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１ 舞鶴経済界に激震 

 年明け２月３日の新聞報道で舞鶴経済界

に激震が走った。「国内造船２位のＪＭＵ、

舞鶴の商船建造撤退 競争激化で」（朝日

新聞）「防衛省向け修理に特化、従業員   

３００人を配置転換」（京都新聞）等、市民に

とっては、まさに寝耳に水の出来事だっ

た。この発表を受けて、舞鶴商工会議所

の会頭は「海軍時代から市の経済の中心

で、ものづくり舞鶴の象徴。造船事業が

無くなるのは戦後の市経済にとって最悪

の緊急事態」とのコメントを出した。 

 

２ この問題の経過 

 ＪＭＵ舞鶴事業所（本社：横浜市、５事業

所）は、１９０１年に開設された旧海軍の「舞

鶴鎮守府造船工場」を戦後、市内の民間企

業が引き継ぎ、１９７１年に日立造船の舞鶴

事業所となった。その後の業界再編の流

れの中で「ユニバーサル造船」となり、    

２０１３年からはＪＭＵの舞鶴事業所とし

て、ばら積み船やタンカーなどを年間６隻

程度建造していた。しかし、中国、韓国の

大手造船所や国内造船所との競争激化で

受注環境は悪化していた。昨年秋から業

界紙等に世界的な造船業界の不振などが

報道されており、１２月２日には、今治造船

とＪＭＵとで「資本提携・業務提携の基本的

事項について合意」という記事がすでに

出ていた。ＪＭＵの大株主であるＩＨＩの山

田副社長は業界紙で「舞鶴は第一弾、他も

今後５年間で閉鎖も含め検討」と述べてい

る。 

３ 地域経済と雇用への影響 

 ＪＭＵ舞鶴事業所の造船部門の従業員は

４５０人。防衛省向け艦艇修理部門に１５０

人を残し、約３００人の従業員の雇用は維

持して他の事業所に配置転換するとい

う。すでに横浜本社での労使交渉は妥結

し設計部門の５０人の面接は終了してい

る。それだけではなく、構内で直接契約

を結んでいる関連１６社の従業員約３００名

と合わせ、計６００名もの雇用に直接関係

する。また、ベトナムを中心とした技能

実習生が７０人。技能実習生とは言え、現

実には今日の労働者不足を補う形で安価

な労働力として雇用されているのが実

態。経営が不安定になった時の雇用の調

整弁として一番不利益を被る労働者であ

る。３０名は研修期間を修了し帰国、残り

の４０人は国内の事業所に配置転換が決

まっているという。このように直接雇用

関係がある労働者だけでも、合計６７０名

の雇用に直接影響を与える。同時に、市

内にある関連会社や事業所への影響も深
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刻で、現時点ではその影響の大きさは予

想ができない。 

 舞鶴商工会議所は、２月１２日から１週間

で全会員（１，０５０事業所）を対象に「緊急

アンケート」を実施し、結果を発表した

（回答率３１．０％、３２６事業所）。 

 「影響がある」と回答した事業所は４４．

０％（１４２事業所）にも上る。そのうち直接

影響すると回答した事業所が３２．３％（５３

事業所）、間接的に影響するとの回答は６

２．７％（８９事業所）にもなり、ＪＭＵ商船撤

退の問題は「舞鶴経済界に暗い影」（市民

新聞３／１７付）を落としている。 

 

４ 大企業の論理に振り回される地域経済 

 歴史的にもＪＭＵは、日本板硝子舞鶴工

場と並び、市内産業の大きな屋台骨の一

角を担って、舞鶴経済に大きな影響を及

ぼしてきた。「儲からなければ撤退する」

という大企業の経営論理に地域経済が振

り回されるという典型が、舞鶴でも現れ

たと言える。 

 本年６月３日に参議院の「国際経済・外交

に関する調査会」に参考人として招かれ

た本市の市長は、委員の質問に答えて「Ｊ

ＭＵには、『いきなり撤退となるくらい

だったら、もっと早めに言ったらどうか』

と言った」と述べ、企業の社会的責任にふ

れた。あまりにも地域経済への影響が大

きく、さすがに市長も今回の ＪＭＵの経

営姿勢には苦言となったようである。 

 

５ 今後の舞鶴のまちづくりと課題 

 市内造船業１２０年の歴史の中で、市民

は幾度も企業の「首切り」「合理化」と闘

い、それによる構造不況を耐え抜き、今

日の舞鶴市をつくってきた。昭和２４年、

日立造船の前身である飯野重工業が戦後

の混乱による赤字経営等を理由に１，０３７

名の首切りを発表。昭和５１年には日本板

硝子舞鶴工場が第１次石油ショック以来

の経営悪化を理由に希望退職者を募集。 

３３８名が退職し８５名が転勤・出向した。 

同時に、日立造船舞鶴工場でも実質的な

退職募集３６５名を発表。５月には、日の出

化学舞鶴工場でも、希望退職４０名の提案

を発表。「街には、約３，０００人の失業者が

あふれ、―中略―最悪の事態となった。」

（『舞鶴地労協４０年の歩み』より）とある。 

 昭和５５年には、舞鶴合板が建設需要の

落ち込みで、翌５６年には舞鶴市の誘致企

業である丸甚合板も合板不況で倒産。同

時に木材輸入の減少は、港湾関係のレイ

オフにも発展。港湾労働者は１か月延べ 

１，０００名から１，３００名の自宅待機を余

儀なくされた。昭和６０年には、日立造船

労使が合理化案５千人（舞鶴３００人）で合

意。そして、今年に入ってのＪＭＵ商船撤

退である。 

今回の問題について幅広い市民・労働

者との対話を重ね、コロナ禍後の舞鶴を

どうするかという課題と合わせ、新しい

まちづくりについて提案し、市民ととも

に再建へ力を尽くす決意です。 



 

1 この間の商店街訪問の取り組みでの新た

あ な発見 

•「訪問は迷惑だ」との手紙から始まった、

ある商店主さんとのおつきあい 

５月に２回、６月に１回行った商店街訪

問では少なくない新たな発見がありまし

た。なかでも、６月１３日の3回目となる商

店街訪問に向けては、それまでの２回の取

組の経験を教訓にして、訪問を前に該当の

商店街役員を訪問し、必要な意見交換を図

り、訪問日時と内容を事前に役員さんから

１８０店舗からなる全会員さんに共有いた

だけることになりました。該当の商店街の

「お買い物割引券」も事前に一定枚数購入

し、訪問メンバーによる買い物促進策も準

備していました。 

 そうしたなかでした。該当の商店街の会

員さんの一人である洋服店主さんからの

メールが府職労連に届いたのは。メールの

概要は「13日の聴き取り調査のプリントが

商店街事務局から配布されたが、かき入れ

時の土曜日の昼間に訪問とは商売の妨げで

あり、本末転倒ではないですか？ せめて平

日にされたらどうですか？ 以上が私から

行政への意見・要望です」というものでし

た。 

 対して、府職労連からただちにメールを

返送しました。概要は「ご指摘の趣旨、よく

分かります。ご商売をおじゃますることは

本意ではありません。お客さんの少ない時

間帯に行政が平日、業務でお伺いすること

が本来の姿と考えます。しかし、現実には、

そうした仕組みにはなっておりません。私

たちもその点は当局に改善を求めていま

す。この間、いくつかのお店に伺わせていた

だく中で、インターネット上の一方通行の

情報が多いこと、府や市の制度は十分に浸

透していないお話もうかがっています。私

たちは役所で働く労働組合として、行政で

はぜひ、そうした情報をお伝えするととも

に、行政としてはできない取り組みとして、

一軒づつおじゃまさせていただき、お聞か

せいただいたお話を府などの商工担当部局

に伝えていくことも大事な役割だと考えて

います。日頃は役所内のいろいろな部署で

勤務しているため、どうしてもこうした活

動が休日中心となることもご理解いただけ

ればと思います。接客中など、お忙しくされ

ているお店につきましては、資料をお渡し

するだけになってしまうかもしれません

が、状況に配慮して対応させていただきた

いと考えています」という内容でした。 

 店主さんからもすぐさまメールで返信を

いただきました。「お忙しい中、お返事あり

がとうございます。休日を利用しての取り

組みとのことで頭が下がる思いです。ただ、

このような意味ある大切な取り組みを通常

の勤務時間内でできないということに根本

的な問題を感じます。公僕として税金で給

料をもらっているわけですから、本来勤務

時間でやるべき大切な仕事だと考えます。

つまり、行政としては優先順位が低いとい

うことです。とどのつまりは府政トップの

西脇知事の問題になってくると思います。

休日に説明して回られるのなら、なぜ職員

が休日を割いてまで、このような取り組み

をしなければいけないのかを併せて説明し

ていただき、パブリックコメントをしても

らったり、次回の選挙に参考になるような

現状の府政の問題点を教えてもらえればと

思います。緊急事態とはいえ、府職員の勤務

状態も併せて改善できるお手伝いをできれ

ばと思います。行政が働き方改革を率先し

て行ってもらえたら幸いです。お店を回っ

てくださる取り組みはすばらしいので批判

しているつもりは毛頭ありません。お時間

をとっていただき、ありがとうございまし

た」との内容でした。 

 13日当日には、もちろん該当の商店も訪

問させていただき、今後の活動のあり方を

はじめとして、より熱心なご意見を頂戴で

きました。 

 

•参加者、特に青年層からの「今、求められ

ている取組だ」との熱い思い 

この間の商店街訪問の参加者からは予想

自治体労働者・労働組合にとっての喜びについて 
コロナ禍のもとでの自治体労働組合による商店街訪問から見えてきたもの－その２ 

京都府職員労働組合連合 コロナ対策チーム(文責：佐藤良弘)   



以上の熱い感想を聞くことができたのもう

れしい驚きでした。いずれも３回の訪問「皆

勤賞」となる20代の青年３人の声を紹介し

ます。 

「はじめは、話を聞いてもらえるか不安

だったが、多くの店で、今の切実な状況や思

いを話してもらうことができた。国や府の

支援制度の使い勝手の悪さを多くのところ

で聞いた。実態に見合った素早い対応が求

められていることがよく分かった」、「どの

お店でもていねいに対応していただき、う

れしかった。コロナの深刻な影響、商店街自

体もショッピングセンターやスーパーなど

との競争のなか、存続の危機にあることが

分かった。小さな声を集めて大きな声にし

ていきたい」、「訪問してお聞きすることで、

『電話がつながらない。ネットは分からな

い』『４月初めに申請したのに、いまだにレ

スポンスがない』という支援制度の実際が

分かった。なぜ欧州のようにスピーディー

にできないのか、学んで深めたいと思った。

何ができるのか、組合のみんなで考えた

い」。また、組合未加入の新規採用職員から

も「機会が合えば、ぜひ参加したい」との声

も寄せられています。 

 

２ 商店街を再び訪問し「結果返し」、一過性で

あ ない、継続した活動へ 

•京都府職新聞【京都府民版】の配布へ 

７月18日には、府職労連として６月13日

に訪問させていただいた京都三条会商店街

の全店舗を再び訪問し、「京都府職新聞【京

都府民版】」を配布しました。▽訪問調査の

ご協力への改めてのお礼、▽調査結果の概

要、▽いただいたご意見、▽結果を分析した

うえでの課題、▽いただいたご意見と課題

を危機を踏まえての副知事への申し入れ―

を中心とした内容です。また、９月１５日が

受付期限である府の「新型コロナウイルス

感染症対策 中小企業者等支援補助金」の制

度と、７月１４日から申請受付が始まった

国の「家賃支援給付金」等のお知らせチラシ

も併せて配布しました。 

商店主からは「だいぶ、人通り自体は戻っ

ては来ているが、お寺への納品の件数・量が

戻らない」(花店)、「インバウンドが戻って

いないし見通しもないので、厳しい状況が

続いている」(着物レンタル店)、「５月、６

月よりも逆に売り上げが減少してきてい

る」(パン店)など、引き続き厳しい現状も率

直にお話いただきましたが、各種支援制度

の内容についても高い関心をもってお尋ね

いただく中で、必要な説明をさせていただ

く場となりました。 

 

•さいごに－フェーズは変化しようとも… 

コロナをめぐる今後のフェーズは、よく

分かりませんが、「少なくとも、あと何年か

はウイズ・コロナの状況が続くだろう」とい

うのが、多くの専門家のみなさんの現時点

での予測のようです。その点では、私たち自

治体労働者・労働組合が「何もやらなくても

よい」という状況が、すぐにでも訪れる可能

性は極めて低いと言えます。感染のフェー

ズ次第で、時々に求められる課題と役割は

変わりうるでしょうが、たった３回では

あっても、この間の商店街訪問で青年はも

ちろん、ベテランの組合員も改めて自覚を

深めているのは、「自治体労働者にとって、

該当の住民に強く期待され、求められてい

る仕事に携われているということが、どれ

ほど一人ひとりの職員を激励するか」とい

うことです。 

 

 府職労連として、①大きな困難に直面

されている府民のみなさんの声に、できる

だけ多くの幅広い年齢層の仲間で直接耳

を傾ける、②お聞きしたみなさんの声を束

ねて行政に伝え、行政による支援を少しで

も改善させていく－という自治体労働者・

労働組合としての活動は継続していきた

いと考えています。 

以上 

 

京都三条会商店街全店舗再訪問 



 私たちは、阪神・淡路大震災や東日本大

震災など、大規模災害の度に調査研究会を

組織し、調査をした上で、国あるいは自治

体に提言をしてきた。今回の新型コロナウ

イルス禍の状況をみると、全国的な傾向で

もあるが、国の政策判断待ちという状況が

広く見られる。人々も行動規制の中で動き

づらいし、地域の現場では感染者がいるの

に、その詳細な情報が入ってこない。ある

いは現時点では補償なき休業や休職が続い

た結果、解雇とか倒産・廃業、そして生活

保護申請がものすごい勢いで全国的に拡大

している。 
 

しかし足元の地域でどうなっているかに

ついては、ほとんどわからない。例えば、

感染者に関する政府の発表やテレビ報道を

みると都道府県単位での発表となってい

る。京都府のHPを見ると、府内地域別の

感染者分布は示されていない。しかし実際

の感染状況を市町村別に集計してみると、

京都市に８割以上集中している。その一方

で、伊根町をはじめ北部の市町において

は、ほとんど感染確認者が出ていない。感

染者の地域的集中という現象が起こってい

る。 
 

日本全体で考えると東京、首都圏への集

中度が非常に高いものがある。再拡大の中

で陽性者の7割以上が首都圏に集中してい

る。そういう客観的状況なのに全国一律と

か都道府県一律とかいうデータ扱い、対応

でいいのか。感染被害だけでなく、先ほど

の失業、廃業、休業、さらには自死など、

政府の「補償なき自粛要請」による二次被

害も生み出されている。。はたして京都府

や京都市が、これらの二次被害全体を把握

して、適切な対応策がとれているかどうか

となると、かなり心配なところが多い。 

私は地域経済データを収集・分析するの

が仕事だが、新型コロナウイルスの公表

データは通常の災害以上に粗く、かつ、繋

がっていない。京都の場合、さまざまな分

野の専門家が活躍しているので、各人が調

査・研究したことや専門的な知見をあわせ

て、現状を分析して政策提言するために、

このフォーラムを設立した。そして

YouTubeなどの情報媒体を使って、その内

容を、府民や市民に広く伝えていく。そう

することによって、科学的な対応を市民レ

ベルでから創っていくことが必要であると

考えた。 

行政に対しても、必要なアクションをし

たいと考えている。たとえば、解雇等の雇

用情報に関わっては、厚生労働省職業安定

局が、都道府県別データを発表している

が、どうみても京都府の数値が少なすぎ

る。これはハローワークに相談のあった件

数を集めているだけという調査手法の問題

でもるし、京都府内の市町村別にどのよう

な実態になっているかは一切出てこない。

それなしには休業補償政策や、雇用の安定

や所得保障、生活の安定などを図る有効な

政策などできるわけがない。そういうもの

をデータとして集めることが必要だと行政

に提案していきたい。それを突破口にしな

がら、これから襲来する確率が高いとされ

る第2波、第3波に対応する必要がある。 
 

100年前のスペインインフルエンザは、3

年間にわたって、3波日本を襲っている。

まだワクチンも開発されていない、治療法

も確立されていない時代である。そのよう

な中で3つの波がやってくる。現在は、グ

ローバル化が進んでいるのでもっと早い時

期にくる可能性が高い。そうなると、第1

波の影響や対応策の検証をきちんとやって

おかなければ第2波、第3波に備えられな

 「新型コロナウイルス禍から 

    住民の命とくらしをまもる京都フォーラム」記者発表 

岡田知弘 呼びかけ人共同代表の説明要旨   

 京都自治体問題研究所は、「新型コロナウイルス 京都フォーラム」の設立に当たり、

７月１０日、京都府庁記者クラブにおいて記者発表をおこないました。 



■YouTubeチャンネルの開設 
 

 「新型コロナウイルス 京都フォーラム」としてYouTubeにチャンネル登録をしました。

当面、呼びかけ人を講師として各テーマごとに地域、地方自治の視点から新型コロナウ

イルス禍のもとでの課題等について、１５分程度の「ミニ講座」をYouTubeにアップしま

す(７月中）。 

      ・第１回  岡田知弘 「コロナ禍にいかに立ち向かうかー地域・自治体の視点から」   

      ・第２回  中村和雄 「明らかになった「これからの雇用と経済のあり方」」  

      ・第３回  中林浩   「ほんとうに望ましい「新しい生活様式」とは」                           

      ・第４回  平岡和久 「求められる危機対応型の自治体予算とは」    

      ・第５回  大田直史  「新型インフル特措法に基づく緊急事態宣言の問題点」   

      ・第６回  池田豊    「根本的見直しが求められる京都観光」 

い。今、病院経営がとても苦しくなってい

る中で、東京では、大学病院の看護師が一

斉にやめると表明するという事態が起きて

いる。そうなれば医療崩壊につながる。は

たして、京都はどうなのかも検証する必要

がある。 

 

 政府は「新しい生活様式」を個人個人

に要請しているが、そこに欠けているのは

公的な機関としての国や地方自治体の責任

である。地方自治体には独自にやれること

が多くあり、市町村、京都市の区役所単位

でより詳細に地域別分布とか、分野毎の

データを結合しながら、分野を超えた形で

の総合的な対策を作っていくことができ

る。そういう「新しい政治、新しい経済社

会のあり方」を地域から創っていく、その

原点になっていけばと思っている。 

まず京都でつくり、そのあと全国に広

がっていくことを期待している。 

京都新聞  ７月１４日 



今を読み解く一枚 （第２２回） 京都戦後民主運動 歴史資料アーカイブ 

「ろばた懇談会」1967年 自治体と住民の自治意識獲得 
池田 豊（京都自治体問題研究所副理事長・事務局長） 

■「ろばた懇談会」 

 この文章は、1967年から京都府教育委員会

が「ろばた懇談会」を開催するにあたって定

めた実施要項の冒頭部分です。 

 「ろばた懇談会」は住民が主体者として、

地域の課題を明らかにして、その解決をはか

る取り組みを、京都府の一般行政、学校教育

や地域の諸団体とのつながりを強めながら

すすめようと、京都府・教育委員会によって

社会教育の一環として取り組まれたもので

した。 

 2年目にはすでに京都市を除く府内150地

域で360回、延べ出席者数6539人にのぼりま

した。それぞれに助言者と社会教育主事が参

加して懇談会を開催することを原則としま

した。 

社会教育の京都方式と言われた「ろばた懇

談会」は、あくまでも住民の自治意識を育て

ることを目的とした社会教育活動として、住

民が要求を出して行政がそれにこたえる、解

決する努力をするという単なる「行政懇談

会」ではないということを明らかにしていま

した。ここには住民と行政との関係性が明瞭

に示されています。 

 同時に住民が地域の文化財について理解

を深め、地域が協力して文化財の自主的保存

に努めることを目指し、このことがくらしに

結びついた文化を創造し、くらしそのものを

豊かにすると位置づけました。 

 地域の公民館活動と行政を、住民自らが結

びつける活動の中心として「ろばた懇談会」

は、大きな役割を果たしました。地域の状況

に合わせて「隣組ろばこん」、「婦人ろばこ

ん」、「老人ろばこん」、「青年ろばこん」、

など多様な形態をとりました。 

 当時の地域のボス支配など非民主的運営

を住民自らが変え自治を獲得していく過程

でもありました。 

 

丹後の木橋地区では「ろばた懇談会」で出

された要求が研究課題となり、地域の委嘱に

より住民参加の研究会を設けた例もありま

す。水道問題研究委員会、あそび場問題研究

委員会、区政問題研究委員会、寺問題研究委

員会などがつくられ、その結果を住民の討論

を経て決定され運動へと発展させました。 

これらの取り組みは、地域で参加した京都

府職員、当該の市町村職員、労働組合員の意

識を大きく変え1971年京都府職労のD項路

線確立に影響を与え、民主的自治体建設にお

いて重要な役割を果たしました。 

１．故郷を守る住民活動の趣旨 

 地方自治は、住民のくらしを守り、くらし

をよくし、くらしを育てていくことにありま

す。したがって自治体は、住民自身が、住民

自身の力で、自分たちのくらしをまもる組織

でなくてはなりません。 （略） そこで住民

みずからが、身ぢかなくらしをみつめ、政治

や経済等の学習をおこない、自治意識を高め

ることを目的としてこの活動をすすめます。 

ろばた懇談会の報告書・実施要項 

 



 自治体研究社 新刊紹介 

ポストコロナを考える！ 



■マルクスの理論的射程の長さ 

今「マルクス」の学習・再学習が拡

がっている。2019年11月に始まった新版

『資本論』の刊行（日本共産党社会科学

研究所監修）が誘因であろう。新版では

マルクスが到達した理論的立場をより鮮

明にし、特にこれまで見落とされていた

新しい恐慌論や未来社会論の根本問題が

明らかにされた。これは、新『マルク

ス・エンゲルス全集』の刊行が進み、新

資料に基づきマルクス自身の研究の発展

過程を知り得たことによる。 

ところが同じ2019年に、別の視点から

マルクスの研究の発展過程を分析し、そ

の奥行きの深さを解明した本が出版され

た。それが表題の本である。著者は新進

気鋭の若手研究者であり、本書の下敷き

になった論文は2018年ドイッチャー記念

賞を得た。 

本書の目的は「新資料を検討すること

で、より正確にマルクスの環境思想の形

成とその理論的射程を明らかにしてい

く」とある。著者は、特にマルクスが晩

年熱心に研究した自然科学の抜粋ノート

を精査し、マルクスが仕上げようとした

ものの、『資本論』のうちへ十分に取り

込むことができなかった理論的見地をみ

ごとに再構成している。 

『資本論』は、「大洪水よ、我が亡き

あとに来たれ！」に象徴される利潤第一

主義が労働者の健康と寿命を掠奪・濫用

し尽くすことを示した（新版p.471）。本

書は、マルクスがさらに先へ進めて、

「大洪水」には地球規模の環境破壊、持

続可能性の喪失も含まれることを必然と

考え、その危機打開の指針を示すレベル

に達していたことを証明した。 

■分析のキーワードは「物質代謝」 

もともと生物学用語である「物質代

謝」は『資本論』で次のように使われ

る。「資本主義的生産は、…人間と土地

とのあいだの物質代謝を、すなわち、人

間により食料および衣料の形態で消費さ

れた土地成分の土地への回帰を、した

がって持続的な土地豊度の永久的自然条

件を撹乱する。」（新版p.880～881） 

著者は、マルクスが地球規模の「物質

代謝」を視野に入れることによって、

「物質代謝の亀裂・撹乱」を資本主義の

中心的矛盾として捉えたことを浮き彫り

にした。マルクスは学説の体系的・包括

的な展開に不可欠な契機としてエコロジ

カルな資本主義批判を位置付けたのであ

る。 

■社会主義実現のための実践的課題 

気候変動や種の絶滅などのグローバル

な環境危機の打開をめざす運動が各国で

拡がっている。生態系破壊で出現した新

型コロナも新自由主義の害悪を世界に痛

感させた。「大洪水」を止めるには資本

への社会的規制が不可避になる。本書も

「マルクスは、人間と自然の物質代謝の

意識的で、持続可能な管理を社会主義実

現のための実践的課題とみなすように

なった」と明言する。大いに勇気づけら

れる本である。 

私の本棚 書籍紹介                                  市川章人（日本科学者会議会員）  

「大洪水の前に―マルクスと惑星の物質代謝」 
出版社・堀之内出版 斎藤幸平  2019年4月 3500円＋税 



梅雨前線の停滞による記録的な大雨によ

り、九州をはじめとして各地で大きな被害

が出ています。テレビで被害地の映像を見

ると心が痛みます。コロナ禍も油断を許さ

ない状況が続いています。そんな中ではあ

りますが、「清らかな心」との花言葉をも

つ蓮の花を観に、花の見頃である７月中

旬、梅雨の晴れ間をぬって、「蓮の寺」と

の別名がある法金剛院（ＪＲ花園駅から徒

歩２分）と大蓮寺（地下鉄東山駅から徒歩

５分）の蓮庭を訪ねました。 

 

法金剛院の蓮庭 

法金剛院は関西花の寺二十五ヶ所の十三

番目の霊場でもあり、周辺の地名である

「花園」の由来ともなっている由緒ある寺

院です。蓮は午前中の早い時間帯に咲く花

ですので、コロナ禍もあり、今年は、7月

11日～8月2日の7：30～11：30に限り、完

全予約制で拝観できます。拝観受付をすま

せ、「苑池」と呼ばれる大きな池に向かい

ます。通り沿いに鉢に植えられた赤、ピン

ク、白の色とりどりの蓮の花を観賞するこ

とができます。極楽の世界に咲くと言われ

る蓮の花は清楚で、しかも華麗で心をすが

すがしくしてくれます。大きいものでは、

高さ２ｍもあります。凜と美しく咲くハス

の花の姿には心洗われます。「苑池」は直

径５０㎝もある葉に覆われており、水面が

見えない緑一面となっており、その中から

高く首を突き出すように蓮の花が咲いてい

ました。法金剛院の庭園は「池泉廻遊式浄

土庭園」で、数少ない平安時代作とさ

れ、庭園の北の端には、「青女の滝」と

呼ばれる巨石を並べた高さ４．３ｍの雄

大な人工の滝があります。残念ながら水

の流れは見ることができませんでした。 

 

大蓮寺の蓮庭  

大蓮寺は慶長５年（1600年）創建の浄

土宗の寺院です。慶安２年（1650年）に

後光明天皇が安産祈願の勅命を下し、皇

女が無事に産まれたことから、安産の寺

として信仰を集めるようになりました。 

本堂前に蓮の鉢が80個以上並べられ、

蓮の花鉢を見渡せるように、鉢の間に一

段高い通路が設けられています。花の先

が薄桃色の小舞妃をはじめ、白や紅のほ

か、絞りなど約40種の蓮が花を咲かせて

いました。こじんまりしたお寺で参観も

自由であるため、ゆっくりと蓮の花を愛

でることができました。 

 

蓮の花の命はなんとわずか4日間だそう

で、開花初日は小さく、まるでお猪口の

ように咲き、再びつぼみの状態に。2日目

には満開となり、もっとも美しく咲きま

す。そしてまたつぼみに戻り、3日目も2

日目と同じく咲きますが、やや花の色は

退色していきます。4日目も早朝から同じ

ように咲くものの、昼ごろには全ての花

弁が散ってしまうのだそうです。凜と美

しく咲く蓮の花に、そんなはかなさが秘

められていると知り、蓮の花にますます

心惹かれました。 

 

 続カメラ探訪 31    はかなさを秘めたハス（蓮）の花     内野 憲  



 

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 

87th ツキイチ土曜サロン 
 

・開催日 ８月１５日（土） 
・時刻      14：00～ 
・場所      京都自治体問題研究所 

・報告      前田直人さん 
 

＜今月の本＞ 

集英社新書「水道、再び公営化！」 

（岸本聡子、20年３月、８２０円＋税） 
    

 １９８０年代以降、民営化路線を歩んできた欧

州の水道事業。しかし杜撰な管理や財務の問

題にスポットがあたり、再び、水道を公営化に戻

そうという大きな流れが市民運動を起点に巻き

起こっている。昨今、注目されている欧州の左

派ポピュリズムのうねりの中核は、実は「水道の

再公営化」を求める権利運動だったのだ。水

は、人々の共有財・公共財＜コモン＞である。

資本が利潤をあげるための対象として水を扱

えば、たちまちその地域は窮乏化していく。民

営化で疲弊した欧州の人々の怒りが地方自治

体を動かし、「ミュニシパリズム」や「フィアレス・シ

ティ（恐れぬ自治体）」など、新しい民主主義の

形を作り出しているのだ。その成果である、水道

事業の再公営化はなんと１７８件。水を再び自

分たちのものへと取り戻す欧州の運動から日

本が学び、各自治体において民営化をストップ

させるにはどうすればいいのか。日本人であり

ながら、欧州・民主主義の最

前線に立つ著者が、日本再

生のためのカギを明かす（集

英社）。 
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。 

●年報第１３号論文募集● 
（２０年12月発行予定） 

 

 6月出版予定の年報は、新型コロナウイルス

感染拡大の中、予定が大幅に遅れましたが、

12月に発行予定で準備することを総会で確

認しました。 
  

☆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） 

「新型コロナウイルス京都フォーラム」 
 

 ■YouTubeチャンネルの開設 

  「新型コロナウイルス京都フォーラム」 で   

  YouTubeでの検索ができます。  

   「ミニ講座」は収録後順次チャンネル登録し 

    たYouTubeにアップします。 

第２回理事会開催のお知らせ 
 
 東京や首都圏にとどまらず、全国的に新

型コロナ感染症が再拡大の様相を強めてい

ます。先日立ち上げた「新型コロナウイル

ス禍から住民の命とくらしをまもる京都

フォーラム」の内容や、デジタルアーカイ

ブ事業など、この間の取り組みの報告とこ

れからの進め方などについて第２回理事会

で報告提案します。 
 

 日時 ７月２８日（火） 

       １９：００～２１：００ 
 

 場所 京都自治体問題研究所 
 

 内容 ①この間の活動報告 

       ②今後の取り組みについて 

       ③その他 
 

 ＜会議の方法＞ 

   研究所での通常の会議としますが、  

  新型コロナ感染症の再拡大のもと、 

   「ZOOM」による会議参加も可能としま 

    す。 

 


