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 京都総評は昨年１２月、各地の経済団体

との懇談を経て、コロナ禍での地域経済へ

の抜本対策をまとめた「コロナ禍のもと

で、働く者の暮らしも、中小企業と地域経

済も守るための提案」を発表し、京都の経

済団体、各市町村の商工会・商工会議所を

訪問し、懇談してきました。 

 

 京都総評は、２０１９年に、４，８００人規模

で生活実態調査＝最低生計費調査を行い、

「京都でふつうの暮らしをしようと思え

ば、単身・京都市内なら時給１，６００円、月

２４万円要る」、「夫婦で２人の子育てをし

ようとすれば、３０歳代なら月４８万円要

る」ことなどを明らかにしました。この賃

金を保障できる生業をつくるためには、政

府の中小企業支援策を抜本的に転換するこ

とが不可欠であるとの認識から、政策提案

を作成してきました。そんなときのコロナ

禍でした。世論と運動、国会でのやり取り

をふまえて、不十分ながら、直接事業者を

支援する制度や給付金・助成金が拡充さ

れ、政治の役割がカギであることが、社会

的に浮き彫りになりました。 

  今回の経済提案では、政府に対して、

「社会保険料の事業主負担の軽減」と「消

費税減税」を中小企業と労働者を守る突破

口とし、国への二大要求としました。各地

方自治体には、公契約条例など自治体がで

きる賃金底上げと、地域に仕事を興し、お

金を循環させる仕組みをこの機に具体化す

ることなど、グローバルや大型公共事業頼

みの経済から、地域循環型の経済をつくる

突破を開く提案としました。（※要約チラ

シより） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  菅政権が、コロナ対応を遅らせ、駆け込

み的に旅行を扇動するGOTOキャンペーン

が、地域の経済を振り回し、格差を生みま

した。そして、あろうことか、アトキンソ

ン氏や竹中平蔵氏らをブレーンにして、コ

ロナ禍を利用して、中小企業の選別・淘

汰・再編と雇用の流動化を図ろうとしてい

ます。これでは京都の地域経済全体が危機

的な状況に陥るという危機感が共有され、

経済提案を作成して、昨年１０月・１１月

に、京都の経済団体および、地域の商工会

や商工会議所を訪問し、意見交換をしてき

ました。 

 

提案と懇談は大当たりでした。 

 コロナ禍だからこそ、中小企業への直接

支援が必要だと言うこと、そして臨時・特

例だけではない本格的な経済対策が、今後

長期にわたって必要だと言うこと、その役

割を政府と京都府など自治体の役割が重要

という合意になりました。 

 

京都総評「コロナ禍のもとで、働く者の暮らしも、中小企業と地域経済も

守るための提案」を手に 
         ―経済団体・地域の商工会・商工会議所での懇談を力に― 
 

京都地方労働組合総評議会（京都総評）議長 梶川 憲 



 ある経済団体では、「消費税減税は待っ

たなし」「社会保険料の軽減はその通り」

「グローバル依存しすぎた。地域経済の循

環はその通り」などと懇談になったり、

「学生への支援をもっと入れたほうがい

い」と積極的なやり取りにもなりました。 

 

 商工会連合会からの紹介もあり、各地域

の商工会などでは大変好意的に受け止めら

れ、報告や資料を準備いただいていたとこ

ろもありました。商工会の相談体制は、事

業主に寄り添って、丁寧な融資や経営の相

談活動が行われている姿に、あちこちで出

会いました。 

 

また、各自治体が独自に経済団体と連携

して、地域経済を守ろうとする姿がありま

した。与謝野町では、以前実施されていた

住宅改修助成制度が、労働者や商工会など

の声を背景に、再開されることになりまし

た。ちょうど訪問した日が議会で制度が確

定した日で、そのペーパーを持っての懇談

になりました。 

 福知山市や南丹市、伊根町、井手町など

では、持続化給付金の要件に届かない事業

者を独自支援しています。また、多くの自

治体で府の休業支援対象事業者への支援給

付金に上乗せ支給したり、独自の地域内商

品券を販売したりするなど、感染を抑え、

地域経済を守る努力が行われています。財

源は、国の交付金措置で、短期集中型のも

のもありますが、住宅改修助成制度など、

今後、持続できるかどうかは、広域自治体

である府の支援にかかっていることも明ら

かになりました。 

 

 また、近年、福知山市の長田野工業団地

では、地元の高校を出た人たちが正規で就

職し、家庭を持ち、家を買うというケース

が増え、出生率も上がってきたと聞きまし

た。工業団地ができても、正規労働者は府

外の本社から、地元雇用は非正規労働にな

る例が多く、高速道路の接続で、流通ター

ミナル化する例などが多い下で、貴重な例

でした。まともな雇用づくりが、定住者を

増やし、子育ての源泉になる例です。 

 

 いまこそ、中小企業に対し「再編・淘汰

でなく本格支援」で、事業主も労働者も守

る政治を求める共同が、菅政権の政治との

対抗軸となると痛感しました。 

 

 そして、グローバル競争や選別・排除で

なく、中小企業へ等しく本格的支援を政府

が行うこととセットで、最低賃金を引き上

げていくならば、労働者世帯の消費購買力

が向上します。これを地域に循環して経済

を活性化させることしか、実体経済を動か

す方途はありません。コロナ禍でこそ、行

き詰まった経済政策の抜本的転換の好機で

あることを痛感しました。 

 

 商工会連合会が今般、府議会に消費税減

税を陳情しましたが、これまでアベノミク

スなどに付き合ってきた経済団体が、この

ままではつぶされるという危機感を持って

動き出している姿にふれ、私たちも奮闘す

る決意です。 



２．主な収入（歳入） 

 舞鶴市の主な収入（歳入）は、市民や

企業が納めた税金である地方税が118億

3,183万円、特定の目的のために国から

交付されたお金である国庫支出金53億

6,379万円、目的が決められずに国から

交付された地方交付税61億4,139万円、

国や金融機関から借りたお金である地方

債29億6,477万円があり、これら４項目

で全体343億5,178万円の約77％を占め

ます。2005年度から地方税の割合が高く

なっています。これは、関西電力の舞鶴

火力発電所が、04年に1号機が、10年に

2号機が運転を開始し、償却資産として

の固定資産税が増えたものと考えられ、

償却期間があることから固定資産税が

徐々に減少していきます。 

毎年恒例の「まい研」財政分析勉強会！ 

まいづる市民自治研究所 長谷博司 

１．はじめに 

 毎年恒例となっている「まい研」の財

政分析勉強会を舞鶴市の「令和元年度決

算の概要」などを使って、2018年9月に

「まい研」が発行した「行け行け！まち

のおさいふ探検隊―舞鶴市財政の分析

―」を補強することで開催しました。 

 昨年の「広報まいづる11月号」に「令

和元年度決算の概要」が記載されていま

すが、舞鶴市の財政状況をもっと知るた

めには、歳入や歳出の更なる内訳、経常

収支比率、将来負担比率などいろいろな

指標などの経年の推移や他の自治体との

比較が必要です。 

 勉強会では、舞鶴市のHPの「決算」に

アップされている「令和元年度決算の概

要について（一般会計・特別会計）」と

「令和元年度事業実績報告書」、「監査

審査等の結果」にアップされている「令

和元年度舞鶴市一般会計及び各特別会計

（公営企業会計を除く）歳入歳出決算並

びに基金の運用状況審査意見書」とその

「資料」、「令和元年度舞鶴市公営企業

会計決算審査意見書」とその「資料」、

そして京都府のＨＰにアップされている

「令和元年度府内市町村普通会計決算の

概要」などを使いました。 

３．主な支出（目的別歳出） 

 舞鶴市の支出（歳出）340億 332万円

は、「目的別歳出」と「性質別歳出」が

あります。目的別歳出は「何のために使

われたか？」、性質別歳出は「どうよう

な内容に使われたか？」という分け方で

す。目的別歳出は、福祉サービスに使わ

れる費用の民生費121億3,508万円、道路

や公園など基盤整備に使われる費用の土

木費34億2,365万円、学校教育や社会教

育などに使われる教育費 26億 8,636万

円、ゴミ処理や健康のためなどに使われ

る衛生費 34億 4,742万円などがありま

す。舞鶴市では、民生費が年々増加し、

土木費は年々減少しています。 



６．将来負担比率 

 将来負担比率は、借入金（地方債）や

将来支払う可能性のある負担等の大きさ

を、財政規模に対する割合で表したもの

で、この比率が高いと、将来的に財政が

圧迫される可能性が高くなります。 

 黄色信号である「早期健全化基準」は

350％ で す。舞 鶴 市 は 2019 年 度 で は

「111.1」で、府内14市で11番目、北部

では2番目です。 

４．「防衛関連」など 

 防衛関連補助・交付金の充当事業（財

源充当3億992万円）や電源立地地域対策

補 助 金 の 充 当 事 業（財 源 充 当 額 1 億

9,783万円）があります。防衛関連補

助・交付金も電源立地地域対策補助金も

以前は使途が限定されていましたが、今

ではソフト事業にも使えるなど自治体の

裁量に任されているため、一般財源の不

足を補う財源となっています。例えば、

小中学校の一般管理経費や特別支援教育

支援員設置経費などに「防衛関連」が充

当、小中学校の学校給食運営経費などに

「電源立地」が充当されています。 

 また、「防衛関連」で「学校給食運営

基金」が新設され積立てられました。防

衛や原発依存体質が徐々に深まってしま

う危険性があります。 

 基金残高の状況は、112億3,280万円で

前年度より5億4,271万円の減となって

います。主な内訳は、財政調整積立金が

28億9,756万円、都市開発推進基金が17

億 8,005万円です。市債残高の状況は、

729 億 8,588 万 円 で、前 年 度 よ り 10億

9,845万円の減となっています。主な内

訳は、建設地方債が196億7,328万円、臨

時財政対策事業債等が172億4,561万円、

下水道事業債が267億9,705万円です。 

５．経常収支比率 

 自治体のエンゲル係数といわれ財政の

弾力性を表すものが経常収支比率です。  

 毎年経常的に入る収入に対して毎年経

常的に支出される費用の割合です。適正

な水準は70～80％といわれ、高くなるほ

ど財政は硬直化しているとされています

が、全国的に上昇傾向となっています。

舞鶴市は 2019年度では「95.1％」で、

府内14市で5番目、北部では2番目です。 

 



取組みの発端 

 全国各地で「フードバンク」の取組み

が広がっているという話題を、同僚の大

学教員たちとしたのは、昨年の10月ころ

であった。わたしたちの職場は、滋賀県

草津市にある立命館大学（BKC）で、

「地元ではそのような取組みをしている

のか」という話になって、「さあー、ど

うなんだろう」「聞いたことないけど」

「でも、学生たちの生活は大変なんじゃ

ないか」「このキャンパスの近くでも、

そんな活動はできんのかね」と、話は盛

り上がった。 

 その話の輪の中にいたわたしは、キャ

ンパス近くに住んで20年、日ごろ地元の

人たちとそんなに深い付き合いはない

が、数年前に町内会長を務めたおかげ

で、他の町内会長や社会福祉協議会や民

生委員・児童委員協議会の人とは顔なじ

みである。大学に隣接する野路町の町内

会長に電話で、「フードバンクや食材提

供についてご相談したいのですが」とお

願いしたら、「夕方、町内会の事務所に

来て」とおっしゃるので、早速伺うこと

にした。事務所に行ってみると、町内会

長ご本人の他に、民生委員・老人クラ

ブ・女性会などの役員の方もいらして、

こちらは大変恐縮してしまった。 

 

それまでの動き 

 地元の野路町を含む玉川学区には、約

2,300人の学生が下宿しているとのこと。 

 大学の学生オフィスからは、昨年6月

に滋賀県が大学を通して約1,600人の学生

に、滋賀県産米2㎏、シリアル、缶詰な

どを配布したと聞いた。また立命館生協

によれば、7月に大学生協関連の住宅斡

旋会社が、COOPマンションに住む学生

500人に一人1,500円相当の食材を提供し

たとのことである。 

 立命館大学と野路町とのお付き合いと

して特筆したいのは、理工学部都市計画

研究室が地元住民と共同して取組んでき

た地域交流スペース「のじのじカフェき

らく」である。昨年2月から月曜日と木

曜日の週2回カフェが開かれて、学生も

スタッフとして参加することになった。

しかし残念ながら、コロナ感染症の拡大

のため学生の参加は中止となってしまっ

た。 

 野路町内会のみなさんと相談の上、町

内会から住民に食材提供の協力を呼び掛

けていただくこと、会場は「のじのじカ

フェきらく」を開催している新宮神社内

の会館で、学生への広報については、教

員を通じて大学の学生部や国際部などに

依頼すること、開催日時は年が明けた 

1月25日（月）13時30分から、などを確

認した。 

 

当日の様子 

 開始予定時間の30分前から何人かの学

生が、新宮神社の鳥居のあたりに佇んで

いるのが見えたので、新宮会館の中に呼

地域と大学が取組むフードバンク 
 

 佐藤卓利（立命館大学） 



び入れて、「のじのじカフェ」のスタッ

フ（地元の女性7名）が、あらかじめ用

意したおにぎり・ぜんざい・やきもちな

どを食べてもらうことにした。当初、新

宮会館の中で食材提供をしようと計画し

ていたが、当日は晴天で気温も高かった

ので、急遽、鳥居横の駐車スペースを使

わせてもらうことにして、中から長机 

7脚を運び出して食材を並べた。13時30

分の開始までに、20人くらい並んでいた

のではないかと思う。 

 町内の人びとも関心を持って集まりだ

し、鳥居の周辺は大変にぎやかな雰囲気

となった。並んだ人たちには、お米・乾

麺・インスタントラーメン・レトルト食

品・カップ麺・缶詰・サツマイモなど、

いろいろな食品の中から一人4種類を選

んで持ち帰ってもらうということで、

「どれにしようかな」と迷っている人も

多かった。町内の人が、机の上の食品を

手に取り「これも持って行き」と、手提

げ袋の中にプラスアルファの食品を入れ

てあげるという光景も見られた。「おな

かのすいている人は、中でおにぎりなど

どうですか」と呼びかけると、20人以上

が体温チェックと手のアルコール消毒を

したうえで、中に入っておなかを満たし

てくれた。 

 アンケートには、「おかげで今月も食

べることができます。ありがとうござい

ました。」「一人暮らしで、食材配布助

かります。有難うございました。」「下

宿生なのでとてもうれしいです。」など

の感謝の声が寄せられた。当初予想して

いた以上に多くの人に食材を提供するこ

とができたのは嬉しい誤算であった。

「先着順に30名に手渡しいたします」

と、この取組みを知らせるビラには書い

たのだが、実際は47人に食材を提供する

ことができた。幸い野路町内のみなさん

から寄せられた食材に余裕があったた

め、予想を大きく超えた人数にも対応す

ることができた。 

 

反省会と今後の予定 

 先日、第1回「のじのじカフェ・フー

ドバンク」に関わった野路町内会と立命

館大学の関係者で反省会を開催した。あ

らためて町内のみなさんの高い関心と協

力に感謝するとともに、地元で暮らす学

生たちの生活のきびしさを認識すること

になった。京都の立命館大学のキャンパ

ス近くで、同様の活動をされた人から聞

いたところでは、回を重ねるごとに希望

者が増えるとのこと。それで第2回は70

名を最低の人数と考えている。 

 第1回の取組みの経験を活かし、第2回

を3月22日（月）13時30分から15時30分まで

開催することにした。無理なく・楽し

く・末永く取組みたいと思う。 



京  都  観  光  は  誰  の  た  め  の  も  の  か 
   －１人１泊１３０万円のスイートルームの報道に接して 

弁護士 中島 晃 

  新聞報道によると、三井不動産は２０２０

年１１月から二条城東側に新しくラグジュ

アリーホテル「ホテルザ三井京都」を開

業した。このホテルの最高級スイート

ルーム（１室）の宿泊料金は１人１泊 

１３０万円だという。 

 

 いうまでもなく、二条城は世界遺産

「古都京都の文化財」にも登録されてい

る京都を代表する重要な歴史的建造物で

あるが、この二条城を一望できるホテル

の客室には露天風呂もついている。 

 

 １人１泊１３０万円という超高級のス

イートをもつラグジュアリーホテルの出

現は、現代社会における格差拡大をあお

り、差別と社会の分極化をそのまま京都

観光に持ち込むものであって、格差社会

の是正に逆行するものである。 

 

 世界遺産は登録資産だけではなく、

バッファゾーンとよばれる周辺地域の環

境が一体として保存されることで、はじ

めてそのすぐれた価値を後世に伝えるこ

とができる。このため、周辺地域に住む

人々はバッファゾーンの環境保全のため

に建物の高さ規制などを受け入れるとと

もに、地域の環境保全のためにさまざま

な取り組みを進めてきた。二条城周辺地

域の住民もまた、そうした努力を重ねて

きたことはいうまでもない。 

 

 こうした地域住民の努力にただ乗りす

る形でホテル事業者が暴利をむさぼるこ

とは、はたして許されることなのであろ

うか。しかも、事業者の収益の大部分は

本社に吸い上げられて、地元には殆んど

還元されない。 

 むしろ、周辺地域は地価高騰のあおり

をうけて、固定資産税等の税負担が増加

し、賃料の高額化などにより住民が住み

続けることを困難にして、住民の住み続

ける権利を危うくするものである。 

 京都の歴史的文化的環境は、貧富の格

差にかかわりなく、広く多くの人々が等

しく享受できるものでなければならず、

限られた富裕層だけが堪能できるという

のは、京都観光のあり方をゆがめるもの

である。 

 

 このように見てくると、ラグジュア

リー観光は、京都観光の基礎にある京都

の伝統や文化を支えてきた住民の、京の

町中に住み続ける権利を奪い、観光のあ

るべき姿を根本からそこなうものといわ

なければならない。 

 

 そうすると、ラグジュアリー観光を推

進してきた京都市長やこれに便乗し今回

のホテルを開業した三井不動産の社長

は、歴史に逆行する愚行を犯していると

いっても過言ではない。 

 

 いまあらためて京都観光は一体誰のた

めのものか、きびしく問われる必要があ

る。 

                   

（追記） 最近判明したことだが、二条

城北側には、高級ホテルを世界展開する

「シャングリ・ラホテル（香港）」が進

出する。おそらく、このホテルの高級ス

イートの宿泊料金は１人１泊２００万円を

こえるだろうといわれている。 



連載 「研究所の資料棚」 （３）  

70年知事選挙・71年京都市長選挙の記録集 

内野 憲（京都自治体問題研究所・理事） 

◇70年4月の京都府知事選挙の記録集 

      （候補者・蜷川虎三 6選目） 

選挙母体「明るい民主府政をすすめる

会」が発行したＡ４版320ｐの冊子です。

70年4月の選挙戦は、20年間すすめられて

きた府民本位の民主府政を発展させるの

か、日本の政治戦線で初めて自民・民社・

公明の反動連合に府政を委ねるのかが問わ

れる、全国的意義を持つ選挙となり、革新

と保守の全国的な力が結集されたすさまじ

い一大政治戦でした。「明るい民主府政を

すすめる会」（1970年1月23日に23団体で

結成）に結集した諸組織は、約 400種・

5000万枚のビラを配布しました。 

 候補者との政策・選挙体制についての協

定書、会機関紙「明るい民主府政」の第１

号～16号と号外、会の全戸配布ビラと階層

別・分野別ビラ、民主団体・労働組合・政

党の機関紙の一部が掲載されています。相

手陣営「京都を明るくする会」の機関紙

「若い京都」・ビラも掲載されています。 

 「民主府政の会」代表委員の堀江友広氏

は発刊の言葉で、「（本記録集は）日本を

二分した京都府知事選挙の激闘の中で、両

陣営から必死の形相で発せられた言葉の一

切を、永久に消えることのない活字で残し

た一大収録であり、これは一般人にとって

も、東西古今類を見ない稀有の貴重な文献

である」と述べています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇71年２月の京都市長選挙の記録集 

         （候補者・舩橋求己） 

選挙母体「明

るい民主市政を

すすめる会」が

発行したＡ４版

72ｐの冊子で

す。革新と保守

との全国的な激

しいたたかいで

あった前年70年

知事選挙の経験

が生かされ、社

共両党をはじめ

21団体で「明る

い民主市政をすすめる会」が組織され

（1971年1月28日）、カバ・ゴリラ大作戦

（水中に隠れたカバ（自民党）の背中に民

社党出身の候補がゴリラとなって踊る：田

中角栄自民党幹事長）を打ち破り、17年ぶ

りの民主市政を誕生させた戦いの記録集で

す。 

 

◇上記以外の知事選挙・京都市長選挙の記

録集 

下記の知事選挙、京都市長選挙について

は、選挙母体が編集・監修した記録集がそ

れぞれ発行されています。（候補者の敬称

略） 
 

  ＜知事選挙＞ 

1978年4月 杉村敏正 1986年4月 吉田隆行 

1994年4月 木村万平 1998年4月 森川 明 

2002年4月 森川 明 2006年4月 衣笠洋子 

2010年4月 門 祐輔 2014年4月 尾崎 望 

2018年4月 福山和人 
 

  ＜京都市長選挙＞ 

1989年8月 木村万平 1993年8月 井上吉郎 

1996年2月 井上吉郎 2000年2月 井上吉郎 

2004年2月 広原盛明 2008年2月 中村和雄 

2012年2月 中村和雄 2016年2月本田久美子 

 



 「神様」は、１９９４年に「第１回パスカル短

編文学新人賞」を受賞した川上弘美のデ

ビュー作だ。同じアパートに住むくまと主

人公のわたしが川原へ散歩にでかける話

で、川上は、わたしとくまの交流を通して、

何気ない日常のあやふやな感覚を描こうと

したものといっている。賞の選者の一人で

ある井上ひさしは、「読んで気持ちよくな

る、とてもいい話」、「隣人とか、人間と動

物の関係を掴まえ直すたいへんいい薬を含

んでいる」と評した。 

 

 ２０１１．３．１１、福島原発事故。川上は    

「２０１１年の３月末に、わたしはあらためて、

『神様２０１１』を書きました。原子力利用に

ともなう危険を警告する、という大上段に

かまえた姿勢で書いたのでは、まったくあ

りません。それよりもむしろ、日常は続いて

ゆく、けれどその日常は何かのことで大き

く変化してしまう可能性をもつものだ、と

いう大きな驚きの気持ちをこめて書きまし

た。静かな怒りが、あの原発事故以来、去り

ません」と「神様２０１１」創作の思いをあと

がきに記している。 

 

 池澤は、福島原発事故、「それを文学はど

う伝えるか、川上弘美のこの作品は速やか

な回答だった」といい、「かって書いた『神

様』という不思議なくまの話の数箇所を書

き換えるだけで３．１１以降の異常な日常を

表現」したと評価している。それが可能だっ

たのは川上がもともと日付のない小説を書

いてきたからだという。斉藤美奈子もどこ

かで、川上文学は「今風の風俗」とは無縁だ

からいつの時代の作品といわれても疑いを

はさまない、といっていた。 

 

 この小説の妙を紹介するため小説の最後

の部分を引用する。数箇所の書き換えでこ

れ程までに小説の内容が変えられることに

驚嘆するとともに、池澤の個性的な個人編

集であるこの日本文学全集は私に新たな期

待を抱かせ、読もうという意欲を引き起こ

してくれる。 

 

 「部屋に戻って魚を焼き、風呂に入り、寝

る前に少し日記を書いた。熊の神とはどの

ようなものか、想像してみたが、見当がつか

なかった。悪くない１日だった」（「神様」）。 

 「部屋に戻って干し魚をくつ入れの上に

飾り、シャワーを浴びて丁寧に体と髪をす

すぎ、寝る前に少し日記を書き、最後に、い

つものように総被爆線量を計算した。今日

の推定外部被爆線量・３０μＳｖ、内部被爆線

量・１９μＳｖ。年頭から今日までの推定累積

外部被爆線量・２９００μＳｖ、推定累積内部被

爆線量・１７８０μＳｖ。熊の神とはどのような

ものか、想像してみたが、見当がつかなかっ

た。悪くない１日だった」（「神様２０１１」）。 

私の本棚 書籍紹介                              藤井 一（京都自治体問題研究所理事） 

神 様 ／ 神 様 ２０１１ 
（池澤夏樹＝個人編集「日本文学全集２８近現代作家集Ⅲ」より） 

  

〔神様〕 

中公文庫  

2001/10/1 

〔神様２０１１〕 

講談社 

2011/9/21 



 2月の花と言えば梅。京都では北野天

満宮が超有名ですが、今回は下京区の梅

小路公園内の「梅こみち」を訪れまし

た。 

 緊急事態宣言で外出自粛など、我慢の

日常のなか、2月初旬に訪れた梅小路公

園は、晴天に恵まれ家族連れ等が集って

いました。小川で遊ぶ子どもたち、ラン

ニングする人や楽器の練習をしている人

も。 

 

 「梅こみち」には14種、140本の梅の

木が植えられており、見ごろの時期には

梅の剪定講習会などが企画される「梅ま

つり」が取り組まれています。 

 昔、梅小路は幅約12メートルの小路と

して作られ、名称は平安時代にさかのぼ

ります。付近は平家一門の邸宅群でし

た。江戸時代はほとんどが田畑となり、

明治・大正を経て梅小路公園部分を合わ

せて22万坪の敷地が買収され、京都の貨

物を担当する駅となっていました。 

 現在は、梅小路公園に、鉄道博物館、

水族館、ホテル等が立ち並び観光・レ

ジャーの場に様変わり。周りに飲食店が

立ち並んでいますが、西大路まで西へ続

 

街角カメラ探訪 ３    「梅にかさねて・・」     竹田 緑  

く地元商店街で賑わっていた七条通り

は、ただの大きな道でしかなくなりまし

た。 

 

 梅こみち等を散策しながら、時の流れ

の中での変化は、住民の暮らしを豊かに

してきたのか・・と。 

 梅の花言葉は、最盛期が2月とまだ寒

さ厳しい時期に、凛と咲き誇る梅の姿か

ら「高潔・気品・忍耐・忠実」などとさ

れています。その花言葉のように自粛生

活に耐える住民を癒してくれる梅の姿、

政治家たちも寒風に耐える梅のように国

民の困難を支えてくれることを望みたい

ですね。 

小川で遊ぶ子どもたち 

青空に映える梅 

「梅こみち」の白梅 



交流のひろば／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 

94th ツキイチ土曜サロン 

・開催日 ３月20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＞ 

宝島新書「菅義偉 不都合な官邸会見録」

（望月衣塑子、2021年1月、800円＋税） 
 

 「それは批判にあたらない」－安倍政権時

代、不動の官房長官として政府の立場を語

り続けてきた菅義偉首相。数々のスキャン

ダルを退けてきた「管話法」の本質が、いま

明らかになろうとしている。政権を揺るが

第5回理事会 3月9日開催 
 

 第５回理事会は、２０２１年度事業計画、

予算案を議論し確定します。 

予算議会 必携! コロナ禍の自治体予算を考える 

宇治自治体問題研究所ホームページ 

QRコードができました！ 
https://ujijitiken.wixsite.com/home 

 

 

した「森友・加計学園問

題」や「桜を見る会」疑惑

について、時の官房長官

が語ってきたことはすべ

て「虚偽」だったのではな

いか。言葉を持たぬ首相

の「リーダーの資質」を検

証する（宝島社）。 
 

 

 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（現在懇親会は中止）。 

申
し
込
み
は 

 
京
都
自
治
体
問
題
研
究
所 

 
  

ま
で 


