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 京都のまちづくり、あれこれ 
中林 浩 （神戸松蔭女子学院大学教授）  

■出版 まず紹介しておきたいのは、

新建築家技術者集団の京都支部がはこの

ほど『すまい・まちづくりの明日を拓く

―京都の実践』という本を出版したこと

です。新建が新しく始めた「新建叢書」

の第２騨です。1980年代からのまちづく

りや建築デザインの多様な活動を紹介し

ています。      

第Ⅰ部「京都の伝統としての住民の

共同の取組み」では「京都計画８８」

「送り火アセスメント」などのまちづく

り運動をふり返っています。わたしが書

いた部分は、2007年の京都の新景観政策

についてです。2004年の景観法制定を機

に2007年新景観政策と呼ばれる大きな転

換をすることになったのです。都心居住

地の高さ規制が15ｍなりました。日本の

都市の中心市街地でも、規制はなくとも

４階建以下の建物が建ち並んでいるとこ

ろは各所にあり、高層建築を含むよりも

密度高く土地が利用されているように見

受けられる地区も多い。高層マンション

をめぐる反対運動が各地で起こるなか、

町内ほどの範囲で住民が自主的にまちづ

くり憲章・まちづくり宣言を作る例が増

えてきました。２００４年の景観法の制

定を受けて、京都市が全面的に景観行政

を見直す動きのなかで起こりました。連

戦連敗に見えたまちづくりの住民運動が

大勝利をもたらしたといっていいでしょ

う。 

二つのコラムを書きました。ひとつ

は「京都水族館の愚」。この水族館はオ

リックス不動産が京都市の財産である公

園の中に水族館を開きました。しかも内

陸の京都に人工海水を使った水族館で

す。学術的な解説なども少なく、全体に

研究的な雰囲気はありません。研究的な

雰囲気こそ水族館の真の魅力なのです

が。さらにあきれはてるのは、みやげ物

スペースが広すぎます。カプセルグッズ

のガチャガチャマシーンも10台以上。こ

れは教養施設だというので、京都市は公

園の賃料を半分ほどに減額しています。 

 1994年に、平安京1200年を記念してで

きたのが梅小路公園で、京都駅から西に

700mほどのところにあります。緑地の少

ない地区にとっては待望の緑地でした。 

 もうひとつは「ポンデザール問題」。

1997年は京都・パリ友情盟約締結四十周

年」にあたっていました。時の桝本京都

市長は鴨川の三条大橋と四条大橋の間に

1999年完成予定のパリのポンデザール橋

に似せた鴨川歩道橋架橋計画を発表しま

した。が、中止せざるを得なくなりまし

た。橋から見た川の景観を損ねるデザイ

ン上の問題が大きすぎたのと、10億に満

たない建設費は土建業界のもうけ口とし

てのうまみもなかったことも撤回の要因

です。まちづくり運動が市の計画をス

トップさせる事例として貴重なものとな

りました。 



第Ⅱ部「歴史的街区や既成市街地で

の居住様式の再生・継承」では、京町家

をささえる伝統工法の話やコーポラティ

ブハウスの実践例が語られています。戦

時中の家庭用防空壕の調査というおもし

ろいコラムもあります。第Ⅲ部「地域密

着の施設造りのビジョン」では、保育園

や高齢者施設や高齢者の居場所づくりに

ついて書かれています。 

総勢26人で書いているところも、京

都の建築家たちの底力を表すものといえ

ます。 

 

■無鄰菴の西のホテル建設問題 11月

19日眺望景観条例にもとづく提案を８人

の申立人から京都市に提出しました。提

案の趣旨は以下のとおり、視点場を無鄰

菴とし、無鄰菴庭園から無鄰菴建物（母

屋）を眺めた際に、背景に建築物が突出

して観望できないように、眺望景観保全

地域として指定することにより建築物の

高さ（現行15メートル）を引き下げるこ

とを目的とするものです。理由は「現計

画では、無鄰菴庭園から母屋を眺める

と、背景にホテルの上層部分が突出して

見える形になるおそれが強い。これは無

鄰菴及び庭園の文化財としての価値を著

しく破壊するものである」としていま

す。 

岡崎の琵琶湖疎水をはじめ一体が重

要文化的景観となっていることから、琵

琶湖疎水や南禅寺と南禅寺境内にあり琵

琶湖疎水の水道橋である水路閣を世界遺

産に追加登録するという運動をしてはど

うかとも、わたしは考えます。 

■景観規制緩和 11月16日の京都新聞

によると、京都市はいくつかの駅前で高

さの規制緩和をする方針を発表しまし

た。人口減少や若者流出をくいとめるた

めだといいます。ほとんどが２階建でう

めつくされていた戦前の中京区は人口が

20万人ほどありました。それが高度成長

期には15万人ほどになり、その後高い建

物が建てば立つほど人口は減り９万人ほ

どになりました。現在はやや回復し11万

人ほどになっています。建物を高くして

人口減少を食い止めるなどというのは、

真っ赤な嘘です。このことは市もわかっ

てあえて嘘をいっいるのです。 

 新景観政策がでて、京都・まちづくり

市民会議は役割を終えたかなどと話し

合っていたのですが、それどころかそれ

以来ずっと、運動すべき課題は耐えませ

ん。優れた政策は絶えず市民・専門家の

運動がささえ続けなければならないこと

をあらてめて実感させてくれます。 
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はじめに 

 21世紀半ばを見通した種々の構想が中

央省庁から出されていますが、そのなか

で標記構想は大変奇異なものです。1970

年代、80年代に次々と提示された「全国

総合開発計画」等とは違い、まるでグ

ローバル大企業の営業戦略会議でのプレ

ゼンテーション資料ではないかと思わせ

るような視覚的データを多用し、“国と

財界はもはや国土全体には、とりわけて

地方（末端）には責任をもたない”とい

う旨を宣言しています。この粗雑かつ赤

裸々なマニフェストに対して、私たちは

全面的な対抗構想を急ぎ豊かなものにし

ていく必要があります。本小論では地域

医療の分野での対抗点を明示することに

よって、その作業に参加したいと思いま

す。 

 

国のヘルスケア政策の軸足 

 現今の国のヘルスケア政策を一言で言

えば、「医療から看護そして介護さらに

地域ボランティアへ」というスローガン

のもと、いわゆる「上流から下流へ」そ

の重点と責任を限りなく代替させてい

く、病院サービスを縮小し在宅医療・介

護・福祉にシフトさせていくということ

です。従来の厚生労働省による国民医療

費管理のための要諦は「上流」の一定規

模以上の病院の入院機能のコントロール

であり、それは1985年医療法改正（入院

ベッドの量的規制スタート）から連綿と

続いてきました。その流れを質的にバー

ジョンアップし、国公立病院、大手民間

病院の経営体を都道府県（そして国）が

直接ガバナンスする政策がこの間展開さ

れています。上流の流れの向き等をドラ

スティックに変えることで、中流、下流

をより「効率的」にコントロールしよう

としています。 

 その大きな軸が、2015年3月地域医療

構想策定ガイドラインに沿って全都道府

県でスタートした「地域医療構想」策定

作業です。2025年を直接的なターゲット

として、その地域でどのようなベッドが

どれだけ必要なのか（高度急性期、急性

期、回復期、慢性期）を検討するため

に、2次医療圏に準ずる形で341区域を設

定し、この区域で「地域医療構想調整会

議」が年3回程度行われ、現在、24区で

国公立病院と一部民間病院の再編計画が

具体化されています。同時に、国民健康

保険の都道府県単位化が今年4月に強行

され、都道府県の保険者機能が抜本的に

強化されました（後期高齢者医療制度、

協会けんぽは従来から都道府県単位）。

これを契機に、奈良県は「高齢者の医療

の確保に関する法律第14条」に定められ

た「診療報酬の特例」を適用し、状況に

よっては診療報酬単価（1点10円）の引

き下げも検討することを示唆しました。 

 都道府県の指導性、ガバナンス力が国

総務省「自治体戦略2040構想」と地域医療 
                                                             大松美樹雄      立命館大学授業担当講師 

                                                                                    けいはん医療生活協同組合 



によって強く期待され、それに積極的に

応えようとする動きが出てきているので

す。厚生労働省は10月22日「2040年を展

望した社会保障・働き方改革本部」を設

置し、医療・福祉サービス改革に関して

医療法人、社会福祉法人それぞれの経営

統合、大規模化等を具体化すると宣言し

ました(「シルバー新報」2018.10.26)。

既に「地域医療連携推進法人」（非営利

ホールディングカンパニー）という枠組

みが存在し６法人が稼働していること、

病院単体の経営状況の悪さ（事業利益率

マイナス4.2%、2016年度医療経済実態調

査、国公立民間病院）をみるとき、都道

府県による財政誘導も含めた上からの大

規模な病院法人再編策が現実化してくる

と考えられます。 

 

私たちの視点と論点 

 これらに対して、私たちは「中流」

「下流」に位置する地域医療の現実に立

脚する必要があります。中小自治体病

院、開業医、民間中小病院は、患者を通

した連携、つながりをタクシー2メー

ター、3メータ程度の範囲で濃密に作っ

ています。都道府県の鳥瞰図的病院配置

ではなく地域社会に密着した「虫の目」

を、下からの民主的広域行政を対置しな

くてはなりません。例えば、佐藤卓利教

授は京都での地域医療構想策定作業の足

元の実態を詳細にヒアリングし、深刻な

医師不足に対する不安等をすくいあげて

います（「続・地域医療構想の検討」

『立 命 館 経 済 学』65-5 号、2017 年 3

月）。 

 以上、論点を明示しました。一方、

「2040構想第二次報告」は指定都市や中

核市を軸にした圏域のマネジメント強化

を掲げ、医療・福祉の「役割分担など、

負担の分かち合いや利害調整を伴う合意

形成は容易ではないが、圏域単位での対

応を避けては解決できない深刻な行政課

題への取り組みを進めるための仕組み」

作りを重視し、圏域内の物理的距離は

ICTで補完する、救急医療や周産期医療

等は連携中枢都市圏によって県境を越え

て対応すると主張しています。まさに上

からの「鳥の眼」の発想そのままであ

り、医療というものの地域密着性、地域

個別特性を無視し、上からの自治体改革

によって国のヘルスケア政策を進捗させ

るための枠組みを抜本的に強化しようと

するものです。 

「2040構想第一次報告」は、「疾病構

造の変化や高齢化により『治す医療』か

ら『治し、支える医療』への転換が求め

られる」とし、2040年には医師供給数が

過大になると論じます。しかし、高齢者

の多くは急性疾患罹患の危険性が高く、

「治し」（キュア）はどの年齢層でも不

可欠です。医療現場においてケアとキュ

アの二つのベクトルは必ず必要であり、

そのクロスする点で、その方のあるべき

療養場所が決まります。この点を報告は

全くみておらず、強制されている地域医

療構想づくりと同じ視野狭窄状態となっ

ています。これらのことを直視して、対

抗構想づくりを総合的なものにしていく

ことが急務となっています。 

  



  はじめに 

１）安倍改憲の動きと並行して進む「自治 

    体戦略」の名の下での地方制度改革 

２）「自治体戦略2040構想」を基軸にした 

   地方制度改革の狙いと背景を明らかに 

    したうえで、地方自治・地域経済の現 

    場での矛盾の噴出と、行政の「私物 

    化」に対抗し、地方自治と住民福祉の 

    向上を図る方向を展望 

 

Ⅰ 安倍政権下における地方制度改革の歴 

   史的文脈 

１）第一次安倍政権下での道州制推進体制 

    の構築 

 ①第一次安倍政権発足時の3大課題 

 ②自民党道州制推進本部及び日本経団連 

    が道州制構想・ビジョン策定 

 ③第一次安倍内閣時の自民党・日本経団 

    連の道州制構想と「戦争ができる国」 

 ④2009年6月 第29次地方制度調査会答申 

 「平成の市町村合併」に「一区切り」 

２）第二次安倍政権下での地方制度改革の 

  流れと増田レポート(自治体消滅論)の 

  活用 

 ①道州制推進基本法案の国会上程できな 

  い事態が続く 

 ②2013年6月 第30次地方制度調査会答申 

 ③2014年5月 第31次地方制度調査会発足 

 ④2014年9月 増田レポート(自治体消滅 

  論)を前提にした「地方創生」の打ち 

  出し 

 ⑤2014年11月総選挙向けの自民党「政権 

  公約2014」での「地方創生」と「道州 

  制」 

３）「公共サービスの産業化」政策の台頭 

 ①2015年3月 経済財政諮問会議における 

京都自治労連 緊急出版 

「安倍政権による『自治体戦略』論の狙いと対抗構想」 
－岡田知弘（京都大学大学院教授）講演録－ 

                    京都自治体労働組合総連合執行委員長 福島 功 

 7月末に総務省の「自治体戦略2040構

想研究会」が第2次報告を出しました。

増田レポートの「人口減少」と「地方消

滅」を前提にするが故に、パラダイム転

換を図らなければならないとして、「従

来の半分の職員」でも運営できるスマー

ト自治体やフルセット主義から脱却し圏

域単位での行政のスタンダード化をめざ

すなど、大変センセーショナルな内容で

自治体関係者に衝撃が走りました。 
 

 京都自治体問題研究所では、直ちに

「自治体戦略2040」についての研究会を

開 催。8月 以 降「圏 域 行 政 と 地 方 自

治」、「労働・雇用」、「社会保障・福

祉」の分野での研究を進めてきました

が、4回目となる10月18日の研究会で

は、岡田知弘京都大学大学院教授を講師

に『安倍政権による「自治体戦略」論の

狙いと対抗構想』というテーマでいわば

総論的に「自治体戦略2040」について深

めました。 
 

 京都自治労連は、今後20年余りの長期

間を視野に、地方自治と自治体にパラダ

イム転換の強要を求める「自治体戦略

2040」の狙いや背景、対抗軸などをキッ

チリと学ぶことが重要と考え、岡田先生

の講演録を緊急に出版することを決め、

年内発行に向け現在、編集作業に取り組

んでいるところです。 
 

安倍政権による「自治体戦略」論の狙いと対抗構想 
                         岡田知弘(京都大学) 



    民間議員の「公共サービスの産業化」 

  提案 

 ②2015年6月 「骨太方針2015」上記提案 

  がほぼ採り入れられる 

 ③2015年8月 総務相通知「地方行政サー 

  ビス改革の推進に関する留意事項につ 

  いて」 

４）「増田レポート」を前提とした本格的 

  な自治体制度改革論の顕在化 

 ①2018年3月「町村議会のあり方に関す 

  る研究会」報告 

 ②2018年5月自民党「財政再建に関する 

  特命委員会報告」 

 ③2018年6月 経済財政問会議 

 ④2018年7月「自治体戦略2040構想研究 

  会」第2次報告 

 

Ⅱ 総務省「自治体戦略2040構想研究会」第 

       2次報告の概要と問題点、対立軸の形成 

１）自治体戦略2040構想の概要 

 ①増田レポートの「人口減少」「地方消 

    滅」論 

 ②「パラダイム転換」の内容 

２）問題点 

 ①「町村議会のあり方研究会」「2040構 

    想研究会」地方自治体関係者の除外 

 ②両研究会での小規模自治体の扱い 

 ③増田レポートの「人口減少」論を取り 

    入れ「逆算的」な制度改革を求める。 

 ④IT用語とパワーポイント資料の多用に 

    よる非論理的・非現実的な推論と結論 

    の押し付け。 

 ⑤公共施設の不動産運用論と道州制導入 

    論の結合 

３）地方制度改革をめぐる新たな対立軸の 

    形成」 

 ①「自治体戦略2040構想研究会報告」等 

    への自治体関係者からの猛反発  

 ②全国知事会・指定都市市長会 

 ③公共サービス・施設の市場化、情報化 

    推進体制の構築 

 ④浜松市に代表される民間化と区地域自 

    治組織の解体の併進。 

 ⑤憲法とともに戦後の地方自治解体に対 

    する対抗軸の形成が求められている。 

 

Ⅲ 一人ひとりの基本的人権と福祉の向上を 

     目指す地方自治・地域再生の対抗構想 

１）中央政府レベルでの野放図な国際化、 

    構造改革政策、規制緩和政策の根本的 

    見直し 

 ①地域経済、日本経済を支え創造する主 

    体の地域内再投資力と地域内経済循環 

    形成の重要性 

 ②従来路線を引き継ぐ「構造改革」・ 

    TPP 路線は地域経済を「破壊」する 

 ③地域経済の担い手である中小企業や農 

  林漁家、協同組合を重視した政策に 

 ④福祉国家型地方自治制は、憲法に基づ 

  き、国民主権=住民自治を前提に、政 

  府と対等の団体自治の確立を 

２）増田レポートの反証「小さくても輝く 

  自治体フォーラム」参加自治体の実践 

 ①小泉政権期における強制的な市町村合 

  併政策への異議申立の開始(2003年) 

 ②人口定住対策を自治体と住民が協同で 

  取り組んでいる自治体 

 ③宮崎県西米良(にしめら)村での取組み 

 ④地域内経済循環と実践的住民自治によ 

  る村づくり 

 ⑤有機農業、森林エネルギーの活用、地 

  球環境問題への地域からの取り組み 

 ⑥社会教育による学習の力、自治力が、 

  地域づくりや住民自治・議会改革に結 

  びつく 

 ⑦団体自治と住民自治、地域づくりの 

  「三位一体」の関係－地方自治の原点 

３）大規模自治体での「都市内分権」、住 

  民自治の基盤づくりとせめぎ合い 

 ①地域自治組織を活用した多様な地域づ 

  くりの展開 

 ②政令市における新たな取り組みとせめ 

  ぎ合い 

 ③多数者のための自治体による新たな地 

  域政策の広がり 

 ④地域内経済循環、再生可能エネルギー 

  への注目 

 

おわりに 

１）日本・世界の将来をめぐる対抗軸が明 

  確になってきている 

２）矛盾集中する3.11被災地、沖縄、新潟 

  から新しい民主主義・地方自治の流れ 

３）新しい地方自治・地域再生への展望 



交 流 の 広 場 

府職労連第33回自治研集会 
シンポジウム「知事選挙から8ヶ月 

    京都府政と府民の運動は今」 

ワークショップ「府民と府職員のコラボで考える 

    ～京都府政 わたしの1丁目1番地」 
 

日時：12月15日（土）13時30分～ 

会場：京都府職員福利厚生センター3階大会議室 

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 

元NHK記者相澤冬樹氏 講演と討論会 

「森友問題が私たちに投げかけるもの」 
 

11月25日（日）13:30～ 

京都教育文化センター101号 
資料代500円 

主催：NHK・メディアを考える京都の会 

いのちと暮らし、雇用と営業を守る 

18秋の府市民総行動 
11月28日（水）12時～府庁東門 

第49回京都教育センター研究集会 
民研第27回全国教育研究交流集会in京都 
＜集会テーマ＞ 

「憲法を生かし教育研究･実践の自由を」 

 12/22土・23日  京都教育文化センター 

22日（土）13時30分～ 

問題提起 中島哲彦さん（名古屋大学教授） 

            「憲法を知り、考え、実践する」 

実践報告 

 １  道徳の強化化に抗して－「道徳」の 

      使い方ー 

 2   中学校での性教育の実践 
 

23日（日）分科会 



 京からふるさと再生（７５）          岡本やすよ （ふるさと再生京都懇談会・世話人）          

「 無 知 は 無 力 」 

久しぶりに京都大学の岡田知弘さんの

講演を聞きました。自治研の会員になっ

て以来のファンで、3回の城陽市長選立候

補の時は考え方の基本でした。 

 

城陽は、現市政の下で「新名神高速道

路」建設を起爆剤にした東部丘陵開発、

アウトレットモール建設等が推進され、

「企業立地による地域の活性化」をめざ

している。しかし、「大型公共事業＋企

業誘致で地域活性化」で企業誘致に成功

しても、地域経済への波及効果は限定的

で、利益は本社に移転、地域内に再投資

されない。また、新規立地企業の雇用の

質、定住可能性、地元貢献をチェックし

ない限り、雇用の増加、定住人口の増加

にはつながらない。誘致企業にともなう

税収増も、誘致助成金や先行投資によっ

て相殺されるだけでなく、地方交付税の

減額で市の財政収入に貢献するとはいえ

ない。 

 

①建設段階で潤うのは土地所有者と設 

  計・建設業界。 

②大手ゼネコン・素材メーカーによる独 

  占。事業収益の本社移転。地元は下請 

  け。 

③国土開発による自然破壊による災害・ 

  環境問題の発生。 

 

アウトレットモールは、広域的に顧客

を確保し、小売販売額や観光客が増えた

ように見えるが、利益は城陽市外の本社

に流出する。地域の購買力を奪い、中心

市街地から商店が無くなり「買い物難

民」が増える可能性もある。 

立派な道路や建物ができ、雇用効果の

少ないハイテク工場が立地しても、住民

が住み続けることができなくなれば、地

域の「活性化」とはいえない。地域発展

の決定的要素は「地域内再投資力」。地

域内にある経済主体(企業、商店、農家、

協同組合、ＮＰＯ、地方自治体)が、地域

に再投資を繰り返し、仕事と所得が生ま

れ、生活が維持・拡大される。地域産業

の維持・拡大で住民一人ひとりの生活や

地方自治体の税源が保障される。農林水

産業は土地・山など「自然環境」の再生

産、国土保全に寄与する。 

 

地域再生にとって地域経済の担い手で

ある中小企業や農林漁業、協同組合を重

視した政策が必要だ。城陽市の事業所の

98.5％が従業者 100人未満。雇用では

73.9％（2014年）。自治体施策「小規模

工事登録制度」「住宅リフォーム助成制

度」などで仕事・雇用を創出する。 

 

所得の域内循環と経営維持、地域社

会、景観形成、環境保全の相互連関な

ど、城陽の現実を変えていくための示唆

に富む話でした。 

 

地方自治体の最大の責務は「住民福利

の向上」です。実現するには、自治体を

主権者である住民のものにする必要があ

ります。タイトルは参加者の言葉です。

なるほど！                      



2011年3月の東京電力福島第一原発事故

から7年半を既に経過。ここ丹後でも毎週

金曜日の夕方、原発ゼロ、原発再稼働反

対、原発事故被害者の支援等を求めア

ピール行動を続けている。 

 

丹後の金曜行動は、福島への被災地支

援ボランティアに行かれた京建労の組合

員など３人の女性が「原発をゼロに」

「福島を応援したい」と2012年5月に「出

来ることから動きだす丹後ネット」を結

成し、8月から国道脇に立って始められ

た。そして、16年1月には、「原発ゼロを

めざす丹後ネットワーク」も結成。両組

織の連携の下に金曜行動を続けている。 

 

雨の日も、風の日も、雪にも夏の暑さ

にも負けず、立ち続けてきた。クラク

ションを鳴らしたり、手を振ったりして

応援してくれる人ばかりではない。右翼

の嫌がらせも受ける。しかし、原発をな

くして安全な社会を次世代に残したいと

いう願いは、くじけることはない。 

 

総会と金曜行動50回毎に各々学習講演

会を開いてきた。本年、10月12日は、金

曜行動300回目。それを記念して、10月10

日、福島県南相馬市から綾部市に自主避

難され、関西訴訟の原告団の一員でもあ

る井上美和子さんをお招きした。 

 

夫婦で山を切り開き、家を建て、水を

引き、風呂を作ってきた日常が、2011年3

月11日の東北大震災に起因する翌12日の

東京電力福島第一原子力発電所の爆発で

壊され、夫のふるさと大阪をめざして避

難する様子を話された。 

原発爆発の映像を見た瞬間、東電の関

連企業の従業員として働いた経験があり

放射能の恐ろしさを知っていた井上さん

は逃げることを決断。2歳と4歳の子ども

を連れ、息を止めて自家用車に乗りこん

だ。放射能の飛散が少ない西に向かい夫

のふるさと大阪をめざした。しかし、ガ

ソリンスタンドは閉鎖。なかなか買えな

い。出会った知人からガソリンの買い方

を教えて貰ったり、韓国のジャーナリス

トに放射能から避難するこの行動の正し

さを指摘して貰ったり、色々な人たちの

助けを得て高速道路を走り、フェリーに

乗り大阪へ。フェリーに乗った瞬間、涙

がこぼれたという。仮の住まいと思った

綾部でもう7年。このままでは帰れない。

子どもに負の遺産を残すわけにはいかな

い。原発は絶対にダメと強く訴えて講演

を閉じられた。 

 

井上さんのお話は、避難時の緊迫感が

伝わってきて、胸にせまるものが在りま

した」「『強いなぁー』と感銘。大切な

子供たちを守るんだという一心な想いか

ら出る強さ」等参加者に強く受け止めら

れた。あっという間の学習講演会だっ

た。 

 

私たちは、毎週の金曜行動だけでな

く、京丹後市への申し入れ、市議会への 

陳情、福島支援物資の販売等をこれか

らも続け、原発ゼロ、安心安全な社会の 

実現に向けてあゆみを続けていきたいと

思っている。 

金曜行動300回 原発ゼロ、安心安全な社会の実現をめざして

～緊迫感伝わる井上美和子さんの300回記念学習講演会～  
原発ゼロネット丹後事務局長 山下和男  



  続カメラ探訪 １１           内野 憲 

 「 イ チ ョ ウ の 落 葉 」 
堀川通り～京都御苑 

 「落葉 落葉 落葉が舞う 窓の外

のかすかな音 囁くような 吐息のよう

な 窓の外のかすかな音」。中学校の音

楽の宿題で、下線部分は音階が作られて

いて、それ以外の音階を作ってくるもの

でした。ハーモニカで作曲し、気にいっ

た曲を作った記憶があります。紅葉、落

葉の季節になると思いだし、口ずさんで

きました。囁くような吐息のような落葉

の音を聴くことのないマンション生活の

中、せめて落葉がかもしだす雰囲気を味

わいたいと思い、毎年、11月中旬から12

月中旬にかけて、各地の紅葉・落葉散策

を楽しんでいます。 

今年の最初の散策として、11月13日、

堀川通りのイチョウ並木を訪ねました。

堀川通の今出川通から紫明通にかけての

中央分離帯にイチョウ並木が続いていま

す。イチョウ並木の下は一部が公園とし

て整備され、晩秋は一面黄色の落葉が覆

う素敵な散策路となっています。13日現

在、ひらひら舞い落ちるも葉もありまし

たが、黄葉は色づき始めた状態で、色鮮

やかな黄葉を見るには少し早かったよう

です。 

 写真①は、2016年11月23日の時のもの

です。イチョウの落葉がまるで色鮮やか

な黄色の絨毯のようで、太陽に照らされ

て輝きながら散るイチョウの葉を身に受

けながら、落葉の上を歩くのは別世界の

ようでした。イチョウの葉が堀川の川面

を流れる様子も風情あふれ、ステキでし

た。 
 

京都のイチョウスポットとしては、西

本願寺の「水吹きイチョウ」、京都市役

所前・本能寺の織田信長公廟横の「火伏

せのイチョウ」、京都御苑・建礼門南の

凝華洞跡の「大イチョウ」（写真②）、

京阪三条駅から東へ徒歩5分ほど歩いた

場所にある「東山の大将軍神社」 の

「樹齢800年イチョウ」など数多くあり

ます。残念なことに、「東山の大将軍神

社」の「樹齢800年イチョウ」は今年8月

23日に京都に接近した台風20号の被害を

大きく受け、枝が切り落とされ、その勇

姿を見ることはできません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都地方気象台によると、京都におけ

る平年のイチョウの黄葉は11月21日（落

葉は12月4日）です。11月下旬から12月

上旬、イチョウの葉が一面を黄色の絨毯

のように色鮮やかにそめる景色を堪能し

てみてはいかですか。 

写真① 堀川のイチョウ並木
（2016年11月23日） 

写
真
② 
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事 務 局 通 信 

 69th ツキイチ土曜サロン 
 

・開催日 １2月１5日（土） 
・時刻 １４：００～ 
・場所 京都自治体問題研究所 

・報告 久保建夫さん 
 

＜今月の本＞ 

「日本が売られる」幻冬舎新書（堤未

果、18.10,   860円＋税） 
 

 水と安全はタダ同然、医療と介護は世

界トップ。そんな日本に今、とんでもない

魔の手が伸びているのを知っているだろ

うか？法律が次々と変えられ、米国や中

国、ＥＵなどのハゲタカどもが、我々の資

産を買いあさっている。 

  水や米、海や森や農地、国民皆保険に公

教育に食の安全に個人情報など、日本が

誇る貴重な資産に値札がつけられ、叩き

売りされているのだ。マスコミが報道し

ない衝撃の舞台裏と反撃の戦略を、気鋭

の国際ジャーナリストが、緻密な現場取

材と膨大な資料をもとに暴き出す（幻冬

舎）。 

 

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 
 

●第４回理事会を開催します● 

開催日時  １２月１１日(火)  １８：３０～ 

第4回京都まちづくりシンポに参加して 

 

 「番組小学校150周年を前に－地域･学

校は宝の山」と題して今年で4回目にな

る京都まちづくりシンポジウムが開かれ

ました。元小学校教員の早川幸生さんと

神戸松蔭女子学院大学教授の中林浩さん

から貴重なお話を伺い、地域の持つ素晴

らしさを教わりました。 

 早川先生は、「地域は教材の宝庫。

物･人･歴史･自然･産業･暮らし等、地域

素材は山ほどある。それを教材化し、授

業として学習の場に出すには一苦労です

が、できたときの喜びや充実感は一入で

す。」と話されました。 

 京都教育センターが発刊している季刊

「ひろば･京都の教育」の創刊号から、

早川先生は「京都歴史教材たまてばこ」

を連載され、それを一冊の本にまとめた

ものが写真の

「京都歴史た

まてばこ」で

す。 

 本を開いて

みるとまるで

玉手箱のよう

に懐かしい京

都の暮らしが

よみがえって

きます。 

●会費及び「住民と自治」誌購読料納 

入のお願い 
 

 当研究所では6月と12月に会費及び「住

民と自治」誌購読料の納入をお願いしてお

ります。 

 別途、「2019年3月まで」の分を請求させて

頂きます。 

 詳細は、12月はじめにお送りする「納入お

願い文書」を参照してください。 

 


