
２０１９年８月２０日発行    月報「くらしと自治・京都」    ２０１９年９月号     第４７３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

「京都の名水 錦天満宮の『錦の水』」 

いつまでも安心して住み続けられる地域を 

・京都自治労連第87回定期大会を終えて 

福島 功 
 

・第６１回自治体学校に参加して 

やまね智史 
 

・連載 (16) 今を読み解く一枚     池田 豊 

  「321票差の市長選挙と住民要求型選挙の出 

  発点」 
 

・話題の新刊 
 

・交流の広場 
 

・私の本棚 書籍紹介                     松岡 寛 

  「平和と子どもの幸せを求めつづけて～困難 

  な時代に子育て・教育の希望をさぐる～」 
 

・続カメラ探訪 ２０                   内野 憲   
 

・事務局通信 

（「住民と自治」９月号付録） 

 く ら し      
        と 
      自治 
         京都 
 （社）京都自治体問題研究所 

 TEL：075-241-0781 

 FAX：075-708-7042 

 Email：kyoto@kyoto-jichiken.jp 

 HP：http://www.kyoto-jichiken.jp/ 

 発行人 大田直史 

2 

 
4 

 
6 

 
 

7 
 

8   
 

10 
 

 
11 

 

12 



 京都自治労連は7月26日、第87回定期

大会を開催しました。今日は、代議員の

発言などからも明らかとなった京都自治

労連が今後取り組むいくつかの課題につ

いてふれさせていただきます。 

 

 １点目は、改憲問題と自治体に関わっ

ての課題です。 

 参議院選挙が終わりました。「野党共

闘vs自民党」という対決構図となった32

すべての1人区のうち10の選挙区で野党

統一候補が勝利、自民党は改選時比マイ

ナス9議席となり単独過半数を維持でき

なくなるという結果を生み出しました。 

 公明党も加えた与党で過半数は何とか

維持したものの、改憲に必要な3分の2以

上を確保できず、少なくとも今後3年間

は容易に改憲発議ができない状況を作り

出しました。 

 しかし、安倍首相は「3分の2は憲法審

査会の議論を通じて形成していく」と述

べ、また、自民党の二階幹事長は安倍総

理の自民党総裁4選を打ち上げるなど、

引き続き改憲への執念を燃やしていま

す。 

 京都市でこの間大問題となった自衛隊

への宛名シール提供など、「戦争する国

づくり」に向けた動きは続くと考えられ

ます。そんな中、京都自治労連は、今年

11月で結成73年目を迎えますが、戦前、

私たちの先輩は住民のみなさんに召集令

状＝赤紙を配って戦場に駆り出した痛苦

の反省から「二度と赤紙を配らない」を

スローガンに戦後の労働運動をスタート

させました。また、地方自治体は戦前の

反省から権力を分散させる意味合いも含

めて憲法上明記されました。 

 その憲法と地方自治が戦後最大の岐路

に立つ今こそ、憲法が生きる地域と自治

体づくりに向けて、職場・地域から引き

続き取り組みを進めることが求められて

います。 

 同時に、そのとりくみの一環として、

住民との共同をいっそう発展させ、来春

の京都市長選挙での勝利で、市民が安心

して暮らせる京都市政をつくることも重

要です。 

 

 2点目は、住民のいのちと財産を守る

自治体の役割発揮に関わっての課題で

す。 

 昨年の西日本豪雨災害は、府内各地に

も人的被害とともに爪痕を残しました。

今年は九州南部で記録的豪雨が発生し堤

防の決壊や土砂崩れで人的被害もおきて

います。テレビで流される映像を見て住

民のみなさんは不安を募らせています。 

 というのも、京都府の29年度、30年度

の災害復旧事業の契約は約160億円の予

算に対し約 40億円と率にしてわずか

25.5％です。この背景には様々な問題が

あるとは思いますが、地元に工事業者が

京都自治労連第87回定期大会を終えて 
 京都自治体労働組合総連合 委員長  福島 功 



いないという持続可能な地域づくりに関

わる問題が内在しています。と同時に、

工事を発注する側、つまり働く側の問題

も存在しています。国土強靱化など予算

はつくが執行する体制がない。そんな

中、府職労と府民の粘り強い闘いで今年

度、京都府は土木事務所の定数を5人増

やしました。また、この間、府民要求と

なっていた丹後土木峰山駐在所を出張所

に格上げしました。 

 

 防災だけではなく、あらゆる角度から

住民のいのちと財産を守る地方自治体の

役割を果たすことのできる体制ができて

いるのか、それぞれの自治体での検証が

求められていると思います。 

 そのような中で、国は、自治体をどう

しようとしているのか。「戦争する国づ

くり」とともに安倍政権は「世界で企業

が一番活躍する国づくり」に向け、自治

体を企業の儲けの場に差し出す「公共

サービスの産業化」を進めていますが、

自治体戦略2040構想とも相まって京都で

もその具体化が既にはじまっています。 

 京都市が来年4月から介護保険認定給

付業務の集約化・委託化、それに伴う

130人の嘱託員雇い止めを強引に進めよ

うとしていることはご存じの通りです。 

 また、「デジタルファースト」法の具

体化として健康保険証のマイナンバー化

が進められようとしていますが、民間に

先立ち、公務では今年度中に全職員にマ

イナンバーカードを取得させようと市町

村共済や地共済を通じた動きが進んでい

ます。 

 さらに、舞鶴市が今年7月、内閣府の

定める「SDGs未来都市」に選定され、こ

れを推進する「舞鶴版Society5.0」を立

ち上げ、市政の様々な分野でIT企業との

連携を強力に進めようとしています。 

 それ以外にも水道事業、公共施設の統

廃合などの動きが京都府や各自治体で検

討が進められています。自治体業務の空

洞化、圏域化の行き着く先は道州制であ

り、それは統治機構の再編そのもので

す。この間、沖縄県が地方自治の本旨に

もとづいて国に対峙していますが、そん

なことができないようにすることが狙わ

れています。今、「働き方改革」と称し

て、公務の職場の業務とその進め方がド

ラスチックに変えられようとしている中

で、公務とは何か、自治体の役割とは何

か、を対峙した本格的な予算人員闘争取

り組みが求められます。 

 他にも独自の課題として、組織の拡

大・強化などがありますが、紙面の関係

で割愛させていただきます。 

 引き続き、関係諸団体、個人のみなさ

まのご協力を得ながら奮闘する決意で

す。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

  



7月27日〜29日に行われた「第61回 自

治体学校」に参加しました。自治体施策

の基本や他都市事例を集中的に学べる貴

重な機会です。今年は市議会の「産業交

通水道委員会」に所属していますので、

特に「公営企業・水道事業の役割と自治

体のあり方」について深めたいと思い参

加しました。以下、印象的に感じた点を

二点レポートします。 

 

一つ目は、私自身の大きな関心事で

あった「水道事業」についてです。 

初日の全体会では、「浜松市の水道民

営化を考える市民ネットワーク」事務局

長の池谷たか子さんが特別発言。「市民

の知らない間に下水道が民営化され、上

水道は何としても守ろうと運動している

こと」「市は『コンセッション方式は民

営化でない』とごまかすが、企業側の資

料には『コンセッション方式は民間が経

営主体』と書いてあること」「安倍政権

の幹部と市長が海外へ売り込みに行って

いること」「市民運動で3万筆の署名が

集まり、市長も『拙速な結論避けたい。

市民理解も進んでいない』と延期せざる

をえなくなったこと」などが報告されま

した。「命の水」として、もっとも公共

性・公益性が求められる分野を営利企業

に渡していいのか、安倍政権のもとで自

治体の役割と責任が大きく問われている

ことをあらためて感じました。 

２日目の分科会「水は人権／住民から

水の自治をうばう水道事業の広域化・民

営化」では、「NPOアジア太平洋資料セ

ンター（PARC）」代表理事・内田聖子

さんが報告。水道民営化事業を担ったフ

ランスやイギリスなどのグローバル企業

が、利益を設備や職員教育でなく役員報

酬や株主配当に回したり、住民が知らな

いうちに運営権を海外に売り飛ばすな

ど、利益最優先の行動に走った事例が紹

介されました。また、「コンセッショ

ン」方式については、「結局は運営権の

売却。企業は公的インフラを使って儲け

るが、自治体には『施設所有権』『給水

義務』『災害対応』の責任が残る。これ

まで災害時のリスクで参入しにくかった

が、それを自治体が負うなら企業にとっ

ておいしい話」と、その本質を告発され

ました。 

また、内田さんは「行革によって自治

体が水道職員を増やせなくなっている」

問題についても言及。「水道は技術が大

事。水道管の地図が全部頭に入っている

人もいる。私たちが使っている水を管理

している人たちが少なくなることは私た

ちの安全が脆弱になるということ」と指

摘されました。分科会の中では、この点

に関連し、自治労連・公営企業評議会の

近藤事務局長が、厚生労働省の「水道の

基盤を強化するための基本的な方針」を

厳しく批判。「災害時の体制について、

『1か月程度は一般行政職、民間企業の

協力で』『数年程度は一時的な増員で』

となっている。アルバイトでもなんでも

増やせばいいという考え方だ」と指摘さ

れました。また、自治労連・和歌山市水

道労働組合の伊藤書記長は「公営企業は

法人税も固定資産税もかからず株主配当

もない。和歌山では6億3000万純利益出

第６１回自治体学校に参加して 
やまね 智史（日本共産党京都市会議員） 



しているが民間でやったらどうなるか。

将来の安全性を担保していけるのか非常

に不安」「一職員なので安定して働きた

い。公営だからこそ住民に責任もって働

ける」と発言。いずれも現場職員の視点

から水道事業を公営で行う意義を語られ

た印象深い発言でした。 

京都市上下水道局は現在のところ「民

営化」には否定的ですが、水道メーター

の検針作業など個々の業務では民間への

業務委託を増やし、職員数も削減されて

います。また、拠点施設の移転整備を

PFIで行うなど「民間活力導入」も推進

しています。この点で、内田さんが報告

されたように、命の水を営利企業に委ね

る問題点、世界では「自治」「民主主

義」「経済主権」の観点から水道再公営

化が大きな流れとなっていること、日本

では「水質も高く、漏水率も低い」高品

質の水道事業を公営で行ってきたこと、

安倍政権と現市政のもとでその基本が揺

るがされていることを、たくさんの市

民、職員のみなさんと共有することの重

要性を感じました。 

 

もう一点、今回の自治体学校を通して

感じたのが、国と地方の課題は密接に関

連しており、その点でも地方自治、住民

による意思決定が大変重要な意義を持つ

という点でした。 

京都橘大教授・京大名誉教授の岡田知

弘さん（1日目全体会での講演）は、

「地方創生」に関わって「安倍政権のも

とでいかに行政が企業のもうけのために

利用されているか」を、政府の諮問会議

等に大企業がいくつも入り込み政策決定

に大きな影響を与えている点などを解説

されました。その中でも「公益性を醸し

出すためにSDGs（国連の持続可能な開

発目標）を持ち出している」「持続不可

能性を生み出した多国籍企業群の責任に

言及せず成長の手段にしている」と指摘

された点は、京都市議会での議論にもあ

てはまる点であり、今後注視が必要な問

題と感じました。 

「辺野古県民投票の会」副代表をつと

めた安里長従さん（1日目全体会での特

別発言）の、「県民投票を呼びかける

際、基地への賛成反対でなく、『話そう

基地のこと、決めよう沖縄の未来』と呼

びかけた」「議論することが民主主義の

基本」という発言も大変印象的でした。

そして、沖縄県民による意思が尊重され

ない政治の現状について「本土と沖縄で

は自由に格差がある」「この問題を突き

つけられているのは沖縄でなく日本全

体」とまとめられた点にも共感しまし

た。 

また、前・牧之原市長の西原茂樹さん

（最終日全体会での講演）が、原子力災

害への対応について、「浜岡原発から50

キロ圏内の人口、中部電力の原発依存

度、市予算と原発収入、労働者数などの

情報を何度も市民に説明」し、「浜岡原

発の今後について市民アンケートを実施

（6割が停止や廃炉を求める声）」した

ことを紹介され、「住民の安全や財産に

関わる問題は、国に委ねるのでなく、住

民自身が意思表示しなければならない」

と語られたことも印象的でした。 

以上、自治体が持つ力と責任、住民自

身が議論し選択していくことの重要性な

ど、今後取り組むべき議会論戦・住民運

動に大きなヒントをいただいた3日間で

した。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30年前、1989年８月27日投開票日をむ

かえた京都市長選挙。四人の新人（木村

萬平、田辺朋之、中野進、城守昌二）が

争う激しい選挙となりました。木村萬平

さんが321票の超僅差で惜敗しました。 

78年蜷川民主府政陥落後の首長選挙の

闘いに大きな転機をもたらしたものとし

て、85年湯浅晃さん、89年木村萬平さん

を擁立した市長選挙の闘いは重要な意義

を持ちました。 

 84年、全政党、会派の支持をうけてい

た今川市長は、自民党を礼賛し、建都

1200年事業の名で京都市内の大規模開発

に大きく舵をきりました。 

 84年9月16日、日本共産党京都府委員

会の呼びかけで京都市政問題懇談会が開

催され、翌10月には五者合同闘争委員会

（京教組、自治労府本部、市教協、府職

労、市職労）の呼びかけで「京都市民の

要求実現と革新的施策を求める全京都市

連絡会議（対市要求連絡会）」が結成さ

れ、住民要求型選挙が形成されました。 

 この要求運動を背景に85年6月13日

「市民本位の民主市政をすすめる会（民

主市政の会）」が結成され、湯浅晃さん

を候補者に市長選挙が闘われました。  

 「対市要求連絡会」と「民主市政の会

の発足」は、その後の京都における要求

型首長選挙の基礎をつくったと言えま

す。 

住民の暮らしの要求を組織化、発展さ

せ、住民運動と固く結びついて大きな成

果を収めたのが89年の321票差となった

木村萬平さんと闘った市長選挙でした。

「民主市政の会」、「21京を創る懇話会」、

「京都総評」、「草の根住民運動連絡会」は

四輪駆動と呼ばれました。 
 

 京都の首長選挙は常に「住民要求」を

基礎に闘われました。地方自治、地方政

治においては、抽象的な個人、市民では

なく、具体的にその地域で生業をなす住

民の要求とその実現に自治の具体化をみ

てきました。中央政府もある東京とは異

なり、京都では常に運動論との関係で 

「市民運動」ではなく「住民運動」 

「市民自治」ではなく「住民自治」 

「市民主権」ではなく「住民主権」 

「市民共闘」ではなく「住民共闘」 

自覚し自立した個による自己実現から発

する、社会運動ではなく、具体的な生活

をなす一人一人の住民の生活要求を基礎

にした社会運動といえます。それは、戦

後憲法で地方自治が定められ、1950年か

らの蜷川民主府政とそれを支えた京都の

住民運動、民主運動によるところが大き

いといえます。「憲法を暮らしの中に生

かそう」の憲法垂れ幕に象徴されます。 

 選挙において政治的高揚は個の自己実

現によるエネルギーの圧倒的な量感、躍

動感において注目されますが、根本的に

は社会を変える力は、住民の要求実現を

ベースに置くことにあると思います。 

今を読み解く一枚 （第１６回）   池田 豊（京都自治体問題研究所副理事長・事務局長） 

京都戦後民主運動 歴史資料アーカイブ 

「321票差の市長選挙と住民要求型選挙の出発点」 

住民要求を掲げた垂れ幕 



書籍紹介  

＜書籍の内容＞ 

 国・自治体の政策決定から公共サービスや公共施設の

運営、公共機関がもつ国民・住民の個人情報まであらゆ

る公共領域が成長戦略の"市場"としてねらわれている。 

＜はじめに より＞  

 2014年5月8日、2040年までに日本の市区町村の約

半数が消滅する可能性があるとした、日本創成会議(座長:

増田寛也元総務大臣)のレポート「ストップ少子化・地方

元気戦略」(以下、「増田レポート」と略)が、発表されました。全国紙、地方紙がほ

ぼ一面を使って、各地の「消滅可能性都市」名を公表したため、名前があがった自

治体関係者に衝撃が走りました。 

   実は、このプレス発表のタイミングが、菅義偉官房長官との調整の下で決められ

たことが、後に『日本経済新聞』2014年6月22日付の記事で判明します。つま

り、この増田レポートは、第二次安倍政権が、新たな地方政策を展開するために活

用した「印象操作」であり、「ショックドクトリン」でした･･････。 

   両著ともに京都自治体問題研究所で扱っています。 

   ご購入希望はご連絡ください。 

 

＜書籍の内容＞ 

   地方議会は主権者である住民を代表し、「住民

自治の根幹」として自治を担う主役である。しか

し、首長の追認機関から脱け出せずに、本来の議

会機能を発揮できない地方議会も少なくない。著

者は長野県飯綱町議会議長として、町民と議会の

懇談会、中学生議会、「議会白書」の発行など、

斬新な改革を展開して、住民に信頼され存在感の

ある地方議会を作り上げてきた。その経験を通し

て、住民福祉の向上をはじめ、特徴ある地域経営

を発展させる地方議会のあり方を提出する。  

公共サービスの産業化と地方自治 
｢Society5.0｣の名のもとですすむ公共サービスの産業化 

 岡田 知弘(著) 

 1,300円+税 発行年月日:2019/08/05 

地方議会改革の10年 
地方議会改革の10年 市民のための議会を求めて！ 

  寺島 渉(著) 

  1,600円+税  発行年月日:2019/07/31 

 



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。 

2019年9月21日(土) 14:00開会 

ウィングス京都イベントホール 
 

第1部 子育て落語 

「子の心  親知らず」 
 笑福亭 松枝 師匠 
 

第2部 講演 

「真実は現場に～私たちが変える未来～」 
 望月衣塑子さん（東京新聞社会部記者） 
  

 参加費 無料 先着 240名様 

京都法律事務所 創立40周年記念講演 

ともに考え、ともに歩む  
 ～京都法律40年の歩み～ 

主催 ● STOP ! ザ・働きすぎ！「働き方を見直す京都集会」実行委員会 

2019年9月29日(日) ９:３0～16:30 

ラボール京都 
 

記念講演 

「理不尽な職場でいいのか 
 ハラスメントはなぜ起こり、どう対処するか 
 大和田敢太氏（滋賀大学名誉教授） 
  

 参加費(資料代) 500円 

 全体会 /   9:30～12:30 
   ※記念講演のほか、基調報告と特別報告あり 
 

 分科会 / 13:30～16:30 

労働は8時間、休息は8時間、8時間は自分のため!  

STOP THE 働きすぎ ! 

働き方を見直す京都集会 



 

いいまちねっと東山 

東山で起きている出来事を、自分の眼で見て話を聞いて学習しよう 

                何でも探検隊 

 ８月１８日、「いいまちネット東山」恒例の何でも探検隊が実施されました。今

回は、清水焼のふるさとと言われる五条地区が探検対象となりました。 

 「清水焼発祥の碑」が建つ五条坂若宮八幡宮一帯は、著名な陶芸家の家が立ち並

び、職人さんの京町屋も現存する京都の職人街の景観を保っている場所です。 

 五条通の南側には「河井寛次郎記念館」や陶芸家の家並も残っていて、本物の京

都を知ろうと観光の人々がよく訪れるところです。 

 しかし近年、過剰に観光客を呼び込むオーバーツーリズム（多すぎる観光客で、

住民の生活環境が悪化する状態）でホテル・民泊が急増し、歴史的建物や景観まで

もが壊されようとしています。 

11名が参加した今回の探検隊は、清水焼作家田村萊山5代目当主の田村健夫氏か

ら京焼・清水焼の高い技術と洗練された意匠を生かした商品開発の話や、清水焼とい

うこの素晴らしい伝統を守らなければいけないとの思いを聞くことができました。 

 住民の目で、オーバーツーリズムの現状を知るための調査が行えました。 

連絡先：090-9710-7375 藤田さん  

   第５回財政講座等のお知らせ 

 暑い日が続きますが、みなさんお元気

にご活躍されていると存じます。 

 さて、第５回財政講座の会場のお知ら

せをします。 

記 

■第５回財政講座 

 日時 8月30日（金）18:30～ 

 会場 ゆめりあ宇治 ４階 

 内容 宇治市財政再建プランの批判的   

    検討など 

■第６回財政講座 

 日時 10月25日（金）18:30～ 

 会場 宇治市職員会館 2階 

 

 宇治自治体問題研究所 谷上さん 

  090-1135-6298 

  Uji_jitiken@yahoo.co.jp 

宇治自治体問題研究所のお知らせ 

「岡田知弘先生と一緒に考える地域づ

くり交流会」（まち研交流会）の開催 
 

 ９/14(土)14:00～15(日)12:00 

 伊根町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰほっと館(伊根町役場横) 

 

○呼びかけ まいづる市民自治研究所 

      京都自治体問題研究所 
 

○参加対象 

  ①地域づくりに関心がある方 

  ②「まちの研究所」に関心がある方 
 

○開催目的 

 ①地域づくりの活性化をめざし、学習 

  と交流の場とする。 

 ②伊根町の地域づくりの優れた実践を 

  学ぶ。 

 ③地域づくりに取り組んでいる「まち

の研究所」関係者の交流をつうじ

て、それぞれの「まち研」の活性化

をめざす。 
 

○講師 

・岡田知弘さん 
  （京都大学名誉教授、京都橘大学教授） 

・吉本秀樹さん（伊根町長） 



利と未来、など直面する諸問題につい

て、子どもの尊厳を守る立場から、縦横

に課題と展望を述べている。 

もっとも印象的な第４章「熊本震災は

子ども・若者の心と体に何をもたらした

か」では、被災地に根付いた教育学研究

者として、教育実習に向け指導していた

学生が命を失うという痛苦の経験を語り

つつ、地震の影響による突然の湧水に群

れ遊ぶ子どもたちの姿に、子ども本来の

「野生」の価値を見出している。仮設住

宅に子どもの遊び場が作られていない

（災害救助法に規定がない）実態を告発

して行政に改善を求めた取り組みの経験

などを語りつつ、「防災・減災への備え

だけでなく、日常の生活のあり方が問わ

れている」「大規模開発に傾斜した『創

造的復興』より、複雑化し重量化した文

明を見直すような『本来的復興』こそが

必要」「どうやって、子どもに親和的な

生活に転換するかを考えている」との論

述は、私たち自治体問題研究所の関係者

にとっても重要な示唆を与えている、と

考える。 
 

 

著者の山下雅彦氏は、大学４年間を過

ごし「『第二の誕生』を迎えた地」（山

下氏）として、京都とは浅からぬ縁があ

る方である。東海大学九州キャンパス

（熊本県）で長年教育学研究（教育社会

学、子ども・子育て論）と教員養成に携

わり、この春定年退職された。 

本書は、著者の退職に合わせて、これ

までさまざま書籍に寄稿された論文や、

各地での講演録などを収録したものであ

るが、全体として国連「子どもの権利条

約」の理念を日本の子どもの中に実現し

ようというねがいに貫かれており、その

見地から日本の子どもをめぐる教育・福

祉･行政など幅ひろい問題について、課題

を鋭く指摘するにとどまらず、タイトル

通り「希望」を語るものになっている。 

「教育は平和のために」では、太平洋

戦争に駆りだされた親族を追った論考、

2006年当時の教育基本法改悪や安倍教育

改革への全面批判の論文などが収録され

ている。第２章「子どもの権利を学び、

活かす」では、著者のライフワークであ

る「子どもの権利条約」、とりわけ31条

「休息・余暇、遊び・レクリエーショ

ン、文化・芸術」の権利が日本の子ども

に欠落している状況を多面的に述べてい

る。「梁塵秘抄」の「遊ぶ子どもの声聞

けば、わが身さへこそ動かるれ」を引用

して、日本は本来もっと子どもに優しい

国であった、と論じているところが興味

深い。 

第３章「子どもの〈いのち〉と個人の

尊厳に根ざした社会へ」では、「こうの

とりのゆりかご（赤ちゃんポスト）」が

問いかけるもの、教師による体罰、ひと

り親家庭の子育て、不登校の子どもの権

私の本棚 書籍紹介              松岡 寛（京都教職員組合執行委員） 

「平和と子どもの幸せを求めつづけて～困難な時代に子育て・教育の 

 希望をさぐる～」 
（かもがわ出版・刊 山下雅彦（東海大学名誉教授）著 2019年4月 1,800円＋税） 



続カメラ探訪 ２０         内野 憲  

持ち帰り自由な京都の名水 

猛暑が続く毎日、熱中症予防のため、

こまめな水分補給が呼びかけられていま

す。街中の自動販売機のペットボトル、

よくお世話になります。「南アルプスの

天然水」、「奥大山の天然水」、「阿蘇の天

然水」、「おいしい水六甲」、「おいしい水

富士山」など、多くは採水地の名前が付

けられています。フランス産のエヴィア

ン、ボルヴィックなども販売されていま

す。日本の水とボルヴィックは軟水です

が、エヴィアンは鉱泉水です。各地の水

にはそれぞれのうまさがあるのでしょう

が、私にはその違いは良くわかりませ

ん。 

三方を山に囲まれ、鴨川・桂川などの

河川が流れる京都盆地の地下には、琵琶

湖の水量に匹敵するほどの地下水が湛え

られているといわれ、今でも飲用水とし

て市民に利用されている名水がいくつか

あります。梨木神社の「染井の水」、錦天

満宮の「錦の水」、藤森神社の「不二の

水」、御香宮神社の「御香水」、上賀茂神社

の「神山湧水」 、松尾大社の「亀の井の水」

などです。梨木神社の「染井の水」、錦天

満宮の「錦の水」の名水をいただきまし

た。 

 

梨木神社の「染井の水」 京都御所の北

東側、梨木神社境内にあります。梨木神

社は、三条実萬・実美父子を祭神として

明治18年に建立された新しい神社です

が、この地は九世紀後半に栄えた藤原良

房の娘明子（清和天皇の御母染殿皇后）

の里御所の跡で「染殿」といわれたとこ

ろで、宮中の染所としてこの井戸の水が

用いられていたようです。口当たりが非

常にまろやかで、お茶を点てたりするの

には非常に適した水だそうです。手水舎

には蛇口が設けられ、近所の人が利用さ

れています。一人5ℓまでです。私が行っ

た時も３～４人の人が来られていまし

た。 

錦天満宮の「錦の水」  京都の繁華

街・四条河原町北西域、菅原道真を祀

り、「錦の天神さん」として親しまれて

いる錦天満宮境内にあります。立札に

は、「この井戸は地下30数メートルより

湧出、水温年中17、8度を保つ。検査の

結果、無味、無臭、無菌の良質の湧水」

と書かれています。まろやかさとほどよ

い冷たさが喉を潤してくれます。左手の

手水舎の横に水汲用の専用蛇口が設置さ

れています。多くの観光客が参拝されて

いましたが名水を味わう人は少なくもっ

たいないことでした。 
 

 帰宅してから、「染井の水」、「錦の

水」、「エヴィアン」、「ボルヴィック」の味

当てをしてみました。私は全く違いが分

かりませんでしたが、配偶者は違いを言

い当てました。「染井の水」と「錦の水」は

同じ味で、クセのないおいしい味だった

そうです。 

京都の名水 梨木神社の「染井の水」 

京都の名水 錦天満宮の「錦の水」 



事 務 局 通 信 

 78th ツキイチ土曜サロン 
 

・開催日 ９月２１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＞ 

岩波新書「現代社会はどこに向かうか－

高原の見晴らしを切り開くこと」 

（見田宗介、18/6、760円＋税） 

 

 曲がり角に立つ現代社会は、そして人

間の精神は、今後どのような方向に向か

うだろうか。私たちはこの後の時代の見

晴らしを、どのように切り開くことがで

きるだろうか。斬新な理論構築と、新たな

データに基づく徹底した分析のもとに、

巨大な問いに改めて正面から応答する。

前著（「社会学入門：人間と社会の未来」）

から約十年、いま新しい時代を告げる 

（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。 

＜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 発行します 
 

 京都自治体問題研究所の年報第12号を

9月発行予定で準備を進めています。 

 投稿論文と執筆者は下記の通りです。 
 

○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ー 

  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 
 

○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 
 

○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きた宇治市の財政 

  の特徴 

   宇治自治体問題研究所事務局長 

                    谷上晴彦 
 

○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 

お し ら せ 
 

 

●第３回理事会を開催します 

 開催日時  ９月１０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。 
 

 


