
『ゆく川の流れ』

方丈記の原文を人の一生とみると確かにそうだ。

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたか

たは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人とす

みかと、またかくのごとし。」

（現在語訳）『川の流れは途絶えることはなく、しかもそこを流れる水は同じもと

の水ではない。川のよどみに浮かんでいる泡は、消えたり新しくできたりと、川に

そのままの状態で長くとどまっている例はない。この世に生きている人とその人

たちが住む場所も、また同じようなものである。』

鴨長明という人は鎌倉時代の歌人・文人で銘家の出であるから、そういう高貴な

方と同じだとは思わないが、わが人生にもいろいろな出来事があった。

私が生まれたのは昭和２０年７月１５日(1945)ポツダム宣言を受け入れて第二次

世界大戦の終戦一か月前である。

　私が洲本実業高校を卒業したのは昭和39年であった。

終戦後の廃墟の中、義務教育制度があったから私らのような貧乏な家庭でも勉

強ができた。

貧しいのは能力がないからではなく、働く場所もチャンスもなかったからで、誰の

せいでもない。

津井という淡路島の片田舎での少年時代から、一応淡路の中心といわれた洲本

へ通うようになり、また新しい交友が何かと人生に影響してきたと思っている。

映画を見たり小説を読んだり、それは必ずしも良書や名画ではなく如何わしい

ものの方が多かったかも知れないが、多感な少年時代はなんでも肥やしになっ

ていったのかも。

ポツダム宣言

1945年（昭和20年）7月 26日にアメリカ合衆国大統領、イギリス首相、中華民国

主席の名において大日本帝国（日本）に対して発された、「全日本軍の無条件降

伏」等を求めた全 13か条から成る宣言である。 

昭和の歴史の前半は「戦争の世紀」ともいわれており、日本の敗戦を教訓にして

現在の憲法が作られ、その呪縛が日本の復興から飛躍の元となったのだろう。

平和主義を批判するとき平和ボケといわれることもあるが、平和であること何



よりもいいはずなのに・・・・。

日本の過去の歴史を見てもわかるように、応仁の乱や戦国時代は職業軍人の戦

争であった。20世紀の戦争は一般民を攻撃の対象にし、学生や主婦まで総動員

したことが特徴なのである。

そして更に国どおしの戦争ではなく、文明の衝突というのかテロという新しい争

いが起きている。法定伝染病を撲滅する新薬を開発したと思ったら、また別の

ウィルスによる感染症が現れるといったように・・・・・

朝に死に、夕べに生まるるならひ、ただ水のあわにぞ似たりける。

はかない世の中流れの記述が長明の方丈記なのだろう。

私にはわからない、生まれ死にゆく人は、どこからやってきてどこに去っていく

のだろうか。また、生きている間の仮住まいを、誰のために心を悩まして、何のた

めに目を喜ばせようとする（飾る）のかということも、またわからない。家の主と

家とが、無常を争っている様子は、言うならば、アサガオと、その葉についている

露と同じようなものである。露が落ちて花が残ることがある。残るとは言っても

朝日がさすころには枯れてしまうが。あるいは花がしぼんでも露が消えずに

残っていることもある。消えないとは言っても夕方になるまで消えないとうこと

はない。 

安元の大火

【現代語訳】

　私がものの道理を理解できるようになってから、四十年余の歳月を送ってきた

間に、世の中の思いもよらない出来事を見ることが､次第に度重なってきた｡

　去る安元三年四月二十八日であったろうか、風が激しく吹いて､静かにおさま

らなかった夜､午後八時ごろ、都の東南から火が出て、西北に燃えていった｡しま

いには朱雀門・大極殿・大学寮・民部省などまで燃え移り､一晩のうちにすっかり

塵灰になってしまった。

　火元は樋口富小路とかいうことだ。舞人を宿泊させた仮小屋から出火したの

だという。吹き荒れる風によって､あちらこちらに燃え移っていくうちに､火事は

扇を広げたように末広がりになっていった。遠い家は煙にむせび、近いあたりは

ひたすら炎を地面に吹きつけた｡空には灰を吹き上げたので、それが火の光に照

り映えて、空一面が真っ赤になっている中を、風の勢いに堪えきれず吹きちぎら

れた炎が､飛ぶようにして、一町も二町も越えて移っていく｡その中にいた人は､

生きた心地がなかったにちがいない。あるものは煙にむせんで倒れ伏し､あるも



のは炎に目がくらんでそのまま（焼け）死んだ｡あるものは身ひとつで、やっとの

ことで逃げたものの、家財道具を取り出すこともできなくて､多くの財宝はすっ

かり灰になってしまった。その損害はいかほどであったろうか。その時の火事で、

公卿の家は十六焼けた。ましてそのほかの一般の小さな家は、数えることもでき

ない。焼失した家屋は全部で都の三分の一にも及んだという｡男女の死者は数

十人､馬や牛のたぐいは際限がない｡

　人の営みは、すべて愚かしく、中でも、こんなに危険な都の中に家をつくると

いって、財産を使い、あれこれ苦心することは、とりわけつまらないことだ。

治承の辻風

【現代語訳】

　また、治承四年四月のころ、中御門京極のあたりから大きなつむじ風が起こり、

六条大路のあたりまで吹き抜けたことがあった。

　三、四町を吹きまくる間に、巻き込まれた家々は、大きな家も小さな家も一つ

として壊れなかったものはなかった。そのまま平らにつぶれているものもあり、

桁や柱だけが残っているのもある。門を吹き飛ばして、四、五町も離れた場所に

落ち、また、垣根を吹き払って隣の家と一つになっている。まして、家の中の家財

道具はことごとく空に吹き上げられ、檜皮や葺板のたぐいは冬の木の葉が風に

乱れ飛ぶようだった。塵を煙のように吹きたてているため、まったく何も見えず、

風がものすごく鳴り響くので、人々の話し声も聞こえない。あの地獄に吹く業の

風も、このくらいだろうと思われる。家屋が壊れて失われたのみでなく、これを

修繕しているときに怪我をして、体が不自由になった人は数知れない。この風は、

南南西の方角に進み、多くの人々を嘆かせた。

　つむじ風はつねに吹くものだが、これほどひどいものがあろうか、ただごとで

はなかった、しかるべき神仏のお告げであろうかなどと疑ったことだ。

福原遷都

【現代語訳】

　また、治承四年六月のころ、突然遷都が行われた。まことに思いがけないこと

だった。そもそも、この平安京の起源について聞いていることは、嵯峨天皇の御

代に都と定まって以来、すでに四百年余りも経っている。よほどの理由がなくて

は、そう簡単に都が改められるはずもないから、このたびの遷都を世の人々が

不安になり、心配しあったのは、まったく当然といえば当然だった。

　しかしながら、あれこれ言ったところで仕方がなく、天皇をはじめ、大臣・公卿



も皆すべて新都へ移ってしまわれた。そうなると、朝廷に仕え官職にある人は、

誰がひとりこの旧都に残っていようか、残るはずもない。官職や位の昇進を望み、

主君の恩恵に浴することを期待する人たちは、一日でも早く新都に移ろうと努

め、時勢に合わず世の中から取り残されて希望を持たない人たちは、不満をうっ

たえながらも都にとどまった。軒を争うように立ち並んでいた人々の住まいは、

日が経つにつれて荒れていく。家は取り壊されて淀河に浮かび、その跡地は畑

となった。人々の気持ちはみな変わり、ただ馬や鞍ばかりを重んずる。牛や車を

用いる人はいない。そして、新都から近い九州や四国の領地を望み、東北の庄園

は敬遠された。

（二）

　その時分、たまたまついでの用事があって、摂津の国の新しい都に行った。そ

の場所のありさまを見ると、その土地は面積が狭くて、条理を区画するには広さ

が足りない。北は山に沿って高く、南は海に近くて低くなっている。波の音がいつ

も騒がしく、潮風がとくに激しい。皇居は山の中にあるので、あの木の丸殿もこの

ようだったかと思われて、かえって風変わりで優雅な趣もある。毎日のように打

ち壊し、川も狭くなるほどに筏（いかだ）を組んで流して運ぶ家々は、どこに造っ

ているのだろう。まだ空き地が多く、造られた家は少ない。旧都はすでに荒廃し、

新都はまだ完成していない。ありとあらゆる人々は、みな浮雲のような心地をし

ている。以前からこの土地にいる者は、土地を取り上げられて不満を訴えている。

新しく移ってきた人は、家の建築や道路の普請などの労苦を嘆いている。路上を

見れば、牛車に乗るはずの公卿が武士のように馬に乗り、衣冠や布衣であるは

ずなのに、多くが直垂を着ている。都の風俗は急速に変わり、ただの田舎めいた

武士と異なるところがない。こうしたことは世の中が乱れる前触れと聞いてい

たが、まさにそのとおりで、日が経つにつれて世間が騒がしくなり、人心も定まら

ず、民衆の心配がとうとう現実となる事態が起こり、同じ年の冬に、天皇はやは

り京都にお帰りになってしまわれた。しかし、広く取り壊してしまった家々はどの

ようになったのだろうか。すべてが元通りに再建されたわけではなかった。

　伝え聞くことは、昔の優れた天子の御代には、天子は愛情を持って国を治めら

れた。すなわち、宮殿の屋根には茅をふいて、その茅ぶきの軒さえ切りそろえる

ことなく、立ち上る煙が少ないのを御覧になると、限られた租税までも免除なさ

れた。これは、民をお恵みになり、世の中をお救いなさろうとされたからだ。今の

世のありさまがいかに乱れているか、昔と比べればきっとよく分かる。

（注）木の丸殿　・・・　丸太で造った宮殿。斉明天皇が新羅遠征に際し、筑前国の

朝倉の山中に建てられた御殿を指す。



養和の飢饉

（一）

　また養和ころだったか、年月が久しくなってよく覚えていないが、二年の間、

世の中が飢饉となって、驚くほどひどいことがあった。春・夏に旱魃（かんばつ）、

あるいは秋には大風・洪水など悪いことが続いて、穀物はことごとく実らない。

かいもなく春に耕し、夏に植える仕事だけあって、秋に稲刈りをし、冬に収穫する

にぎやかさはない。

　このため、諸国の民は、ある者は土地を捨てて国境を出て放浪し、ある者は家

をかえりみず山に住む。さまざまな御祈祷がはじまり、特別な秘法などが行われ

るが、まったく効果がない。都のならわしとして、何事も田舎に頼っているのに、

何も運ばれてこないので、体裁をとりつくろっていられない。がまんできず、さま

ざまの財物を食糧と交換しようとするが、誰も目にとめようとしない。たまたま

交換する者は、金銭の価値を軽くし、穀物の価値を重んじる。乞食は路上に増え、

悲しむ声は耳に充満した。

（二）

　前の年は、こうしてやっとのことで暮れた。翌年は立ち直るだろうかと思って

いると、立ち直るどころか、その上に疫病までが重なって、いっそうひどい状況

となり、何もかもだめになった。世間の人々は皆飢えきっており、日が経つにつれ

て行き詰っていくありさまは、「少水の魚」のたとえにも等しい。ついには、笠をか

ぶり、足を包んで、よい身なりをした婦人までが、一途に家々に物乞いをして歩

いている。このように困窮した人々は、今歩いていたかと見れば、いきなり倒れ

てしまう。土塀の前や道端には、飢え死にした者らの数が計り知れない。死体を

取りかたづける術もなく、死臭があたり一面に充満し、腐って変わっていく顔や

姿は、むごたらしくて目も当てられないのが多い。まして、河原などは死体の山

で馬や牛車が通れる道さえない。身分の低い農夫や木こりも力が尽き果て、薪

さえ乏しくなっていき、頼るところがない人は自分の家を壊し、それを市に出し

て売る。それでも一人が持ち出して売った価は、一日の命をつなぐのにさえ間に

合わないという。けしからんことに、そういう薪の中に赤い丹の塗料がつき、金

や銀の箔などが所々にある木がまじっていたので、調べてみると、どうしようも

なくなった者が古寺に行き、仏像を盗み、堂の中の仏具を壊して取ってきて、割り

砕いて売り出したという。濁りきった末法の世に生れあい、このような情けない

行いを見てしまった。

（三）

　また、しみじみと感動することもあった。お互いに離れられない夫婦は、その愛



情が深いほうが必ず先に死んだ。なぜなら、わが身は二の次にして相手をいた

わるので、ごくまれに手に入った食べ物も、相手に譲るからだ。だから、親子とな

ると、決まって親が先に死んだ。また、母親の命が尽きているのを知らないで、な

おも乳房を吸いながら寝ているという情景もあったそうだ。仁和寺にいた隆暁

法院という人は、これほどに数え切れない人が死んでいくのを悲しみ、死体の首

を見るたびに、額に阿字を書いて仏縁を結ばせ成仏できるようになさったとい

う。死者の数を知ろうと、四月五月の二か月の間に数えたところ、都では、一条か

ら南、九条から北、京極から西、朱雀からは東の路ばたにあった死体は、全部で四

万二千三百あまりあったという。まして言うまでもなく、その前後に死んだ者も

多く、また、賀茂河原・白河・西の京、その他もろもろの辺地などを加えていけば、

際限もなかろう。まして、日本全国となると見当もつかない。

（注）阿字　・・・　阿という文字。梵語（古代インド語）の十二母音の一番目で、一切

の言語、文字がこの音をもとに生ずるとされた。

元暦の大地震

　また、同じころだったか、ものすごい大地震があったことがある。そのさまは尋

常ではなかった。山は崩れ、その土が河をうずめ、海が傾いて陸地に浸水した。

大地は裂けて水が湧き出し、大きな岩が割れて谷に転がり落ちた。波打ち際を漕

ぐ船は波の上に漂い、道行く馬は足の踏み場に惑っている。都のあたりでは、至

るところ、寺のお堂や塔も、一つとして無事なものはない。あるものは崩れ、ある

ものは倒れている。塵や灰が立ち上って、もうもうとした煙のようである。大地

が揺れ動き、家屋が倒れる音は、雷の音とそっくりだ。家の中にいると、あっとい

う間に押しつぶされかねない。かといって、外に走り出れば大地が割れ裂ける。

羽がないので、空を飛ぶこともできない。竜であったなら、雲にでも乗るだろう

に。これまでの恐ろしかった経験の中でも、とりわけ恐ろしいのは、やはり地震だ

と思った。

　このように、大揺れしたのは少しの間でやんだが、その余震がしばらく続いて

絶えなかった。ふつうでも驚くほどの地震が、に、三十回揺れない日がない。しか

し、十日、二十日とたつうちに、しだいに間隔があき、ある日には一日に四、五回、

それが二、三回になり、もしくは一日おき、二、三日おきに一回というふうになり、

だいたい三ヶ月くらい余震が続いただろうか。

　四大種（地・水・火・風）の中で、水と火と風は常に害をなすものだが、大地の場

合はふつうには異変を起こさない。昔、斉衡のころとかに、大地震が起きて、東

大寺の大仏のお首が落ちたりして大変だったらしいが、それでもやはり今度の地



震には及ばないとか。その直後には、だれもかれもがこの世の無常とこの世の

生活の無意味さを語り、いささか欲望や邪念の心の濁りも薄らいだように思われ

たが、月日が重なり、何年か過ぎた後は、そんなことを言葉にする人もいなく

なった。

処世の不安

　総じて世の中が生きにくく、わが身と住みかとが、頼りなくはかないようすは、

これまで述べてきたとおりだ。まして、住んでいる場所により、身分に応じて心を

悩ませることは、いちいち数え上げられるものではない。

　もしも自分の身が、取るに足らない身分で、官位が高く権力のある人のそばに

住んでいる者があったとしたら、深く喜ぶことはあっても、大いに楽しむことはで

きない。また、嘆きが痛切なときであっても、同じように声をあげて泣くことはな

い。立ち居ふるまいも気安くできず、何をするにも隣家を恐れてびくびくしてい

るのは、たとえていえば、雀が鷹の巣に近づいているようなものだ。もしも貧乏

で、金持ちの家の隣に住む者があるとすれば、明けても暮れてもみすぼらしい自

分の姿を恥じて、こびへつらいながら自分の家を出入りするようになる。自分の

家族や召使いが、隣家をうらやましがっているのを見るにつけても、また金持ち

の家の者が、こちらを無視して軽蔑しているようすを聞くにつけても、自分の心

は絶えず動揺して、少しの間も心が安らかにならない。もしも、人家がひしめく狭

い土地に住んでいれば、近所に火事が起こると延焼を免れることはできない。も

しもへんぴな土地に住んでいれば、都への行き来に苦労が多く、盗賊の被害にあ

うことも多くなる。また、権勢のある者はあくまで欲が深く、頼る人が少なく勢力

のない者は人に軽蔑される。財産があると心配が多く、貧しいと嘆きが大きい。

また、他人を頼りにすると、自分の身は他人の所有物となる。人の世話をすると、

愛情を注ぐのに気苦労する。世間の習慣に従うと、身が窮屈になる。従わないと、

気が狂っていると見られる。いったい、どんな場所に住んで、どんな仕事をしたら、

少しの間でもこの身を安住させ、心を休めることができるのだろうか。

出世遁世

　わが身は、はじめ父方の祖母の家屋敷を引き継いで、長らくそこに住んでいた。

その後、世に立つ縁故を失って身は落ちぶれてしまい、懐かしい思い出は数多く

あったが、とうとう住み続けることもできずに、三十歳を過ぎて新たに思い立っ

て、一つの庵を構えた。これは以前の住まいと比べれば、十分の一の大きさだっ

た。ただ自分が起居するだけのもので、しっかりした家屋を造ったのではなかっ



た。何とか土塀だけは築いたが、門を建てるだけの資力がなかった。竹を柱とし

て、中に牛車を入れておいた。こんなふうだから、雪が降り、風が吹くたびに、危

うくないわけでもない。場所が賀茂川の河原に近いため、洪水の災害も多く、盗

賊に襲われる心配も多かった。

　総じて、生きにくいこの世をがまんしながら過ごしてきて、心を悩ませながら

三十余年が過ぎた。その間、折々のつまずきを経て、自分のはかない運命を悟っ

た。そこで、五十歳の春を迎えて、出家して俗世間を離れた。もともと妻子はなく、

捨てがたい身寄りもない。自分には官位や俸禄もないので、何に執着があろう

か。そうしてむなしく大原山の雪深い山中に住んで、さらに五度の春秋を経てし

まった。

方丈の庵

（一）

　さて、六十歳の露のようにはかなく命が消えようとするころになって、新たに

晩年を過ごす住まいを構えることとなった。たとえて言うなら、旅人が一晩の宿

を作り、老いた蚕が繭をつくるようなものだ。この庵は、壮年のころの住まいに

比べると、百分の一にも及ばない。あれこれ言っているうちに、歳を一年一年重

ね、住まいは転居のたびにだんだん狭くなる。新たに作ったその家のようすは、

世間一般のものとは少しも似ていない。広さはやっと一丈四方で、高さは七尺に

も満たない。場所がどこでないといけないとは決めないので、土地を所有して

作りはしない。土台を組み、簡単な屋根を葺いて、材木の継ぎ目継ぎ目に掛け金

を掛けてある。もし気に入らないことがあれば、容易に他の場所へ移そうとする

ためだ。その建物の建て直しに、どれほどの手数がかかろうか。車に積んでも

たった二台に過ぎず、車の手間賃のほかには、少しも費用がかからない。

　今、日野山の奥に隠れ住むようになってから、庵の東に三尺あまりの庇を差し

出し、その下で柴を折りくべて炊事をする場所とした。南側には竹の簀の子を敷

いて、その西側に閼伽棚を作り、その北のほうに寄せて衝立（ついたて）を隔て

て阿弥陀の絵像を安置し、そのそばに普賢菩薩の絵像を掛けて、前には法華経

を置いてある。東の端には伸びた蕨の穂が開いたのを敷いて、寝床にしている。

南西には竹のつり棚を作って、黒い皮製のつづらを三つ置いてある。それは何か

といえば、和歌・管弦に関する書、往生要集というような注釈書を入れてある。そ

のそばに琴、琵琶それぞれ一張を立ててある。世に言う折琴、継琵琶がこれであ

る。仮の庵のありさまは、このようなものだ。



（注）折琴　・・・　折りたたみのできる琴。

（注）継琵琶　・・・　柄が取り外しできる琵琶。

（二）

　その辺りのようすを言うならば、南に懸樋があり、そこに岩を立てて水をため

てある。林の木が近いので、薪（たきぎ）にする折れ枝を拾うのに不自由はしな

い。この辺りの地名は音羽山という。まさきのかずらが、人の通る小道を埋めて

いる。谷には木が茂っているが、西のほうは開けて見晴らしがよい。阿弥陀如来

の西方浄土のさまを念じる手がかりがなきにしもあらずだ。

　春には、藤の花を眺める。極楽往生すれば西方に現れるという紫の雲のよう

であり、極楽浄土がある西方に咲きにおう。夏には、ほととぎすの鳴き声を聞く。

彼らと語り合うたび、死んだら冥土の道案内をしてくれるようにと約束する。秋

には、ひぐらしの声が耳じゅうに満ちあふれる。その声は、はかないこの世を悲し

んでいるようにも聞こえる。冬には、雪をしみじみと眺める。雪が積もっては消え

るようすは、怠け心で心に積もり、改心して消えていく罪障にたとえられるよう

だ。もし念仏に気が進まず、読経に集中できないときは、自分勝手に休み、自分

勝手に怠ける。それを妨げる人もいないし、恥ずかしく思うような相手もいない。

わざわざ無言の行をしているわけではないが、たった一人なので、口の災いを

招くこともない。必ずしも仏の禁戒を守ってはいないが、そもそも禁戒を破るよ

うな環境がないので、何によって破ることがあろうか。

　もし、船が通った跡に立つ白波にわが身を思いくらべる朝であれば、岡の屋に

行き交う船を眺め、沙弥満誓の風流のわざを盗んで歌を詠み、もしまた、かつら

を吹く風が葉を鳴らす夕べであれば、白楽天が琵琶の音色に耳を傾けたという

尋陽江を思い浮かべ、源都督が琵琶を弾じたのをまねる。もし興趣が尽きなけれ

ば、たびたび松風の音に秋風楽を合わせて演奏し、水の音に合わせて流泉の曲

を奏する。腕前はつたたないが、人に聞かせて喜ばせようとするものではない。

一人で琵琶を弾じ、一人で歌って、自らの心を慰めるだけだ。

（注）まさきのかづら　・・・　常緑のつる草の総称。

早暁の念仏

　さて、私の一生も、月が西に傾いて山際に近づくように残り少なくなった。たち

まちのうちに死がやって来て、三途の闇に向かおうとしている。今さら何の愚痴

も言うまい。仏がお教えになる趣意は、何事にも執着してはならないということ

だ。そうすると、今、この草庵を愛するのも罪となる行いだ。世間を離れ、静かで



寂しい庵の生活に執着するのもよくないのだ。どうして、役に立たない楽しみを

述べ立てて、無駄な時間を過ごしてよいものか。

　静かな夜明け方に、この道理を思い続けて、みずからの心に問うて言ったこと

は、俗世間を逃れて山林に分け入って身を隠したのは、心を修養して仏道を修め

ようとするためだった。ところが、お前は、姿は僧でありながら心は俗世間の欲

に染まっている。住まいは、ほかならぬ浄名居士が方丈の庵に住んだというまね

をしているが、仏の戒律を保っているとはいえ、どうやら、悟りを開くことができ

なかったころの周利槃特の行いにさえ及んでいない。もしやこれは、前世の報い

の貧賤が自分を悩ましているのか、はたまた迷いの心が気を狂わしているのか。

その時、私の心は答えることができない。ただ、身近な舌を借りて、何の願いも

ない念仏を二、三度唱えたのみで終えてしまった。

　時に、建暦二年三月の下旬、僧の蓮胤が、外山の庵でこれを書き記した。

（注）蓮胤　・・・　鴨長明の法名。

【方丈記について】

　作者の鴨長明は、鎌倉時代の歌人・文人。本来は「かものながあきら」と読むの

が正しい。法名蓮胤(れんいん)。賀茂神社の神官の子に生まれ、中原有安から琵

琶をならい、俊恵法師に和歌を学んで、若いころから両道にすぐれた才能を発揮

した。宮廷歌人としても活躍したが、父の死後、同族間の跡目争いにやぶれたこ

とをきっかけに、出家遁世した。

　出家の後､洛南日野の方丈の庵で書かれた『方丈記』は、日本三大随筆のひと

つとされ、仏教文学、隠者文学として名高い。長明が57歳のときに成立したとさ

れ、前半は､中世的な無常観をもって、長明が直接体験した五大災害（安元の大

火・治承の辻風・福原遷都・養和の飢饉・元暦の大地震）を描写、この世の無常とは

かなさを実証している。

　後半は､まず自身の家系、住環境について述べ､続いて、出家遁世して住んだ

大原山のこと、日野に移り方丈の庵を築いてからの閑寂な生活を、仏道への心の

傾斜を見せつつ描いている。『枕草子』や『徒然草』のように分段形式はとらず、

一貫して流れる筋を一気呵成に展開させているのが特色

津井（村）を考える。

近代化以前の「村」は自然村ともいわれ、生活の場となる共同体の単位でありま

した。自治会（部落）や消防団の地域分団の編成として最小単位としてあった。

地域には様々な人間関係、経済の関係、自然との関係、過去との関係、信仰の関



係など様々であります。

行政は地域社会における信仰に対してはノータッチだが、道具や衣装は特定の

宗教というよりも地域文化という位置づけで予算で補助している。

地域づくりには信仰と絡んだ伝統芸能も含まれており、住民がやる部分と行政

がやる部分の分担をうまく考えないと自治はできない。

地域社会を構成するのは、「自然」「生きている人間」「亡くなった人間」が地域を

構成している。

柳田国男は「人が亡くなっても使者は遠くに行かない。近くの山に魂は還る。垢

をとって自然に溶け込んでいく」と言っている。

自治は生きている人間だけではない。自然と死者の代理人として生きている人

間が営んでいる。

祭りや年中行事を実施しながら、自然に守られて生きていくことが自治のしくみ

となっているのです。 

社会変化によって産業構造が地域社会を変えていく。

過疎化していく地域を見た時、一つの目安が祭りや年中行事が維持されている

かどうかという識者いる。

自分たちの手で、暮らしを守り、豊かな地域をつくる

今まで住民は行政に与えられたものを受け取るだけだった。要するに「人間の幸

せ」に関わることすべてを行政に頼っていたということだろう。

しかし、行政に頼るだけでは、自分たちの暮らしは豊かにならないし、自分たちの

地域を守ることはできないだろう。せめて「人間の幸せ」の分ぐらいは自分たち

で守らなくてはならない。

高齢化が進み、若い人が少なくなり、地域や家を支える人がいなくて大変だと

いう話をよく聞く。

しかし、逆に高齢者が若い人を支えるという考え方もあっていいのではないか。

なんでも若い人にしてもらうという考えではなく、まずは年寄りがお互いに支え

合い、自分たちで安心して暮らせる地域をつくらなくてはならないと考えている。

まずは自分たちでできることを精一杯やること。そうすれば、若い人も一生懸命

仕事をして、定年した後に帰って来たいと思える地域になる。何にもせずに、い

つまでも帰ってこない若者のことを嘆いていても誰も帰ってこない。

地域には知恵やエネルギーがあるものだ。それをどう生かしていくか、どう形に



していくかが大事なことだ。地域の方の理解と協力さえあれば、なんでもできる。

施設の運営、事業の実施などを自分たちでやると、いままでボーっとして人たち

にも「なるほど！」という気付きが生まれる。やはり地域づくりは自分たちの手

でというのが基本なのだ。

ボーっとしていては地域の暮らしは守れない。どうしたいのかというのを自分た

ちで議論し、行政に提言をして、実行していくべきだ。道路が狭いならば、土地を

出して道を広げればよい。学校が無くなりそうなら、子どもの居る世帯が住める

ように住宅整備をすればよい。お店がなくなったら、自分たちで経営すればよい。

働く場所がないならば、仕事をつくればよい。行政がやってくれないから何もで

きないという考えで止まるのではなく、どうしたらできるかを自分たちで考え、

行政に提案しなくてはならない。

行政の継続性を考えてみる。

命を守る仕事、公共でしかできない仕事、市役所は住民に身近な基礎自治体とし

て、市民生活をしっかりと支える責任を果たしていくべきである。

根幹的には、組織として一貫性を持って継続していくべきと考えております。

何年か前にＮＨＫの大河ドラマ「軍師官兵衛」が放映されました。

戦略とは「総合的・長期的な計略」という意味がある。

まちを良くするには、この戦略がやや欠如しているように感じたりする。

行政の方向性もあるが、それ以前に担当者が異動で変っただけで、事業の見直

しがあったりする。

いまの行政には（合併後の）、ぜんぜん戦略性など感じ取れない。

何かしら成果をだすためには、最低でも５年間くらいは同じことを取組まないと

いけないと思っている。５年経って、「ようやくこの事業は花開くかもしれな

い・・・」と思えてくるが、２,３年で、方向性が変わってしまっていつの間にやら消え

てしまっていることがある。その理由は、要望した側や自治体の担当者が変わっ

てしまったことがなど理由は多々ある。

この戦略性というか長期性が、多くの地方自治体の現場には欠如しているよう

で、ぜんぜん成果の芽がでてくる前に、違う事業に走ってしまう。

市民の政治参加というのも大切な事なのだが････。

地方自治はいざとなったら直接住民が決められる仕組みである。

国政においては間接民主制で、選挙によって代表者が決まり、政府の決定は代表

者に委ねられ、世論で反応する民主主義の仕組みができている。



自治体はいざとなったら直接住民が決めることができる。直接民主制の土台の

上に間接民主制がある。

国民は首長を直接選べないが、自治体はできる国民は国会を解散させることは

できないが、市民は市議会を解散させる事ができる。また、自治体は1/50の連

署で条例案を直接提案できる。

自治体というものは、権力行使も市民が直接やることができる。首長や議会は

常に住民の事を考えてやらないといけない。常に市民の意思に基づいてやるこ

とが求められるのである。

住民投票により、市民がいざとなったら決めるという制度である。

市民自身が、自分達で対話をして、合意をつくりだしてこそ、首長を動かし、議会

を動かし、行政を動かすのである。この様なことがあって初めて主権者として行

政を動かすことになるのだと思う。

ああ悲しいかな、わが南あわじ市は無投票でコレという大した事業がやれない

でいる。

みんな辛抱がいいんだねえ。

新しい考え方、ＮＰＯ（民間非営利団体）

ＮＰＯとは、ボランティアを継続的組織的に行うものです。

職業人、家庭人としての自己とは別に地域人、社会人としての自己を大切にし、

自分の好みの分野で社会に貢献しようとする人が増えています。

男性の場合、ともすれば職場、職域での交流が支配的でしたが、これからは終身

雇用の幻想も解け、自分が真にやりたいことを追求することが幸せであると考

えられるような社会になっていくでしょう。

このような人生観の変化は、地域社会にとって歓迎すべきことです。

ＮＰＯと自治体が連携して地域の様々な課題を共に考え共に解決していく契機に

なるものと思われます。

従来、例えば地域消防団では、公務員だけで担うことが不可能な消防、災害救助

活動に民間が協力する仕組みがありました。その意味では、これまでも様々な分

野で行政を補完する民間の活動がありました。非常勤の公務員としての資格が

与えられていたにせよ、ボランティア的なものではありました。

これからは、全く自発的で自然発生的な団体が社会の様々な分野で貢献するこ

とになると思われます。市民の自発的なネットワークは、地域社会のあり方を変

えることにもなるでしょう。自治体は、ボランティアがしやすい環境づくりを行う



と共に、ＮＰＯとの連携を深め、財政的な支援を含め協力関係を強めていき、自治

のすそ野を広げていく工夫をすべきです。

もちろん、ＮＰＯは自治体の下請け機関ではありません。自主性自立性が重んじら

れることは当然です。そのことを前提として、方向性が一致する分野について、

協議する機会を持ち、お互いが補完しあえる関係を築いていければ相互にプラ

スになってくるものと思います。その過程で、自治体が行政のプロとして真に行

うべきことは何か、民間（ＮＰＯ）が肩代わりできることは何かということも考えて

みるべきでしょう。

ふるさとは遠きにありて---室生犀星

　　　　　　　　　　　　　　　ふるさとは遠きにありて思ふもの

　　　　　　　　　　　　　　　そして悲しくうたふもの

　　　　　　　　　　　　　　　よしや

　　　　　　　　　　　　　　　うらぶれて異土の乞食となるとても

　　　　　　　　　　　　　　　帰るところにあるまじや

　　　　　　　　　　　　　　　ひとり都のゆふぐれに

　　　　　　　　　　　　　　　ふるさとおもひ涙ぐむ

　　　　　　　　　　　　　　　そのこころもて

　　　　　　　　　　　　　　　遠きみやこにかへらばや

　　　　　　　　　　　　　　　遠きみやこにかへらばや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[小景異情ーその二]　より

　　　　　　　　　　　　　　　美しき川は流れたり

　　　　　　　　　　　　　　　そのほとりに我はすみぬ

　　　　　　　　　　　　　　　春は春、なつはなつの

　　　　　　　　　　　　　　　花つける堤に坐りて

　　　　　　　　　　　　　　　こまやけき本の情けと愛とを知りぬ

　　　　　　　　　　　　　　　いまもその川のながれ

　　　　　　　　　　　　　　　美しき微風ととも

　　　　　　　　　　　　　　　蒼き波たたへたり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[犀川]　より



人は人に恋する。

友情であったり、異性に対する恋もある、そしてエロスへと飛躍していくから厄介

なのである。

　　　　　　　　　　　　　　逢いたきひとのあれども

　　　　　　　　　　　　　　逢いたき人は四十路（よそじ）すぎ

　　　　　　　　　　　　　　わがそのかみ知るひとはみな四十路すぎ

　　　　　　　　　　　　　　四十路すぎては何のをとめぞ

　　　　　　　　　　　　　　をとめの日のありしさえ

　　　　　　　　　　　　　　さだかにあはれ

　　　　　　　　　　　　　　信じがたきに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[四十路]　より


