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  新型コロナウイルス 逼迫する最前線  

       知事は基本的人権守り 生活と営業の保障を 
  

          自治体要求連絡会事務局長・京都府職労連執行委員 森吉治 

 ４月１６日安倍首相は、改正新型インフ

ルエンザ等対策措置法にもとづき東京、

大阪など７都府県から対象を全国に広げ 

５月６日までを期限に緊急事態宣言を発令

しました。これにより法律にもとづき、都

道府県の知事は自粛要請や物資の強制収

用等の私権制限を行うことが可能になり

ます。一方「集会、結社及び言論、出版そ

の他一切の表現の自由はこれを保障す

る」とした憲法２１条との関係では、私権制

限の目的や科学的知見などの説明責任が

必要となり、乱用は許されません。また、

経済活動の自由、憲法２９条の財産権の侵

害との関係では補償措置は不可欠です。 

 京都府知事が緊急事態宣言にもとづく

対応を行う場合には重い決意と実行が求

められます。それは最低限、次の５点だと

考えます。①京都府が国に強力に働きか

けることとあわせて府独自にも自粛要請

に伴う補償をセットで行うこと、②府民

を感染拡大、医療崩壊から守るための具

体的な措置を講じること、③感染者、医療

従事者等の人権を保障すること、④私権

を制限し感染防止措置を講じることの丁

寧な説明責任、⑤不要不急の京都府の施

策を見直し予算と職員を必要な現場に集

中することです。 

 今、府民の生命と健康、暮らしと生業を

支える府政の現場は、緊急事態宣言が出

されたもとで逼迫した現状が続いてお

り、暮らしと府政の現場と向き合う姿勢

が京都府政に求められています。 

 

府立医科大学附属病院－いつまでつづくの

か先が見通せず、家族も犠牲にして－ 

 府内で唯一の第一種感染症指定医療機

関となっている京都府立医科大学病院で

は、感染発症以降4床で重症患者を受入

れ、加えて３月に一般病床を軽症の感染症

患者を受け入れる病床に転用し１１床を整

備、さらに子ども専用の感染症病床を新

たに設置しています。 

 重篤化した症状にはＥＣＭＯといわれ

る人工心肺が使われますが、京都全体で 

１０台程度しかなく、また機器があっても

医師、看護師、臨床工学士など熟練のス

タッフ１０数名の対応が必要となります。

感染のリスク、いつ容体が急変するかわ

かないなかで２４時間目が離せない苛酷な

職場状況が続いています。 

 重症者を受入れる感染症病棟の看護師

は１８人が２代勤務で対応、「夜ばかり勤務

している感じ」、「家族を犠牲にしてやっ

ているがいつまで続くのか先が見通せな

い不安がある」、マスクや防護服等の確保

も厳しくなるなか医療体制の充実などを

求める声が寄せられています。西脇知事

は４月１４日現在府内で１５０床を確保し、さ

らに４月末までに２５０床、最大４００床をめ

ざすとしています。感染爆発と医療崩壊

を回避する上でも、京都全体での新型コ

ロナウイルス感染者の病床拡大・確保と

医療スタッフの確保は最優先課題です。 

 

保健所－鳴り止まない電話 土日及びオン

コール勤務に心も身体も限界－ 

 府内に７カ所ある保健所には、帰国者・

接触者相談センターが設けられていま

す。ある保健所では４台ある電話が鳴りや

まず対応。「電話で開口一番で罵倒される

ことも少なくなく、メンタル面のケアが

必要」、「毎日毎日この繰り返し。昼休み



も交替で当番しているが、満足に休憩が

できない」との声は深刻です。 

 感染者がクラスターで発生すれば、検

体採取を医師・保健師などがチームを組

み、最近はドライブスルー方式でも行わ

れています。府保健環境研究所への検体

搬送も保健所職員が担当、結果が出て感

染が判明すれば、受入の医療機関を調整

し、搬送することになります。感染リスク

と土日、夜間を問わない業務の連続に公

衆衛生の現場の体制強化は喫緊の課題で

す。 

 

保健環境研究所－３月からＰＣＲ検査機器

増やし全所体制で検査－ 

 検査を担当する京都府保健環境研究所

では、３月末にＲＮＡ抽出装置２台とリアル

タイムＰＣＲ１台が新たに配置され、検査

能力が一挙に倍増。現在、１日２サイクルで

の検査で最大約８０検体できる体制を取っ

ています。同じ建物にある京都市衛生研

究所とも連携して、ＰＣＲ検査にかけるな

ど、職員の負担を減らし、検査器財等の効

率化を図っています。 

 検査担当の細菌ウイルス課は４月に１名

増員され１０人になりました。所内は応援

体制を敷き細菌ウイルス課以外の職員に

よるコロナ検査チームをつくって対応し

ています。 

 

京都府本庁－追われる国、市町村、医療機

関などとの連携・調整、連日の記者会見対

応等－ 

 新型コロナウイルス感染対応にあたっ

て、京都府は対策本部を設置し、４月に入

り専門家の医師、班を設け対応を強めて

います。 

 感染症対応を担う健康福祉部では、担

当課を中心にほぼ休みなく、深夜まで国、

保健所、医療機関等との連絡や調整、記者

会見等のプレス発表、感染拡大への対応

にあたり、その疲労は色濃いものがあり

ます。 

 保健所とあわせて、本庁にも設置され

ている帰国者・接触者相談センターは他

部局の職員が数名体制で交代で２４時間、

土日も含め対応にあたっています。夜中

寝ないで相談に入り、そのまま朝から自

らの担当業務に入った職員も少なくあり

ません。厚生労働省の方針にもとづきマ

ニュアルで対応にあたっていますが、３月

時点では発熱、咳、帰国者・濃厚接触者の

３要素がないと検査の対象にはならず、帰

国歴も感染が広がっていた当時の状況と

は必ずしも合っていたとは言えない状況

もあり、京都府職労連は相談センターの

あり方を検証し、速やかにＰＣＲ検査につ

なげることを求めています。 

  

 最後に緊急事態宣言とともに示された

政府の緊急経済対策は、感染収束後のＶ字

回復を消費需要の大胆な喚起、インバウ

ンドの復活を掲げており、職場でも施策

の検討が行われています。しかし問われ

ているのは、今回露呈した新自由主義の

経済・社会構造を見直し、公衆衛生や医療

制度の拡充、生活・雇用のセーフティネッ

トの構築、地域を基礎にした経済循環な

ど新たな社会システムをどうすべきかを

考えることではないでしょうか。 



 始まりは２月２７日の安倍首相の突然

の記者会見。「全国一律学校休校要請」

です。そして、４月７日に「緊急事態宣

言」がだされました。罰則規定はないも

のの、国民は様々な自粛という名の制約

を受けることになります。少ない文化予

算のなかで、なんとか文化を守り育てて

きたものの、今回受ける影響は甚大で

す。 

 この状況は、１９８９年１月の昭和天

皇が亡くなった時と同じに感じます。当

時と違うのは生活に規制がかけられたの

ではなく、「歌舞音曲」に自粛が迫られ

たということです。しかも、天皇制とい

う政治的な理由で自粛したくない人々も

いて、全面自粛にはなりませんでした。

それでも、この影響は大きく、文化・芸

術が自粛前の姿に戻るのに１０年近くか

かったように感じました。 

 私たちは、主催者が自粛を決めると当

然仕事がなくなります。 

 実際、宣言が出る前から私の仕事は減

り続け、３月・４月とほぼゼロ。さら

に、８月や１１月の大型イベントも中止

で、経済的損失もかなりの金額です。通

常受け取る「キャンセル料」も、もらい

にくい状況です。 

 フリーランスで仕事をしているスタッ

フも本当に大変です。私の仕事仲間も電

話一本で失業。当然、収入は途絶えま

す。イベントが目白押しの３月～５月に

仕事がなくなるのは死活問題です。 

 主催者が受ける損害も甚大です。すで

に支払った会場費が戻らないことも多

く、作ったチラシは無駄になる。すでに

販売していたチケットの払い戻しやその

ための連絡も当然主催者の負担です。 

 政府は、学校休校により、休みを余儀

なくされた方への補償は打ち出しました

が、私たちのような職業には補償があり

ません。そもそも政府が「政治判断」と

して打ち出した方針で生まれた損害で

す。それならば、すべての人々に政治の

力で補償をして欲しいものです。 

 他国の例で恐縮なのですが、ドイツで

は政府が「アーティストは必要不可欠で

あるだけでなく、生命維持に必要なの

だ」と大規模支援を打ち出し、グリュッ

タース文化大臣は「私たちは誰も失望さ

せない。連邦政府として、数十億ユーロ

の援助パッケージでこれらの約束を守

る」と宣言。「非常に多くの人が今や文

化の重要性を理解している。私たちの民

主主義社会は、少し前までは想像も及ば

なかったこの歴史的な状況の中で、独特

で多様な文化的およびメディア媒体を必

日本の文化芸術がピンチを迎えています 

京都音楽センター・代表 時田裕二 

「 打合わせ中の時田裕二さん （右） 」 



要としている。クリエイティブな人々の

クリエイティブな勇気は危機を克服する

のに役立つ。私たちは未来のために良い

ものを創造するあらゆる機会をつかむべ

きだ。そのため、次のことが言える。

アーティストは必要不可欠であるだけで

なく、生命維持に必要なのだ。特に今

は」と述べ、文化機関や文化施設を維持

し、芸術や文化から生計を立てる人々の

存在を確保することは、ドイツ政府の文

化的政治的最優先事項であるとしていま

す。 

 実際、ドイツで暮らす日本人ミュージ

シャンにも、申請からわずか数日後に

5000ユーロが振り込まれたと聞きます

（この方が申請した時点ですでに１０万

人が申請。数日後には５０万人を超えて

いたという）。 

 これに対し私たちの国、日本の文化庁

長官のメッセージは、「明けない夜はあ

りません！ 今こそ私たちの文化の力を

信じ、共に前に進みましょう」。とあり

がたいお言葉を述べたものの具体的な支

援策も金額も示しませんでした。 

 そもそも政治は、国民を守るためにこ

そ行われるものだと思います。つまり国

が決めることは国民のためになることが

前提で、もし、何か規制が必要な事態が

起きたのであれば、その根拠と目的を示

し、さらにいつまで規制を続ければどん

なゴールが待っているのかまで示す必要

があると思うのです。そしてその規制を

みんなが安心して守れるように、安全と

経済的な保証を政治の力で示すことが必

要なのです。 

 

 

 そのことが、国民一人一人に対して

「あなたは生きているだけで価値があ

る」「生きていることに意味がある」と

いう強いメッセージになり、今の困難を

乗り越えていく力になるのだと思いま

す。 

 文化・芸術は、表現者として前面に

立っている人はもちろん、その数倍のス

タッフが表現者を支えています。 

 とりわけ舞台芸術（音楽・舞踊・芝

居・などなど…）は、舞台美術・音響・

照明・映像・と多岐にわたるスタッフが

いて成り立ちます。今回の学校休校要請

に始まった自粛要請の連続は、それらの

スタッフの仕事と生きがいを奪い、生活

を破壊しようとしています。なぜなら、

要請は強制でなく補償を伴わないからで

す。「緊急事態宣言」を出すに至って

も、政府は自粛と補償を別扱いにしてい

ます。 

 フリーランスのスタッフは、「生活の

ために補償はもちろん欲しい。だが、収

入がないことより仕事がないことでメン

タルをやられてしまう」と言います。 

 本来人間は「誰かの役に立ちたい」。

「自分は生きていて良いのだという『自

己肯定感』を持ちたい」。「周りの方と

つながり、力を合わせて生きていきた

い」。と願っているのだと思います。 

 私たちが欲しいのは補償ではありませ

ん。人々の心を豊かにし明日への希望や

生きる力が湧いてくる。そんな文化を生

み出し届けていく仕事の場が欲しいので

す。 

 文化や芸術の灯を消してしまってはい

けないのです。 

 



■緊急経済対策 2つのフェーズ 

政府は3月28日「新型コロナウイルス感

染症対策の基本的対処方針」を決定。4月

7日には、7都府県に緊急事態宣言を発出

しました。同時に「新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策」を決定し、「事業

規模１０８兆円、国内総生産（ＧＤＰ）

の２割に当たる対策規模は世界的にも最

大級だ」と自賛する補正予算を編成する

こととしました。 

緊急を要する医療、国民生活に直接か

かわる新型コロナウイルス対策と同時

に、そこには感染拡大収束後の日本と地

域社会のありようを左右する方向性を

もった経済対策が盛り込まれています。 

緊急経済対策は「2つのフェーズ」とし

て、当面の感染拡大収束のめどがつくま

での、①「緊急支援フェーズ」と同時

に、「収束後の反転攻勢に向けた需要喚

起と社会変革の推進」である、②「V字回

復フェーズ」に多くを割いています。 

 

■大手旅行業者への仕事づくり 

「V字回復フェーズ」では「感染症拡大

の収束後の経済のV字回復のための反転攻

勢を仕掛け、日本経済を一気呵成に安定

的な成長軌道に戻す。」としています。

その筆頭に観光・運輸業、飲食業、イベ

ント・エンターテイメント事業をあげ

て、「官民を挙げたキャンペーンとして

大規模な支援策を短期集中で展開するこ

とにより、消費を思い切って喚起し、地

域の活力を取り戻す」としています。 

働く人に対する生活と経済的な支援は

当面の短期的な手立てとして位置づけ、

消費喚起のための企業支援に大きな比重

を置いています。 

その典型が「官民一体型の消費喚起

キャンペーン実施」として内閣官房、経

産省、国交省、農水省で予算化される

「Go To キャンペーン事業」です。事業

規模は1兆6794億円。 

そのほとんどが旅行業者やオンライン

予約サイト、チケット会社を通して実施

するものとなっています。大手旅行会社

とネットの予約サイトを運営している楽

天トラベルやじゃらん（リクルート）へ

の仕事づくりを国を挙げて実施するもの

となっています。 

観光庁が毎月発表する資料に「旅行業

者取扱額」というのがあります。主要旅

行会社49社の璃々扱い額が公表されてい

ます。昨年分を整理してみると上位39社

の内トップ10社で81.5％を占めていること

がわかります。特にJTBを頂点に上位5社

が圧倒的な占有率を誇っています。ここ

を経由しなければならない「観光消費需

要喚起」には、地域の姿は見えてきませ

ん。 

緊急経済対策 「V字回復フェーズ」は誰のため？ 

京都自治体問題研究所 副理事長・事務局長 池田豊 



交 流 の ひ ろ ば 

新型コロナウイルス感染症の拡大による仕事・雇用への影響について 

＜提言内容＞ 

１ 非正規雇用労働者・フリーランスの雇用・仕

事を守ること 

（１）雇用の継続解雇・濫用的雇い止め禁止 

経営者・使用者による安易な解雇、雇い止め

を厳しく規制すること。特に、派遣切り、非正規切

りなど、弱い立場の労働者が雇用を失い、生活

の保障を無くさないような法規制を含め、非常時

に対応する特別措置をとること。 

（２）雇用における休業補償 

経営者・使用者に対し、賃金全額相当の休業

手当を支払うよう指導するとともに、政府は、企業

の支払う休業手当が全額相当でないときまたは

休業手当を支払わないときは上乗せして１００％

の補償をする特別の措置をとること。とくに、勤務

時間・シフトの削減なども「使用者の責による休

業」であり、本来は、民法５３６条２項に基づく賃

金支払義務（少なくとも労基法２６条に基づく休

業手当支払義務）があることを企業（使用者）に

徹底させること。 

（３）フリーランスに対する契約打ち切りの制限、

休業（所得）補償 

フリーランスに対する安易な契約解除・打ち

切りを制限する特別措置をとること。また、仕事を

失ったフリーランスに所得補償の特別措置をと

ること。 

（４）特に被害の大きい業種についての特別の

措置 

観光、旅行、イベント、飲食、旅客運輸などの仕

事の打ち切り、キャンセルが格段に多く被害の

大きい業種を特定し、雇用安定を図るための格

段の特別措置をとること。 
 

２ 職場における労働者の安全・健康確保 

（１）医療、介護、福祉、教育などの業種について

の特別の措置 

医療、介護、福祉、教育など対人サービスに従

事する人が、感染の危険を避けて安全に働ける

ように、これらのサービス従事の現場では、①経

営者に対して感染症対応の安全管理を徹底さ

せること、②安全確保のための必要な物資（マス

ク、消毒剤、防護服など）の提供、③人員確保支

援など、働く人の生命・健康を最優先する特別

措置をとること。 

（２）非正規雇用の労働者も含めた全労働者に

対する安全確保措置の実施 

働く現場での安全確保措置について、経営

者（派遣元・元請事業主を含む）が、非正規雇用

労働者と正規雇用労働者との間に不合理な待

遇差を設けることがないように厳しく規制するこ

と。 
 

３ 非正規雇用労働者及びフリーランスを対象と

する本格的実態調査の実施 

政府として、最も深刻な被害を受ける非正規

雇用労働者やフリーランスなどを対象に本格的

な実態調査をすること。 

 脇田滋氏（龍谷大学名誉教授）、中村和雄氏（弁護士）が代表幹事をつとめる非正規労働者の権

利実現全国会議は、３月１８日から、非正規雇用労働者及びフリーランスの方を対象に、インターネッ

トを通じて新型コロナウイルス感染症の拡大による仕事・雇用への影響についてのアンケートを実施

し、雇用、生活をめぐる状況を把握してきました。 

 アンケートには、３月３１日までに２７２件の声が寄せられ、自営業者、中小零細業の労働者、非正規

雇用（有期雇用、派遣労働、パート、アルバイトなど）、請負・委託など雇用でない形態での就業者（以

下、「フリーランス」）が新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用・仕事を失い、これらの方やその

家族の生活が脅かされていること、また日々の業務においても感染の危険にさらされたり、より一層

の過重労働によって健康を脅かされていることの一端が明らかになっています。 

 このアンケートに寄せられた声を踏まえ、同全国会議は、政府に対し、下記の提言が行われました

のでご紹介します。 詳しくは、同全国会議ホームページよりご覧下さい。 
 

 非正規労働者の権利実現全国会議ホームページhttps://www.hiseiki.jp/ 



 現在、京都市とすべての行政区で基本

計画(2021～2025)を策定中です。パブ

リックコメントが9月～11月頃に行われ

ようとしています。「京都市政出前トー

ク」を申し込むなど、市民からどんな京

都市・どんな行政区にしたいかを考え、

提案するチャンスです。 

 

◎ 持続可能性の危機の深化のなかで、今 

   の日本・京都が当面する問題 

 

１）災害が連続する「大災害の時代」 

 地震・火山活動の活発化、集中豪雨・

台風災害。さらに大災害のひとつとして

新型感染症の被害が一気に拡大し、人々

の健康と命を奪い、人とモノの移動を制

限し、企業の経済活動、住民の社会活動

を大きく委縮、混乱させる事態に。 

  新型感染症は収束まで長引く可能性が

強く、また今後も、グローバル化のなか

で繰り返し発生するといわれており、こ

のような危機に対して、市民の命と健康

を守ることが最優先されなければならな

い時代に入っているといえる。 

 

２）経済のグ ローバル化に ともな う製造  

業の衰退・空洞化が進行する中で、京都

市におけるインバウンド観光重視戦略の

もつ矛盾 

 2017年「京都観光総合調査結果」で

は、観光消費額（1.1兆円）、宿泊客数

（のべ2444万人）、外国人宿泊数（353

万人）が過去最高を記録するも、日本人

客が減少し、観光客数は対前年比3％減

の5362万人に。日本人観光客の56％、外

国人観光客の65％が、清水・東山地域に

集中、単純計算で年間 3000万人余り 

（1日当り10万人弱）が清水・東山地区

を訪問。 

 その結果、市バスの混雑・遅延、環境

悪化（ゴミ、トイレ、民有地立ち入

り）、簡易宿所・民泊の急増による生活

環境の悪化、地上げと地価高騰による居

住困難地域の増加、騒音や治安問題等こ

れまで見られなかった問題が東山区内で

急増（オーバーツーリズム） 

 昨年秋の政府による反韓主義外交によ

る観光客の減少傾向、それに加えて新型

コロナウイルス感染症によるインバウン

ド観光の激減と長期化によって、これま

での観光政策の問題点が顕在化した。 

 

◎ インバウンド観光重視戦略の落とし穴  

     京都の経済社会の担い手は誰なのか 

 いいまちねっと東山・講演会 講師：京都橘大学教授 岡田知弘 

東山から、持続可能な京都市の未来を考える 
                   いいまちねっと東山世話人 前田直人 

 「京都が京都でなくなる」の声が渦巻く中、京都市長選挙が行われ、インバウン

ド抑制の方向が模索されました。「観光立国」から脱却し、「住んでよし、訪れて

よし」の京都の具体像を考え、さらには自治体本来の役割は何か、どう変えていく

べきなのかを探求し、持続可能な京都市の未来を立体的に考えたい。いいまちねっ

と東山は、３月２９日、標記の講演会を開催しました。講演会の内容の一部を紹介

します。「ねっとわーくかわら版No122」に岡田教授の詳細なレジュメを全文掲載

しています。必要な方はご連絡ください。 



１）京都経済界は誰が担っているのか 

 ５割の雇用を支えるのは、京都市内に

ある単独事業所経営体。市内に本所をお

き、複数の事業所を有する中堅・中核企

業が3割。残り2割の雇用は、東京系企

業、大阪系企業をはじめとする市外企業 

 

２）グローバル企業が支配する京都経済界

と京都地域経済との矛盾 

 京都商工会議所正副会長職は、グロー

バル企業が握る（2015年時点）：外国人

持ち株比率の高さと海外市場依存度の高

さ。京都経済界の中で地場産業利害代表

者が消えた：非グローバル企業は京都銀

行とフクナガのみ 

 観光客・観光消費額が増えても、宿

泊・飲食業からの市税収は増えない構

造。←京都市経済の実態構造は、本店を

持たない市外企業・外国企業の支店の多

さ＋大量の非正規雇用・低賃金従業者 

 

◎ 市民の「幸福度」をあげるための対抗軸 

      と展望 

 

１）グローバリズム・大企業の成長戦略のた

めの現代「京都策」から大転換が必要 

 市民の生活の安定、質的向上を第一に

した政策への転換。象徴的なものは、公

契約条例と中小企業振興基本条例 

歴史的都市としての京都の風格と文化

を、景観面だけでなく、産業面でも創出

する都市政策。「稼ぐ自治体」ではな

く、「住民の福利の向上」を第一にした

本来の自治体に 

 

○門川市政では賃金規定を入れた公契約

条例も大企業の地域貢献規定を入れた中

小企業振興基本条例も制定がなされない

まま 

○公契約を通した賃金水準の引上げと雇 

用・公共サービスの質的向上 

 

○金融機関、外資系ホテルを含む大企業

の地域貢献を求めるとともに、地域の小

規模企業、都市農家、中小企業の育成を

系統的に図る基本条例の制定 

 

２）住民の生活領域を第一にした本来の意

味での足元から見たコンパクトシティ（歩

いて暮らせる街）づくりを市内全域でつく

る 

 区役所権能の強化と区自治組織、区民

協議会、さらに小地域区分での協議会の

設置。2004年の地方自治法改正により、

政令市においても、区ごと、あるいは区

の内部の小地域ごとに地域自治組織が設

置できることに。 

 東山区を例に地域自治組織の可能性を

展望する。東山区３Ｋ基金協議会の示唆

するもの。地域固有の観光・交通・環境

問題は、京都市でも東山区でも解決でき

ない矛盾。交通対策研究会をはじめとす

る住民参画型施策の蓄積。 

 先進地の地域自治組織制度を参考にし

て、区内における産業、福祉医療、教

育、土木権限を区役所に付与し、地域内

経済循環を構築し、防災機能も果たせる

ようにする。同時に、公募公選の区自治

協議会を設置。中小企業群の社会維持機

能と結合。（ちなみに、人口3.3万人の

綾部市の一般会計規模は約150億円台、

一般職員数320人余） 

 

対抗軸と展望 

 グローバリズムの中で「経済性」（短

期的な金儲けの追求）と「人間性」（命

と人間らしい暮らしの尊重）の対立が広

がる→主体的な運動こそが解決の道をつ

くりだす。 



 私はこれまでに2回アメリカ合衆国を

訪れました。1回目は大学生のときで、

ロサンゼルスとその他いくつかの西海岸

の町でした。2回目は2010年のＮＰＴ再

検討会議のニューヨーク行動でした。ア

メリカは本当に大きくて、西海岸と東海

岸の「大都市」を少し訪れただけでは、

ほんの一部の印象しか得られないなあと

思っていました。せめて書籍から、もっ

と広く深いアメリカを知りたい、知らな

ければという思いをずっと持っていまし

た。そして2016年の大統領選挙。トラン

プ当選という結果に、多くの人と同じよ

うに、私はとても驚き、考え込んでしま

いました。 

 

 そんなときに偶然、この本のことを知

り、本屋に直行しました。続いて出版さ

れた2冊目もすぐに読みました。朝日新

聞の記者である著者は「問題の多いトラ

ンプを大統領に選ぶ社会とは？」という

疑問を持ち、週末になると車を走らせ、

アメリカ各地を訪ねて人々にインタ

ビューして回ります。その数は4年半で

1005人。トラック運転手、喫茶店員、元

製鉄所作業員、道路作業員、溶接工、ホ

テル客室清掃員、郵便配達員、元国境警

備兵、共和党や民主党の地域委員長、退

役軍人、神父、学者、などなど。著者が

こころがけたのは、聞きたいことはたく

さんあるもののその衝動をぐっと押さ

え、相手に自由に語ってもらうこと。と

きには自宅で生い立ちから今までの人生

を語ってもらうことも。そんな風に、丁

寧で誠実な形式のインタビュー内容は、

リアルそのものです。街のあちこちに民

家や工場の廃墟が点在していたり、中年

の白人男性の死亡率（薬物や自殺が多

い）の驚くべき高さなど、ラストベルト

の状況は深刻です。「ミドルクラスから

没落する」と不安に襲われている人々や

生活に困窮している様子は、日本の私た

ちの生活とも重なります。またクリント

ン政権あたりから民主党がブルーカラー

の困窮に寄り添わなくなってきているこ

とも見えてきます。 

 

 ２の方では大統領選の3年後、再びラ

ストベルト地帯や、さらに都市と地方の

中間に位置し揺れる「郊外」、深南部に

広がる熱心なキリスト教徒の多い「バイ

ブル（聖書）ベルト」へと取材地域を広

げています。人々と話した後「どう考え

たらよいか？」指針を求めて数人の知識

人にもインタビュー。特にカリフォルニ

ア大学バークリー校のアーリー・ホック

シールド教授へのインタビューは非常に

分かりやすくこの本のテーマを整理して

くれています。 

現代アメリカのことを知りたいが、難

解な専門書はちょっとという方に、とて

もおすすめの本です。 

私の本棚 書籍紹介                                新日本婦人の会京都府本部 姫野美佐子 
 

 「ルポ トランプ王国―もう一つのアメリカを行く」 (2017/02) 

 「ルポ トランプ王国２―ラストベルト再訪」 (2019/09)   －岩波新書 金成隆一著－ 

  



 新型コロナウイルスの感染が広がるも

と、3月2日から始まった全国一斉の「一

律休校」に続き、4月7日には、東京など

7都府県を対象とする緊急事態宣言が発

令されました。5月6日までの1ケ月間で

す。これを受け、7都府県では、外出自

粛、小中高や保育園などの休校、多分野

での休業、イベント中止、飲食業の夜8

時まで営業などの各要請が行われ、11日

には、全国での「繁華街の接客をともな

う飲食店」の利用自粛、7都府県の中小

零細を含む全事業者への出勤者7割減の

要請が行われました。しかし、すべて補

償なき要請のため、感染対策の面から

も、国民の暮らしと営業を守るうえでも

様々な問題が発生してきています。自粛

要請と一体の補償実施が急務です。各種

集会や会合も中止や延期になり、社会的

活動の停滞も危惧されます。 

 

京都市東山区の八坂神社は、869年に

京の都に疫病が流行した際、「祇園社

（ぎおんしゃ）」（現在の八坂神社）に

て66本の鉾をつくり疫病の退散を神様に

祈ったところ、疫病が収まったため、以

来、厄除けの社として信仰を集めている

神社です。またこの祈りが祇園祭の始ま

りと言われています。 

 八坂神社では、新型コロナウイルスの

感染が拡大していることから、例年、

「夏越の大祓式（6月30日）」と「疫神

社夏越祭（祇園祭の最終日の7月31

日）」の時にだけ境内に設けられる疫病

の退散を願う大きな輪「茅の輪」を、今

年は３月8日から特別に境内の２か所に

設置しています。（写真①） 

  例年にない季節に設置されたのは143

年前にコレラが流行した明治時代以来だ

そうです。 

 「茅の輪」は、かやを束ねて作られた

直径２メートルほどの大きな輪です。参

拝に訪れた人たちは、「茅の輪」をく

ぐって新型コロナウイルスの終息を祈願

していました。私も一刻も早い終息を願

い、立て看板に書いてあった作法どおり

に、「蘇民将来子孫也」と唱えながら輪

をくぐり抜けました。 

 茅の輪は、新型コロナウイルスが終息

するまで設置されるということです。 

 感染防止のため、社殿の鈴緒が巻き上

げられ、使用できないようにされていま

した。(写真②） 

 
日本三大祭りの一つ天神祭（大阪：7

月末）の船渡御や奉納花火は中止になり

ました。三大祭同様に人気のあるねぶた

祭(青森県：8月)も中止です。祇園祭も

中止になりました。残念です。 

 

続カメラ探訪 ２８  疫病退散を願う八坂神社の「茅の輪」     内野 憲  

写真① 疫病の退散を願う「茅の輪」 

写真② 巻き上げられた鈴緒 



 85th ツキイチ土曜サロン 
 

・開催日 ５月１６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＞ 

河出新書「＜格差＞と＜階級＞の戦後史」 

（橋本健二、20年１月、1100円＋税）    

 この社会はどのようにして、現在のよ

うなかたちになったのか？敗戦、ヤミ市、

復興、高度成長、「一億総中流」、バブル

景気、日本経済の再編成、アンダークラス

の出現……。「格差」から見えてくる戦後

日本のすがたとは――。根拠なき格差論

議に終止符を打った名著『「格差」の戦後

史』を、10年の時を経て、新データも加

えながら大幅に増補改訂。日本社会を論

じるならこの一冊から（河出書房新社）。 

 

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。 

 

４月は新型コロナウ

イルス感染拡大防

止のため中止しま

した。 

 

事  務  局  通  信 

 新型コロナ感染症の拡大は、政府が緊急事

態宣言を発する事態となりました。しかし安

倍政権は、「休業補償なき休業自粛要請」そ

して、長年にわたり医療や公衆衛生など、暮

らしの安全・安心にかかわる公的仕組みを弱

体化させる新自由主義政策を取り続けてき

たことで、医療・公衆衛生の現場を困難な状

況に陥れ、「医療崩壊」や国民の命と生活、

営業の危機までが懸念される事態を引き起

こしています。 

 京都自治体問題研究所のホームページに

取り組みの紹介、交流コーナーを設けま

す。住民の生活と営業を守るため、自治体

の様々な施策の紹介や、みなさんのご意見

をお寄せください。随時掲載します。 

http://www.kyoto-jichiken.jp/ 

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） 

会費及び「住民と自治」誌購読料  
★納入のお願い★ 

 会費・購読料が未納の方、当研究所の決算

処理中であり、４月末までの納入、よろしくお願

いします。 

紹介、交流コーナー開設のお知らせ 

原子力災害研究会より 
 

 昨年5月に日本共産党

京都市会議員団からの委

託を受けた都市部におけ

る原子力災害対策につい

ての報告書が完成し3月

11日に提出しました。

「京都市における原子力

災害対策に関わる調査報

告」 

 
 

http://www.kyoto-jichiken.jp/

