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  京都市政・府政で進すすむ公務の産業化 

         －２０２０京都市職労・府職労連地方自治研究集会－ 

               京都府職員労働組合連合 執行委員長 木守保之 

 京都府職労連は、府政の課題を現場か

らの報告と府民との意見交換を行って、

府民本位の府政を実現する力にしよう

と、毎年「府職労連自治研集会」として

取り組んできました。今回は、京都市長

選挙を目前に「京都市政・府政で進む公

務の産業化」をテーマに、京都市職労と

ともに「２０２０京都市職労・府職労連地

方自治研究集会」を１２月１４日午後に開

催。府民を含め、８５人が参加。京都市長

選挙に立候補を予定している福山和人弁

護士も駆け付けて挨拶。みんなで力を合

わせて、住民のための京都府・市政を実

現しようと呼びかけられました。 

 

公務の産業化がすすめられ、公的責任が

大きく後退 

はじめに、府職労連、市職労から、京

都府・市政の状況について基調報告を行

いました。府政では、２００４年の地方振

興局や土木事務所、保健所などの地方機

関の再編・統廃合、広域化、２００６年か

ら５年間の「給与費プログラム」による 

５７０人を超える職員定数減と、４２０人を

超える正規職員の臨時・非常勤嘱託職員

への置き換えで、行政運営や府民サービ

スに支障を来していること、「経営改革

プラン」により、事業のアウトソーシン

グや施設運営の民間委託化等が進めら

れ、受注者が東京、大阪などの府外事業

者で、府内経済への貢献にすらなってい

ないことなどを報告しました。 

京都市政では、２００８年２月の門川市政

以降「乾いたタオルを絞るような更なる

行政改革」として、３３００人以上の職員

削減と非正規職員への置き換えが進行。

「京プラン」に基づき、「醍醐和光寮」

の民営化や生活保護更生施設「中央保護

所」の指定管理化、ごみ収集業務の民間

委託化拡大、産業技術研究所や市立病

院・京北病院の独立行政法人化、市営保

育所の民間移管の拡大など、市民生活全

般に関わる公的責任を後退させ続けてい

ること、２０１４年から２０１９年までに税務

業務が市税事務所に集約化、衛生業務 

（２０１７年）、証明発行の郵便請求事務

（２０１９年）などを次々に区役所から引

き上げ、２０００年に３０００人を超えていた

区役所の職員数が２０１８年には２３００人台

にまで減少。更に、介護保険認定給付業

務の集約化と民間委託化で１３０人の嘱託

職員を雇い止めしようとしていること

で、認定・給付の遅延や個人情報の民間

企業への流出、雇用責任の放棄など大き

な問題が表面化している、などが報告さ

れました。 

 

市政と府政の現場からは、4人の組合員から

報告 

 市政、府政の現場から４人の組合員が

報告。「証明発行業務の郵便請求処理事務

が民間委託された結果、慢性的な遅延が

発生。市民から苦情が寄せられている」

（市職労区支部協議会）、「市営保育所の

民間委託が進められ、４１４園中、市営は

わずか１５園。地域子育て拠点事業での家

庭訪問も廃止。『待機児童ゼロ』と言い

ながら、潜在的待機児童数は１２９５人も



あり、困っている人がたくさん出てい

る」（市職労保育所評議会）、「児童相談所

では、昨年は３年前の２倍となるなど相談

件数が年々増加。人員増はあるものの、

相談件数に見合う職員体制とはなってお

らず、課題も山積」（府職労連）、「府が１０

年後をめどに北部５市２町に対し「事業統

合」のスケジュールを提示しており、命

の水を機械的に府が民間に差し出す危険

性をはらんでいる。住民の命にかかわる

重要な課題であるのに十分に情報提供さ

れず、住民不在で拙速な計画が進められ

かねない」（府職労連）など、住民置き去

りで進められる公務の民営化が住民と職

員に深刻な影響を及ぼしていることが明

らかとなりました。 

 

地域や市民要求の運動では、3人が発言、

班別ワークショップでは要求交流と新たな発

見も！ 

 地域要求や市民要求の運動に携わる方

から３人が発言。「中学校の完全給食は全

国で８５％だが、京都府は３７．７％と大き

く低迷。京都市の比重が大きい。みんな

と同じものを食べている安心感、栄養面

からも完全実施が必要だ。京都市の指定

ごみ袋は他都市に比べて高いため、値下

げの声が寄せられ、公開質問状、署名な

どに取り組んでいる」（新日本婦人の会京

都府本部）、「仁和寺前の空き地にホテル

が建てられようとしている。市の特例措

置を活用しており、市がお膳立てしたと

言われても仕方がない状況。歴史的風土

特別保全地域に指定され、市民によって

大切に守られてきた景観を破壊する行

為」（世界文化遺産仁和寺の環境を考える

会）、「ニュースで「消防の限界」が報道さ

れた。消防職員は２００９年から４００人あ

まり削減。基本である消防車１車５人体制

が、実態は４人。出張所廃止で消防車集

結が遅延する地域も。災害が増えている

現状では増員こそ必要（京都市消防職員

ネットワーク）など、今の市政の在り方

が、市民の安心・安全に深刻な影響を及

ぼしていることが、リアルに報告されま

した。 

また、自治研集会の後半では、参加者

全員で１０班に分かれてのワークショップ

を開催。市民・府民と職員が、みなそれ

ぞれに今回の市長選挙をつうじて、実現

したい要求を交流し、それぞれの地域、

分野であらためて幅広い要求が渦巻いて

いるいることを、参加者が実感し発見す

る場にもなりました。 

 

集会の後半では、職員と市民が共同でワー

クショップを開催 

これまで、「自治研集会」のとりくみ

は、府職労連、市職労それぞれが個別に

とりくみを行ってきました。それぞれの

集会では、府政や市政の個別問題として

捉え、住民要求と行政施策の問題として

議論を行ってきました。 

今回、共同開催としたことで、総務省

が描く「２０４０構想」の具体化がそれぞれ

の自治体で表れていることであり、公務

の産業化の流れにストップをかけるため

には、府政・市政の双方に対するたたか

いと、おおもとである国に対するたたか

いが必要であることを、改めて実感しま

した。 

「府民・市民にとっては、教育も自治

体行政であり、次回は教育分野も合わせ

た自治研集会を実施してほしい」の感想

も頂きました。次回は、３者共催とし

て、全ての行政分野を対象とした集会

を、府民、市民とともに作り上げていき

たいと思います。 



南丹自然エネルギーの会が発足しました 

 昨年６月、南丹地域自然エネルギー普

及・促進の会（略称：南丹自然エネル

ギーの会）が立ち上がりました（写真は

原田さんを議長に選出し進められた設立

総会の模様）。 

発足記念

の事業と

して、１２

月には、

南丹市の

真ん中に

位置する

日吉町生涯学習センター[遊youひよし]

で日本環境学会元会長の和田武先生の講

演会を行ないました。「いま、地球温暖

化が人類の健全な生存を脅かしており、

２１世紀半ばまでに二酸化炭素排出ゼロ、

自然エネルギー１００％社会の実現が不可

欠の課題」と熱のこもった内容で多くの

人に感動を与えました。城陽市など府下

各地からの参加もあり関心の広がりを感

じた取り組みとなりました。思いを同じ

くする多くの人々と繋がっていければと

思います。 

 講演会の冒頭、私が、地元大河内地域

で「自然エネルギー１００％」を達成した

ことを報告しました。以下「自然エネル

ギー１００％」の概要を紹介します。 

 

我々の住む地域には発電に適したエネル

ギーはふんだんにある  

 京都府南丹市の日本のどこにでもある

ような中山間地集落（大河内：人口１６０

人、５５戸、農家４２戸、森林組合員４１

人）で地域の消費電力を賄うに充分の年

間発電実積（２０１８年度２２６，５４０kwh）

を得ることができた。２０１５年に４基の太

陽光発電所を設置。今では、地域内８か

所で１０基が稼働している。以降毎年の発

電量の統計を取っているが順調に経緯し

ている。 

 「ポストの数ほど保育所を！」をも

じって「農家の数だけ自然エネルギー発

電所を！」と農家組合が呼びかけプロ

ジェクトチームを立ち上げ、この間、 

ＦＩＴ制度に依ってはいるが、なんら国や

自治体からの補助金や交付金に頼らず進

めてきた。正真正銘、「民」の力でここ

まで来ました。 

 全国には当地のような中山間地集落が

２万を超えてあります（国の「中山間地

等直接支払制度」協定集落は、全国で 

２ ７，５ ７ ０集落、京都府内では ５ １ ３集

落）。全国の各地で、こうした地域発の

発電事業をすすめていけば、中山間地域

の振興と活

性化をもた

らすことに

なります。

そのことが、

全国津々浦々

の地域で取り

組まれることになれば、原発ゼロの日本

をつくり、地球温暖化防止に大きく貢献

することになります。あながち自然エネ

原発・石炭火力を超えるエネルギーは日本の大地に賦存する 

―再生可能エネルギー１００％の地域を各地に 
                       南丹自然エネルギーの会 大西一三 

 



ルギー１００％の日本も不可能ではないと

思うのですが。 

 中山間地約２万か所×年間発電２２万

kwh＝４４億kwhの発電が可能と見込まれ

ます。原発何基に相当するでしょうか。 

太陽光発電でこれだけです。地域にある

「エネルギー」を探し、発電につなげれ

ば、原発ゼロ、石炭火力発電に頼らない

日本の明るい未来が見えてくるのではな

いでしょうか。 

 

森林間伐材で木質バイオマス発電促進 

キーワードは 「地域」 

 自然エネルギー普及といいますと設備

の設置が比較的簡単とされる太陽光発電

に偏っていて、一昨年１０月末時点で、政

府が認定した設備容量の９６％が太陽光で

す。開発に時間がかかる風力、小水力、

木質バイオは遅れています。 

 日本の森林率は６７％、京都府は７４％、

南丹市は８８％です。中山間地域で最も身

近にある森林資源・木質バイオ資源、考

えれば、地域には自然エネルギーが豊富

に存在していることになります。 

 しかし、山林は、戦後植林した人工林

が成長し伐採期に来ているものの、価格

が安く、ほぼ放置状態で林業は衰退傾向

にあります。そうした中で今、地球温暖

化防止、地域活性化、林業、農業の第一

次産業再生が言われて小規模木質バイオ

マス発電が脚光を集めています。 

 

 

 これまでは「日本にはエネルギー資源

がない」「経済成長が優先」を理由に原

子力、火力の大型、集中発電所が建設さ

れてきました。しかし、原子力の安全

性・再処理問題は一向に解決されていま

せん。国と一般国民、地域との距離は乖

離したままです。一方、地域では地産地

消型、分散型で環境負荷がなく、エネル

ギーロスが少なく地域循環型のスマート

コミュニティづくりに関心が高まってき

ています。 

  自然エネルギー普及のあり方として、

利益優先・大規模化の企業による地域社

会に悪影響を及ぼす方式ではなく、「地

元合意・地域主体」を最大限尊重し、地

域全体で地域資源を活用した地域社会の

自立的発展につながるように進めるべき

です。 

  一定地域規模ごとに、森林の成長・生

育具合に合わせ５０年～１００年後を見据え

た森林整備（経営）計画を地域住民合意

で作成する。 

  その計画のもとに伐採された間伐材等

をエネルギー源とした木質バイオガス化

発電システムを創っていく。 

  そのことによって自然エネルギーによ

る自給率を飛躍的に高める。森林整備を

基本とした木質バイオマス発電が地域に

雇用を生み出し、森林や中山間地域の再

生に繋がるものと確信するものです。 

植林されて６０年 間伐が必要な桧林 

林道沿いにあっても放置状態の杉林 



はじめに 

 安倍政権は、高齢者人口がピークとな

る２０４０年には自治体の「フルセット主

義を排する」とし市町村を壊そうとして

いる。その中心は圏域行政と自治体業務

の民間開放である。国土交通省の元官僚

が知事に就任し、京都府はまるで国の出

先機関のようになってきた。府内水道の

広域化・民営化や府営住宅の民営化を強

引に進めようとしており、その一方で大

型事業を次々展開しようとしている。知

事が新名神６車線化を国に要求しその関

連事業として流通拠点やアウトレットや

府立公園拡張、堀川通の地下高速道路、

１号線バイパス、舞鶴港での物流拠点・

外航クルーズ船や、地球環境と周辺環境

を壊す日本最大のパーム油発電所など目

白押しだ。 

 府は全ての府営住宅を指定管理にし、

建て替え事業はPFI事業手法で民間に全

てを委ねようとしている。 

 府はこれまで府営住宅の運営・管理を

住宅供給公社（府１００％出資）に委託し

てきたが、１９年度から乙訓地域、西京

区、南丹地域の団地を株式会社東急コ

ミュニティ（以下「東急」）に委託し、

京都市内の２２団地、約４０００戸を２０年度

から府営住宅の指定管理者に東急を選定

した。さらに２１年度に府南部全て、２２

年度に中丹・丹後地域の府営住宅を指定

管理にし、４年間で全団地を民営化しよ

うとしている。また２０年度には、向日台

府営団地（向日市）の建て替えをPFI事

業とするための予算を組もうとしてい

る。 

 

◆民営化でどんなことが起こっているのか 

 

 府は１０年前にPFI手法で舞鶴常団地を

建て替えたが、現地調査をして驚いた。 

 １４５戸中１５戸が空き家であり、中には

７年間も空き家改修もせず放置してい

た。議会で問うと遺族と協議中のため空

き家のままだと言う。府の責任は重大

だ。PFI事業では維持管理費は入居戸数

に関係なく支払われるので入居が少なけ

れば少ないほど利益が上がるのだろう。 

 廊下はツルツルの塗装で危険な状態

だった。要求水準書（仕様書）には「滑

りにくい仕上げ」と書かれており、事業

者の設計でも「ノースリップ工法」に

なっていたのに、である。 

 築後１０年なのに床が水平でない部屋も

あった。 

 階段は幅が９０cmしかなく狭くてすれ

違えない。 

 廊下の「手すり壁」は転落防止のため

法で高さ１１０cm以上と規定されている

が、コンクリート部が１１０cmなく金物で

嵩増しした。設計図書でもコンクリート

壁が１１０cmだったにもかかわらず高さが

不足していたのだ。 

 PFI事業の契約額は２３.９億円の予算に

対し入札額は１７.３億円と約７割の落札

住まいのセーフティーネット－府営住宅の民営化はやめるべき 

                            府議会議員 水谷 修 



だった。普通の契約なら発注者責任で設

計し、その設計どおりにできるか監理す

るのだが、PFI事業は設計も事業者任せ

であり性能さえ担保できれば「安普請」

の設計も可能となるためだ。 

 今後、向日台団地をはじめ、建て替え

事業をPFI事業にして大丈夫だろうかと

不安が募る。 

 １９年度から民間が管理している団地で

はどんなことが起こっているか。 

 昨年夏、府営向日台団地の給水塔への

落雷でポンプが故障し断水が発生した

が、指定管理者である東急は「契約に落

雷時の対応が決まっておらず」対応しな

かった。そのため、急きょ向日市が独自

の判断で給水車を出して対応した。その

給水費用負担について府か東急か、どち

らがするのか話が数ヶ月まとまらず、結

局、府が全額支出した。  

 

◆京都市内の全府営住宅も東急が指定管

理に 

 

 ２０年４月からの指定管理者公募には東

急と「京都府住宅供給公社・大阪ガス共

同事業体」の２者が応募したが、入札金

額が高かった東急が選考されたのだっ

た。なぜ、東急が住宅供給公社よりも点

数が高く選定されたのかとの議会での問

いに「乙訓・南丹地域での管理実績を

ベースにさらに拡大していこうとする提

案であること」が選定理由だと答弁し

た。管理実績であれば公社の方が年数で

も管理戸数でも上回っているのにもかか

わらず、東急の管理実績を評価したこと

は説明がつかない。 

 さらに２０年度から東急が指定管理者に

なる京都市内の２２団地では、管理が民営

化されることが住民に説明すらされてい

ない。京都府は、管理手法が大きく変更

されるにもかかわらず、事業者が決まる

まで住民説明すらしないと言う姿勢であ

る。 

 ４０００戸の管理業務がなくなる住宅供

給公社従業員の雇用が心配される。議会

で府は「京都府の施策によって起こるこ

と、府が１００％出資している団体である

ので、府が連携し対応する」「公社従業

員の従事先について、適切な雇用が継続

できるように対応する」と答弁したが心

配だ。 

 

◆民営化は、住まいのセーフティーネットと

して責任が持てない 

 

「指定管理者制度の導入状況等に関する

調査（総務省・１９年５月）」によれば、

１５〜１７年度３ヵ年の指定取り消し・業

務停止は全国で２６５７件にもなってい

る。その結果、休止・統合・廃止された

ものが１６３２施設、６１.４％で、直営にし

たものが７９１施設、２９.７％だった。この

ように指定管理制度は不安定なものと言

える。 

 公営住宅は住民の福祉増進を図るもの

で自治体業務の根幹で住まいのセーフ

ティーネットである。府が府営住宅に指

定管理者制度を導入・拡大し、管理・運

営を、利益を追求する民間企業に委ねる

ことは、住民の福祉の向上と公的責任が

果たせない。公営住宅は行政が直接責任

を持つべきだ。 



 2001年7月14日、梅雨明け直後の炎天

下、気温は36.6度の猛暑日と記録されて

います。 

 

 京都市役所前の敷地は来客者用の駐車

場として使用されていましたが、1997年

に広場として整備されました。京都市は

「市庁舎前広場利用要綱」を新たに定

め、営利目的の使用や音楽、政治活動で

の利用等を制限し、民主的な運動の集会

などに制約がかけられました。御池通り

でデモの出発集会をしているときも、参

加者が歩道から市役所前広場に立ち入る

と警備員が広場から出るように指示する

などが続いていました。 

 しかし、その制約を実質的に打ち破っ

たのが小泉首相、というより集まった京

都市民の数でした。その数1万6千人。演

説会の前から多くの警察車両が広場内に

駐車し、警察官の数は広場周辺に100人

以上、周辺は異様な熱気に包まれまし

た。 

広場は集会参加者、警察官、マスコミ

で過密を極め、旧京都ホテル前、河原町

通りの南東角から御池通りの南側歩道に

まで人があふれ返りました。 

この小泉演説会後、これらの写真資料

を示し京都市当局とやり取りを繰り返す

中で、それ以降の御池通りでの演説会や

集会であふれる参加者の敷地内への流入

に対する退出指示をしないようになりま

した。 

 

「古い自民党をぶっ壊し

て政治経済の構造改革を

行う」といって自民党総

裁になった小泉純一郎

は、「小泉旋風」を巻き

起こし、この街頭演説か

ら2週間後の7月29日に行

われた参院選挙では、

「聖域なき構造改革」、

「改革なくして成長な

し」として構造改革に反

対する全ての人たちを

「抵抗勢力」として切り

捨て勝利しました。 

1996年橋本龍太郎内閣が

掲げた構造改革路線は、

小泉内閣のもとで本格実

施され日本は新自由主義

へと突き進み、安倍首相

のもとでより右翼的、反

動的な性格をおびて進め

られています。 

 今を読み解く一枚 （第１９回） 京都戦後民主運動 歴史資料アーカイブ 

2001年 小泉から安倍へ 構造改革、新自由主義経済へまい進  
池田 豊（京都自治体問題研究所副理事長・事務局長） 

 

・市役所前、歩道を埋め尽くす1万６千人の聴衆 

・集会準備の警察官（写真には20人） 



まい研（舞鶴市民自治研究所）から 
 

「まい研」の水道問題勉強会が、１２月２４

日(火)、舞鶴市勤労者福祉センターで開

催され、北部５市２町の水道事業を経営統

合する広域化や民営化の動きなどについ

て議論されました。 
 

命の水としての水道のあり方は! 

～水道の広域化・民営化を考える～ 

◆京都府は、２０１８年１１月に「京都水道グ

ランドデザイン」を策定し、府域を北部、

中部、南部と３つの圏域に分け、水道の広

域化・民営化を進めようとしています。 

 府は、２０１９年度中に改正水道法第５条４

項に基づく「京都府水道事業広域連携等推

進協議会」(知事・市町村長等により構成)

を設置すること、下部組織として「幹事

会」(水道担当部長等で構成、原則非公開)

を置くことを主導しています。 

 改正水道法第５条４項では、「協議会にお

いて協議が調った事項については、協議

会の構成員は、その協議の結果を尊重し

なければならない」とあります。「協議会」

において合意された事項についての尊重

義務が構成団体に課されていることか

ら、首長レベルで合意されれば、各自治体

の住民や議会が反対しても後戻りできな

くなることが懸念されます。 

◆今後も市民の命に関わる大切な水道に

ついて、北部５市２町で進められている水

道の広域化・民営化の問題などを勉強し

ていこうと話し合われました。 

交 流 の ひ ろ ば 

書籍紹介  

必ずわかる入門書!  

市民と議員のための 自治体財政 森 裕之 著  
 

●これでわかる基本と勘どころ 
  

A5判・並製カバー・166 頁/定価(本体 1500 円+税)  

 まちの財政はどうなっているのでしょうか。「財政」を

「家計」に置き換えて、例えば、「収入と支出」や「貯金と

借金」など、身近なお金の動きと比較対照して自治体財政の

仕組みを分かりやすく解説します。 財政の根幹を理解するこ

とで、わたしたちが暮らす自治体の公共サービスやお金の流

れが見えてくる画期的な入門書です。 

京都自治体問題研究所

で扱っています。 

バイバイ原発きょうと 

みんなでデモしよう！ 
2020年3月7日(日)13：30～ 

円山公園音楽堂 
デモ出発 15：00～ 
主催 バイバイ原発きょうと実行委員会 



 田辺聖子の他の著作は読んだことがな

いのだが、題名と装丁・装画に何かしら

心惹かれてこの本を手にしたのは２０年以

上も前のことだ。和歌や短歌、俳句など

は好きであったが、川柳は何となく和歌

に対する狂歌のようなものとの偏見とい

うか、ちゃんとした知識を持ち合わせて

いなかった私にとって、大阪の川柳結社

「番傘」を率いた岸本水府をはじめ、川

柳に生涯を賭けた・明治・大正・昭和の

人々の足跡は、衝撃的とも言える感動・

感慨を与えてくれた。江戸時代後期の名

評者、柄井川柳の名前が、川柳という新

ジャンルの文芸の名そのものになったこ

とも教えてくれた。 
 

 「雷鳴（かみなり）を真似て腹掛やっ

とさせ」「本降りになってでていく雨宿

り」「国の母生まれた文を抱き歩き」

（生まれた文とは、嫁ぎ先の娘に初孫が

無事誕生したという手紙のこと。それを

実際の孫のように抱き歩く里方の母の姿

のほほえましいこと）「かんざしも逆手

に持てばおそろしい」「どっかから出し

て女房は帯を買い」「ひん抜いた大根で

道を教えられ」「子を抱いて男にものが

言いやすし」・・・・。いわゆる世態、

人情の機微や哀歓、日常のリアルな観察

眼や本音、滑稽さや共感を生き生きと

詠った古川柳。しかし柄井川柳以降は、

単なる文字の遊戯や箴言・標語の類、あ

るいは猥雑淫靡なものに堕していった。

明治の時代の風は、小説や短歌など他の

文芸と同様に、川柳をもルネサンス的な

本来川柳への復帰から更に阪井久良伎や

井上剣花坊ら川柳中興の祖を経て現代川

柳へ変貌発展を遂げさした。「欠伸して

さとる淋しい自己の影」「煙草ばかり

吸って友達帰りけり」「物足らぬ日曜な

りしかな灯を点す」・・・。「宮本武

蔵」で有名な吉川英治は若い頃吉川雉子

郎の名で多くの川柳を詠んでいた。「貧

しさもあまりの果ては笑い合ひ」など

は、悲哀と明るさが見事に交錯する。現

代のサラリーマン川柳の原点であり良き

手本ではないか。 
 

 プロレタリア作家といえば、小林多喜

二や徳永直はよく知られているが、プロ

レタリア川柳作家で思想犯として検挙さ

れ獄死した鶴彬のこともこの本で知っ

た。「万歳とあげて行った手を大陸にお

いてきた」「手と足をもいだ丸太にして

かえし」「胎内の動き知るころ骨（コ

ツ）がつき」（嫁が妊娠に気づく頃、夫

の遺骨が届く）などの反戦川柳は特高警

察を激怒させた。反戦川柳以外にも優れ

た川柳を残し。評論や詩作にも大きな足

跡を残した鶴を、田辺氏は高く評価し、

若すぎるその獄死を惜しんでいる。遺稿

となった「暁をいだいて闇にゐる蕾」は

未来への限りない確信に満ちている。 

私の本棚 書籍紹介                      木下 滋（元京都府職労農林水産支部長） 

「道頓堀の雨に別れて以来なり」 川柳作家・岸本水府とその時代 （上・下） 

        （中央公論社 田辺聖子著 1998年2月 上 2,400円＋税、下 2,700円＋税） 



春を迎える節分（２月３日）は、邪気を追

い払い、福を呼び込むことで無病息災を

願う行事です。「鬼は外」「福は内」の

掛け声で福豆をまき、年の数だけ豆を食

べる「豆まき」がよく知られています。

私の東京の実家では、柊（ひいらぎ）の

枝に鰯（いわし）の頭を刺して家の出口

にたてる「邪気よけの柊鰯」を行ってい

ました。最近では、節分の夜に、恵方に

向かって願い事を思い浮かべながら無言

で「恵方巻（えほうまき）」と呼ばれる

太巻きを丸かじりで一気に食べる（商売

繁盛や無病息災を願って七福神にちなん

だ７種類の具を入れることが多い）行事

も一般的になっています。「恵方」と

は、その年の福徳を司る歳徳神（としと

くじん）、歳神様（としがみさま）がお

られる方角を指し、たたり神などの巡っ

てこない方角とされ、２０２０年の恵方

は、西南西です。 

京都には、前号で紹介した「都七福

神」のように「三大名水」「五社巡り」

など数字をつけた名所案内が多々ありま

す。節分に関しては「四方参り」があり

ます。「四方参り」は、節分の日に鬼門

にあたる四つの神社仏閣すべてにお参り

することで、より一層の福を招くとされ

ています。鬼は、北東の表鬼門の「吉田

神社」にあらわれ、追い払われた鬼は次

に南東の「八坂神社」に、さらに南西の

裏鬼門「壬生寺」、最後に北西の「北野

天満宮」へと追いやられるとされていま

す。最後の北野天満宮では鬼を追わずに

末社の福部社に閉じ込めてしまうため、

豆まきでは「鬼は外」は言わず、「福は

内」だけを言うそうです。 

節分を前にした１月中旬、鬼が封じ込

まれる北野天満宮の福部社を見てきまし

た。楼門から三光門への参道沿いに並ぶ

４つの社の一つです。建物そのものは大

きくありません（写真）。福部社は、開

運招福の神とされ、３月１２日に例祭が行

われます。祭神は、「十川能福（そごう 

のうふく）」で、菅原道真の舎人（牛車

を引く牛の世話役）だった人物です。祭

神名や社名により、金運や開運招福を司

る「福の神」として信仰されるように

なったそうです。 
 

北野天満宮は梅の名所でもあり、５０

種、約１，５００本の梅が植えられていま

す。暖冬のためか、早咲の「寒紅梅」は

すでに開花し始め、綺麗な紅い花を咲か

せていました。 

 

節分の前日、２月２日は京都市長選挙

の投票日です。福山和人さんの勝利で、

「福きたる」を実現したいものです。 

 

 

寒紅梅 

鬼が閉じ込められる「北野天満宮・福部社」 

 
続カメラ探訪 ２５     鬼が閉じ込められる「北野天満宮・福部社」   内野 憲  



 83th ツキイチ土曜サロン 
 

・開催日 ２月１５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＞ 

岩波新書「川と国土の危機－水害と社会」

（高橋裕、2012年9月、700円＋税） 

   東日本大震災は、臨海地域の開発に依

存してきた近代日本への警告である。無

思慮な開発は国土の脆弱性を増し、大洪

水の危険は高まっている。防災を行政に

依存するあまり自助の意識の薄れた人々

は、その可能性すら考えない。水源地の森

林から河口の海岸まで、川の流域全体を

統一した保全思想と、防災立国の発想が

必要だ（岩波書店）。このことは今日にも

あてはまる。 

 

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。 

 

事  務  局  通  信 

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 

●年報第１３号論文募集● 
（２０年６月末発行予定） 

  

☆会員であればどなたでも投稿できます。 
 

☆投稿種類：研究・討論・調査レポート、動

向、資料、書評（投稿規定・執筆要項あり） 

 「今後の森林管理」を考える 

 学習･交流会 
 

森林経営管理法を「逆手に取る方法」はあ

るのか･･･ 
 

とき：2月22日(土) 午後2時から5時 

会場：府職員福利厚生センター(京都府庁内） 

    ※資料代：300円 
 

＜講演＞泉英二愛媛大学名誉教授 

     ・国民森林会議提言委員会委員長 

     ・国会で参考人として同法反対 

      の論陣 
 

＜主催＞「今後の森林管理」を考える 

           学習･交流会実行委員会 

     ※当研究所も参加しています。 
 

 連絡先：農民組合京都府連合会 

          (075－642－0931) 

第５回理事会 3月10日開催 

  第５回理事会は、２０２０年度事業計

画・予算案を議論し確定します。 

●会費及び「住民と自治」誌

購読料 納入のお願い 
 

 当研究所の会計年度は３月末です

ので、会費・購読料が未納の方、３月

末までの納入、よろしくお願いしま

す。 
 

● 住所変更等のご連絡はお早めに 


