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 世界でも有数の森林国である日本。そ

のなかで京都府域は約７４％(34万ha)、

南丹市域においては８８％(5.4万 ha)を

森林が占めています。森は、木材の生産

だけでなく、地球温暖化の防止や生物多

様性の保全など様々な多面的機能を担っ

ています。私たちの祖先は、この森の恵

みを巧みに生活の中に組み入れその地

域、地域での文化や産業を育んできまし

た。しかし今、人と森のかかわりは薄

れ、森林の荒廃が進んでいます。合わせ

中山間地の急速な高齢化と過疎化が進ん

でいます。 

 地域にある自然エネルギー。中でも太

陽光発電普及に取り組んできました。１

０ヶ所で、年間２１万kwhの発電、売電

をしています。全量買い取り制度（ＦＩ

Ｔ）を活用して「農家の数の発電所

を！」合言葉に地元農家主体で普及して

きました。地域の消費電力量を賄える発

電をしています。ここまで、補助金に全

く頼らず進めることができました。 

 昨年秋から企業や府・市の助成を受け

「森林づくり」に取り組んできました。

５か年事業の初年度の取り組みで、手探

り状態で進めてきました。その経験か

ら、森林の整備・保全が進むことによっ

て地域の活性化を図ることができるので

はないかとその取り組みを報告します。 

 蜂や虻、マムシなどの被害に遭わない

ように注意しながら、昨年秋から今年春

にかけて初年度分、面積１．４haの森林

整備に取り組んできました。整備の内容

は松林及び広葉樹林の除・間伐作業と伐

採木の除去を中心とした森林の手入れで

す。企業参画の京都府モデルフォレスト

事業として、住民参加も呼びかけ、自前

で１．４ヘクタールの山林整備を行うこ

とができました。伐採した材はしいたけ

などの榾木としてまた、炭焼きの用材に

販売し、チップ工場に搬送・販売しまし

た。こうしたことを通じて、薪ストーブ

設置者、福祉施設や陶器製造業の方など

周辺住民の方との交流も進みました。 

 山に入り気付いたことですが、隣接す

る木々の枝葉が重なり合い、森の中は、

陽が射し込まず鬱蒼としています。 

その上、荊（イバラ）の木や葛が生い繁

りヒトやけものを寄せ付けない状況で

す。食糧とする葉を付けた低木樹もな

く、シカやイノシシが頻繁に里に出てく

る大きな要因をつくり出しています。 

 

 

森林づくり、森林資源活用で「八方良し」の地域を  

大西 一三 （地域エネルギープロジェクト代表・生産森林組合  

【朝日に映える雪の掃雲連山】 



 折りしも、この原稿の締め切りを明日

とする日(8月16日)の「しんぶん赤旗」

紙面に「森林資源活用、地域のあり方探

る」として群馬県上野村の取り組みが紹

介されていました。書こうとしている

テーマと軌を一にしているので少し紹介

させていただきます。 

 「上野村」の林業従事者は２５人程

度、木工職人は約30人。森林から切り出

した未利用材はすべて村のペレット工場

に運んで木質ペレットに加工。暖房と給

湯に活用しているとのこと。また、その

木質ペレットを「高性能の炭焼きガマ」

でガス化し、バイオマス発電に利活用す

るなど、砂防ダムの落下水での小水力発

電などと合わせて100％地域電力、上野

村型森林の持続的利活用体系=完全な環

境体系ができつつあると報道されていま

す。 

 私どもの周囲の山林も、日本全国の山

林も永い間、山に人が入らず荒れた状況

にあります。いま、全国各地で除間伐を

推し進め、そこから出る伐採木を「上野

村」のようにバイオマス発電につなげて

いくことができるなら、多く

の雇用を生み出し、新しい産

業を起こすことになるのでは

と考えますが如何でしょう

か。 

 

「売り手よし、買い手よし、

世間よし」の「三方よし」という言葉

があります。近江商人の活動理念とさ

れているもので、物を売り買いするに

つき、社会とのかかわりを重視し社会

貢献をもとめるものです。 

 森林づくり＋木質バイオマス発電は

「八方よしの社会」をつくります。 

 

想定しうる「八方よし」 

①原発ゼロ、原発に頼らない社会づく

りに良し。 

②ＣＯ²排出せず地球温暖化防止対策に

良し。  

③木々の更新による炭酸同化作用の促

進で新しい酸素をつくり出す。 

④電力エネルギー自給の地域づくりに

良し。 

⑤樹木の伐採、搬出、林道敷設などの

雇用促進に良し。 

⑥地方・地域に働く場所をつくり定住

化対策、人口対策に良し。 

⑦山林の保水力を高め災害防止対策に

良し。 

⑧シカやイノシシなどの有害鳥獣対策

に良し。 

【除間伐作業】 



 京都府空き家問題研究会（代表・土居

靖範）については、「くらしと自治・京

都」の昨年１１月号に、第５回までの研

究会の概要を報告しました（①「京都上

京区の町家や大阪市の長屋に生じた空き

家の利活用のとりくみ」と「統計から見

た京都市内・府内自治体の空き家率など

の現状、京都市の空き家条例の内容・特

徴」、②経済学的視点から見る空き家問

題等、③京都における空き家の実態・課

題・対策、④南丹市における空き家の実

態調査の特徴、⑤不動産取引の現場か

ら－京都での空家の実態と問題）。 

 その後は次のようなテーマで第１４回

まで開催しました。⑥これまでの研究会

の簡単なまとめと今後の計画（研究内

容）、⑦京都市における民泊の問題点と

課題、⑧空き家問題解消と中古住宅市場

の課題（国交省の考えや自民党「中古住

宅市場活性化に向けた提言－中古市場に

流通革命を」などを素材に）、⑨「京都

市条例の特徴について」と「京都市空き

家等対策計画（素案）へのコメント」、

⑩伏見区向島団地の空き家問題、⑪洛西

ニュータウンの空き家問題、⑫空き家を

利用した地域密着型グループリビングの

構想、⑬「書籍「限界マンション ―次に

来る空き家問題」（米山隆）のポイン

ト」と「民泊法について」⑭城陽市空家

等実態調査について、です。 

 そして、９月８日には「新聞記事など

から覗える空き家問題と、空き家の利活

用」をテーマに第１５回研究会を開きま

す。 

 

 全国で空き家が８２０万戸（空き家率

１３．５％）、京都府でも１７５千戸

（同１３．３％）というように「住宅過

剰社会」といわれる中で、住宅が資産か

ら「負動産」に転化する時代を迎えよう

としています（１７年８月１２日付け朝

日新聞参照）。 

 売りたくても買い手がつかない、税金

や管理費を払うだけになる可能性がある

というのです。団塊の世代が２５年頃に

は７５才（後期高齢者）に突入し、３５

年前後には団塊の世代の死亡数が一気に

ふえると考えられています。 

 野村総研は、２３年には５戸に１戸が

空き家に、３３年には３戸に１戸が空き

家になると予測しています。７６年に入

居が開始された洛西ニュータウンでも現

状は何とかなっているが、今後急速に空

き家がふえるという臨界点に近づきつつ

あるとも言われています。「住宅の所有

者が死亡し、そして相続人がそこに住ま

ない」ということが空き家問題の最大の

要因といえます。  

 国の住生活基本計画も３１８万戸ある

「その他空き家」を２５年には４００万

       藤井 一 （京都自治体問題研究所理事・空き家問題研究会事務局担当）  



戸に押さえるとし、「既存住宅の流通と

空き家の利活用を促進し、住宅ストック

活用型市場への転換を加速」すると書き

ました。京都府住生活基本計画も「急増

する空き家の活用・除去の推進」「空き

家対策を総合的に推進」とうたいまし

た。行政も大きな視点から空き家問題を

とらえざるをえなくなっています。 

 

  

 府内自治体でも、福知山市、舞鶴市、

京丹後市、宮津市が、空き家特措法に基

づき、空家等対策計画を立てています。

しかし実態調査は行ってはいないようで

す。 

 京丹後市では、今後、全区長を対象に

空家等のアンケート調査を毎年実施する

とし、福知山市も今後３次にわたり調査

するとしています。宮津市では事前に、

水道閉栓データをもとにした空家候補の

抽出作業調査を実施しました。府内で

は、京都市、南丹市、宇治田原町、井手

町、城陽市が調査を行っています。 

 実態調査は、空き家問題の個々の解決

方策を見つけ出すのに必要であるという

だけでなく、いま地域全体がどうなって

いるのか、既存の市街地・住宅地をどう

住みよいまちにしていくのかという課題

をすすめる上でも、極めて重要になって

きています。いま全ての自治体で実態調

査を行うことが求められているといえま

す。 

 地域密着型グループリビングのとりく

みは、空き家の利活用として今後発展さ

せるべき課題と思われます。しかし、空

き家を利活用するには初期の資金が必要

です。この点で公的支援を行い、その後

は市場ベースで転回していくような仕組

みも必要です。老朽化した空き家を解体

する費用も放置空き家の原因の一つと

なっています。空き家特措法で「特定空

家等」に指定されれば、行政代執行も可

能です。解体費用に関する課題も公的な

関与も含め重要な検討課題です。 

 スラム化に向けてすすむマンションを

限界マンションといいます。老朽化した

分譲マンションを最終的に建て替えるの

か、解体して区分所有権を解消するのか

とい「分譲マンションの終末期問題」も

さまざまな困難があります。そこには区

分所有者同士の合意形成の困難さが横た

わっています。 

 

 この９月で１５回の研究会を終えま

す。今後は、１８年３月を目途に空き家

問題研究会の中間報告を作成し、より多

くの方の議論に付していきたいと考えて

います。  

 

。 



 さて、隔月連載しているJR桂川駅・阪

急洛西口駅周辺再開発の問題である。最

終回の本稿では、実際に居住している住

民の方々、そして向日市の行政担当者に

直接会って話を伺い、そこから見えてき

た課題を示したい。【インタビューにご

協力いただいた皆様に紙面を借りて深甚

の謝意を表します】 

 
 まず、市の担当者から受けた説明によ

ると、この地区の再開発は概ね次のよう

なフローで行われている。 
①地権者らが集まり「まちづくり協議

会」を発足→②開発事業者を選定→③地

区計画の原案を作成し、合意形成→④地

区計画を市に申出→⑤都市計画決定の手

続き（府との協議・都市計画審議会の審

議・公聴会・図書の公告閲覧・意見書の

提出受付等）→⑥地区計画の決定→⑦地

区計画に則って開発進行 
 行政の関わり方という視点で言えば、

開発地は私有地であるため、あくまでも

地権者の合意が形成され協議会が稼働し

た後に地区計画という形で誘導するとの

ことである。そして、JR桂川駅、阪急洛

西口駅の間に挟まれた地区は、更地が豊

富に存在するとしても、既にこのフロー

や土地区画整理事業は完了している。

「過去の話」と言っては語弊があるだろ

うが、行政としては次の政策課題に関心

が移行しているようであり、筆者の所感

では、この地における今後のまちづくり

に対する長期的展望を確認することはで

きなかった。 

 一方で、前回、写真でも示した阪急洛

西口駅の西側に広がる農地部分について

は、昨年（平成28年）4月に上記フロー

①のまちづくり協議会が発足した模様で

ある。いよいよ広大な農地の開発が動き

出していることが確認できた。さらに、

連載の初回でJR向日町駅前の鄙びた雰囲

気を紹介したが、向日町駅東側を開発す

る大規模な計画も進行しつつあるとい

う。つまり、向日市全体としては、開発

のポテンシャルは極めて高く今回取材対

象とした地域だけにとどまらない。向日

市は全国で三番目に狭い市なのである

が、逆に言うと、市全域の利便性が良好

で住宅地としての人気も高く、財政状況

がさほど逼迫しているわけではない。担

当できるマンパワーの不足という理由も

もちろんあるであろうが、市を取り巻く

ある意味恵まれた状況が、開発施策にた

いする行政的関与の分散化、悪く言えば

希薄化となり、ビジョンの不足と映るの

かもしれない。 

 
 では、そこで実際に暮らす人々は、新

たに誕生したこの街の発展にどうかか

わっているのだろうか。【なお、現地で

は、開発前から存在する地区と、土地区

画整理事業によって新たに誕生した地区

が混在・隣接している。ここでは、便宜

上、前者を旧街区、後者を新街区と表記

する】 
まず、自治会の責任者にインタビュー

するのが適切であろうと考えた。ところ

が、旧街区の住民の一人に尋ねると「旧

街区で定期的に行われている運動会やお

祭りでも新街区との交流は全くない。そ

もそも、新街区には自治会がないのでは

ないか」ということだった。そこで、新

 

 誰が地域の未来を決めるのか？  

－JR桂川駅・阪急洛西口駅周辺開発の現況と課題（3） 
京都自治体問題研究所会員 主馬建之助（長岡京市在勤） 



街区の住民複数に確認すると「たしかに

自治会や町内会は聞いたことがない。回

覧板も廻っていない」とのことであっ

た。既に大型マンションがいくつも建造

され、瀟洒な一戸建て住宅が整然と並ぶ

新街区では相当数の人々が暮らしてい

る。しかし、自治会活動が全く行われて

いない、というより組織そのものが存在

しないという現状に不都合はないのであ

ろうか。その点では、「情報が入ってこ

ない。例えばラジオ体操がどこで行われ

ているかもわからないので困る」といっ

た反応はあったものの、ほとんどは、

「町内会の必要性を感じない」「ご近所

とは仲が良いので現状で全く困らない」

といった趣旨の回答であった。 
 道路一本隔てた旧街区には古くから活

動している町内会が存在し、前述の通り

お祭りなどのイベントも行われている。

町内会長の一人に話を聞いてみると「持

ち回りで役職が廻ってくるが、とにかく

高齢化の影響でなり手がいない」らし

い。そう話す町内会長自身も、筆者が考

える典型的町内会長像よりもずっと若い

主婦の方であった。ただ、近隣住民は旧

知の仲で、どの家庭が介護や高齢化の問

題を抱えているかはお互いによく把握し

ているようで、町内会内部では心強いコ

ミュニティが形成されていることがうか

がえた。お話を聞く間も、道行く人や近

所の人に声をかけあい、度々中断したの

だが、それだけいっそう横の繋がりの強

さを感じた。 
 

 さて、インタビューを終えて感じたの

は、日本のまちづくり現場で直面する論

点がここにも色濃く現れているというこ

とである。筆者のように外野の人間が、

開発の方向性について論じるのは容易

い。しかし、行政の現場では、限られた

資源をやりくりして様々な政策課題に対

応する必要がある。よって、地域開発の

ビジョンをさらに求めることは酷な話な

のかもしれない。しかし、一方で、で

は、それを地権者と民間のデベロッパー

だけで決めてしまって良いのかという疑

問が残る。市役所で渡された資料による

と、計画の初期段階に入った洛西口駅西

側の開発では、既に中国系企業からのア

プローチがあり、地権者らと意見交換を

しているという。 
加えて、筆者はこれまで震災現場や里

山開発抵抗運動を事例研究として観察し

てきたが、平時はともかく、地域で問題

が発生した場合、最初に気づき動くの

は、やはり自治組織である場合が多い。

確かに、評判の良くない自治会活動が生

活を窮屈にして問題を起こしている場合

もある。しかし、少なくともなんらかの

枠組み、できれば新旧の枠を超えた枠組

みは必要ではないだろうか。それが、街

づくりの未来を考える出発点ともなり得

る。 
行政そして住民・市民がどうかかわっ

て幸せな地域発展を達成していくのか。

改めて興味のつきない取材であった。

（おわり） 

人口減少と高齢化の中

で町内会・自治会の役

割は何か。地域の組織

やNPOとも協働する町

内会の可能性を多角的

に分析します。 

・著 田中実 

 名古屋大学名誉教授 

・定価 1852円＋税 

・A5サイズ 190ページ 



「

購読はお電話、メールにて京都自治体問題研究所まで 



 子どもの貧困（相対的貧困率 16.3%、小中

学生の就学援助率 15.64％）が大きな社会

問題となり、学校給食でしかまともな食事

が取れない、夏休みの後はやせてくる、中学

校給食がない学校ではお昼に食べるものが

ないなどの見過ごすことのできない実態が

報告されている。こうしたもとで、「子ども

食堂」など社会的支援の広がりとともに、あ

らためて中学校給食の役割に注目が集まっ

ている。  

 

 全国から大きく立ち後れていた京都府内

の自治体でも住民要求に押される形で中学

校給食実施の動きが広がっている（現時点

で宇治市、京田辺市、亀岡市以外は実施済ま

たは実施時期決定済）。 

 文部科学省の調査によると、全国の中学

校給食の実施状況(15年5月1日現在。完全給

食・喫食率)は、全国平均 82.4%に対して、

京都府では36.7%と、神奈川県の18.6％に次

いでワースト2の実施率となっている。全国

では当たり前の中学校給食が京都で遅れて

いるのは、①対象生徒数約6万人の半数を占

める京都市が全員対象ではなく選択制の給

食を実施していること（喫食率は約3分の

１）、②市町村まかせの京都府の姿勢などに

大きな原因がある。 

 京都府教育委員会は、昨年までの「より豊

かな学校給食をめざす京都連絡会」との懇

談で、「実施責任は市町村。各市町村が実情

に応じて判断。（市町村への財政支援をとの

要求にも）府に財源はない。国に支援を要望

していく」との冷たい回答を繰り返すのみ

だった。ところが、この6月府議会で知事は、

「中学校給食について要望があれば対応を

考えてまいりたい」と答弁しており、京都府

の対応の変化に注目している。  

 言うまでもなく、学校給食は教育の一環

であり、食育の重要性とともに子どもの貧

困対策や地産地消による地域内経済循環の

視点からも中学校給食実施への期待が高

まっており、要求運動が広がっている。この

間、未実施自治体の首長選挙・議会選挙で政

策的争点となり、昨年12月の宇治市長選挙

に見られるように実施を拒否していた現職

も「中学校給食実施」を公約として掲げざる

を得なくなっている。知事の答弁が来年4月

の知事選挙を念頭に置いたものだとして

も、京都府には直ちに市町村への財政支援

も含め対策の具体化に着手してもらいた

い。 

 

 一方、政府の「公共サービスの産業化」方

針にあわせるように、宮津市が市長公約の

中学校給食実施を理由に自校直営の優れた

小学校給食を廃止して、自ら誘致した企業

による民設民営でセンター化するなど、民

営化や大規模センター化の動きも広がって

いることに注意が必要である。宇治市では、

今年3月末の新学期直前に給食の受託業者

が倒産し、1校では次の業者が決まらず給食

が実施できない危機に直面した。幸い直営

校が残っていたため急きょ直営校からの調

理員派遣でしのげたが、民間委託のリスク

が現実のものとなった。 

 あらためて、自校直営での中学校給食実

現に向け、子どもたちを真ん中において、保

護者、自治体職員、教職員などの関係者をは

じめ、広く地域での共同を広げ運動を強化

していきたい。 

京からふるさと再生（５９）                    ふるさと再生京都懇談会事務局 川俣勝義 

より豊かな学校給食をすべての子どもたちに  



           

『 観 光 立 国 の 正 体 』  

 2年前、2015年4月1日に福知山市ではじ

めての地域住民組織、「三和地域協議会」

を立ち上げ、日々試行錯誤しながら「協働

のまちづくり」に取り組んでいる。

 福知山市から引き受けた事業の一つが

「市観光協会三和支部」事務局の業務な

のだが、この分野の動きがめまぐるしい。 

 京都府では「海の京都DMO（一般社団法

人京都府北部地域連携都市圏振興社）」が

設立され、『地方創生』の切り札の一つと

位置づけられて強力に進められようとし

ている。従来型の、それぞれの自治体ごと

の「観光協会」がいいとは決して思わない

が、DMO方式も先がよく見えないことや、

地域主導になっていないことなど、ある

種の混乱を来していると思われる。 

 そんななか、『里山資本主義』で有名な

藻谷浩介氏が、スイス在住の「観光カリス

マ」山田桂一郎氏と著したのがこの『観光

立国の正体』である。 

 本書では第1章から4章までを、スイス

と日本の観光産業の違いについて山田氏

が執筆し、第5章から7章までを2人の対談

で日本の現状と可能性について明らかに

する形式になっている。 

 冒頭に紹介されているツェルマット

は、マッターホルン麓の人口5,700人の小

さな村でありながら、年間200万泊の観光

客を受け入れている。しかもその70％以

上がリピーターだという。飽きられない

理由を山田氏は「この地に住む人たちが

地域に対して愛着と誇りを持ち、心から

楽しく豊かに暮らしている」からだ、とし

ている。そこに暮らす人々のいきいきし

た姿が、「非日常」ならぬ「異日常」の魅

力になっているというのである。 

 翻って日本の「観光振興」、特に「ふる

さと1億円」以来の施策は、「リゾート」

にしろ｢温泉開発」にしろ、また最近の歴

史ブームでも、せっかく過去から受け継

いだ貴重な資源を「消費」するばかりだっ

たとの思いが、私にはある。 

 最近は都市部における違法民泊の問題

が話題になっているが、農村部において

は行政から推奨されて、農家民泊に取り

組む人が増えてきている。子供たちや都

市住民との交流を楽しみに取り組む人に

とってはいいことなのだが、「収益」を期

待するとそんな簡単なものでないことも

事実である。 

 対応する自治体や住民の政策形成能力

をどう育てるかも、地域自治組織のこれ

からの「協働」のための大きな課題であ

る。 

「観光」をテーマに、 

地域と「地方創生」を

考えるにはいい1冊だ

と思う。 

 

他に藻谷氏の『デ

フレの正体』もい

い。 



「モダン！京の近代建築と市内一望の絶

景を訪ねて」と銘打った観光バスツアーに

参加しました。7月号で紹介した「栗原邸」

を設計した本野清吾の自邸や大雲院の「祇

園閣」、また「白河院」の庭園など普段見ら

れない文化財を一日で見て回れるというこ

とでワクワクして出かけました。 

台風一過の晴天で、朝から強い日差しが

照り付けていましたが、京都駅前は観光客

でごった返しています。観光バスに乗り込

んだのは38名。ガイドさんの話では、前回こ

のツアーの参加者は７名だけで、「今回はど

うかなぁ？」と心配していてとのこと。た

だ、元 「々保津川下り」に申し込んでいた人

が、台風で水かさが増えて中止になりこち

らに回ってきたようです。ちょっと渋い内

容のツアーですが、皆さん満足されるで

しょうか？ 

最初の見学場所、モダニズム建築の先駆

け、コンクリートブロックむき出しの「本野

邸」は立命館大学の衣笠学舎東門のすぐ横

に建っていました。合理性を追求した住宅

は、現代なら普通にありそうですが、建てら

れた当時は特殊で、いつまでも建築途中の

ように思われていたとか。どの部屋も窓が

大きく、2階からは左大文字が見えていまし

た。 

昼食を武田五一設計の数寄屋造りの建物

が残る「白河院」でいただいて、次に大雲院

の「祇園閣」に向かいました。八坂神社の近

くを歩くと見える、高くそびえる塔が気に

なっていました。 

「祇園閣」は大倉財閥（現大成建設）の

創始者・喜八郎が別邸を建てる際に、敷地

内に展望台を兼ねた高閣を、昭和天皇の即

位と自分の卒寿を祝って造らせたそうで

す。金鶴が輝く山鉾を模した祇園閣は大倉

が祇園祭の壮観を常に披露したいと願っ

たもので、鉄筋コンクリート造3階建高さ

36メートル、地下の基礎も30メートルに及

びます。今は大雲院の境内となり所有者も

大雲院になっています。もともと大雲院は

織田信長、信忠の菩提を弔うお寺として、

烏丸二条にあったそうです。本堂でお寺の

説明を聞いた後、閣の上に登りました。内

部には中国・敦煌莫高窟に描かれている壁

画を模写した壁画が描かれています。こち

らは、昭和63年に開創400年を記念して奉

納されたそうです。独特な雰囲気を生んで

いましたが残念ながら撮影禁止でした。3

階からは夏空と山々に囲まれて京の街の

眺望が楽しめました。喜八郎は完成前に亡

くなり、この景色は見ていとのことです。 

大倉財閥といえば鉄砲商人で有名で、戦

争で儲けたお金をつぎ込んで造った建物

と思うとなんだか複雑です。昭和48年にお

寺の所有になって、閣の正面に阿弥陀如来

像が安置されました。二度と戦争が起こら

ぬよう、世界の平和を願いました。 

最後に、花山天文台も見学するというな

かなか欲張りなコースでした。観光客の

方々も新たな京都を発見していただけた

でしょうか？ 

  カメラ探訪46       新田 能富子 

京の夏の旅 定期観光バス特別コース 



54th 
ツキイチ土曜サロン 

＜お気軽に参加下さい＞ 
 

・開催日 9月16日（土） 

・時刻 １４：００～ 

・場所 京都自治体問題研究所 

・報告 人見吉晴 

＜今月の本＞ 

「キャスターという仕事」 
    岩波新書  著 国谷裕子 

            840円＋税 

今という時代を映す鏡でありたい──。従来

のニュース番組とは一線を画し、日本の

ジャーナリズムに新しい風を吹き込んだ〈ク

ローズアップ現代〉。番組スタッフたちの熱き

思いとともに、真摯に、そし

て果敢に、自分の言葉で世

に問いかけ続けてきたキャ

スターが、２３年にわたる挑

戦の日々を語る。 

 （岩波書店） 

＊参加自由、事前申込み

不要。終了後に気軽なワ

ンコイン懇親会あります。 

事 務 局 通 信 

  京都戦後民主運動   歴史資料アーカイブ事業 
 

 京都自治労連、京都府職労連、京都市職労の組合結成70周年記念事業の

一環として、写真を中心に委託事業として始めたデジタルアーカイブ事業が、

6月1日に京都自治労連の資料を中心に専用のHP上で公開を始めました。 

 マスコミ取材や国立国会図書館の情報サイトで紹介されたこともあり、既に

写真利用、資料提供の申し込みや感想も寄せられています。 

 事務局では、旧府立総合資料館（現「京都学・歴彩館」）に写真資料の保存

方法を学びに行ったり、大学のアーカイブ研究会に参加したり、古い箱から飛

び出すゴキブリとの闘いながら、暑い、熱い夏を過ごしています。 

 事務所には、写真のようにとりあえず整理用の箱単位でラベル付けはしたも

のの、それだけで25箱、今後府職労連、京都総評の写真と資料が加わり、50

数箱近くの膨大な枚数になるとおもわれます。 

 年史や写真集とは異なり、一次資料としての写真データ収集を目的としてい

るので、基本的にはオープン化して積極的活用を呼びかけていく予定です。 

 京都は、観光客誘致でホテルや民泊建設

ラッシュです。世界の多くの観光都市で

も、観光資源の破壊や市民生活への悪影響

などさまざまな問題を起こしています。 

 世界の観光都市の動向や今年つくられた

民泊新法について学び、議論する誰でも自

由に参加できる市民塾が開催されます。 


