第５回ワンデイウオーク

桜の丹波路を１６６人が完歩
第５回ワンデイウオークが開催されました。当日は
久しぶりの好天に恵まれ、寒さで開花が止まっていた
桜も一斉に咲き始めるなかで飛び入り参加者４０数人
を加え１６６人が完歩しました。新しく設置した西松
～神池コース（約２３キロ）に人気が集まりました。西
松のチエックポイントでは地元のみなさんが飴を配り
参加者を激励しました。
「小さな集落にこんなにたくさ
んの人が訪れるの久しぶり」と大歓迎、参加者も懐かし
いふるさとの風景を満喫しました。
なお、このイベントには「みわ倶楽部」のメンバーを

中心に２０数
名がボラン
ティアで協力
をいただきま
した。ありが
とうございま
した。

第６回ワンデ
イウオーク

加 用コース
２０キロ
三ノ宮コース
３２キロ

１１月１５日
︵日︶午前８時
１５分スタート

20 年度三和荘関係利用結果
宿泊者 10,111 人 客室稼働率 75.27％
20 年度三和荘関係の利用状況の概要がまとまりま
した。昨年夏の異常な原油高、年末から続く深刻
な不況雇用不安は三和荘の経営にもじわじわと押
し寄せてきています。
三和荘関係 ( 主なもの )
利用室数
稼働率
宿泊人数
稼働率
室料計
貸室料計
料理計
飲料計
入浴計
施設利用計
自販機

4,545 室
75.27％
10,111 人
61.56％
45,112,208 円
3,383,054 円
117,456,207 円
22,977,251 円
15,390,160 円
5,025,320 円
1,548,560 円
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22,276,461 円
234,199,673 円

運動施設利用者数 ( カッコ内は昨年比率 )
体育舘
7,375 人（130,31％）
川合運動場
1,963 人（108,09％）
町民運動場
6,161 人（91,04％）
ペタンク場
2,367 人（113,80％）
テニスコート
5,982 人（138,59％）
宴会、レストラン利用者数 ( カッコ内は昨年実績 )
合宿
5,524 人（4,519 人）
ホール利用宴会
1,247 人（2,316 人）
宴会場
12,929 人（12,929 人）
会席レストラン利用
2,770 人（4,306 人）
レストラン一般利用 39,208 人（38,928 人）
入浴利用者
男 32,719 人 女 24,952 人 計 57,671 人
（男 32,268 人 女 25,224 人 計 57,492 人）

◆朝から子供たちのは
しゃぎ声が谷間にこだま
している。「おはようござ
います」「帰りました」と元
気に挨拶をする。こんな光
景何十年ぶりかなと隣近
所の人たちが笑いながら
話している◆この４月か
らわずか７世帯の限界集
落に夫婦と３人の子供た
ちが転居してきた。地元
の小学校の全児童数も２
人増えて２０人となった。
早速、数人の子供たちが自
転車に乗って遊びに来て
いる。子供の声が聞こえる
だけで若返ったような気
分にもなる。大変うれしい
出来事だ◆だが現実は厳
しい、中山間地で農業だけ
では生活はできない。食料
自給率の向上、地産地消を
政府も呼びかけるが、実際
のお金の使い方は、生前贈
与に対する減免措置に代
表されるよう私たちに縁
のない施策だったり相変
わらずのバラマキ行政だ。
今必要なのは中山間地で
も農業が続けられる思い
切った政策が必要だ。かっ
て、食管制度が戦後の農業
を支えてきたように平成
の農業支援制度を確立し
ないと農業はだめになる。
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暮らしの文化再発見

三和の年中行事と通過儀礼
八木 透

らやってくる一種の来訪神で、通常
の神棚とは別の、
「正月棚」や「歳徳
棚」などとよばれる特別の神棚で祀
られる。歳神は作神であるといわれて
おり、正月に家々を訪れて人々に幸を
もたらすものと信じられていた。正月
に注連縄を飾るのは、歳神の祭場を結
界で区切るためであり、門松は歳神の
依代であったと考えられる。
世の中が便利になることはよいこ
とだが、今日のように「ハレ」と「ケ」
の区別が曖昧になり、その結果、暮ら
しの秩序に乱れが生じていることに
は一抹の不安を感じる。さらに、神の
存在が人間からどんどん離れていっ
てしまうことも憂えるべき事態だ。
「ハレ」の日は単なる休み日ではな
い。人々がちょっと立ち止まって過
去を回想し、未来への指針を模索す
るための格好の機会であるはずだ。
また、人の一生における儀礼の意
味を考えた時、現代は、子どもの誕生
や宮参り、食い初めなどの儀礼、ある
いは成人儀礼などは、すべて家族や
親しい親族内部の私的な祝いとして
行なわれ、それが地域社会の構成員
としての資格獲得を意味したり、共

佛教大学教授、ＮＰＯ法人丹波・みわ理事長

はじめに

三月十五日、第二回ふるさと文化
講演会で講演されたものです。

１
最近は一昔前と比べると、
「ハレ」
の演出があまりにも薄れてしまった
ように感じる。たとえば、最近では正
月にスーパーマーケットやコンビニ
は元旦から営業しているから、買い
物にもまったく不自由しない。昔は
正月といえばあらゆる店舗が休業
し、買い物などできない情況だった。
だからこそ、大晦日までにさまざま
な食材や飲料を買いだめしておかね
ばならなかったのである。
私は幼少の頃、大晦日だけは、父か
母の布団にもぐりこんで眠った記憶
がある。祖母が言うに、正月には掃除
をしてはいけないから、少しでも埃
がたたないように布団を最小限しか
敷かないのだという。改めて考える
と、あまり理にかなった説明ではな
いが、とにかく日常とは違った生活
をすることにワクワクしたことを憶
えている。正月に掃除をしてはいけ
ない訳は、正月とは、本来は「歳神」を
迎えて祀る、いわゆる神祭りの機会
だったからであろう。歳神は恵方か

三和の年中行事と通過儀礼

同体秩序の維持に関わるという例は
きわめて少ない。さらに成人儀礼を例
に考えてみると、現代ではいつ、何を
もって「大人」とみなし、さらに「大人
になる」ことによって何が変わるのか
さえ曖昧になってきている。それは言
い換えれば、人生の時間軸の秩序が不
明確になってきているとも考えられ
る。かつてのような共同体が失われた
現代に、昔の村社会で行われていたよ
うな通過儀礼を求めることはナンセ
ンスである。しかし年齢や世代の秩序
までが失われてはならない。老若男女
の区別なく、皆が“人として生きる”た
めの社会の秩序を回復させることが、
今、社会全体に求められているのでは
ないかと思う。

２

◎年中行事
２月の「オコト」
・３月と５月の「節
供」
・９月の「風祈祷」
・１１月の「亥の
子」
・１２月の「宮講（明神講）」
・１２月
の「山の神」など、伝統的な年中行事が
多く伝えられている。また、
「カブ講」
や「三夜講（二十三夜講）」のような独
自の講の行事も見られる。
※節供→節供は１年のうちの重要な
神祭りの日であり、決められた供物を
神に供えて神と人が共食したことに
由来する。
「節供」とは「節会」、
「節目」
ともいい、１年のうちの重要な神祭り
の日であり、その時々に決められた供

物を神に供えて、神と人が共食したこ
とに由来する。このような本来の意味
が徐々に忘れられ、やがて江戸時代末
期頃から「節句」という表記が現れ、明
治になってそれが定着したものと考
えられる。
※「五節供」→正月７日の「入日」
・３月
３日の「上巳」
・５月５日の「端午」
・７
月７日の「七夕」
・９月９日の「重陽」→
節供は今日でいう「祝日」に相当する
日であり、昔の節供は「休日」であっ
た。「怠け者の節供働き」という言葉が
それを如実に物語っている。
→三和町における端午の節供の興味
深い伝承→「菖蒲を屋根に刺す」
・
「牛
を使わない。牛を使うと川が荒れる」
→物忌みとしての節供を今に伝える
伝承
※芦渕のカブとカブ講→芦渕には、Ｔ
Ｎ、ＯＢ、ＯＭ、ＫＮ、ＮＤ、ＳＫの６姓
が大多数を占め、それぞれカブを構成
している。中でも特にＴＮ、ＯＢ、ＯＭ
の三姓は「三株」とよばれ、近世以来村
内における様々な権限を握ってきた。
「三株」では、各姓ごとに構成されたカ
ブを「総カブ」と称し、またそれぞれの
総カブごとに３つずつの「小カブ」に
分かれている。
「三株」では、１６世紀にＴＮ姓の者
が京都嵯峨から当地に赴いて居を構
え、その次男と三男がそれぞれＯＢ、
ＯＭを名乗って分家したのが始まり
であると伝えている。この伝承の通
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り、今日でも三株の代表が、毎年４月
８日には京都北嵯峨にある本家ＴＮ
家の墓参に行っているという。また
「総カブ」ごとに、毎年２月１５日にカ
ブ講と称して、カブの先祖の位牌を
祀っている。たとえばＯＭカブの場合
は、当日午前１１時ごろに輪番制のヤ
ドの家に集まり、先祖の位牌を祀って
皆で会食をする。なおＯＭカブの先祖
の位牌の裏には元和年間の年号があ
るといわれている。また小カブの単位
では、毎年正月元日に御礼会をかねて
集まっているが、これはカブ講である
とは認識されていない。またＯＭカブ
では、本家筋の家に地神が二つ祀られ
ており、そのうちの１つがＯＭカブの
「カブ神」であるといわれている。この
ように、芦渕では比較的強固なカブ結
合が長い間続き、それに相応して顕著
な同族祭祀が継続されてきた。しかし
総カブ内の家々が明確な系譜関係を
ずっと維持してきたかというと、必ず
しもそうとはいえず、家同士の関係が
不明な例も見られる。また近世から明
治期においては苗字を変えたり、寄せ
カブに相当する例があったことは文献
からも垣間見ることができる。また近
年に入りカブや寄せカブが行われ、非
血縁の者がカブに加わったという例も
少数ながらあったといわれている。
◎通過儀礼
出産習俗における「大原の産屋」は

有名であるが、その影響もあり、出産
前後から宮参り・食い初め・初節供・初
誕生など、特に子どもの成長儀礼が顕
著に伝承されている。
※「初宮参り」→子どもに産着を着せ
て氏神に参拝し、子どもを氏子として
認めてもらうと同時に、村の一員とし
て承認されるための重要な儀礼。→初
宮参りの子どもの額に「犬」の字や、男
児なら「大」、女児ならば「小」の字を書
くという例は全国で聞かれる。これ
は「アヤツコ」とよばれ、もとは二つ
の線が斜めに交わる形状を指し、竃の
墨や鍋墨で「×」の印を付けるもので
あった。それがいつしか「犬」や「大」の
文字に変わり、また鍋墨では汚いので
紅が用いられるようになった。ゆえに
「大」や「小」の文字には特別な意味は
ない。アヤツコは異なった二つの世界
が交差することを意味する印で、それ
が転じて魔除けと見なされるように
なったものと考えられる。まだ自己防
衛能力を備えていない赤子にとって、
はじめての外出は危険に満ちた行為
であったので、魔除けを身につけさせ
て、外へ連れ出したのである。
※食い初め→この日は親戚を招き、飯
粒を子どもに食べさせる真似をする。
これは呪力を持つと信じられていた
米の飯を子どもが食べることで、小さ
な魂に生きるためのエネルギーを充
電するという意味があった。→三和町
内でも食い初めの膳に石を添えると

いう伝承が聞かれるが、この石は子ど
もの魂を象徴しているとも考えられ
る。運転免許証などと同じで、人の魂
も決まった時期に更新しなければ無
効になってしまったのである。これは
命の更新を意味する。正月に歳神に供
えたお下がりの餅を雑煮に入れて食
べるのは、神から新たな魂を授かると
いう意味があった。正月の餅も魂の象
徴であり、正月は命の更新の時だった
のである。
※「七五三」→「七五三」は、元は中世の
武士や貴族の慣習が民間に広まった
ものである。男女３歳の髪おき、男子
５歳を袴着、女子７歳の帯解きなどと
いう歳祝いが江戸時代になって民間
に普及し、若干形式を変えながら庶民
の間にも定着していったものと考え
られている。近年では七五三の宮参
りをするのは１１月１５日とされて
いるが、これは昔から決められていた
わけではなく、一説では江戸時代中期
以降に広まったものといわれている。
七五三はもともと関東や東日本中心
の習俗であり、関西や西日本の各地で
はあまり一般的ではなかった。京都な
どでは、七五三の代わりに数え１３歳
で行われる「十三参り」が主たる子ど
もの歳祝いであった。ところで、北関
東の特に茨城県や千葉県などでは、子
どもの七五三を特に盛大に祝う風が
あり、今日でもホテルの宴会場を借り
切って、婚礼の披露宴に勝るとも劣ら

ないようなきわめて盛大な披露の祝
宴が行われている。また東日本の諸地
方では、７歳の子どもが地元の霊山に
登るという伝承が多く聞かれるが、こ
れは人間社会の仲間入りをする子ど
もに試練を与えると同時に、象徴的
な“生まれ変わり”を期待したものと
思われる。→このように、３歳、５歳、
７歳それぞれの祝いは、すべてが子
どもの健やかなる成長を願う親たち
にとって大切な節目であったことは
間違いないが、やはり中でも、７歳が
もっとも重要な歳祝いであったよう
だ。今日では数え７歳は、小学校に入
学する歳でもある。そのことから考え
ても、７歳という歳は呪術的な意味だ
けではなく、子どもにとって心身の成
長の上からも大きな節目であったの
だろう。→「７つ前は神のうち」という
伝承の重要性
※子どもと痘瘡→江戸時代の乳幼
児死亡率は、妊娠段階から数えると
５０％以上であったといわれている。
その半数以上は疱瘡が死因であった。
疱瘡は子どもにとってもっとも恐ろ
しい病であった。→三和町でも子ども
の疱瘡除けとして、初節供でもらった
人形と小豆ご飯をツ
トにのせて道端や辻
に置くという伝承が
残されている。

（「 ふ る さ と の ル ー ツ 拝
見」は休みます。）
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だと思いますね。
住民サービスの質をまず確保すること
と、もう一つは透明性ですね。どうやっ
て透明性を確保するか。その接点を調
整するために規則があるわけで、それ
を守らなくてはいけないですよね。そ
れを無視して安ければいいのか、それ
で中身はめちゃくちゃでもいいのか
と。それから、働いている人達の待遇が
めちゃくちゃでいいのかということで
す。だから、公共事業としての責任、住
民サービスの質の確保、働いている人

の待遇の問題、そういうものの調和が
あやふやになってきましたね。
河内：そうですね、
それは感じますね。
尾藤：だからこの件は、そういう点で
きちんと、十分に検討されているのか
どうなのか、ということが一つの問題
としてありますね。もう一つは透明性
の点では、本当にきちんとした競争の
形になっているものなのかどうか。し
かも入札の札を開く、開札にあたって、
どうやって公正性を加味されているの
かということも、きちっとわかってい
ないとなりません。
だから今、全体的な流れとして単に
やっていればいいということになって
いますけれども、それでは公共事業と
しての役割を果たさないんですね。
河内：今回、市がバスの運行管理の随
意契約を結んだ（有）テクコの説明会で
は、先生が先ほど言われた労働者の待
遇の点でも、これまでＮＰＯ・みわが保
障していた労働条件を下回る可能性が
あります。これは大きな問題です。も
ともと運行管理委託ですから、それで
営利企業が、入札の価
格で利益をあげようと
思ったら、人件費や整
備費にお金をかけてい
られないですからね。
尾藤： 結 局 、 Ｊ Ｒ 尼 崎
脱線事故が問題になっ
ているのと同じで、ま
ずは営利を目的にし、
公共輸送機関なんだけ
れども、とにかく人件

費を減らして、ライディング性のコス
トを少なくして効率を上げて、たくさ
ん運行するというふうにすればいいん
だという考え方です。これを公共事業
としていいのかどうかということです
よね。そのあたりが、非常に問われてい
ます。
福知山の場合は、ちゃんと随意契約
の要件が決まっているわけですから、
それを守ったうえで、どうやって透明
性を確保するか、ということをやらな
ければいけないのに、守っていないわ
けですよね。だから、そういう点がおか
しいと思いますね、福知山市に提出し
た意見書に書いてあるとおりです。
河内：結果的には運転手６名に解雇予
告手当をすることになりました。非常
に残念です。
尾藤：結局、今、派遣の問題や非正規の
解雇、雇い止めが出てきているでしょ
う。人間が生きていく一つの場として
の職場があり、労働者に賃金を支払っ
ているわけですが、それを、労働者を要
するに道具の一つだとして、安ければ
いいし、企業が儲かればいいという考
え方なんですね。そういう考え方では、
人間らしい職場は確保できないし、質
の高い事業はできません。
その点から言うと、今の全体的な派遣
切りとか雇い止めみたいな、人間使い
捨てと同じことになっていると思いま
す。だから市は率先して、そういうこと
のないようにしなければいけないと思
います。
河内：雇用の対策もＮＰＯ・みわでは、
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地域に密着して二十二年間走り続けてきた町営バス「はぎ号」を、
編入合併前に委託を受け、運営管理してきた、ＮＰＯ丹波・みわが
この業務から撤退することになりました。この問題に対してＮＰＯ
みわは三月に福知山市に申し入れ書を提出しました。機関紙四月号
やホームページでもお知らせしてきましたが、市が実施した「見積
もり入札、随意契約」は契約そのものが違法であり、手続きにも重
大な不備があります。
バス問題に端的に表れた住民サービス切り捨て行政の姿です。自
治体のあり方や、ＮＰＯみわが果たす役割、さらに様々な社会の問
題 ま で、 バ ス 問 題 の 代 理 人 で も あ る 弁 護 士 の 尾 藤 廣 喜 さ ん に お 話
いただきました。
河内：今、全国的にも財政的な理由を
主にして、たとえばメンテナンスの関
係でも、突然業者が入れ替わるという
ことがあちこちで起きているようです
ね。小泉改革の悪いところの一つとし
て、大きく出てきています。
そういうことの一環として、今度のバ
ス問題もあったと思います。
‘安い，と
いうことが落札した最大の理由だと思
います。その一点だけでね。全国にもこ
ういった例がたくさん起きているので
はないかと思っているんですが。

公共事業の本質が問われて
いる
尾藤：公共事業というのは安ければい
いというものではないですよね。中身
の保障をしっかりしなければいけない
し、住民サービスの一定の質を保たな
いといけませんし、そういう点からす
ると、どういう形で競争原理を働かせ
るかということが、非常に大きな問題

尾藤 廣喜さん 生活保護問題
対策全国会議 代表幹事、ＮＰＯ
法人丹波・みわ幹事、弁護士

まだ十分でないにしてもやっていて、
片方の市はそれと逆のことをやって
いるんですね。
尾藤：理解しがたいですね。
河内：やはり、自分の仕事に関係ある
ことしか見ないという縦割り行政の
弊害ですね。それが今すごくきつく
なって、関連することはその部署だけ
で全部処理するというやり方です。そ
れは何かというと、単年度主義の予算
は全部、何が何でも使いきるというこ
とをやって、一方で要請があっても予
算がないので切るという状況が続い
ています。
尾藤：何のために公共事業として
やっているのか、ということですね。
そのへんの自覚、自治体としての職務
の在り方と関連するのかもしれませ
ん。はじめに言ったようにどうやって
質の高い住民サービスをやっていく
か、ということです。そして働く人の
地位も確保しながらサービスをきち
んと高い水準で確保していくのだと
いう姿勢が必要だと思います。
河内：だから今公務員攻撃を、マスコ
ミが盛んに突きますよね。ああいうこ
とが本質をとらえているかと言うと
必ずしもそうではないのです。そのへ
んももう少し、労働組合は労働組合
で、言うべきことをちゃんと言わない
といけないと思うんですが、何か委縮
していますね。
尾藤：今のやり方というのは、どんど
ん低いほうに合わせるという考え方
ですよね。低いほうに合わせることに
よって、コストダウンを図ろうという
ことです。では、ダウンしただけでいい
のか、質の確保のはどうなるのかとい
う問題については、どこかに行ってし
まっているわけです。今回の市バスの
件でも、公共バスなんですから、もとも
とが公募提案方式というものをもっ
て、その一定の質を保障したうえで透
明性を確保しなければいけないわけで
すが、そうなってないですね。とにかく
安ければいいという感じです。
河内：こちらが指摘してはじめて、あ
あそういうことのなのか、
と気がつく。
尾藤：だから、とにかく形だけやれば
いい、中身はお粗末でもいい、安ければ
いいという方式だけなんですね。
河内： 責任は任せた所に転嫁するや
り方なんですね。だから福祉有償のこ
とでも今回初めてＮＰＯに十五万円の
補助金が出るようになりました。今ま
でゼロだったんですよ。
まったく市の仕事をそのままやって
いるのに補助金はゼロというやり方で
す。あとはボランティアでやれ。そうい

うやり方がまかり通っている、そ
こを何とか改めんといかんという
ことで、ことあるごとに要請して
きて、やっと十五万円だけですが
予算がつくようになりました。
先生の弁護士の仕事についてう
かがいますが、最近一番多い裁判
は生活保護ですか。
尾藤： 生 活 保 護 の 裁 判 は 、 多 い で
すね。それから、いろいろな意味で
いま貧困がたいへんな問題になっ
ているので全国で貧困問題をどうやっ
て解決するかということをやらざるを
得なくなっています。

雇用保険受給者は二十三％
今、僕は生活保護問題対策全国会議
という会の代表幹事をやっています。
もともと、生活保護をどうやって充実
させていくかということで発足したわ
けですが、雇用の問題がこれだけ崩壊
してしまっています。それでたとえば、
派遣村であきらかになったように、解
雇されたら次は、普通だったら雇用保
険、失業給付とあるはずです。それが
今、日本は、この前もＩＬＯの報告があ
りましたけれど、失業者のなかで雇用
保険、失業保険が給付されているのは、
日本は二十三パーセントという数字で
す。七十七パーセントの人は失業して
も何の給付もないわけです。これは、先
進国のなかで最悪なんです。
ドイツでは、給付されていない人が
十数パーセントです。今は制度が変
わったから、その数はもっと減ってい

ます。通常の失業給付の期間が終わっ
ても職に就けなった場合は、次の職場
を探すまで給付が受けられるんです。
その対象者の八十五パーセントから
九十パーセントが実際に給付を受けて
います。だから日本と全然違う状況な
んです。
日本では、失業したら即、何の保障も
なくて、いきなり生活保護を申請する
状況になります。それなのに、福祉事務
所が窓口で制限して、まだ若いんだか
ら、努力したら仕事が見つかるはずだ
とか、母子家庭の場合、別れた夫に扶養
してもらっているのかとそんなことを
言って、申請の手前で追い返してしま
うんです。福祉事務所にたどり着くの
を、
拒否してしまっています。
河内：そういう基準、受付の取り組み
というのは、派遣村ができて、最近少し
緩和されてきているんですか。
尾藤：そうでうね、派遣村はひとつの
象徴的な出来事ですけれども、最近は
我々弁護士が、生活保護の申請に同行
するようにしています。弁護士が同行
すれば違法なことを言っても通りませ
んから、窓口で追い返すということは
少しはなくなってきていますが、同行
しなければ、やはり同じように追い返
しているという実態があります。
派遣村はその実態を突き付けること
によって窓口で追い返していたのを打
ち破ったのですから、そういう意味で
は、すごい取り組みだったと思います。
問題を顕在化させて、問題点を見える
ようにしたわけです。それも厚労省の
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目の前でやったわけですから、放って
おくわけにいかず、厚生労働大臣が自
ら動かざるを得なかった。だから本当
に国民の目の前で、今の日本がどんな
状態なのかということがよくわかった
と思います。
河内： そ の 場 合 、 た と え ば 住 所 が 定
まっていないと、再就職するにあたっ
ても、一つの障害になることは事実で
すね。今度は定額給付金の支給の問題
もありますが、そのへんのことはどう
でしょう。
尾藤：本来、生活保護は住民票がなく
ても出るんですよ。たとえば住所が定
まっていない人の生活保護をどうす
るか、という通達も出ていましたし、だ
から本来、住所がないからと拒否はで
きないのです。でも日本の社会保障の
ルールはどうしても住民票というもの
に乗っかって構成している部分が多い
わけです。
職場の関係でも、たとえば面接に
行ったら、結果通知をどこへ出すんで
すかと言われて、その時「住所はないん
ですけど」では事実上、排除されてし
まっているわけです。本来、住所がなけ
れば国の責任できちんと確保しなけれ
ばいけないのです。
生活保護も、住所がなければ国の責
任できちんと、たとえば権利金も敷金
も用意して、アパートを見つけて、そこ
に住んでもらって生活保護を開始する
ということまでやらなければいけない
のです。派遣村の場合は、それをやった
わけです。

以前、ホームレスの人たちに向かっ
て、アパートを確保したら生活保護を
認めますよ、それまでは無理ですよ、と
言っていたことがありました。
どこに住んでいるかということが、社
会生活のうえで問題になってくるとい
うことが実態であるのなら、住む場所
を用意することが、社会的な一つの救
援だという位置づけをしなければいけ
ないのです。
河内：なるほど。でも今の日本ではそ
ういう考え方にはなっていませんね、
国も地方の行政も。
尾藤：ドイツではそうなっているんで
すね。居住の確保というのは、基本的に
公的な責任だということになっていま
す。だから、自宅を持つのに援助をする
というのも公的責任です。それから、ど
うしても自宅を持てない人だったらア
パートを確保することについて、家賃
の補助を国の責任でやっています。そ
ういう形で、住む場所の確保というこ
とは基本的に自己責任ではないのだと
いうのが、だいたいヨーロッパの考え
方です。だけど、日本は、
ね。
河内：全然そうなっていませんね。

住む場所の確保「居住は権
利」
尾藤：住む場所の確保、そのことは自
己責任だという考え方ですね。
「居住は
権利」だということがまだ確立してい
ないですね。それなのに居住要件が非
常に厳しい。居住要件がないと、いろい

ろな公的補助が受けら
れません。
それで我々生活保護問
題対策全国会議で、麻生
首相に公開質問状を出
したのです。なぜかとい
うと今、ホームレスの人
たちが、たとえば公園に
住んでいるのだとした
ら、公園を住居として住民登録をしよ
うとしたところ、それを拒否されたの
です。大阪で裁判まで争われて、一審は
認めるべきだと判決が出ました。しか
し、控訴審、最高裁で負けてしまってい
るわけです。公園は住所とは言えない、
定住的な場所でもないし、違法だから
立ち退けと言われている状況では住所
とは言えないという見解なのです。
こういう状況で、住民登録もできな
いようにしておいて、定額給付金の給
付が住民登録のある者ということであ
るとしたら、ホームレスの人たちには、
これは渡さないという結論になるので
す。じゃあ、何のための給付金なのか。
困った人に少なくとも一定の金額を渡
す、それによって内需を拡大するとい
うことを当初から言っていたわけだか
ら、住民票要件を問題にしたら、住所も
あって、そこそこ収入もある人に対し
ては定額給付金が渡って、本当に必要
な、
住居のない人には渡らない。
住民票でいえば、もう一つの問題は
母子家庭で、ＤＶの被害者で夫から逃
げている人。その場合お金はどこへ行
くのか、
夫のところへ行くんですよ。

河内： 世 帯 主 と 決 め
られていますから
ね。
子供さんも妻も定
額給付金はもらえな
くて、ＤＶの加害者
のところへ全額いく
ようなシステムなん
です。そんな制度設
計をして恥じない、というのはどうい
うことですかと質問状を出したので
す。麻生さんからは返事がありません
が。
僕らは、この際、ＤＶの被害者の人た
ちと生活保護を受ける人たちが連帯し
て、定額給付金を寄こせ、住民票はない
けれど払えと、訴訟を起こしたらどう
かと思っています。みんなの要望に応
えて、本当に必要な人、若い人たちに渡
るように。
河内：話は変わりますが、先生がずっ
と取り組まれている原爆訴訟について
ですが、国が相手で裁判されているん
ですね。

原爆訴訟は十六連勝中

尾藤：ええ、もう二十何年やっていま
す。
最近は全部勝訴で十六連勝です。
河内：それなのに、なぜ国は動かない
のですか。
尾藤：僕らは国が負け慣れしているの
かなと思います。いずれにしても被爆
者は時間がないんですよ。申請して待
たされて、どんどん亡くなっているわ
けです。僕の担当した原告はみんな亡
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くなっているんですよ。申請したけれ
ど結論の聞かないまま亡くなった人は
たくさんいるのです。この前も僕の担
当している人が認定されて五日後にな
くなりました。うちの弁護団でブログ
をやっていて、若い弁護士がなぜ原爆
訴訟をやっているかということを書い
て、国が動かないから世論開示しよう
じゃないかとがんばっています。
せっかく、認定されたら原爆医療特
別手当が出るという制度があるのに、
ものすごく窓口を狭くしています。韓
国の被爆者の問題も訴訟になってやっ
と外国からも申請できるかたちになり
つつありますが、本当の意味で反省し
ているとは思えないですね、日本の政
府は。
河内：そういう問題を戦後きちんとし
ないで、今まで引きずっているんです
ね。そういったことを、きちんとするこ
とで国際的にも日本が認められると思
うんですが。
尾藤：戦前から戦中にかけて日本は何
をやったのかということをきちんと反
省しないと日本を信用してくれないの
です。日本がグローバルな社会のなか
で、きちんとしたお付き合いをしてい
くには、戦前から戦中にかけて自分た
ちがやったことをきちんと反省して
その上に立たないと説得力がないんで
す。
河内：しかし日本は四日市から水俣、
イタイイタイ病、スモン、ヤコブ、全国
的に問題になったものは、ほとんど勝
訴してきているわけですね。ところが

一向に国の考え方そのものは変わって
いませんね。
尾藤：勝訴しました。私も、スモン、水
俣、ヤコブもやりました。だから、なん
というかむなしくなる時はあります
ね。でも、そういうなかでも被害者の人
たちが立ち上がって、いろいろ交渉す
るなかで、どんどん行政を変えている
ではないですか。むしろ僕ら弁護士が
被害者の人たちに教えられたり、支え
られているという面があります。
今度、日弁連で憲法のシンポジウム
をやることになりました。憲法二十五
条が日本でどれだけ生きているのかと
いう話をしようと思っています。被爆
者や生活保護受給者の権利の確立につ
いて次々と主張してやっているのは、
当事者の人たちなんです。本当に普通
の市民の人たちです。僕は日本がそう
いう状況になってきていることは素晴
らしいことだと思ってその話をしよう
と思っているんです。
日本でそれだけある意味では、民主主
義が育ってきている、当事者の力が高
まってきているのは素晴らしいことだ
と思います。
だからＮＰＯの存在の意味があるの
です。ＮＰＯの運動がいろいろあって、
湯浅 誠さんがやっている非正規労働
者支援の「もやい」もＮＰＯですよね。
彼らは国がやらないことを率先してや
るなかで、ではなぜ国はやらないのか
ということを提起したわけでしょう。
だから僕はＮＰＯの役割というのは非
常に重要だと思うのです。

湯浅さんとはよく一緒に活動してい
るんです。彼はＮＰＯの活動について
たいへん工夫もしているし知恵も持っ
ています。一度、ＮＰＯみわも湯浅さん
を呼んでＮＰＯのあり方みたいな話を
したらいいでしょうね。

自治体とＮＰＯの協働を
河内：ぜひ、お願いしたいですね。今Ｎ
ＰＯは設立が鈍化してきています。財
政的にかなり厳しいから。だから自治
体が率先してＮＰＯのを育てるという
立場に立っているところとそうでない
ところでは、
えらい違いです。
みわのように、一つの分野だけでなく、
役場の肩代わりのように何でもやると
ころはたいへんなんです、いろいろな
意味で。
それでも、三和の地
域のことはＮＰＯが中
心になってやろうとい
うことは定着して、い
ろいろとやってきまし
た。それに水を差した
のが今度のバス問題で
す。
尾藤：そうですね。
せっかくそういうかた
ちで質の高い住民サービスを確保しな
がら、かつ職場をつくるという大事な
ことをやっているわけですからね。自
治体としてどう考えるかをもっと真剣
に考えないといけないですね。
河内：話の方向を変えまして、先生は

実 は 尺 八 の 師 範 免 許 を 持 つ 、「 文 武 両
道」の方ですが最近も演奏活動はされ
ておられますか。
尾藤：はい。三月にも東京の「紀尾井
ホール」というユニセフの立派なホー
ルに邦楽専用の小ホールがあって、演
奏会に出演しました。
河内：もう何年やっておられますか、
先生は何流でしたか。
尾藤：私は都山流です。十八歳の時か
らですからもう四十年やっています
ね。元京都市長の富井さんの孫弟子で
す。
河内：いつか近いうちに先生の尺八の
演奏も聞ける文化的な催しと、さっき
も出てました「もやい」の湯浅 誠さん
との対談を合わせた企画をぜひ実現し
たいですね。
尾藤：それはいいです
ね。協力しますよ。そこで
参加者の方にもＮＰＯみ
わの運営について考えて
いただいたり、さらに協
力の輪を広げていただく
機会になればいいです
ね。
河内：さっそく具体化し
ます。バスも含め、簡単で
はない問題を抱えていますが、沢山の
方の応援もいただいて、従業員みんな
で力を合わせてやっていきたいと思い
ます。今日は、示唆に富んだ話をたくさ
んしていただき勇気が出ました。あり
がとうございました。
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和泉

克弥

去る２月２６日、三和荘での三和中学校
同級会でお世話になりました。その際、苦
労したのが交通アクセスでした。本紙４
月号Ｐ７の市長、議長への申入書の回答
を興味深く待っております。

枚方市

三和町

芦田

英美

またまたやっちまった～～ !!ポケットに
ティッシュを入れたままの洗濯・・・。黒い
トレーナーも、白のブチに。干す時にパン
パン払ったら、今度はそのティッシュが
風で部屋の中に～。乾いてから粘着テー
プで取るハメになった。

荻野

幸枝

春爛漫の一日、ワンディウォーク４０キ
ロに参加し、スタッフの方々に励まして
いただきながら、１４時４５分三和荘着
でした。昨年より元気に完歩出来たのは、
退職後毎朝歩いているので体力がついた
のかも…。お風呂に入り、ゆっくり休み、
疲れもとれていい気分で帰宅しました。
ありがとうございました。

丹波市
４月に入って春らん漫の日、入浴、食事に
行きました。桜の花が少し開いて、花を見
ながらの入浴、すごくぜいたくな時を過
ごしました。食卓のサラダのなかの三和
町産水菜、すごくおいしかったです。帰り

鷲尾奈名子さん

舞鶴市

藤本美知子

に玄関横で館長のキヨチャンにも挨拶し
て帰りました。

悦子

正彦

足立

千恵

み和

暖かい日が続き、門先に可愛い花が咲き
始めました。友人から頂いたスイセンが
芽を出し、まあうれしいと一人言、花大好
き。これからも色々な花が咲くのが楽し
みです。

三和町

近藤

日頃の御発展お喜び申し上
げます。キヨちゃんの一挙
一動を目の中に入れ、そし
ていやされに行きに三和荘
に通っております。そして
たまに戴く御食事も楽しみ
の一つになっております。

篠山市

大槻

四月第二週は、ほんとうに
天候が良く、桜満開の週、は
るうららそのものでした。

京田辺市

松永

桜の丹波路を
春の一日、友
達とゆっくり
歩きました。
良い天気に恵
まれ、町外の
人達と話しな

レストランを利用しまし
た。安くておいしくて、店員
さんの笑顔も素敵でした。
また行きたいで～す。

京都市

冨田菜々香さん

がらふれ合い、色んな話に
もり上がり、ほんとうに楽
しく、もうこの年齢では最
後の挑戦かなと思い、健康
に感謝しながら楽しく歩
きました。関係者の皆様、
大変お世話になりありが
とうございました。

三和町

大槻

昌子
“許しがたい福知山市の対
応 ”… 市 バ ス の 運 行 管 理 へ
の入札制度導入の申入書を
読みました。まったく市の
ひどいやり方には腹が立ち
ます。
「テクコ」と市との関
係もおかしいのでは？とこ
ろでこの「テクコ」、公共交
通機関としての要件を満た
しているのでしょうか？と
りわけ人を運ぶという性格
上、規制緩和されたとはい
え、法的な規制はトラック
よりきびしいはずです。ま
ず、近畿運輸局へ申し入れ
して「テクコ」の経営形態や

安全の問題について、調査
させることが重要です。人命にかかわり
ます。運転手についても、トラックでも、

京都市

山口

幸男

予備の運転手が必要です。とりわけ、路線
バスともなれば、もっと厳格です。

色々な花が咲き始め、身も心もウキウキ。
草ものび始め、又草と競走です。どっちが
勝つでしょう？自然の力には負けますネ。
元気で働ける事に感謝して、今年も頑張り

小原奈美さん

西山み
さを

ましょうかネ。

三和町

椿原あさひさん

春うらら、鹿倉山は青きうすもやにつつ
まれ、ひばりは空高くさえずり、自然のあ
らゆるものに春のいぶきがみちみちてい
る。毎年春になると希望と理想を胸にい
だき入学し、頑張ろうと思った事を、今の
年になってもくじけそうになった時思い
出す！スローでいい、残りの人生歩きた
い。
三和町 藤田 幸子

柳田

陽子

海鮮丼すごくおいしいですヨ！先月号
「キヨちゃん」初めてハガキを出して当選
させてもらい、図書券ありがとうござい
ます。早速孫にプレゼント。丹波・みわの
クロスワードパズル、楽しみにさせても
らってま～す。

丹波市

５月にきよちゃんに会いに行きます。
やっと家族そろってのお泊まりプランが
実現しそうです。
（予約してま～す）わが
家にも夢太（むた）（むーちゃん）というグ
レーのうさぎがいます。アイドルです。鼻
をフグフグ動かしている姿には、思わず
見入ってしまい、一日の愚痴をきいても
らったりしています。二女・みゆき（中学
１年）が、せっせとお世話をしています。
京田辺市 折戸 裕子
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三和荘のページ

6 7

季節のお手軽料理

（作り方）
﹁農事組合法人かわい﹂
①︻ Ａ ︼ を ボ ー ル に 合 わ せ て よ く 混
事務所開き
ぜる 。
② ①に︻Ｂ︼を入れ、ゴムべらで混
ぜる 。
③ 直径５㎝くらいの型に入れて強火
の蒸し器に並べ、布巾をかけてふた
をし、強火で１０分～１３分蒸す。

12

・ホットケーキミックの素⋮ ２００ｇ
・ココア⋮３０ｇ
・ベ ー キ ン グ パ ウ ダ ー
⋮小さじ１ぱい
・砂糖⋮６０ｇ
︻Ｂ︼
・牛乳⋮１５０㏄
・サ ラ ダ 油 ⋮ 大 さ じ
１

月 ２ ９ 日 、「 農 事 組 合 法 人 か わ
い」の事務所開きが行われました。同
地域では 年前に中山間地の農業を
守ろうと 地区の営農組合が集まり
「川合地域農場つくり協議会」をつく
り大型機械を購入し休耕田を中心に
作業をおこなってきました。しかし、
高齢化の急速な進行のもとで限界を
感じ、一念発起して農地の流動化を
くい止め中山間地の農業を守ろうと
一口２０、
０００円で出資金を募集、
１４７人の協力者が集まり 月に設
立総会を開催、 月に法人登記を完
了、 月２９日事務所開きをおこない
ました。当面は前協議会からの作業
の拡大、特産品小豆栽培の拡大、直販
ルートの拡大を取り組みます。

1

三和荘が福知山市地産地消推進店に認定
がらし、カボチャなどを生産、三
和地域からは、みず菜、椎茸、し
しとう、福知山からはお米などを
仕入れています。また、売店では
お か ら ケ ー キ、 は ち み つ、 味 噌、
つ く だ 煮 な ど を 販 売 し て い ま す。
これからもどんどん品数を増やす
計画です。

3

3

■ ミニ黒豆寿司

︸

福知山市地産地消推進協議会
（ 会 長・ 松 山 正 治 市 長 ） か ら 月
１９日、三和荘が地産地消推進店
認定されました。三和荘ではレス
トランで使用する野菜として九条
ネギ、大根、たまねぎ、ジャガイモ、
さつまいも、トマト、茄子、とう

－9－

（材料⋮１０人分）
・米⋮５合
・黒豆⋮０・１合
・錦糸卵⋮４個
・切り海苔（紅しょ
うが）
・サラダ油⋮適量
・
酢⋮１２５㏄
・合わせ酢 塩⋮大さじ１
砂糖⋮１２５㏄
・パセリ⋮少々
（作り方）
① ミニ黒豆はお米と一緒に洗って準
備しておく。
② 卵はうす焼きにして錦糸卵をつく
り、パセリは細かく切ります。
③ ご飯が炊けたら合わせ酢を混ぜる
（桜色になる）。
④ ご飯（酢めし）を皿に盛り、上に
錦 糸 卵 と パ セ リ、 も み 海 苔 と 飾 り
つける。

■ケーキみたいなチョコ蒸し
パン
（材料⋮１０個分）
︻Ａ︼

3

市バス問題の経過と今後の課題について

３月５日

小西副市長、市民人権部長と会談

（三和支所）

年度以降の福知山市バスの運行管理業
① 入札にあたって配慮に欠けた。市バスの運

運転手自宅にテクコから電話あ
市民人権部長来荘

テクコのチ

尾藤弁護士

福知山市長から回答

月

日

知書届く

福知山市から公文書部分開示通

２、入札手続き上の問題点
１）ことの発端はコストの削減からスター
ト、地域性や過去の実績は考慮されず
２）一般競争入札、指名競争入札、プロポーザ
ル方式、随意契約の検討が十分されていな
い。
３）指名競争入札資格を取得している業者が
２業者だけだったので見積入札とした。
４）業者を選定した基準はバス運行の経験の
ある業者とした。しかし、落札した業者は
スクールバスの経験はあるが路線バスの
経験はない。事前に業務内容や就業規則等
のチエックがなされていない。

間で締結した随意契約を解約せ。福知山市

は、平成 年度以降の旧三和町内における

市バス業務につき、特定非営利活動法人丹

日、福知山市議会議長あてに

月

波・みわに業務委託せよ。
というものである

３） 月

日福知山市長に対して申し入れ書を提
出したことを「申入書 写( 」を
) 添付して検討
を要請した。

様

福知山市長

松山

正治

日、福知山市長から文書回答が寄

せられた。

４） 月

１．市長からの回答文

平成２１年３月３１日

透

特定非営利法人丹波・みわ

竹添

福知山市バスの入札、契約について

理事長

の申し入れについて（回答）

５）随意契約の基準に合致しない。
「市長が特
に認めたもの」を適用したとのことだがこ

本市の契約事務のありかたについて全

有限会社テクコと契約をいたします。

記

一

日、小西副市長と広田部長と会談

３）市民病院をめぐる問題、職員の汚職問題

なかったことが今回の結果を招いた。

内規等で行ってきており統一化されてい

２）今日まで契約のやり方については部毎の

し回答の内容について話し合った。

１） 月

２、小西副市長との会談

たします。

理解いただきますようよろしくお願いい

ただきたいと考えておりますので、何卒ご

については、改善すべき点は改善させてい

いろいろとご意見をいただきましたこと

庁的に統一化を図ります。

二

す。

たことにつきましては、下記の通り回答しま

平成２１年３月２３日付けで要請のあっ

の項の適用は緊急の場合や非常事態等特
別の事情に適用するもの。
（後日、情報開示
では福知山市財務規則の施行について（例
規通達）第５号第１項適用が判明）
ていない。

６）見積依頼業者に対して事前説明会がされ
７）見積依頼書の中に提出期限は記載されて
いるが開封の日時、場所が記載されていな

しない。
い。
３、申し入れ書の提出と回答
１）今回の契約について法的に問題点を明ら
日、福知山

かにするため尾藤、塩見弁護士を代理人に
依頼し「申入書」を作成、 月

市長に申し入れ書を提出した。

２）申し入れ書の趣旨は、福知山市は、平成

年度以降の旧三和町内における市バスの

業務委託について、有限会社テクコとの

3

副市長の見解
月初旬から今

務の委託契約問題について

ないことは問題であり第３者の立ち会い
もないのは問題
単に料金だけで決めるのは市バスの性
格から問題ありで選定委員会をつくるな
ど配慮が必要など、問題点を話し合った。

３月７日

り
「３月９日夜に説明会をしたい」

３月６日

しチラシを配布

３月６日 （有）テクコがバス休憩所を訪問

④

③ 入札の開票の日時と場所が明記されてい

では説明責任が果たせていない

② 事前説明会がなされず郵送で通知したの

ル方式が適当であったと思う

行等については特殊性もありプロポーザ

日までの主な取り組み経過と課題を報告し
ます。

市民人権部長、次長が来荘、新

１、入札の経過
２月２日
年度以降の市バスの運行管理に入札制度
を導入したい旨の発言があった。これにつ
いて「一般的な入札制度が地域と密着した

郵送で見積依頼書届く

三和町自治会長会名で①バスの

日 生活交通課から電話で落選通知

日 見積書持参

日

バスの運行管理になじむのか」疑問点を表
明
月

月

月
日

鴨川法律事務所

テクコ説明会に運転手６名参加

福知山ハローワークへ求人票入

ラシの真意を聞く
３月９日
手
日

３月９日
月

小西副市長と会談

い。

尾藤、塩見弁護士と協議

塩見弁護士と協議
日

８）第三者を加えた選定委員会が設定されて

市民共同法律事務所
月

申し入れ書作成

福知山市長に

日

市議会

日

21

24

1

９）地域制や過去の貢献度が加味されていな
市議会議長に要望

日

広田市民人権部長 電話で随意契

日

3

23

3

4

旧三和町民から市バス問題につ

日

申し入れ
月

日

運転手

名が（有）テクコに求人

日

いての公文書開示請求
月

月

日

年度予算可決成立

申込みに行くも拒否される
月

月

約は有効、テクコと契約 文書で回答を要
求
月

月

－ 10 －

月

更新②アンケート結果の報告の件③地域
の実態に対応した市バスの在り方につい
市民人権部次長来荘

て市に文書で申し入れを行った
３月２日
疑問点を聞いたが明

小林自治会長から申し入れを受けたので
経過の説明にきた
法的手段も検討すると通告

ハローワークに求人募

月

市に対して説明に来るように

バス運転手集会・経過説明と解

確な答なし
雇通知（注

３月２日

市民人権部長、次長来荘

う指示された
① ６社に見積依頼

集
所）

福知山市松山市長と会談（三和支

３月３日（有）テクコ

④ 落札結果に基づき随意契約

③ 落札結果は従来から電話通知

② 見積依頼は課長決裁

４社が参加

の命を受け副市長から経過説明に行くよ

３月３日

要請するも必要なしと拒否）
市長

3 3

31

1

2

21

28 23 20 4

３月４日

21

4

12

23 19

23

25 24

28 27

1 31

23

3

2

3
3 3
3 3
4 3

3

21

2 2 2 2

６） 年度では「スクールバスの登下校時の

のか。未決裁文書のために公印省略したの

定第

条の何項に該当し公印を省略した

省略）となっている。福知山市文書取扱規

夜久野との関係などを理由に何も改善が

言を行なってきたが、条例との関係、大江、

関係などバスのあり方について数々の提

野山陰線特急との接続、三和荘利用者との

と記載されている。

的に見直しをおこなうために早急に第三
混乗・空き時間の利用、デマント運行、バス
ではないか疑問である。

に加え、今回指摘されたことを踏まえ全庁
者を含めた研究委員会を立ち上げて統一
停・ルートの見直し等を組み合わせて経費

４）過疎化が進む中での交通問題などは福
け運転者や運行責任者に実情をヒヤリン

の公共交通との乗り継ぎなど、効率化に向

このためには運行状況、利用者の傾向、他

３、原因と課題について
１ 今
) 回の事例は一連の手続きの問題から発
生し、条例、規則の適用に不備があったこ
とが明らかになった。その結果、ＮＰＯ職
員の解雇という最悪の選択を押しつけら
れる結果となった。行政の責任は重いと言
わざるを得ない。
２）この問題が明らかになった時点から福知
山市とねばりづよく話し合いを行なって
きたが進展しないもとで弁護士２人を代
理人にたて「申入書」を作成し市長に提出
し、３月３１日文書回答があった。その後、
担当副市長とも回答の趣旨について話し
合いを行なった。そのおもな内容は手続き
上の不備は認めつつも契約は落札業者と
結ぶというものであった。
３）そもそも三和のバス「はぎ号」は昭和６１
年、当時の国鉄バスの路線廃止が発端で始
まりその後中丹、神姫バスなど当時三和に
乗り入れていた路線バスの廃止から町民
の交通手段の確保のために町営バスとし
て直営で運行を続けてきたものである。
４）また、大江、夜久野のバス、旧市内の中六
人部、三岳などの自主運行バスなどそれぞ
れの地域での歴史的な経過を持って運行
されてきている。
５）その後、福知山市に編入合併が決まる中
で、三和のバスはＮＰＯ丹波・みわが職員
も含めて引き継ぐことになった。また、合
併協議会の中では数年以内に交通体系を
見直すこととなっていた。
６）合併後、三和支所と協力して三和地域の
交通体系についての提言を作成、全国の状
況を知るために交通ジャーナリストの話

福
) 知山市はアンケートの実施、コンサル
タントによる聞き取り調査などを行なっ

たがその結果はいまだに市民に報告され

ていないし、総合的な交通ネットワーク体

系の構築をめざす「地域公共交通会議」を

立ち上げたが形式だけで実質的な討議は

進展していない。

こ
) の間、 号線を走るＪＲバスはデマン
ド運行などの工夫はされてきたが乗客数

の減少に歯止めがかからず減便を余儀な

くされて来ている。以前から通学運賃が高

額なため三和地域の生徒の通学は親が送迎

をしているのが実情であるが、ＪＲの減便

はこの状態に拍車をかける事態となって

いる。

）こうした、基本に関わる問題を放置して

題として浮かび上がっている。

９ さ
) らに、保育所、学校の統廃合も現実の問
題となりスクールバスの運行も現実の課

８

されなかった。

化を図りたい。また専任の部署も考えた
削減の実現に向けた試行検討をおこなう。

祉、過疎有償運送などと一体的にとらえる

例規通達を適用し随意契約としているが、
長期契約とするためその関連の条例、規則
を適用するとしている。
「市バスの運行につ
８ )契約の理由として、
いては現状及び地域の実態を十分に把握
し、適正かつ安全安心な運行を図ることが
必要となり、さらに決定業者と運行状況、
利用者の傾向、他の公共交通との乗り継ぎ
など効率化に向け運転者や運行管理責任
者に実情をヒヤリングしながらの作業と
なるため長期継続契約とする」記載されて
いる。
これら一連の決裁文書を総合的に判断す
るとＮＰＯ法人丹波・みわは過去の実績も
含めて十分な資格があるといえる。一方、
社の見積り業者の中には路線バスの運
行経験がない業者も含まれているが、選定
にあたって事前調査はどの程度行われた
のか疑問である。
９）予定価格について「業務委託設計書が作

年

年間の「ＮＰＯ法人

成できないため予定価格は設定しない」と
なっているが、過去

丹波・みわのバス事業収支報告書」や

度予算内示の数字からみても算定不可能
ではないと思われる。

７

い。

地域性などを考慮する必要がある。そのた
グしながらの作業が必要であり、現状及び
地域に実態を十分に把握している「ＮＰＯ

めにご協力をいただきたい。
５）市が契約した新しい会社に採用されな
法人丹波・みわ」と随意契約するものであ
７
) 年度 ～２ 年度 の長期 契約 につい て
も基本的に ， 年度と同様の条例、規則、

る」と記載されている。

名については市が働く場所を紹

号によるとなっているがこ

項第「契

20 3

かった
介したい。

日、旧三和町民から市バス問題に

４、
公文書開示と問題点
１） 月
日、福知山市長名で公文書部分開

対する公文書開示請求が出された。
２） 月
示決定通知書及び公文書不存在決定通知
書が届いた。
第

号による随意契約及び福知山市

して地方自治法施行令第１６７条の

３） 年度、 年度の随意契約の契約方法と
項第
項第

財務規則の施行について（例規通達）第
号第
の条文は「契約の目的が代替性のないもの
であるとき」となっている。この条項を適
社見積

用することについては疑義があるが、も
し、正当であるとすれば今回なぜ
もりとしたのか
由として、財務規則１３６条第

約の性質又は目的により相手方が特定さ
れるとき」により一者見積とするとなって
いる。
５）さらに、 年度では随意契約の理由とし
て「ＮＰＯ 丹波・みわは三和町の市バスの
現状及び地域の実態を十分に把握してお
り、従来より適正な運行が図られている。
同者と契約することによりもっとも適正

19

57

を聞いたり、土曜運行のあり方、ＪＲ嵯峨

え方に問題発生の原因がある。

「経費削減」だけを追求する福知山市の考

）持続可能なまちつくりの一環としての交

通問題を過疎、福祉有償運送事業などと一

体的にとらえた政策づくりが求められる。

）情報開示で明らかになったことは決裁文

書では「地域の実態を把握し適正な運行」

という言葉が書かれているが結果は裏腹

となっていることである。今回の契約は利

益追求が目的ではなく、市民の交通手段の

確保と安心安全の運行の確保である。営利

企業がこの種の事業で利益を追求すると

すれば人件費削減、労働条件の切り下げ、

サービスの低下整備費用の削減以外に考

えられない。こうした事態を招いた行政

（次ページへ続く）

－ 11 －
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見
) 積依頼書（生活第５３１号）には（公印
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４）また、一者見積による随意契約とする理
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かつ安全な運行が確保されるとしている」
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たんば・みわ

五月の太陽に輝いています。
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タテのカギ

3

い言い方。

鳴神。
「かみなり」の古

2

１ 鎌倉や大磯のある地帯。

ページより続く）

は、今社会問題となっている不安定雇用労働者の

増大を招くものと言わざるを得ないし、安全安心

（

６ 夜に仕事をする。

）今後の課題は、

の運行に支障をきたすことにつながっていく。

た。抽選の結果当選者は次の５名の方
です。椿原 歌（城陽市）、垣尾洋子（福
知山市）、鶴田美栄（三和町）、山崎公美
（福知山市）、草川健治（京都市）

先月号の正解は「ハルウララ」でし
た。応募総数は４９名、全員正解でし

正解者の中から抽選で５名の方にプレ
ゼントを贈ります。はがきに正解を書
いて、６２０ １４４３福知山市三和
町寺尾権現４ ＮＰＯ法人丹波 ・ みわ
までお送りください。応募の締め切り
は５月１５日

■プレゼント

３５ 「○○が渡る」「○○が鳴く」
。

３２ 大きな石。

２７ プロパンもあれば天然もある。

１９ 船旅で耳元に波の音がする。

１７ お酒は温めの○○がいい 。

１３ 工事中、
遠回りを。

１０ 冷たい空気。

７ 明けない○○はない。

５ 鮠。
川魚、
ウグイの別名 。

１ ＪＲ特急。
大阪、
名古屋、
長野を結ぶ 。

ヨコのカギ

３０ 「○○を欠く」
、「○○が悪い」
。

２２ 薬にもなる樹木、
樟。

１５ 回転焼、
それとも○○○○焼。

５ 目新しく気がきいている。

11

条例、規則等の法令遵守のための体制整備と条

例、規則等法令違反に対する処分の明確化、研修の

入札、契約の在り方についていかに公正公平の

強化である。

原則を堅持するか、加えて京都府など全国的に導

入されようとしている地域貢献度を加味した入

札、契約制度の検討が早急に必要である。

域、部門別分科会）の設置の活性化と自由に討議で

きる場を積極的に立ち上げ市民の意見を大切にす

る土壌をつくりあげ、市民の期待に応えることが

ＮＰＯ 法人と行政の協働の在り方の検討

求められている。

指定管理者制度の位置づけ（行政と対等の立場）

公契約条例の検討

提案や話し合いを行っていくものである。

以上の課題を実現させるために引き続き積極的な

編集後記

６月７日

◆ＮＰＯの会費納入方法が変わります、５月末一斉

（日）
午後２時～ 三和荘ホール

◆ＮＰＯ 丹 波 ・ み わ 第 ５ 回 通 常 総 会

なく質問してください

さんの前に立ちます。料理のわからないことは遠慮

（調理師を除く）料理長がマネージャーを兼職し皆

◆４月から宴会、レストラン部門を直営にしました

述べたいと思います。
皆さんからもよろしく

い。これからもおかしいと思ったらどんどん意見を

過と課題を整理しました、字が小さくてごめんなさ

の法令を久しぶりに学習しました。とりあえず経

１ヶ月でした。おかげで地方自治法や財務規則など

◆３月は市バスの運行管理問題で振り回された

⑥

⑤

④

③ 「地域公共交通会議」など既存の組織（例えば地

②

①

13

切り替えとなりますのでご協力をお願いします。

－ 12 －

１、２、７、１０、１１、１２、２２、２５，３６の文字を組
み合わせて一つの言葉にしてください。

２

1

