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医療福祉施設、そこで働く労働者に求められるもの
丹後ふるさと病院事務長 山本 智之

特別養護老人ホームふるさとでは、
2016年３月より入所申込者一人一人のご
自宅等へ訪問し、直接お話をうかがった
上で入所者選考を行っています。申込書
やケアマネジャーからの情報提供書はあ
りますが、それぞれA３用紙1枚のみで、
限られた情報しか記載されておらず、情
報自体が古かったり不正確なケースも
あったりしたからです。2017年1月まで
に約200人の申込者への訪問を行ってい
ます。
ある申込者の事例
木造2階建ての玄関の引き戸をあける
と中は真っ暗でしたが、「こんにちは」
と声をかけたところ、奥のほうから高齢
の女性が迎えてくれ、電気をつけてくれ
ました。広い土間の玄関は、上がり框が
高く、高齢者には昇り降りが大変そうで
した。女性は申込者の妻Aさん（80代）
で、足腰が悪いとのことで膝をさすりな
がら中へと案内してくれました。
Aさんは夫（80代）と二人暮らし。夫
婦で農業をして生活されてきたとのこ
と。半年前に夫が自宅で転倒し介護が必
要な状態になったといいます。今は老人
保健施設に入所しているが、まもなく退
所しなければならない。しかし自宅での
介護は不可能であり特別養護老人ホーム
への入所を希望している。息子が2人い
るが、2人とも遠方で生活しており、次
男が1週間に1回くらい帰ってくる。車も
運転できないため、次男が帰ってきたと
きに一緒に夫の面会に行き、自分の食料
を1週間分買って帰って生活をしている
とのことでした。そのような話をひとと
おり伺った後、Aさんが
「それで入所するにはいくらかかるんで

すか。」
と聞いてこられました。
わたしたちの老人ホームは全室個室で
あり、入所費用は通常月13万円程です。
ただし所得に応じて減免制度があり、A
さんの場合、収入が国民年金のみであっ
たため月々6万円程度となる見込みでし
た。
Aさんは悲しそうに、
「うわー。6万円もかかるんですか。年
金から保険料やなんやらひかれたらとて
もじゃないけど払えんです。どうしたら
ええんですか。」
とおっしゃいました。入所したくても経
済的な問題であきらめざるを得ない現実
を目の当たりにしました。

他にも、申込者である夫と妻とあわせ
て年金が月50万円程度あるが、子どもさ
んやお孫さんの生活費にその年金を充て
なければならないため入所が困難な事例
や、入所を待っている間、小規模多機能
施設を利用し、1週間のうち3日をショー
トステイ、3日をデイサービス、1日をヘ
ルパーでつなぎ、独居のためヘルパーが
訪問するときは遠方から子どもさんが仕
事を休んで帰らなければならない事例な

ど、訪問活動を通じて住民の深刻な生活
実態を次々と知る事となりました。
京丹後市の経済
私たちの施設がある京丹後市は経済が
衰 退 し、市 内 の 事 業 所 数 は 1991 年 の
9012ヶ所から2014年4511ヶ所へと20年で
半 減 し ま し た（「事 業 所・企 業 統 計 調
査」）。所得も府平均より著しく低く、
生活困窮は深刻です。最近では国保の差
し押さえが急増し、大阪社会保障推進協
議会の調べでは、差し押さえ件数は2010
年 度 107 件、2011 年 度 243 件、2013 年 度
576件と急増し、2014年度259件と高止ま
りしています。
丹後地方は丹後ちりめんの産地として
経済的に発展しました。しかし、最盛期
の1973年の919万反から2015年の35万反
にまで落ち込んでいます。
特養に隣接する丹後ふるさと病院で
も、支払いが困難で入院できない、リハ
ビリや検査を受けられないという患者も
多くなっています。
医療福祉施設、そこで働く労働者に求め
られるもの
医療や福祉は、自治体等の公的機関、
民間など経営形態に関わらず公共性の高
い事業です。したがって住民、患者、利
用者の立場に立った経営、運営が強く求
められます。
国は社会保障費における国民負担を増
やす政策を進めており、経済的理由で医
療や福祉を受けられない人たちが今後も
増えるおそれがあります。そのこと自体
大変な問題ですが、一方でわたしたち医
療福祉施設やそこで働く労働者のあり方
も問われているのではないでしょうか。
たとえば、病院に入院した際に、高い
「差額ベッド料」の支払に困る例が報告
されています。
厚生労働省が約138万床の病床に対し
て行った調査（「主な選定療養に係る報
告 状 況」）に よ れ ば、2015 年 7 月 1 日 現

在、差額室料の対象となる病床は26万
7196床で、全体の19.4％に上っており、
2006年7月1日現在の24万3060床から約2
万 4000 床 増 加 し てい ま す。1 日 平 均 額
も、2006年の5,617円から5,820円に増加
しており、2週間の入院であれば医療費
以外に部屋代として81,480円を支払わな
ければならないことになります。また、
差額ベッド料は、あくまで患者がその病
床を希望した場合に徴収できるものであ
り、病院側の都合で病床を利用した場合
は徴収できませんが、病院都合の場合で
も徴収する例が報告されています。
他にも大病院等で紹介状なしで受診し
た場合に保険外負担を求めたり、送迎費
用を徴収したり、未収金回収に弁護士を
入れて取り立てるなど、患者、利用者の
立場に立っているとは言えない状況が生
まれています。
私たち医療福祉施設や労働者の中に、
患者や利用者から「もらえるものはも
らったらよい」との考えがもしあるとす
れば、それは住民生活の実態とあまりに
もかけ離れている考えではないでしょう
か。
訪問活動を通じて知った現実の中で、
私たち医療福祉に携わる者は、改めて自
らのあるべき姿について、襟を正して考
え直さなければならない、そのようなこ
とを考えさせられました。

わからないことは聞いてみる
佐藤 卓利 （立命館大学経済学部教授）
「終の棲家は・・・」その後
今週の月曜日朝一番の新幹線で京都を
発って5日目、今は金曜日の朝です。これ
から広島のホテルでこの原稿を書き始め
る と こ ろ で す。家 を 売却 し てグ ル ープ
ホームと有料老人ホームにそれぞれ入居
した妻の両親のことは、以前にこの欄で
書きましたが、今は二人とも病院に入院
中です。義母は昨年12月末から、義父は
今週月曜日からです。義父は火曜日に10
年前に身体に埋め込んだペースメーカー
を新しいものと交換するために入院した
のです。
妻と私は広島に着くと直ぐに病院に向
かわずに区役所に行きました。義母の身
体障害者手帳の更新手続に必要な医師の
診 断書のフォーマットをもらうためで
す。「滋賀県から来た」というと受付の
職員さんは「まあ大変ですね」と同情し
てくれて、親切に対応してくれました。
私は妻に付き添っているだけで、手続き
はすべて妻がしたのですが。
パルスオキシメーターって何ですか？
軽度の認知症である義父は、昨年末か
ら行動に異変が生じていたようで、施設
長さんから入院の数日前に電話がありま
した。確かに数カ月ぶりに会った義父は
無表情でした。火曜日の朝に行われた手
術は無事終了し、病室に戻った義父の意
識はまだ十分に回復していませんでした
が、執刀医の「大丈夫ですか」という問
いかけに頷いていました。
ふと見るとホッチキスのようなもの
が、義父の人差し指を挟んでいました。
その機器に示された数字を見て、執刀医

は「・・・が、92 だ から 大 丈 夫 で し ょ
う」と 私 た ち に 告 げ ま し た。私 は
「・・・」が何を言っているのかわから
なかったので、「92の単位は何ですか」
と聞いたところ、ちょっとムッとした感
じで（これはあくまで私の主観です）、
「パーセントです」と答えられました。
92とは血中酸素飽和度が92％という意味
だと教えていただきました。その機器に
は56という数字も表示されていました
が、これは心拍数だということでした。
次の日、看護師さんが来られた時に、
執刀医に聞きそびれたその機器の名称を
聞き来ました。それは、パルスオキシ
メーターというそうです。この日の血中
酸素飽和度は、95で身体に充分な酸素が
供給されているとのことでした。
義父の回復
木曜日には精神科のドクターが3人
（多分1人は指導医で、2人は研修医だと
思いますが、それは聞けませんでし
た）、義父のベッドサイドまで来てくれ
ました。私たちがドクターに告げたの
は、手術前と後での義父の表情の変化で
す。無表情であった義父は、ペースメー
カーを交換した翌日から、表情が豊かに
なり、私たちとの会話もできるようにな
りました。そのドクターがいうには、古
いペースメーカーの機能低下が心不全の
原因となり、そのことが義父の認知症を
悪化させたかも知れないということでし
た。もしそうであれば、認知症は治らな
いけれども、以前の「好々爺」の義父に
戻ってくれるでしょう。

おカネの循環、モノ・サービス・エネルギーの循環を
鈴木宏介（中京民主商工会事務局員）
1月29日（日）、こどもみらい館で「ぐ
るぐる循環ネットワーク」結成記念シン
ポジウムが開催されました。昨年1月末に
行われた「中京区経済問題懇談会」を起点
に、地域のつながりを強めて地域循環型
の経済社会を実現していこうと、1年間か
けて結成を準備してきました。
コーディネーターを務めた京都大学大
学院経済学研究科の岡田知弘教授が基調
報告を行い、地元の中小企業、地方自治体
などが主体となって、おカネの循環、モ
ノ・サービス・エネルギーの循環をつくっ
ていく必要があることを指摘。大分県の
由布院や長野県の栄村など、先進的な自
治体の事例を紹介しました。
続いて4人のパネリストが報告しまし
た。
「NPO法人 市民共同発電をひろげる城
陽の会」の杉浦喜代一さんは、「福島原発
事故をきっかけに『原発ゼロの会』を立ち
上げたが、原発なしでどうするのかとい
う疑問に答えようと、自分たちで発電す
る取り組みを始めた。太陽光パネルをつ
けたいという人の背中を押したり、再生
エネルギーや節電についての情報提供を
したりしている。」と報告されました。
明倫自治連合会の「まちづくり委員会」
に参加している井上成哉さんは、
「自治会
というのは行政の下請けのような性格が
強かったと思うが、住民が自分たちで地
域の問題を解決していくというあり方を
つくっていく必要があると思う」と問題
提起されました。
小学校養護教諭の平井みどりさんは、
「コミュニケーションがうまくとれず、
保健室に登校してくる子どもたちの背景
を探ると、保護者が離婚するなどして、親
が子どもときちんと関われていないと
か、貧困だとかの問題が見えてくる。何と
かしたいとは思うが、一職員としてはな

かなか踏み込めない。京都市は電子黒板
などモノにはお金をかけるが、養護教員
の増員だとかスクールカウンセラーの充
実など人の配置におカネをかけてほし
い」と訴えました。
三条商店街・馬場商店の馬場雅規さん
は「一昨年のプレミアム商品券について、
商店街としては地域の小売店だけで使え
るものにしてほしいと強く要望したが、
結局、大規模な店舗でも使えるものに
なってしまい、大半がスーパーや大型店
で使われたのではないか。40億の補助金
を地域でぐるぐる循環させる仕組みがつ
くれたはずなのに、東京や大阪に流出し
ただけで終わってしまった」と報告しま
した。
会場からの発言も交えて行われた討論
では、「中京区でのエネルギー自給」「子
どもたちの放課後のあり方」
「マンション
住民と町内会の関係」などについて活発
な意見交換が行われました。
岡田先生は、
「産業だけでなく、
子ども、
エネルギー、新旧住民の関係など、様々な
視点から問題が提起され、中京区のこれ
からを考えていく上で、視野を広げる良
いきっかけになった。中京区は狭い地域
だが、多様な生活・歴史を持っている。足
元を調べながら情報を発信していくのは
ワクワクする取り組み」とまとめました。
最後に「ぐるぐる循環ネットワーク」の
呼びかけ人である原田完府会議員より、
今後の活動について、様々な講師を招い
ての定期的な学習会を行っていくこと、
中京区にある様々な「お宝」を発掘してい
く取り組みを行っていくこと、2020年の
京都市長選挙に向けて地域振興政策を提
案していくこと等が提案され、確認され
ました。

地域の宝物である学校の灯を消すな
―「学校の再編・統廃合と小中一貫校」の考察―
大平 勲 （京都教育センター）
１．学 校はそ こに住む人 の「宝物」、「原風
景」のひとつ
日本の公立学校は、その多くが明治５
年の学制施行以降、明治３３年の第３次
「小学校令」で義務教育制度（尋常小学
校４年）が確立されることになり、全国
各地で地元財政や篤志家寄金によって役
場などと併せて設立された。そうした由
緒ある公立学校が「時代の波」（少子化
や「切磋琢磨」による競争教育など）に
よっていとも簡単に消えていく現象がこ
の１０年あまり全国的に広がり、文科省
資料によっても毎年４００～５００校の
小中高校が廃校になり２００３年以降に
急増している。
学校はそこで学ぶ子どもたちや保護者
の場であることにとどまらず、その地域
に住む人々やそこで学んだ卒業生や設立
や維持に尽力された先人たちの「拠り
所」として存在する地域の「宝物」であ
り、幼少期の思い出を想起する場として
心に生きる「原風景」の一つであるとよ
く言われる。
２．こうした動きの背景に何が？
学校の統廃合はそれだけの施策では
「学校リストラ」そのものになるので、
そのムチを緩和するアメ的な施策として
打ち出されているのが「小中一貫教育」
の推進である。こうした動きの背景に
は、今世紀に入って加速した小泉政権以
降の「新自由主義」や「規制緩和」を基
軸としたグローバル社会での「生き残り
戦略」があるが、教育基本法の「改正」

を強行した（２００６年）安倍政権に
なって教育の分野に広げられ、「教育再
生」の名による「教育改革」施策が教育
的な論議を経ないままにトップダウンで
遂行されてきた経緯がある。その「元
凶」にあるのが次の国家戦略である。
１つは財務省が進めている施策で、各
自治体に「公共施設等総合管理計画」の
策定を求め、公共施設の「整理・統合」
の数値目標を定めさせていることがあ
る。そして２０１４年に教育委員会が
「総合教育会議」に改変され、首長も参
加して主導するようになって統廃合に拍
車がかかるようになった。もう１つは、
こうした財務省の圧力に屈した文科省が
２０１５年１月に５８年ぶりに「学校統
廃合の手引き」を改正したことがあげら
れる。そこでは、単学級（小６、中３学
級）以下の学校は「統廃合の適否の速や
かな検討」に加えて、通学時間をバスな
どの利用で１時間以内に拡大するもので
ある。
３．京都の状況
京都市では、この３０数年間で６８小
学校を１７校に再編統廃合し、明治２年
以降各町組に町衆の寄付金でつくられた
６４校の番組小学校も殆どがトップダウ
ンの手法で統廃合され、今では８校だけ
を残すに至っている。９０年代に入り、
それと併行して推進されたのが小中一貫
教育であり、１９９５年に１０校を廃校
にして開校した御所南小・高倉小は「学
力伸長」を看板としたエリート小学校と

してマンモス化し、改めて分離新設する
という歪んだ再編を余儀なくされてい
る。また小中一貫校の開設を急ぎ、周辺
地域の花脊小中学校、京都大原学院に続
い て 東 山 開 睛 館 小 中 学 校（２ ０ １ １
年）、凌風学園（２０１２年）、東山泉
小中学校（２０１４年）を設立し、今後
も北桑・京北地域や伏見・向島地域での
新 設 を目論ん でい る。そし て、廃校 に
なった中心部の小学校跡地も「経営資
源」として民間企業の営利の場に提供し
ようとしていることに対して、「跡地は
住民の財産である」との視点での新たな
運動が起こりつつある。
京都府内にあっては京都市のように急
激な学校リストラは行ってこなかった
が、この１０年間に亀岡以北の北部地域
で小中学校の再編計画が具体化し、府立
高校の統合再編も丹後地区や口丹地区な
どで企てられている。ここでは、京丹後
地域の小・中学校統廃合について考察し
たい。京丹後地域は旧６町時代にあって
は、時計台付きのモダンな設計の学校が
「住民と教職員の創意」によって存在し
たことに象徴されるように、過疎地の小
規模学校であっても統廃合には手が付け
にくい「住民の力」が機能していた。し
かし、２００４年に６町が合併し京丹後
市となり総務省天下りの中山市政が誕生
して以来、強権的な手法で統廃合がすす
められた。２０１０年には「今後１０年
間で小学校３０校を１２校に、中学校９
校を６校に再編し、将来的には旧６町単
位で１小学校１中学校の小中一貫校をめ
ざす」とした「再配置計画案」が発表さ
れ、住 民 ら か ら「反 対」「撤 回」「拙
速」などの声が相次いだが、市議会承認
後は反対運動も下火になり、統廃合に向
けての施策が「粛々」と実行されていっ
た。その結果、２０１５年までの５年間

で３１小学校が１９校に、９中学校が６
校に統合され、全国的にも異例といえる
半減に近い学校リストラが一気に遂行さ
れた。
施設一体型の小中一貫校も京都市内に
続いて宇治黄檗学園（２０１２年）、福
知山市夜久野学園（２０１３年）、綾部
市上林小中学校（２０１５年）、亀岡市
川東学園（２０１５年）などが設立さ
れ、今後綾部市東綾中地域や福知山市三
和・大江地域での開設が企てられてい
る。その一方で、こうした学校再編が住
民無視のもとで強行される中にあっても
「小規模校をつぶすな」の声を上げる幅
広い地元住民の運動が展開されている。
例えば、旧福知山市内の天津、上六人
部、金谷、佐賀などの小学校は３０人に
満たない全校児童であるが、退職教職員
などで組織された「教育ネット」や保守
層・古老が「学校を残せ」の声を上げた
結果、簡単には統合できない状況を生ん
でいる。
４．まちづくりの課題と結んで、「学校残そ
う」の大運動を
これらは教育の問題として教育委員会
やＰＴＡ組織の課題として狭く扱われて
いることが多いが、学校の存続問題は、
そこに住む人やそこから巣立った人々の
故郷の未来が問われるテーマであり、そ
の地域の発展的存続を願う「まちづく
り」の問題そのものであり、その視点で
の運動の展開が必要である。地域に学校
が存在するデメリットは何もない。２月
２６日に京都で開催される「第７回全国
交流集会」では全国的な状況の教訓的な
運動が報告され学ぶ点も多く期待されて
いる。

交

流 の

広

場

開 催 迫 る ！！
学校統廃合と小中一貫教育を考える

第7回全国交流集会in京都
日 時 ２月２６日（日）１０：００～１６：４５
会 場 キャンパスプラザ京都
内 容
基調報告「学校統廃合、小中一貫教育
をめぐる全国の情勢と課題」
和光大学教授・山本由美さん
パネルディスカッション
「地域こわしと学校統廃合」
コーディネーター
立命館大学教授・平岡和久さん
分科会 ４分科会あり
問い合わせ先

京都教育センター

バイバイ原発 3・11きょうと
高浜原発動かすな！福島に思いはせ
みんなでデモしよう！
◆ 3月11日(土) 13時30分～
◆ 円山公園音楽堂
スピーチ
長谷川健一 福島県飯館村酪農家
鹿島啓一
高浜原発差止訴訟弁護士

3・18 さよなら原発 in 舞鶴
高浜原発再稼働STOP！
安全・安心な自然エネルギーへ！
◆ 3月18日(土) 12時～
◆ 舞鶴市総合文化会館
さよなら原発集会「福島からの報告」
「生業を返せ、地域を返せ！」
中島孝さん 福島原発訴訟原告団長

北部自治体学校
みんなで考えよう！住民の
暮らしを守る自治体の役割
－「公共サービスの産業化」、住民と
自治体職員との協働－
安倍内閣は、「骨太方針2015」で、
「公 共 サ ー ビ ス の 産 業 化」方 針 を 決
め、財政誘導をてこにトップダウンで
地方自治体へ押し付けています。京都
府北部でも宮津市給食センターの民設
民営化、福知山市・京丹後市の窓口業
務の外部委託化の動きがあります。
「公共サービスの産業化」の動きの
背景と、住民生活への具体的な影響を
明 ら か に し て、公 共 サ ー ビ ス の あ り
方、自治体の役割を学習します。
講 演
「公共サービスの産業化」で誰が幸せにな
るのか～自治体は誰のもの？～
岡田知弘氏（京都大学大学院教授）
報告①
自治体職員の役割とやりがいってナニ？
大石真紀子氏（長野県阿智村職員）
報告②「丹後地域づくり研究会」の活動
糸井元彦氏（同研究会事務局）
日 時 ３月４日（土）１３：３０～１６：４５
会 場 綾部市ITビル多目的ホール
問い合わせ先

京都自治労連
京都自治体問題研究所

京からふるさと再生（５４）

福知山市職員組合 橋本俊介

「上下水道事業の民営化について」
今、公営企業の職場においては、団塊
世代の大量退職もピークを過ぎ、再雇用
からの退職時期を迎えています。この
間、定期的な新規採用の無かった事業体
では、年齢構成がいびつな状態におちい
りつつあります。加えて、業務の一部委
託や民営化も進んでおり、技術や技能の
伝承は行われず、自治体から急速にノウ
ハウが失われつつあります。
更に、少子高齢化や節水意識の高揚に
よる料金収入の減少、管路や浄水場施
設・処理場施設などの施設更新による財
政負担の増大等を原因とする経営難と合
わせて、各事業体では、一層の合理化が
求められる状態となっています。
その救世主として、国は「官民連携」
を持ち出し、「水」を商品とする水ビジ
ネスへの展開、上下水道の民営化が推進
されることとなりました。
２００２年に水道法が改正され、「水
道の管理に関する技術上の業務」を第三
者、他の自治体や民間業者に委託する事
が可能となり、多くの事業体が導入しま
した。
また、２０１１年６月に制定された改
正ＰＦＩ法の成立により上下水道事業の
「運営権」を民間企業に売却する、いわ
ゆるコンセッション方式の導入が可能と
なり、「水の商品化」への動きが加速さ
れようとしています。
２０１３年６月には「骨太方針と成長
戦略（第三の矢）」が閣議決定され、２
０１６年までに水道・下水道事業にコン
セッション方式を導入し、水道事業・下
水道事業から各６事業体を目標として推
進することとしました。また、厚生労働
省は官民連携等基盤強化支援業務を進
め、２０１５年度では２事業が採択され
ています。
しかし、水道事業には憲法が保障する

生存権を守る役割があり、それゆえ、地
方自治体が経営する公営企業がその運営
を担ってきました。しかし、一方で水道
法では、市町村の同意を得た場合、市町
村以外の者がそれを経営することが出来
ることを謳っています。
そこで、コンセッション方式の導入へ
と話が進むところですが、ここで、コン
セッション方式のメリットとデメリット
について考えてみたいと思います。
メリットとしては、職員増員の抑制・
経費削減があげられます。これは地方自
治体にとっての理論であって、決して住
民にとっての理論ではありません。
一方、デメリットとしては、事業者が
運営破綻した場合や運営権を取り消しさ
れた場合の事業運営はどうなるのか、が
最初に想定されます。そうなった時、市
町村が一時的に、または、継続的に再直
営化しながら、代替えの民間事業者を探
す事になります。その間の混乱は決し
て、住民に良い影響を及ぼすとは思えま
せん。また、運営事業者が利益を上げよ
とすると、人件費や安全・品質管理費を
削減するか料金を値上げするかのどちら
かに走ることは容易に想像がつきます。
このように、メリットは住民から遠
く、デメリットは住民に近い。このよう
なことが想定される中で安易に上下水道
業務を民間委託にするべきでないと考え
ます。

私の本棚 書籍紹介コーナー

主馬建之助 （長岡京市在勤）

「入門 現代日本の経済政策」
（法律文化社 岡田 知弘, 岩佐 和幸 著 2016年8月 出版 定価 2,800円＋税 )
私は、思うところがあり30歳を超えて
初めて大学に進学しました。その後、大
学院を経て、現在はITとベンチャー支援
施設での仕事をしながら研究を続けてい
ます。研究テーマとしてとりくんでいる
のは、地域経済・地域政策です。特に、
希少生物や歴史・文化など、それだけで
は経済的な価値をあまり生み出さない地
域内の資源をどのように保全し地域おこ
しにつなげていくかに興味があります。
このテーマを考えるようになった問題
意識は、三つあります。
第一は、我が国における地域発展のモ
デルに構造的な変化が生じているのでは
ないかということです。従来、中央政府
が財政資金を地方へ公共事業として投下
し、民間企業も東京に多く集積する本社
が地方の支社工場に資金を投入し、その
結果、地方の所得や雇用が向上するとい
うのが地方発展の定石でした。ところ
が、厳しい財政状況や選択と集中への政
策的変化、少子高齢化などの社会的環境
の変化はこの発展モデルによる拡大再生
産を困難にしています。民間企業におい
ては、製造業の多くが海外へ工場を移転
させており、地域内再投資による維持・
発展を難しくしている現状があります。
第二は、日本社会における「豊かさ」
や「消費」に関する価値観の変化です。
これまでは「豊か」であることは、経済
的に富んでいること、あるいはモノが潤
沢であることと同義でした。しかし、未
曾有の震災は、物量的な豊富さや便利さ
が人間社会にそのまま幸福をもたらすわ
けではないことを突きつけました。さら
に、過労死やブラック企業問題、非正規
雇用の増加といった社会環境の変化は、
豊かさや生き方の意味それ自体へ再吟味
を促しています。これらはすべて、消費
可能なモノが溢れる都市で経済的に繁栄

することが「成功」であると思われてい
た従来の価値に大きな修正を迫るものと
なっています。
第三は、公共政策「市場化」の矛盾で
す。民主党政権時代のいわゆる「新しい
公共」論以降も、従来は公共セクターが
担っていた領域の業務が次々と民間企業
やNPOへ開放されています。それにより
雇用の創出や効率的なサービス供給が実
現したという面も確かにあるのでしょう
が、一方で、市場化になじまない公共空
間の課題が存在します。市場化の過程で
その重要性が認識されず、結果としてこ
ぼれ落ちてしまう地域課題もあります。
これらをどうフォローするかということ
について検討する必要があるのではない
でしょうか。
そこで、お勧めする本は、岡田知弘・
岩佐和幸『入門 現代日本の経済政策』
です。本書は、国土・中小企業・農業・
労 働・医 療・住 宅・コ ミ ュ ニ テ ィ・財
政・金融・科学技術・通商（貿易）・開
発援助の各経済政策について、その分野
の専門家が現状と問題点をとりまとめた
ものです。元々は、大学の学部1・2年生
向けに企画されたようですが、経済学部
出身ではない私のような者でも、日本の
地方が抱える地域問題の概要をとてもわ
かりやすく把握することができます。
「第Ⅰ部 経済政策の枠組み」というと
ころを一読するだけ
でも、今私たちをと
りまく経済にどのよ
うな問題が生じてい
るのかを知ることが
で き、プ チ「地 域 経
済通」にな れます。
オススメです。

カメラ探訪40

新田 能富子

「立誠シネマ」

立誠シネマで、キネマ旬報ベストテン
で2016年日本映画の1位を獲って話題に
なっている「この世界の片隅で」を見ま
した。
立誠小学校は1869年に開校した番組小
学校のひとつで、1927年に現存する鉄筋
コンクリート造校舎が完成し、アーチ型
の玄関や装飾を施したバルコニーなどの
意匠を凝らした外観、漆喰の壁に木の床
が趣き深い校内など、歴史ある建造物と
して魅力に充ちています。児童数が減少
し、1993年3月に閉校しましたが、地域
の方々の取り組みによって、今でも学校
跡地で様々なイベントが開催されていま
す。
またこの場所は、明治時代に日本では
じめて映画の上映に成功した「日本映画
原点の地」でもあるとのこと。その歴史
を受け継いで、校舎の3階には「立誠シ
ネマ」が2013年に開設され、ミニシア
ター系の映画が上映されています。
立誠シネマは40席ほどしかなく、座席
を確保するには前もって整理券付きのチ
ケットを買っておく必要があります。
朝、券を買ったついでに校舎の中を見
学しました。玄関を入った１階正面には
職員室があり、今はカフェになっていま
す。廊下奥の保健室前には立誠小学校の
歴代卒業記念写真が展示されていまし
た。校庭では、数人の男性がテニスをし

ていました。3階に上がると、中央に自
橿室（じきょうしつ）という６０畳の
和室があります。かつては華道茶道、
なぎなたなどのお稽古や、礼儀作法を学
ぶ場として使われていたそうです。こ
の日は閉まっていましたが、「シネマ
カレッジ京都」という、映画人を発掘、
育成する「俳優コース」「脚本コース」
「配給・宣伝コース」の3部門の学校が開
催されているそうです。
立誠シネマに続く廊下には、「この世
界の片隅で」のポスターや原画が展示し
てありました。広島県生まれのこうの史
代さんの漫画をアニメ映画化する資金を
作るために、片渕須直監督はクラウド
ファンディングサービスを利用して、
2015年3月9日に募集を始め、わずか8日
後に目標金額の2000万円を突破し、5月
29日までの82日間で、総額3622万円を調
達したそうです。公開後も、ネットを通
じて映画の評判が広がっていきました。
戦時中、呉で暮らす女性の日常が描かれ
る、どちらかといえば地味な映画です
が、若い人たちの心をつかみ観客動員を
増やして、ミニシアターでの上映から一
般の映画館での公開につながっていま
す。
私が見に行った日も、観客の８割は若
い人たちでした。少しずつ「日常」が奪
われていく中でも懸命に生きていく主人
公を、彼らはどう見たのでしょう？１階
の卒業写真の中に、映画の主人公と同じ
時代を生きた子どもたちも映っていまし
た。この校舎も戦争を生き抜いてきたの
ですね。未来に私たちは何をつないでい
けるでしょう？

事 務 局
スタジアム新用地購入中止を求める署名へ
の賛同が広がっています。同署名ネット事務
局長の片山輝夫さんよりお便りを頂きました
のでご紹介します。
2013年7月のスタジアム用地購入に係る住民
投票条例制定運動以来、反対運動は4年目を
迎えました。この間、駅北開発訴訟、住民監査
請求、建設中止要望署名、新用地購入中止
請願署名に取り組み、シンポジウムを4回開催
してきました。
強引に押し進める京都府・亀岡市ですが、
未だ工事着工の承諾が得られないのは、建設
に課題が山積していることの証明だと思いま
す。この運動を通じ感じた事を列記します。
① 名ばかりの府民参加と情報公開制度
政策の意思決定段階での住民参加が当たり
前なのに、計画検討段階での説明会は開催
せず、結果を知らせる説明会は報告会のみ。
② 専門家に責任を押しつける進め方
保全に係る意見を聞く専門家会議が、いつ
の間にかお墨付きをもらう会議に変質した。
しかも意見は聞くだけで実行せず、責任を押
しつけようとするから、専門家からの反発が高
まっている。
③ 府民が望むスタジアムを検討しない
最初に決まるのは場所と面積ばかりで、「中
身は後から詰める」を繰り返している。
計画（中身）を作成してから、相応しい場所
や面積を決めるもの。
④ 駅北開発（区画整理＆スタジアム）のた
めには何でもあり
先の見通しもないのに、１／１０改修完了で
開発許可した。農地法の脱法的運用で盛土
し、災害に強い京都づくり条例にも違反するな
ど、河川行政はダブルスタンダード状態。また
スタジアムのために、市は都市公園条例を、
府は建築基準法施行条例を改正したが、場所
や中身が変わり結局不要な改正となった。
「府民にとって最良のスタジアム」にするに
は、一旦現計画を白紙に戻すことが必要で
す。そのため、引き続き運動を強めたいと思い
ますので、ご協力をお願いします。

通

信

ツキイチ土曜サロン
＜お気軽に参加下さい＞
題材をもとに意見交換をします。
参加による自由討論もあります。
参加自由、事前申込不要。
終了後のワンコイン懇親会にもどうぞ。
日時：３月１８日（土）午後２時～
場所：京都自治体問題研究所
題材：角川新書「安倍政権を笑い倒す」
（15．7、佐高信、松元ヒロ、800円＋税）
報告者：中川学さん
なぜ話が通じないのか？ 談志が惚れ
込んだ芸人・松元ヒロと佐高信が斬る！
権力者を風刺する毒のある物まねで、多
くの知識人を魅了する芸人・松元ヒロと
辛口ジャーナリスト・佐高信が、積極的
平和主義のかけ声のもと、戦前へと回帰
しようとする安倍政権の矛盾や理不尽
を、笑いによって斬る！（角川書店）。

第５回理事会 ３月１４日開催
第５回理事会は、２０１７年度事業計
画・予算案を議論し確定します。

● 住所変更等のご連絡はお早めに
会費 及び 「住民と自治」誌購読料
が未納の方は３月末までに納入を
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。

●年報第10号論文募集●
(研究所40周年・年報10号記念）

☆特集テーマ：「観光立国を切る」
☆締切り：２０１７年４月１５日
・会員であればどなたでも投稿できます。
・特集テーマ以外でも可。

