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 ６月６日と７日、池田豊氏、厨子義則氏

と共に、京都自治体問題研究所として浜

岡原発のある静岡県に避難計画に関する

現地調査に行った。現地で静岡自治労連

の林克委員長の同行も得て、県及び牧之

原市の防災担当者から取材した。詳細を

述べるスペースはないので、強く関心を

持ったことを中心に報告をしたい。 
 

■６日午後、林氏から浜岡原発に関する

レクチャーを受けたあと、駿府城址の一

角にある静岡県庁へ向かい、静岡県危機

管理部原子力安全対策課の３人と会った。 

 静岡県としての浜岡原発の再稼働への

スタンスは「判断できる状況にない」と

いう。理由は、中部電力は３，４号機の再

稼働審査を申請中だが、原発の安全性確

保が大前提で、津波対策は工事中であり、

使用済み核燃料の扱いについても確立し

ていないなどの課題があるということで

ある。 

 驚いたのは、原発立地県にして、避難

計画は県と御前崎市、牧之原市しかでき

ておらず、避難先もようやく確保した段

階であること、要支援者を抱える６８施設

のうち避難計画を作成したのは１施設の

みなどの実態である。避難計画の具体化

がいかに難しいか、担当者も「事故が起

きなければよいのだが」と嘆く。 

 県からの聞き取りは予想を超えて２時

間半に及んだ。当初緊張の様子が見えた

職員も、こちらから情報提供もする中で、

表情がほぐれていくのが窺えた。 

 終了後、庁舎の上層階から周辺の市街

地を眺望したが、海の方にフォッサマグ

ナの西側の縁である静岡‐糸魚川構造線

の南端が大きな断層崖として見え、安部

川に沿いながら続いていた。フォッサマ

グナは日本列島が東西から押されてでき

た南北に走る大地溝帯であり、改めて、

プレートの巨大な力の表れと、列島の地

下を無数に走る断層・活断層の存在を実

感させられた。 
 

■翌７日は午前中に牧之原市へ向かった。

牧之原市は原発立地自治体ではないが、

浜岡原発の西隣から北へ広がり、PAZの

５km圏内地域があり、UPZの２０km圏内

に全市が含まれている。 

 県より多い総勢６人もの防災課の出席

に驚いたが、その訳はほどなくわかった。

原子力防災で牧之原市が具体化しなけれ

ばならない課題の大きさ・深刻さと、防

 

浜岡原発に関わる静岡県及び牧之原市の現地調査 

〝実効性ある避難計画なしに、原発再稼働の是非など論外〟 

京都自治体問題研究所会員 市川章人 



災担当者たちの強い意気込みの反映であ

る。市長が原発に対して「永久停止」を

表明しており、漁業関係者をはじめ原発

反対の声も強いという。 

 話を聞くうち、共感することがいくつ

も出てきた。その一つは、PAZ住民の避

難計画で、避難完了の確認をしつつ、い

かに迅速に全員避難をさせるかという課

題の検討である。感心したのは組や区な

どの住民のまとまりを維持しながら、住

民自身の力を発揮して進める避難方法で

あった。毎年市民意識調査をし、住民の

不安や思いに基づいて実効ある計画を追

求する一方、事故時に住民がとるべき具

体的行動を丁寧に紹介しているなど、住

民の力と能動性を引き出し、それに依拠

しながら、住民同士が支えあって避難す

ることを重視している点に深く共感でき

た。PAZの避難の仕方も、ボトムアップ

方式で住民と話し合う中で編み出したと

いう。 

 もっと驚いたのは、防災課のトップで

ある防災監が元自衛隊幹部であることと、

その姿勢である。彼は、福島原発事故の

時、現地で住民救助の指揮をとり、救助

し避難させたはずの要援護者たちが次々

亡くなり、それを報告する部下の涙を見

たという。その人が、住民が一人でも多

く助かる道をどうやって具体的に作り上

げるかという難問に、先頭に立って取り

組んでいるのである。 

 彼の信念は以下の通り―今、問われて

いるのは市民の生命･財産や安心した暮

らしを守り､発展させるという､自治体の

基本的な責務をどのように果たすべきか

であり、その確証がない限り､原発の再

稼働の是非は論外！福島での反省を忘れ

てはならない！ 経済優先でなく、生命･

生活を第一に！実効性ある避難計画の策

定が急務！―実に心強い。予測システム、

安定ヨウ素剤配布など具体的な問題で

我々と一致する点も多く、他にも基本的

考え方や具体的課題について示唆に富む

見解を聞くことができ、有意義であった。 
 

■７日午後は浜岡原発へ向かい、防波堤

から建物と沖合約６００mに５つ並ぶ冷却

水の取水塔を眺めた。浜岡原発の冷却用

海水の取水方法は特異で、通常は原発前

に湾を作って海水を汲むが、浜岡原発は

沖合の取水塔から海底トンネルを通して

陸へ送っている。岩礁にはX状に交差す

る共役断層が見えたが、地震による海底

トンネルの損壊、取水塔の津波被害や漂

流物衝突、また沖に主要航路があり、船

の事故など、独特の危険性が気になった。 

 PR館の展望階からは西側の眼下に隣

接して広がる御前崎の市街地が見え、市

役所まで２㎞、その近さは異常であった。 
 

■今回の静岡行では、現地へ行かなけれ

ば分からないことや行ってみて気づくこ

とが多くあること、諸条件の違いも含め

現地の行政の取り組みの実際を生で知り、

現地踏査の重要性を痛感した。 



70年の歴史を糧に、市職労運動の役割発揮

を決意 

2017年6月10日、京都市職労結成70周年

を記念した地方自治研究集会がラボール

京都にて開催され、組合員だけでなく市

民からの参加も含めて90名が参加しまし

た。京都市職労の自治研集会は今回が23

回目で、6年ぶりの開催です。 

この間京都市職労は、組合員の減少傾

向など組織的にも様々な課題に直面し、

十分な自治研活動に取り組めていません

でした。しかし、戦後最悪の安倍政権の

もと、憲法と地方自治が文字通り破壊さ

れようとしているいま、自治体労働者と

自治体労働組合がその役割を発揮するこ

とへの期待が今ほど高まっているときは

ありません。 

こうしたもとで開いた自治研集会は、

70年の運動の蓄積を糧に、これからも京

都市職労が「住民生活の繁栄なくして自

治体労働者の幸福はない」を運動の原点

として、働きがいをもって働き続けられ

る職場を実現する運動と、「カウンター

を越えて市民の中に」を合言葉に、市民

と一緒に市民要求の実現に向けた運動を

両輪にして活動していく決意を固める場

にもなりました。 

岡田知弘教授の記念講演で自治研活動の

意義を再確認 

岡田知弘・京都大学大学院教授の記念

講演では、「住民に寄り添った地方自治

をめざして～自治体職員に求められるも

の」との演題で、地方自治をめぐる情勢

の特徴と、それが京都市政においてどの

ように表れているのかについて学びなが

ら、市民目線の市政政策づくりに向けて

自治体労働者は何をなすべきか、そのヒ

ントを提示していただきました。 

岡田教授は「小さくても輝く自治体」

に結集する自治体の例を紹介し、「地域

の個性を大事にしながら、職員が創造的

に地域にあった政策を考え、それを施策

として予算をつける。そういった自治体

の特徴は、団体自治と住民自治を自治体

職員が介在して結合していく役割を果た

している。住民が要求するものを施策化

するので政策効果も極めて高く、その姿

は地方自治の原点ともいえる」と語りま

した。 

最後に「国や地方自治体を少数の大企

業や政権利害関係者のものに私物化する

のではなく、主権者である国民や住民の

ものにしていく。あらためて、憲法を暮

らしの中に活かしていくことを各地域、

職場で行う。地域の足元の状況をつか

み、住民とともに学び、政策化、運動化

させる。これを『地域住民主権』と呼

 

京都市職労２０１７地方自治研究集会 

～市民と歩み、憲法・地方自治が活きる地域・職場をめざして～ 

京都市職員労働組合 高士 健二 



ぶ。こうした自治研活動は、日本の自治

体労働者の長い歴史の中で生まれ育って

きたもので、継承して広げていくことが

大切だ」と呼びかけました。 

 

３つの分科会で「住民を主体にした公的責

任とは」を議論 
 

 第１分科会「貧困問題から住民のいのち・

暮らしを考える」では、ケースワーカーか

ら、生活保護基準が３年間で740億円も

切り下げられ、ケースワーカーの配置基

準も引き下げられている実態が報告され

ました。母子保健を担当する保健師か

ら、親の不安定な雇用が貧困を生み出

し、過酷な労働が子どもたちにも影響を

及ぼしている実態が報告されました。介

護支援専門員からは、要介護２の認定で

19万円までのサービスが可能でも、家族

から「自己負担は１万５千円以内で」と

言われる事例が報告され、「今後ケアプ

ラン作成にも１割負担が検討されてお

り、命綱が切れてしまう」と報告されま

した。助言者の仙田富久さん（社会福祉

士・スクールソーシャルワーカー）は、

「政府は国の社会保障の責務を最小限に

する『自助・互助・共助・公助』の方針

を打ち出したが、これは生存権を保障し

た憲法25条を遵守しない状態といえる。

今一度、市民の暮らしの実態を憲法の精

神で点検する必要がある」と話されまし

た。 
 

 第２分科会「公共サービスの産業化と自

治体の役割」では、京都市での民間委託

化に関わる２つの報告がされました。区

役所窓口業務をめぐっては、市が基本計

画案の作成をコンサル業者に委託しまし

たが、その仕様書には段階的な民間委託

化などを見据えた視点の反映を促す記述

があり、市民・職員の意見を無視した基

本計画作成は許さない立場で市民にも問

題点を知らせていく運動の必要性が語ら

れました。市営保育所の民間移管では、

市の既存方針すら覆す民営化方針が出さ

れるなど、当局都合のなし崩し提案が横

行しており、「保育の質・内容を守るた

めに、保護者とともに運動を進める」と

報告されました。助言者の松下卓充さん

（京都自治労連書記長）は、「公共サー

ビスの産業化は府内自治体でも広がって

いる。住民に公務の重要性を訴えなが

ら、自治労連全体としての運動が重要」

と話されました。 
 

 第３分科会「地域経済を支えるためのまち

づくりビジョンとは」では、都市計画や行財

政の部局で働く組合員から、「地域のま

ちづくりを支える今後の行政のあり

方」、「公共物の整備、維持、管理」、

「景観まちづくりにおける建築行政のあ

り方」、「街中みんなバリアフリー化で

地域経済はどうなるか？」の４つの報告

がされました。市民の参加者からも発言

があり、住民と政策をつなぐ自治体職員

の役割が求められていることが明らかに

なりました。助言者の飯田昭弁護士は、

現行の制度の活用、課題解決に向けた条

例をつくり上げる力量が求められるこ

と、住民の意見をさらに反映できるよう

な実効性のある政策のあり方などが語ら

れ、「これを機にさらに自治研を深めて

いってほしい」と激励されました。 



 とうとう、共謀罪法が国会で可決成立

してしまった（もっとも、参議院での委

員会採決を省略したやり方は、国会法の

要件を満たしておらず無効なのではない

かと思っているが）。思えばこの間、特

定秘密保護法や安保関連法（戦争法）な

ど、多くの市民の反対の声があったにも

関わらず、最終的には、与党が数の力で

強行採決をするという事態が続いてき

た。しかし、このような事態に立ち至っ

ても、「安倍政権を倒せ！」という動き

が日本全国津々浦々で自然発生的に起こ

るということにはなっていない。「権力

者がお友だちに便宜を図ってました。」

というわかりやすい問題については、シ

ビアに反応するが、国会での暴挙に対し

ては、いまいち反応が鈍いような気がす

る。 

 特定秘密保護法、安保関連法、そして

共謀罪、いずれも権力者が市民の生活に

介入し、市民を支配する為に悪用するこ

とが可能な法律だ。現在、自民党がすす

めている改憲４項目の中に挙げられてい

る「緊急事態条項」もまたしかり。にも

関わらず、多くの市民の関心は「森友」

や「加計」であって、これらの法律や改

憲策動に対する危機意識は小さい。街頭

で、「市民生活が監視される」「自由に

物がいえなくなる」「独裁につながる」

と訴えてみたところでどこ吹く風。「一

部の過激な人たちが騒いでいるだけで

しょ？」という感じを受ける。もちろ

ん、訴える側の演説の技量や手法の問題

も大きいとは思う。しかし、それ以前の

問題として、今の市民の方々には「権力

者というものはその権力を自分の利益の

ために使いたがる。そのために都合の悪

い人がいたら権力を濫用してその人を排

除することも厭わない。」という考えが

あまりないのではないか。 

 その原因はどこにあるのだろうか。こ

れが、最近、私が考えていることの大き

なテーマの一つだ。いくつか思いあたる

ところがある。但し、私が頭の中で勝手

に妄想を膨らませているレベルの話であ

るので、仮説の域を出ていないところは

了承いただきたい 

 私は、１９８０年代から９０年代にか

けて、小学校～高校教育を受けた世代

だ。私の記憶にある限り、小学校の平和

教育の時間を除いて、余り日本の近現代

史をまとまって教わった記憶はない。歴

史というのは、石器時代から始まって江

戸時代の終わりまでたどり着くかどうか

まで授業でやって、明治以降は「読んど

いて～」という感じで終わってしまう。

ついでに言うと、高校は理系のクラスに

いたので、そもそも「日本史」を教わっ

ていない（たまたま受験の関係で社会科

が２科目必要だったので予備校で「日本

史」の勉強はしたが、受験勉強の域をで

ない）。権力者が権力を濫用して市民を

 

最近、私が考えていること 

                                  弁護士 毛利 崇 



弾圧し、思うように政治を動かして国を

亡ぼすという事態について、まともに勉

強をしたことがあるのは江戸時代以前の

話で、ついこの間まで日本でもそんなこ

とが起こっていた、もっというと、今で

も世界の至る所でそのようなことが起

こっているということを体系的に習って

いない人たちがあふれている。 

 しかも、戦後日本の歴史の中で弾圧や

えん罪問題は数多く起こっているが、諸

外国の警察権力の横暴に比べると、日本

の警察権力は概ね「まとも」だった。

「警察官がマイノリティーの人たちを警

棒でぼこぼこにしている動画が動画投稿

サイトにアップされる」とか「デモ隊に

向かって放水する」「流血騒動になる」

などという事態が身近にあふれているわ

けでもない。「おまわりさん」は市民の

味方・正義の味方であって、一歩間違え

ると「権力の手先」「市民の敵」になる

などと思っている市民は（沖縄を除いて

は）少数派だ。ましてや自衛隊（外国で

言えば軍隊）が出てきて市民生活を制限

し、自由が奪われるるという事態に直面

したこともない（自衛隊が市井にでてく

るのは「災害救助」の時だけだ）。 

 そんな市民相手に、「警察が悪いこと

をするかも知れない」「権力者が軍隊を

使って市民の自由を制限するかも知れな

い」などと言ってみても、「そんなのは

昔の話で、今のこの平和で自由な日本

で、そんなこと起こることないでしょ。

騒ぎすぎだよ。」「なんでも反対、反

対っていえばいいもんじゃないで

しょ。」という反応になるのも無理から

ぬところなのかも知れない。 

 先日、共謀罪施行に抗議する街頭宣伝

をしていたところ、声をかけて来た方が

おられた。戦時中に「白紙」で強制動員

された経験のある方だった。権力者に自

由を奪われた経験をもっている戦中世代

がどんどんと高齢化し、おられなくなる

なかで、権力者の怖さを伝える為には、

近現代の世界と日本の歴史をきちんと理

解してもらうことが必要なのではないか

と思う。運動をする側は、治安維持法の

恐ろしさやヒトラーの暴挙、そして今な

お世界中で数多く起こっている人権弾圧

の現実を共通言語だと思いがちだが、実

際には、それが共通言語なのは身内だけ

だということを認識すべきだ。 

 ことここに至っても、日本は、世界で

も有数の安全で平和な国だと思う。しか

し、この先どうなるかは分からない。せ

めて今以上に危険な国にならないよう

に、できれば２０年位前の憲法認識のあ

る国にもどることを実現する為に、最

近、私はこんなことを考えている。 



交 流 の 広 場 

国保自治体キャラバン始まる 
 

 ２０１８年度から国民健康保険の都道府

県化が実施され京都府が保険者に加わっ

て、国民健康保険料（税）の各市町村の

標準保険料率を提示したり、「納付金」

を決定して国保財政の管理が市町村から

京都府に移ることになります。 
 

 来年４月実施と決まっている国保の都

道府県化に対し、厚労省も京都府も未だ

に標準保険料率も納付金も市町村に示し

ておらず、住民からは、「いったい来年

の国保料（税）はどうなるのか」、「保

険料が上がるのは困る」という声があ

がっています。 
 

 また、向日市などは都道府県化によっ

て一般会計からの法定外繰入をやめるた

めに段階的に国保料を上げると決めてお

り、２０１７年度から引き上げる自治体も

出ていることから、京都社保協では、府

内の全市町村を訪問して国保都道府県化

に関する申し入れと懇談を実施します。 
 

国保自治体キャラバン７月２１スタート 

「平和のための京都の戦争展」 
  8月1日～6日（9：30～16：30） 

  立命館大学国際平和ミュージアム 

「京都市美術館」問題緊急シンポジウム 
 

 京都市美術館では、ネーミングライツ問題や彫刻を五つに切るといった所蔵作品の

破壊など次々に問題が起こっており、「いま、何かおかしい、『京都市美術館』」緊

急シンポジュウムが開催されます。 
 

日時：7月23日(日)14：00～16：30 
場所：ひと・まち交流会館京都 

内容：１部[講演]原田平作さん(元京都市美術館学芸課長/大阪大学名誉教授) 

   ２部[パネルディスカッション] 

    ・返してください市民美術館の名前 壊すな 富樫作品 

      江藤佳央琉(京都彫刻家協会会長) 

      貴志カスケ(京都アートカウンシル代表) 

      原田平作(大阪大学名誉教授) 

      吉村良夫(美術評論家) 

二度と戦争はいやだ 

日本が戦争をしないように 

戦争の悲惨さを伝えていかなければ‥ 

そんな思いから、戦争体験を草の根で伝

えていく戦争展が始まります。 

毎年夏に開催し続け今年で３７回目にな

ります 



京からふるさと再生（５９）                    ふるさと再生京都懇談会共同代表 山村隆 

伊賀の里「モクモク手づくりファーム」を訪ねて 

 ふるさと再生京都懇談会世話人会は、

4月15日（土）京都駅から車で約1時間、

伊賀の里「モクモク手づくりファーム」

を訪問しました。地域の養豚農家から始

まった、新たな産業おこしと都市の住民

が参加する農業体験も取り入れたモクモ

クファームへと発展を続ける姿を学ぼう

と、直接お話を聞き施設なども見学させ

てもらい、お昼はモクモクのレストラン

でバイキングランチもいただきました。

ちなみに「モクモク」とは燻製の煙・忍

者の煙をイメージ（笑）しての命名だそ

うです。 

 1980年代の牛肉自由化の中で、養豚農

家からこの状況をどうすればいいかとい

う問題意識の中から「モクモクファー

ム」の話がはじまりました。以下はモク

モクファームが目指す7つのテーゼです。 

① モクモクは農業振興を通じて地域の

活性化につながる事業を行います。② モ

クモクは地域の自然と農村文化を守り育

てる担い手となります。③ モクモクは自

然環境を守るために環境問題を積極的に

取り組みます。④ モクモクはおいしさと

安心の両立をテーマにしたモノづくりを

行います。⑤ モクモクは「知る」「考え

る」ことを消費者とともに学び、感動を共

感する事業を行います。⑥ モクモクは心

の豊かさを大切にし、笑顔が絶えない活

気ある職場環境をつくります。⑦ モクモ

クは協同的精神を最優先し、法令や民主

的ルールに基づいた事業運営を行いま

す。 

 資料によるとグループ全体（4つの株式

会社、1つの有限会社）で年商55億、正社

員150名・パート200名・アルバイト約650

人で、おおよそ1,000名の職員をかかえる

までになっています。「農場の運営」「農

畜産工場の運営」「農業公園」「通販・ギ

フト販売」「直営販売店運営」「飲食店の

運営」「貸農園の運営」が事業の主なもの

です。事業は従業員の声、利用者の声を実

現するという熱意で拡大がはかられまし

た。こうした事業の拡大に、いまや、韓国

からの視察も多く全国だけでなく国際的

にも注目を集めるまでになっています。 

 

 さて、今回の訪問懇談で第6次産業（1

次産業の農業と2次産業の加工製造とと3

次産業の流通サービスを足すと6次産業

になる）として注目され、さまざまな成

功の流れをお伺いできたが、もしもう一

度懇談などでさらに見て聞いて学べる機

会があるなら以下の点について深めたい

とも感じました。「発足当初の養豚農家

との連携が継続していないのはなぜか」

「ハムやソーセージの原料はどうしてい

るのか」「他府県にまでレストランなど

の事業拡張が進んでいるが、その資本を

どのように確保しているのか」「地域と

の連携についての具体的な状況や方法」

などです。 

 今回の訪問で、大変親切に説明案内い

ただいた、ファーム運営部の田中利雄さ

んに感謝いたします。 



私の本棚 書籍紹介               東聡志（京都府職員労働組合連合） 

『 哲 学 の 使 い 方 』 
（岩波新書 鷲田誠一著 ２０１４年９月 ８６４円） 

「哲学」と聞くと、どうしても古典的

なもの、実際から離れたものというよう

な印象を持ってしまうことも多いと思い

ます。ですが哲学が生まれてくる背景に

は、現場があるということが述べられて

います。現場にどう向き合っていくか、

どう寄り添い、一緒にかたちづくってい

くか、考えていくヒントを見つけること

ができると思いますので、ご紹介したい

と思います。著内とは順が異なります

が、少し考えながらみていきたいと思い

ます。 
 

「考えること、議論（ディベートではなく対話）

すること」 

私たちは、「議論」する場合に、いか

に説得力を持って相手に伝えるかという

ことを考えて進めていくことがあると思

います。著内では、「哲学」の議論をど

のように進めるかというように叙述があ

り、当然ながら最後まで相手の話を聞く

こと、また、あえて所属などを明らかに

しないことなどが紹介されており、あら

ゆる社会的な課題を議論するうえで活か

していきたいと思います。 
 

「思考」 

普段、人は、ひとつの分野のことだけ

を考えてしまうこともあると思います

が、私たちは様々な領域に思いをはせる

ことができて、「考える」とは、そこま

で到達できることが紹介されています。

専門分野の言葉の難しさや言葉のニュア

ンスに、拒否感が生まれることがあると

確認した上で、様々な角度から物事を見

ていくことの大切さを感じることができ

る内容の記述だと感じました。 
 

「痛み」 

著内では、痛みの原因について、ひず

みや欠乏が挙げられています。「痛み」

の原因は他にもあると思いますが、ひず

みや欠乏が痛みとなって現れるなら、そ

の対処方法は、痛みを押え込むことや、

破壊的な方法で取り除くことでよいの

か、考えさせてくれると思います。特に

今の世界の情勢を見る上で、とても重要

な視点だと感じます。 
 

「今」の幅 

「時は流れるものなのか」、という議

論から「今（現在）」の幅について述べ

られています。過去、現在、未来のつな

がりや、私たちは、その瞬間ごとに過去

と未来を考えることなど、根源的な議論

が展開され、「今（現在）」の幅につい

て、捉え方や感じ方が、個人で、さらに

その時々の状況に応じて様々であること

を、あらためて思い起こすことができる

と思います。社会的な課題に、なぜ意見

の相違があるのか、時間の捉え方の観点

からの、相違へのアプローチについて考

えるヒントになると思います。 
 

「わかりやすいこと、結論の出やすいこと」 

 どうしても人は、思考をめぐらせずと

も理解（共感）したと感じることができ

る方へ傾いてい

くことが述べら

れています。 

 しかし、それ

でよいのでしょ

うか。この近畿

地方、日本、世

界の社会の動き

に注目して、考

えてみたくなる

内容だと思いま

す。 

 
   



 七夕の夜、御所の南にある小さなお寺

で「テラの音(ね)」というコンサートが開

かれました。浄慶寺は真宗大谷派のお寺

で、京狩野、狩野山楽・山雪の菩提寺だそ

うです。 

 お寺と、若手の音楽家たちが手をつな

ぎ、音楽を通して気軽に立ち寄ることの

できる場所を作ろうと、2013年4月からス

タートした「テラの音(ね)」は今回で18回

目。 

 スコールのような夕立が上がって、少

し涼しくなった頃、門を入ると短冊が揺

れる笹が飾ってありました。畳敷きの本

堂に椅子が並べられ、徐々に席が埋まり、

開始時間の7時には80名ほどの人でいっ

ぱいになりました。仏様に見守られなが

ら、本堂の中に満ちていくオーボエとバ

イオリン、ヴィオラ、チェロによる四重奏

の音色を聴くという、ちょっと不思議な

情景です。1曲目は七夕にちなんで「星に

願いを」が演奏されました。オーボエの澄

んだ音が本当に美しくて、なんだか胸が

いっぱいになりました。モーツァルトの

オーボエ四重奏曲やオペラの曲など全9

曲を、演奏者の息遣いを感じながら聞か

せていただくという贅沢な演奏会です。 

 目を閉じると、緑の森や草原を照らす

陽の光が見えるようで、美しい音の世界

に引き込まれました。現実の暮らしには、

耳を覆いたくなるような雑音も多く、時

には美しい音に満たされて、心を清める

ことも必要だなぁと思いました。 

 ちなみに、入場は無料です。コンサート

の終わりに「志」を入れる籠が回されまし

た。 

 演奏された皆さんは30歳ぐらいでしょ

うか？大阪音大や同志社女子の音楽科を

出て、それぞれコンクール入賞の経歴を

持った新進気鋭の音楽家の方々です。会

場費が必要なくコンサートが開けるの

は、音楽科の方にも嬉しいことなのだそ

うです。 

 休憩時間には住職の中島浩彰さんが、

仏教のお話してくださいました。「時折、

座禅をしたいと電話があるが、真宗では

座禅はしないので、禅宗のお寺に行って

くださいと断っている。先日、自分も座禅

を体験してみようと知り合ったお寺に

いってみた。何も考えない『無』の心境と

はどんなものかわかりますか？」ととて

も気さくな話しぶりでした。 

 前日には、「お寺で宇宙学」という企画

も行われたそうです。第一線で研究する

京都大学理学研究科の研究者と地域で活

動するお坊さんを囲んで、宇宙、学問、宗

教などを語り合うとのこと。命や世界を

どうとらえるか、仏教と科学と遠いよう

で、深いところで繋がっているのでしょ

う。こちらも面白そうですね。 

 お寺がお葬式の時しか縁のない場所で

はなく、広く地域や市民に開かれた場に

なっていくことを目指しておられるそう

です。 

 次回の「テラの音」は9月26日に北区の

唯明寺で開かれます。お近くの方は、訪ね

てみられてはいかがですか。 

 

 

 

  カメラ探訪45       新田 能富子 

「小野山 浄慶寺 （おのざんじょうきょうじ）」  



ツキイチ土曜サロン 
＜お気軽に参加下さい＞ 

 

 日時：８月１９日（土）午後２時～ 

  場所：京都自治体問題研究所 

  題材：集英社新書 

     「スノーデン 日本への警告」  

  （17.4、エドワード スノーデン、720円＋税） 

 報告者：久保建夫さん 
 

 ２００１年９月１１日のアメリカ同時

多発テロ事件以降、テロ防止の名の下に、

アメリカ政府は技術発展の著しいイン

ターネットを通じた大規模な監視体制を

構築していた。ところが対象となっていた

のはテロリストだけではなく全世界の一

般市民すべてだった……。２０１３年６

月、これらの事実を暴露したのが元情報局

員のスノーデンである。権力が際限のない

監視を行い、それが秘密にされるとき、権

力の濫用と腐敗が始まる。 

 本書では、日本人に向け、今起きている

深刻な事態や権力を監視するための方途

をスノーデンが明快に解説。後半はスノー

デンの顧問弁護士やムスリム違法捜査を

追及する弁護士、公安事件に詳しいジャー

ナリストら、日米の精鋭が、議論を多角的

に深める。警世の一冊（集英社）。 

 土曜サロンは、参加自由、事前申込不要。

終了後、参加者による気軽なワンコイン懇

親会を行っています。 

事 務 局 通 信 

第１４回京都府空き家問題研究会の案内 
 

日 時   ８月１日（火）午後６時３０分～ 

場 所  京都社会福祉会館 第９会議室 
       上京区猪熊丸太町下中之町519 

        （二条城北側） 075-801-6301 
 

テーマ   城陽市空家等実態調査について 

        （報告・大塚佳治さん） 
 

 ・研究会メンバーになろうかと思案中の方も 

  ぜひ一度参加して下さい。 

南部自治体学校 
   みんなで考えよう！ 

      南部のくらしとまちづくり 
 南部自治体学校が7月9日、城陽市の鴻の

巣会館で行われ、110人が参加しました。 

 居住地政策を専門とする石原一彦立命館

大学教授がまちづくりについて講演され、

高齢化や人口減少など、今後の日本の地域

の基本的な変化に付随する問題として、

「空き家、空き地の増加」「移動、買い物

難民の増加」「自治体財政の悪化」がある

と指摘。開発で一時的に人口が増えても、

一定期間が過ぎれば一気に高齢化が進むよ

うな開発型まちづくりにいまだにとらわれ

る行政の問題点を指摘されました。 

 また、今後のまちづくりについて、「役

所まかせでなく、住民が参加し、一緒に暮

らし続けたれる地域へと知恵を出すことが

必要」と強調されました。 

 「東部丘陵開発に異議あり！城陽の会」

事務局長の開沼氏が新名神高速道路とその

周辺開発の問題点について報告。城陽市の

東部丘陵地産廃問題解決に背を向け、強引

に開発を進めようとする現市政を批判し、

９月の城陽市長選挙で「住民のいのちを守

る市政を実現したい」と決意を述べまし

た。 

お し ら せ 
 

 

●第２回理事会を開催します 
 開催日時 ８月１日(火)午後７時～ 

 場  所  京都自治体問題研究所 

  

 
 

●会費及び「住民と自治」購読料納入 

  のお願い 
     よろしくお願いします。 


