1．い一れんゼー≒11

よ。

35
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奥野雇

絃月日隊水川ハ・・マI・市・．巧そ17．

ηプ1レか一ア多一グ

．／折昌て

や、た。巧

I。

河合 同時過、訳官んマいラ功い・。

辛野ぽ

1け愛叫からダ1いゼバらパ，寸パ・

Y〆グ／・トんプすよ。．

河合巧4い三婿ブいボー一。
…1河宥 放育尺てIす。

1亨一

U享・亨

いにしマ、税亨†1者が｝プ市いき1てい汽いブ〆。

ボか÷斉一街ざ4㌧ヵ・、与れから木林さん．乞が，中停琢

平寸んけ、いろいろよく押1ていテ、
河谷あ㌧大変Iプ、（二H本、イソ7才メーション・・レヌ
ー・釈毫、ハ！い㌃和机壱使・てイ・フ和・／、ピいれ
いな五かし

一＼、戸・柞純ズ、廿ん㌃喜人ゼくジ1。

三精1∫エ事斉局長〜ゾネソ八㌧プち細、いけ、
吃α1ろ7・すザ。
河合

考ラブす亡わηヒ・き．率日して細った、㌧τ一す、

三循 そ柞から此㍑掃いト。、 ・
河合第3！図工一∫工げストソク手1｛かケ書スト／クオ・
ハム・〔言後葎マ仁か一行、た久て・・す。

乞舟行つで、こ巧間後常亨μて、剃い㍑1言、弄四れ
壬丁

ﾂ工列副・含・長ドけ諺。・

河合一いス1ツクヰ1ψの令・浅11打上くけ一、九大グ地
川政男㍑セ後瞬ざん州同／ 1発行稀て 、アラス．いアン
カレッバ女て、北川、允笠寝考やっそ、途、咋てプロペラ
が一

^っ∀まっzアγカレ・クゾヘ．戻った人．？

すよ。アンヵ

レ．ソゾヘ寄いれ4兆川克董，百を覚享しマ、「みw、い
コペンハーア

ソが・ってい一ト乞いラ

訪似ろ1んブ仏・

有名な諾が一。（笑）後藤さん、惰、フる口ペラ声・二乞ま、いが一

36
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見え1て

ひ

っ

」く一／／けポ今ラ7一す。

．三稀．こパつ美濃卸けか．らげ、へ・1レング≡け工穴令卜
奉加しブハ育η汚竜伺、ギ1

。

河合スイスにも柵房州1い1パ感激し11話・

！

よラ．（笑）

．統計脊員Aヒ同寺脊卯メソ八㌧
三精 税汀奪亘令つ最初ηメ．ン・ぐ一七いラ川本・ゾ承知

パ1に、いわザ放授ダザプ1いれ1ボ、†山克生ヒ
が有沢．克笠い・お

ζいブしξラ。矢超同舟セいラしヒ

は㌃いげれゼも、 ろ列叶1・す．一い13ご

んいろん々考えの人が一

い三斗…ブz・す柚、一

河牟＼ 日々艮η句景†ん、 それか与灯．蔵劣っ野田圭許句長、

場中さんが・い斥ブいプ存一か多、官僻ジ放後．グIlレーブ
乞各省巧 各方・句長トけ教授ク■・叶7・をだ僻入札ト
わけz

すけ林ゼも、

げ、巧パろは、汁亨に腎育パ「新訂，師一、l／l
一し主計巧禾ゲー圭薄命1ぐック毛けけい・！？い
いてげ、τ
一い㌧
．いい

す。ドん仏ソー世の．、中が噌まっセく書ヒ、そドセ・1

Pるつ刊妻閉停力付7亨て、「魚汁宇んかビ1τむ
竅A、あ∠ブ8も．η。I

D乞布つ一 i、。し笑） ．

．．千一ラ率ヤつ．．ポ1．い言一1二な二1・二け＼尺帥雀乃稼卯ヒ．い1

が、何セいっトプて一樹上ち

から押。 そトげ半っ．ぼ∵ノ押

当㌻い」マ・・しブニ払。

河合．り州ハて・十。
I三1循碑訂威巧4条卜同勢澗貧ボ域ったη竜、村台・ゼ洗

．ドげ朴ゼポけげ穴・内克窒クフ〃パ戸バ乞いラ1
．ヒ、τす．。、楕走詠訂第．／、．号ギ．千ナ移計．柱1に．、巧．多血マ一ら二一が し」．い

・一一3？・一 ．

一∵ジ∴
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ビやないかといラよラ㌃、いポバハ

ｩげよ。

河谷ア）千1ぽ卿へ婁判ボ乞い・けけ。

三狩しけ軍ボ村ト率1ゾ、鶴・紬凶に尋いて

一デ←んボげれゼポち島町人口澗重毛挿足枇珂つ夜脊号
ブ揖走す言こヒ、石ト．を穴内芝てが一歳反汀し仁。 ：そ和を

市ラ尺免宝グ、尋・員今か於弘一で車六に帰一て亨て、杯岡

二房卜、「育ようぼ六変プつち．まあいいビ寺ないかい・

1磯更女小、穴内㍑ハベ㍑！て、1㍑移言すの停
琴亭礼すもっヂセいラんビ・ 乞訪しブニ。／っ列町っ人口

説訂て・ いラ。一々強ピけいゼ。年一いか村乙いド、
毒商㍑ヤ河かが一いフてピついドザ／よラ灯、・、一と

いって竹ゲいいうハ㌃ことを、林図．二層ゲ争いzい
丁うげれビも押。

珂狐「壬・島町常／圭人口調責、。

三精ラう々う。ゼペ乏、夜番号巧術走桁リけいん
τ

さ茎 して㌧げ｛〈ゼろわさ。

河合入内芝室について一番叩象卜舛ワ7い多川寸、残
芹判虜の改善季勇令。一等．初杓η易いさつヂな。

三諦それげやつ〔大内え窒、メ毛に亭いて宇マやぎ
わげリぐγつけ本番マ・・なく。

真野

音いマ巧多。

…三一一概∴巧η人げ尺をな名文豪ポもの桐；

河合 巧の ぺ言は、容がら外グ育差〆つ汽ことにし？ろ
1ん〆よ。I [1いい言乙惇〃、1いた・が÷。㈲青

をち．ブげけが一ち岡いグ1にして川ん〆．
、三㌧循

イ

ボが4統書ナ奪凄令亨務局巧訪ト会りま寸げ朴ビ

毛、つポ1，1子一く！けい．ヒ／ポいい・。斥げトビる、

衣舳印．ふ中け台へ咋〜二岸1，けし、1一。そ一1一け上
38川
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（肌／ブ

ん．い・内ポ癖一＝即）．亨

えい・後押憲章亨

んぼぢ系っヒ違．い求すけ仏ピも，いっ．マ外トげ

ダ1レー7・か

イラいラ

人・㍗い＾し1う。／／く七1くゲた方で

、

一すよつ㍑前朴．れいんた llけしゼポ内瞭寸ん1・怒らト
ーけ、虎い㌃い【1いつマ・・ ｯ・・．彼所．ド！け・し．も戸い1
．人って二ないヒいうガ、与う一い一予幸袴勾一員七ぐあつh←1テて・I

ｵょう。 そラいラ人亨｝いう列け、や，ポ・1考吋はし・ろ

−I

いろ一

K孔していわがら、よくい引ブ・ペラェティーに富ん

で固い書｝いい∀一にブ8るム仁
しへ

l事稗戎芦1

げ〜・・、も、小㌃けもしろ

つたわげゼいラ。

河合内漆㍍ない・、びゲ移介ゼ入．パ㍑州ホ
ラ精 全くわがζないんマ

すよ。

河合帯バ九さん・ノ1のぺはヂいべ速ト・さいが㍗
並L君筆え笠がな。湛〕イ天て・・しよラ。

奥野わト吋一ズ！ム片㍍し一やい・1
珂冶＼ ム中ざん〆荷って享和人事岸

す舌㌧

梓ニヤつポllル・中マ

んプつて商倣の列事場けい〆から、気碕すぼわる・多し、課
長．もやつ ていブ〈ズレよラ、 ㌧にかく、 こにいるという言言
て

。

三婿 背上さん博蕎査課長ズし末

ラ。I

布今【．そ、う．．ゼ、与」作ゼ内、孫乏午辛、乍．一んか．ヤク冷千デ
ｷ．み。
一≒栖．1市． ?}ん．！書1ビデいlI斧I稗1二ぺlI人．えη

皿．

．砂1−I械勝㍍げ・初

∂．．

勅叶仰冷がいllんピ

†

一よ。幸I汚．何ヒ．かI粁今・ム中マん到乞こ．みに・＼つ．マい」仁

そザブ、そ．ηこIらか4㌻んτ・すよI

。

燗｡勝ゴんげビラい

．l1へげフマ1人パけの1・．㌦や一．ぼ∵1羊碑坪I．言、午、か

3ザ

ニ∵

二ニベI
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ち循 内蒔勝肯んげ京大・）；老学考ア卒マー

人をヤってもぢい1ブ

すよ一束亨舛の友

仏。

穴舳窒1夫穣二亭㍗ん
奥野最I残に、いろいろ巧

?D，い・・！ぶプ丁わゼも、税訂

季夏令時侭、碁竿勿盲離寺〜三．ざプ，二番叩妥トダ業多、一

番ポい二㍑いハピ／しいけ下士・払。
河合 そIれげ十っfポター等をη一わ〆な。祝言†頑剃髪．．り＝ころ㌧

だ

ん〆んヒ記倦は帯㍑げい・；も一、劣ザい宰卿伽H1

作よ。

三億請わ室・1中で1、一番筏い叩＝象セいプ1リ‡ヤー一・一1ホフ

大内マんマ
河沿＼ やつ1プ・り遂れ■‡ブく内克一室ポわ。

三浦時岡的卜梼肱ザー番タかイ川‡芙師言い

し

よう。

河合・受納ざいい1人は、1デくはいら／作業によ
く。人柄毛細一でいぎ乞思・ラ八て．

す1す外ゼポ

島野い柔源邦μ1．即・／子バ洲以帰1

！よ

ラ。

珂冶＼ い・や、28目ケし前、 ㌧ト缶・くム中ブんが一、ゲこれか

ら笑稽却さんgい．ろに行く人ボ石、一科采乍い〜
セいっれげトキも，1デく．け行か弓

声・・六んビすよσム中

㌶練∵㍗1行く㍗抑諭予
奥野岬叶七・呼いパかア季夏令委員后薄パい〉
州川い・十、罫絢卜畔1・鳴郁ズテッヒ音い・ろ
・／一ドすいいて多竹亮…言けない・
．珂合一一、2・．ラ、z．、」初僻、貢し1＋々月二1一．たビや字1い。

…一40
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奥呼 一☆か
ドー

ら．．

脊わめ季夏に入、マ 会い人プ寺よ。 そ

v哨きに行／I 諱jにザ戸川1，二律一一。

河合．。亨祷句長ゼすよ。

三精、だ か．ら率循令〔㌻唯で人一？いレ・ポけ1I1
条
ﾊ二㍑に亨祷赫トウフー斥。・
河A辛足㌧同時Hす季夏卜㌃う7乍、・て・し∴ラ。
一奥野I なつ7召。れ・存、ていい・1いう
ち協呼寄夏卜餐けていけ・一・すよ。

し、主．本マん

河合美濃秤さん毛八トけ片H
一興冴実衆部れけ呪っ香員いて

、けz．す碕句景。

河合事帝竹ヵ峰亘けゲけち七・いへんビけレ・
が乍んで誰むすい㌧るつr二わげだ1、μ．

げピ．そ牝1本い

い！｝バい．ポ1てい1話けイ。ム†之んつ妥ズ条いた
名一

曹ﾄ・ぽ、正村ん七・・正季童以τす。

三浦 分骨1多爵琢。馴谷・長、膳往之助。諦長，尺内矢

衡一…・・。

二1

奥野そつ名簿重フく一た伽

しピグそ．午て

美濃考戸才ん毫入けんで．．

十中守ん〃説111行バんで

す争㍉

．珂倉、二γやドや、。げば大内マん亭・らr事務句」浸り寺芙

紳亮打・い・われ一1、け・一

素稼秤さいロー

，布二7．」1、．二琴、穣評ラんザ部屋．1．孝けやいフ」．．ゾ
る・ト．、．羊．、ド．．lI二約れ川し二1一、：未戸

わ十、1・．十．㌧

1奥野．い1い、1†㍍．、そ巧．1．古【
一事
＝1

ｦけ

．7」く朴

﨟D貞11峠・・

務局長の言責。

O杯I

小∴官11」が1｛マ≡ス；ター．け1｛吉」I・、1．乏紳

与い羊∴）．杉

つい参牟費た

1、一い、

河合．ブllらI E．ス戸．Tl！い亨
…・41・一

i去年翼だ1パ、．ん1

2一ジ；一＝∴・・

ご一1

／l
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率1バい傷合1・ 多．い1一し11／から・山†享んいη
バ ／z
いμていい1。｛すゼ、芙旅、秤れ1べい1戸1
が尺内ラんかぺいったグ1・か知らない1〔〜ビ

毛、．ヤ…ギク

い・しいし やない古㌦いラ言書にな・一㌧美濃苛すんパ
看沢率。「中山、君一1 い。同格巧パけからわ。
三箱 さす わ・ 卜「大1内引グ玄い←亭いヴ水レピも柿、
河合 「尺内」居・けハゲ言いわい・、（笑）

三稀あい玄みんポ「何そ層・だ

。

奥野 高塙乏椎言んにいわ女1乞、与n㌧亨卜高橋章ん
が・

A「

ﾚ内け岬詫が和て

恂ｱ何一筆書やナレーζい十小で、

「私はいヤセす、 ヒ地、1プ汽．、 そ和で美濃部？ん毛稚虜し

マ、夷鴻秤けか一がいに入。
ク等／号。知亨つ立帰補
穴内元窒っ方七・ら一い芝1ギ

。走濃秤すい男か・わ

もそラμ㌧戸といってます牡。
ます∵役仁立っρに高褐言ん。

方。

河合 レかし、美濃音トん〜・わいいん㍑、尺内え雀
にヒつマげ。本引ニダ債み存いトがわ・いカベ

つてい㌧

タ←園と比改して

河合・いノフーアジア玖苛研婦所グ乞をすよっヒ「
貝牟．・一
q言い肇牟史一伸込んだ I方が㌦へ一ザ汁ぱ
、工

｡尾、1・1二番11和ぺいポめ．1意味1・．ぼ・日年η帥

の国隣的活動

巧／っη分野て・す知。

．即・．風師．帆位が

・冒率ク峨訂は非常に高い1い．わ

三れ．？い示す｛
1イ合 私計の貫が・マ

＝．手術ザい1か、請列図に氏ヘマ貝奉句税1†剃雇け穴
二支辛辰∵！、、．上二砂寸仔禾も管一、．1．いい、事、川ゴい甲

42・
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内て

いラゲーげ．．し㌧，何パ々ん・い1琶、フてい1㌦か、

具体1ジけ岬． a1思いけが乞、ポl／、蚤、マい
ト。／つ1言二作か

巧言んボみラ㌃。

河沿＼ そ女リ茶ヤ、ボク税計作成もすぎ制度ヒいうか、ン

スラー乙・ヒいラ1＼僻橋か一言方んピいrア馨一マいハ
ー二い玄、そラはないズレよラ抽寺号れが．ξ、つくフマい身
納言†も、質的トも号的にも仰1・高）1・、タ並．ポい…ラ

く4い。仁

か≒、いい1講一白砥わ小高いでしょラわ。

トだ．、 庫コ月琴多ク㌃コシト1ノビ㌧一ン．ヨ；／をいう巧け条タ

ホいかむし牝ない桐。日傘η絃言†享希必図隊的年貢献は
それほと・・穴、．さく㌃い、

三稀 工∫レ、ちそこ（14っセタ／・γか
う、．け一くブ〜んガが㍉く

．7込んだ

ハこnしょ

〜ざ、丁パ8の／っηセ

タγヨソピハ∫糺す舳小・れα／ん肌1〃〃リヂ5・川／
ハバけ、・、どμし（工！55）い、ラつ。二｛‡／人つ梅
、蕉z．・ノぐツ乞入れ3ん？．．すよ。工∫エイノンバ㌧にな6っ

わんと一1くさいて・いラ、戸〜京何蒙を取れが停エ4
」5つ月李大メ

／ノぐ一げ十何人1へ書すよ、エ∫エノγ〈一一

（まケ字いけ→／しピも。
II

S」

黶o

．、い工河合亨んか一はわけ、貝柱．昨朴け

Iん乞．弗言す利虜ガザ彊ラバ・言．ヒいラ川す一各省η行政残構

．が一雄．剖つゼ相当事すん乞．していましょラ。それピ、行政

ｻにいて稼計い1いで

しよプりい1各省

つ、 いラマ2ナ4いプ孝徒刑フ行政、η中7

、メち河が一つ〜らル多

．の二1

1」紙と、そい・ら澗馨筏劉リz列耗計差牟と、けつ
1一

E二

ﾑ㍍が・ Pまい・い1意咋マ

珂冶＼一

ｻうで・しよ）栖。利贋、多クにし形キ杉にぼピチッ㌧

二草一．了」い柔すわ⇔法律、舳ガ秤叶1麦
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すやんとこういう小ラにブ〜ってい多・6・・ヂづリ㌧、．実ア字トを
ト仏べ

ピタ迎．．嘗さイ・してい多ハ乞いウこ｝げ、型ピプ1ノには

行っマ㌃い1リヘピ，も、り・ポー7、す い入 人式く1γフ7
そんし． やτいバヒ馬い事すよ・だ から、制度乞し？ぼ馨
フ て い三ん し

牛 ㍍・ドセ．すポ枠

多碗そ和か一、才ラγダ沙いに中史移

書ナ／いバ・ツとっ

くって一中定統計句吃いラ仁、て、ゴ承抑メよラにい
ろん㌻†号グ巧多か4一．税にいえ篠いげかゼも、冒奉十
1茎ラで一しょラ。 あみいラのを

κぺきを、図億七蓋

うし、

セにいく口李は月卒な1プに縦膏いジ各・宥行政を、航訂主事午
の

一一一

○
河合ポ からけいべい／lいさ、ζ亨・く。言・いえ㌃い㌃。
三ラ精 それド毛てξ，ん号ラわ。

河合本ランダだ㌧？非常にしつが／してい三ブいラ。
吃れヵ・らアメ リガだ㌧ぞ、 それけしつか・ノ してい〜7

Iピ

よラわ。

そういうい令つ峰ξ気逸因㌧比．べ：マもミ 与んな（二ぢかし

くな1へ。口奉
十いスエη制度．マ

釈計制度ぼ、六倖グ㌘く之も同等ポ、そ
巧言と．尽います。・

孝十∫〃一＾乞∫5P∫

三箱税苛暑論会プ季夏けつマパれい・㍑け劇
僻か｝巧る㌧息ラんだ

げれゼも、新∫〃パ、を十レから∫・∫

P∫あワよすわ。ろろいラ目多レベ

1レて

，税計乞いラい、

径亨怜祈ρ律紐みといラ巧か・あクます栖。一稀巧た室方
なピ 。マれ・にAlいrて径；市税計η体案にく1ぺ亨だ
．ヒいう主張か一乃君わげだ㌧キ打ゲ い家ηように兆方4
森許毫．も．つ乞やけけれけ・・いけケ、、ヒいいい事．い・
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くぶ

っわ

タ㌧セ毛ノ・言がむしト戸∫いんボヴ争vピ

．βん／4．

筒革いえ一ゲ所∫〃れ／パρ5け1けマ経柵訂体
享は収琴すべさfデ、管府すべき．ヒヒいラニセ1ピ・いてけ
ゼラ黒ソマ．ぢら｛〜ます．か。

河合 そギ1下前は、払んブダ視訂巻字句zいも々ういラ・3・ラ

ドいって、）レ．いザ払。体琴ヒい1／つリ律1書材卑㌃
ん・プ、 イういラ手かリ、！ノ色いラφ・、 よすが一

ヒレ7、 そラ

い一う・毛つか一等多んビ乞いワドげれ乞I一む、 言よつヒはI〈は

太くい・ら㌃く㌃。て亨たな。ト七え一1ボ5805ヒη岡
保も合ゲ、へ度牡冷・室暗基本洞奮毛やラ．マい事一ズく
（言、巧〜書．率・当げぢいしいピ巴一ラ，・．．

三稚 巧トもやつ1ガ2、もい書セいえfゴ輸入馬、術入ガ

悪／ゾいう意吋τrけい1ナトビポ1
ヨ

口・ソバ㍗之計・李蔓。令て

河・合

3∫ρβ一…一？

三・循

そわφ

マH川国遼．ε

†ね。

ら斬∫〃ハもそラ7

す払；。

河合11・・く1容ゲいラいけ、日不毛考ラいブ外と 、
婦卜脊雇逢．上目ト河して、そ←をそρ客まアフ9イす三
修いう巧は雅．レヘ〜忌1。い〃
ナンヨナぴ・八戸
ス木一1）ド・サーへこ一・ケーノぐビ

ツグーイー・スタブンー

いうヤ．フボわ・毛いイγド・ブ

γヨナぴ・すγプソ．

ソフ斗加いな巧にイ以マいる。 あれげ、 （ブくぼアイテI
しマ悪一い㌧げ思わないげ仏ピ
又・㍑らえ1．・．1てI
ゾヨ．ソ）て

も、み外毫ナ

ノヲナ

アと

1！べ『

?｢ハ馬プヤつぼ・！・地域11一

．乞らえ戸べげれけ…い，けいへ1

㌣わ■書、．ローカ1レ㌃ユ・ろツ ト、 あき．いはコミェ2ティ

ー、ろ3い1言ネす藩とか、そういう・ト亨なところで一役k立
っ仰、外．lI 激sξ1．い11わ＝

吹I一㌦雫す1ト紳

4ポ
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巧てニピュレーノヨソにホフて、そ乃コミエニアイー助
役に江フ毛のをっくっ7いくい一うこ．セが4拍めケ〈㌻
やい1ア㌃いんビや4いがヒいラれみ・一す3。・

だが4、目全体享彦ザ1！でつく1．弗言†1い1い1言一
／γド1ていフIlろ11、も．イつて、1千一／r玄納｛忍一二ま

↑よ。狭い批叫についマ物言ナが1ブんバえ範岡ポ広州
っていって、 々トー・乙

結句フー／ラナ、vになξ勿↓べ一番孝当

戸よんで、そ幸し1：マ・一けショハハす。、け1ブ｛い1ラ！
いラ州‡、（手

1くけち

がしいりきう。

三循 汽ピ、口奉の場合1寺、自治僻ヒ中央乃場合げ、行
管τ・も・企画行て・も、‡れ上から自姶律．毛指導して、そ

ゲ

雇亨更図表いくっり行ヵ二しグ．1ズくけ．け／

悪・いり‡いわ乍いプすポ
河台＼ ぢ．げピ

、零す三；〈図助祭展段階にょ目と、答います，

日本朴ゲ・卜、行政串11度出吋常に祭遺．してボ・〕・て1亨
てい1ザろげ．、それ・1表で

さヂヒ足クラ。戸

げピ1、そトじ

や∫∫Pハ・か←ゼ1ハペいいかい・、二〜マ灯1ヨー
ロピアン・スタプフードU玄まい

差、ラ？

しょラ、

三嫡■具体的にいうと、隼す萎に倉杯㌻ん、み衷いラペ
トい・叫κドブしマい三参
河合．徒（京図星帆布

かけ。（笑）一

歩椛 日年1京世界に．冠いも巧〆、アメリカ々んハま、
な1一㍉らんい・いて．

一一Φ

1手一くけ、 しわば各省も原材す三 乞忍ラ巧。ヤ州であIつ

い花言τ州8〃小1徒立つよll・㌃フ、ぶ〃か・役立斥

い・乾†ぼ算4ない敷ん7こけゲバ園／もの自
珂虐＼ ．／フηイ奉禾かすか4佃1／フη伸季κっよす州で
す」．よ。．ぶ〃！ぼ悪・いヅ言、堅わなギけトビ
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いいい‡い4んノを払乍いし、そ外か一事す・淀侵るマ

行く

へ書ビ1乙も、をわ㌃い一

歩術税許脊残・瓜の季夏の／人バ
・ 山
多んドが今ヤ心しグ

々1いいけいフ7．

何台・ ほいく1京、あ乃∫5ワ5ト合←ゼ㍗杜令室汚巻本調
査・いう句1す、良一1好きで

い・・んで

†よ。岸

けピ、稿計

蕃残外列国民重店税計評会の辞令・長篠のτ、ぼく小二余ツ
㌣

灼ヒヒいラわけトいい乍）・んで

。 い孝ヤブてい多んぜ

ず。めの‡ま盈一し表すげれヒ・・る。

草野 あれ1言純計句の調査？
河合．そうそう。

三精楠走純計でIしょラ。

河合携え、殊計。け貫ドヤ1ヒい1人パ。」よく澗べて

サビ，、㍑卯㌧フて、勿べよ㍍ヤつビいプすよ、
三稀夕）1パ．倉杯充実グ

椅耳㌃バ。

河参あれ1け寺育にやつマ、f千ジ

け・

ガよ1に

なつマいマ、予算にいマい多ぺ、令け戸つ1㌻い
毛急ぺ鳥rブ1人だ けグ・・6、けい1州ま㍍琴列
誰崎て

一やトけ・

いいん．ゼすよ。

島野）主張い十リベげすよ。
三杯何て

もコソセ71レートしマ／本の楕約1しない

ペカベ希裏ないマ

Iしう。

河合1 乃十し1ポ穴．・麦伝7す一マリ又・

う生斑的に不愉1衣普んれ
系1殉 ㍑・て

。

寄バした。（笑）

47

Aだ。レ・やで・すよ。も

統計数理研究所学術研究リポジトリRISM

河谷三衷氏略歴
沢正／／午／・月9日

率ネー1・生；まい、

昭和／9子9局
乃／手〔7日．

牽京綱竹；多祥紬学外辛亨…

z／争／バ又8目、

」

内閣餐歳室に大多
紬訂李亘／会・事務句勅希1・

4坤川！㌃日

行政管祷庁歳計巻率后企画I ﾐ景一一一
行攻管穆府庁大官耀勾表

・1手／層ガ冒

行二攻管一環亨務次官

49キg身5日

同上退職

ψタ争9層／8

行双亨裾庁顧同
国浮岡奈セγダー管事長．

妙争／いパ

舛リ子0目
5o手8㍑パ

納言ナ券議会尋貢

