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「大江山 遠望」 

いつまでも安心して住み続けられる地域を 

・６５歳以上の女性の介護・医療アンケートに 

 とりくんで                                    森下総子 
 

・京からふるさと再生（83） 最終回  

  ふるさと再生京都懇談会の解散と「ふるさと再 

  生基金」の創設について              川俣 勝義 
 

・私の本棚 書籍紹介     池田  豊 

 「官邸ポリス 総理を支配する闇の集団」                      
 

 ・住み慣れた地域で最期まで自分らしく生きる 
  -医療・介護・地域を見直す–最終回 佐藤卓利 
 

・交流の広場 
 

・続カメラ探訪 １９                   内野 憲   
 

・事務局通信 
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 「年金からの天引きが増え生活が苦し

い」「介護や医療のこれ以上の負担はで

きない」など、切実な声が寄せられてい

ました。２０１８年の京都府知事選挙で

も、福山和人候補が、「すぐやるパッ

ケージとして府の予算の１％でできる 

５つのこと」のなかに、京都府独自の老

人医療助成制度（マル老）を１割負担へ

の拡充が入っていました。 

 

 マル老とは所得制限があるものの６５歳

から７０歳までの医療費負担を２割にする

助成制度のことで、全国ではめずらしい

制度になっています。知事選後のテレビ

放映のなかで、高齢女性が「私らの医療

費も無料にしてほしい」と切々と語って

おられたのが印象的でした。 

 

 こうした府知事選挙をたたかってきた

からこそ、新婦人は「６５歳以上の女性の

介護・医療アンケート」にとりくんで実

態をつかみ運動の力にしようと、９月～

１０月の２ケ月間とりくみ、府内各支部の

１，１５４人から回答が寄せられました。 

 

 アンケート結果の概要を紹介します。 

 

・年齢は６９歳までが３２．５％、７０歳～ 

７４歳までが２７．９％、後期高齢者と言わ

れている７５歳以上が３９．６％でした。 

 

・年金の月額は、５万～１０万円が一番多

く、１４万円までの年金額の方が７０．８％

を占めました。ちなみに男性の場合は、

月１５万～２０万円が最も多く、次いで  

１０万～１５万円となっており、男女の賃

金差が女性の低年金につながっているこ

とがよくわかります。 

 

・医療費の負担は、月額５，０００円までが

３９％と一番多く、次いで１万円までが 

２１％となっており、１０万円以上が１％

（５人）で最高額は２０万７，９７７円でし

た。 

 

・府老人医療助成制度は、知っている人

が５５．２％で一番多く、利用中・利用し

ていたは１６．２％、知らないが２８．６％

で、このアンケートを通じて制度のこと

を知り申請して利用することができたと

いう人もありました。 

 さらなる制度のＰＲが必要ですが、府

独自の制度はなくし国基準にあわせたい

のが行政の本音のようです。 

 

・「お金の心配をして医者にかからない

ことがあるか」の設問には、「よくあ

る」「たまに」を合わせると１８．２％と

なっています。「ない」と答えている人

が８１．８％となっているが、とにかく重

症にならないように他を削ってでも予防

のために医者にかかっているのが実情の

６５歳以上の女性の介護・医療アンケートにとりくんで 

新日本婦人の会京都府本部会長 森下総子 



ようです。 

 

・「介護保険を利用しているか？」の設

問には、元気なので利用していない人が

９５．６％と圧倒的に多くなっています。

ただし、４０歳から保険料払っているの

に、今は何とか元気にやっているが、自

分が必要になった時に利用できるのか？

という不安の声が多く出されています。 

 また、認定が低く利用したいができな

いが１７人、利用料が高くて負担で利用で

きない人が１６人もおられました。 

 

・介護保険を利用している人の介護度で

一番多いのが要支援１、次いで要支援

２、要介護１、要介護２と続きます。利

用料額は、１万円までが７４．５％を占め

ています。 

 

・「家計への負担感」については、「食

費」５２．１％、「国保料」３２．８％「介護

保険料」３０．８％、「住宅費・光熱費」 

３０．２％となっています。 

 生きる上で一番必要な食べる事、その

食費が一番負担感があることは、いかに

生活が苦しくなってきているのかがよく

わかります。 

 

アンケート結果を持って行政、政党、国

会議員へ申し入れ 

 

 私たち新婦人は、この結果をもとに、

６月１１日には京都府、１３日には京都市

と懇談をおこないました。 

  １ ３・１ ４日の両日で、自民党、公明

党、社民党、国民民主党、立憲民主党、

日本共産党、京都維新の会の７党の事務

所を訪問して、政策や公約に反映しても

らうよう要望してきました。 

 

 さらに、京都選出の国会議員の地元事

務所には、該当する支部から訪問しまし

た。なかなか国会議員本人に出会えない

なかで唯一自民党の二之湯参議院議員と

会うことができました。「あなたたちの

願いはわかっている、財源はどうするの

か？安保条約で守られているのに軍事費

減らしたら誰が守ってくれるのか？高い

薬も保険適用する日本ほどいい国はな

い。もっと我慢しなあかん」と、ものす

ごい剣幕でまくしたてられました。 

 

 訪問した会員は、「明らかに敵対心を

もち、女性をバカにしたようなものの言

い方で、こんな“化石”のような頭の議

員はいらない」と感想を述べていまし

た。 



ふるさと再生京都懇談会は、6月23日

（日）、岡田知弘京都橘大学教授をお招

きし、「自治体戦略2040構想」問題学習

交流会を開催するとともに、2019年度総

会を開催しました。 

なお、当懇談会は、世話人体制が維持

できなくなったことなどにより今回の総

会で解散し、8年間の取り組みの中で築い

てきたまちづくりに関わる調査研究活

動・普及活動の成果やネットワークなど

については、基本的には事務局を担って

いた京都自治労連に「ふるさと再生運

動」として引き継いでもらうこととしま

した。また、残余財産を元に「ふるさと

再生基金」を創設し、各地域のまちづく

りに関する運動や担い手づくりの取り組

み等に一定の補助を行うことができるよ

うにしました。ぜひ活用いただければと

思います（補助の規準や申し込み方法な

どは後述）。 
 

京都自治体問題研究所の月報「京から

ふるさと再生」のコーナーでは、今回を

含め83回にわたって府内での「ふるさと

再生」やまちづくりに関わる様々な取り

組み等を発信する機会を提供していただ

いたこと、また研究所の研究者・会員の

皆さまには、視察・調査・研究活動など

でご協力いただいことに、この紙面をお

借りして感謝申し上げます。 

 以下、今回の学習交流集会と総会の概

要を紹介させていただきます。 

 

（１）「自治体戦略2040 構想と地方自治の  

危機」（岡田講演の概要） 
 

岡田先生からは上記のテーマで講演い

ただき、「2040構想」が地方自治と地方

制度を根底から破壊する危険なものであ

ること、また、どう対抗していけばいい

のかなどを学ぶことができました。 

講演では最初に、第一次安倍政権以降

の自民党・日本経団連等による道州制構

想と「戦争する国づくり」の動き、第二

次安倍政権下での「増田レポート」を活

用した「地方創生」戦略や地方制度改

革、「公 共 サ ー ビ ス 産 業 化 政 策」や

「Society5.0」によるAI･ICT重点投資戦略

など、「2040構想」に至る歴史的な流れ

や背景となっている動きについて丁寧に

お話いただきました。「2040構想」の狙

いや全体像を理解する上で大変参考にな

りました。 
 

次に、「2040構想」の概要について、

①「スマート自治体への転換」（AI等の

活用と行政の標準化・共通化で従来の半

分の職員でもできる自治体づくり）、②

「公共私によるくらしの維持」（自治体

の役割を公共サービスの提供者から、単

に公共私が協力し合う場を設定する「プ

ラ ッ ト フ ォ ー ム・ビ ル ダ ー」に 変 え

る）、③圏域マネジメントと二層制の柔

軟化（行政のフルセット主義からの脱却

と圏域単位での行政のスタンダード化、

都道府県・市町村の二層制の柔軟化）、

④東京圏のプラットフォーム化などが打

ち出されていること、将来の話ではなく

すでに自治体の現場では公共サービス産

業化やAI化などが具体化されてきている

ことなども紹介されました。 
 

さらに、「2040構想」の問題点につい

て、①「2040構想」議論から自治体関係

者が除外されている、②小規模自治体に

ついては、かつて「西尾試案」で示され

た自治権が制約された「特例的団体」と

酷似している、③「人口減少論」を前提

に「逆算的」な制度改革を求める議論自

体の問題性、④様々な政策を組み合わ

せ、最終的には道州制に向かう制度改革

だけでなく自治体行政や公共サービスの

市場化を追求、⑤何よりも、住民自治、

主権者としての住民の存在に対する根本

的な視点が欠落しているなどが指摘され

ました。 
 

また、「2040構想」の対抗軸に関わっ

て、「2040構想」に対する自治体関係者

ふるさと再生京都懇談会の解散と「ふるさと再生基金」の創設について 

 ふるさと再生京都懇談会事務局（京都自治労連） 川俣 勝義 



からの猛反発があること（地制調）、水

道民営化や地域自治組織の解体に対する

住民の反対運動が起こっていること、

「小さくても輝く自治体フォーラム」参

加自治体の多くで自治体と住民の協同に

より人口を維持・増加させていること、

大規模自治体内部での地域自治組織を活

用した多様な地域づくりの取り組み等々

が紹介され、憲法と住民自治を前提とし

た地方自治の確立、人間らしい暮らしの

尊重をめざす住民の主体的な運動こそが

解決の道をつくりだすことが強調されま

した。 

  

（２）ふるさと再生京都懇談会の結成から解

散に至る経過と「ふるさと再生基金」の創

設について 
 

当懇談会は、2010年8月10日に結成され

ました。当時、市町村合併など構造改革

と「三位一体改革」など地方財政の削減

が進む中で、地方の寂れ・荒廃は深刻な

状況になっていました。そうしたもと

で、2010年4月の京都府知事選挙を前にす

すめられた「ふるさと再生アピール運

動」が、地域再生めざす共感を広げる今

までにない新しい運動として広がったこ

とから、「ふるさと再生アピール」の呼

びかけ人や京都自治労連役員などを中心

に、選挙後も地域の再生運動として推進

していこうと議論が高まるもとでの結成

でした。 
 

以来、「ふるさと京都が、そこに住む

すべての人にとって住みやすく、元気

で、笑顔に満ちた人々であふれた場と

なっていく条件をつくっていくことに寄

与する」ことを目標に、①循環型の地域

経済の確立、②脱原発と再生可能エネル

ギーへの政策転換、③日本の農林業や医

療制度、労働、地域経済の解体につなが

るTPPからの撤退、④「戦争する国づく

り」にストップをかけ憲法と地方自治を

守りいかすことなどを取り組みの柱に位

置づけるとともに、府内各地で住民が主

体的に取り組んでいるまちづくりの調

査・研究・交流やネットワークづくり、 

4年ごとの京都府知事選挙でのアピール運

動などに取り組み、研究所月報「京から

ふるさと再生」やインターネットによる

情報発信など、京都のまちづくりと民主

的な自治体づくりに一定の役割を果たす

ことができたものと考えています。 
 

残念ながら、冒頭に述べたように当懇

談会は今回の総会をもって解散すること

が確認されましたが、世話人・会員の多

くは引き続き各地域・分野でのまちづく

りの運動に主体的に関わっています。

「ふるさと再生基金」の創設により、各

地域のまちづくりの取り組み等を引き続

き支援して行きたいと思います。 

 

（３）「ふるさと再生基金」の創設について 
 

１）2019年6月23日総会終了時点での「ふ 

るさと再生京都懇談会」の残余財産に

ついて、「ふるさと再生基金」として

再編し、京都自治労連に管理を委任し

ます。 
 

２）「ふるさと再生基金」創設の目的及

び執行規準等について 
 

①目的 各地域でのまちづくりに関す

る運動や担い手づくりに資するものと

認められる取り組み等に一定の補助を

行うことにより「ふるさと再生」運動

の前進に寄与する 
 

②補助対象 「ふるさと再生（まちづく

り）交流会」など、まちづくり運動に

取り組む京都府内の団体・個人など

が、ひろく府民、地域住民を対象に参

加を呼びかける、集会、交流会、学習

会など 
 

③補助金額 会場費・講師料として、

30,000円を上限として実費補助を行う

（暦年に1回限り） 
 

④補助の申請及び結果報告 「ふるさと

再生基金」の管理者である京都自治労

連に申請を行う 

  また事業終了後、速やかに結果報告

を行う（支出証拠書類を添付のこと） 
 

※「基金」の詳細、補助の申請手続き等につ

いては、京都自治労連 TEL 075-801-8186

（担当：川俣）までお問い合わせ下さい。 



 政治の裏側が表舞台に現れることが

時々ある。しかし、裏の裏はくすぶって

僅かな煙がたつことはあっても、表に出

ることはほとんどない。 
 

■表に出た権力の裏の裏  

主要新聞の報じる「首相動静」に登場

する人物ランキング（2017年6月21日～

2018年6月20日）がある。ダントツの1位

は北村滋内閣情報官126日、2位秋葉剛男

外務省事務次官96日、3位谷内正太郎国

家安全保障局長80日、とある。 

 「官邸ポリス 総理を支配する闇の集

団」の帯には「元警察庁キャリア官僚が

書いたリアル告発ノベル!! 『本書の

92％は現実である』－著者」と記されて

いる。本書の

主人公の一人

である工藤茂

雄内閣情報官

は、週二回安

倍総理に直接

面会、報告を

する北村滋内

閣情報官がモ

デルである。

マスコミでは

「官邸のアイ

ヒマン」の異

名を持つ。そ

してもう一人

の瀬戸弘和官房副長官のモデルは、警察

庁警備・公安畑を歩んだ杉田和博官房副

長官である。小説では安倍晋三首相も多

部敬三の名で登場している。 

 12の章のテーマは、森友学園と安倍昭

恵問題、前川喜平文部科学事務次官の

「出会い系バー通い」報道問題、民進党

幹事長に内定していた山尾志桜里衆院議

員の不倫問題、元TBSのワシントン支局

長山口敬之の伊藤詩織さんレイプ事件の

逮捕状執行停止、抹殺された総裁選候補

など、私たちがこの2年間にマスコミ報

道を通じて見聞きしてきたことばかりだ

が、本書では、その舞台裏を仕切ってき

た権力中枢、特に警察官僚を中心とした

内閣情報調査室による謀略と、マスコミ

操作の実態が当事者でなくては書けない

具体性と緊張感を持って描かれている。 

 ちなみに安倍首相の指示で特定秘密保

護法案を作成したのは、北村滋らの内閣

情報調査室で2014年12月より施行・運用

開始された。その結果、国の安全保障や

外交に関する重要（と判断された）情報

は特定秘密とされ、漏えいや働きかけは

処罰されることになった。 

情報の集中・管理から国家的統制へ、

そして次は自治体を使って国民の総動員

体制へ、今この国で起きていることを実

感する小説である。これは戦争への道で

もある。 
 

■告発官僚小説 

 ちょっと脇道に逸れるが、小説として

の面白みは、同じくキャリア官僚が13年

に書いた「原発ホワイトアウト」、「東

京ブラックアウト」の方が優っていると

思う。現職の霞が関官僚が、福島第一原

発事故の後、再び原発村を復活させ原発

再稼働・推進をはかろうとする政府・電

力会社・研究者をリアルに描き出してい

る。 

 著者の若杉烈氏は「私が直接見聞きし

ている事実と間接的に見聞きしている事

実、これを元に、いかに国民不在で再稼

働を原発推進に向かって進んでいるのか

をできるだけリアルに国民の方に伝えた

かったのです。本当は、山崎豊子さんの

私の本棚 書籍紹介              池田豊（京都自治体問題研究所事務局長） 

「官邸ポリス 総理を支配する闇の集団」 

                      （講談社  幕蓮 著 2018年 1,600円＋税） 

 



ような小説家に書い

てもらいたかったの

ですが」と答えてい

る。その意気込みを

感じる。 

 本 書 の 最 後 は

「１，２年は原発反

対の風が吹き荒れる

が，電力システム改

革さえ遅らせて骨抜

きにすれば，必ず政治家は総括原価方式

のもたらす電力のカネに戻ってくる」 

 「福島の悲劇に懲りなかった日本人

は，今回の新崎原発事故でも，それが自

分の日常生活に降りかからない限りは，

また忘れる。喉元過ぎれば熱さを忘れ

る。日本人の宿痾（しゅくあ）であっ

た。……歴史は繰り返される。しかし二

度目は喜劇として」と締められている。 

 「官邸ポリス」、「原発ホワイトアウ

ト」いずれも、現在進行形のテーマを

フィクションという形を借りて、より深

くアンタッチャブルな事実と真実を伝え

くれている。 

純小説では、これほどの臨場感、緊迫

感、リアリティは描き出せないと思う。

また登場人物の内面が描けてないとの批

判もあるが、これは、主観的に想像を加

えて内面を描くよりは、味気なく、無味

乾燥ともいえる書き方がいいと思う。

もっとも、モデルが魅力的なら書きよう

もあるかもしれないが。 
 

■公安の再編強化と権力支配 

 安倍政権下での日本の諜報活動を暴い

たという点では、「ＮＨＫスペシャル日

本の諜報 スクープ 最高機密ファイ

ル」（2018年5月19日）は出色で、録画

して繰り返し見た。 

日本の諜報機関「DFS（防衛省情報本

部電波部）」の存在を暴露。米の秘密情

報機関NSAの「下部組織」として、国内

外の通信情報を傍受し、NSAに提供して

きた実態を暴露。ネット諜報活動につい

て北村滋内閣情報官が2012年9月10日に

NSAを極秘裏に訪問していたことも紹介

している。ネットでも見ることができ

る。 

「官邸ポリス」は同年12月10日出版。

今年５月には元NHKディレクターの今井

良「内閣情報調査室 公安警察、公安調

査庁との三つ巴の闘い」が出版された。

そして6月28日より映画「新聞記者」が

全国上映へとつながっている。上映して

いる全国143映画館の内、ほとんどがイ

オンシネマである。イオングループ名誉

会長岡田卓也には3人の息子がいる。長

男はイオンの社長、次男は岡田克也衆議

院議員、三男は元東京新聞政治部長であ

る。監督、出演者などの勇気とともに上

映館の勇気もたたえたい。 

 ようやく、福島第一原発事故を描いた

映画が製作されている。門田隆将氏のノ

ンフィクション作品「死の淵を見た男 

吉田昌郎と福島第一原発」（角川文庫

刊）を 原 作 に、福

島第一原発所長の

吉田昌郎役に渡辺

謙、現場を指揮す

る地元出身の伊崎

利夫役を佐藤浩市

が 演 じ る。映 画

『Fukushima 50』は

オリンピックが開

催される2020年に

公開予定だ。 
 

官邸ポリス 総理を支配する闇の集団 

  講談社  幕蓮     1600円 

     2018年12月10日 
 

原発ホワイトアウト 

  講談社  若杉冽    1600円 

   2013年9月11日 
 

内閣情報調査室 公安警察、公安調査庁

との三つ巴の闘い 

  幻冬舎新書  今井良   840円 

   2019年5月30日 

 

 



３．住み慣れた地域とは？ 

 さて次に「住み慣れた地域」についてお

話ししたいと思います。まず「地域」とい

う言葉の意味について考えてみたいと思い

ます。みなさん「地域」という言葉を聞い

て何をイメージしますか？長岡京市です

か？もっと身近な学区や町内ですか？ある

いはご近所の人たちですか？ 

 

コミュニティー(community) 

 私は以前に「地域」という日本語を英語

に翻訳しようとして、あらためて「地域」

という言葉にはいくつかの意味があるのに

気が付きました。まずコミュニティー

(community)という言葉があります。これ

は地域共同体とか生活共同体という意味で

あり、共通の特質・利益・職業を持った

人々の集まりを意味します。したがって地

域をコミュニティーとしてとらえるとすれ

ば、そこに住む人々の間には共通の特質・

利益・職業を見出さなければなりません。

農村とか商店街で暮らす人々にはこうした

特質は濃厚にあるかと思いますが、都会で

はどうでしょうか？そうした集団を見出す

のはかなり難しいのではないでしょうか。

ついでに言えば、コミュニティーは地域に

限りません。大学もコミュニティーです。

職場もコミュニティーと言えます。国境を

越えたコミュニティーもあります。私には

まったく縁がありませんが「ダボス会議」

に集まる人たちはコミュニティーを形成し

ています。みなさんはコミュニティーをど

こに見出しますか。この集まりもコミュニ

ティーかも知れませんね。 

 

ディストリクト(district) 

 この会場の長岡京市中央公民館は、住所

が天神4丁目1－1で、長岡第6小学校区にあ

ります。間違いないですか？長岡京市には

10の小学校区があります。さらにそれらが

4つの中学校区にまとめられています。こ

の中央公民館は中学校区では長岡中学校区

に位置しています。こうした区分を行政区

と言います。英語ではディストリクト

(district)という言葉が対応します。学区は

school districtですが、長岡京市では学区以

外の行政区として、馬場・神足・勝竜寺な

ど38の行政区が一覧表に示されています。

ディストリクトは、行政サービスの提供の

視点から区分された地域と言えます。行政

サービスには、義務教育だけでなく社会教

育・保健・福祉・清掃・登録・広報などい

ろいろありますが、行政サービスの受け手

である住民は、ある程度行政区に対応して

生活圏を形成しています。公民館や集会

所、市の出張所の配置はどうですか。生活

圏に対応していますか？ 

 

ローカル(local) 

 名詞ではなく形容詞としてローカル(local)

という言葉があります。地方の、地元の、

局地的なという意味です。地方自治体は、

local governmentと訳されます。長岡京市は

local governmentです。地方自治体は、中央

政府(central government)の下請け機関では

なく、中央政府と対等な地方政府です。今

もっともその自覚が強いlocal government

は、沖縄県でしょう。localは複数形の

localsになると名詞になり土地の人・地元

住民という意味になります。localsは、中

央政府にも地方政府にも対峙する存在で

す。 

 

なぜ長岡京市を選んだのか？ 

 すこし「地域」という言葉にこだわりす

ぎたかも知れませんが、私たちが日常的に

 住み慣れた地域で最期まで自分らしく生きる 

―医療・介護・地域を見直す― 
 〔最終回〕              立命館大学経済学部教授 佐藤卓利 

 乙訓医療生活協同組合長岡京支部と年金者組合長岡京支部との共催で2019年3月9日

（土）に長岡京市中央公民館３階市民ホールで行われた講演会で、地域の医療・介護・生

活支援サービスのあり方について講演された佐藤卓利理事のお話の最終回です。 



使っている「地域」という言葉にはいくつ

かの意味があることを踏まえて、「地域で

暮らす」場合に、私たちに必要なのは、コ

ミュニティーであり、行政サービスであ

り、地元住民としての自覚であるというこ

とではないでしょうか？ 

 ところで、みなさん方の中で、この地元

で生まれてからずーとこの地元で暮らして

きた方はおられますか？多くの方は、別の

土地で生まれ、人生のある時期にこちらに

移り住まわれたということですね。その理

由は、ご自身や配偶者の仕事の都合、お子

さんの教育、あるいは親の介護もあるかも

知れませんね。 

 なぜこの長岡京市を選んだのでしょう

か？JR線と阪急線が通り、京都へも大阪へ

も短時間で行ける。地価や家賃が京都や大

阪に比べて安い。学校教育の水準が高い。

行政サービスも細やかだ。というようなこ

とを、私は勝手に推測しているのですが、

当たっているかどうか、後でそのあたりの

事情を詳しくお聞きしたいと思いますが、

みなさんが居住地としてこの長岡京市を選

択する際に、いくつかポイントがあったか

と思います。その選択の際に、ご自身と配

偶者の“最期”までをイメージして医療や

介護について考えましたか？今から30年

前・40年前にはそんなことは考えられな

かったのではないでしょうか？ 

 

地域の医療・介護・生活支援サービスを点

検しよう 

 さて、これから先はどうされますか？こ

の地に住み続けますか？そうだとすれば何

が必要でしょうか？先にあげたコミュニ

ティー・行政サービス・地元住民としての

自覚の他に、何が必要でしょうか？それは

地域で利用できる医療と介護そして生活支

援ではないでしょうか？今すでにこうした

サービスを利用されている方も多いと思い

ます。ご自身の身体的能力が低下して、さ

らに認知症を患った場合、サービスを引き

続き利用することは可能ですか？医療や介

護は、医療保険制度や介護保険制度といっ

た公的な仕組みによって運営されています

が、実際にみなさんがそれらのサービスを

利用する相手、つまり病院や診療所といっ

た医療機関や介護サービス事業所は、公共

的な性格を持つとはいえ民間事業者が大半

です。事業規模は様々ですが、それぞれが

経営体として独自の理念と経営方針を持っ

て事業を展開しています。 

 みなさんがこの地で「自分らしく生きて

行く」ために、みなさんの暮らしを“最

期”まで支えてくれる医療・介護・生活支

援について、もっと詳しく具体的に点検し

てみませんか？もちろん長岡京市や医療機

関、介護事業所は、それぞれのサービスに

ついての情報は提供してくれていると思い

ますが、みなさんにできることは、それら

のサービスを利用する側としてそれらの

サービスを的確に評価し、その評価を周り

の人に正確に伝えることだと思います。 

 

専門家と利用者＝素人の良い関係を築く 

 的確な評価をするためには、相手とのコ

ミュニケーションが大事です。相手はその

分野のプロ、専門家です。私たちは利用者

であり素人です。素人ですから、専門家が

提供してくれるサービスについての情報や

知識は、専門家にとうてい及びません。し

かしその情報や知識について遠慮なく訊ね

ることが大事です。ただし謙虚な姿勢で。

丁寧に、分かりやすく、納得できるように

説明してくれる人が、本当の専門家です。

これが専門家を評価する視点です。 

 とはいえ、一人でこのようなことを実行

するのは難しいかも知れませんね。その時

に大事なのが、みんなで一緒に学ぶという

ことです。医療や介護の知識だけではな

く、それらを賢く利用する仕方についても

学ぶことです。まさに学びのコミュニ

ティーが必要なのです。 

 最後に一言宣伝させていただきます。乙

訓医療生協は、医療と介護の提供事業者で

すが、学びのコミュニティーでもありま

す。 

 ご清聴どうもありがとうございました。 



憲法改正問題に取り組む 

全国アクションプログラム  

自衛隊の実態から探る 

自衛隊加憲論の問題点  
 

 講師 纐纈 厚(こうけつあつし)氏 
 

2019年7月27日 (土)  
 開演：午後2時～4時 

 場所：京都弁護士会 地階大ホール 

 参加費無料/申込不要 先着150名 

 主催：京都弁護士会 
 

 2018年3月、自民党は憲法９条１項２項を

残しつつ「自衛隊」を書 き加えるという憲法

改正の条文イメージを発表しました。  

 自衛隊の文民統制の研究を積み重ねてこ

られた纐纈厚氏より、自衛隊の実態につい

て歴史的に説き起こし、憲法に「自衛隊」を

書き加えることの問題を考えます。 

交 流 の 広 場 

２０１９年（第３９回） 

平和のための京都の 

戦争展 
7/29火→8/4日9:30a.m.～4:30p.m. 

立命館大学国際平和ミュージアム 
入場無料 
 

ステージ企画 8月4日（日）午前11時～ 

高石ともや フォークフェスタ 

－君につたえる 君がつたえる－ 
 

展示企画：隠された美山空襲、広島の高

校生が描いた「原爆の絵」、府北部の米

軍基地強化など 
 

平和のための京都の戦争展実行委員会 



  続カメラ探訪 １９         内野 憲 

地蔵盆と六地蔵めぐり 

京都の街を歩くとあちこちに小さな祠

が見受けられます。このお地蔵さまを

祀った祠は、関西圏の人にはおなじみで

すが、他の地域の人には何だろう？と思

われるようです。現在、京都市内には約

五千体のお地蔵さまが祀られています。 

祇園祭、五山の送り火が終わると地蔵

盆。京都の夏を締めくくる風物詩です。 

地蔵盆は京都発祥で関西に広まったそ

うです。 

平安時代

中期に皇族

や貴族の間

で阿弥陀如

来、観音 菩

薩と合わせ

て地蔵菩薩

信仰が始ま

り、平安 時

代末期には

一般の人々

も信仰する

ようになっ

たとされて

います。「今昔物語」などお地蔵さまに

関する説話が多く作られ、信仰が広がっ

ていきました。 

地蔵盆は、町内、子供を含む人々の安

全・諸願成就を祈って、８月２３、２４日

の地蔵菩薩の縁日を中心に行われます。

我が家の子供が小さい頃は宮津市に住ん

でいましたが、地蔵盆は夏休み最後の大

イベントでした。子供たちがお地蔵さま

を洗い清めて顔などを描きなおし、お祀

りした広場で朝から遊び、夜には近くの

神社まで行く肝試しがあったり、いっぱ

いのお菓子をもらったり。大人たちは、

御詠歌をささげて、後は宴会・・・懐か

しい思い出です。京都市に住む今は、地

蔵盆に直接の縁はありませんが、街で祠

に出会うとちょっと足を止めてご挨拶を

します。今も多くのところで地蔵盆が続

いていて、伝統行事として大切にされて

いるのだなあと感慨深いです。 

京都市内では「六地蔵めぐり」という

ものがあります。「六地蔵めぐり」は、

８月２２日・２３日の両日に、６カ所のお

地蔵さま（①奈良街道（伏見区）－大善

寺－伏見六地蔵 ②西国街道（南区）－

浄禅寺－鳥羽地蔵 ③丹波街道（西京

区）－地蔵寺－桂地蔵 ④周山街道（右

京区）－源光寺－常盤地蔵 ⑤若狭街道

（北区）－上善寺－鞍馬口地蔵 ⑥東海

道（山科区）－徳林庵－山科地蔵）を巡

拝して、家内安全、無病息災を祈願する

ものです。各寺で授与された六種のお幡

(はた)を入り口に吊すと、厄病退散、福

徳招来するといわれており、８００年も続

いている伝統行事です。 

六体のお地蔵さまは、平安時代の初め

小野篁（おののたかむら）が、一度息絶

えて冥土に行き、生身の地蔵菩薩を拝し

て甦った後に、一本の大木から六体の地

蔵菩薩を刻み、大善寺（六地蔵）に祀っ

たものと言われています。その後、平清

盛が保元年間（1156-1159）に西光法師

に命じ、都を往来する旅人たちの路上安

全、庶民の疫病退散、福徳招来を願っ

て、都に通じる主要街道の入り口に残り

五体を分祀したことから六地蔵巡りの風

習が生まれたそうです。 

写真は、「鞍馬口地蔵」が安置されて

いる上善寺です。「六地蔵めぐり」の日

はきれいに飾りつけされたお地蔵さまを

参拝できるそうですが、６ケ所巡るのは

ちょっと根性が必要です。 

地蔵さまの祠 

上善寺 

 



事 務 局 通 信 

 77th ツキイチ土曜サロン 
 

・開催日 ８月１７日（土） 
・時刻 １４：００～ 
・場所 京都自治体問題研究所 
・報告 杉浦喜代一さん 
 
＜今月の本＞ 

中公新書「日本軍兵士―アジア・太平洋戦

争の現実」（吉田裕、17.12 820円＋税） 
 

 ３１０万人に及ぶ日本人犠牲者を出し

た先の大戦。実はその９割が１９４４年

以降と推算される。本書は「兵士の目線・

立ち位置」から、特に敗色濃厚になった時

期以降のアジア・太平洋戦争の実態を追

う。異常に高い餓死率、３０万人を超えた

海没死、戦場での自殺と「処置」、特攻、

体力が劣悪化した補充兵、靴に鮫皮まで

使用した物資欠乏……。勇猛と語られる

日本兵たちが、特異な軍事思想の下、凄惨

な体験を強いられた現実を描く。アジア・

太平洋賞特別賞、新書大賞受賞（中央公論

新社）。 

 

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 

 

お し ら せ 
 

 

●第２回理事会を開催します 
 開催日時  ７月３０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。 
 

●会費及び「住民と自治」購読料納入 

  のお願い 
     よろしくお願いします。 

宇治自治体問題研究所 

第５回財政講座の日程変更について 
 

 日程が１週間変更となります。 
 

変更後の開催日 8月30日（金）18:30～ 

会場      未定（決まり次第連絡） 

指定管理者制度共同調査の実施 
 

 「公の施設」を対象に指定管理者制度

が導入されて15年以上が経過しました。 
 

 京都自治労連は、自治体労働組合とし

て、指定管理者制度の現状と課題を探る

ため、京都自治体問題研究所と共同で実

態調査を実施しました。 
 

 7月26日に調査報告書を提出します。 

 

※指定管理者制度 

 それまで地方公共団体やその外郭団体

に限定していた公の施設の管理・運営

を、株式会社をはじめとした営利企業・

財団法人・NPO法人・市民グループなど法

人その他の団体に包括的に代行させるこ

とができる制度。  


