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■京都民医連第五次長期計画 

京都民主医療機関連合会は、2016年6

月に「京都民医連第五次長期計画」を策

定し、2021年までの5年間に目指すべき

京都民医連の目標と課題を明確にしまし

た。この期間を見通したとき、情勢とし

ては、①憲法を改悪し戦争する国づくり

への暴走、②新自由主義的経済政策を背

景とする貧困と格差の拡大と医療・福

祉・教育を受ける権利の制限の進行、③

憲法25条の理念を改悪し、自助・互助・

共助を押し付け、政府の責任である社会

保障の解体と私的保険化、④医療と介護

における公的部分の削減と営利市場化の

進行、⑤地域医療構想等による病院の機

能分化と再編・削減の押しつけ、⑥地域

医療連携推進法人の制度化、⑦公費削減

と市場拡大の方向ですすめられる医療と

介護の一体的連携による地域包括ケア、

⑧新専門医制度など新たな医師養成制度

による地域医療崩壊の危機と医師定員制

の導入の危険性があげられると考えてい

ます。 

「京都民医連第五次長期計画」は、こ

うした激動の情勢に対して、民医連の組

織力を生かし「貧困と格差、超高齢社会

に立ち向かう無差別・平等の医療・介護

と安全・倫理・共同のいとなみを軸とし

た総合的な医療・介護の質の向上」（第

42回全日本民医連総会決定より）の実現

にむけたものであり、以下の4点を目標

としています。 

■まちづくり、医療・介護・福祉を研究する

「研究センター（仮称）」の設置へ 

 京都民医連五次長計の重点の一つとし

て「研究センター（仮称）」の設置を掲

げています。これは、民医連のヘルスプ

ロモーション活動や無料低額診療事業の

実践が研究者や行政関係者にも大きく注

目されている中、こうした我々の活動を

京都民医連第５次長期計画「研究センター(仮称）」の設置にむけて 

京都民主医療機関連合会 事務局 佐々木恵林   

（１）HPHのとりくみを含め京都府民の

健康水準を引き上げ、健康格差を解消す

る活動に貢献するために、社会保障の充

実を願うすべての個人・団体との共同を

拡大し、地方自治体への働きかけを強め

ます。 

（２）当面続く社会保障抑制策において

急性期医療の抑制と病床の削減が大きな

焦点の一つとなります。とりわけ弱い立

場の人たちの専門医療享受の機会と地域

医療の担い手づくりの場を守るため、中

央病院の総合移転事業を京都民医連の力

を結集して成功させるとともに、地域医

療介護連携・まちづくりへの貢献を含む

新しい水準の民医連急性期教育病院の形

作りに挑戦します。 

（３）「人権を尊重する地域包括ケア

へ」の提言に沿って、各事業所それぞれ

の地域でのまちづくりの中で果たすべき

役割を、保健予防から急性期・回復期・

生活期・終末期の流れに沿って分析・事

業化し、京都民医連全体として情報集

約・交流・内外への発信を強めます。 

（４）戦争法を廃止するたたかいの京都

における取り組み、京丹後市経ケ岬のＸ

バンドレーダー基地撤去を求める取り組

み、敦賀高浜原発を停止再稼働阻止する

取り組みでの共同を広げます。 



もっと広く社会に発信できる力を強める

必要があると考えているからです。幅広

い実践家、学者、研究者、団体・個人等

に呼びかけ、日本国民の医療や介護、福

祉のあり方を展望し、「まちづくり」や

地域社会の連携と協同の前進を図るため

の調査・研究活動、政策活動、データ蓄

積などを行う機関として設置できるよ

う、研究センタープロジェクトチームを

中心に進めております。 

 研究センタープロジェクトチームでは

「研究センター（仮称）」を活動の柱を

以下のように考えています。 

とりわけ（１）、（２）の活動の具体

化に関しては、外部の方々との連携協同

が不可欠だと考えています。「研究セン

ター（仮称）」が今後、連携協同の窓口

になり得るよう準備を進めております。

当面の活動のイメージとしては「まちづ

くり」に必要だと考える点について、地

域の研究者の方々と協同し実態調査を行

うことなどを考えています。 

■現在の取組み状況として 

現在、本格的な活動を前にパイロット

研究として「無料低額診療事業」を取り

上げ、研究者の協力も得ながらその必要

性を発信できるよう、調査活動を行って

います。健康格差を生み出す原因のひと

つに経済状況があげられています。経済

的困窮は人々の健康に大きく影響し、日

本においても低所得な人ほど受診抑制を

経験することが指摘されています。「無

料低額診療事業」は、社会福祉法（昭和

26年法律第45号）に基づく第二種社会福

祉事業として実施するものと、法人税法

の基準（法人税法施行規則第6条第4号）

に基づいて実施するものがありますが、

いずれの場合も、生計困難者が経済的な

理由により必要な医療を受ける機会を制

限されることのないよう無料又は低額な

料金で診療を行うものであり、国が認め

た制度です。現在、無低診を実施してい

る施設は647施設、利用者は年間のべ777

万人を超えています。なかでも民医連

は、この事業に積極的に取り組んでお

り、全国で404機関（平成29年7月現在）

がこの事業を実施しています。 

健康格差が広がっているといわれる

中、無料低額診療事業が果たしている生

活者支援等の実態を中心に今日的な意義

を明らかにしていきたいと進めておりま

す。 

今後、京都民医連の常設機能として、

地域の方々と連携協同をしながら、「ま

ちづくり」に寄与できるよう、活動を発

展させていきたいと考えています。 

（１）無差別・平等の医療・介護の実現

をめざし、まちづくりと民医連運動の前

進・発展に寄与する。 

（２）医療・介護の政策動向等を把握・

調査・研究、分析し、課題抽出や問題提

起、政策提言をおこなう。 

（３）京都民医連の医療・介護活動をま

とめ（データ蓄積、見える化）、民医連

内外に発信する。 

（４）職員の学術レベル向上のための研

究サポートをおこなう。 



■『原発事故 新規制基準と住民避難を考

える』を出版 

 京都自治体問題研究所の原子力災害研

究会はこれまでに２つの原発に係る冊子

を出版しました。今回、新たに上記表題

の本（A４、150ページ）を出版しました。

本に込めた願いは、当研究会が重視した

下記の課題にこたえ、原発ゼロをめざす

運動に多少なりとも貢献することです。 

① 原子力規制委員会が作成した司法対  

策マニュアルともいえる『実用発電用原

子炉に係る新規制基準の考え方につい

て』（以下『考え方』）が、原発再稼働

の正当化に非常に重要な役割を果たして

いることから、その批判が急務であるこ

と。 

② 事故時の住民避難が原発規制の対象

とならず、自治体の責任とされているこ

とは、憲法・地方自治の本来のあり方に

反することから，住民避難計画について

の課題の解明が重要であること。 

 原発ゼロをめざす運動が多岐に分かれ

専門化する中、憲法と地方自治の立場か

ら避難問題を扱った書籍はほとんどない

のが現状です。『考え方』も司法関係者

以外にはあまり知られていません。 

 出版にあたって当研究会は、『考え

方』の本質的問題点を解明するととも

に、避難自治体が被る深刻な苦難を明ら

かにするため、福島原発事故時の原発サ

イト・国・被災町の対応の調査のほか、

他の原発立地自治体の現地調査も行い、

1年以上かけて研究と議論を積み重ねま

した。 

■特に注目してほしいこと 

（1）本書で第一に注目してほしい点

は、『考え方』の主張の欺瞞性と問題点

です。 

 『考え方』は361ページにわたりいろ

いろと述べていますが、その基本に「科

学技術の相対的安全性」を掲げ、科学技

術はリスクを覚悟で使用するものであ

り、絶対的安全性はあり得ないとしま

す。そして原発も同じく科学技術である

という理由だけで他の科学技術と同列に

おき、被害の具体的検討抜きにいきなり

放射性物質の放出やむなしと結論付けま

す。 

 この欺瞞的な主張の根底には、放射性

物質を放出する原発事故が一般の事故や

自然災害とは異質な危険をもつ「特殊

性」を無視する不当な立場があります。 

 原発事故の「特殊性」は、被害が個々

人に止まらず地域社会の破壊や国レベル

の被害に拡大する点、被曝が人類の生存

をも脅かす点、とりわけ、上記被害に重

ねて、地域の共同体・歴史・文化が断絶

され、放射能に汚染された自然は生命を

育む場から超長期にわたり生命を脅かす

存在に変質するなど、二度と元通りには

できないという不可逆性にあります。 

 原発事故災害の甚大性と不可逆性が示

すのは、原発が危険な科学技術を制限す

る「予防原則」の典型的な対象であるこ

とです。「予防原則」とは、被害の確認

後に取り組む対症療法的な対策ではな

く、「原因と被害の科学的立証がなされ

ていない状況でも、深刻なあるいは不可

本の出版－原発ゼロめざす運動の新たな展開を願って 
市川章人（日本科学者会議会員・京都自治体問題研究所原子力災害研究会） 



逆的な被害のおそれがある場合に予防対

策を実施する」考え方で、環境を保全し

持続可能な社会をめざすために人類が到

達した英知です。このような社会による

強制によって利潤第一主義が最悪の形で

現れた原発をなくする必要があります。 

 

（2）第二に注目してほしいのは、先述

の「特殊性」の無視が、住民避難を原発

規制の対象外にし、住民避難の責任を自

治体へ押し付けたことにつながり、困難

を増大させ住民の安全を損なう点です。 

 原発事故は避難においても一般災害と

は異質です。事故発生と同時に全ての判

断・対処の基になる放射性物質の緊急モ

ニタリング体制確立と、汚染検査・除染

機材の配置作業が必要ですが、この初動

課題がすでに自治体の能力を超えていま

す。自治体職員を含む災害対策関係者を

被曝から守る仕組みも欠如し、自治体機

能移転ともなれば大混乱は必至です。 

 原発を廃炉にしても大量の使用済み核

燃料による危険は続き、避難計画は不可

欠であり、その検証を通して政府と自治

体の政策を変えることが重要です。自治

体は住民の命と暮らしを守る責務に従

い、避難計画の実効性抜きに再稼働は絶

対あり得ないという立場を貫くべきで

す。 

■早速、本を軸にした「勉強会」も 

 出版後すぐに、本書の目的・願いに呼

応して10人程が本書の内容を軸に原発問

題の「勉強会」をもち意見交換をしまし

た。参加者は団体役員や議員有志、報道

関係者と当研究会です。我々は主に次の

点を視野に入れて臨みました。 

・原発推進勢力の動きの全体像と局面、

および原発反対勢力の運動の配置と連携

の全体像をどう見るのか？ 

・自治体、行政にとって何が課題なの

か、何を課題としなければならないの

か？  

・地震、津波、火山の最新の知見と若狭

の原発が抱える問題点は何か？ 

 この勉強会をきっかけに、具体的な政

策的検討などを行う研究会が立ち上げら

れ、すでに始まっています。 

 本書は一般書店やネット通販では売っ

ていませんが、出版後1か月半で普及で

きた数は550冊に達しました。京都府下

だけでなく北海道、九州を含め他府県に

も広がり、重ねて注文をいただく方もあ

ります。また、原発裁判に関わる弁護士

の方からは裁判の資料として検討を考え

ているなど、高い評価もいただきまし

た。我々の予想を上回る反響ですが、さ

らに普及に努めたいところです。 

 北海道のブラックアウトは、長引けば

泊原発も大事故に至る深刻な事態でし

た。世界の中でも特に地震や自然災害が

頻発する日本列島において、原発がある

こと自体が日本社会の存立を危うくして

いることはいよいよ明らかです。 

 本書が原発ゼロをめざす運動の議論を

深め、原発を廃止する社会的な力をさら

に高めることに役立てば幸いです。 



 1996年11月にフランスのシラク大統領

（元パリ市長）の提案を受け、桝本頼兼京

都市長が「日本におけるフランス年」と、

パリ市と京都市の「友情盟約締結40周年」

を記念して、パリのポン・デ・ザール橋を

デザインした鉄鋼アーチの歩道橋を、鴨川

の三条と四条の間に架ける構想を提案しま

した。予算も通過し、後は建設開始を待つ

ばかりのところまで進みました。 

 当初は美観風致審議会景観専門小委員会

でも橋の基本構造が承認され、イメージ図

も策定され都市計画案の公告・縦覧も始ま

りました。縦覧結果は要望付きを含め建設

賛成72％、反対26％となり1997年10月、

市、府の都計審は歩道橋整備のための都市

計画変更を承認、ゴーサインが出されまし

た。 

 これに対し「鴨川にフランス橋はいらな

い」を合言葉に多くの市民が声をあげまし

た。 

 1998年3月「新たな京破壊 ポン・デ・

ザール橋建設阻止を全国の人々に訴えま

す」のアピールを寿岳さん、茂山さん、土

橋さんが発表し、京都を想う全国からの声

を背景に市民的運動を作り上げました。そ

の結果、議会で予算化された計画を白紙撤

回させるという画期的な成果をあげまし

た。 

 集会の最後には料亭「菊乃井」のご主人

村田吉弘さんの「歴史の重みを知っている

京都の料亭は、今回のフランス橋建設にみ

んな反対しています。世界に誇る鴨川の景

観を守るために、力を合わせてがんばりま

しょう」のメッセージが読み上げられまし

た。 

 1988年1月創刊の雑誌「ねっとわーく京

都」は全国の著名人に700通の案内を送

り、多くの賛同意見を寄せてもらう中心と

なりました。 

 
 皮肉なことに、ポン・デ・ザール橋建設

で京都破壊を進めようとした桝本市長は、

三期務めた京都市長の最後の年である2007

年に、高さ規制をはじめとした新景観政策

をつくり、京都を景観破壊から守る実績を

あげ12年間の市長としての総仕上げとしま

した。翌2008年、

中村和雄候補と

951票という僅差

で当選した門川大

作京都市長の最初

の仕事の一つは、

京都大学病院建設

における高さ規制

を緩和して新景観

政策のなし崩しに

道を開くことでし

た。 

今を読み解く一枚（第９回）           池田 豊 (京都自治体問題研究所事務局長） 

京都戦後民主運動 歴史資料アーカイブ   京の自然、景観をまもった闘いから20年 

 三条大橋から鴨川右岸を四条大橋、そ

して左岸を三条大橋まで。 

20年前、1998年5月30日、「河原・デ・ア

クション」の取り組みに集まった1500人

の市民は、黄色のハンカチやバンダナを

身に着け、手を取り合ってヒューマン

チェーンでつながりました。集会を呼び

かけたのは、国語学者の寿岳章子さん、

狂言役者の茂山千之丞さん、映画監督の

土橋亨さんの三人でした。 



「自治体戦略2040構想研究会」の連続公開研究会にご参加を 
京都自治体問題研究所 

 総務省の「自治体戦略2040構想研究

会」報告は、2040年頃にかけて迫り来る

我が国の内政上の危機を、①若者を吸収

しながら老いていく東京圏と支え手を失

う地方圏、②標準的な人生設計の消滅に

よる雇用・教育の機能不全、③スポンジ

化する都市と朽ち果てるインフラととら

え、2040年頃を見据えた自治体戦略の基

本的方向を打ち出しました。 

 報告では、我が国人口が少子化により

10年前(2008年)の1億2,808万人をピーク

に減少し、2040年には1億1,092万人とな

ること、高齢化は三大都市圏を中心に急

速に進行し、2015年に3,387万人であった

高齢者人口(65歳以上)は、団塊ジュニア

世代が全て高齢者となる2042年に3,935

万人(高齢化率36.1%)でピークを迎え、75

歳以上人口はその後も2054年まで増加し

続けると見込んでいます。 

 その上で、「人口減少が進み、我が国を

取り巻く環境に不確実さが増す中でも、 

地方自治体が安定して、持続可能な形で、 

住民サービスを提供し続けることが必

要」であるとして、その対応策を示してい

ます。 

 そこには、人口減少時代に合った「新し

い社会経済モデル」を検討することが必

要とし、それぞれの自治体が土木行政や

農林漁業、観光の振興から教育、福祉まで

全ての責任を果たすという従来の「行政

のフルセット主義」を排するよう求め、自

治体のあり方を根本的に変えようとして

います。 

 

 京都自治体問題研究所はこの報告を、

人口減少論を引き金とした政府と財界が

描く2040年地方自治の青写真ととらえ、

早急に批判的研究と運動論、政策の方向

性を確立するために公開研究会を数回に

わたり開催することとしました。 

 ８月２８日に第１回目の公開研究会が

開催され「圏域行政と地方自治」のテー

マで当研究所理事長の大田直史龍谷大学

教授と同前理事長の中林浩神戸松蔭女子

学院大学教授より報告を受けました。 

 大田理事長は、総務省が提案している

「新しい２つの議会のあり方」が驚くべ

き内容であると報告されました。 

 「議員のなり手不足等により特に町村

の議会運営」が深刻になっていることを

理由に、一つは少数の議員(議長を含め

最低３人）で構成し、議員に専業的な活

動を求める「集中専門型」、もう一つは

非専業的な議員活動を可能とする「多数

参画型」ですが、どちらにも議会制民主

主義の観点から懸念が示されており、

「議員のなり手不足の解消」にはつなが

らないといった意見が有識者から出され

ています。 

 中林前理事長からは、総務省報告が危

機をあおるだけのものであると喝破し、

①「人口減少社会」という概念の危険、

②「地方」という概念の混乱、③「東京

一極集中」という概念の乱用について詳

しい報告がありました。(詳細別途) 

そして、自治体の再編よりも政策の大転

換が必要であることが強調されました。 

＜今後の予定＞ 
 第２回 ９月１９日（水） 
  ・テーマ 労働・雇用  
  ・報告者 中村和雄 弁護士 
 第３回 ９月２７日（木） 
  ・テーマ 社会保障、福祉  
  ・報告者 尾藤廣喜 弁護士 
 第４回 １０月１８日（木） 
  ・テーマ 地方自治、地方行財政制度 
  ・報告者 岡田知弘 京都大学教授 
 

  会場と開会時刻は全会同じとなります。 
    ・会場  京都自治体問題研究所 

・時刻  １８：３０～ 
 

※医療分野も現在調整中です。 



交 流 の 広 場 

第14回地方自治研究全国集会in高知 
 

「憲法を守りいかし、安心して住み続けられ

る地域をつくろう」 

2018年10月6日(土)・7日(日) 

    高知県立県民文化大ホールほか 
 

 ２０の住民団体等と自治労連が共同の

実行委員会で開催する地方自治研究全

国集会が、今年は高知市内を会場に開

催されます。 

手のひらに憲法プロジェクト 
URL http://www.pocketkenpo.com 

＜ポケット憲法のお申込み＞ 
Mail     info@pocketkenpo.com 

TEL 075-211-1161  
 FAX 075-708-7042 

翁長知事の遺志を継ぐ 
辺野古に基地はつくらせない 

 

   辺野古の新基地問題は、沖縄の問題で

しょうか。いえ、日本の問題です。故翁

長雄志知事が訴え続けたことはこのこと

です。「歴史的にも現在においても、沖

縄県民は自由・平等・自己決定権をない

がしろにされてまいりました。私はこの

ことを『魂の飢餓感』と表現していま

す。(中略)日本には、本当に地方自治や

民主主義は存在するのでしょうか。沖縄

県にのみ負担を強いる今の日米安保体制

は正常なのでしょうか。 国民の皆様すべ

てに問いかけたいとおもいます」(福岡高

裁での陳述)。このことを再確認し、翁長

さんの遺志を引き継がなければなりませ

ん。定価(本体600円+税) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

自治体研究社 
 

  〒162-8512 東京都新宿区矢来町123  

  TEL 03-3235-5941FAX 03-3235-5933 

  E-Mail info@jichiken.jp 

  http://www.jichiken.jp/ 

緊急出版! 
 宮本憲一 

 白藤博行  編著 
“9条京都のつどい2018”講演＆全体会 

記念講演「改憲やめるとき：10月6日(土）

14：00～16：30 

ところ：龍谷大学響都ホール(アバンティ９F） 

主催：憲法９条京都の会 



 京からふるさと再生（７３）             田中康夫（ふるさと再生京都懇談会代表世話人） 

ヨーロッパに見る小売市場等の変化 

 私は今年7月の「くらしと自治京都」に前橋市

と高崎市の中心市街地の実情について報告

しました。 

 そこでの「まとめ」は、中心市街地が昔日の

面影を大きく失い、中心という状態とは全く

違った姿を見せているということでした。これは

多くの日本の都市、中でも地域の中心と言わ

れた都市では最近よくみられることです。 

この「まとめ」で指摘した中心性をいかに取

り戻すか、その必要条件である賑わい、人の

集まりを考地域生活に根差して考えることにし

ました。地域生活に根差さないと今の日本の

姿を追認することになるからです。 

人があつまり、そこに賑わいが生まれるその

姿を知る指標として、しばしばその場所へ行

き、他の人と交流する市場、生鮮三品を扱う店

舗がそれなりに存在する商店街の姿をヨー

ロッパの都市で考えてみることにしました。 

 ヨーロッパの都市には三つの異なった主とし

て生鮮食料品を扱う商店集団があります。こ

れら三者が営業時間、扱い商品などを分担し

て市民の食生活を支えてきました。またそれ

ぞれが大きな賑わいをみせていました。 

一つは屋根と外壁のある「市場」です。二つ

目には曜日を決めて(多くは週2回)、広場や道

路の歩道、高架橋の下で開かれる「朝市」（マ

ルシェ）そして「商店街」です。 

他には街の角々にはアリメンタシオン(仏)と

呼ばれる小規模な最寄品何でも販売店があ

り、モノプリやカルフールなどの大型店がとこ

ろどころにありますが市民が食材を買うのは上

記三施設と言ってよかったのです。 

今年、ヨーロッパで最初に驚いたのは「市

場」が建物だけを残してその殆どが飲食店に

変わり、大きな飲食ビルになっている姿でし

た。前からここで営業していた専門店は多くが

撤退し、「市場」的な性格は大きく減少してい

ます。「市場」が飲食ビルにならないとき、中心

的な売り場はその地域でもっとも力がある商業

資本(例えばイトーヨーカ堂やマイカルなど）の

店舗となっている場合がくみられました。従来

から営業してきた専門店はその横で細々と営

業を続けていますが、お客も少なく店主が暇

を持て余している姿も度々見かけました。 

 この変化は大都市や著名な観光地だけでは

なく地方の小都市でも同じでした。  

 また、「商店街」も「市場」と同じ姿を呈してい

ます。パリの「商店街」の一つ、「ムフタール

通」は20年前には通りを買いもの客が埋めつ

くし店の人と賑やかにやり取りしていました。そ

の通りが食材を扱う店はほんのわずか、今や

完全な「飲食店通」になっていました。 

「ビュシー通」ではその多くがカフェやビスト

ロに変わりました。「ビュシー通」の要の場所、

中心に大きな店を構えていた野菜、果物店は

規模を縮小しやっと営業を続けている様子が

伺えます。 

これはパリ市内の全ての「商店街」で共通

です。この傾向が明らかになってきたのは10

～15年前であったと記憶しています。 

「朝市」は今まで出店していた店舗が大きく

減少し朝市としての役割を果たせなくなってい

るところも出てきています。その一方で立地場

所の良いところでは生鮮三品から衣服や家庭

で使用する工具類の店が増えてきています。 

 この姿を見ていますと、ヨーロッパ諸国の市

民はどこで食材を調達しているのか、外食が

増えているのだろうかなどが気になってきま

す。しかもこれら三施設が無くなることは地域

での人と人とのつながりが薄れ、「孤独死」を

生み出さないかということも気になってきます。 

 同じく厳しい困難な状況の下にある日本と

ヨーロッパ諸国との大きな違いは、ヨーロッパ

諸国では若者が「市場」や「朝市」の経営に参

加していることです。日本が取り組むべき道は

このあたりにあるのではないかと強く感じます。

この迂遠ともいえる壮大な試みを成功させるた

めには地域の生鮮食料品販売店舗の有効な

止血策を急いで打つことが必要です。食材の

供給者、購入者、仲介する販売者の間の合意

こそ今求められているのではないかと思って

います。 



私の本棚 書籍紹介                          高士 健二（京都市職員労働組合） 

 「羆嵐（くまあらし）」 
                       （新潮文庫 吉村 昭 著 1982年 562円） 

子供の頃から無類の鉄道好きだった私

は、中学三年の１９８３年８月、当時住

んでいた三重県津市から、青春１８きっ

ぷを使って鈍行列車と青函連絡船を乗り

継ぎ、札幌まで行ってとんぼ返りする４

泊５日の一人旅をした。３日目の早朝に

北海道に入り、冬のような寒さにＴシャ

ツしか着てこなかったことを悔いつつ、

車窓に広がる茫漠とした大地を震えなが

ら眺めていたのを覚えている。以来、私

にとって北海道は特別な存在であり、そ

の自然、歴史、文化に触れるために幾度

となく旅をし、また書物を読むことを趣

味としている。 

『羆嵐』は、１９１５年（大正４年）

１２月、北海道天塩山麓の集落で起こっ

た、日本獣害史上最悪の惨事といわれ

る、ヒグマによる６人殺害事件を描いた

ドキュメンタリー小説である。 

苫前郡苫前村、三毛別川の支流にある

六線沢は、山深い渓流沿いの未開地で

あった。開拓民が苦難の末この地に辿り

着き、漸く開墾も落ち着いた頃、冬眠の

時期を逸し凶暴化した巨大な「先住者」

が、粗末な板壁や草囲いの家を突き破っ

て侵入し、またたく間に６人を食い殺し

た。 

村人たちはなす術もなく、集落から退

避し、警察の動員を請うた。颯爽と現れ

た分署長と、周辺の村落から銃を手に集

まってきた応援の人々を見て、村人たち

はこれで退治も叶うと期待した。しか

し、ヒグマの習性を知らない者が率いる

集団は烏合の衆に過ぎず、ヒグマの気配

に触れただけで怯えて逃げ帰る有様だっ

た。 

村人が最後に頼ったのが、山向こうの

鬼鹿村に住む、酒乱で鼻つまみ者だが老

練な猟師である銀四郎だった。彼は唯一

人山中に入り、冷静沈着にヒグマに近づ

き、２発の弾丸でヒグマを仕留めたの

だった。 

北海道開拓の歴史は重い。アイヌ、囚

人、タコ部屋、強制連行された朝鮮・中

国人など地獄の苦しみを強いられた人々

は、政治的支配者の暴政の犠牲者であ

る。また、貧困や災害から逃れるように

北海道に移住してきた人々にとって最大

の苦難の相手は、猛威を振るう自然だっ

たにちがいない。ヒグマは、自然界の支

配者の一員であった。 

本著は、じつに緻密な調査に基づいて

描かれていて、とりわけ自然描写は見事

というほかない。手つかずの厳しい自然

の中に置かれた人間の恐怖の心情が行間

から伝わってきて、寒気を覚えるほどで

ある。そして、生きるために必死に生き

る人々の悲哀が作品全体に漂い、心を揺

さぶられる。 

ちょうど本著を読んでいた頃、行方不

明の男児を警察挙げて捜索するも見つか

らない中、ふらりと現れたスーパーボラ

ンティアの尾畠さんが３０分で見つけ出

すという出来事があった。いつの世も、

権威ある凡庸な多数は、先見を持つ一個

人にかなわないものである。 



  続カメラ探訪 ９            内野 憲 

「洛中のミステリー」 

 京都高齢者大学の講座「ぶらり 京都

のまちあるき」の９月講座「洛中のミス

テリースポットを巡る」で教えてもらっ

たミステリーを二つ紹介します。 

 

「鵺（ぬえ）」という怪獣 

 京都市下京区綾小路高倉にある神明神

社に伝わる話。 

 平安末期、近衛天皇の時代。毎夜、

「ヒョーエ」「ヒョーエ」と黒雲共に不

気味な鳴き声が響き渡り、都の人々を恐

れさせていました。そこで弓矢の達人で

ある源頼政に、その正体不明の怪物を退

治するように命令が下されました。ある

夜頼政は神明社に祈願を行い、黒雲に向

かって矢を射ると、奇怪な怪物が落ちて

きました。「鵺（ぬえ）という怪獣」

で、頭は猿、胴体は狸、手足は虎、尾は

蛇の形をし、大変に気味の悪い声で鳴く

怪獣だったとされています。神社には、

頼政が怪獣を退治した時に使われたとい

う「やじり」が二本奉納されています。

いまでも祭礼の時に飾られます。神明神

社が、厄除け・火除けのご利益があると

いわれる所存だそうです。なお、「鵺」

は、平安時代には怪獣として恐れられ

様々な伝承を生んでいますが、現代では

野鳥の「トラツグミ」の仕業と考えられ

ています。 

 

鉄輪井（かなわのい） 

 京都市下京区堺町通松原にある鉄輪井

をめぐる言い伝え。 

 自分を捨てたことを恨んだ女が、貴船

神社に「丑刻詣」（人を呪い殺す）をし

ていると、「鉄輪（火鉢や囲炉裏に置い

て鍋やヤカンをかける三本足の五徳のこ

と）を頭にのせ、３本の足に火をともし

怒りの心をかきたてると鬼になれる」と

のお告げ。夫はそれ以来、悪夢に苦し

み、陰陽師である安倍晴明に占ってもら

うと、今夜命を失うとのこと。そこで調

伏の祈祷を受けていると、女の鬼が現

れ、夫を連れて行こうとしますが、三十

番神に追われ苦しみながら去っていきま

す。その女が安倍晴明に調伏され、つい

に息が絶えた場所が「鉄輪井」です。鉄

輪とともにその霊をとむらい築いた「鉄

輪塚」がすぐ横にあります。“命を絶

つ”ことを“縁が切れる”に喩えて、縁

切井戸とも呼ばれ、この井戸の水を縁を

切りたい人に飲ませると、その人との縁

が切れる、悪縁を切るご利益があると言

われています。 

 地下鉄工事などの影響で水は枯れてし

まったそうですが、ペットポトルに水を

入れてきて、鉄輪井に供えて祈り持ち帰

る人もあるそうです。狭い路地の奥にあ

ります。路地入口に案内の石柱が立って

いますが注意しないと見落とします。 

神明神社 

鉄輪の井戸 



事 務 局 通 信 

 67th ツキイチ土曜サロン 
 

・開催日 １０月２０日（土） 
・時刻 １４：００～ 
・場所 京都自治体問題研究所 

・報告 土居靖範さん 
 

＜今月の本＞ 

「EVと自動運転－クルマをどう変える

か」岩波新書 (鶴原吉郎、18.5 780円＋

税) 
 

「電動化」「自動化」「コネクテッド化」

の強化をめざして、いま世界各国の自動

車メーカーが次世代のクルマの開発にし

のぎを削っている。その技術的進化には、

自動車産業のビジネスモデルのみなら

ず、私たちの生活をも大きく変えてしま

うほどのインパクトがあるとされる。何

が変わるのか。開発の最前線に迫る（岩波

書店）。 

 

お気軽にご参加下さい  
 

 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。 

 

お し ら せ 
 

 

●台風のため延期していた第３回理

事会を開催します● 

 開催日時  １０月２日(火)午後７時～ 

 場   所  京都自治体問題研究所 

 理事の皆様へ 

 理事会の成立は、実参加者が過半数必要

となりますので、お忙しいこととは思いま

すが、ご出席のほどよろしくお願いします。 

北部自治体学校 
「原発事故－新規制基準と京都北部の

住民避難を考える－」 

 ■１０／１３（土）１３：３０～ 

 ■舞鶴西総合会館(多目的ホール) 

 （入場無料） 

まいづる市民自治研究所・公開講座 
行け行け！まちの おさいふ 探検隊 

「舞鶴市財政の分析」報告会 
 

日 時 2018年9月24日(祝・月) 

   13 時30分～16時30分 

会 場 舞鶴市西駅交流センター 

   3F ホール（JR西舞鶴駅舎内） 

アドバイザー 平岡和久さん 

   （立命館大学政策科学部教授） 

主 催 まいづる市民自治研究所／まい研 

〒624-0822 舞鶴市字七日市322-8

（品田気付） 

  電話  0773(75)5753 

  E-mail ss1945nh@royal.ocn.ne.jp 

  連絡先 090-8829-7670 

  予約不要・入場無料 


