
＜社会貢献活動に取り組む「元京都府議・中島則明さん」＞

衰退の一途にある地域力

今の私にできる事！

元京都府議会議員

中 島 則 明

今回、紹介する社会貢献活動は、中舞鶴地区でシバザクラによる地域活性化に取り組まれて

いる中島則明元京都府議会議員です。

中島さんは、日立造船労働組合出身で、1986 年から舞鶴市議会議員を 4期、2003 年から京都

府議会議員を 2期、務められました。また、連合京都組織内議員として活動され、地方自治に

も精通した方です。

中島さんが活動されている舞鶴市は、かつて鎮守府が置かれ、日本海軍の根拠地でした。敗

戦後は、引き上げ港に指定され、今も海上自衛隊の基地があるなど、日本海側唯一の国防を担

う街です。現在は、府北部の中心都市であるだけでなく、舞鶴港に国際埠頭が整備され、関西

における日本海の拠点港として、重要性を増ししています。最近では、大型客船の寄港地とし

ても脚光を浴びています。

しかし、最近では、推計人口も 8万人を割り込み、漸減傾向にあります。これは、首都圏一

極集中が進む日本の、共通した課題です。私たちは、これまで引き継いできた地域の資産であ

る、文化や自然などを、子どもたちや孫に継承していく、社会的な責務があるのではないでし

ょうか。そのためにも、自らが考え、行動していかなければなりません。

中島さんの活動は、地域の子どもを巻き込み、誰もが知っている「シバザクラ」という、春

の訪れを告げる華やかな花をとおして、地域の自然を生かしながら、地域活性化をめざすとい

うすばらしい活動です。今年の春には、皆さんも、中舞鶴にある「共楽公園」を、一度、訪れ

てみてはいかがでしょうか。

田舎生まれの若造が、

労働組合役員から地方議会へ

「“はい”と言うてくれんか！」「支部に君の席は無い！」

1986 年 10 月 10 日午後、「民社党舞鶴総支部

の事務所へ来て欲しい」との呼び出し電話を受

け事務所へ。

当時 33 歳の私は、構造不況の真只中にあっ

た日立造船労働組合舞鶴支部に籍を置き、造船

重機労連京都地協事務局長、舞鶴地区同盟副書

記長（兼：京都地方同盟執行委員）を兼務し、

支部とは別の舞鶴市内の事務所で専従をしてい

ました。

その一方、民社党舞鶴総支部の書記長という、

重すぎる職にもありました。
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呼び出しを受けた事務所には、党総支部や地

区同盟の幹部十数名が鎮座されており、席に着

くと同時に、「はい！ と言うてくれんか？」

の一点張り。

その意味を理解するのに数十分の時を要しま

したが、舞鶴市議選の投票日は 11 月 16 日であ

り、あまりにも時間が無い、無謀すぎる……。

「無理です！」、「はい！と言うてくれ！」の繰

り返し、外は暗くなっていました。

結局、家内はもちろん、両親や親族に何も相

談せぬまま、「好きにしちゃったらええやん」、

この一言で（拍手）。“えらいこと言うてしもた

ぁ、帰って何と言うたらえんやぁ……”。以来

4 期 16 年間、舞鶴市議会議員として貴重な経

験を積ませていただく事となりました。

外堀はすべて埋まっていた

そして、2003 年施行された統一地方選挙で、

大先輩の「故・山脇闊先生」の議員勇退にとも

ない京都府議会議員の職を拝命し、2 期 8 年間

府政に参画できる機会をいただきました。

労働運動、政党活動、市議会・府議会の政治

活動を通じて、さまざまなジャンルで多くの経

験を積ませていただくなかで、地方行政に求め

られているのは何か、果たさなければならない

役割と責任は何かを、自分なりに問い続けまし

た。住民視点を原点とした責務と役割を実感し

ながら、同時に、地方における政治の位置付け

と在り様を学び、考えながら、時として荒々し

く、また、どこまでも慎重に、常在現地現場を

意識しながら、とくに、産業と災害に向き合う

時間の多い 25 年間を過ごしました。

浅学菲才にも程がある

旧、天田郡夜久野町の農家で生まれ育った私

は、京都府立石原高等学校を卒業すると同時に

「日立造船舞鶴工場」に入社しました。前述を

歩んだ私には、一次産業の現場が、どのような

過程を経、どのような実態にあり、何処に向か

おうとしているのか、いわんや、従事する人た

ちの生活ぶりや思いは。深くも浅くも、その経

験も知識も皆無といっていい、「浅学菲才にも

程がある」議員でありました。

そんな私に衝撃を与えた、3 つの出来事があ

ります。

（1）「部屋の電気が早く消えることの無いよう

に」

1986 年 11 月 16 日、多くの支援をいただい

て初当選の緊張感に包まれ、深夜遅くに帰宅し

て間もなく、玄関に高齢の男性が訪ねてこられ

ました。

「当選おめでとう、明日からは、年下の君を

“先生”と呼び、街中でも“先生”と呼ばれる

と思うけど、その立場・意味を自覚して、常に

市民目線で実践して欲しい。隣の部屋の電気が

早く消えているようなことの無いように」

（2）「何も考えんと“自然はいいですねえ”っ

て、言うてくれるな」

議員となって間もない初夏、つづら折りの峠

を越えて、若狭湾に面した集落を訪問し、海岸

部に車を止めて、海からの風に若葉が揺れる山

を見上げ、思わず大きく深呼吸、じつに気持ち

が良い、清々しい。

集落で出会った人たちと話をするなかで、

「ここは自然が一杯あって良いですねえ」と言

った私の言葉に、間髪入れず返ってきた言葉が

「街中で何不自由なく暮らしとって、たまに出

かけて来て、何も考えずに“自然はいいですね

え”ってか。あんたの言う“しぜん”と、わし

らの“しぜん”とは字が違う、判るか」「あん

たの字は“自然”じゃろ。わしらの字は“死

膳”、死んだ膳じゃ。“死膳”では食って行けん。

「周りにあるのは本当の“自然”と違う、全部、

人の手が入って管理してきたが、今は誰も入ら

んので荒れとるわ、一銭にもならん」「おまけ

に、買い物や病院へ行くにも、不便でどうにも

ならんで」。

（3）「現場も知らず、知ろうともせず、“何が、

28



自然を大切にしつつ”じゃ”」

地域振興策の一環として「林道」の開設が計

画されていたころ、一本の電話があった。

電話の主は、良く知っている同じ会社の大先

輩で、「時間のある時に合いたい、自宅に来て

欲しい」と言われ、訪問しました。

部屋に案内され驚いたのが、すごい量のチョ

ウチョの標本で、中には「現在は輸入禁止にな

っている“アフリカ産”もありました。しかも、

今にも飛び立ちそうなくらいに、標本の保存状

態が良いのが、素人の私にも判りました。

一通り見ていると、「そこにあるのが“舞鶴

市内”で捕まえたチョウや、これは山椒の木に

しか卵を産まんから、木が無くなったら、チョ

ウも絶滅する、そんな特性を持つ、舞鶴にしか

生息しないチョウが何種類かいる。舞鶴を有名

にして集客したいなら公表したらいいが、全国

から愛好家が集まり、2，3 年で全滅するけど

な」。正直、興味はあるが、ボーっと聴いてい

ました。

すると、「ところで、林道を作る話があるの

か」との問いかけられ、ハッとしました。「現

場も知らず、知ろうともせず、何が“自然を大

切にしつつ”じゃ。“自然を大切にし、活かし

た事業”って言うけど、君はどう考えるんや」。

その後、約 3時間、大先輩の話を聴かせていた

だきました。

学んだこと、“問題は常に現場で発生し、

その解決策も現場にある”

約 25 年間の議員生活のなかで、日本全国を

「先進地視察」として訪ね、直接、見聞する機

会に恵まれ、得たものも多くありました。

行政・市民が直面する課題は多岐におよび、

したがって、視察項目も幅広く多角化すること

となります。そのなかで常に感じていたのは

「格差」の 2文字であり、とくに、都市部と地

方間の格差における現実を前にして、何とも言

えない絶望感に襲われ、自身の無力を痛感する

と同時に「政治力」の必要性と、誤りのない施

策の重要性を痛感していました。

25 年間、お世話になった地域への恩返し

“今の自分にできできることは”

“貴方の時間が空くのを待っとたんや”

議員生活を終え、舞鶴市シルバー人材センタ

ーの一員として、多くの会員と 3年間を過ごし

退職した数日後、「どうや、暇になったか。貴

方の時間が空くのを待っとたんや」、そう言い

ながら、議員・政治活動を通して大変ご支援い

ただいた御仁の訪問を受けました。

曰く「貴方の時間が空くのを待っとたんや」

と言い、① 自身が事業家としてお世話になっ

た市民への恩返し、② 年々、元気をなくして

行く地域社会への貢献、③ 将来を担う子ども

たちと地域の繋がり等々、やりたいことがある

ので一緒にどうか、とのお誘いでした。

私は、地域の皆さんや市内外の支えを得て生

活し、議員歳費（税金）のお陰で、日々の生活

や子育てをさせていただいたと思っていたので、

即答で「良いですねえ、やりましょう」と快諾

し、微力ながら“地域力の再生”活動をはじめ

ました。

メンバーの確保や事業計画などの準備に半年

活動する団体名を「ウェルカム フラワー」

と命名し、その年の 10 月には、舞鶴市の中心

に位置する中舞鶴、その中心にある「共楽公

園」で、中舞鶴幼稚園の園児とともに 2000 株

の「シバザクラ」を植え付け、花のある公園づ

くり事業をスタートさせました。

二昔前は「桜の花見客」でずいぶん賑わった

公園（舞鶴市都市公園）も、現在では訪れる人

も少なくなり、イノシシやシカに荒らされてい

ますが、平和を伝承する意味を含めて、地域に

とっては大切な空間、社会資本です。

そんななか、中舞鶴地域の現状は、海上自衛
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共楽公園から望む青葉山

隊や官舎、海上保安学校や宿舎、官舎があり、

そのおかげで地域の高齢化率が低いものの、隊

員、教官、学生を除けば、市の周辺部と肩を並

べる高齢化が進展し、商業施設が目に見えて姿

を消す地域です。

将来を担う子どもたちの、心に宿る想い出づ

くりの一環として、荒れ地を整備した公園内用

地に幼稚園児が植え付け、小学生が「シバザク

ラ」をポット苗として挿し木で増殖し、中学生

が「除草作業」に参加する。（現在では、小学

生の参加が実現できていません）。

開花時期（4 月中旬～ 5 月中旬）には、植え

付けた子どもたちと一緒に、また、会のパンフ

レットや新聞などを通じて、公園を訪れる人た
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ちは増加傾向にあることから、事業の成果をみ

てとることができます。4 年めを迎えた昨年は、

総株数が 8500 株になりました。スマホのグー

グルアースをタップすれば、遥か上空からも、

赤や白などが開花した円形の状況や、遊歩道沿

いの色彩を見ることができます。

事業の基本は、行政に頼らないこと

この事業に取り組むさいに基本としたことの

1つに「行政との関わり」があります。

それは、事業の自主性と継続性を担保するた

め、公園管理者である舞鶴市には、イニシャル

およびランニングにかかるコスト負担を求めな

いということです。

ポット苗や防草シートの調達に要するイニシ

ャルコスト、植え付け以降のイベントや管理作

業（開花前の 3 月下旬、7 ～ 8 月、10 ～ 11 月

の除草が中心）等のランニングコストも必要と

なりますが、これに要するコストは、市民の寄

付金をベースに調達することとしました。

延べ約 150 人がボランティアとして参加し、

春日隆志さんも中心的なメンバーの 1人です。

参加者のほとんどが、60 ～ 80 歳代のメンバ

ーで、SNS を利用して連絡し、決して強制する

ことはないため、少ない時は数名、多い時には

数十名が作業を行います。時間は、「9 時～ 12

時」を基本的としています。

この基本の深層には、行政に頼り過ぎる住民

意識の存在と、補助金をベースとし過ぎた行政

施策が招いた“地域社会力の衰退”を感じてい

たからにほかなりません。過ぎたる行政依存は、

地域社会の自立や、極端な例かもしれませんが、

防災に対する「自助」「共助」にも影響を及ぼ

しているように考えていたことがありました。

余談ですが、この国や地方に“欠落してい

る”ものがあるように思えてなりません。それ

は、「羅針盤」だと思います。法の定めるとこ

ろにより策定される「総合計画」が、その「羅

針盤」に相当しますが、あまりにも認知度が低

く、また、解かりづらいという欠点があります。

100 年と言わずとも、将来像を具体的、かつ、

明確に示したうえで、住民参加型の施策を展開

することが重要だと思うのです。

“欠落している”と言う意味は、国策として

最も重要な「少子高齢化・人口減少」を例に挙

げれば一目瞭然です。成果が確認できることな

く経過した年月は、まさしく「失われた年月」

であり、「対策を講じてきた」とする考えに反

論すれば、今日の実態が示しているとおりです。

このことは、わが国の食料需給率に対する施

策でも顕著です。需給率のベースを「数量」か

ら「カロリー」へ移行し、中山間地域農林業を

補助金漬けにした結果、その生産意欲を奪って

しまい、限界集落の増加に歯止めがかからない

状況下にあります。

さらに、こうした施策が最悪の状況を醸し出

しているのが、増加、肥大化傾向に有る自然災

害への懸念です。

中山間農地や、里山、奥山といった地域が本

来持っている「多面的機能」は、植林や農地に

おける放置が増大し、山が持つ「保水力」、農

地が持つ「貯水力」の減少により、山野におけ

る斜面の大規模崩壊、河川における増水により

「下流域」における災害多発の、大きな要因と

なっています。国土の 7割を占める山野、その

地方・地域の活性化を図ることなくして、わが

国の将来を描くことはできません。

人口減少社会は、「社会を維持するに要する

資本の減少をもたらす」ことが懸念されますが、

一方で、ハード、ソフト両面にわたる経費は、

社会資本や制度の在り方を根本的に見直さない

限り、前世の負担分が後世に加わり、国民の社

会負担率はいっそう増大することが、容易に想

定されます。

自然災害における減災への備えとして、「自

助、共助、公助」への取り組みの重要性が指摘

され、対応が図られていますが、これは、災害

のみに留めず、公園や道路・緑地帯、駅舎やバ
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ス停、集会所や公民館等など、地域社会にとっ

て必要な社会資本の維持管理等へ、住民個々が

どのような形で関わって行くのかが問われてい

るのだと思います。

地域社会における住民生活にとって不可欠な、

数多くのさまざまな社会資本のすべてを、公共

でカバーすることに限界が、間近に迫っている

のではないでしょうか。今こそ、第 3の公共と

言われる、住民を中心とした社会資本への関わ

りを推進すべきであり、また、こうした取り組

みは、希薄化する地域コミュニティーの増進に

繋がり、自助、共助の重要なファクター、バッ

クボーンとなると思うのです。

終わりにあたって

舞鶴市内で、共楽公園の「シバザクラ」や五

老ヶ岳公園内の「100m 藤の花トンネル」に加

え、私の故郷、福知山市夜久野町では、自治会

の事業として取り組んでいる『元気村 NISHIG

AKI AKB21MB』（「ムベ農園」）が昨秋、開園の

節目を迎え、事業におけるブラッシングが重要

な取り組みとなっています。

この度、原稿の依頼を受けましたことに感謝

しつつ、今まさに問われている“地域力”の重

要性について、恥ずかしながら、私なりに寄稿

させていただきました。

皆様方のますますのご活躍が、明日の人・地

域、将来の国づくりに繋がることを確信してい

ます。

【ムベ農園】

事業名称：元気村 NISHIGAKI AKB 21 MB

事業主体：福知山市夜久野町西垣自治会

事業支援：京都府中丹広域振興局総務部企画振興室、

京都府中丹広域振興局中丹西農業改良普及セン

ター、福知山市産業政策部農林業振興課

事業名称詳細：

AKB ／アケビ

A（明るく)、K（健康が)、B（ベースの）

21 ／世帯数、21 世紀

MB ／ムベ、M（もっと）、B（ブラボーに）

事業内容：

・約 7 アールの遊休農地に、120 本のムベと、20 本の

アケビを農園として栽培し、維持、管理、運営を自

治会として事業化。

・農園を活用し地域力の再生を図るため、地域住民間

や都市部との交流の促進、観光農園化や商品開発・

流通を通じ、地域力の発信と地域産品・産業化をめ

ざす。

事業経過と現状：

・2016 年／事業化に向け中心スタッフの立ち上げ、会

合、先進地視察。

・2017 年／事業主体を自治会に決定、京都府へ支援要

請。京都府「地域力再生プロジェクト支援事業」認

可。農園づくり耕作、整備作業及び、ムベ、アケビ

定植作業。

・2018 年／農園ムベ棚を整備。収穫祭の開催（ムベ 5

個を初収穫）。

・2019 年／人工授粉イベント、収穫祭の開催。農園開

業、ムベ（約 700 個）、アケビ（約 150 個）を収

穫・販売。

【ムベとは】

・天智天皇ゆかり、不老長寿の霊果。

生野（近江八幡）に狩りに出かけた天智天皇が、8

人の子どもを持つ大変元気で健康的な老夫婦に出会い、

「汝ら如何に斯く長寿ぞ」と長寿の秘訣を尋ねたとこ

ろ、老夫婦は、「この地で取れる無病長寿の霊果を毎

年秋に食します」と言いながら、ひとつの果実を差し

出し、天智天皇もその果物を一口食べました。すると、

「むべなるかな（もっともであるな）」と天皇は言っ

たのです。

・皇室へ献上

現在も皇室に献上される不老長寿の霊果ムベは、ア

ケビ科ムベ属の常緑つる性木本植物。別名、トキワア

ケビ（常葉通草）と言い、日本、台湾、中国に自生す

る常緑樹で深緑の葉が茂り、その葉は、成長にともな

い 3 枚、5 枚、7 枚と数が増えるため、七五三に通ず

る縁起の良い植物とされています。果実はほんのり甘

く、バナナとマンゴーンの間くらい。裏面には、特徴

的な網状の葉脈を見ることができます。樹命は約 30

年位で、実が落下しにくいことから、盆栽や生け花、

生垣に活用するなど、身近な植物です。
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