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異常な募金要請に

創刊によせて

五年数か月にわたって京都を揺るがせた古都税紛争は︑時間と労力を浪費しただけ

の愚かな争いゆえに︑その恥を天下にさらしてしまった︒﹁伝統と創生﹂をテーマに

した世界歴史都市会議が開かれたが︑住環境の悪化は目を覆うばかりである︒とくに

いほど歴史都市は大きな波にもまれ︑苦悩の渦中にあるといっていい︒その責任の大

ビルの高さ規制緩和にともない古都の風情が歴史の闇に没しかねない︒未だかつてな

数々の負の部分は︑厳しく批判されなければならない︒が︑批判ばかりでは問題の

半は能力を欠いた行政当局であろう︒

解決にほど遠い︒いま︑必要なことは市民が個として自立し︑生き方を含めた新たな

日を共に模索すること︒そして新世紀に耐えうる願望を明らかにすることが今︑求め

価値観の創出ではなかろうか︒同時代を生きるものとして︑京都の現状を鋭く扶り明
られる︒

京都百四十数万市民︑それぞれの京都観があって当然であり︑そのことを抜きにし

て市民の自立を叫ぶのは︑砂上の楼閣でしかない︒﹁多様性の共存と統こという困
ことが重要だろう︒

難な命題が一方にあるものの︑その崇高な理念の実現にむけてまず第一歩を踏み出す

こうして現状認識を踏まえ︑私たちは明日に希望を託して︑ささやかな行動を起こ
る決意を固めた︒

すことを思い立ち︑隔月刊雑誌﹁京都ＴＯＭＯＲＲＯＷ﹂の発刊を自力でなしとげ

京都は出版不毛の地として︑つとに知られる所であり︑過去数々の雑誌が雄途空し

く姿を消していった︒日本の歴史が育んだ豊かな京の町を愛するがゆえに︑覇気ある

提案を読者と共に続けていきたい︒そして︑﹁希望﹂﹁交歓﹂﹁余裕﹂をめざし︑と

Z

もに成長していきたい︒絶望もせず︑楽観もせず⁝︒

京都ＴＯＭＯＲＲＯＷ編集部一同
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グラビアの風景

三田村宗二さんの絵の軌跡

ラを向け︑ひとつひとつメモをと

寺の路地︒心に留まった建物にカメ

典琴謬毒澆鰍蕊玲

電話（241 ） '505

組んでいる︒地上げの跡が目立つ裏

引力の強い町︒距離をおきたくて︑

差⑤二縢砦荻屋

﹁もう西陣から逃れたい︒でも吸

おけない町です﹂・ふるさとへの思

﹁やはり生まれでしょうか︒旧家

づ︵︾○

や老舗︵しにせ︶の重みが直感的に
取材で地元の人の話を聞くことも

わかるんですよ﹂・

あるが︑あくまでも自分の目で選

616

振替（京）

いを画家三田村宗こさん︵五○︶
は︑こう語る︒

昭和十三年︑西陣に三代続く絹糸

問屋の次男として生まれた︒世襲
の道を選ぶ︒京都市立美術大学︵現

ぶ︒それが作家としてのあかしだ︒

﹁百華洛中﹄ですね︒もろいもろい
散り行く華です﹂・

十年後︑今度はわけのわからない
絵で西陣を表現したいという︒
﹁愛情もなく︑ノスタルジーも捨

その頃︑京都はどんな顔をしてい

てて﹂℃

るのだろうか︒

ＰＨＯＴＯと文／中山和弘

（231 ）0616

京都･=11条'j ､11 1角

制︑古い気風︒何もかもが嫌で画家
芸術大学︶入学と同時に町を出︑東

こはやっとこさ残されている町︒

﹁西陣は残っている町だけど︑こ

南アジアやシルクロードの風物な
ど︑日本的でないものを描き続け
︑

一昨年︑京都府の﹁京の四季展﹂

た︒

へのテーマに﹁何気なく﹂西陣の家

並みを選んだ︒三十年振りの町並
み︒

﹁ショックでした︒幼い日々がよ

みがえって︑胸にぐっと来るものが
と思いました﹂・

ありましたねえ・今︑描かなければ
以後ほぼ一年︒外からの目で西陣
れという現実のかっとうは︑二百点

を描きたいという思いと︑西陣生ま
の作品﹁百家百住﹂に結実した︒

現在は中京︑下京の家並みに取り

.夕

献上銘菓家署芋.不光象
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魂の
頑固さと
心の柔軟さ
そして

後者は︑釈放直後︑彼に会いにソウルに行った日本の救

が書き︑話し︑答えたものを集めている︒

前者は︑徐俊植さんが釈放後ほぼ一ヵ月ほどの間に︑彼

って﹂という二冊の小さなパンフレットがある︒

メッセージ﹄と﹃渡韓報告集釈放された徐俊植さんに会

いま私の机の上に︑その後に発行された﹁徐俊植出獄

のすえ︑渭州保安監護所から釈放された︒

／

会見報告集である︒

京都生れの徐俊植さんは︑桂高校卒業後︑すぐに母国韓
国にわたり︑ソウル大学法学部にはいる︒その学生のとき︑

精神の活発さ

I

L

●日高六郎

、

、

、
の刑となった︒

初めて非転向のまま釈放

しかし︑刑期が終了しても解放されない︒当時成立した

社会安全法は︑﹁再犯の恐れ﹂のある政治犯を当局の行政

判断でいつまでも監護処分にすることができる︒

俊植さんはこのやり方で︑二年ごとに拘禁が改められ︑

七年の刑期以後︑さらに十年間！の獄生活を強いられた︒

︿転向﹀書にサインさえすれば︑すぐに釈放すると当局か
ら誘惑されながら︒

、

L

徐俊植さんの﹁出獄メッセージ﹂

I

彼は兄とともにとらえられ︑北のスパイと断罪され︑七年

、

／

／

徐俊植さんは︑去る五月二十五日︑十七年間の獄中生活

／

援活動の関係者及び弟さんの徐京植さんと徐俊植さんとの

／

〆

〆

、
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ヘベ

かったか！︶からの断絶⁝︒

苦痛︒空腹の苦しさ︒文化︵どんなにか彼は音楽を聞きた

独房︒最悪の待遇︒夏の暑さと冬の寒さ︒拷問の極限的

きないように思われる﹂

でなければ︑この現在の困難な状況を切り抜けることはで

インド︶において柔軟︑精神︵スピリット︶において活発

徐俊植さんは︑獄中という﹁困難状況﹂を︑まさに頑固な

勝田さんは︑日本の教師にむかってこの言葉を書いた︒

彼は︑自分自身に打ち克ち︑︿社会安全法﹀が象徴する一

のだと思う︒

ソウル︑柔軟なマインド︑活発なスピリットで切り抜けた

しかし遂に俊植さんは︑初めて非転向のまま釈放された︒

切の権力悪に打ち勝った︒彼は︑シロかクロかの分断論理

し始めた︒

初めて﹂大勢のまえで話をした︒冒頭︑彼は次のように話

﹁人権宣教政策全国協議会﹂で︑徐俊植さんは﹁生まれて

出獄後十日もたたない六月二日︑韓国ＮＣＣ人権委員会

ｌ南でクロであるものが北ではシロであり︑またこの逆で
あるならば︑どうして民族統一がありえようｌを乗り越え
た︒

彼は書いた︒﹁オモニ︑私は出てきました︒こうして一
点の恥もなく︑勝って：．．﹂

徐兄弟たちが﹁真直に﹂生きることをゆるし︑みとめ︑

人間に対する愛

﹁私の特技は︑皆様の前でうまくお話することではなく︑

しめたかったであろうに︒

支え︑励まして死なれたオモニこそ︑その両腕で彼をだき
何が彼の十七年間を支えたのか︒彼は﹁人間は複雑であ

監房のなかで石ころのようにじっと座っていることです﹂︒

における頑固さ﹂そのものである︒

このレトリックの重さと巧みさ︒これは︑まさしく﹁魂

る﹂という意味深いことを語っている︒さまざまの要素が
彼をささえたという︒

・私はすでに故人となった教育学者勝田守一氏の美しい文

／

しかし︑その頑固さは﹁心の柔軟さ﹂と両立する︒

7

章を思い出す︒﹁魂︵ソウル︶において頑固であり︑心︵マ

矛モニ︑私は出てきました︒
こうして一点の恥もなく︑勝って・ビ

●情況からの発言
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﹁⁝収監されている人々のなかには︑看守は権力の手先

だといって︑彼らにつらくあたる人たちがいる︒それが自

られている気の毒な人たちである・・：

分にはがまんができなかった︒看守は世間でも白い目で見

看守を敵と見るのは間違いだ︒看守もまた︒本当に人間

なのである︒刑務所も保安監護所も地獄ではない︒人間の

世界だ︒そこで本当に人間的に生きるというのが自分の願

いだった︒︽主義にかたまっている﹁幸せな﹄人たち︾は︑

そういう私を理解してくれなくて︑そのためこの人たちと

そのあと︑俊植さんと看守との人間的交流が続くのであ

けんかもした︒しかし誠看守たちは喜んでくれた⁝﹂・

るが︑ここに見られる俊植さんは︑彼の信念としての﹁人

間に対する愛﹂の表現そのものであろう︒そこに彼のマイ

ンドの柔軟さがあらわれている︒

私たちはさらに俊植さんの﹁精神の活発さ﹂にいきあた
づ︵︾Ｏ

彼は十七年を振り返って︑何回かの大きな危機があった
ことを告白している︒

一つは﹁体に直接加えられる思想転向を強要する拷問﹂

である︒これについて︑俊植さんは﹁体に加えられる拷問

にはとても信じられないようなことを淡々と語っている︒

は︑一度耐えればまた耐え抜くことができます︒﹂と︑私

しかし︑﹁もう一つの精神的な苦痛﹂があったという︒﹁少

8

しずつ成熟して行く過程で経験した︑私の過去の︑かねて

しずつ年をとって︑私の考え︑世の中と人間を見る目が少

な運動に対する反省点を提供しているのではないか︒もち

トは︑じつは戦後の日本の民主主義的な︑あるいは左翼的

ところで︑俊植さんの柔軟なマインド︑活発なスピリッ

ろん︑そうした読みこみは彼の意志とは無関係であるけれ

持っていた思想に対する懐疑・動揺などが実にすさまじく︑
●●●●●●●．●●●●◆●●●

体に加えられる何らかの拷問よりもいっそう恐ろしいもの
ども︒

戦後日本の社会・政治運動は︑どんなにくりかえし︑硬

でした﹂︵傍点筆者︶というのである︒

俊植さんの今までに書いたものから憶測すると︑マルク

か︒﹁ソウルの頑固さ﹂などすぐに脱ぎすてて︑時流に流

される﹁ソウルの柔弱さ﹂は別の問題として︒﹁看守﹂の

直したマインド︑怠惰なスピリットにおちこんできたこと

エピソードでちらりと彼がもらしたという﹁主義にかたま

ス主義を支持していた時期から︑社会分析の方法としては

のとき︑彼は︑自己の内部の新旧の思想の葛藤に︑ただひ

れる立場へと︑彼の思想は変わっていったと思われる︒そ

っている﹃幸せ者﹂﹂という言葉の辛辣さ︒こうした﹁硬

マルクス主義︑人生観としてはキリスト教的なものにひか

とりで︑だれとも討論する自由もない中で︑とことん思索

直﹂と﹁怠惰﹂が︑どんなに戦後の日本の運動を不毛にし

私たちの

労苦は︑

徐俊植さんのⅣ年の

愛﹂と﹁民族に対する愛﹂が彼の孤独の思想を支えてきた︒

彼が上告理由書でくりかえしたように︑﹁人間に対する

てきたことか︒

をめぐらしていたのである︒

思想的葛藤のすさまじさ

私は︑その思想葛藤の内容についてよりも︑思想葛藤の
すさまじさにまずおどろく︒孤絶した独房の中での精神の
ゆきき

苦闘は︑﹁活発﹂という以上に︑もっと深刻な︑絶望の中
の希望︑希望の中の絶望の往還であったろう︒しかし︑一
方︑権力も俊植さんの自立した精神の活動を妨害できなか

ったし︑他方︑だからこそ俊植さんは考えることの苦しみ 未 来 に と っ て の
里貝重な酵母

9

をとことん味わったのだと思う︒勝田さんのいうスピリッ

トの活発さが︑いわば極限的に渦を巻いていた．．：︒

ﾉ

I

●情況からの発言

●情況からの発言

いは階級というた集団を︵ひょっとして人類という集団も

団︶に対する愛といえよう︒そこには︑民族︑祖国︑ある

年の労苦は︑私たちの未来にとっての貴重な酵母となった︒

は︑いまの私たちにとって重大である︒徐俊植さんの十七

獄中十七年を彼が生きぬいてきた事実と考えてきた思想

る︒生活それ自体の猩雑さは言うまでもない︒

ふくめて︶考えることができるかもしれない︒しかし﹁人

もちろんそのことに感動することと︑獄中十七年を強要す

民族に対する愛は︑もっと抽象的にいえば︑集団︵共生集

間に対する愛﹂と﹁民族︵あるいは共生集団︶に対する愛﹂

るようなことを︑二度とゆるしてはならないということと

﹁看守﹂の側をとれば︑﹁階級愛﹂だけにこりかたまれ

と︑その二つをあげている意味は︑けっして単純ではない︒

﹁徐俊植出獄メッセージ﹄四○○円

︵註︶

は︑決して矛盾しない︒強要はなおも続いているのである︒

契機はどう成立するのであろうか︒人間愛と集団愛とが単

﹃渡韓報告集徐俊植さんに会って﹄三○○円

ば︑看守はゆるしがたい敵となる︒そのとき﹁人間愛﹂の
純に両立すると考えず︑両立しない緊張関係を考えぬくこ

︿徐君兄弟を救う会﹀発行

ほか

とで︑私たちは︑おろかで怠惰な﹁幸せ者﹂でなくなるこ

京都精華大学教員となる

神奈川県横須賀市に転居

著書

『現代イデオロギー』

京都市下京区仏光寺通堀川西入ル西村方

東京大学文学部社会学科卒業

とができるのだろう︒

41年

また︑マルクス主義的なものとキリスト教的なものとの

74年

87年

関係について︑彼が獄中で悪戦苦闘していたとき︑じっは

『人間の復権と解放』
『戦後思想を考える』

世界全体がこの二つで象徴されているような思想の緊張関
係でゆれ動いていたのではなかろうか︒いま私はここでそ
のことをくわしく述べることはできないが︑この問題は︑
じつは資本主義国でも︑社会主義国でも︑第三世界でも︑
いまなお生きた現在の課題なのである︒

月旦ロ向圭ハ飢岬︵社会学者︶

中華民国胄島に生まれる

1917年

彼は独房で最も本質的なこと︑絶対にゆずってはならな
いことを考えつづけてきた︒それにくらべて︑私たちの多
くは︑その十七年間を︑なんと雑然と︑なんと脈絡なく︑
下らないことを考えて︑頭脳をすりへらしてきたようであ

遜
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エンジンの排気ガスと強い太陽で︑．

転者がクラクションをよく鳴らす︒

もかかった︒ひどい混雑であり︑運

いる︒そして︑タクシーだ︒河原町

バス停から︑あの排気ガスを出して

を出す︒何百台のバスが何百という

い物客もエンジンをかけっぱなし︑

なり︑エンジンをふかしている︒買

通の四条から二条までタクシーが連

四ヵ月のスペイン旅行の後︑日本

ひどい大気汚染の町であった︒

に帰ってきたが︑これまたがっかり

けて︑空調をしている︒日本には停

車の中で寝ている人もエンジンをか

車中の車は︑エンジンを止める義務

が倍増したかと思うほどであった︒

古い町並みや社寺は駐車場にどんど

は法でそれを禁止している︒

がないのだろうか︒北ヨーロッパで

せざるを得なかった︒留守中に︑車

くない︒自動車にかかる税金が重い

ての車をさばき切れず︑大停滞と混

ん場所を取られていく︒道路はすべ

前からエンジンをかけ︑その排気ガ

近所の人は︑毎朝︑出勤の三○分

のもその一因と考えられる︒多くの

車で市内を移動するのは拷問のよ

乱が起こっている︒

ライラしており︑他の人に対して配

いちばん優秀でもない︒彼らは︑イ

いかと思う︒

は︑車を買うしか能がないのではな

うだ︒日本のドライバーは︑世界で

慮をしないからだ︒私は︑自転車に

が︑有料だ︒フランス人は早く行こ

ランスのハイウェイも悪くはない

丈夫だ︒そして無料なのである︒フ

者が危険を感じるからで︑どっちみ

くことも楽しいことではない︒歩行

だ︒かといって︑歩道を自転車で行

って自転車に譲ることをしないから

バスが︑私を路肩に押しやり︑止ま

四月コペンハーゲン生まれ︒ドイツ

ドーバ・マンスウェル︒

くなる一方である︒

る︒車に対する対策を立てないと悪

もっとひどいのは大気汚染であ

戦後は教師︒京都市左京区在住︒

軍占領時︑対独レジスタンス闘志︒

九二一年

い︒フランスの大気も汚れているｃ

る︒バスが発車するたびに︑黒い煙

ち自転車は歓迎されない︒

で︑この町を通り抜けるのに二時間

スペイン国境まで列車で移動した︒

うとして︑衝突やすり傷を恐れな

京都市内の空気は汚れ切ってい

小さく狭い家︑無休暇の日本人

スペインに向かった︒ドイツのアウ

タカーのオペルアスコマに乗って︑

乗るが︑時々︑車に腹が立つ︒車や

スが家のなかに侵入してくる︒

る︒時速一六○キロメートルでも大

トバーンは快適であり︑早く流れ

今年の春︑デンマークから︑レン

自転車専用道路を作った︒

錬している︒コペンハーゲン市は︑

デンマーク人は︑自転車に乗って鍛

じい︒デンマークでは︑車はそう多

自動車公害はどこの国でもすさま

’
バルセロナに入った︒予定外のこと

〃
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桶の底のように因習がよどみ︑変化

二十代の頃にはそう思った︒漬物

町や﹂

﹁どうにもしようのない︑退屈な

紀をこえた︒

ったが︑聖護院で生まれ育って半世

らした約一年を除き︑住む家こそ変

私は三十代なかばでアメリカで暮

とどうなるか︒

ずっと生まれたところに暮し続ける

しかし︑近きにありて︑どころか︑

であると︑詩人室生犀星は言った︒

ふるさとは遠きにありて想うもの

塊/代 の/掘点

にありてくわが町﹀を想うのではな

く︑生地に愛をこめて住み続けるこ

とは辛いものである︒愛を深めるほ

ないのだ︒

どに︑カラクチ批評にならざるをえ

私は昭和六十二年三月まで︑京都

府婦人対策推進会議委員を委嘱され

ていた︒この委員会は府の﹁婦人行

動計画﹂策定︵昭和五十六年︶頃ま

では一応︑頻繁に開かれていた︒し

かし︑女性住民の声を聞きつつ計画

か︒

﹁国連婦人の十年﹂中に各自治体

は国の方針を受けて女性の地位向上

る︒女性たちが人間として自立し︑

にそれぞれ努力を払ったものであ

男性と平等な立場に立ち︑家庭や職

て︑私のためいきはいささか絶望の

自分からも出かけたりする身となっ

取材のため︑全国各地から招かれ︑

がら︑自治体の女性施策の骨組を考

設置される︒国の内外の状況もみな

と民間で話しあう場として審議会が

するにはどうするか︒これを︑行政

場や地域社会で幸せに暮せるように

色をおびてきた昨今であった︒遠き

生涯教育と女性学に関する講演や

でェ﹂

なんぼでも︑よその土地に抜かれる

﹁いつになったら気がつくのや︒

年︒

とに挑戦した︒いらい︑およそ二十

兼活動家として︑この町を変えるこ

リ︒一体︑どこで話が進んでいたの

（評論家）

を実施すべき段階になるとサッ・ハ

田

あ
十谷つ子
‐
ロ

に乏しい︒三十代で外側から京都と

わが町京都の
〈市民的自立>を
問う−

日本を眺め︑帰国してからもの書き

女性施策の現状から

I2

三重三十回︑滋賀二十九回︑福岡二

年の女性施策関連審議会の開催回数

神奈川県立婦人総合センター館長

のたった一回は︑いかにもお寒い︒

十四回がベスト五︒︿旧首都﹀京都

批判しないでいることの方がいけな

の金森トシヱさん︵元読売新聞婦人

また︑﹁公共性の高い事業なら︑

える場として︑審議会は重要な役割

部長︶は言う︒民間の活力に目ざと

自治体は喜んで助成金を出すはずで

は︑神奈川四十回︑東京三十一回︑

﹁婦人対策推進会議﹂は︑﹁国連婦

い長州知事に起用され︑県下女性の

いのよ﹂

人の十年﹂最終年の昭和六十年とそ

まとめ役に就任してからは民間の女

ところが︑驚くなかれ︑京都府の

の前年の昭和五十九年に開催ゼロ︒

て︑自治体の誇りですから﹂

すよ︒各地から人が集る団体なん

をもつのである︒

昭和五十八年にたった一回︒

を入れ︑女性施策の全国トップを切
私も︑在野ながら女性学研究者の

営していると言うと︑神奈川県の女

の力だけで﹁京のおんな大学﹂を運

二十年近い問︑数年を除いて︑民間

女性のための生涯教育の場として

性活動家との連帯に︑ことのほか力

﹁重要な審議会なのですから︑も
っと開催してほしい﹂

地の自治体ではナイロビでの﹁世界

一人として︑資料をふまえてものを

る成果を挙げた人の言葉である︒

婦人会議﹂に住民女性から公募して

言いたい︒私が仲間に呼びかけて実

﹁国連婦人の十年最終年には︑各

派遣しようとしています︒貴重な機

その﹁京のおんな大学﹂に対し︑

をする︒

自治体の女性関連施策の実情と展望

る﹁中国女子大学﹂︵内容は中国版

交流のある中国から︑新しく発足す

性施策担当者は︑あきれたという顔

に関する調査﹂︵昭和六十一年︒全

︿おんな大学﹀︶の後援団体になっ

施した日本女性学研究会・教育者会

国の市しべ．ル以上の全自治体対

てほしい︑私に校長になってほし

会なのですから︑情報に力を入れ︑

委員として私は︑何度も担当者に

象︶︑﹁国連婦人の十年をこえて西

議の﹁国連婦人の十年における地方

助言した︒しかし︑ことは右のよう

暦二千年をめざす地方自治体の女性

か﹂

な結果に終り︑ナイロビ行きも︑一

︲それにしても︑どうなってんの？

い︑と言ってきた︒むろん︑ＯＫ！

公平に派遣者を選んではいかがです

部婦人団体に内々に声がかけられて

Ⅱ﹂︵昭和六十三年︒四十七都道府

ある︒

わが町︑京都の新生を祈るや切で

関連施策の実情と展望Ｐａｒｔ

いが︑ちなみに昭和五十九年〜六十

県対象︶をぜひ︑︑ごらんいただきた

く府民には知られずじまい︒
﹁市民が批判するのを︑文句言う

派遣者が決まり︑交流の成果も︑広

のはおかしいわ︒批判すべきときに
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ギャングスターズと私

アメフト曰本一の
素顔
￨

Ｉ

人生における巡り合わせというの

口にしたら︑回りの人たちからたち

まち白い目で見られそうだし︑その

達︑暴力団員などとある︒うっかり

ングスターズ︵ＧａｎｇＳｔｅｒＳ︶﹂

は奇妙なもので︑只今私は﹁京大ギャ

世間様にも少しは認めて頂けるよう

フト・チームの世話を引き受ける役

今年の四月から︑現在日本一のアメ

とになる︒冗談はともかくとして︑

っては歩けそうもない身分というこ

親分などといったら真昼間に胸を張

になってきたが︑﹁京都大学アメリ

ギャングスターズとは︑近ごろは

の部長ということになっている︒

カンフットボール部﹂のニックネー

っていなかった︒前任者の小門純一

回りになろうとは︑私自身夢にも思

先生︵現新居浜工業高専校長︶は︑

ムである︒あろうことか︑関西の国

創部︵昭和二十二年五月︶間もない

立大学の分際で︑過去五年間のうち
三回もアメフトの日本選手権を獲得

時代には︑大学院生︑やがては教官

の身ながら︑選手として活躍され︑

のタイトルを手に入れてしまった︒
ちょっとした珍事である︒

を務めてこられた方である︒つま

し︑昨年度には二年連続して日本一

何しろ大人のアマチュア・スポー
ツの世界では︑社会人優位︑私立大

育ててこられた大功労者である︒

り︑ギャングスターズの歴史を創り

その後は三十数年にわたって部長職

学優位︑そしてさらには︑関東優位
がはっきりしているご時勢なのだか

その小門先生に何かと親しくして

素人の私が︑臆面もなく大役を引き

やら︒

頂いていたご縁やら︑アメフトの選

手が何人か私の研究室に居たという

ところで︑ギャングスターズとは

受けることになった次第である︒近

すぶの素人が大役を

とんでもない名前である︒ちなみに

頃は随分有名になった監督の水野弥

った経験もなく︑技術的にもずぶの

縁やらが重なって︑過去に部員であ

英和辞典によれば︑ギャングの人

｜

京都大学工学部教授
アメリカンフットボール部部長

西川臆一 i
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顔を合わしたくらいで︑エキスパー

一君とも︑今迄の祝勝会で二度ほど

ＵＳＣのスＩパースターはＲＢの

そのシーズンのハイスマン・トロフ

らその名前は忘れてしまった︒彼は

ィーを受賞したはずなのに︶︑一方

トとしての彼の能力や人となりにつ
いては︑あまり深くは知らなかっ

バー︶であった︒試合は幾度かの波

○メートル・リレー・チームのメン

界記録を持っていたＵＳＣの一六○

０ＪＳｉｍｐＳＯｎ︵当時︑世

識くらいは何とか心得ている︒二十

尤も︑アメフトについて観戦の知

た︒

数年も前のことだが︑アメリカの

た︒１点差はＵＣＬＡの一度のトラ

イ・フォー・ポイントの失敗による

乱の後︑２１対２０でＵＳＣが勝っ

に噴き出すただならぬ雰囲気に冒さ

ものだった︒この試合の興奮が︑言

ＵＣＬＡに客員助教授で居たことが

れて︑簡単なルールブックを見たも

点である︒

うならば私にとってのアメフトの原

ある︒秋のシーズンともなれば回り

のだ︒一九六六年のサンクスギヴィ

打倒ショットガン戦法

ングの休日の試合の相手は︑同じロ

サンゼルスのＵＳＣだった︒
ＵＣＬＡもＵＳＣもそれ迄に調子よ
く勝って︑毎週末に発表される新聞

はしないのだが︑新米部長にはまだ

ところで近頃︑﹁素人集団と言わ

の全国ランキングでも常にベストテ

まだ自信をもってお答えできる程の

れる京大さんが︑何故こうも強いの
とも六七年初頭のロウズボウル出場

見識は具わっていない︒小門先生や

ンの中に居た︒この試合に勝てば全

校には選ばれる︒試合の一週間ほど

水野監督︑それにＯＢの人達からの

か﹂とよく尋ねられる︒勿論悪い気

前から両キャンパスの熱気は全く異

聞きかじりを加え合わせて︑私なり

んな大方の予想があったし︑少なく

常だった︒ＵＣＬＡには当時全米一

国トップにランクされるだろう︑そ

と言われたＱＢが居たし︵残念なが
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し︑これではアメフトの本当の醍醐

し︑それが見事に成功した︒しか

にしよう︒これが日大の狙いだった

戦法とも言えるショットガンを主体

だ︑だからいわば短打乃至はバント

で言えば長打で勝負するのは不利

とパワーで劣る日本チームは︑野球

だった︒アメリカ人などに比べ体格

のショットガン戦法を打ち砕くこと

ていた頃︑京大の一つの悲願は彼ら

数年前︑日大が抜群の強さを誇っ

ピードを活かしきる判断力と反射神

勿論︑力だけで勝てるものではな
い︒力をスピードに変え︑そのス

てくれたのだ︒

いう強敵がギャングスターズを育て

である︒思えば︑日大そして関学と

そ︑実は最も注目に値するものなの

くらまんじゅうをして︑ばたばた倒
れこけているラインの面々の動きこ

自由を与えるために︑最前線で押し

目立つものだ︒しかし彼らに活躍の

ＷＲ︑ＲＢの連中の活躍は︑嫌でも

やランニングの主役となるＱＢや

と言っていいだろう︒華やかなパス

も素人集団と呼ばれるのを好まな

強家なのである︒だから︑いつまで

アメリカから取り寄せた書物に取組

ックされたビデオを見たり︑時には

個人個人の勉強だ︒山のようにスト

る︶が当ってくれるが︑基本は選手

生や学部の留年組のコーチも大勢居

には先輩達︵卒業生の他に︑大学院

鍛ええ﹂と言う︒頭を鍛える手助け

﹁お前ら︑体を鍛えるより先に頭を

彼は適材を適所に配したうえで︑

その辺がまずは抜群に巧いらしい︒

にこんな風に言えるだろうか︒

味は消え失せてしまう︒そんなチー

経を具えていなければならない︒全

をも制して第一回の日本選手権を勝

破り︑さらにレナウン・ローバーズ

シーズンに初めて日大フェニクスを

を入れた︒だから︑昭和五十八年の

のありそうな人材を集めることに力

ャングスターズは未経験でもパワー

くまで基本なんだ︒そう考えて︑ギ

格闘技なんだ︑ライン・プレーがあ

とになるだろう︒この競技の本質は

力に優れているか︑・それを見抜かな

のスポーツなのだ︒各人がどんな能

る︒その意味で典型的なアメリカ型

がはっきりしているという点にあ

徴はプレーヤの持場分担︑職能分担

しかし幸いなことに︑アメフトの特

居ないのだから︑なおさらである︒

生にはあまり運動能力に優れたのは

とはとても不可能だ︒もともと京大

選手が何もかもの能力を具えきるこ

て視界が開けて︑アメフトとは何な

抜け︑山を乗り越えた連中にはやが

構多い︒しかし︑幾つかの壁を突き

鍛錬の途中で落後する新入部員も結

体も存分に鍛えなければならない︒

い︒

んだりもする︒彼らはなかなかの勉

て︑これがまた大きな力になってい

は︑日本のアメフトを堕落させるこ

ムをいつ迄ものさばらせておいて

ち取ったとき以来︑ギャングスター

ければならないが︑監督の水野君は

のか︑その中で持場︑持場のプレー

格闘技なのだから︑勿論︑彼らは

新年には国立競技場へ

ズの基本戦略はラインの重視にある

1
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新入部員の加入は幸い順調のよう

続いている︒合宿できるクラブ・ハ

だが︵実は多過ぎて︑練習のスペー

どこかに甘さが残っているようだ︒

が否めない今シーズンに︑何が何で

ヤは何をやらねばならないのか︑ま

もと三連覇を意識することはなかろ

スが足りないとか︑他の運動部から

ウスも建てたいし︑専任のコーチも

これは激しく動く瞬時の局面の中で

う︒プロじゃないのだ︒今年は今年

恨まれるとかいう事態になってい
る︶︑現役選手達の専門学科の勉学

しかしそれをとがめる必要もないだ

決めねばならない︒練習や試合の中

で︑精一杯やればそれでいい・私は

のことや︑マスコミに余り踊らされ

た自分の力に見合ってどこ迄何がで

で︑自分の思い通りのプレーができ
そう思っている︒

ないようにすることなどなど︑新米

い︒︲

なかった時︑彼らは失望し自らを責

それよりも︑部活動全体の基礎を

水野監督一人に頼るだけではいけな

める︒戦いの後の彼らの手記を見れ

もっとしっかりと固める必要があり

部長の仕事は限無くありそうだ︒非

っていることだ︒確かに戦力の低下

ば︑勝った時でも至らなさへの自省
がいかに厳しいことか︒あらゆる機

そうだ︒何しろお金のかかるスポー

ら︑まあぼつぼつ片付けることにし

力な私にはとても一遍には無理だか

ろう︒それは彼ら自身が一番よく知

会を通じて自らをより高めること︑

ツだから︑少しでも選手諸君のその

よう︒それにしても︑ひどい怪我や

きるのか︑そういったことが段々に

自分で納得のいくプレーをとことん

い︑大学︑ＯＢ会︑後援会︑︑それに

面での負担を減らしてやりたい︒幸

分かってくる︒今何をやるべきか︑

追求すること︑それが彼らの目標で

街の人々も含めたＧ＆Ｇクラブなど

の点である︒そして敢えて口には出

ム・プレーを成功させる唯一の道だ

あり︑そして︑それが複雑なチー

事故もなく︑全員揃って元気で秋の
シーズンを迎えてくれればよいが

さないが︑彼らと一緒にまた甲子園

から︑様々なご援助を頂いているの

我の危険も多い格闘技だから︑健康

へ︑さらには正月の国立競技場へ行

と信じている︒だから︑ギャングス

管理と事故対策をもっとしっかりし

けたら︑これはもう最高である︒

について︑私の気懸かりはやはりそ

たシステムに乗せたいものだ︒毎試

と︑目下丹波で仕上げ合宿中の彼ら

身内として︑少し手前味噌が過ぎ

合手弁当で︑中には自前で飛行機に

それにまた︑何しろ体力は要るし怪

たかもしれない︒現状がすべて巧く

乗って︑わざわざ駆け付けて頂く先

だが︑財政基盤はまだまだ脆弱だ︒

いっている訳では決してないので︑

ターズにしごきは無い︒序に言え

むしろ多くの願望を込めた表現であ

けないと思いながら︑甘えっ放しが

生もあるのだ︒何時迄もこれではい

ば︑新入生歓迎コンパでの一気呑み

る︒さて︑部長たるもの何をすべき

の馬鹿騒ぎも無い︒

なのだろうか︒二連覇の後︑今年は
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移り変わる伝統文化・芸能のいく末

正しく伝承してり︑ことの難しさ

上方歌舞伎の重鎮で︑人間国宝の

十三代目片岡仁左衛門さんは十二月

に八十五回目の誕生日を迎えられ

る︒十月に行なわれる﹁府民ホー

ル﹂の開館記念事業には︑松島屋一

門に扇雀を加えた公演も予定されて

いる︒京都ＴＯＭＯＲＲＯＷ創刊号

のインタビューには︑鬘礫として︑

研鐺の日々を送られ︑若手役者の指

導にも当たる最長老にご登場願っ
︽︐卜○

〃

▼TOMORROW梛集足ｲﾝﾀビｭｰ

連続三十五回出演の秘訣は

顔見世三十五回連続出演というこ

した︒情なく思っていた時に︑毎日

治郎さんの兄さんの林又一郎さん︑

しょうじやないかということで︑照

肝入りで︑芝居らしい関西の芝居を

年経っていたということです︒私が

新聞の演劇評論家の山口廣一さんの

初めてだそうで︑今までにないこと

鴫治郎さん︑我童さん︑延若さん︑

ているうちに︑知らない間に三十五

で︑昭和二十八年以来︑三十五年間

ができたということは私の力ではな

とも︑毎年頼まれるのでその度に出

皆勤という記録を立てられました

れに私の七人︑七人だから﹁七人の

扇雀さん︑大阪の中村福助さん︑そ

牧野去年蟇の南座の顔見世興行

が︑まず︑健康の秘訣からお伺いし

のおかげで︑本当に嬉しいと思って

無報酬で関西の芝居を
牧野昭和二十六年に十三代片岡

もよく三回迄やりましたが︑私たち

た︒俳優は皆︑無報酬でした︒評判

会﹂にしようということでやりまし

く︑神様︑仏様そして御晶眉の皆様

仁左衛門健康法はといわれて
も︑私はだらしがなくて︑自分では
は何もしていません︒しいて言えば

何も出来ないので︑これということ

く何でもおいしく頂くことくらいか

がほとんどなくなった時代がありま

があまり来ないので︑歌舞伎の興行

が︑関西で歌舞伎をやってもお客様

りました︒大変恥ずかしい話です

ら︑関西の役者も必ず出るようにな

代もありました︒三十五年位前か

西の役者は一人も出ない顔見世の時

仁左衛門東京の役者だけで︑関

しょうか︒

が︑当時はどういう状況だったので

に出演されるようになったわけです

仁左衛門を襲名されたあと︑顔見世

いということ・・・︒

な⁝︒それと家庭内に隠し事をしな

時々指圧をすることと︑好き嫌い無

います︒

たいのですが︑

御晶様のおかげでと､手を合わす｡

仁左衛門夫人

2(）

でそれきりになってしまいました︒

にはなんだかわけのわからない理由
立てはないものでしょうか︒

なりましたね︒何とかもり立てる手

さんが亡くなったあと︑大変淋しく

晶眉にしてくださっているお客様が

家なんかでも︑三代も四代も続いて

い︒好きな方は本当に好きで︑私の

それで今度は自分でやろうというこ

さつはながくなりますから︑はぶき

伎﹂ですが︑これをするまでのいき

は私と秀太郎だけで皆東京ですから

も︑家にしてからが︑関西にいるの

ねえ︒延若さんも︑扇雀さん一家

西にはもう役者がいないのですから

仁左衛門なんといったって︑関

伎役者を励ます会﹂ということで主

財界のお偉方が寄って﹁関西の歌舞

もまことに数が少ない︒以前関西の

うという気がありませんね︒あって

別として︑関西では歌舞伎を育てよ

何人もいらっしゃる︒そういう方は

とでやったのが︑﹁仁左衛門歌舞

ますが︑とにかく︑松竹が匙を投げ

ねえ︒どうしようもありません・今

翌月︑大阪で公演をする役者が後援

い我々がやるのですから︑並大抵の

を頼みに行ったら︑まるで話になら

た歌舞伎の興行をなんにもわからな

ループがあるのですが︑これとても

いに励まされたのですが︑丁度その

私達親子の弟子︑嵐徳三郎君︑故嵐

なかったそうです︒励まされなくて

だ§った役者がホテルへ招待され︑大

していなかった大成功を収め︑超満

温かい協力のおかげで︑夢にも期待

雛助君等関西の役者の弟子というだ

も役者は皆一生懸命やっているのだ

﹁若鮎の会﹂という弟子たちのグ

員のお客様から︑劇場もゆらぐので

けで東京住まいが多いようです︒と

から︑励ましたいのはお客様の方だ

私達親子が一生懸命仕込んでいる

はないかと思われる歓声と励ましの

にかく東京へ行けば必ず働けるので

と︑ぼやいていましたが︑そこへい

ことではありませんでした︒でもと

拍手をあびたあの時の感激は︑私の

すから︒そりやあ誰だって行きます

にかく︑家族の結束と沢山の方々の

生涯で最高のものでした︒

くと東京は育てようという気があり

い︒関東は下手でも何とか応援して

ますね︒関西は面白くなければ見な

やろうという気がありますね︒そり

こんなことを言うのもどうかと思

ほど歌舞伎に関心を持たれていな

いますけど︑関西のお客さんは東京

わなぁ︒

上方歌舞伎の行く末
牧野上方歌舞伎ですが︑順治郎

関西は面白くなければ見ない関東は下手でも︑
何とか応援してやろうといつ気がありま式
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▼TOMORROW編集奨ｲンタビュー

やあ︑両方とも個人によって例外は
ありますけれど︒

牧野京都の場合︑南座だけしか
劇場がないわけですが︑この点はい
かがでしょうか︒

時より多くなっているはずです︒

歌舞伎の本道とは⁝︒
牧野いま︑新しい歌舞伎が話題

は大衆の娯楽のはずなのですから︒

いいのだと思いますよ︒元々歌舞伎

ただお客さんが喜ぶからといって

君は女形ですから︑私が教えるとい

媚びる芸はいけませんが⁝︒玉三郎

の場合︑私の演った役︑知っている

にとってさらによい演り方があれ

うことは︑まあありませんが︑孝夫

ば︑そのように変えてやらせること

にな・っています︒例えば︑玉三郎や

仁左衛門歌舞伎は見方によって

もあります︒現に私にしても父十一

ご子息の孝夫︑それに猿之助の別の

いろいろでしてね︒例えば︑別の歌

代目そのままには演じていません︒

仁左衛門一つでさえ持て余して

東からはいってもらわないと︑関西

舞伎とおっしゃったけど︑別の歌舞

はずれたものではありません︒

しかしそれは決して歌舞伎の本道を

役はキッチリ教えます︒しかし︑体

方だけでは出来ない︒もっともこれ

伎ということは︑従来の昔から伝わ

牧野八月に出た﹁歌舞伎﹂とい

いる形です︒南座で毎月とか︑せめ

は大分以前から︑顔見世は東西大顔

ってきた︑昔意識の歌舞伎でなく︑

う本の中で猿之助について︑次のよ

質も違うし︑役の解釈にしても孝夫

合わせということになっていますが

っている猿之助君の芝居のことでし

現在に合う歌舞伎をという気持でや

うな記述があります︒﹁彼ほど明確

すが︑どうお感じでしょうか︒

牧野東京の国立劇場のようなも

ょう︒猿之助君にしてみれば︑いま

な意識をもって歌舞伎の方法論を根

歌舞伎です︒いろいろ言われていま

のを京都にも︑という声があります

の若い人たちが歌舞伎はテンポがの

底から考えようとしているものはい

て︑二月おきとかに歌舞伎がやれる

が︑それでは︑出来たとしても︑俳

ろくて退屈するとか︑分りにくいと

かというと出来ない︒顔見世でも関

優を集めるのが難しいということに

か言って歌舞伎から離れていくのを

ださらない以上︑歌舞伎の興行は少

ていたのですがね︒お客様が来てく

座では︑毎月開けて毎月一杯になっ

戦前戦中︑大阪の千日前の歌舞伎

仁左衛門無理ですね︒

方もあるけれど︑私はあれはあれで

ます︒あれはいけないとおっしゃる

の努力は涙ぐましいくらいだと思い

夫して一生懸命やっているので︑そ

食止めようと︑あの手︑この手と工

相を見ている時︑私の念頭に猿之助

た﹂・また﹁例えば仁左衛門の菅丞

いう根本問題を歌舞伎界につきつけ

歌舞伎たらしめているのは何か︑と

ないからである︒︵中略︶歌舞伎を

Ｏ

なりましょうか︒

なくなるわけです︒でも︑最近は一

I
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上げ︑その気持を打ち込んで勤めた

自分なりに工夫して菅丞相像を作り

のを聞いていたので︑それを土台に

心構え︑役の性根などいろいろ話す

問わず語りに菅丞相に対する自分の

昔︑父十一代目が丞相を勤めた折︑

ちょっと危なくなってきているのが

上げられ伝承されてきた芸も近頃︑

とね︒しかし実を言うと︑その磨き

現在意識の歌舞伎とは違うというこ

きあげられて来た伝統芸術としての

禄の昔から何代も何代もかかって磨

わゆる猿之助歌舞伎というのは︑元

％

パルコ店
"II渥店

東京池袋パルコ4F

れても困るのですね︒だからあれは

ので︑やはり父の土台があってのこ

気がかりですがね︒それから猿之助

く

﹀

京都駅前地下街ポルタ

東京店銀座5丁Ⅱ6‑7(すずらん通）
阪神店大阪抑'Ⅱ阪神百貨店5F

から伝承されてきた歌舞伎だと思わ

とです︒私はほかに能がないので︑

さんについてもう一言いっておくこ

乃

ポルタ店

のエの字もなかったことは︑いつわ

ょうか℃

猿之助歌舞伎でいいんじゃないでし

そうやるしか仕方がないけど︑猿之

とは彼が大一座に入った時はちゃん

一﹂

守

泌︑ヨ

一口小

名古屋市天I1Ⅸ八巾石坂641

京都駅店京都駅観光デパート2F

りのない事実である︒仁左の名技
にぽっかりあけている裂け口は︑考

仁左衛門私はそう思いますがね

でしょうか︒

牧野それはそれなりということ

と︑たとえば﹃ヤマトタケル﹄の間
えればためいきをつきたくなるほど
大きいのだが・・・﹂ということです
が︑この点いかがでしょうか︒

助君は頭がいいから︑自分でいろい

とした芝居をしているということで

え︒ただ重ねて言いますけれど︑い

ろ新しいことを考えて作り出してい

す︒ちょっと色はなじまないかもし

店

四条iIリ原｜町

者

ひ

仁左衛門菅丞相については︑

る︒志す方向が違うのだから比較す

れないけれど⁝︒

門閥の子息でも駄目は駄目

るのは無理だと思います︒

牧野猿之助のような行き方も︑
いま必要なんでしょうか︒

牧野東京に国立劇場ができて︑
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仁左衛門ええ︑そのように思っ
ていますけどね︒と同時にあれが昔

v〃

▼TOMORROW編集長ｲﾝﾀビｭｰ

舞伎の門閥制度は必要なのですか︒

養成もしているわけですが︑なかな

二十二年になります︒歌舞伎役者の

の置かれている立場をよく考えて︑

思います︒歌舞伎役者の場合︑自分

して安易な気持でいてはいけないと

ますから．：︒と言ってこれとても決

の教えをしっかり習って︑その上

のが欲しいと思います︒一応は先輩

この立派な芸能の道へ入った以上︑

ば絶対出世できないということはあ

で︑役の性根︑型の性根をよく理解

何とかより以上立派なものにして次

りません︒門閥がなくて偉くなって

した上で︑また︑自分なりに工夫し

仁左衛門門閥とは制度ではなく︑

いる人はいくらもいますし︒門閥の

て︑またそれを次の代の人に伝え︑

必要とか︑必要でないとかいう性質

子息でも駄目は駄目です︒ただ代々

る︒よく歌舞伎の曲がり角とか︑も

いうか︑覚悟というか︑そういうも

続いている家の子はそれこそ︑母の

う駄目だとか言う人がありますけれ

代に伝えなければという︑．気構えと

胎内から芸の雰囲気のなかにいると

のものではないのです︒ただ世間で

いうことは大変なプラスです︒長じ

なことを心配していると︑ある時突

んも繰り返されていることで︑そん

然ブームが起きたりして︑こうして

ど︑これは大昔から︑何べんも何べ

まれていることは事実です︒門閥が

何年も続いているのだから︑なくな

て家名を汚すまいと一倍努力もしま

なくても素質に恵まれていれば努力

客が少なくなる︑俳優が少なくな

牧野現在の歌舞伎を見た場合︑

いっても︑京へ大阪とは人口が違い

者も沢山いるし︑お客さんも︑何と

いうのは関西のことで︑東京には役

仁左衛門お客が少なくなったと

はもう駄目だとおっしゃる︒かと恩

ら歌舞伎を見ている方たちは歌舞伎

といっても大正時代︑昭和の初期か

ど︑本当のとこ︑昔から歌舞伎︑昔

るということは私はないと思うけ

しだいで出世出来ないということは

すし︒しかし門閥のないものより恵

よく言われるように︑門閥がなけれ

か軌道に乗らないようです︒いま歌

えでしょうか︒

る︑ということで︑行く末が心配で

ないはずです︒

すが︑将来︑どのようになるとお考

｜
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ら︑私︑どうなると聞かれても︑分

い︑面白いと︑一興行に何回も見に

うと︑今︑歌舞伎って何て素晴らし

りません︒歯がゆいです︒

とこ劇場側も呑気ですワ︒情熱が足

努力したほうがいいですね︒本当の

した歌舞伎をやってもらえるよう︑

私は芝居のことしか何も分りませ

んが︑祇園祭にしましても︑町衆の

び︑歌舞伎を上演して︑復活のきっ

牧野鴨川の河原で︑阿国をしの

あります︒お祭りと一つになるとい

来たとき︑身がチリチリした覚えが

昔︑子供の頃︑狭い通りを前に鉾が

うですね︒鉾の巡行にしましても︑

祭りという感じは薄れてきているよ

かけを作ったら︑という声も世間に

も劇場が大きく立派になって面白く

うか︑とても感動しました︒歌舞伎

仁左衛門そんなことは考えてい

に私には思われます︒伝統文化︑伝

り広くなって︑親近感が薄れたよう

統芸能というものを時代とともに正

なくなりました︒お祭りも道があま

だその時︑その時の思い付きでこと

とても続いてはいけませんしね︒た

いことですね︒

しく伝承していくということは難し

ません︒そんなことをやっても︑一

をやっても︑そんなことは一時的に

昔︑子供の頃︑狭い通りを前に鉾が来たとき︑

ヵ月に一度でもいいから︑ちゃんと

れよりただ一つの南座で︑せめて三

人気は出ても︑長続きしません︒そ

時的にはいいかもしれませんけど︑

はあるようですが︒

問われる劇場側の情熱

らないというのが本当ですね︒

みえる方も沢山いらっしゃる︒だか

／

身涯チリチリした覚えがありま式
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蕊
蕊

ＴＯＭＯＲＲＯＷ・エッセイ

出町柳
人口とまちの広さが調和がとれてい

それは︑京がちょうどほどよく︑

源﹄へ苗を買いにいったこと︒

祇園祭のトンチキチのおはやしが

十三年京に住んでいた︒

きこえる頃︑出町柳の商店街の夏の

何年住んでいたからよく知ってい

るからでしょう︒

水沢ルリ子

﹁もし三万円あったら﹂

だいぶまえのことだったけど︑

というクロワッサンの企画に応募

にごちそうしよう︒

したことがあった︒三万円で若もの

んでいるヤサイ︑とうふ︑まめ︑

うなぎを店まえで並んでやいてい

風物が浮かぶ︒

の移り変わりや︑そのときどきの生

るというものでもないけれど︑季節

地上はコンクリートのかたまりには

呼び声にひきずられていた︒

そういうのって︑何か生きてるっ

哲学の道ぞいの疎水の上をほたる

ルフ玉みたいに自分をおもってしま

ル︑そこをころころころがってるゴ

スカレーター︑地下鉄︑そびえるビ

東京にたまにいくと︑長い長いエ

てかんじがあるのね︒

が︑ぽかぽかひかりをはなち飛んで

う︒人間だっておもえない︒フシギ

やはりかけはなれたものがありま

はやくも私は出町柳の商店街に並

る男たち︑ランニングきて︑首も腕

活の匂いをかんじます︒

うちわ片手で︑もう片方の手のひ

も背中も汗だく︒

大都市の蟻の道のような地下鉄︑

魚︑とり︑肉︑威勢よい店主たちの

らをうちわでたたき︑うなぎの匂い
で道いく人をとらえる︒

す︒ノ

東京生れの私︑思ったことを心に

しまってへほんのちょっとしか口に

のに︑いつも思い出すのが︑にぎや

出さない京人と正反対の私の性格な

かたを連想したくなる︒

れば︑涼しくなくても︑うちわやゆ

きょうびと

の交差する三角地の夕涼み︑﹃種

かな出町柳の商店︑加茂川と高野川
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なことだし︑恐ろしいことでもある
京をはなれ︑一年を過ぎようとし

わけ︒

ている︒借家住いだけど︑住んでる
ところは神奈川県で山や海が眺めら

れ︑すばらしい景色のところなの
文化に縁のない私をだれも疑いは

に︑何か不足してるってかんじ︒

しないと思うけど︑文化に飢えてる
自分を知る︒ほんとうにおかしいこ
とだけど︒

たとえば︑ほんやら洞のもよおし
や︑出版記念会︑会食かい︒加茂川
と高野川の三角広場の芝生に黒テン
トの芝居をみたり︒

本やもあれば︑糸と針︑画材や︑

まだまだバランスとれてる数少な
出町柳の商店街の入口の大福やお

い日本のまちの一つでしょう︒

こわ︑よく並んで買ったものでし
た︒

いまえだれづて鮮烈な色香をかんじ

日本が滅びいくときでも︑しっか

てしまう︒

と歯止めになるのが京ではないかし

だって︑若者たちに反対ばかりし

らん？︑と期待してしまう︒

よ︒いまなかなかむずかしい時だか

ない大人がちゃんといるところでし

大都会で︑並んで買うものは︑有
のハートのネックレスとか︑バーゲ

ね︒

ら︑こうしたことが大切ですもの

名ブランド︑たとえばティファニー

京の並んでものを買うところは︑

ンとかでしょうけど︒

京の女子はんはがんばらはる︒お

てみる人は別として︒

しゃれとしかしらない観光京都とし

生活があるのね︒たしかに安く︑お
いしいところなの︒

い︒風景も道も︑人も︑そこここに

なかなか芯も強いし︑しんぼう強

肉でもヒレ肉とか分厚いかたまり
が安く︑そこもいつも並んでいま
す︒

泣けてしまうわ︒

色香ただよわせて︒

離婚した夫をほめたたえてるみた

秋になれば︑落葉をきれいにはい

いで少々てれます︒キザなやつだと

て︑ためて︑あちこちから煙がたっ
ているし︑お地蔵さんの赤いまえだ

レコード︑身近かにないのは淋し

れも新しく変えられていたり︑ロー

思って下さりますな︒

気候的には︑夏暑く︑冬寒く︿暮

セキでお化粧されているお地蔵さん

い︒

しよいとは決していえないけれど︑

創樹社刊
﹃カナ子の場合﹄︑
﹃心をこめてメランコリック﹄
新宿書房刊

水沢ルリ子︵本名日高暢子・作家︶

もある︒

り︑紅葉の落葉のあとの殺風景な中

そういうのって信仰深いと思うよ

はなれても私をはなさない強い力が
そうはいっても大都会の悪風が︑

で︑地蔵の新しく化粧された顔に赤

あるのです︒

京を犯さないとはいえないけれど︒

一'

フ7

大切にせえへん世の中はﾀ>〈
動物好きで︑京人形のようなふっ

進出し新風を吹きこんでいるが︑飛

数匹︑寝そべっていた︒聞けば︑飼

は︑ちょっぴり元気のない犬と猫が

カホカの一年生︒狭い玄関の前に

さん︒当年三六歳︑向日市議会のホ

きは︑延々二十数時間も闘うのに︒

たちは︑議長とか副議長を決めると

定より長くしゃべりました︒男はん

簡単にというんです︒腹が立って予

．般質間をしていると︑議長が

鳥井さんもその一人︒

い主から見捨てられたのを引き取っ

ばかし考えていますよ﹂

肝心の審議のときは︑はよ帰ること

くらとした笑顔の素敵な飛鳥井佳子

たという︒この︑心の優しさが飛鳥

なかなか手厳しい︒﹁男たちは肩

井さんの原点といってよい︒全国的
にみて︑市民運動の経験者が議会に

元気印の向日市議飛鳥弁佳子さん奮闘記

書きが欲しいのでしょうね﹂とにん

まり︒そして︑女たちの奮闘を期待

する︒が︑﹁議員になる前は︑私と

付き合ったらあかんと言っていた人

と態度を変えます﹂とも︒

が議員になると﹃あの人はエライ﹂

飛鳥井さんの名を全国に知らしめ

た︶︑例の﹁モンペ騒動﹂・彼女の

た︵その余顔で向日市の名も知れ

にピッタリの服装を選んだにすぎな

感覚からすれば︑市議会の審議内容

い︒﹁異端﹂を排除する感覚こそ問

﹁モンペは八年前に国防服で反戦

題だと思うが︒

と本人の感覚は︑まるで新人類の

を訴えたとき︑うけたから﹂

ノリそのもの︒そんな元気で行動的

なスタイルが︑社会党の目にとまり

入党を進められる︒﹁社会党は飛鳥

得にほろり︒人の決断を迫るのは︑

井さんと心中します﹂と浪花節的説

のレベルかもしれない︒﹁土井たか

論理の世界ではなく︑あんがい心情

こさんが好きです﹂とキッパリ︒も

の路線には批判的だ︒が︑考えが一

ちろん︑社会党の暖昧な反原発運動
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PHOTO￨

中山和弘

生きものを
文高橋章三

番近いという︒

なんかもしました︒楽しくやろうと

﹁岡崎の勧業館で平和のことで劇

げた︒

なるとき︑自分の目標として三点掲

にでることが楽しいと言う︒議員に

ない︒楽観もしていないが︒議会

市︒十九歳の時︑京都に移り住む︒

思い﹁タケチャンマン﹄をしまし

に情熱を燃やす︒

市民運動の切っかけは捨て猫から始

た︒行政の人から﹁マジですか﹄と

飛鳥井さんの生まれは大阪の豊中

まったという︒猫や犬が大病院で動
言われたりしました﹂

されている現状に憤慨︒そこから︑

とにかく︑楽しみながら運動をし

は﹁外環道路計画﹂に反対するこ
と︒理由は︑むろん環境破壊を許さ

からみてもっともなことだ︒二つ目

ること︒これは︑飛鳥井さんの経歴

一つは﹁非核都市宣言﹂を実現す

物実験され︑しかも死体がゴミ扱い

現在社会の歪みを知り︑行動に移

ていくタイプのようだ︒それだけで

す︒

ら︑平和大使としてアメリカにいく

﹁この前︑十八万円たまったか

一つ﹁西の岡丘陵﹂と﹁はりこ池﹂

ない立場︒向日市の数少ない自然の

なく︑行動力がスゴイ︒

子供達とともに﹁がんばるくらぶ﹂

と人にいってしまって︑仕方ないの

動物と子供が大好きなことから︑

を結成︒環境問題と反戦・平和運動

の声なき声を代弁する︒﹁向日市生

を守るため︒烏・草花・魚・虫たち

命と環境を守る会﹂の世話人も兼ね

で全国に呼びかけたら十八人集まり
ました﹂といった調子だ︒まるで銭

所づくり︒国体の施設には四十億円

﹁女が議席のうち半分を占めれ

だ実現しないとか︒

三点とも︑当たり前のことなのに未

自立のために使うことを強調する︒

もの金を使う︒その一部を障害者の

ている︒三つ目は︑障害者に働く場

湯にでもいくような気軽さだ︒当
然︑第三世界の現状にも関心をも
つ○

女が議席の半分に
﹁議会でフィリピンのことを話した

ら︑﹁よう︑国際部長﹄というヤジ

向日市の市花は︑ひまわりだそう

ば︑変わると思います﹂

だ︒その花のように飛鳥井さんは︑

が飛ぶんです︒自分の回りのことし
じ感覚なんですね﹂

か関心がないんですよ︒町内会と同

ない︒

大いなる太陽を追い続けるにちがい
だが︑飛鳥井さんは決して絶望し
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REPORT･1
●明日のひと

住生活研究所事務局長

塵圖・谷垣千秋

人が
住みつづける

街に

近代化と

伝統美の統一を

ている・・このような街の変化は︑何も京都に限ったことで

た京都が︑今︑無残としか言いようのない変貌を強いられ

はなく︑日本の他の大都市でもすでに進行し︑結果も出て

いることである︒しかし︑京都のそれが︑放置できないの

の形状を︑はっきりとした都市計画もなく変更しようとし

は︑大路︑小路を組み合わせたオリジナルで歴史的な都市
ているためである︒

一二○○年にわたって蓄積されてきた京都の様々な営み︑

建築物を含めた景観︑人々の関係︑産業等々︑それら総体

で急に白っぽくなり蔓の家なみは︑櫛の歯がかけるように

達は大きな遺産を失い︑未来への展望を持ちえなくなって

目先のことしか考えない対応に甘んじることによって︑私

ている︒この素晴らしいストックに対する位置づけもなく︑

が︑現在では京都の文化として収敵し特有の価値を形成し

ぬけ落ち︑その跡地にマンションが次々に建ち並ぶ光景が

しまうのである︒

三方を山に囲まれ︑黒味がかった京都の街が︑ここ数年

の町家が建ち並ぶ中心部の中京︑西陣などでは︑この現象

この二︑三年の京都市内の変貌ぶりは︑目に余る激しさ

急速な高層化がもたらすもの

そこかしこで見られるようになった︒とりわけ︑旧くから
が象徴的に現れている︒最近︑長く京都を離れていた人が︑

京都らしくなくなってきた﹂という言葉である︒

久しぶりに戻ってくると異口同音に口にするのが﹁京都が
紅殻格子に代表されるウッディでヒューマンな街であっ
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園ヨ

343件

58年度

376件

59年度

480件

52 ．

3％

60年度

47

1件

49．

7％

61年度

59

1件

55 ．

8％

62年度

72 1件

60 ．

1％

五十八年度から六十二年度までの五年間をとってみても

57年度

で進行している︒京都市建築行政年報によると昭和五十七

共同住宅の割合

その増加率は︑二○○％近くに達しており︑しかもこの間

確認件数

年度から六十二年度までの市内の中高層建築物の増加ぶり

年度（昭和）

の一年ごとの増加率も二十五％前後と一定の割合で増えて

京都市内の中高層建築物の建築確認許可件数

は︑︵表１︶に示すとおりである︒

表l .

（京都市建築行政年報）

中京区
下京区

南区
西京区
伏見区
山科区

７５７０３１４

北区

188
１

左京区

４２４０６５
１３２２

右京区

460

1

.

378
455

1

1

2

558

39

347

367

500

1

1

1

28

203

1

59
45

82
1

10

543

97

1
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刃

マンション等の共同住宅の占める割合がきわめて大きい︒

いる︒これを用途別でみると︑商業ビルも増えてはいるが︑

と比較していずれも小さくなっている︒

われており︑京都府では︵表３︶のように大阪市︑神戸市

る︒そして︑これは︑そのまま床面積の違いともなって表

さらに︑それが他都市のものと比較して︑ワンルームなど︑

と︑そのマンションが都心部を中心に建てられていること︑

の増加が︑主としてマンションの増加によるものであるこ

以上みてきたように︑この間の京都市内の中高層建築物

五十九年度以後の四年間をとってみても︑全体に占める共
同住宅の割合は半数を超しており︑とりわけ六十二年度に
京都市内のマンション供給戸数は︑近畿圏の中でも目立

は遂に六十％を超えてしまった︒
った伸びを示している︒

確かに︑都心居住が増えることは悪いことではない︑し

面積の小さなものが多いこと︑などの点が明らかになった︒

かし︑その実態がワンルームマンションなど賃貸リースマ

日本高層住宅協会が発表した昭和六十二年版︵一月〜十
よると︑大阪市内のマンション供給戸数が︑五十九年から

ンションや︑昨年すでに三棟建設された億ションに代表さ

二月︶﹃近畿圏民間分譲マンション統計資料﹂︵表２︶に
六十二年にかけて一貫して減少しているのに対し︑京都市

市民の増加にはつながらず︑むしろ︑以前そこに住んでい

れるセカンドハウスによるものであるならば︑決して定住

た人々を追い出して建てられることによって︑定住市民の

び率はきわめて大きい︒たとえば︑六十一年から六十二年
にかけての増減をみると︑大阪市内では二十％減少して・い

る京都では︑町衆による住民自治の長い歴史を持っている

減少に拍車をかけることにつながる︒また︑成熟都市であ

内では増加と減少を交互に繰り返しているものの︑その伸

るのに対し︑京都市内では七十五・八％の増加となってい

主として高さ規制の緩和という点で市民からの批判が展

合設計制度を導入した︒

今年四月一日を期して︑京都市は建築基準法に基づく総

総合設計制度の導入

誘導していく結果となっている︒︑

が︑ワンルーム化︑セカンドハウス化は住民自治の崩壊を

る︒さらに︑この増加現象を京都市内の区別でみると︑上
京区︑中京区︑東山区等の都心部での増加が著しい．︒

いつぽう︑マンションのタイプ別でみると︑ワンルーム
マンションの占める比率が高く︑郡部も加えた京都府全体
で十六％となっている︒これに対し︑大阪市ではワンルー
ムの比率は低く三・六％︑神戸市では三・○％となってい

↑

京と
都 いう美しい
1

32

厘街が美しく変化することを願って
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開されている施策であるが︑容積率の緩和︑一定以上の敷

定のプロセスでは公聴会などを開催して経過を市民にオー

石や木といつ白然素材は︑崩壊しつつも
新しい別の価値を生み４うける︒
地規模︵千ないし二千㎡︶が必要なこと︑さらに開発指導

京都市は︑はっきりと京都の大改造計画を発表すべきで

の姿勢はいかにも対照的である︒

その目指すところは︑単体の個々の大規模化よりむしろ︑

の緑化よりむしろ大規模化であることを説明し︑そのこと

ある︒総合設計制度が本来︑目的としていることは︑都市

プンにしていることと比較すると︑街づくりに対する両者

都市そのものの大規模化であろう︒実際︑総合設計制度の

要綱の変更が同時に行われたことなどを合わせ考えると︑

思想とは︑建築を単体として発想するのではなく︑単体と

を市民に明言すべきである︒実は市民参加の街づくりは︑

を成し遂げないと︑京都の近代化︑活性化が図れないこと

しかし︑その手法が京都という規模の都市には︑いかに

である︒

そのことに対する論争を始めることからスタートするはず

複合した規模で発想することにある︒

も的はずれであることは︑二千㎡という面積を︑現実の市

目指すべき都市像

内中心部で思い浮べてみれば一目瞭然である︒四条通や河
原町通といえどもビルを一つ隔てた小路に入れば︑未だに
う町である︒

そこには人々が暮らしを営む世界がある︒それが京都とい

ていくと︑今まで見えていた山が見えなくなったり︑夏の

町家が鉄筋コンクリートのビルやマンションに建て変わっ

京都の町中から加速度をつけて木造建築が消滅していく︒

まるで夜陰に乗じてのごとくにこの制度を通してしまった︒

行政側もむろんそんなことは百も承知であろう︑だから
重要な都市計画行政が︑市民の合意も得られないまま実施

木造建築が消滅していくことには︑いくつかの原因があ

大文字がビルの屋上に上らないと見えなくなったりする︒

同じ歴史都市であるボストンが︑世界的な先駆となった

るだろう︒京都にそぐわない全国一律の建築法規制︑建築

されることは︑異常としか言いようがない︒

ウォーターフロントなど市街地の再開発において︑計画選
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医壹」

工事の請負システムの問題︑そして何より生活や仕事の様

て木造建築の消滅が進行している︒

式が大変化を遂げてしまったこと︒これらの要因が複合し

吉田光邦氏は︑コンクリートという不完全素材に対する

奇妙な信仰に対する批判の中で﹁石や木という自然素材は︑

崩壊しつつも新しい別の価値を生みつづける﹂と述べて︑

街を形づくる素材に対する市民の価値観が問われる時代に

入ったことを指摘している︒

しかし︑問題はこのような価値観を体現しうる条件を︑

今︑私達の街は備えているのかという点にあるだろう︒

京都の代表的地場産業として西陣織がある︒明治維新直

後には︑早くもフランスへ技術研修に出かけ︑常に日本の

繊維産業のトップレベルを維持しつづけてきた︒その西陣

織が斜陽と言われて久しい︒現在では︑︑その西陣に雨後の

タヶノコのごとくにマンションが乱立し始めている︒織屋

が西陣織からどんどん手を引いているのである︒また︑マ

ンションは建てなくとも︑自宅を建て替えて鉄筋コンクリー

トのビルにしているところはいくらでもある︒

昭和五十九年の調査によると︑西陣織の生産に占める内

機︵うちばた・織屋の工場にある機械︶と出機︵でばた・

織屋の注文に応じる家内工業者︶の割合は︑三対七の割合

になっている︒さらにその出機の内の六十三％が丹後地方

という結果になっている︒今や西陣織の大半は西陣ではな

く丹後で織られているのである︒

35

屋的機能を備えたものとならざるをえない︒ビル化の背景

っていない問屋的存在なのである︒その建物も必然的に問

現在の西陣織の織屋の大半は︑したがって生産活動を行

めて︑そのような問題意識を持った建築家︑職人︑学者︑

法を編み出すことが︑いまもっとも迫られている︒私も含

産業の近代化と町並みも含んだ伝統の美を両立させる手

京 の 木 造 建 築 を 現 代 に ア レ ン ジ し て い く 技 術と市民との

めた︒

弁護士の集団が︑京都の木造住宅に対する研究・実践を始

織とは関係のない人々の居住地区になっている︒織屋のあ

共同作業を可能にするシステムを持つことによって︑町家

かって工業地帯であった西陣も︑今や住民の大半が西陣

には単純にみてもこのような現実がある︒

りかたが変化するのと同じように︑そこに住む人々の生活

えていくことができるだろう︒

これまで︑経済活動の変化や生活様式の変化に︑建築家

をつぶしていく今の流れから町家を生かしていく流れに変

自然素材による建築︑街の構成という理念は︑西陣のこ

のことが︑日本中の都市の個性を抹殺してきたし︑今︑京

や都市プランナーがあまりにも無自覚に追随しすぎた︒そ

現れと見るべきだろう︒

のような現実を例として︑所与の条件の下で形に変えてい

様式も変化する︒マンションの出現︑町並みの変化もその

く独創的な技術の開発に待たねばならない︒

都もそうなろうとしている︒

京都が︑その特性を保ちながら︑ 美しく変化していく条

が京都のまちなかに住み続けることである︒とりわけ︑伝

件は︑今述べた︑特有の技術の開発と︑もうひとつ︑人々
時代と共に街が変化していくことは必然である︒ただ︑

統産業の地域にあっては︑聯住一致もしくは近接が重要で

職住一致もしくは近接

私達は︑京都という美しい街が︑美しく変化していってく

多くの課題があるが︑とりあえず木造建築 を 美 し く ア レ

ある︒

ンジし︑発展させていくことで一つの足がか リはできるだ

京都は素材の美しさと美的センスで魅せてきた都市であ

れることを願わずにはいられない︒

る︒そこに暮らす人々は︑他の都市の人々と同じように働

る︑京都を人の住まない他の凡百の経済都市 にしてはなら

人が住みつづける街には活気があり︑文化 も 生 ま れ て く

ろう︒

として職住一致の形態が多く残った︒伝統産業によるもの

ない︒

に他都市では︑職住分離が一挙に進んだが︑京都では依然

き︑生活している︒しかし︑わが国が高度成長をした時代

であろう︒
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京都市長選・記者放談
烏ノ

胎動する京都市長選挙

市民不在の政治芝居は何処へ

今川京都市長の任期も残り一年弱になり︑市長選挙に向けて︑政党︑
団体の動きもようやく活発になってきた︒古都税紛争以後︑京都市の退
勢が進む中︑有権者の役割は極めて大きく重い︒政党や候補者に噂され

電車の響きは︑伝わってこなかった︒

る人物の思わくはどうか︒現段階の展望を︑東京から﹃古都税廃止半年﹄
の取材に来たＴ記者と語り合った︒

古都税紛争の後遺症

Ｋ記者古都税条例が廃止になって半年︑観光客はまだ

Ｔ記者金閣寺が金箔を張り替えたというので行ってき

完全に戻っていないが︑表面上後遺症はないだろう︒

いないね︒夜に着いたが︑気が付いたことは︑改修工事が

たが︑あれは︑お寺というより雑踏だね︒古都税紛争のさ

Ｔ記者三年ぶりに京都にきたが︑いつもながら変って
終った清水寺の三重塔が︑照明に浮び上がっていたことぐ

なか︑寺側は︑寺に来る人は観光客じゃない︑拝観客だと

Ｋ記者京都仏教会の当時の有馬頼底常務理事が︑﹁古

がわかるよ︒

いっていたが︑あれを見ると︑殆どが観光客だということ

らいだ︒︲
Ｋ記者京阪電車が地下に入って︑四条︑五条︑七条の
通りの車の流れが︑多少良くなっていただろう︒

Ｔ記者そういえば︑鴨川の床にいても︑あの懐かしい
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畷

都税反対運動の軌跡と展望﹂のあとがきで︑古都税反対運
動を起こした三十一ヵ寺のうち︑次々と脱落寺院が出たこ
とに関して︑﹁観光寺院が仏教を標桧するならば︑平常の
心がけによって︑十年や二十年の拝観停止にも平然として

今川市長の三選出馬は？

Ｔ記者ところで︑全国に悪名をとどろかせた市長は︑

Ｋ記者国体の後か︑来年四月の市政百周年のあとが︑

来年八月まで︑任期いっぱい勤めるのか︒

ったのか﹄と書いているが︑自分のところの関係の金閣寺

最後の花道だという人がいるが︑三選をという声もあっ

対応できるだけの基礎を築いておいてしかるべきではなか
がお金を生むから言えることで︑他の寺は何をぬかすか︑

て︑辞めることはないだろう︒

Ｔ記者三選だって︑冗談だろう︒だれが支持するん

といいたいだろう︒

さて︑前置きはともかく︑国体終了後候補者の選考が始
まる市長選挙に移ろうか︒

を示唆したんじゃなかったのか︒

だ︒自民党や民社党の府連が︑定期大会で今川以外の人物

Ｋ記者既に自薦他薦で大勢候補者の名前が上がってい

るが︑まだこれだという人がいないわけだ︒それで直前ま

で決まらない場合︑矢張り現職で行こうか︑という可能性

があるというんだな︒そんなことはあり得ないと思うが︑
それが政治力学だそうな︒

Ｔ記者市議会が市長の責任をとことん追及しなかった
のはなぜなんだ︒

Ｋ記者古都税に関しては︑全く弱みがあってね︒ま

ず︑財源対策として古都税を持ち出し︑最後まで条例の完

全実施を唱えて来たからね︒市長の責任を追及できる立場
になかったわけだ︒

Ｔ記者〃京都の場合︑与党になっている︑自民︑社会︑
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観光客で賑わう金閣寺。
￨年4カ月ぶりに開門

船橋求己が︑再び革新統一候補として立ち︑自民︑公明も

が当選して︑革新市政が誕生した︒次の選挙でも︑助役の

Ｋ記者昭和四十二年の選挙で︑革新統一候補の富井清

意欲が減退している現状から見ても︑外部から清新な人物

見だ︒それよりも︑市の職員の綱紀が緩み︑仕事に関する

持しないからだ︒これは市議会の与党各会派も一致した意

市が敗者の立場にあることを︑だれもが認識していて︑支

補者は︑可能性がうすいだろう︒それは古都税に関して︑

推した民社党の永末英一を僅差で破って当選したわけだ︒

を導入しなければ︑市役所はどうにもならない︑というこ

公明︑民社の組合わせがもうひとつよく分からないね︒

船橋の二期目からは︑自民︑公明︑民社も推して︑全国で

とで︑一般の見方が定まっているんだ︒

Ｋ記者それがそうではないのが悲しいところさ︒これ

ら人材には事欠かないのじやないか︒

Ｔ記者それは当然だろうね︒だけど︑京都のことだか

も珍しい︑オール与党の︑いわゆる︑﹁五色豆﹂の時代が
始まったことはご承知の通りだ︒船橋は三期目の半ばに︑

がれたが︑この形は︑古都税に反対した共産党が︑与党か

までに︑郵政事務次官の沢田茂生︑大阪府副知事の中川和

くも膜下出血で倒れ︑現在の今川正彦に︑そっくり受け継
らはじきだされる前回の選挙まで︑実に十年間も続いてし

雄︑京都府議会議員の高山寛︑右京区の病院長︑京都市議

らさがっている大阪府知事のほうが余程魅力があるだろ

前が出てくるが︑落ち込む一方の京都市より︑目の前にぶ

Ｋ記者両親が府議と市議だったこともあって︑毎回名

Ｔ記者中川は前回も名前が出ていたね︒

だ︒

会議員などの名前が出てくるが︑結局本命がいないから

まった︒結局︑これが現在でも残っているというわけだ︒

市長候補の有力者は誰
Ｔ記者現在︑市長候補として名前が上がっているの
は︑何人程いるんだ︒

Ｋ記者京都市長は︑前の船橋︑現在の今川と昭和四十

も︑奥野康夫と木下博夫は︑本人の意思とは別に︑有力候

助役が市長候補の最短距離にあるといえるだろう︒今回

旧交替の時期を迎えているので︑主導権争いのにおいがし

がちらついていて生臭いね︒京都府選出の国会議員も︑新

Ｋ記者京大出身だというが︑バックに国会議員の名前

Ｔ記者ゞ沢田はどういうことなんだ︒

需つＯ

補になる可能性はある︒また︑助役経験者として木下稔も

六年以来︑助役経験者が勤めてきている︒この意味では︑

城守昌二も名前が出ている︒しかし︑今回は部内からの候

ィ0

歴團−

Ｋ記者高山義三元市長の養子で︑四十二年以来府議六

Ｔ記者それでは高山はどうか︒

た立場上︑条例が寺側につぶされた形で廃止になった事情

ものだ︒ただ古都税に関して︑担当助役として推進して来

動きを続けて来た︒病院経営の一族で財力の点でも相当な

本人は期するところがある︒前回の市長選でも一時名前が

期目で議長も勤め︑五十九歳という年齢も申し分ないだろ

から見れば︑行政能力と合わせ︑マイナスイメージが非常

ないでもない︒今のところ自民党の中でも可能性は薄いと

う︒四月に行われた︑藍綬褒章受賞を祝う会では︑世話人

に強い︒人間的にも幅があり︑能力もあるだけに︑本人も

出た程で︑この三年間︑ずっと選挙準備といっていい程の

に政・財・学会のトップが名を連ねていたし︑本人もその

見る人が多い︒

気は十分にあると見ていい・・しかし︑ずっと自民党で来て

らくは付きまとうね︒

くやしい所だ︒能力を欠いたトップに仕えた不運が︑しば

Ｋ記者最近は新聞の広告が目立ち︑病院名にルビをふ

病院長はどうなんだ︒

Ｔ記者今年に入って動きが活発だと言われる︑右京の

いるから︑社会︑公明︑民社はまず乗れない︒それでは自
民党から︑ということになってもへ市議団が承知しない
し︑器ではないという声も強い︒

Ｔ記者市役所出身になるが︑城守昌二はかなり動いて

顔も知らない人物から品物をもらう訳にはいかない︑とい

しかも︑夏の中元の時期に︑品物を送ったらしい︒名前も

っているところなどを見ると︑その気持ちは十分だろう︒

Ｋ記者六十年暮の助役の任期切れのさい︑古都税問題

いるようだね︒

の責任を取らされた形で︑再任されなかった事情もあり︑

一呆都岩呈耒所一Ｔ六ＯＯ

ＴＥＬ︵Ｃ七五︶三四一

四四七０

︷呆都十巾下圭呆区烏九通七条下ル東境町一九一の一
グ︸フビービル
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①鉄建建設株式会社
京都営業所長笠函直↑早︷由

’

だ四十歳代だというが︑新聞広告や品物で名前を売ろうと

いないようだ︒医師会の支持もままならない雰囲気だ︒ま

って︑返した人もいたが︑自民党の市議も殆ど相手にして

て︑京都市議の福島滋弥を擁立しようとする動きがあっ

取沙汰されている︒つまり︑これまでの植木光教にかえ

Ｋ記者いや︑たとえば自民党の場合︑候補者の交代が

Ｔ記者なかなか難しいとは思うが⁝︒

市長選の政党協力は

情からだ︒

る︒﹁連合型候補﹂の目が出てくるのも︑このあたりの事

Ｋ記者最終的に植木が公認されても︑大変苦しくな

木の人柄が影響して︑そんなことになるのだろう︒

Ｔ記者結局︑面倒見が悪く︑地元の評価がよくない植

からだ︑という人もいて︑実現性は非常に薄いと思う︒

名度が全くなく︑資金も難しいとか︑出すならむしろ府議

た︑という人もいれば︑本人自身︑その気がないとか︑知

現実問題となると︑その議員の中にも︑あれは間違いだっ

て︑京都の市議団︑府議団が︑形の上では賛成している︒

するような人物は︑京都市長の器でない︑という人もい
ブ︵︾○

参院選は﹁連合型候補﹂も
Ｔ記者これだけ名前が挙がって来ると︑個々の力量は
ともかく︑支持政党の組合わせによって︑候補者が浮び上
がって来る線も考えられるんじゃないか︒

Ｋ記者そうなんだ︑特に今回は市長選挙の直前に︑参
議院議員選挙が入るから︑その組合わせが大変難しい︒

Ｔ記者参院選については︑社会︑公明︑民社︑社民連
の四党の間で︑﹁連合型候補﹂を擁立する選挙協力が︑中
いるが︑京都は可能性が強いので︑実現すれば影響は大き

央で話し合われていて︑全国で数ヵ所の選挙区が挙がって

はなり難いことは確かだ︒しかし︑その勢いで︑社・公・

後の市長選挙で︑現在の自・社・公・民対共産という形に

Ｔ記者なるほど︑そういう形の選挙が実現すると︑直

Ｋ記者定員二人の参議院京都選挙区は︑これまで︑自

民が市長選に独自の候補を立てられるかね︒

いだろうね︒

民︑共産の︑いわゆる指定席で︑社・公・民が割り込む透

党にしても︑五十年以来与党の公明︑民社にしても︑与党

Ｋ記者それは難しい︒四十二年以来︑市長与党の社会

きが全くなかったが︑今回は︑この一角を崩す可能性が出
てきた︒候補者によっては︑実現することも十分あり得る
からね︒

42

社・公・民に自民が乗るか︑公・民に自と社が別々に乗る

Ｋ記者現在のように四党与党の形を取るとすれば︑

している訳で︑あれでよく︑去年の春の地方選挙で議席を

は︑ないと思うのだが︑表面的には︑自民党と同じことを

見ていて︑社会党ほどあいまいな態度を取っている会派

は非常に薄いのではないだろうか︒遠くから京都の政界を

Ｔ記者それにしても︑社会党が与党になる目は︑今回

の席にしがみつきたいわけで︑国政選挙とは形を変えた選苦しい立場の社会党
挙になることも︑十分予想されるよ︒

Ｔ記者それでも自民の候補に社・公・民は乗れないだ

か︑ということになるが︑そうすると現在名前が出ている

倍増したものだ︒売上税反対で稼いだだけで︑よくよく京

ろう︒

人達は消えるね︒消すことが目的で名前を出しているとす

都の人は分からないね︒

三二三一︵代︶

支店伽東京営業所王泉都・滋賀・三重・山陽・九州・四国

ＴＥＬ︵Ｏ七五︶六三一

本社二Ｔ六一三京都市伏見区淀本町二二五

に追いやった場合︑現在の状況では︑絶対に与党の席に着

も︑今川を許せないとは言っていたが︑あれで市長を辞任

強く反対しなかった︒古都税問題では︑市労連のトップ

高さ規制の緩和にも︑市バス・地下鉄運賃の値上げにも︑

かった︑むしろ進んで賛成の立場をとった︒今回の建物の

Ｋ記者なまじ与党であるために︑古都税にも反対しな

ると︑現職の周辺にかなりの策士がいると見ていいし︑三

らない︒

選出馬の
の意
意思
思も
も︑
︑周
周辺
辺を
を含
含めめ︑︑相当のものと見なければな

京阪コンクリートエ業㈱
取締役社長長谷川梅太郎

‘3

圃率
膣

日本が変わります﹂と訴えたが︑委員長は何も分かってい

なってしまった︒どうか京都を変えて下さい︒そうすれば

はいま国会議員はゼロ︑夢にも思わなかったことが現実に

来た土井委員長が︑﹁私の第二のふるさと京都で︑社会党

で︑前回までのじり貧も当然のことだった︒六月に京都に

も︑公然と反対できない︑悲しいといえば全く悲しい立場

れているのを見ているだけに︑重要な議案に反対したくて

くことができない︒目の前で共産党が与党からはじき出さ

補者選びに入っているようだ︒

を発表している︒そして市長選挙対策委員会を作って︑候

制を作り上げていこうではありませんか﹂というアピール

す︒﹁消費税﹄粉砕のたたかいの中で︑革新市政奪還の体

うため︑革新市政を石にかじりついても再建する決意で

た全体会議で︑﹁生きながら腐敗しつつある京都市政を救

加わっている︑京都・府市民団体協議会も︑七月末に開い

者を擁立することを決めた︑と発表した︒また︑これにも

党の決意表明を受けた形で︑十一月にも革新無党派の候補

後も一貫して凍結・廃止を叫んで︑結局条例を廃止に追い

Ｔ記者共産党は古都税では終始反対していたし︑実施

ない︒

Ｔ記者なかなか手厳しいね︒それで共産党は市長選挙
にどういう態度なんだ︒

たのだろう︒

込んだのだから︑その意味では︑京都市民の共感を得られ

Ｋ記者八月末︑今川市長の任期が残り一年の時点で記

たわけだが︑共産党の判断はさすがというべきだろう︒し

世界歴史都市会議を開くという事情もあって︑廃止になっ

Ｋ記者古都税は︑拝観停止を含む寺側の強い反対や︑
者会見をして︑来年の市長選挙には︑市民の暮らしと京都

かし︑今川批判があれ程盛り上がったなかで︑事情はとも

共産党は独自候補か

のまちを守るにふさわしい︑革新無党派の候補者を擁立す

あれ︑市長リコールを見送ったことは︑一貫して市長の責

えなくもない︒肩すかしをくらった感はぬぐえないから

任を追及していた立場からすれば︑一種の裏切り行為と言

る︑という決意表明をしているよ︒

Ｔ記者客観情勢からいけると見たな︒

Ｔ記者大変厳しい見方だが︑候補者はどうなんだ︒

ね︒

Ｋ記者そうだろうか︑それより先に︑前回の市長選挙
声明を発表し︑﹁市政刷新︑民主市政の回復をめざし︑全

Ｋ記者︾噂の域を出ないが︑京都市職員労働組合委員長

の確認団体である﹁市民本位の民主市政をすすめる会﹂が
力をあげる﹂といっている︒そして︑九月一日には︑共産
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医篁

の河内一郎の名前がでている︒市職労といえば︑隔月刊の

ような態度らしい︒しかし︑今回は府立大学教授を既に退

Ｋ記者最後まで固辞したね︒今回も現在のところ同じ

ね︒

ューのタイトルで︑写真入りで︑聞き役をしているから︑

職して︑フリーの立場であり︑知事選のときとは事情は違

雑誌を発行しているが︑その中で︑彼が︑異色インタビ
そのつもりで売り出そうとしているとみれば︑そうとれな

っているからね︒

Ｔ記者かりに出た場合︑当選の可能性はあるだろう

くもないね︒

Ｔ記者彼には︑京都市長の資質として要求される力量

訳で︑共産党もその辺りを見越して︑革新無党派候補者の

Ｋ記者いわゆる革新票︑浮動票︑婦人票も期待できる

か︒

Ｋ記者古都税問題で︑仏教会が最終あっせん案を拒否

擁立を打ち出したのだろう︒この

はあるのか︒

して﹁８．８和解﹂の際のあっせん案を公表した際︑市職

さて胸の内は︒市長と両助役

弓

労は声明で﹁古都税和解劇が市民と市職員の願いを完全に
うらぎり︑政治謀略であったことが明確になった今︑市民
と市職員を愚弄した今川市長は市政担当者としての資格を
問わなければならない︒京都市職労は︑今川市長がただち
に政治責任を明らかにすることを要求するとともに︑広範
な市民とともに︑民主市政の再建と市民本位の市政の確立
に全力を尽くす﹂とのべていた︒しかし︑具体的な行動は
起こさなかった︒少なくとも資質のある人物は︑出来ない
ことは言わないだろう︒

Ｔ記者資質の面で欠けるということか︒それでは︑候
補者はまだいない訳か︒

Ｋ記者確認団体と京都・府市民団体協議会の会長をし
ている寿岳章子を推す声があるにはあるが︒

Ｔ記者あの人は先の知事選でも名前があがっていた
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何も変わらなかった
￨玉
京都国体

住民にとって｢国伽とは
国体リポートI

二巡目の京都国体が開かれている。夏季大会はすでに終わり、秋
季大会も十月十五日から六日間行われる。『わが国最大のスポーツイ
ベント』と、行政がはしゃいでいる割には、府民の関心は余りないよ

うだ。国体に関して、従来から「華美・肥大化と地方財政への圧迫」
｢選手強化の過熱｣ 「政治の道具化」など、多くの問題が指摘されて
I

てみたい。

いる。今国体の特徴を探るとともに、国体の歴史や体質を振り返っ

強化された日の丸・君が代

京都国体のキャッチフレーズは﹁３Ｍ︵スリム︶国体﹂

︵みんなで︑みなおし︑まごころで︶というものである︒

多くの批判を浴びている国体のあり方について見直し︑経

費も節減しようという意味あいがあるらしい︒しかし︑実

いう方針は︑結局変わらなかった︒日の丸・君が代はかえ

際はどうか︑天皇杯をめざしてなりふりかまわずやる︑と

って強化された︒施設整備費は四百四十億円にのぼり︑華

美を批判された一昨年の山梨国体を上回っている︒本質も

なにも変わっていない︒いや︑新しく付け加わったことが

ある︒最近はやりの﹁民活﹂である︒案内看板︑仮設スタ

ンド︑テントに初めて広告が入る︒その広告収入で︑一億

マスコット﹁未来くん﹂を使った協賛金システムがある︒

円が節減できる︑と府は計算している︒また謎京都国体の

あの気色の悪いとしか言いようのない﹁未来くん﹂のグッ

ズが︑すでに五五○件を上回っているというのだ︒その小

売価格の五％が府に入る︒ポスターなどに使った場合も︑

製作費の三％が入る︒府はその収入を一千万円と見込んで

いる︒このような﹁民活﹂に関して︑文部省︑日本体育協

会１日体協ｌや競技団体の中には︑アマチュア？という名

にこだわった批判があるらしい︒また︑民間業者も﹁寄付

金の割当てがある上に︒：﹂という反応も起っている︒しか
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麗

ん．

晒し︑この﹁民活﹂方式は︑資金調達に悩む来年以降の開催

と

詔県からは注目され︑問い合わせが多いという︒﹁民活﹂が
味進めば︑やがてはロサンゼルスオリンピック方式や冠大会

自

諺に進むかもしれない︒
イベント行政と天皇杯

都道府県は国体に何を期待しているのであろうか︒ここ

数年︑各地の自治体で流行しているのに︑博覧会の開催が

ある︒たいていは大して見るものもないお粗末なものだが︑

イベント行政と言われるものだ︒国体はそのイベント行政

の元祖であり︑最大級のものである︒このことは︑今川市

長みずから﹁市民しんぶん﹂で認めている︒いわく﹁半世

紀に一度のビッグイベント﹂︑﹁世界歴史都市会議に続き︑

い︒地道な住民サービスの充実を行うより︑このようなイ

本市が取り組むビッグイベント﹂だ︒権力者は名誉欲も強

ベントで︑名誉︑点数をかせぐ方がてつとり早いという訳

だ︒もちろん︑﹁国体をする知事は選挙に強い﹂という実

利もある︒京都国体でも七八年の知事選に初出馬した林田

悠紀夫は︑国体誘致を公約として掲げ当選した︒その当選

には︑府体協や各種競技団体も︑大きな役割を果たしたと

さて︑この﹁名誉﹂を更に高いものにするには︑是が非

言われる︒
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なぜか仲良｛

選手強化偏重になってしまった︒府の強化対策費のうち︑

も二六五人の輸入選手を確保したという︒予算もエリート

の反発を招き︑立ち消えになってしまった︒そして︑京都

などを打ち出した︒しかし︑都道府県体協や各種競技団体

からの脱却︑フルエントリー性の見直し︑輸入選手の自粛

体で︑府は最初改革案として︑天皇杯を目指して競う体質

リー︑組み合わせや審判の不公正などきりがない︒京都国

手︑開催県だけに認められる地方予選抜きのフルエント

手の強化偏重︑勝つためだけに他県からもってくる輸入選

事実であろう︒振興普及をそっちのけにした︑エリート選

シップと全く合わない策動が行われていることは︑周知の

でも天皇杯を取らなくてはならない︒ここにスポーツマン

予算に近い額を投資して体育館を新築し︑長期債務を背負

まうことも多い︒今国体でも︑大山崎町や向日市で︑年間

迫し︑地方自治体として︑本来するべき事業が削られてし

ていることが多い︒そこまでいかなくても︑他の予算を圧

過大な体育館を作ってしまったため︑後日財政危機に陥っ

費の多くは市町村負担となっている︒小さな自治体では︑

主義﹂と言われる所以である︒しかし︑これらの施設整備

何の権限もないのに︑施設ばかりを作っている︒﹁箱モノ

その経済的普及効果が大きいという訳だ︒実際の運営には

沖縄︵八七年︶五百四十六億円と︑多額にのぼっている︒

︵八五年︶で二百四億円︑山梨︵八六年︶四百二十一億円へ

が新設や改造がされる︒直接の施設整備費だけでも︑鳥取

られる︒会場など直接的なモノから︑道路︑駅前広場など

ってしまった︒

小中学生向けのスポーツ普及費は︑ずっと千五百万円のま
ま︑それに対し︑八二年度に五百万円だったエリート強化

る︒いわく﹁府民一体となって﹂﹁市民一体となって﹂︑

経済の﹁活性化﹂とともに︑人間の﹁活性化﹂も行われ

の強化費の中でも︑勝てそうな種目に対し厚く︑というラ

国体を成功させようというキャンペーンが行われ︑官製の

費は︑今年度六億三千五百万円にも膨れあがっている︒そ
ンク付けがなされている︒﹁勝つこと︑天皇杯を取ること

市民運動が作られる︒﹁行政エキストラ﹂と言われる︑地

しくする運動﹂﹁歓迎パレード﹂がなされる︒期間中とも

域の役員を最大限に使って︑﹁花いっぱい運動﹂﹁町を美

が至上﹂に︑府も戻ってしまった︒

地域と人間の﹁活性化﹂

子ども達は︑正規の授業にかえて︑マスゲームの練習をさ

なれば︑会場や周辺道路の清掃に︑町内から狩り出される︒

イベント行政のもう一つの大事な側面として︑﹁地域活

せられる︒﹁国体を成功させる﹂という名目が︑反論を封

ｆ

性化﹂がある︒国体を機にということで︑様々なモノが作

ｲ8

應塁｝

価されるようにと︑自立的にもの事を考え︑一個の市民と

い方も来る︑恥ずかしくないように︑﹁さすが京都﹂と評

大きさは想像以上のものがある︒日体協の性格であるオリ

道府県体協を抱える巨大な組織で︑その影響力と集金力の

日体協は︑現在︑その傘下に四十三競技団体と四十七都

国威発揚をｌという性格があった︒

して行動するのではなく︑行政の思いのままに操ることが

ンピック至上主義から十分に考えられることではあるが︑

じ込める︒とにかく︑他府県から多くのお客様が来る︑偉

出来る羊の群れへと︑意識統合されて行くのだ︒

政財界とのゅ着というものがその力の秘密と言えよう︒初・

体育協会の三者である︒このうち︑どこに実際の権限があ

さてハ現在︑国体の主催者は︑都道府県︑文部省︑日本

ル︑そして︑日本のスポｊシ団体特有の権威主義︑精神主

至上主義︑政財界とのゆ着︑文部省のリモートコントロー

日体協がこのような国威発揚を目的とするオリンピック

権党の政治家及び軍人である︒

代の嘉納治五郎︵講道館創設者︶の後は︑会長はすべて政

るのだろうか︒それは日体協である︒では︑この日体協は

義︑集団主義が結びつくところに︑皇室が登場する︒

日体協とはどんな組織か

どんな組織なのか︒発足は一九二年︑翌年のストックホ

ックでさえ︑総合得点や総合優勝というものはない︒いや︑

けの仕上げとして︑天皇杯︑皇后杯がある︒あのオリンピ

国体を利用して行われる天皇︑日の丸・君が代の押しつ

これからもわかるように︑日体協は当初からオリンピック

ルムオリンピックに︑代表を派遣するための結成であった︒

至上主義ｌオリンピックでメダルをとり︑日の丸︒君が代︑

一

ＴＥＬ︵○七七四︶二○ 一二九○

代表取締役△皿か兀幸見希刊宇治営業所一エハニ宇治市伊勢田町南遊田一六

4リ

本社〒六︒二二泉御幸巾北区大宮北ノ巴序町一五餅地
錘柿△口壷唾訊奴翠未ＴＥＬ︵Ｃ七五面九一一︲一二七Ｃ︵代︶ＦＡＸ︵Ｃ七五両九一一一 ○丘一五
八笠半ル起建訓奴 秩哨一八へ云好﹂滋賀営業所〒五二︒滋賀県大津市春日町焉罵覆盈当型一畔一汁

に

禁じている︒純粋なスポーツなら︑府県別に点数を争う必
要などないはずだ︒

そしてまた︑皇室が来ることを名目にして︑人権を無視
した過剰な警備︑精神障害者の調査︑宿のない人達の駅な
どからの追い出し︑左翼運動家︑市民運動家への弾圧が行
ふり歓迎が︑半ば強制的に行われるのである︒

われる︒その一方で︑町内会組織︑学校などを動員した旗

いつか来た道に向かって

住民にとって国体とはいったい何なのか︒日の丸・君が
代︑皇室崇拝︑国威発揚という︑現憲法の精神とは異なる︑

国家主義イデオロギーを押しつけられる︒税金が一時に無
駄に使われ︑本来の住民サービスが削られる︒官製の住民
運動にまき込まれ︑お上のいいなりになるように仕向けら
れる︒一部エリート選手強化のために︑市民スポーツを切
り捨てていく︒こんなものが国体の果たす役割なら︑何で
国体リポートⅡ

必要であろうか︒

京都国体マスコット

ライフル射撃︵上︶と銃剣道︵下︶

〃未来くん〃の︑

﹁新しい歴史に向かって﹂と思って走り出したのはいい

が︑実際には﹁いつかきた道に向かって﹂走らされていた︒

参考文献﹃誰のための国体か﹄

というようなことのないようにしなければならない・

国体民主化をすすめる全国連絡会議編

﹃スリム３Ｍ国体﹂

第四三回国民体育協会京都府実行委員会編

異常な募金要請に批判

こんなバカげた数字

〜
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やり方です﹂・

ふんまんやる方ないといった雰囲気︒

華々しく開幕した京都国体ｌ・国民スポーツの祭典にふ
さわしく好記録続出の夏季大会であったが︑一方で不満︑

なぜ︑これほどまでに多額の募金・寄付金が必要なのだ

事情に詳しいある関係者は︑こう説明する︒

ろう︒

悲鳴ともいえる声が噴出している︒﹁府民総参加﹂の掛け
声のもと︑総額二十億円という巨額の募金・寄付金を京都
府が募っているというのだ︒﹁３Ｍ︵スリム︶国体﹂︑﹁簡

﹁今度の京都国体の場合︑この募金を国体運営費だけで

なく︑ポスト国体の施設経費に充てたい考えをもっている︒

素な国体﹂を一方で提唱しながら︑片方では︑モミ手よろ

しくコ社数百万円の寄付を⁝﹂と︑常識はずれの数字を

府が計画している﹁スポーツ会館﹄の建設もそうですし︑

ておこう︒

では︑この辺りで﹃募金運動﹄へ至るまでの経緯を述べ

額である︒

その総額︵募金額︶は締めて二十億円︒確かに莫大な金

た原因です﹂・

このほかにもあるでしょう︒これが︑募金額が膨れあがっ

求め歩く︒果して︑これで﹁健全な国体﹂といえるのだろ
うか︒その実態に迫る︒

﹁商工会議所で十億円を﹂と知事
﹁こんなバカな話ってありませんよ︒何せ︑一社数百万

円の寄付をお願いします︑といけしゃあしゃあといってく

立目標額を四十億円に設定︑うち二十億円を府の積立金で︑

まず︑京都府が国体開催運営やスポーツ振興のため︑積

そんな多額のカネが出せるわけがありません︒本社か支社

るのですから⁝︒我々は一営業所ですよ︒営業所単位で︑

に稟議を出しているところですが︑当然︑まだ決裁は降り

に決めた︒

残る二十億円を府民や企業からの募金・寄付金で賄うこと

を訪問︑十億円募金の要請を行う︒これに対し︑商議所首

五十九年一月には︑知事をはじめ府幹部が京都商工会議所

工会議所連合会に﹃お願い﹂することになった︒このため︑

ないが︑ともかく︑募金二十億円のうち十億円を京都府商

こうした設定額は︑なにを基準に算定されたか定かでは

てません︒まったく︑常識はずれもいいところですよ﹂︒

こう吐き捨てるようにいうのは︑東京に本社をもつ大手
建設会社のＡ氏だ︒
Ａ氏は続けていう︒

躍少溌鯆瓢蕊憐砺鯏菰諏議榑無い

タノ

体・スポーツ振興募金推進委員会﹂︵塚本幸一会長︶が実

っていることではない︒商議所内に設置している﹃京都国

ここで断っておくが︑この﹃募金活動﹄︑府が直接に行

ビールメーカー︶・

伝に利用させてもらって協力させていただいています﹂︵某

﹁うちは︑一銭も出していません︒未来君のマークを宣

手ゼネコン︶・

おのずと多額になってくる︒何を考えているのやら⁝﹂︵大

じゃありませんか︒うちのように資本金の多いところでは

﹁聞けば︑この募金︑資本金をべｌスにしているという

が．：﹂︵大手電機メーカー︶・

ゃありませんよ︒そりゃ︑相応の協力はさせてもらいます

﹁こんなバカげた数字︑とてもおつきあいできる数字じ

である︒

こうした﹃異常ぶり﹄に対して︑各企業間では批判噴出

脳が快諾︑機関決定ののち﹃募金運動﹄が始まったという資本金べＩスに募金額算定
わけだ︒

府では︑これを踏まえて︑五十九年四月には﹃京都府国
体・スポーツ振興基金条例﹄を制定︑その態勢づくりを整
えた︒

ちなみに︑残る十億円の募金等については︵財︶京都府
体育協会︑府内ゴルフ場︑篤志家︑その他に協力を要請︑

今年の六月二十日現在の申し込み額は五億二千八百五万八
千円である︒

これが︑簡単な経緯だが︑商議所が受諾した﹁十億円﹂

という数字︑はたして妥当な数字なのだろうか︒体協など
の募金額が目標額の半分強ということからみても大変な数
字といわざるを得ない︒

ここに︑最近五年間の開催県の実施状況がある︒

五十八年・群馬県Ⅱ九億三千万円▽五十九年・奈良県Ⅱ

施している︒しかし府の職員が同行しての﹃お願い﹂︑実

それによると︑実績額は次のとおりである︒

一年・山梨県Ⅱ十一億五百十六万一千円▽六十二年・沖縄

いただいて協力願っています︒あくまで篤志であり︑強要

のスポーツ振興のためのもの︒その主旨を十分に理解して

多少恐縮しながらも﹁今回の募金は国体と︑ポスト国体

さて︑・こうした批判に対して府は何と答えるのか︒

質的には府がやっていることと何ら変わりはない︒

六億四千五百万円▽六十年・烏取県Ⅱ四億四千万円▽六十

県Ⅱ五億円

六十一年の山梨県が十一億円余りと目立っているが︑こ

八億円︶︒

れでさえ目標額は五億円であった︒︵同県以外の目標額は
三

いかに︑今回の数字が異常なものかがわかろう︒
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匿團

しかし︑企業側にとっては︑﹃お願い﹂といわれても無

はしていません﹂︵府国体局体育振興室︶︒

﹁この町の住民や企業の寄付金でさえ︑商工会議所の強

力な要請で︑すべて府に吸い上げられる︒﹃還元金はない
のか﹂といいたい﹂

七三二一︵代︶

S

二五七四︵代︶

、−〆

荒巻禎一知事︑あなたはこうした声にどう答えますか︒

ＴＥＬ︵Ｏ六︶九Ｏ八

大阪支店一Ｔ五七一門真市小路町−０︲︲一

ＴＥＬ︵Ｏ七五︶六Ｏ一

本社一Ｔ六一二古邸鄙市伏見区一泉町北七丁目

戸、

下には断れまい︒

その点を︑府はもっと﹃理解﹄すべきではないか︒

﹁還元金はないのか﹂の声も
ある企業関係者は︑こう嘆く︒
﹁確かに︑文書には︽﹃京都国体・スポーツ振興募金﹂

達成にかかる募金のお願い︾とあります︒しかし︑我々の
立場からすれば協力せざるを得ないのが実情︒それも常識
はずれの額︒こんなことで国体が成功したといえるのでし
こんな声がとどい

田組

また︑声
府 下自治体のある首長からも︑

総△ロ建設業

誰鰄描信

代麦取締役会長半人燕郵商恥治仇如即

代表取儲役社長Ｌ人恭ばん八岼旺

53

ようか﹂︒

た︒

．

マスコミ

鰐叡吟評

持管理に今後年間約六百万円かかる

場となるが︑この五年間に約十五億
円を注ぎ込んだ︒しかも競技場の維

地の出身者であるという︒

○％は関東や東北︑九州などの遠隔

足らずが府外出身で︑そのうち約二

校︑大学出身者︑残り四五％の百人

月の各紙地方版は︑国体と高校野球

気込んで新聞をめくってみたが︑八

ということで町当局は頭を抱えてい

最初の地方版時評というので︑意

が中心で︑残念ながら記事らしい記
るという︒

二十五日には﹁輸入選手﹂を取り

を獲得している不思議の舞台裏を具

毎回の国体で必ず開催地が天皇杯

事はない︒また︑記事の遅れも目に

体的に見せてもらったことは有難

付いた︒朝日新聞八月七日付地方版

んは府外出身者︒大学四年の時に府

上げている︒これに登場するＡ子さ

ポーツ京都大会の開会式で︑選手が

朝刊で第二十四回全国身体障害者ス

国体関係では︑京都新聞十三日の

この連載は楽しみである︒

い︒

に︑京都市の六十二年度公営企業会

関係者から﹁練習場所や勤務時間は
考慮する﹂との条件で府職員に勧誘

計の決算概要の記事があるが︑発表
から一週間余りもたっており︑これ
はどういう神経なのであろうか︒

●折Ⅲ泰宏

ことになったことが大きく報道され

椅子に座ってセレモニーに参加する

された︒しかし︑今年七月の選手最

︵弁護士︶

国体の記事で出色なのは︑朝日新

終選考会で落ちてしまった︒財団法

が多い︒毎日新聞では﹁近未来への

国体と野球芽Ｌ︿Ｉ

ている︒大会史上初めての試みであ
聞の﹁京都国体アラカルト﹂の連載

は︑今国体後の職場縮小︑人事異動

人府体育協会に出向している彼女

るということで︑記事の意味は大き

である︒二十四日の﹁競技のない町

街﹂という題で関西文化学術研究都

他の特集記事では開発関係のもの

い︒

村﹂は︑人口五千人弱の三和町が国

市を取り上げ︑﹁道路新時代﹂とい

げ︑なかなか意欲的であると思う︒

う題で京滋バイパス開通を取り上

六十一年から三年間に府内の企業

に不安を抱いているという︒

体誘致を断念した例をあげる︒この

や自治体が﹁スポーツのできる人﹂

町の年間予算額は約十九億円︑もし
国体を誘致しようとすれば十五︑六

このうち二百八人が国体候補者とな

ただし︑今までの﹁近未来への
街﹂を読むかぎり︑研究都市の内

として採用したのは約二百六十人︑

った︒この選手の五五％は府内の高

億円の負担がかかり︑財政破綻は目
その隣にある瑞穂町はホッケー会

に見えていたという︒
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に伴う問題などの掘り下げがなされ

ようで地元の抱える問題︑環境破壊

容︑進行状況の紹介に終始している
一斉に進められているリゾート構想

していることが分かる︒全国各地で

のアンケート調査をしたところ︑五

報センターが最近︑県外在住の出身

ポートしている︒福井県中小企業情

の一は帰郷を希望したという︒島根

百二十人から回答があり︑その三分

者二千四百七十人を対象に帰郷希望

十四日の第二回は高齢化社会を迎え

県では高卒者の県内就職率が上昇し

ンフル注射になるのであろうか︒二
ている日本海側の地域での老人を主

が果たして日本海側の過疎対策のカ

体とした町おこしの工夫を伝えてい
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・誤瞭鋪、
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たい︒

朝日新聞では﹁今日本海側では﹂

ていない︒今後の継続を楽しみにし

日本海側の状況をレポートしてい

という題で︑開発の波が押し寄せる

てきているという︒

蕊毒鍛蕊鎮重確認繊搾織鋸雛嘩蕊護霊一

紹介している︒

社京都支局のある三条通りの洋館を

条モダンストリート﹂という題で同

同様な企画では︑毎日新聞が﹁三

である︒

続けているものである︒貴重な記録

区・下京区の家屋を対象にして描き

住﹂でまとめたのに引き続き︑中京

りつつある西陣の家屋を﹁百家百

る︒これは三田村宗二画伯がなくな

して︑読売新聞の﹁百華洛中﹂があ

この他に目を引くシリーズものと

いだろうか︒

なところに求められているのではな

うものはリゾート開発ではなく︑別

思われるが︑新しい日本海時代とい

この報告者も言おうとしてい︲ると

る︒また二十六日の第四回では︑都
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？
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釧
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会から地方へのＵターン現象をし

（岫埼一一
至」茎
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あまり情報が入ってこない日本海
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芽凌 詔弓響

側の話は︑今後の日本列島がどのよ
うに変容していくのかという予測に

示唆を与えてくれるような気がす
づ︵︾○

二十三日の第一回は︑リゾート開
発を取り上げている︒鳥取県の香取
開拓地の例では︑開拓地に大規模な
リゾート計画が持ち込まれ︑これに
当初拒絶反応を示してきた開拓民も
酪農の先行不安から方針を変えざる
をえなくなってきた事実がレポート
されている︒国の農業政策︑畜産品
の輸入自由化政策はこのようなとこ
であり︑四全総がすでに先取り進行

ろまですでに影響を及ぼしているの
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マスコミ
鰐叡時評

れたものであるが︑昨年三月末の百

ターに入れ直した結果︑はじき出さ

て︑住民基本台帳人口をコンピュー

余りであった︒事務の電算化に伴っ

台帳による︑今年三月末現在の京都

自治省が先頃発表した︑住民基本

ことが露見して︑念願の市制は成ら

申告したのである︒しかし︑事前に

水増しを図って︑国に偽りの数字を

で︑市制を目指す町当局が︑人口の

ど前︑北海道のＨ町で起こったそれ
が有名である︒エネルギー革命によ
って︑生産地の過疎化が進むなか

人口水増し事件といえば︑二十年

緩を如実に物語っている大失態であ

全国でも前例がない職員の綱紀の弛

の料金ねこばば事件︑そして今回の

事︑消防局汚職事件︑市バス運転手

る︒相次ぐ公金詐取事件︑空接待費

よって︑末期的な症状を呈してい

お粗末極まりないトップと市議会に

けが残った事件である︒

︵編集長︶

同じ水増しとはいえ︑Ｈ町の場合
は意図的なものであり︑汚名を残し

検していなかったことが分ったが︑

基本台帳に移し替える際も︑何等点

さんであったうえ︑四十四年に住民

に作られた住民登録台帳の数字がず

象徴されるように︑京都市の行政は

題ではなかろう︒先の古都税紛争に

ったという言い訳で︑済まされる問

が問われるものであり︑実害はなか

り︑都市行政のレベルや職員の能力

しかし︑京都市の場合はミスであ

たが︑その場限りのものである︒

関係者は実に三十六年間も︑この誤

平均徴収率までの道程は遠い︒

いるが︑職員に意欲が出ない限り︑

区役所との連帯で徴税体制を強めて

係を指導課にして職員を増やし︑各

市は四月の組織改正で︑納税対策

％になり︑増率分は六億円という︒

年度には○・三％上昇して九五・五

ではなかった︒この徴収率が六十二

の収入を見込んだ古都税など︑問鼬

は四十億円余りに当り︑年間十億円

入︑二千四十六億円で見れば︑二％

続いているが︑六十三年度の市税収

という︑最下位の数字は︑ここ数年

平均より︑二％近くも低い九五％強

にも表われている︒政令指定都市の

職員の意欲の減退は市税の徴収率

ブ︵︾Ｏ

による裏金づくり︑大見の無許可工

四十六万八千八百人余りに対し︑五

ず︑町長ら責任者は辞任し︑僅かに

市の人口は︑百四十一万九千三百人

万人近くも少なく︑この十年間︑百

市庁舎になる筈の分不相応な庁舎だ

住民基本台帳の怪
續からは︑信じられない数字であっ
た︒

市が極秘に原因を調べた結果︑住

差に気付かなかったのである

民登録法に基づいて︑昭和二十七年

●牧野文夫

四十五︑六万人台を記録してきた実

政

行
鰐叡時評
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カキ︑モミジ︑スギ︑イチョウ︑マ

今年の初夏︒北白川地域一帯で︑

なものではない︒目に見えない流れ

方︑水の流れというのはそんな単純

たしかに︑そうも言える︒しかし一

いとは言えまい︒市内の中心部は︑

いものを伏見や南区に押し付けてい

策とも言える︒だからといって和汚

人口が減少︒周辺部が増加している

ツ等の葉が茶色に変色した︒特に︑

のではなく︑小規模の下水処理場を

現状で︑それらの汚水を南にまかす

その処理場は南区に二つ︵鳥羽と

を鴨川に放流してそれでも鴨川の水

北につくること︒そこで処理した水

を流れて行き先は下水処理場︒

設けられている︒そこで処理された

質を自慢できるようにすれば︑本当

料水として使用する︒いくら浄化処

へと流れ︑下流の住民がその水を飲

の転換と決断のみである︒他都市で

可能である︒要は︑行政当局の発想

に誇れるのでは︒技術的には︑十分

︵京大農学部助手︶

●石川紀郎

理したとはいえ︑京都の汚水を飲ま

位置していることが分かる︒地理的

の施設は︑いずれも九条通から南に

︵伏見区︶で処理している︒これら

また︑ゴミの大部分を南清掃工場

なかろうか︒

課せられた最大のテーマの一つでは

北問題の解決こそ︑今︑京都市政に

全な発展とはいいがたい︒京都の南

理する現在の京都の仕組みでは︑健

北はキレイな街で︑南は汚物を処

る︒

は︑すでに着手しているところもあ

に下水処理場を設けるのは当然の施

条件や経済効率から判断すれば︑南

い︒｜

されるのは気分の良いことではな

下水●ゴミは南へ

汚水は︑桂川などに放水され︑淀川

吉祥院︶︑伏見区︑山科区に各一つ

がある︒それが下水道である︒地下

告

カキの被害がひどかった︒調査の結

ー

果︑琵琶町にある産廃焼却場の有毒
ガス︵フッ素︶が原因だと判明︒

公害対策室の発表では発生源は
﹁地蔵谷﹂という以上は特定できな

いという暖昧さ︒なぜか業者の名前
を公表しない︒新聞発表によれば同
対策室は﹁当該業者に今後野焼きを
しないことを誓約させた﹂という︒

原因者を特定せずして︑どうして
﹁誓約﹂させられるのか︒理解に苦

しむ行政の処理である︒市民が被害
袖償を求めるのをおそれて︑特定で
きなかったのかと指摘されても弁解
できまい︒

このように環境問題に対して︑
数々の問題点を残しているのが京都
の現状のようだ︒

京都の洛中を鴨川が北から南に流

れている︒﹁百万都市を流れる川
で︑鴨川ほどの水質を保っているの
は京都だけだ﹂と自慢の声を間も︒

ジ／

々ラ

環境
鰐叡辱評

■議会報告
京都市議会

犬高く市バス・地下鉄値卜げの秋

の値上げで︑一区間が百四十円だった
のが︑百六十円になる︒この値上げ
に︑市民は怒って市役所前の広場を埋

八十円になるという︒地下鉄は二十円

げになって百七十円に︒一年後には百

は︑十円アップの暫定期間を六ヶ月と

初の値上げ案では︑市バスについて

であろうし︑野党の共産党は反対に回

公明︑社会︑民社の各会派は賛成する

た︒もちろん︑市長与党である自民︑

臨時市議会の冒頭に市長から提案され

がつかず︑共産党は市民うけをねらっ

期で審議を終るのも市民に対して格好

れ︑審議されたわけだが︑五日間の会

思う市民も多いに違いない︒

にいいかげんなものなのか︑と疑問に

るらしい︒予算というものは︑そんな

だろう︒五月にうわさを聞いた人もい

十月から︑市バスの運賃が十円値上

めつくして︑抗議の座り込みをする︑

して百七十円で︑そして︑来年の四月

て︑公聴会を開いたり︑現場視察をす

の一つや二つ言いたい人も多いにちが

るのか︒市民に説明してみろと︑文句

交通︑市民の足をどう守ろうとしてい

していたのか︒京都市は︑将来の公共

ろう︒いったい市議会でどんな論議を

も︑それでも納得いかない人もいるだ

し︑・仕方がないのだろうと諦めつつ

ては大変だ︑と急に浮上したのではな

そろ値上げをするし︑京都も乗り遅れ

のなら納得もいく︒大阪も神戸もそろ

に減ったとか︑不測の事態が起こった

上がるとか︑乗客が愛想をつかして急

突然石油ショックが起こり︑燃料代が

なかったのか︑ということだ︒ある日

ス・地下鉄運賃値上げの見込みにふれ

事者側が︑三月の予算市議会で︑市バ

だれもが不思議に思うのは︑なぜ理

変りはなかった︒いわく︑乗客ばなれ

会で論議されている内容と︑たいして

になったぐらいで︑他はいつもの委員

四億円になるということが最大の話題

ス・地下鉄の収入にもかかり︑年額十

たが︑強いていえば︑消費税が市バ

見を述べて答弁を迫り︑資料要求をし

役︑市交通局管理者など︑理事者に意

派の委員はそれぞれの思惑で市長︑助

定で十日間の会期延長になった︒．各会

ために継続審議を主張したが︑議長裁

ともあれ︑交通水道委員会に付託さ

というようなニュースや噂は聞かない

からは所定の百八十円の運賃で行くと

ることを申し入れ︑慎重審議を尽くす

いない︒

く︑もっと以前から画策されていたの

ることは最初から予想されていた︒当

が︑多くの市民は腹だたしく思いなが

いうことだった︒

今回の市バス・地下鉄運賃の値上げ

て待っている︒久しぶりの値上げだ

ら︑なかなか来ないバスをイライラし

案は︑六月二十八日から始まった六月
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■市議会報告

営︑人件費の問題︑バス路線の再編︑

接客態度︑乗客サービス︑効率的な運

の原因と対策︑政府の責任︑運転手の
それを市当局は︑暗黙の了解のもとに

年間にする︑という修正案が出され︑

会・民社の四会派から︑暫定期間を一

述べた︒民営化をねらう自民党の論旨

で︑自民党議員が修正案の提案理由を

そして︑七月十一日の最終本会議

ない地下鉄東西線について︑などが論
議されたのは確かだ︒しかし︑だれ

そして︑いつ着工し完成するか分から

で︑この提案が論議されたところ︑五

け入れた︒翌九日の交通水道委員会

抵抗することなく︑当然の案として受

い︒ともあれ︑賛成多数でこの修正案

際まで意見の調整に手間取ったらし

は︑苦しい選択だったとみえ︑開会間

に︑賛成せざるをえなかった社会党に

まった︒なるほど市バス運賃十円の値

は可決されて︑４年半ぶりの改訂が決

客増や経費節減などの企業努力で補う

上げが︑半年でも伸びるのは︑市民に
とって良かったかもしれない︒しか

とで騒然となった︒交通管理者は︑乗
ようにできる︑と説明したらしいが︑

億一千三百万円の減収になるというこ

これは信用できない︒当初から暫定期

らどうか︑という質疑も主張もないま
納得がいかないのはここから先だ︒

乗客ばなれをくい止められるか。

ま市長総括も終った︒

七月八日の夕方︑明日に討論終了の大

脅難､ ｡鷺

めるしかないのだろうか︒︵い︶

待つだけで︑次の値上げもただあきら

なか来ないバスを︑イライラしながら

か分からない現状では︑市民は︑なか

が︑地下鉄東西線の開通に何年かかる

交通事情も少しは変わるかもしれない

ろう︒鴨東線の開通によって︑市内の

四年たてば︑またまた値上げになるだ

ているが︑何もなされないまま︑三︑

的な対策と︑将来への展望が求められ

市民の足として︑公共交通を守る抜本

市バス運賃が百八十円になる︒今こそ

なにはともあれ︑来年の十月には︑

賃値上げ劇であった︒

し︑なかなか納得のいかない安易な運

も︑暫定期間の半年を一年に延長した

河原町三条にて。

間は一年と予想していたのだろう︒

獅鎌
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詰めを迎える中で︑自民・公明・社
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残士投棄に伴う思惑

瞬圃脚唖漏胤鯏溺圏型鯛猶靴しｆ髄舩烈繼魚

求める︑として︑︵一︶花背峠の残土

京都府議会

が︑残土投棄が開始されると︑とりわ

投棄を中止すること︒︵二︶許可期限

■議会報告

議会というところは︑世間一般の常

け道路幅の狭い︑ニノ瀬︑貴船︑鞍馬

ＢＦ一

識では判断のつかないような︑ケッタ

のである︒

ちょっと読めば︑二つともにかよっ

後の再許可は行わないこと︒というも

た内容の請願であるが︑表現が微妙に

よって︑交通公害が危倶される︒ま
た︑残土投棄にともない︑百井川︑葛

違う︒それに決定的なのは︑前者の請

地区にとっては︑ダンプカーの激増に

川の汚濁が予想される︒よって︑京都

願者数が二十九人なのにたいして︑後

イなことが平然とまかり通るところで

こった︒それは︑農林商工委員会に付

六月定例会でも︑そのようなことが起

府は︑当該残土投棄を担当する会社に

者の請願者数は一万一︑九九八人であ

あるらしい︒せんだっての京都府議会

託された︑・花背峠の残土投棄に反対す

いては︑地元の実情を充分考慮し︑そ

対し︑︵一︶花背峠への残土投棄につ

くの︑四・八ヘクタールの通称﹁水無

京都市左京区大原百井町の花背峠近

後の残土投棄については︑改めて府と

もって協議すること︒︵二︶許可期限

の中止も含め︑府並びに地元と誠意を

林商工委員会では︑審議の結果︑前者

る︒︐しかし︑この請願を付託された農

る︒ざっと三○対一万二︑○○○であ

る︒

る︑二つの請願の可否をめぐってであ

谷﹂に︑京都市内の土木建築会社が︑

一つは﹁花背峠の残土投棄に関する

は始まる︒

議会に反対の請願を出したことから話

し︑一帯の住民らが反対して︑京都府

行為のために︑多くの住民の生活を犠

重大な支障をもたらし︑一企業の営利

事業は︑関係地域住民の生活と営業に

の内容は次のようなものである︒この

をもとめることに関する請願﹂で︑そ

もう一つは﹁花背峠の残土投棄中止

道住民一万二千人もの署名があるのだ

棄反対の請願であり︑かたほうは︑沿

し︑一般の人からみると︑同じ残土投

まえば︑それまでのことである︒しか

数の論理でそうなっただけといってし

産が採択を可とした︒つまり︑単純に

が採択を可とし︑後者には︑社会︑共

には︑自民︑新政︑民社︑公明︑社会

を採択し︑後者を不採択とした︒前者

請願﹂で︑その内容は次のようなもの

牲にするものであるから︑次のことを

る︒

協議すること︒などを骨子としてい

である︒花背峠の林地開発ということ

の残士を投棄しようとしているのに対

府の許可を得て︑四二万立方メートル

で︑残土投棄が行われようとしている
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■府議会報告

は︑沿道住民の反対運動の盛りあがり

かし︑そうはいかないのが︑この議会

と首をかしげたくなることだろう︒し

から︑そのほうも採択すればいいのに

といっておきながら︑共産党のぬけが

くなった︒﹁あれだけ超党派でやろう

いうことが伝わってから雲行きが怪し

京の農林水産省へ陳情に乗り込んだと

議員を先頭に自治体議員らを伴ない東

し︑これがもし︑自・社・公︒民の議

がたい不満を残したことだろう︒しか

理不尽さと議会の仕組に対するぬぐい

人のほうが不採択になるのか︑という

十九人のほうが採択されて︑一万二千

けだ﹂という声が出たのに対し︑共産

か︒野党である共産党のいうことが通

員を仲介して出された請願であるなら
ば︑すんなり通っていたのではない

というところであって︑事実︑当初
もあり︑自民から共産まで超党派で︑

ことに変わりはない︒本省陳情は純粋

党は﹁いや︑この問題は超党派でやる

るということに関して︑与党会派は︑

何とかこの残土投棄を中止させること

な党活動の一環だ﹂と苦しい言い訳を

ができないかと話し合いがもたれてい
た︒しかし︑共産党が地元選出の国会

れはともかく︑行政の側も︑四年前と

はいえ︑林地の開発でもない︑ただの

極端なアレルギー反応を示すのだ︒そ

一変した︒この林地開発許可について

たのかといぶかりたくなる︒しかし︑

残土投棄に︑なぜ簡単に許可をおろし

の農林部へ連絡が入ったことで事情は
は府がすでに昭和六十年六月に許可を

する始末︒しかし︑本省からすぐに府

おろしているということもあって︑行

ったく正反対の請願内容でもないのだ

結果と相成った︒ただ︑社会党は︑多
くの住民の意見も無視できないし︑ま

可することができる﹂でなく︑﹁許可

黒い一端がのぞいている︒なぜ︑﹁許

り︑ここに︑自民党の利権政治のドス

事は一定の条件を満たしておれば︑こ

れた森林法第十条の二で︑都道府県知

から︑と両案に賛成する有様︒知事与

しなければならない﹂なのか︒森林法

国の法律では︑昭和四十九年に追加さ

党ではあるが住民運動も無視できない

とは︑森林を保護するための法律なの

で一致して行うということで︑前述の

として︑野党にも同調しなければなら

政側も態度を硬化し︑知事与党は与党

ないという同党の苦しい立場をかいま

だ︒今回の残土投棄に関する二つの請

ようだ︒︵ろ︶

願の問題の元凶はここにひそんでいる

れを許可しなければならないとしてお

みせた︒納得のいかないのは︑一万二
千もの署名を短期間に集めて︑盛りあ
がりをみせた住民の側である︒なぜ二

〃

の

世

反世

盛吐がる
京都反職めだかの学校
佐伯昌柵ん燗く

今年二月︑四国電力伊方原子力発電所の出力調整実験

中止を求めて行われた運動は︑従来の反原発運動の枠を

一挙に飛びこえるうねりを感じさせるものであった︒組

−１クなシュプレヒコー

織的な動員ではなく︑一人一人が自分の思いを旗やデコ

レーション︑太鼓︑笛︑踊り︑１

ル・に託し︑昼夜四国電力を取り囲んだ︒そのあと︑四月

二十三︑四日に東京で行われた﹁チェルノブイリから二

年︑今全国から原発とめよう一万人行動﹂には︑主催者

がった︒

の望みを超えた二万人もの人々が集まって大いに盛りあ

このような反原発連動の波は︑京都においても従来か

ら打ち寄せていた︒京都や舞鶴︑久美浜などの地域に加

えて︑福知山︑綾部︑日吉︑八木︑．宇治︑田辺︑向日︑

原発運動の流れを知り︑これからの展望を考えるために︑

めようとはしていない︒このような中で︑これまでの反

発が動いており︑政府も電力会社もその推進の方針を改

ろう︒しかし︑日本では︑あい変らず︑三十七基もの原

粘り強く行われてきた運動の積み重ねがあったからであ

になったと言えよう︒そこには原発現地を始め︑各地で

に対し不安を表明している︒今や反原発は世論の多数派

た︑総理府が行った調査でも︑実に八六％の人々が原発

長岡京︑八幡などでも住民の動きが活発化している︒ま

零

論
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京都の反原発運動の﹁老舗﹂である﹁反原発めだかの学
校﹂の佐伯昌和さんに話をうかがった︒

いが十分に込められている︒

その思いは︑当然︑会の活動にも反映されている︒主

な活動のひとつとして︑月一〜二回のペースで続けられ

ている学習会では︑会員がかわるがわるレポーター役を

﹁めだかの学校﹂は今年十一月に結成十周年を迎える︒

グループ結成のきっかけは︑七八年に︑﹁十月二十六日

つとめ︑誰が生徒か︑先生かを実践している︒

その学習会と同様︑めだかの学校が発足以来ずうっと

反原子力の日﹂の集会を京都の市民レベルで初めて開い
たことにある︒集会後︑実行委員会を解散するのはもっ

に反対して動いている人々には︑保守も革新もないんで

いないのではなかろうか︒めだかの学校は︑これを監視

と考えるとぞっとする話だが︑この事実は余り知られて

続けてきた活動に︑核燃料輸送の監視行動がある︒現在︑

すが︑町で反原発と言えば︑きわめて政治的な問題で︑

しているだけでなく︑京都府や京都市に対し問題点を指

たいないと思った人達が京都で初の反原発市民グループ

運動しているのは過激な連中だと思われていました﹂と

摘し︑対策を要求してきた︒その成果として︑京都市消

トラックが疾走している︒もし︑交通事故が起ったら⁝

いうくらいである︒ところで︑十年も前に﹁めだかの学

防局では︑核燃料輸送事故を想定した防護服と放射線計

京都の名神高速道路を年間約四十回も核燃料を満載した

校﹂というユニークな名前をつけたのはどのような思い

測器を︑全国でも極めて早い時期に装備した︒また︑全

をつくった︒十年前と今では反原発運動に対する人々の

からだったのだろうか︒﹁○○○市民の会といった平凡

国各地の核燃料に反対する住民運動によってつき動かさ

感覚も全くと言っていいほど違っていた︒﹁現地で原発

な名前ではおもしろくない︑﹃すずめの学校﹂か﹃めだ

この七月には︑事故発生時のマニュアルも︑ようやく

れた各地の消防から︑つきあげられた消防庁は︑関係自

りでは核管理社会だ︒じゃあ︑誰が生徒か先生かのめだ

作成した︒その他にも十二基もの原発が動き︑三基が計

かの学校﹄というのでどうだろう︒すずめの学校はピー

かの学校にしよう﹂ここには﹁核﹂が有するもうひとつ

画中の福井県若狭地方での反原発運動団体との交流も行

治体に消防服︑放射線測定器などの購入を義務づけた︒

の危険性である︑巨大技術がもたらす管理社会への対案

ってきた︒このような多様な活動を通じて︑反原発の輪

チクパーチクでおしゃべりばかり︑しかもムチをふりふ

としての︑ピラミッド型組織を否定し︑横につながる思
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で原発に余り関心を寄せて来なかった人々にも﹁何かし

が起った︒チェルノブイリである︒この大事故は︑今ま

を広げてきた︑めだかの学校にとってへ恐れていた事故

ＰＲではないかと思われる﹂・電力会社の必死の姿がよ

安が広がってきている︒その動揺を何とか静めるための

そして︑放射能で汚染された食品が輸入され続けている

たのを始め︑イタリア︑スウェーデン：．と次々に脱原発

オーストリアでただ一基の原発を未運転のまま廃炉にし

ところで︑ヨーロッパではチェルノブイリ事故のあと︑

くあらわれている︒

ことを通して︑いったん事故がおこれば︑長年にわたっ

の方針を定めた︒またイギリス︑ドイツでも二大政党の

ら恐ろしい︒何かせなあかん﹂という感じを抱かせた︒

て日常生活へ被害が及ぶという事実に︑多くの女性が反

きが活発化している︒﹁ョｌロッパでも︑日本と同じよ

うち一つが従来の政策を改めて脱原発の方針に転換して

このチェルノブイリの事故と伊方原発の出力調整実験

うに都会の近くに原発はつくらない︒必ず田舎のしかも

原発に立ちあがらざるを得ない状況がつくりだされたの

で一気に盛り上がった反原発運動に対し︑政府や電力会

いる︒そして︑自国だけでなく隣国の原発に対しても動

社は︑一般に対するＰＲが不足していたとして︑﹁都市

いる人々が︑国境を越えて抗議を行ってきた︒それが︑

国境近くにつくられている︒それで︑以前から運動して

ではなかろうか︒

部ＰＲの大幅拡大﹂﹁女性の感性に訴えるＰＲ展開﹂を

しかし︑日本では︑政府も電力会社も︑チェルノブイ

今や政府や州政府が︑隣国の政府に対し原発の運転中止

のものが多く︑都会の大きな書店でしか手に入らなかっ

リの教訓を全く生かそうとはしていない︒このような状

うち出している︒このＰＲの強化は︑実は内部向けの意

た︒しかし今では大手の出版社も出すようになり︑どこ

況をどのようにして変えていけば良いのだろうか︒﹁今

を求める︑というところまできています﹂・また︑アメ

ででも人手できるようになった︒また︑多くの雑誌にも︑

年に入ってからの日高や日置川︑窪川の例でわかるよう

味合いが大きいのではないかと考えられるという︒﹁従

原発の危険性を訴える特集がくりかえし組まれている︒

に︑新規立地は︑漁業権や土地の所有権などを手放しさ

リカ︑アジアでも原発の見直しが進んできている︒

それで電力会社の社員やその家族もそれらの本を眼にす

えしなければ︑まず不可能というところまで住民の運動

来︑原発の危険性について書かれた本は︑小さな出版社

るようになり︑原発反対とはいかないまでも︑かなり不
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られた原発をどうするかということです﹂・最初は︑オー

の問題点が一般化する前に︑金力と権力で集中的に建て

進できない状態になっている︒そこで問題なのは︑原発

が追いこんでいる︒京都の久美浜でも粘り強い運動で推

政策を責任を持って立案する

⑥政府は原発に依存せず︑環境を破壊しないエネルギー

管理する

⑤放射性廃棄物は︑管理可能な状態で発生者の責任で

④原子力船の開発は中止

という制度自体が確立されていない日本では︑制度づく

イ数字も出てきている︒この署名数を背景に︑全政党に

署名運動にまず取り組む︒目標は五千万人というデッカ

というものである︒﹁この法案制定にむけた国会請願

ストリアやイタリァのように︑国民投票が日本でもやれ

りから取り組まなければならない︒それよりもストレー

呼びかけ︑賛同する国会議員の手で法案を作成し︑国会

ないだろうか︑という議論があった︒しかし︑国民投票

トに﹁脱原発法﹂を作った方が有効なのではということ

に提案︑成立を目指す﹂・と大まかな手順も考えられて

た議論が求められている︒それにしても︑署名目標数が

おりへ現在︑各地でこの運動をやるべきかどうかを含め

非常に大きいが︑﹁たしかに現状ではしんどすぎる︒今

になった︒この脱原発法ｌ仮称ｌの制定運動は︑東京の

①建設中・計画中の原発は︑直ちに廃止

可能なのは︑数百万の単位であろう︒しかし︑少し前ま

一万人集会で提起された︒その骨格は︑

えば一年︶に順次停止させ︑廃炉とする

②既に運転中の原発は︑法案成立後一定期間内︵たと

〒五四二ＴＥＬ︵○六︶七六八

二七三七︵代︶

〒六一九︲○二ＴＥＬ︵○七七四八六︶二五○五・三四二三
︲大斤限十巾十用戸込︷尚津時一一ｊ口口・ニエ曾一︿Ｕロ万

一呆舞卸声府町旧杢乍郡山砕難町︷子碓詞田

〒六○○ＴＥＬ︵○七五︶三五一 ○九二八︵代︶

京毎市下京区東洞院通七条上〃飴屋町二五二番地の三

では︑数十万の単位でしかなかったことからみれば︑現

大阪支店

山城支店

本社

③核燃料サイクル施設は︑廃止

綴今回建設業

代表取締役古︾獺昭半大

6ラ

株式会社古瀬組

古

して動きだした女性がどれだけ働きかけができるか︑そ

待しているのは女性の力だ︒伴侶や身近にいる男性に対

実性を帯びてきている︒ここでもうひと飛躍するのに期

動が︑地方自治の発展に大きな役割を果たすと思う﹂・

る﹃地方自治の本旨﹂を考えるとき︑反原発の種々の活

より直接的な方法で守ること﹄という地方自治法の定め

﹁もちろん︑脱原発法制定運動と並行して︑生活点で

は自らの頭と心と体で原発について考え︑感じなければ

だまだ多くいるだろう︒そのような人も含めて︑私たち

いう人もいるだろう︒いや︑原発は必要だという人もま

原発の問題は︑政府や専門家にまかせておけばいいと

の様々な動きが重要なのはいうまでもない︒事故︑核輸

ならないのではなかろうか︒私たちや子孫の生命や︑そ

れがカギではないかと考えている﹂・

らめて︑自分の住む自治体に︑地方議会に要求を出して

の生命のよってたつ環境に︑大きな影響を与える問題な

送︑放射能汚染食品︑防災対策など︑何か原発問題とか
いく︒原発のために税金が使われているというムダに怒

のだから︒︵文責編集部︶

六三六七

．問い合わせ反原発めだかの学校竃○七五・七五一・

亭遊佐︑古川豪とノビャカス

館ホール一人芝居﹁心に海を持つ男⁝﹂出演愚安

十一月二十七日︵日︶午後一時三十分〜京都会館別

●めだかの学校十周年記念のつどい

発反対福井県民会議代表委員︶

講演﹁原発現地・若狭高浜から﹂時岡孝史氏︵原

十一月一日︵火︶午後六時三十分〜教育文化センター

●めだかの学校十周年記念講演会

蕊

りつつ︑﹃地方住民の利益を民主主義の原則にもとづき︑

〃
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投稿募集

ＴＯＭＯＲＲＯＷ﹂は︑京都の現状

ご覧いただいたように︑﹁京都
目的を問い直さなければなりませ

は︑開発を優先するもので︑会議の

に対する意見を期待しています︒字

療︑家庭︑婦人︑住宅︑スポーツ︑

術︑↓文化︑教育︑宗教︑環境︑医

▽締切日は原則として月末です︒

数は千〜二千字︒

観光など︑あらゆる分野の社会現象

業というものは一部の人達の利益の

▽なお︑原稿の採用・不採用につい

るものではありませんが︑官制の事
ためであることが明確です︒二十一

ん︒もちろん開発を全面的に否定す

ことはできませんが︑読者から寄せ

世紀に向けて︑﹁京都はどうあるべ

ては編集部に一任願います︒また︑

に対し︑もの申す雑誌をめざしてい

られる感想・提言・意見などにかな

紙面の都合で︑本旨が変わらない程

ます︒ページ数が少ないため十分な

りの紙面を割きたいと考えていま

せん︒提言を募る理由です︒字数は

部・投稿係までお送り下さい︒

▽﹁京都ＴＯＭＯＲＲＯＷ﹂編集

解下さい︒

度に割愛する場合があります︒ご了

︿意見﹀

三千から四千字程度︒

きか﹂を市民が考えなければなりま

︿提言﹀

す︒

京都市は一九九四年の建都一二○

先の古都税紛争や今年のリクルー

○年に向けて︑いろいろな事業を進
めようとしています︒歴史都市の保

の社会現象は︑従来の常識では判断
できない程︑複雑怪奇な様相を呈し

ト問題︑潜水艦衝突事件など︑最近

ています︒政治︑経済︑学術︑芸

に開かれた世界歴史都市会議もその
一つでした︒ところが今年四月から

存と開発をテーマに︑去年の十一月

実施された建物の高さ規制の緩和

ＴＥＬ︵Ｏ七五︶九五五

二八三八

本社一Ｔ六一六京都市右京区花園八シロ町一
世恒叫ユハ玲煙轌訟討醒糾砿岼坐軋刻今云 打﹂町岻皿売珪亜流一一一一一両皿叫廻唖
代麦取締役呼増井浄達次長岡営業所〒六一七長岡京市今里五丁目八の一八
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編集後記

ゃ︒加茂の水はながれても︑清くなくちゃ︒

歌の一節なんです︒．
山々はうるわしくても︑あおぎ見れなき

人の輪とは不思議なものである︒現在の
の中では︑個々の人間が物事を成し得る範

ように︑社会の仕組が複雑多岐にわたる世

ビルの間ではなく︑瓦の向こうの大文字︒

そうは思いませんか︒

コンクリートじゃなく︑土と石の河原でデー

8600

電話（075)781

囲は︑誠に微々たるものである︒まして資

ト︒少々お尻は痛くても︒そうは思いませ

力のない場合は︑行動を起こすこと自体無
までに相当の時間がかかるのが普通である︒

どんな町に住みたいですか︒

んか︒

理であり︑たとえ気力が旺盛でも形になる
薄い雑誌であるが︑奇跡のようにこうし

そうなってほしいと思い．ますか︒

巨大ビルの人工美？明治村風博物館？

て出来上がった︒人の輪の成果である︒無
い無いづくしの出発であるが︑人の輪だけ

思いが︑読者に伝わるにはまだまだ創意・

未完成のまま︑船は出発した︒私たちの

＊

しています︒敬具

あなたの思いを聞かせて下さ・い︒お待ち

どうなってほしいと思いますか︒

は着実に広げていきたい︒︵文︶
＊

人と人との出合いほど︑刺激に満ちたも
のはない︒でも︑人生が変わるようなイン
パクトのある出会いはそう多くない︒京都
聞いて︑後先を考えずに飛びついた︒

で評論雑誌を発行したいという人がいると

自立する市民とともにこの雑誌はある︒

工夫が必要である︒

読者によってこの雑誌が鍛えられていくこ

拝金主義が横行する︑現在の風潮の中で
いが︒いずれにしても︑創刊号が出た︒多

は﹁馬鹿﹂としか評価されないかもしれな

︵泰︶

とを願うことは編集人の怠慢だろうか︒

されない視点を結んでいけたらいいなと思

う︒︵さ︶

京都論を素直にぶつけあう中で︑時流に流

ず︑書くことで考えてみたい︒それぞれの

書くことを一方的なアジテーションとせ

きていく町﹁京都﹂を考えてみたい︒

きわめて基本的な一点に立ち︑暮らし︑生

があるからこそ︑それぞれを大切にする︒

人間が一人ひとり生きてきて︑その違い

＊

くの人の協力の賜物である︒内容の評価は
読者に委ねるとしても︑それぞれのもてる
力を最大限発揮したと自信をもって言える︒

問題は今後︑いかに持続していくかとい
うことである︒多くの人々の支援を信じ

てＩ︒︵章︶

＊

拝啓突然ですが︑

あおぐ山々うるわしく
ながるる加茂の水情し
こんな歌知ってますか︒実はこれ︑京都市

郁圃参

I 裳石

京都市左京区白1II通銀閣寺通上ル
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