発端
裁判へ
二次訴訟
訴状と被告の反論

Ⅰ．訴訟まで
１
２
３
４

開館前史
鳥越コレクションの寄贈と蔵書の充実
岸昌知事の二つの約束はどうなったか

Ⅱ．大阪国際児童文学館
１
２
３

第一審 大阪地方裁判所
証人調べ
判決
控訴審
上告

23

Ⅲ．裁判の経緯
１
２
３
４
５

裁判費用について
岸知事文書と「紳士協定」
裁判はやってよかった
おわりに

Ⅳ．まとめ
１
２
３
４

２ （寄贈物返還）訴訟をふりかえる

大阪国際児童文学館現地存続を求める

高等裁判所前をシュプレヒコールしてパレード（2013 年６月 27 日）

大阪国際児童文学館現地存続を求める

原告団

田丸

信堯

2008 年３月 20 日午前の大阪国際児童文学館一階こども室
マスコミの取材に応える児童文学館向川館長（右）と財団北田常務理事

（寄贈物返還）訴訟をふりかえる

Ⅰ．訴訟まで
１ 発端
発端といえば、なんといっても橋下氏が知事に当選したことでしょ
う。２００８年１月、テレビのバラエティ番組出演などで知名度の高

24

いタレント弁護士・橋下徹氏が公示直前に立候補。１８３万票を得て
大阪府知事に当選しました。登庁初日、氏は職員に「大阪府は破産会
社と心得よ」と就任挨拶。マスコミを通して府民を驚かせました。
当選は自分の全人格への信任と捉え、まるで破産管財人のように全
ての事業、出資法人及び公の施設をゼロベースで見直すとしました。
さっそく府立施設の視察が始まりました。大阪の数少ない演劇会場と
して親しまれてきた府立青少年会館は今や民間マンションに姿を変え
ています。
大阪府立国際児童文学館（以下文学館）には、同年３月 日、視察
に来ました。

この時、文学館専門員が白手袋して敗戦直後の子どもたちになんの

たでしょうか。

大勢の記者やテレビカメラが詰めかけるなか、１時間余の視察だっ

20

娯楽もなかった時代の一点もの、道ばたの広場などで上演されていた

めに廃止ありき」の頑なな知事の対応でした。

た。翌年２月府議会での答弁もこのフレーズで押し通しました。
「初

裁判へ

現し、その打ち合わせを鳥越氏お知り合いの細見茂先生の法律事務所

２００９年１月にようやく知事と鳥越氏ら資料寄贈者との面談が実

政訴訟は難しいとのことでした。

ました。結論は、事後に監査請求はできても事前に閉館差し止めの行

協会を訪問したり行政法の大学教授を招いて勉強会を開いたりしてい

行政の独断専行を司法が裁くことはできないのか。有志で民主法律

２

手描き紙芝居「鞍馬小天狗」や縮緬本などの貴重な資料を見せました。
翌年の資料寄贈者等と知事との面談で分かったことですが、この白手
袋が「ボクの価値感にあわな」かったそうです。
５月、知事任命の改革プロジェクトチームが「館は 年度中に廃止、
機能を府立中央図書館に移設。財団も廃止。
」との「改革試案」を発
表しました。
他の府立施設廃止方針が報道されるなか、文学館存続運動が始まり
ました。
外国の反応も早く、知事あての存続要望書が多数送られてきました。

で行いました。その時、寄贈物返還訴訟なら可能とのことでした。と

りあえず第一次として鳥越氏など４名で準備が進みました。

日府議会開会。次年度（２００９年度）予算を決める府議会

を大阪湾の埋め立て島「咲洲」のＷＴＣに移動させると提案したので

この２００９年３月

予算案は例年通り一括採決になるとのこと。

た。全会派が文学館の当面、現地での存続を求めました。知事の答弁

請願を全会一致採択してくれた府議会に、児童文学館のこと、踏ん

日、提訴しました。

は、「今の文学館は年間５万人、府立中央図書館の年間入館者は 万人。
利用促進につながる」と繰り返すばかりでした。請願書採択後は、そ

65

のワンフレーズを「早く 万冊を子どもに見せたい」と言い換えまし
70

張ってほしいとの願いを込めての切羽詰まった最後の手段でした。

16

25

「大阪国際児童文学館を育てる会」（筆者注 １: ９８０年発足の文学
館応援市民団体）も署名運動や府が実施するパブリックコメントへの

２月

です。文学館廃止条例と次年度総予算の中に約６億円の移転関連予算

府民参加の呼びかけ、教育委員会や府議会全会派への働きかけ、府政
記者クラブ各社への協力要請、文学館とのイベント共催など考えつく

が提案されました。

８月下旬のことでした。知事秘書による文学館内無断撮影事件が起

す。思いついたら聞く耳持たぬ知事の強引な提案でした。府議会は文

この府議会は今までにない特徴が一つありました。橋下知事が府庁

こりました。抗議や非難を無視して知事は「利用者を増やす工夫が見

日からの週は、教育文化常任委員会に知事が出るという情報
16

です。事態は変わりそうにない。ＷＴＣ問題は別採決になりましたが

３月

学館どころではない慌ただしさでした。

全会派を訪問していた時期と合致します。

られない。」と宣伝しました。「育てる会」が請願書提出のため府議会

請が繰り返されました。

ことはすべてやりました。百を超える文化人有志や関係団体の存続要

24

21

月 日、府議会全会一致の存続要望請願が採択されました。
15

府議会の、本会議でも教育文化常任委員会でも活発に議論されまし

10

である。資料の研究資料・文化財としての性質を無視するものである。

②被告は、資料を府立中央図書館に移転させたのち、資料の管理は府

立中央図書館の司書にまかせるとしている。司書は児童文学の専門的

３ 二次訴訟
鳥越氏は、大きな人数の原告による裁判を考えておられました。

ことになりました。
４ 訴状と被告の反論
◇まず、原告。訴状の要点は次の通り。
〈原告と被告の返還意思の合致、及び、本件寄贈契約違反〉
。
一、原告と被告の返還意思の合致とは。

③府立中央図書館のスペースには限界があり、将来にわたって継続的

に膨大な資料を集め続けることはできない。

「よって、原告らは、被告に対し、第一次的には原告らと被告の寄

贈物返還意思の合致に基づき、第二次的には本件寄贈契約の解除に基

づき、原告らが寄贈した資料のとりあえず別紙目録記載の寄贈物の返
還を求める」
。

◆被告（大阪府）の返答（第一準備書面）

一、寄贈者との意見交換会で知事は「今日はみなさま方からご意見

と述べたものである。知事が報道陣に対して発言したのは、鳥越の心

をうかがうということですので、何も決定するつもりはありません」

合が実現した。その席で、知事が「寄贈者の思いと違うのであれば、

二、本件計画は、被告の贈与契約における義務に違反する。

最大限配慮しないといけない」と発言した。

今回は府が文学館の廃止という方向転換をしたので、寄贈者の意思を

に対し「府の所有物だから返さないというのは府民感覚に合わない。

25

二、被告は、いずれも、原告らより、負担付きのない寄付又は贈与

を受けたものであり、被告は、原告らそれぞれに対して、義務を負担
していない。

「原告らと被告との間に寄贈物返還の意思の合致はなく、原告らの

無効であり、さらに、原告らの寄贈の意思表示に錯誤はなく、本件訴

本件寄贈契約の本訴状に基づく解除の意思表示は、解除理由を欠き、

て保存・収集し（博物館的機能）児童文学の研究・研修に供する「研

えは速やかに棄却されるべきものである」
。

一般の閲覧に供し、まさに多くの人々多くの子どもたちに見せる場所

究・研修機関的機能」という義務がある。府立中央図書館は、図書を

①被告は、寄贈された資料を、児童文学館の研究資料・文化財とし

とを理解してほしい旨の府民へのアピールである。

情に配慮するも、今回の件は、行政計画の変更に基づくものであるこ

平成 年１月 日、閉鎖方針から半年以上経って知事と寄贈者の会

なる。

知識を有するものでなく、児童文学研究のための情報発信は不可能と

名で

25

氏の命名による『大阪国際児童文学館現地存続・再生を求める会』
が４月 日に結成されました。
同２００９年 月 日、日本 名、中国７名、韓国１名、計
17

大阪地方裁判所に二次訴訟しました。一次訴訟と合同して審理される

16

資料は返還する」と発言したこと、および同年２月 日知事は報道陣

21

26

12

29

21

被告の言い分を一言で言うとどうなるのでしょう。
橋下知事が「返す」と言ったのはリップサービス。
原告が言う寄贈契約解除には根拠がなく裁判の棄却（門前払い）を

大阪国際児童文学館

を受けていました。

氏は、資料収集と資料研究およびレファレンスが公的機関がやるべ

き性格をもつと思われるようになり、児童文学関係者からも公共の資

万点（当時）

料センター・研究相談センターの創設を望む声が興ってきました。

氏は、アピールで、全国の大学や自治体に氏の資料

月、当

の寄贈と文学館構想を受け入れてくれる先を公募されました
（通称
「鳥
越アピール」
）
。

全国から多数の応募があり、氏は有力候補地を視察、同年

月

日、岸昌知事が公印を押して氏に宛てた知事名の

年大阪万博」が終わり当時モ

ノレールもない交通不便な立地でしたが、集め続ける資料の書庫増築

ンガなど関係資料の収集をされてきました。やがてそれは国会図書館

に興味を持たれ、明治以来の児童書や児童雑誌・評論書誌・絵本・マ

専門家の知識を生かし公が支える、官民共同事業と構想されたからで

「財団法人の運営」としたのは、図書館とは異なり、運営を民間の

情報発信にはコンピューターの発達・普及が予想されることでした。

ホール、
国立国際美術館など文化施設が隣接する文化圏であったこと、

も注目する「鳥越コレクション」と呼ばれるようになりました。氏は

氏の文学館構想に知事が応えたものです。

す。

ン」がある氏のお宅を訪れ、資料を見ながら氏の解説やアドヴァイス

家庭文庫、作家、出版社、広告企画者など様々な人々が「コレクショ

また、資料研究とともに評論活動でも著名でしたので、学生、研究者、

氏は、敗戦直後の少年期から「自分を軍国少年に創りあげた読み物」

な児童文学資料館を日本に作る仕事をしたい」と、全国にアピールを

なぜ万博公園だったのか。それは「

②大阪府が財団法人を立ち上げ、館運営を委託し経費を補助する

てる

①適地（この段階で既に万博公園内と決まっていた）に館を新しく建

文書。

１９７９年

阪で具体化すると発表されました。

時の岸昌大阪府知事の強い要請と次のような約束文書により、氏は大

10

求める。

Ⅱ
裁判経過をたどるには、まず文学館の誕生の経緯、そして裁判と同
時進行の文学館の変遷も述べておきたいと思います。
前史から現在までを大急ぎで概観することにします。
詳細は後半に掲載の「大阪国際児童文学館できるまで物語」をご覧
ください。
１ 開館前史
１９７９年３月 当時早稲田大学教授であった鳥越信氏
（以後
「氏」
）
が五十歳になるのを期して「長年集めた資料をどこか受け入れてくれ

12

スペースが無限であること。伊丹空港が近く国立民族学博物館や万博

るところに寄贈して日本近代文学館やオズボーンコレクションのよう

18

お出しになりました。

70

27

10

れている。大阪府が、氏と出来たばかりの財団法人常務理事（筆者注

大阪府出向職員）Ｆ氏とを長期間ヨーロッパへ視察派遣した報告書。

（甲 号証）
１９７９年 月 大阪府、「鳥越コレクション受入準備委員会」
設置。

基本構想が、鳥越氏が軸になってまとめられたことがわかり、大阪府

１９８０年７月１日
（理事長桑原武夫・大阪府１０００万円全額出資）も設立されました。
１９８０年８月 氏をメンバーの一人とした「大阪国際児童文学館
（仮称）建設準備委員会」が会合を重ね、新しい施設の機能及び事業
から建物・設備、職員配置まで一切の準備にかかりました。
同じ年８月には民間の任意応援団体「大阪国際児童文学館を育てる
会」が作家・古田足日氏らを発起人に発足。市民が資料整理や資料収
集（更なる寄贈の呼びかけ）に協力する体制も出来ました。
こうして資料が大阪府立夕陽丘図書館に搬入され、文字通り官民共
前記建設準備委員会名で「
『大阪国際児童文学館

同の開館準備作業がすすめられました。
１９８１年３月

１９８２年８月

日

右の「基本構想」が「大阪府・大阪国際児童

文学館（仮称）建設計画概要」として公表されます。

以後、この建設計画概要に沿って大阪府職員が設計した建物が建て

万博記念公園内に大阪府立国際

られ、財団法人職員の公募と採用（発足時８名）が行われた。

１９８４（昭和５９）年５月５日
児童文学館開館。

同日付で「大阪府立国際児童文学館条例」も施行。

月

開館後半年、氏は資料寄贈を正式に申し出られ、

鳥越コレクションの寄贈と蔵書の充実

鳥越氏の半生を込めたロマンがこうして形になりました。
２

１９８４年

専門職員８名は鳥越氏をはじめ北欧児童文学や宮沢賢治研究の大学

蔵書は増え続けました。

へ送っていた新刊書を文学館へ送るようになりました。

書出版社からの寄贈が開館前から始まりました。出版社は、氏の自宅

わる全ての人々を感動させました。一般市民や蔵書家をはじめ、児童

立派な建物を建てて応えた大阪府の心意気とあわせて、児童文学に関

氏の無償の寄贈で始まった大阪国際児童文学館は、それを受け入れ

大阪府は受領書を出した。

10

（仮称）』基本構想」がまとまります。
何をするところか。何を集めるか。
「研究・研修機関的機能お

基本構想は、事細かに記されている。
１

よび国際交流」「図書館的機能」「博物館的機能」
「児童文化センター
的機能」など四つの機能を定める。

専門的職員

名必要。その条件（
「文献書誌

２ 設置場所（万博記念公園「夢の池広場」
（吹田市大字山田小川）
。
職員と運営組織

施設と設備、及びその機能。
３

かであること」。）「大学との人事交流を検討」
、など。
なお、基本構想には、「海外調査結果概要」という報告書が添えら

17

が文学館建設に込めた意気込みが伝わってくる。

知 事 約 束 の「 財 団 法 人 大 阪 国 際 児 童 文 学 館 」

11

学の素養と経験をもつ専門家であることが必須。創造性、協調性が豊

15

:

28

42

教授級の研究者などで構成され、講座やゼミが開設され、大人が児童
文学を学ぶ機会が増え、大変な人気講座となりました。
財団が協力企業から寄付を募って海外客員研究員を半年または一年
の長期で招く制度もスタートしました。国際的評価も高まり、海外か
らの寄贈図書も増えました。
大阪府の委託費による購入ももちろんありましたし、開館５年ほど

館への移転が開始されました。

児童文学館裏口）

経って古書購入予算が正式に付くようにもなりました。氏も、引き続
き寄贈を続けられ２００８年には氏の寄贈だけでも合計 万点ほどに
なるはずとおしゃっていました。
基本構想に沿って建てられ運用された児童文学館は、
万博公園内
「日
本庭園」を背に緑に包まれ、その瀟洒な建物は最上の読書環境の中に

岸昌知事の二つの約束はどうなったか

29

ありました。財団研究員（専門員）８人はそれぞれ専門分野を持ち、
専門員の主宰する研修会、講座やゼミは好評でした。外国の作家の講
演会や客員研究員の招へいなどの国際的活動も国内外の支持を得、海
外から寄贈の資料も増えました。こうして、所蔵資料は毎年１万点以
上のペースで増え続けました。２００８年には 万点となり、その七

３

２００９年３月 日、府議会で廃止条例を可決。ただし、文学館の

日 ついに閉館。

はあっても「研究機関機能」ははぎ取られました。
２００９年 月

70

搬送トラック第一便に抗議（万博公園

15

割は寄贈という世界随一の児童文学・文化の施設に成長しました。

70

今後について附帯決議（後注）をしました。
「読書支援センター機能」

24

28 27

２０１０年１月 日には 万点の資料が東大阪市荒本の府立中央図書

12

２ ０ １ ０ 年 ５ 月 ５ 日、 同 図 書 館 読 書 支 援 課 が 管 轄 す る 「 大 阪 府 立 中
央図書館国際児童文学館」として開館しました。
大阪維新プログラム案（２００８年６月５日発表）で、プロジェク

第一審

日）まで公判 回。

大阪地方裁判所

Ⅲ．裁判の経緯
１

判決（２０１１年８月

２年５ヵ月かかりました。

トチーム「改革試案」での「廃止」を「抜本見直し」とされた財団法
人は、府立中央図書館の事務室コーナーに移転。そして府は、２０１

その間、原告側からの橋下知事の証人要請、証人尋問、準備書面・

求釈明など文書による論戦がくりかえされました。

争点は大きく言えば一つといっていいでしょう。

◆被告側の主張。贈与の条件は「鳥越アピール」の「ひきつづき集め

る」
「整理公開」だけ。それは守っているから約束違反も行き違いも、
信義違反もない。

①公募の文章（鳥越アピール）は二つのことを条件にしている。
「ひ

きつづき集めること」
。「整理して公開すること」
。被告は閉館後もひ

きつづき集め、整理して公開することにしている。「集める」
、
「整理」

などの用語に「過去に遡って」とか「同人誌など市販されていないも

一方、万博公園の建物は今は倉庫になっています。

②被告に寄贈するまでに鳥越が研究機関の機能とか運営組織について

わけではない。だから約束違反はない。

のも」とか、あるいは保管の方法とかに、特別の意味の合意があった

府立中央図書館がある東大阪市荒本は、増築できない規制地域にあ

述べたとしても、それは「希望」「期待」の表明であって被告との間

の蔵書も毎年数万の数で増え続けます。
書庫が満杯になると聞いてもう数年たっています。

束はない。
③基本構想は、鳥越を含む

人の委員が、本件寄贈が決定された後で

の意思（
「動機」
「希望」「期待」）で寄贈したのであり、それ以上の約

の合意はない。鳥越以外の原告も児童文学振興に役立てようとの内心

ります。現在文学館収蔵資料は 万点になっており、府立中央図書館

の直営になりました。

運営は財団委託ではなくなりました。児童文学館は府立中央図書館

援助」）は反故にされました。

岸昌知事の二つの約束（「万博公園に建てる」と「財団法人に委託。

年４月以後はいなくなります。

専門員は２０１５年度までの臨時措置です。このままでは２０１６

に１５０万円ほどの予算を計上しました。

常勤として延長しました。それに寄贈資料受付業務委託費として財団

２０１３年度からは、更に３年間、財団専門員二人を週３日ずつ非

して任期付雇用。ほかに０・５人分を非常勤として雇用しました。

０年度から３年間の引き継ぎ措置として財団専門員一人を府の職員と

16

できたものであり、原告と被告との合意を具体化するものとして策定

30

26

11

75

されたものではない。
④橋下氏の証人申請は、寄贈契約後のことであって本件とは関係がな
い。
◇これに対し原告側主張は次の通りです。
寄贈契約には口約束も含め様々な形がある。寄贈契約までの５年間

その積み上げを無視して、橋下知事独断で閉鎖・図書館移転は契約
違反である。
他の原告も万博公園にある基本構想に則って運営されている文学館
だからこそ寄贈した。文学館が図書館だったら誰ひとり寄贈していな
い。同様に大阪府は契約違反である。
２ 証人調べ

れた方で、最適任者です。
２０１０年

月８日

第

回公判。

以下原告側証人のお名前を列記して感謝に代えます。
◎

齋木喜美子氏（児童文学研究者）

伊藤元雄氏（南部コレクション代理人）

朱自強氏（中国海洋大学教師）
月

日

第

回公判

古橋理絵氏（一般社団法人塩崎おとぎ紙芝居博物館三邑会会員）
２０１０年

文学館がどんな施設か、どうかかわってきたかをそれぞれ熱く訴え
ていただきました。
重ねてお礼申し上げます。

なお、被告側証人は大阪誘致当時の教育長・桝居孝氏と、閉館当時

判決
日

大阪地方裁判所判決

の担当府職員・中道文夫氏の二人のみで終りました。
３

）年８月
主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

２０１１（平成

した。証人台に立たれた方には、事前の打ち合わせを含めると大変な

１

証人調べは午前二人、午後二人というように時間をかけて行われま
ご負担を背負っていただいたわけで、ただただ感謝を述べるほかあり
ません。
証人調べのトップバッターは鳥越氏の予定でしたが、体調の関係で
向川幹雄氏になりました。鳥越アピール段階から深くかかわって来ら

贈与契約において本件負担の合意又は本件解除条件の合意

をしたか。
（資料を寄贈するとき何かの条件を付け、その条件を受け

①争点１

判決理由（筆者の勝手な解釈と抜粋です）

訴訟費用は原告らの負担とする。

26
２

23

を見極めてからの寄贈である。

岩崎京子氏（児童文学作家）

◎

13

14

安達みのり氏（読書活動家）

24

積み上げたものが契約の内容である。
月から被告に寄

12

12

つ（例えば財団法人の設立、基本構想の策定、建物の新築等々）が契

月までの５年間、被告が行った準備作業の一つ一

10

正置友子氏（絵本研究家・原告団代表）

贈を申し出た 年

つまり、原告鳥越が岸昌知事の誘致に応じた 年
79

約の内容である。それらが実現された（万博公園内に開館した）こと

10

◎ ２０１０年 月１日 第 回公判
12

31

84

10

取る側が合意したか）
贈与契約締結について要素に錯誤があったか。
（寄贈する

□判決文 法的拘束力を負わせるような記載文書がどこにもない。
②争点２
側が受け取る側の事情や考えを間違えていたか）
□判決文 寄贈後に事情が変わった（閉鎖・移転とかの）としても寄
贈時点での食い違いはない。（そのほかいろいろ書いてありますが
「錯
誤の主張は、やはり理由がない」が結論です）
。
争点３ 被告知事が返還すると合意したか。
□判決文 「解決策の選択肢の一つとして提示したにすぎない」

年

月まで

年間文
25

民の要望などに応じて見直すことについて広い裁量を有すると解され
る。本件移転計画の決定及び実行が上記寄贈の撤回を認めなければな
らないほどの背信行為に当たるとまでいうことはできない」
。
結論、以上原告らの請求には理由がないから棄却。
即刻、大阪高等裁判所に控訴しました。
４ 控訴審
証人調べはなく、途中、数回の進行協議で中断期がありましたが、

するパレードをしました。

トランペットにあわせて童謡を歌いながら
裁判所を一周パレードする（2013 年６月 27 日）

争点４ 文学館廃止は信義則に反する（背信行為）かどうか。
年開館から平成

□判決文 「信義則は私法上の原理で具体的権利義務が導出されるも
のではない」。それに「昭和
12

学館を設置運営してきた。地方公共団体である被告は、財政状況や住

21

高等裁判所最終弁論。公判前に裁判所を一周

32

59

一審判決から約２年、傍聴席はいつも満席、公判あとの集会も熱気が
こもっていました。
２０１３年６月 日

27

平成 26 年（オ）第 257 号
平成 26 年（受）第 325 号

寄贈物返還請求控訴事件（大阪国際児童文学館裁判）

東京都千代田区隼町 4 番 2 号

申し上げます。

最高裁判所
第一小法廷 御中
上記事件については、適正な
判決をお願いいたします。

２０１３（平成

）年９月５日

主文「控訴棄却」。

秒ほどでしょうか。

法廷は、裁判長が、
「理由は、原判決とほぼ同じです」といってさっ

さと退場しました。椅子に掛けていたのは

越信」を「
『一審原告鳥越信』にあらためる」
）や、鳥越コレクション

高裁判決文は、原判決（地裁判決）の字句の訂正（例えば「原告鳥

30

の寄贈日を「被告は昭和 年 月 日（筆者注 鳥: 越氏が寄贈先を新
聞発表した日）としているが当高裁は採用しない」など訂正加筆する、
とした文章です。

10

27

５

上告
２０１３年９月

日

日付

上告状、提出。

弁護団から大阪高等裁判所を通して「上告理

最高裁から「当裁判所で審理」の返事。

最高裁から決定通知。

「本件上告を棄却する」「本件を上告審として受理しない」

２０１４年９月４日付

２０１４年２月

由書」
「上告受理申し立て理由書」提出。

２０１４年１月

受理してもらえるよう最高裁へハガキ大作戦。

日

も無理からぬ面はあるが』を加える」
。

ると、
』の次に『控訴人らが期待を裏切られたと憤りを覚えたとして

原告寄りのアリガタイ挿入が一行だけあります。
「原判決の『鑑み

54

残念です。覚悟はできていましたが、
裁判で争う道は絶たれました。

33

25
18
17
21

102－8651

上告の受理を切にお願い

私の意見

〒

氏名

＊恐れ入りますが、切手をお貼りください

最高裁第一小法廷に宛て、ハガキ大作戦

Ⅳ．まとめ
１ 裁判費用について
先ず提訴の時に鳥越氏が着手金を用意されました。
氏が病気のため東京へお帰りになったのが２０１０年初夏。



１，０１６，３００円（２４２人）

以後、求める会が２度、会員の皆様にカンパをいただきました。
初回
２回目（最高裁上告時）  ８２０，０００円（２４６人）
裁判所への印紙代、膨大な文書コピー費も含まれます。５人の弁護
士の方々に、ご多忙ななかでの度重なる打ち合わせ会議（日誌を見る

34

と月二回のペース）の日当などもお支払いしなかったのが実情です。
弁護団の先生方に紙面を借りて衷心よりお礼申し上げます。
２ 岸知事文書と「紳士協定」
鳥越氏は係争中、「死ぬに死にきれない」
「最高裁までやる」
「証言

う。氏が滋賀県に寄贈と決めていたのを、岸知事が武村滋賀県知事に

岸昌知事より鳥越信氏に宛てた公印の押された「公文書」

昭和 54 年 10 月 18 日付

台で何時間でもしゃべる」とおっしゃっていました。病状悪化でつい
に氏の証言を聞くことはありませんでした。
「紳士協定です」。氏は府がどこまで責任をもつのか不安がる人々に、
開館以前からおっしゃっていました。この言葉を寄贈を決める交渉の
場で最初に口にしたのは氏ではないと推察します。なぜなら、氏は、
そんな言葉さえご存知なかったと思うからです。
交渉の決め手になったのは１９７９年 月 日付岸昌知事文書（前
18

出二つの約束＝館新築と財団法人委託）
です。
これは間違いないでしょ

10

面会して譲ってもらった経緯があります。
この時「鳥越さんのおっしゃることはすべてわかりました。あとは
任せてください。紳士協定です」くらいのことを知事側がおっしゃっ
たのではないか（あくまで筆者の私見ですが）
。
そして氏が同意された。
「紳士協定」にこそ双方の同意があったのでは？。

ことを忘れてしまうほどの。まさかとんでもない知事が出てきてこん

な事態になるとは。岸氏もあの世でビックリなさっているのでは。

「開館に至る五年間の措置の一つ一つが被告が約束した負担」
。

弁 護 団 が 裁 判 冒 頭 か ら 主 張 し た こ の 論、 根 拠 の あ る 正 し い 主 張 で

裁判はやってよかった

あったと改めて思います。
３

判決では何も成果はありませんでした。

裁判の打ち合わせの初めから、氏は、この文書の存在を忘れておら
れました。氏が東京へ病気転院された（２０１０年夏）後、文学館の

裁判は、鳥越信氏命名「大阪国際児童文学館現地存続・再生を求め

る会」の活動にプラスになったのでしょうか。

整理をなさっていた方がこの文書を発見されました。この「決め手文
書」は氏の記憶からとっくに消えていて「紳士協定以上に強固な約束

①
「負けたけどやってよかった」。「文学館の大切さが改めてよく分かっ

た」
。筆者が尋ねた方どなたもそうおっしゃいます。
「上告棄却」とお

はない（はず）」とくり返しておられました。
岸昌氏は自治大学校校長も務め、黒田了一知事の副知事でもあった

伝えしても、やっぱりね、と返事がかえってきます。

少なくともマイナスは全くなかったと断言できます。

②議会対策の一つとしての提訴でしたから、府議会の附帯決議（注

任せるべし…。指定管理者制と称するケチな業者委託が広がる前の七

ると思いたいです。裁判の成り行きと同時進行の時期です。それは、

③廃止条例可決後の大阪府の動きにも裁判が何らかの影響を与えてい

35

行政のプロです。行政のプロが「紳士協定」と口にするのもおかしい
ですが、悪意があったのかどうかは分かりません。
でも、注目したいのは、行政のプロに、
「財団法人を新設して毎年

Ｐ参照）に、なにがしかの影響を与えたのかもしれません。附帯決

議は原告団にも存続活動している「育てる会」にも、どこからもお知

の経費を計上し、運営を委託する」と書かせました。岸知事との会談
の段階には、すでに氏の文学館構想が確立していたことがわかります。

らせがなく府議会終了後に聞かされました。文学館条例がなくなった

十年代です。カネも出す、運営も任せると行政のプロの側から提案し

新しい児童文学館の運営方針が基本的には継承されることとなったこ

いま、文学館についてのただ一つの〝公式文書〟です。

たとはとても考えられません。（以上は、このまとめを書きながら改

保存法が引き継がれました。

④帯もカバーも保存し、出版年ごとに、という文化財としての、整理

を継続することとかです。

と、たとえば、閲覧のみで貸し出しはしないこと、資料の網羅的収集

あの文書こそが「紳士協定」だったのではないでしょうか。貰った

一つ実行・実現なさいました。

その岸知事は、鳥越氏の構想を真っ直ぐ受け止め、紳士として一つ

めて感じたことです）。

公共図書館のような公の直営にするのでなく、専任の専門家集団に

それも相当頑強な。それが知事にも伝わっていた。

36

今も研究に生かされ多くの人々に活用されています。
その方法こそ、おそらく氏が自宅で「鳥越コレクション」を整理さ
れていた頃に生まれたオリジナル・ノウハウだったと思うのです。
それは、岸知事が約束した財団法人方式だったからこそ児童文学館
方式として定着しました。そして資料と一緒に府立中央図書館に引き
継がれました。

【付帯決議】

大阪府立国際児童文学館の、中央図書館への移転については、

知事、および執行機関は、今定例会で行なわれた議論を厳粛に受

け止め、次の諸点について、格段の努力を図るべきである。

一、国際児童文学館設立時の趣旨に沿い、引き続き資料を収集、

近に見てきた年輩を「児童文学館第一世代」とするなら、もう第一世

児童文学館を作りその充実に協力してきた方々、文学館の開館を身

機能を引き継ぐこと

書支援センター、ならびに児童文化の総合資料センターとしての

一、これまで国際児童文学館において培われてきた、子どもの読

保存、活用すること

代は少なくなりつつあります。乱暴な第二世代が、あったもの（文学

一、府立中央図書館において引き継がれた機能が、府民、利用者

４ おわりに

館）を知らなかったと言いながら壊しにかかりました。

年２月定例会教育文化常任委員会）

弁護団の先生方が裁判所に提出された文書は、一審二

（大阪府議会平成

に、明確に分かるよう、区分した対応に努めること


◇おことわり

審それぞれに度重なる準備書面や最終陳述書。いずれも熱い思いのこ

もった力作でした。せめて「最高裁上告理由書」だけでも掲載したい

と思いましたが、このパンフレットを倍以上のページ数にしなければ
なりません。

誠に申し訳ありませんが、ＷＥＢ上でご覧ください。
◇田丸信堯ホームページ

「 http://homepage2.nifty.com/tamar
」
URL
「たまるのぶたか」
（平仮名）で検索してください

36

時とともに、出版事情も消費者である親や子どもたちも児童文学の
ジャンルもメディアも変わって行き、文学館に望まれるものも変わっ
てゆくのかもしれません。しかし文化財をよい状態で残し、後世が使
いやすいように情報化にも工夫を重ね、幾世代も越えて伝えてゆく文
学館の創業の願いは変ることはないでしょう。
行政の長や担当者の交代は世代交代よりずっと速いテンポです。時
がたてばたつほど、突然何が起こるかわかりません。
この裁判報告は、筆者の勝手な省略や解釈でまとめたものです。大
事なことを見落しているかもしれません。
この裁判を一言で言えば、文学館の初心を再確認することでした。
そのことがお伝えできていれば何よりです。そして第二、第三の世代
へと初心が受け継がれることを願っておわりたいと思います。
弁護団の先生がた、そして見守っていただいたすべてのみなさま、
お疲れ様でした。有難うございました。
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大阪国際児童文学館

案内

現地存続・再生を求める会

大阪国際児童文学館は、世界に誇る日本にただ一つの
子どもの本の宝庫です。

交通案内
・北大阪急行（地下鉄・御堂筋線）→千里中央駅（モノレール）→公園東口駅

明治から今日までに出版された子どもの本、マンガ、

・阪急電鉄（千里線）→山田駅（モノレール）→公園東口駅
・阪急電鉄（京都線）→南茨木駅（モノレール）→公園東口駅

紙芝居など約７０万点の資料を所蔵しています。

・阪急電鉄（京都線）→茨木市駅（近鉄・阪急バス）→日本庭園前
（阪急は自然文化園日本庭園前）

今を生きる子どもと未来の子どもたちに、受け継がれて

・ＪＲ（東海道線）→茨木駅（近鉄・阪急バス）→日本庭園前
（阪急は自然文化園日本庭園前）

きた大切な文化を手渡すために、子どもの本の収集、保存、
公開、研究、普及活動を行っています。

・自家用車

万博記念公園日本庭園前駐車場

565-0826

開館時間

吹田市千里万博公園 10-6

この会は、万博公園内の現地存続を求め、再生を願い、
協力し合い、サポートをしていく会です。
ぜひ、あなたも会員になって、お力添えをお願いします。

休館日

午前９時 30 分～午後５時
水曜日

府立国際児童文学館内

月末日

財団法人大阪国際児童文学館

年末年始（12 月 28 日～1 月 4 日）

TEL

06(6876)8800

特別整理期間

FAX

06(6876)8686

E-mail info@iiclo.or.jp
ＵＲＬ：http://www.iiclo.or.jp/
（大阪国際児童文学館ＨＰおよびリーフレットより）

会則など詳細は、裏面をご覧ください。

ロゴデザイン

駒田賢一

大阪国際児童文学館現地存続･再生を求める会会則
１、＜会の名前＞
本会を『大阪国際児童文学館の現地存続・再生を求める
会』とする。
２、＜事務局＞
会の事務局を 大阪市 鳥越信 方 に置く。
３、＜会の目的＞
この会は大阪府吹田市万博公園内に 1984 年に開館した
大阪国際児童文学館の設立主旨を尊重し、現地存続を含
むその継続発展のため必要な活動を行う。
４、＜会員＞
会の目的に賛同し会費を納入するすべての人 （個人、
グループ、団体）を会員 とする。
５、＜役員＞
以下の役員を置く。
顧問、世話人。
20 人程度で世話人会を構成し会務に当たる。
６、＜会費＞
年度（4 月から翌 3 月）
個人及びグループ一口 1000 円（何口でも可）
団体２口以上、とする。
７、役員及び本会会則は総会で決め 2009 年 4 月 29 日より
発効する。

子どもの文化の宝庫として、大阪国際児童文学館を
残しましょう。
大阪国際児童文学館が、これまで成してきた機能と
役割の維持のために。
未来の子どもたちへの継承するべきものとして。
みんなで守りましょう。
ご入会いただける方は下記の方法で、郵便振替にて
お願いします。
００９２０－１－２７１５９７
口座番号
国際児童文学館現地存続・再生を求める会
口座名
個人／グループ 1 口 1000 円 （お一人何口でも可）
団体は 2 口以上（何口でも可）

住所

〒

大阪国際児童文学館
現地存続・再生を
求める会

お名前
受領印
電話番号
年

月

問 い 合 わ せ は 、 フ ァ ッ ク ス の み 。 06-6393-6487 事 務 局 ま で

日

「求める会」入会お誘いのリーフレット
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▼

講師 あまんきみこさんと、
きき手 正置友子さん 2012.5.27

大阪国際児童文学館現地存続・再生を求める会の

集いをふりかえって
◇２００９・４・ （祝・水）於：エル・おおさか
第１部 記念講演会
「絵本画家と児童文学館」
講師 浜田 桂子氏（絵本作家）
第２部 「大阪国際児童文学館現地存続・再生を求める会」設立総会
第３部 弾き語りライブコンサート
ギター弾き語り 関島秀樹さん
◇２０１０・４・ （祝・木）於：たかつガーデン）
第１部 記念講演会
「物語がうまれるときー不思議への入口」
講師 富安 陽子氏（児童文学作家）
第２部 ２０１０年度総会
第３部 のこぎりコンサート 演奏 垣井しょうゆさん
◇２０１１・４・ （祝・金）於：エル・おおさか
第１部 記念講演会
「愛せなかった日々・愛していく日々─絵本や物語を通して」

優子さん

講師 村中 李衣氏（児童文学作家）
第２部 ２０１１年度総会
第３部 オカリナコンサート 演奏 山本

▼
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エル・おおさか

会場風景
2013.4.29

29

29

29

◇２０１２・５・ （日）於：大阪府立中央図書館
第１部 記念講演会
あまん きみこ氏（童話作家）

「子どもたちの豊かな未来のためにも…」
講師
きき手 正置 友子さん（絵本学研究所主宰）
第２部 ２０１２年度総会
◇２０１３・４・ （祝・月）於：エル・おおさか

2013.4.29

黒井健さん

講師

▲

第１部 記念講演会
「鳥越先生のこと、生誕１００年の新美南吉のこと」
講師 黒井 健氏（絵本画家）
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第２部 ２０１３年度総会
第３部 野田淳子さんミニコンサート
◇２０１４・４・ （日）於：エル・おおさか
第１部 記念講演会
「絵本の絵の読み方
─センダック、エリック・カールからいわさきちひろまで─」
講師 松本 猛氏（美術・ 絵 本 評 論 家、 絵 本 学 会 会 長、

ちひろ美術館常任顧問）
第２部 ２０１４年度総会
◇２０１４・４・ （日）於：エル・おおさか
解散式

2014.4.27
松本猛さん
講師
▼
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29

27

26

弁護団と事務局のみなさん
前列左から
二列目左から
後列左から

田丸、正置、脇谷
ソル弁護士、野々上、岡林弁護士、速水
名波弁護士、辻弁護士、細見弁護士

（北大阪総合法律事務所にて）
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