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 安倍政権は、韓国政府に対し、２０１８

年の韓国大法院（最高裁）判決が、  

１９６５年の日韓請求権協定に違反してい

るので、韓国政府が大法院の判決を是正

する措置をとるよう要求し、これに応じ

ない韓国政府に対して、経済報復措置を

行いました。日韓の政府関係が悪化した

経過は以上です。 

 

 ２０１８年１０月３０日の韓国大法院の判決

は、「① 韓国の元徴用工らが請求して

いる植民地支配による慰藉料請求権は、

日韓の国家間の合意である請求権協定に

は含まれていなかった。② 放棄したと

いうのは、国家の外交保護権の放棄で

あって、個人の請求権は放棄されていな

い。」としました。 

 安倍政権は、韓国の大法院判決を国際

法違反と規定し、韓国政府がこれを是正

することを要求していますが、三権分立

を認める民主主義国家では司法に対する

政府の干渉は許されません。安倍政権の

要求はまったくもって言語道断です。 

 また、そもそも、徴用工の個人賠償請

求が、日韓請求権協定によって解決済み

であるという安倍政権の主張も説得力が

ありません。１９９１年８月２７日、衆院予

算委員会で柳井俊二外務省条約局長(当

時)は、日韓請求権協定の解釈について

「これは日韓両国が国家として持ってお

ります外交保護権を相互に放棄したと云

うことで、いわゆる個人の請求権そのも

のを国内法的な意味で消滅させたという

ものではございません」と答弁していま

す。また、第２次世界大戦中にシベリア

に抑留されて強制労働をさせられた日本

人の個人請求権の問題について、日本自

らも「日ソ共同宣言」に基づいて、個人

請求権が放棄されたものではないとの立

場を表明しているのです。 

 

 日韓請求権協定とはどのようなものな

のか、復習しておきましょう。１９５２年 

２月１５日から日韓国交正常化交渉が行わ

れ、韓国側は日本の植民地支配に対する

賠償として１２億ドルを請求しました。こ

れに対し日本側は、植民地支配は合法で

あったのであり、賠償の必要はない、日

本は韓国の鉄道敷設、港湾建設等、イン

フラ整備に莫大な資金を投じたと応答し

ました。難航していた日韓交渉が、６５年

に、日本が韓国に無償３億ドル、有償２億

ドルを支給し、かつ、インフラなど韓国

における日本の資産、諸権利を放棄する

として請求権協定が纏ったのです。それ

は、ベトナム戦争に呻吟していた米国の

強い指導があったからであり、その意味

では６５年の請求権協定は米・日・韓の

三ヶ国条約とも言えるものでした。米国

の圧力のもとに、韓国側が、日本の植民

地支配の清算の問題を追及しきることな

く応じたものでした。 

 ところで、日韓請求権協定における韓

国側の「８項目要求」中に、元徴用工問

日 韓 請 求 権 協 定 に つ い て 
弁護士 中村和雄 



題も入っていたのでしょうか。安倍政権

は、請求権協定の交渉過程で韓国側が提

出した「８項目要求」の中に、元徴用工

問題が入っており、請求権協定によって

解決済みと主張しているのです。 

 確かに、１９６１年１２月１５日、第６次日

韓会談予備会議で韓国側が提出した８項

目にわたる補償請求合計１２億２０００万 

ドルの内訳として、「他国民を強制的に

動員することによって負わせた被徴用者

の精神的、肉体的苦痛に対する補償」と

して３億６４００万ドルが計上されていまし

た。しかし、大法院判決が、「請求権協

定の交渉過程で、日本政府は植民地支配

の不法性を認めないまま、強制動員被害

の法的賠償を徹底的に否認し、これに伴

い韓日両国の政府は日帝の朝鮮支配の性

格に関して合意を得ることが出来なかっ

た」と指摘しているように、請求権協定

では、日本政府側は一貫して、植民地支

配は合法であったと主張し、植民地支配

の清算の必要性を認めなかったのだか

ら、植民地支配の清算そのものである元

徴用工問題について解決済みとするのは

無理があるのです。 

 

  問題になっている元徴用工たちの訴訟

は民事訴訟であり、被告は日本企業で

す。まずは被告企業が判決に対して、ど

う対応するかが問われるはずなのに、は

じめから日本政府が飛び出してきたこと

で、事態を混乱させ、国対国の争いに

なってしまいました。元徴用工問題と同

様な中国人強制連行・強制労働問題では

１９７２年の日中共同声明による中国政府

の戦争賠償の放棄後も、２０００年花岡(鹿

島建設和解)、２００９年西松建設和解、  

２０１６年三菱マテリアル和解がなされて

いますが、その際、日本政府は、民間同

士のことだからとして、一切口を挟みま

せんでした。 

 

 日韓基本条約・日韓請求権協定は両国

関係の基礎として存在しており、尊重さ

れるべきです。しかし、安倍政権が常套

句のように繰り返す「解決済み」では決

してないのです。日本政府自身、一貫し

て個人による補償請求の権利を否定して

いません。この半世紀の間、サハリンの

残留韓国人の帰国支援、被爆した韓国人

への支援など、植民地支配に起因する個

人の被害に対して、日本政府は、工夫し

ながら補償に代わる措置も行ってきまし

たし、安倍政権が朴槿恵政権と２０１５年

末に合意した「日韓慰安婦合意」（この

評価は様々であり、また、すでに財団は

解散していますが）も、韓国側の財団を

通じて、日本政府が被害者個人に国費  

１０億円を差し出した事例に他なりませ

ん。一方、韓国も、盧武鉉政権時代、植

民地被害者に対し法律を制定して個人へ

の補償を行っています。こうした事例を

踏まえるならば、議論し、双方が納得す

る妥協点を見出すことは可能なはずで

す。 



はじめに 

 京都民医連では、昨年夏に「熱中症が

疑われる死亡事例、かろうじて救えた事

例、もしくは猛暑による健康被害が心配

な事例の報告」緊急調査にとりくみ、高

齢独居者で認知症や認知症が疑われる方

が多く、エアコンでの室温管理ができて

いないこと、住環境や経済的な理由でエ

アコンを使用できないなどの実態を明ら

かにしてきました。 

 2019年は、①熱中症の危険が高い高齢

者の生活実態を調査・把握する。②気に

なる方へ熱中症対策のアドバイス、対応

等を行い、困難事例を把握し必要な場合

は保健所や地域包括支援センター、共同

組織に報告し、ともに対応していく。 

③生活の場で熱中症問題の実態を把握す

る。④対策の必要性を行政・世論に提起

することを目的に、7月1日から一ヵ月間

「2019年在宅高齢者の熱中症予防のため

の訪問」をとりくみ、加盟の52事業所か

ら423名の方の実態報告が寄せられまし

た 。 
 

調査結果の特徴について 

●事業種別ごとの訪問割合では、最も多

かったのが診療所49%で、次に病院15％、

訪問系事業所14％、施設・居宅系事業所

12％、薬局9％、法人本部1％でした。 

●年齢構成では、後期高齢者(75歳以上)

の方が297人と全体の7割を占めました。 

●世帯構成では280人66％の方が独居で

した。また日中だけ独居という方も24人

6％おられ、日中の時間帯だけでみると

304人72％の方が独居という事になりま

す。 

独居(日中だけ含む)の方の内、213人70%

の方が75歳以上で、調査時の室温が30度

以上の方が46人22％おられました。 

そして、その内9人19％の方はエアコン

の設置が無く、2人4.2%はエアコンが故

障中でした。 

●エアコン設置状況について、設置有り

351人83%、設置無し57人13%、故障中12

人3%でした。 

●エアコン設置状況と調査時室温との関

係では、設置無しおよび故障中の方の

内、調査時の室温が30度以上の方が28人

41%でした。(図1) 

 また、生活保護利用者で、エアコンの

設置無しおよび故障中の方が19人27.5%

おられ、その内調査時室温が30度以上の

方が7人37%おられました。 

 独居の方でエアコン設置無しおよび故

障中で調査時室温が30度以上の方21人の

内、80歳以上の方が11人52%おられまし

た。 

●エアコンの使用状況について、2時間

未満と答えた方は111人26%でした。その

他にも来客時だけ使用、扇風機のみ使

用、夜のみ使用、使用せず、故障中など

京都民医連2019年熱中症予防訪問のとりくみ  
園部建史（京都民主医療機関連合会常駐理事） 

エアコンの設置が無いまたは故障中の方の

調査時室温 (図１) 



も含めると、156人37%の方が日中のエア

コン使用を控えておられ、その内調査時

の室温が30度以上の方が51人33%もおら

れました。(図2) 

●日中のエアコン使用を控える理由とし

ては、①暑いと感じない、我慢できるな

どが55人人47%、②もったいないなど経

済的な理由25人22％、③体調や健康上の

理由17人14.7%、が多くを占めました。  

その他に、「使用方法が分からない」、

「冷房を使うとブレーカーが落ちる」、

「冷房機が古く、使うと電気代が高くな

る」など、住環境や設備に起因する理由

もありました。 

●調査時の体温について 

調査時の体温が37度以上の方が33人8％

おられ、その内16人の方はエアコンの使

用を控えておられました。 
 

まとめ 

今回とりくんだ熱中症予防訪問調査は、

京都民医連としては７年ぶりであり、高

齢者の冷暖房使用と住環境の実態調査と

熱中症への注意喚起と予防活動に重点を

置いたとりくみとなりました。以下明ら

かとなった事例の特徴や課題の見える化

をとおして、地域のさまざまな団体・個

人と繋がり、地域的な熱中症対策をすす

めていくことが求められています。 
 

●訪問調査を通して浮き彫りになった点 

 一つは、高齢者の生活状況がリアルに

捉えることができたということです。 

 二つ目に、高齢者の生活安全上の見守

りをどういった形で確立して広げていく

のか、定期訪問や地域での見守り、公的

支援のもとでの地域ネットワークづくり

等、課題が明らかとなりました。また、

高齢者がエアコン設置や修理代など環境

改善のための費用や電気料金を気にしな

くても、熱中症から安心して自身の身を

守ることができるように社会的な支援制

度の拡充が求められます。 
 

●次回調査へむけた検討課題 

①健康上の理由から避暑のための避難入

院や入所したかたの把握について。 

②経済的理由によるエアコン使用を控え

た方の、具体的な状況把握について。 

③熱中症の危険にさらされる環境に身を

置かなければならない理由の、より掘り

下げた調査について。 

④予防調査後のフォローについて。 
 

●訪問調査をとりくんで学び、気づいた

点 

①住環境で見過ごすことができない方へ

の対応と、そのまま放置したらエアコン

も使用せずに熱中症が危惧される方の対

応をどうしていくのか、訪問調査を通し

て考える機会となりました。 

②実際に熱中症の症状が出ていた方を救

えた事例や、見過ごして置いておけない

状態にある方が見つかる事例もあり、熱

中症予防活動や医療・介護、行政へ繋げ

た事例もあり、訪問活動がスタッフの確

信となりました。 

エアコン使用を控えている方の調査時室温 

(図２) 



１．今年７月の参議院選挙で、大阪選挙区

（定数４）では、「維新の会」の候補者が

トップと２位で当選し、兵庫選挙区（定数

３）では、維新の会の候補者がトップ当選

している。こうした状況を見ると、大阪や

兵庫では維新の会が政治的に圧倒的に大

きな支持を集めているといっても過言で

はない。そしていま、これが関西の他の府

県にも波及するのではないかとの懸念が

広がっている。 

 ところで、こうした状況が何故うまれ

たのか。そして、これに対してどう対峙す

るのかが、いま深刻に問われていること

はいうまでもない。 

 筆者は、現在「ＮＨＫとメディアを考え

る京都の会」の共同代表をつとめ、ここ数

年ＮＨＫをはじめメディアの問題に取り

組んできたが、そうした経験からいうと、

先に述べた維新の会をめぐる政治的な現

象（以下、略して「維新現象」とよぶこと

にする）を生み出すにあたって、関西地区

のメディアがきわめてな重要な役割を果

たしてきたことに注目する必要があると

考える。 

 

２．ここで筆者が問題に取りあげるのは、

関西地区で読売テレビの番組として、  

２００３年７月から放送が開始された「たか

じんのそこまで言って委員会」である。 

 この番組は、放送開始時に司会を務め

ていた、やしきたかじんの冠番組であっ

た（たかじんの没後、２０１５年４月に「そこ

まで言って委員会」と改題された）。この

番組は、関西地区における視聴率で、番組

開始から１０年以上、持続的に１０～１５％前

後を記録し、昼間の番組としては異例の

高視聴率であり、同時間帯の他番組との

視聴率競争でも１位となることが多いと

いわれてきた。 

 しかも、この番組の歴代最高視聴率を

記録したテーマのうち、第３位になったの

は、２０１２年９月３０日放送の「従軍慰安婦

は捏造だ！」２０．５％である。 

 この番組は、やしきたかじんが司会し、

たかじんの休養後は、辛坊次郎が司会を

務めることになったが、常連の出演者に

は橋下徹をはじめ、ケント･ギルバート、

竹田恒泰、長谷川幸洋などタカ派の論客

の名前があがっているほか、櫻井よし子、

多母神俊雄、河村たかしなども多数回出

演している。なかでも、安倍晋三が十数回

にわたり出演し、内閣総理大臣在任中に

も複数回出演していることはきわめて異

例である。 

 安倍がこの番組に出演したのは、制作

関係者との間にパイプがあること、また

安倍としても、在京キー局の報道番組へ

の出演と比べて大阪ローカルのバラエ

ティ番組で自身の政治的主張を行うこと

に特別な意味をもっているといわれてい

る。 

 

特別寄稿  「維新現象」を生み出したもの 

－メディアの果たした役割を問う－ 

弁護士 中島 晃 



３．この番組は、出演者が超右翼的で、過

激な（ときには下品な）発言をくりかえし

てきたが、放送法４条では放送事業者に政

治的公平性を求めているところから、本

来はこうした発言については放送法上の

しばりがかかるはずである。しかし、何故

かバラエティ番組であることとローカル

番組であることから、そうした制約が働

かず、過激な発言がそのままたれ流しに

なったところに重要な特徴がある（もっ

とも、こうした放送法上の制約もあって、

同じ系列キー局である関東の日本テレビ

では、この番組はほとんど放映されてい

ない）。 

 しかし、関西のローカル局であるとは

いえ、この番組がさきに述べたように高

視聴率をほこり、下ネタもまじえた下品

で過激なタカ派の発言がそのまま垂れ流

しにされ、放送法４条に定める政治的公平

性に反する状態が長期にわたって放置さ

れてきたことは、結果的に橋下徹を大阪

府知事に押し上げ、その後、維新の会が大

阪で躍進する上で、決定的な影響を及ぼ

したのではないだろうか。 

 このように見てくると、現在のような

維新現象を生み出すうえで、この番組が

非常に重要な役割をはたしてきたという

ことができる。極論すれば、この番組が関

西地区の人々を洗脳するモンスターとし

ての役割を果たしてきたと言ってもいい

のではないだろうか（この点で、思想家の

浅田彰は、この番組がアメリカのＦＯＸ

ニュースと同様の役割を果たしていると

指摘している）。 

４．さて問題は、この番組に対して、これ

までメディアに関心をもつ人々が筆者自

身も含めてどれほど真剣に対峙し、これ

を批判し、この影響力を減殺するための

取り組みを行ってきたか、またこれに対

抗するメディアをどう育て構築してきた

かがいまあらためて問われていると考え

る。 

 人々の政治意識を形成するうえで、メ

ディアが重要な影響力を有することは、

現代政治のもっと基本的な常識である。

ナチスドイツで、ヒットラーが政権をに

ぎる過程で、どれほどのデマゴギーと欺

瞞が積み重ねられてきたかについて、歴

史の苦い教訓を想起する必要がある。そ

うしたことから言えば、この番組に対す

る効果的な批判がなされずにきたこと、

あるいはこんな低俗な番組など相手にす

るまでもないと放置してきたことが、今

日の維新現象を生み出したといえるので

はないだろうか。 

 そしていま、ワイドショーなどでの、日

韓問題に関する出演者の発言などを見て

いると、こうした傾向は関東のテレビ局

にも広がっているように思われる。 

 そのことをきちんと見すえた上で、メ

ディアに対する監視と批判の取り組みを

強め、またこれに対抗できるメディアを

守り育てていくなど、「維新現象」を生み

出したモンスターに立向かっていくため

の真剣な取り組みがいま何よりも求めら

れていると考える。 

 



新連載  わがまちいいこと 
 

「住民がメガソーラー建設を止める」 

 木津川市 市会議員  酒井 弘一 

木津川市加茂町には今から１２７９年前、

わずか３年の短命ではあるが恭仁京（聖武

天皇の時代）が置かれた。その区域は木

津町鹿背山、山城町上狛にまで及んでい

た。人々は全国の大きな自然災害の度

「さすが都がおかれたところ」と木津川

市周辺の被害の少なさに感謝を込めて言

い交している。 

 今年は秋雨前線の影響で大阪や三重県

伊勢志摩では連日雨雲レーダーに真赤な

表示が出ている。しかし、ここ木津川市

では近くまでは赤かった雨雲も青色表示

に変わっていく。木津川市は実に大災害

が少ない。古老は「神に守られている」

と言う。東は鈴鹿山脈、西は生駒山地で

夏も冬も季節風から守られていることを

そう言い伝えてきた。 
 

 木津川市民はこの平穏を当然のように

思っていた。ところが予想もしない自然

災害が人々を襲った。１９５３（昭和２８）

年、８月１４日から１５日にかけて降り続い

た大雨による南山城水害である。山城町

の死者３１人をはじめ死者行方不明者は総

数３３６人、被災した家屋５６７６戸にのぼっ

た。初めて「集中豪雨」のことばが使わ

れたこの災害を関係者は「 ２ ８
にじゅうはっ

災
さい

」と

呼んでいる。   

人々は京都府の呼びかけに呼応し、翌

日から寸断された道路、交通機関が途絶

した山道を歩いて南山城村、和束町、山

城町、井手町などの被災地へ救援に向

かったのであった。 

 時を経て２０１８年、山城町神
じん

童子
ど う じ

区に面

積４８㌶（東西幅１２００ｍ、高低差１８０ｍ）

の山林を切り開き、８０００世帯の消費電力

に相当するメガソーラー建設の計画が持

ち上がった。事業主はリニューアブル

ジャパンという東京の企業である。 

 「いやだが止められない」と思った

人々が多かった。しかし、２８災の舞台の

一つとなった鳴子川（天井川）下流に住

む南平尾区の人々はそうではなかった。

「２８災を忘れるな」、「災害は忘れたこ

ろにやってくる」、「行政は自然と住民

を守れ」など１５種類のノボリ１５０本を

道々に立て、反対運動を開始した。 

 隣接の北河原区が、またメガソーラー

計画の地元神童子区が反対運動に合流し

た。区長を中心に学習会を開き、市長へ

要望、市議会へ反対請願を提出した。今

年３月の木津川市議会は全会一致で請願を

採択。京都府へも開発申請に対する慎重

審査を求める意見書を全会一致で可決し

た。 

 ６月２６日、業者が突然計画の断念を表

明した。理由は「住民合意が得られず遂

行は困難」である。住民の喜びはいかば

かりだったか。２８災の記憶が住民を結束

させ、その力が計画を断念させた。この

間、議員は相次いで議会でメガソーラー

問題を取り上げ、行政もいま開発規制条

例の制定作業に入っている。 

 全国でメガソーラー建設をめぐるトラ

ブルは多いが、このように住民が全面勝

利した例は珍しい。 



交 流 の ひ ろ ば 
地域や団体のみなさまから連絡や報告が寄

せられていますのでご紹介いたします。 

◇防災を考える市民の会 

梅原孝さんからのお便り 

 昭和２８年９月２５日、宇治

市最悪の日と言われたメモ

リアルデーが近づいてきま

した。全国で災害が多発し

ています。佐賀市でも対策

の原点は２８年災害と明記

しているように、私たちの

地域でも昭和２８年８月の南

山城大災害と９月の台風１３

号による大災害が豪雨災害

対策の原点と考えます。 

 写真は、京阪木幡駅周辺の２８災の貴重な写真です。今、改めて現地を当時と見比べ

て防災対策にご活用ください。 

９条 京都のつどい２０１９～講演＆全体会～ 
■講演「参議院選挙後の憲法情勢と憲法運動の新たな課題」 

   渡辺治さん(一橋大学名誉教授・九条の会事務局） 

■全体会 

 ○事務局報告・呼びかけ 

  「とりくみの経過と安倍９条改憲阻止にむけて」 

 奥野恒久さん(龍谷大学教授・憲法９条京都の会事務局長） 
 

と き ２０１９年10月5日(土)午後2時～4時30分 

ところ 龍谷大学深草キャンパス22号館101教室 

主催／憲法９条京都の会 

「象徴天皇制」を問う１０・２２京都集会 
 

■講演「日本国憲法と天皇代替わり諸儀式」 

   横田耕一さん(九州大学名誉教授） 
 

と き ２０１９年10月22日(火祝)午後2時～4時30分 

ところ 京都教育文化センター302号室 

会場費・資料代 800円 

共 催 第52回「建国記念の日」不承認2･11京都府民のつどい 

    実行委員会／第40回「紀元節（建国記念の日）」を考え 

    る2･11京都集会 

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ 



義を標榜する国とは思えない有様です。

国連人権理事会への特別報告でも、日本

では政府が批判的なジャーナリストに圧

力をかけるなど、報道の自由に懸念が残

ると警告されています。本書は、この惨

憺たる状況にある日本のメディアを「戦

争法も原発推進もマイナンバーも、ある

いは社会保障の削減も言論統制も、安倍

政権のあらゆる暴政に、この国のメディ

アは本気で抗ってこなかった」と指弾

し、さらに、「貧して鈍したマスメディ

アが、会社組織としての生き残りだけを

最優先して権力に迎合し、人々をむしろ

彼らに都合よく操っていく役割を買って

出始めている無残」な現状を告発してい

ます。しかし、また、最終章に「良識あ

る報道にも注目」を掲げ、「地に堕ちた

マスメディアの世界でもなお奮闘してい

るジャーナリストたちを励ましてくれる

といい」とし、「いかなる時代になろう

とも、ジャーナリズムは滅んではならな

い」とも。我々運動の側も、情報・知識

を、知恵と勇気、連帯と行動につなげた

い―。 

 

 刺激的なタイトルに思わず手にした一

冊。隠蔽・改ざん・捏造内閣と評され久

しい安倍政権が、9月の再改造内閣発足後

の世論調査でも5割を超える支持を得てい

る背景に、今のマスメディアのあり様が

深くかかわっている事は疑い得ません。

「マスメディアはジャーナリズムの舞台

であり、健全なジャーナリズムが機能し

ないところに、民主主義は成立し得な

い」という事を最も心得ているのは、他

の誰でもない安倍首相以下、政権中枢と

その取り巻きで、ネットでは“アベさま

のイヌＨＫ”と揶揄されるテレビや、軽

減税率等をエサにつられた新聞など、

“提灯マスコミ”に国民がまんまと踊ら

されている感が否めない、そういう悶々

とした思いでいるなかこのメディア批評

は痛快です。 

 約5年にわたる「全国商工新聞」に隔週

連載されてきたコラムを編纂したという

本書のおかげで、この間、ジャーナリズ

ムのチェック機能がいかに衰退し、それ

を見越した権力がいかに驕り高ぶり暴走

してきたか再認識できました。同時に、

第1章「つくられていく私たちの意識」

や、「現代の新聞もテレビも雑誌も、権

力のデタラメに対する耐性を植え付けて

いくばかりで、何も気づかせてくれな

い」と指摘される状況の下、読者・視聴

者の側がメディアの機能を理解し、批判

的に分析評価し自己表現や行動へつなげ

ていく所謂メディア・リテラシーの重要

さも教えられました。 

 日本の「報道の自由度」世界ランキン

グは、2010年11位から安倍政権の2013年

には53位に急落し、2019年67位と民主主

私の本棚 書籍紹介           塩見正（京都医療労働組合連合会・書記次長） 

「驕る権力、煽るメディア」 
（新日本出版 斎藤貴男 著 2019年7月 1,900円＋税） 



続カメラ探訪 ２１         内野 憲  

 ラグビー「第一蹴の地」と 

 バスケ男子チーム「発祥の地」 

食欲の秋、スポーツの秋となりまし

た。京都には、スポーツにかかわるいく

つかの記念碑があります。２つ訪ねてみ

ました。 

 

ラグビー「第一蹴の地」の石碑 

私の好きなラグビー（見る専門です

が）にかかわる記念碑です。京都市左京

区・糺の森の中にある河合神社の北にあ

ります。碑文には「1910年(明治43年) 

9月、社前の馬場にて、初のラグビー練

習が第三高等学校と慶應義塾大学生徒の

間でおこなわれ、それが契機となり日本

ラグビー界の歴史がはじまった」と記さ

れています。翌年の1911年(明治44年)

に、慶応と三高が対戦、これが日本人同

士の正式なラグビー試合であったそうで

す。 

この碑はそれを記念して、旧制三高の

蹴球部OBによって、1969年(昭和44年)に

建立されました。記念碑のそばにはラク

ビーボールの形をした絵馬が掲げられて

います。絵馬は、近くの河合神社で販売

されています（500円）。 

「ラグビーＷ杯2019」の組み合わせ抽

選会が5月に京都で行われた際、世界各

国の代表が「第一蹴の地」を視察されま

した。 

2019年Ｗ杯は９月20日の日本対ロシア

戦を皮切りに11月２日の決勝戦まで日本

各地で行われます。４年前のＷ杯で南ア

フリカから「スポーツ史上最大の番狂わ

せ」とよばれる勝利を得た日本代表の活

躍が楽しみです。 
 

バスケ男子チーム 

「発祥の地」記念モニュメント 

京都市中京区三条通り柳馬場の京都Ｙ

ＭＣＡの角にあります。1915年（大正４

年）に日本で初めて男子バスケットチー

ムが産声を上げた「発祥の地」の記念モ

ニュメントで、京都のバスケットボール

が始まって100周年を記念して、2014年

（平成26年）に作られました。 

バスケ男子チームは、104年前、京都

ＹＭＣＡの地下体育室で誕生し、京都一

中（現洛北高）教諭の佐藤金一が留学先

の米国で学んだ技を京都の若者に伝えた

のが始まりで、10年後には「京都籃球協

会」が発足。三高、京都師範、同志社大

などで創部が相次いだそうです。2016年

に誕生した男子リーグには現在、全国46

チームが加盟するまでになっています。 

日本男子代表は、８月31日から中国で

始まったＷ杯では１次リーグで敗退しま

したが、2020年東京五輪には出場しま

す。1976年（昭和51年）のモントリオー

ルを最後に五輪の舞台から姿を消して以

来44年ぶりです。活躍を期待しましょ

う。  

 



事 務 局 通 信 

 79th ツキイチ土曜サロン 
 

・開催日 10月19日（土） 
・時刻      14：00～ 
・場所      京都自治体問題研究所 
・報告      大塚佳治さん 
 

＜今月の本＞ 

角川新書「移民クライシス 偽装留学生、

奴隷労働の最前線」 

（出井康博、2019/4、920円＋税） 

 

 改正入管法が施行され、「移民元年」を

迎えた日本。その陰で食い物にされる外

国人たち。コンビニ「24時間営業」や

「398円弁当」が象徴する日本人の便利

で安価な暮らしを最底辺で支える奴隷労

働の実態に迫る（角川書店）。 
 

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。 

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

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

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

 

年報第12号 発行 
 

 京都自治体問題研究所の年報第12号は

9月末発行です。 

 投稿論文と執筆者は下記の通りです。 
 

○天ヶ瀬ダムの危険性に関する検討 

  国土問題研究会副理事長   奥西一夫 

  国土問題研究会事務局次長   紺谷吉弘 
 

○自動運転車台頭で京都市の交通は救える 

   か－幻想に惑わされず、直面する交通課 

 題の解決に取り組もう－           土居 靖範 
 

○開発幻想が京都の景観を壊し続けている                       

   神戸松蔭女子学院大学教授   中林 浩 
 

○安倍政権の観光立国と一体化する京都市 

  ―オーバーツーリズムに関連して― 

  当研究所副理事長・事務局長  池田  豊 
 

○IAEA基準との比較対照で見る原子力災害 

 対策の問題点 

  当研究所 原子力災害研究会・日本科学 

  者会議会員                          市川章人 
 

○宇治自治体問題研究所の初年度企画 

  財政連続講座で見えてきた宇治市財政 

  の特徴 

   宇治自治体問題研究所事務局長 

                         谷上晴彦 
 

 

事務局からのお知らせ 
 

 事務局員の内野光子さんが９月１２日から

就任されましたのでお知らせします。 

「防災シンポジウム」のお知らせ 
 

 防災を巡る問題点と課題を様々な角度から

浮き彫りにし、京都市政のあり方を考える防

災シンポジウムが開催されます。 
 

・名称  「災害からいのちと暮らしを守る 

            ために－自己責任を超えて－」 

・対談 中島晃(弁護士）、岸野亮淳(恵光寺住職）  

・シンポジウム  

    コーディネーター 岡田知弘(橘大教授) 

・日時 2019年11月24日(日)14:00～ 

・場所 登録会館ホール(烏丸御池） 

・主催 防災シンポジウム実行委員会 


