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狛江町から狛江市へ

証言＝長谷川良二さん（85）
、春日教男さん（85）
、
白井明さん（75）=以上元市職員、
冨永幸伸さん（62）
西野川3丁目

三度目の正直で市制昇格

職員も少ないため、記念式典の準備は大変でした。内
容を決めるため、調布市や保谷市など市に昇格したと
ころに出向いて調べました。式典の招待者は、43年に
行われた石井三四郎町長の町葬を参考に決めました。
表彰者のリストアップは、まず基準を決め、文書を保
管してある倉庫へ１日に何度も足を運んで調べたほか、
町の人に聞き取り調査をして、なんとかまとめました。
◆住所が「東京都北多摩郡狛江町」から「東京都狛江市」
に変わるため、役所で使うゴム印は作り直しが必要でし
た。また、窓口業務では住民票などを発行する度に原本
の住所を手書きで直す業務に追われました。住民票を扱
う部署では、住民票などの申請書を縦書きから横書きに
変更する作業と重なったため、全く余裕がなく、式典の
様子はまるでわかりませんでした。
◆市になるチャンスはそれまでに２回ありました。最
初は、狛江村から町に昇格した翌年の28年で、この年
に町村合併促進法が制定されたのを受け、12月に町村
合併調査特別委員会を設置しました。調布町と神代町
から合併の働きか
けがあり、狛江町
で は3町 合 併 と 世
田谷区への編入の
２案を検討しまし
たが、意見がまと
まりませんでし
た。その後、30年
狛江第一中学校の門に飾り付けられた
に調布町と神代町
市制施行記念の装飾
が合併して調布市
が 誕 生 し ま し た。
2度 目 は40年 頃
で、市に昇格する
条 件 が5万 人 以 上
か ら4万 人 以 上 に
緩 和 さ れ ま し た。
と こ ろ が、40年
の国勢調査では人 狛江第一中学校体育館で催された市
口 が39,978人 で、 制施行記念式典
わずか22人足りず涙を飲みました。この時の町会議員
は22人だったので、議員が1人ずつ転入させれば市に
昇格できたという話が町の人たちの間でささやかれま
した。国会で市昇格の条件を3万人に引き下げる特例法
の動きがあると、全国で市への昇格をめざす気運が高
まりました。狛江町議会でも44年3月に市制対策特別
委員会が設置されました。当時は5万8千人以上だった
ので人口は軽くクリアしていました。ただ、昇格には、
人口以外に産業、公共施設、上下水道、納税状況など
多くの条件がありました。45年になると当時の吉岡金
四郎助役をトップとする市制準備委員会が設置され、
町民に市の名称や要望などを聴くアンケートをはじめ、
町役場をあげてさまざまな準備を進めて、三度目の正
直で、ようやく市制施行にこぎつけました。
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キャラウェイは、旬の果物や厳選した

使用の杏仁プリンもファンが多い。
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コロナ乗り越えWebで難曲熱演

