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一 菅義偉首相が、日本学術会議から会

員候補として推薦のあった105人のうち、

6人を除外して99人のみを任命したこと

に対して、学会など延べ370団体、大学や

大学関係者ら17団体が抗議の声明を発表

しました（2020年10月15日朝日新聞・朝

刊）。 

 

二 日本学術会議法は、同会議の使命を

「科学が文化国家の基礎であるという確

信に立つて、科学者の総意の下に、わが国

の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、

世界の学界と提携して学術の進歩に寄与

すること」（前文）とし、その目的を「わ

が国の科学者の内外に対する代表機関と

して、科学の向上発達を図り、行政、産業

及び国民生活に科学を反映浸透させるこ

と」としています（2条）。 

 同会議は、「独立して」、「科学に関す

る重要事項を審議し、その実現を図るこ

と」および「科学に関する研究の連絡を図

り、その能率を向上させること」を職務と

しています（3条）。 

 そして同会議は、210人の日本学術会議

会員をもって組織され、「会員は、第17条

の規定による推薦に基づいて、内閣総理

大臣が任命する」とされ（7条1項）、第17

条は、「日本学術会議は、規則で定めると

ころにより、優れた研究又は業績がある

科学者のうちから会員の候補者を選考

し、内閣府令で定めるところにより、内閣

総理大臣に推薦するものとする」と定め

ています。 

この「任命」について、1983年、同会議

の会員を「全国の科学者による選挙」から

首相による任命へと変更する法改正が国

会で審議された際に、中曽根康弘首相が、

前島英三郎委員（無所属クラブ）の質問に

答えて次のように述べていました。 

 

〇前島英三郎君 ……今後この学術会議

は、たとえば他の諮問機関のような形

に変わっていくのでしょうか。その辺

はどうなんでしょうか。 

 

○国務大臣（中曽根康弘君） これは、学

会やらあるいは学術集団から推薦に基

づいて行われるので、政府が行うのは

形式的任命にすぎません。したがって、

実態は各学会なり学術集団が推薦権を

握っているようなもので、政府の行為

は形式的行為であるとお考えくだされ

ば、学問の自由独立というものはあく

まで保障されるものと考えておりま

す。（文教委員会会議録第8号【参議院】

（昭和58年5月12日）34頁）。 

菅首相による日本学術会議会員任命拒否は

学術への違法な政治の介入 
京都自治体問題研究所理事長 大田直史（龍谷大学政策学部教授） 
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同会議は、「内閣総理大臣の所轄とす

る。」と定められていますが（1条2項）、

「所轄」とは「統轄と区別し、その管轄下

にあるが独立性が強い行政機関との間の

関係を表す」文言ですので[有斐閣 法律

用語辞典 第4版]、この規定があるからと

いって首相による「任命」の形式的性格に

変わりはありません。 

 

三 加藤勝信官房長官は、10月1日の会見

で「会員の人事を通じて一定の監督権を

行使することは法律上可能」と述べ、10月

5日の会見では、6人の任命拒否の理由を

「総合的・俯瞰的観点に立って判断した」

ものとし、憲法15条で公務員の選定罷免

権は「国民固有の権利」とされていること

を根拠に、行政権を持つ内閣に任命の裁

量があると判断したとする主張を行いま

した。 

 これらは、同会議が首相の「所轄」とさ

れている意味を理解せず、国会における

任命を形式的とする上記の政府解釈に反

するものです。国会で行われた政府の法

解釈は変更されうるとしても、憲法に保

障された学問の自由に深く関わる法律の

解釈が、いつのまにか国会への報告もな

く、密かに変更されるなどということが

許されることではありません。 

 

その後10月9日に、菅首相は新聞社等の

インタビューに答えて、官房長官と同様

の説明に加えて、最終的に決裁を行った 

9月28日、会員候補のリストをその直前に

見たが、その段階で会員候補は99人であ

り、「最終的に会員となった方がそのまま

リストになっていた」旨述べました。 

これは、同会議が提出した105人の候補

者名簿を首相自身は見ずに任命を行った

ことになり、任命が「推薦に基づいて」お

らず違法であることになります。また、仮

に6人を除外した99人の名簿が同会議か

ら提出された会員候補の名簿として首相

に提出されたのであるとすれば同会議が

提出した公文書を何者かが偽造した公文

書偽造の疑いが生じます。 

 

四 菅首相は、今回の件で、「日本学術会

議の役割に関心が集まっている。これを

機会に会議のあり方が良い方向に進むよ

うなら、歓迎はしたい」と、同会議のあり

方を政府として見直していくかのような

発言を行っています。 

 

 これは自らの学問の自由を侵害する違

法行為の問題への批判をかわすと同時

に、逆に学術に対するより強力な政治介

入の契機にしようとする政権の強権的な

本質を示すものといわざるを得ません。 

 

菅首相による日本学術会議会員候補者

6人の任命拒否は違法であり、学問の自由

と民主主義を破壊する行為であり、許さ

れません。 

 



青年とベテランでプロジェクト結成 

府職労連は、９月２６日、宇治市にある３

つの商店街（宇治橋通り商店街、平等院表

参道商店会、宇治源氏タウン銘店会）で第

４回目となる「新型コロナの影響聞き取り

商店街調査」を行い、８４店舗を訪問、４２

店舗で対話しました。短期間のとりくみ

でしたが、３人の初参加を含む２２人が参

加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は「商店街調査プロジェクトチー

ム」を青年組合員と職歴の長い組合員 

計６人で結成し、調査の目的を「商店街の

実情と課題を知り、行政に反映させてい

こう」と議論。これまで京都市内の地元に

密着した商店街を調査してきましたが、

今回は観光地の商店街訪問に決めまし

た。運営をみんなで分担しようと、告知ビ

ラ担当、アンケート作成、地元との調整、

補助制度の紹介など、当日のミーティン

グを含めて、チーム全員で行いました。 

 プロジェクトでのまとめが終わってい

ませんので、ここでは私の携わった調査

の内容を中心に報告させていただきま

す。 

事前ミーティングと調査内容 

事前のミーティングではペアとなる二

人が顔合わせし、「聞き役」「記録」を分

担し、全員で「今の気持ち」を交流した後

に調査の方法と関連する「GO TOキャン

ペーン」や府の観光支援策などをプロ

ジェクトから説明。 

調査では個店での商売の状況やGO TO 

トラベルの効果、行政の給付・補助制度の

活用状況と申請のしやすさ、今後必要な

支援策や行政に対する要望などをアン

ケートにし、その場でヒアリングするこ

とにしました。また現在活用可能な支援

制度を一覧にした資料とヒアリングでき

ない場合のQRコード付きアンケート、返

信用封筒をひとまとめとして各調査ペア

が持参しました。何より細かい統計デー

タを取るのではなく、商店街の皆さんの

新型コロナの影響聞き取り商店街調査 

中村知彦 京都府職員労働組合  



生の声を聞き取っていくことを重視しま

した。 

商店を伺って 

今回伺った宇治橋通り商店街はJR宇

治駅正面がほぼ中間点となりJR奈良線と

平行に宇治川から１km程度続く道沿いに

店舗が並んでいます。平等院表参道商店

会は京阪宇治駅から宇治川を渡ったあた

りから始まる平等院の参道沿いに店舗が

並び、宇治源氏タウン銘店会は京阪宇治

駅前から宇治川に沿って店舗が連なって

います。 

これまで３回の調査行動では果たして

協力をお願いできるのか、不安を持ちな

がら調査を開始していましたが、毎回真

摯に対応していただいています。今回も

お仕事が忙しい中、約１時間の調査で私が

訪問した７店舗のうち５店で対話でき、丁

寧に対応してもらいました。 

その内４店舗が昨年比の売り上げが一

時１～４割減であったが現在は「持ち直し

た、少し持ち直した」が３店舗、「依然厳

しい」が２店舗という状況でした。「高齢

化によって業界全体が良くない」という

店舗、酒屋さんや花屋さんでは「旅館の宴

会や冠婚葬祭やイベントがもとに戻って

こないと厳しい」といった声も聞かれま

した。  

国や京都府、宇治市の給付制度は半数

強が活用されていましたが、「昨年業績が

悪く要件に達しなかった」、「制度の延長

を知らなかった」、「もともと売り上げが

少なく申請しなかった」など活用できな

かったケースもありました。 

行政への要望等では「制度の周知を１回

だけでなく繰り返してほしい。紙媒体で

もやってほしい」との声もありました。こ

れまでの調査でも同様の意見が出されて

います。受け手側の行政としてオンライ

ン申請は効率的ですが、オンラインでは

アクセスできない店舗も確実にある訳

で、引き続き関係部署にも訴えていきた

いと思います。同時に宇治市役所や振興

局が熱心に頑張っているとエールを送る

商店主もありました。 

 

今回の調査を終えて 

商店街の振興に熱心な人が多く、商店

街でこれまで自主的に様々なイベントや

企画を打ち出し、他の商店街に向けて発

信してきたことなど、誇りを持って語ら

れる商店主もおられました。「やる気のあ

る人がいて、観光資源もある、でもコロナ

がなぁ」とのお話は胸の内を吐露された

ものと受け止めました。今後、調査結果の

分析もしながら出された行政への要望に

ついては、京都府に届けるとともに、 

得られた結果をどのように生かしていく

か、プロジェクトや労働組合で考えてい

きたいと思います。 

 



１． 

 大阪から舞鶴に越してきて５年になる

が、舞鶴市という自治体についてよくわ

からないことが多い。ネットもいろいろ

検索してみるが、どこか、わからない感

が強い。それで始めたのが市議会の会議

録の拾い読みである。 

 前職が司書だったためということでは

ないが、舞鶴市の図書館の貧弱さにあき

れながら、会議録データベース検索窓に

「図書館」と入力してみると、思ったよ

り多くの発言が「図書館」についてされ

ている。ぜひあなたも、水道料金とか、

保育所とか、年金とかのことで検索して

みることをお勧めする。意外な議員が意

外な発言をしていることもあるのが、市

町村議会である。 

 

２． 

 ちなみに、舞鶴市会会議録で「図書

館」を検索すると、 

・バス路線について「図書館の前を…」 

といった位置情報としてのもの 

・視察報告書を議会図書館に入れたので

読んでくださいというもの 

・議会基本条例の中で議会図書室をどう

充実するかという議論 

・学校図書館の活動を引き上げるための

発言 

・市立図書館の図書費についての発言 

・図書館協議会の設置と活動についての

発言 

・５市２町連携における図書館サービスに

関するもの 

などいろいろな角度視点からの発言が

あって面白い。 

 

３． 

 今回は図書館のシームレスサービスに

ついて。 

 平成２９年の舞鶴市議会定例会(２月２７

日)の記録によると、市側は京都府北部地

域連携都市圏形成推進のために「行政

サービスシームレス化プロジェクト」と

いうのを設置したようだ。 

 「行政サービスシームレス化プロジェ

クト」として図書館などの公共施設の相

互利用により、住民の利便性を向上さ

せ、圏域全体の生活関連機能サービスの

向上を図る目的で次のような答弁をして

いる。 

 「圏域内住民の利便性の向上を目的と

した図書館連携を行ってまいりたいと考

えております。来年度には、これまでは

住民、在勤、在学者等に限られていた図

書館利用券の発行条件を圏域内住民全体

に拡大し、舞鶴市民の皆さんも圏域内の

全図書館で本を借りられるようになる予

定となっております。」（平成２９年３月

８日 多々見舞鶴市長） 

 

４． 

シームレスとはつなぎ目のないという意

味のはずだが、「行政サービスシームレ

シームレスな図書館活動 

 高橋敏一（まい研運営委員/図書館問題研究会会員） 



ス化」とは一体何を意味しているのだろ

うか？ 

 市長の説明では「図書館利用券の発行

条件」を５市２町の住民に拡大することが

利便性の向上につながるシームレス化で

あるようだ。だが、現実はどうか？ 

 この当時において、福知山は丹波、丹

後、但馬地域の住民には発行している

し、綾部は住所は問わない、京丹後は隣

の豊岡と相互に利用できるようにしてい

るし、高浜の図書館は舞鶴の市民にも利

用券が作れるようになっていた。 

 舞鶴市の市民は綾部も福知山も高浜も

登録しようと思えばできたのである。自

市の住民にしか貸さなかったのは舞鶴市

の方だった。プロジェクトなんていらな

い、舞鶴が貸すよといえばいつでもでき

る話だったのだ。しかし、これは登録が

できるだけの話である。自分がたまたま

福知山の図書館にある本を見つけたとし

て、期限が来たら、また福知山まで交通

費と時間をかけて返しに行かなくてはな

らないのである。 

 しかし、図書館法の相互貸借というの

は、こういう話ではない。自分の読みた

い本を、最寄りの図書館が探して取り寄

せて提供するという理念なのである。 

 舞鶴市のどこに住んでいても１５分くら

いのところに図書館があり、その窓口に

相談すれば必要な本がどこにあるかを探

してくれて、その窓口まで運んでくれ

る。シームレスというならこういう状態

こそがその言葉にふさわしい。 

 

 

 

５． 

 舞鶴市図書館条例において図書館法上

の公立図書館と定義される図書館は５つ

ある。現在東図書館と西図書館の貸出券

は共通化されており、東西両図書館の資

料にアクセスし、貸出返却が可能である

が南、中、加佐の３分館の貸出券はいま

だ共通化されず、これらの分館から貸出

しを受けたり、返却したりはできない。 

 だから、日曜日に家族みんなで東図書

館へ行って２０冊ほど借りて、読み終わっ

たものから近くの中図書館へ返却し、そ

のついでに、西図書館にある本を予約し

て、数日のちに中図書館から借りると

いった利用はできない。 

 そのため、住民の身近な窓口として福

知山では駅前の中央図書館で借りた本を

大江分館で返すこともできるから、加佐

の住民は舞鶴市の図書館はシームレスに

利用できないが、福知山市の図書館は

シームレスに利用できるという逆転現象

が起こっている。 

 

 まずは、舞鶴市立図書館のシームレス

化を急ぐべきだろう。 



 資料  日本学術会議法(抜粋)  

昭和二十三年法律第百二十一号 

日本学術会議法（抜粋） 
 

日本学術会議は、科学が文化国家の基礎

であるという確信に立つて、科学者の総

意の下に、わが国の平和的復興、人類社

会の福祉に貢献し、世界の学界と提携し

て学術の進歩に寄与することを使命と

し、ここに設立される。 
 

第一章 設立及び目的 

 

第一条 この法律により日本学術会議を

設立し、この法律を日本学術会議法と称

する。 

２ 日本学術会議は、内閣総理大臣の所

轄とする。 

３ 日本学術会議に関する経費は、国庫

の負担とする。 

 

第二条 日本学術会議は、わが国の科学

者の内外に対する代表機関として、科学

の向上発達を図り、行政、産業及び国民

生活に科学を反映浸透させることを目的

とする。 

 

第三条 日本学術会議は、独立して左の

職務を行う。 

一 科学に関する重要事項を審議し、そ

の実現を図ること。 

二 科学に関する研究の連絡を図り、そ

の能率を向上させること。 

第四条 政府は、左の事項について、日

本学術会議に諮問することができる。 

 （一～四 略） 

 

第五条 日本学術会議は、左の事項につ

いて、政府に勧告することができる。 

（一～六 略） 
 

第三章 組織 

 

第七条 日本学術会議は、二百十人の日

本 学 術 会 議 会 員（以 下「会 員」と い

う。）をもつて、これを組織する。 

２ 会員は、第十七条の規定による推薦

に基づいて、内閣総理大臣が任命する。 

３ 会員の任期は、六年とし、三年ごと

に、その半数を任命する。 

４ 補欠の会員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

５ 会員は、再任されることができな

い。ただし、補欠の会員は、一回に限り

再任されることができる。 

６ 会員は、年齢七十年に達した時に退

職する。 

７ 会員には、別に定める手当を支給す

る。 

８ 会員は、国会議員を兼ねることを妨

げない。 

京都における学問の自由の在り方に関連し河上事件、瀧川事件については、  

岡田知弘全国研理事長の「京都帝国大学経済学部の教育研究活動と国家・社

会」（大原社会問題研究所雑誌 №734／2019.12）をご覧ください。ネットにて

ダウンロード可。 



交 流 の ひ ろ ば 

日時 11/3（火・祝）13:30開会 
 

会場 円山野外音楽堂 
 

講演 永田 和宏 氏（細胞生物学者・歌人） 
        京都産業大学名誉教授、京都大学名誉教授 
 

憲法ウォーク 15:00出発→京都市役所前 
 

連絡先 憲法９条京都の会 

生かそう憲法 守ろう9条 11・3憲法集会 in 京都 

集会参加について 

☆新型コロナウイルス感染拡大状況により、参加

が制限される場合がります。直前に「憲法９条京

都の会」のホームページより確認のこと。 
 

☆集会はYouTubeによりオンライン配信が予定さ

れています。 

大阪市廃止・特別区への再編への賛否を問う住民投票 
－大阪自治体問題研究所理事会が声明を発表－ 

 大阪市を廃止して四つの特別区に分割す

ることへの賛否を問う住民投票（11月１日

投票）が、12日に告示されました。大阪自治

体問題研究所は「住民投票の告示にあたっ

て、みなさんに訴えます－」との声明を13日

付けで発表しました。 

  大阪研は、「都構想」が出された当初から

「大阪市という政令市が持つ、住民のため

の強大な財政と権限を手放すものであるこ

と」、「『二重行政をなくす』というのは、

住民サービス廃止・削減の口実であるこ

と」、「目的は、財政と権限を大阪府に集中

し、ＩＲ・カジノの誘致やリニア新幹線の誘

致など、湾岸部や大阪市中心部の大規模開

発にあること」、したがって「住民にとって

は負担ばかりが押し付けられるだけである

こと」などを訴え、その具体化に反対してき

ました。 

 今回の内容は、2015年に否決された内容

と基本的な仕組みは変わっていません。 

 最大の根拠としている「二重行政をなく

す」について、「市立環境科学研究所と府立

公衆衛生研究所の統合・民営化」により、今

回のコロナ禍のような感染症対策や、食品

の安全・安心にかかわる検査研究、水質や大

気の汚染に関する検査などの能力を大きく

低下させたこと。障害児の教育・発達保障を

担う市立特別支援学校の大阪府への移管に

より、予算が大きく後退し、子どもたちの学

びや育ちを支援する実習助手の大幅削減な

ど教育条件の後退を指摘しています。 

 「都構想」は自治体が「自らのことを自ら

決める」ための財政も権限も手放すことで

あり、地方分権の流れに背き、住民自治や地

方自治体としての自治の力を弱めることに

なるのは明らかです。 



  列島の北部（奥羽地方と北海道）に

は、多様な生活様式と独自の文化をも

ち、大和の政権の支配に服さず、自立し

て暮らしている人々がいた。大和の朝廷

は、これらの人々をすべて蝦夷とよん

だ。この地域は、金や銅などを多数産出

し、また多くの良馬を育てていた。 

 朝廷は、この地に征討軍を送って、蝦

夷を支配下におこうとした。その結果、

蝦夷の富は奪われ、抵抗する者は殺さ

れ、多くの者はとらわれて虜となった。 

 こうして朝廷の支配に服従することに

なった蝦夷は、『俘囚（ふしゅう）』と

よばれた。俘囚は、早くから朝廷の支配

に組み込まれた公民の下におかれ、さま

ざまな差別を受けて、蔑視された。そも

そも、俘囚というよび方そのものが蔑称

であった。 

 こうした差別にたまりかねて、各地で

俘囚による反乱が繰り返しおこった。 

 その中でも、8世紀末から9世紀初頭に

かけて、陸奥国胆沢（現在の岩手県奥州

市）に本拠をおく蝦夷の族長アテルイが

おこした反乱は、大規模なものであっ

た。 

 岩手県盛岡市在住の作家高橋克彦の小

説「火怨 北の耀星アテルイ」（講談

社）は、このアテルイの反乱を取り上げ

たものである。 

 アテルイは、反乱の鎮圧のために大軍

を率いてきた坂上田村麻呂（785-811）

に降伏を申し出る。これ以上戦乱を続

け、蝦夷の人々の血を流することはでき

ないと考えたのである。田村麻呂の助命

嘆願にかかわらず、アテルイは、802

（延暦21）年現在の大阪府枚方市付近で

斬殺される。 

 アテルイの死後、しばらく蝦夷の反乱

はおこらなかった。しかし、元慶年間

（877-885）の初頭、大地震と大津波が

陸奥国を襲い、火山の噴火や大雨による

洪水などの天変地異が続き、全国で大規

模な飢饉が発生した。なかでも、東北の

被害は深刻であった。これに対して、非

情な朝廷は、飢饉に苦しむ俘囚に救いの

手を差しのべることはなかった。早くか

ら朝廷にしたがってきた公民と俘囚とで

は、その援助にあからさまな差別があっ

た。 

これにたまりかねて、俘囚を他国の民と

同等に扱うことを求めて、元慶2年

（878）3月俘囚が蜂起して、秋田の城を

襲った。これが「元慶の乱」である。こ

の反乱で、はじめて蝦夷は朝廷との戦い

で勝利した。おそらく、蝦夷が勝利をお

さめた唯一の例であろう。 

 高橋克彦の「水壁 アテルイを継ぐ

男」は、この元慶の乱を取り上げ、アテ

ルイの血を引く者、天日子（そらひこ）

を主人公に、圧政に苦しむ民を救おうと

立ち上がった、蝦夷の人々の誇り高いた

たかいの姿を描いたものである。 

 東北の地で圧政とあらがい勝利した蝦

夷の人々のたたかいから、現代の我々が

学ぶべきものは少なくないものと思われ

る。 

  
 

私の本棚 書籍紹介                                                      中島 晃（弁護士） 

「水壁 アテルイを継ぐ男」   
出版社：講談社文庫 著者：高橋克彦 2020年7月 740円＋税 

 



10月上旬、秋の風物詩「コスモスと彼

岸花」を楽しみに、亀岡にある「夢コス

モス園」と「穴太寺（あなおうじ）」

（周辺で田んぼの畦に沿って群生する真

紅の彼岸花が見られます）に行ってきま

した。「夢コスモス園」は亀岡駅から京

阪京都バスで約10分、穴太寺は夢コスモ

ス園から京阪京都バスで約10分です。亀

岡駅の観光案内所で2ヶ所の入園・拝観チ

ケット付きの京阪京都交通バスフリーパ

ス「まるっとチケット」が購入できまし

た。 

 

「夢コスモス園」は約4.2ヘクタールの

敷地に約800万本のコスモスが咲き誇る、

近畿随一のコスモス園です。11月3日まで

開園しています。澄んだ空の下、赤、

白、黄、オレンジ、ピンク色の花々がこ

こちよい風に揺れる秋の風情を楽しみま

した。花びらが筒状になった珍しいもの

などいろいろな品種が咲いていました。

散策路のところどころには、スポーツ選

手やタレントをモデルにした「創作かか

し」が展示されていました。例年は新作

のコンテストが行われるそうですが、今

年はコロナ禍により中止され、往年の優

秀作品が並んでいました。 

 

 

「夢コスモス園」では彼岸花も楽しむ

ことができました。彼岸花は田んぼなど

のあぜ道に咲いている風景が印象的で

す。彼岸花の花びらは独特で、幅は5mm

程度、長さは4cm程の花びらを6、7枚放

射状に付けます。赤の彼岸花の花言葉は

「情熱」ですが、その姿から、花言葉そ

のものを感じることができました。茎の

長さは30～50cm、葉も茎と同様細く30～

50cmですが、面白い事に花が咲く時期に

葉はつかないそうで、花が枯れた後に

にょきにょきと成長するのだそうです。 

 

「穴太寺」は西国三十三ケ所第21番札

所で、本堂には諸病を癒すといわれてい

る等身大の木造釈迦涅槃像（なで仏）が

あります。何故か、布団が被されていて

驚きました。自分の病と同じ個所をな

で、自分の体をさすり返すとお釈迦さま

のご利益に与かれるそうです。布団をめ

くるのは申し訳なく思いましたが、元気

で歩き続けられるよう足をなでました。

「なで仏」は参拝者になでられ光沢を

放っていました。写真を撮るのは禁止で

した。書院の南面にあたる庭園は室町時

代末期のものといわれ、多宝塔を借景と

して取り込んでおり、のどかな景色の

中、静寂を感じることができました。 

 

続カメラ探訪 34    秋の風物詩「コスモスと彼岸花」    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 

90th ツキイチ土曜サロン 
 

・開催日 11月21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「昭和天皇の終戦史」 

（吉田裕、1992年12月、860円＋税） 
 

 戦争責任ははたして軍部だけにあったの

か？ 天皇と側近たちの「国体護持」のシナ

リオとは何であったか？ 近年，社会的反

響を呼んだ「昭和天皇独白録」を徹底的に検

証し、また東京裁判・国際検察局の尋問調書

など膨大な史料を調査・検討した著者は、水

面下で錯綜しつつ展開された、終戦工作の

全容を初めて浮き彫りにする（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（１１月は懇親会は中

止します）。 

●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） 

四年目を迎えた 

「京都戦後民主運動 歴史資料アーカイブ」 
 

 京都自治労連、京都府職労連、京都市職

労の委託事業として始めた「京都戦後民主

運動 歴史資料アーカイブ」も四年目を迎え

ました。今年度は、保有・収集した書籍、

寄贈していただいた各種資料・書籍の整理

に着手しました。現在までに京都における

戦後の地方自治を中心とした民主運動の書

籍、冊子約700件をリストアップしました。 

1935年「京伏合併記念伏見市誌」（京伏

合併記念会 非売品）、1968年「京都府市町

村合併史」（発行京都府）など合併の歴史

を調べるうえでの貴重な資料も含まれてい

ます。 

 


