
月刊『日本の進路』号外・大阪版 2020年 1月 1日発行（毎月 1回 1日発行）１９９３年９月２日第三種郵便物認可 

1 
 

日本の進路・大阪版  

  
 

 新年あけましておめでとうございます。 

昨年は私たちの仲間であり、国民連合の重要な一員である関生に対す

る大弾圧が加えられました。多くの抗議行動が行われましたが、未だ弾

圧は続いています。これは隠蔽と強行によって維持している安倍自民党

政権・支配層が、些細なことからでも崩壊するかもしれないという危機

感による弾圧です。 

 今日本では多種多様な問題が噴出しています。それらのどの一点の炎

が稜線を焼き尽くす炎になるか分からない時代です。広範な国民連合は

大きくアンテナを広げ、多様な問題意識にも対応し、共闘することを通じ、自主・平和・民主

のための闘いの仲間を増やしていきます。 

 また今年は全国地方議員研修交流会を大阪で開催することが計画されています。多くの地方

議員が一堂に会し活発な議論が行われるよう、会員の皆様にもぜひ奮闘努力をお願いします。 

 私は今年の元旦も大阪府警へのデモに参加しました。私も以前何度か留置所や拘置所で正月

を迎えました。その時、拘留に抗議するデモ隊の声を聞き、どんなに勇気付けられたことか・・・。

そんな思いで歩きました。 

自主・平和・民主のための広範な国民連合・大阪 代表世話人  吉田 伸 

 

 

 

 

11 月 23 日・24 日、広範な国民連合第 24 回全国

総会（福岡）に参加しました。 

地元福岡県はもとより、北海道から沖縄まで全国

から 300 名余の参加者で会場は湧いていました。鳩

山由紀夫元首相の記念講演は政界引退後も沖縄との

関わりを続け、中国・韓国・ロシアなどとの幅広い

交流活動の実績からなる日本のあるべき姿を彼なり

に実直に述べられました。 

その後のパネルデスカッションが圧巻でした。パ

ネラーは、柳澤協二（元安全保障担当内閣官房副長

官補）、鈴木宣弘（東京大学大学院教授）、三原朝彦

（自民党衆議院議員）、コメンテーターが屋良朝博

（国民民主党衆議院議員・元沖縄タイムス記者）、司

会は篠原孝（国民民主党衆議院議員）のそうそうた

る方々が壇上に並び、「アジアの共生 自立日本の総

合安全保障を考える」をテーマにそれぞれの専門分

野から提言されるという幅広いものでした。 

二日目は議論が中心です。提言者は鈴木宣弘氏の

亡国といえる対米従属の農業問題、篠原孝衆議院議

員、舟山康江参議院議員からも我が国政治の在り方、

対米従属に対して強烈な提言がありました。全国の

参加者からも積極的に呼応した意見が述べられ充実

した議論が展開されました。官僚出身の国会議員や

名だたる東大教授が国民連合の集会に出席し、これ

ほどのこの危機的状況をどうするか！と私たちに突

きつける。篠原議員は、我が国は諸外国に比べてデ

モが少ない！とまで提言し、この状況を打開するの

は議会内だけではダメなんだと。闘う国民運動を！

と連帯の呼びかけをされた、と私には思えました。 

食糧、命、国土の崩壊、つまり国の存亡が抜き差し

ならないところまで来ている、という状況下、幅広

い人々とともに闘える、という確信がもてました。 

我が国民連合・大阪でも全国総会に結集した幅広い

多くの参加者とともにその役割をはたそうではあり

ませんか。          〈 長谷川 由胡 〉 

闘う国民運動に連帯を！ 
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新年にあたって 
 

各界各層で活躍される皆様

より新年のメッセージを頂戴

致しました。 

ここに謹んでご紹介させて

頂きます。 

 

 オバマ前大統領が南アフリカの講演では強

権政治への動きに警鐘を鳴らし「平等と正義、

自由、多民族による民主主義を信奉している」

と強調した。 

 フランシスコ・ローマ教皇は「核兵器なき

世界」にむけてすべての人が「一致団結」す

ること。若い世代には、他者と命を分かち合

うことの大切さを説いた。 

 私達も民主主義を守り、平和な世界を創る

取り組みを進めよう。 

前八尾市長  田中 誠太 

 

安倍改憲か安倍退陣か 

 2020 年新年おめでとうございます。昨年は

4 月統一自治体選、7 月参院選と重要な政治日

程が続きましたが、今年も衆院選と安倍の改

憲発議を許すのかという極めて重要で緊張し

た年になります。加えて大阪は大阪市解体プ

ロセスの「都構想」住民投票が秋に実施され

IR カジノ推進が山場を迎える、これまた大変

重要な年となります。安倍政権も維新政治も

打倒し転換していく壮大なる構想力と力量が

試されます。広範な民衆の結集を図り、とも

に頑張っていきましょう！ 

元衆議院議員  服部 良一 

 

新年あけまして、おめでとうございます。 
朝鮮の自主的平和統一と私たち在日朝鮮人

の諸権利擁護の活動に深いご理解と温かいご

支援を寄せてくださっている皆様に心から新

年の連帯のご挨拶を送ります。 
さて、朝鮮半島の自主的な平和統一への課

題が鮮明になった昨年の情勢をふまえ、今年

はさらに原則的な立場をつらぬき根本問題を

解決してゆく飛躍の年としなければなりませ

ん。とくに東アジアの恒久的な平和の実現は

朝米の平和協定締結と過去清算にもとづく朝

日国交正常化が不可欠の課題であります。 
歴史修正主義へと突き進む日本政府の態度

は、これまで積み重ねてきた東アジアの平和

をおびやかし、とりわけ朝鮮学校への露骨な

差別をあおり、在日朝鮮人への迫害を強めて

いますが、このような事は決して許されては

なりません。 
私たちは、新しい時代の到来に合致する各

国間の関係改善が喫緊の課題であると考え、

自主・平和・民主のための広範な国民連合・

大阪に結集された皆さんとともに民衆連帯の

力で飛躍の年となるよう、邁進してまいります。  
アプロ ハムケ！（ともに前進！）ともに

がんばりましょう。 
在日本朝鮮人総聯合会 大阪府本部 

委員長 夫永旭 
 

新たな朝米関係の構築と南北関係の画期的発展  
－2020 年を展望する－ 

年明け最大の関心事は、トランプ大統領の

訪朝による第 4 回朝米首脳会談の開催だ。平

和協定の締結と経済制裁の解除による新たな

朝米関係の構築が期待される。続いて予想さ

れるのは南北関係の画期的発展だ。金剛山観

光の再開と開城公団の操業再開、それに続い

て南北連結鉄道の建設に着手されるだろう。

南北連結鉄道が開通すれば釜山とヨーロッパ

が陸路でつながれることになる。これによる

経済効果は莫大だ。平和と繁栄の新しい時代

が始まる。日本は今こそ対朝鮮半島政策を転

換させなければならない。 

在日韓国民主統一連合（韓統連）大阪本部 

副代表委員 金昌五（キム・チャンオ） 

 

百姓のつぶやき 

 米を食べなくなって困っています。 

 余るので作るなと言われ、いつまで続けら

れるやら。米を食べると太ると言われ、敬遠
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されているのかな？でも、パンやケーキなど

スイーツは皆さん大好物の様ですね。同じ炭

水化物なのに。小麦と砂糖がほとんどなのに。

不思議ですね。太るのはカロリーの摂り過ぎ。 

 しんどい事はやらないし、あまり体力も使

ってませんしね。貯金と同じですよ。余った

ものは溜まりますよ。 

 50 年前までは、食糧難でした。太っている

人はそんなにいましたか。米が十分食べられ

る時代が来て、人々は大喜びでした。百姓も

潤いました。 

 今、米作りに励んでも余ります。百姓は困

っています。人は体内で糖分を燃やして生き

ています。米を食べて下さい。あなたが一日

燃やす分だけ農業が栄えます。百姓に希望の

明かりが灯ります。 

農業者「條てんこもり」会長  東 幸一 

 

 今年も平和な一年でありますように！ 
 毎回皆様の勉強会に参加させて頂き、多く

の事を学べ感謝しております。 
 振り返り一昨年は日中友好平和条約締結 40
周年でしたが、関係悪化で残念ながら祝賀行

事がすべて取りやめでした。「40 にして迷わ

ず」の諺のように日中関係も迷わず一直線に

前進する事を期待したいですね！ 
 でもこの 40 年間を振り返るとき、多くの紆

余曲折があり、その度にトカゲの尻尾切り宜

しく切捨てて来ました。 
 今やきな臭い情報が広まり、それに逆らう

発言がし辛い方や苦しい雰囲気がますます濃

厚になっている感じがしませんか？ 
 私たち一人ひとりには二度と日本を戦争に

進ませない責任があると思います。 
本年も皆様と共に頑張ります。 

大阪府日中友好協会副会長  戸毛 敏美 

 

世界人権宣言第 30 条、人の権利を奪う権利

はない。憲法第 12 条、権利と自由のための不

断の努力。私の軸はそこにあるなと思って活

動続けます。 

八尾市議会議員  西川 あり 

新年明けましておめでとうございます。 

今年は東京オリンピック・パラリンピック

が開催されます。被災地支援を疎かにしたま

まの開催には異議がありますが、せめて環境

や福祉、人権など SDG's への理解が深まる機

会となることを期待しております。 

特にパラリンピックで活躍する選手の姿を

通じ、障がいに対する偏見が払拭され、社会

全体に思いやりの心が育まれることを願って

おります。 

真の共生社会の実現に向け、ともに頑張り

ましょう。 

吹田市議会議員  馬場 けいじろう 

 

新年おめでとうございます。昨年は、桜を

見る会の私物化、公文書廃棄問題など、政治

の劣化が極まった感のある一年でした。多く

の国民がこれに不満を持ちつつも、依然とし

て内閣支持率は高く、政治に対する「あきら

め」が支配する状況が伺えます。 

本年は大阪では都

構想の住民投票が、

国ではオリンピック

後にも解散が予想さ

れる、政治決戦の年

です。今こそ、広範

な国民の連帯のもと、

政治をその手に取り

戻そうではありませ

んか。 

堺市議会議員 
渕上 猛志 
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広範な国民連合・大阪では、戦後最悪の状

態を続ける安倍政権の日韓関係における本質

と東アジアの情勢を学習し、今私たちは何を

なすべきか、を討論する集会を開催しました。 

 

共に歩むべき日韓両国の課題 

 

講師には郭辰雄氏（コリア NGO センター代表理

事）、補足提言者には矢野宏氏（新聞うずみ火・代表）

にお願いしました。郭辰雄氏のお話は、■ポスト冷

戦と日韓関係＝ポスト冷戦に「逆行」する我が国の

政権について。■「歴史戦」としてとらえる必要性

について。■徴用工問題をめぐる対立について、徴

用工問題のとらえ方や日本政府の主張と韓国政府の

主張を経過とともに詳しく説明されました。また■

経済報復措置と市民社会への悪影響や日本国内で広

がる嫌韓ヘイトの実際についても報告。その上で■

それでも共に歩むべき日韓両国として当面の課題と

して、①徴用工問題は人権と政治問題を区分けして

両国が解決努力すること。②メディアやオピニオン

が嫌韓を主張するのでなく、対話と合意への共感を

広げること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ヘイトや差別に対して、自治体、市民社会が毅然

とした対応をすること。④民間交流や経済交流のさ

らなる促進⑤そのためにも在日コリアンも積極的な

役割を行うなど熱心にお話され参加者の学習を深め

ました。新聞うずみ火代表の矢野宏氏は、徴用工問

題における裁判や賠償問題に対する日本政府のごま

かしやうそについて解り易く話されました。 

 

 

 

共生と発展にむけ粘り強く進む 

 

 参加者からの質問や意見も相次ぎ、今後の日韓関

係や東アジアの共生と発展のために頑張ろうと確認

できた取り組みでした。 

 今回の取り組みは、緊急の呼びかけでしたが25名

が集まりました。講師の郭辰雄氏や矢野宏氏との今

後の連携と信頼関係も築けました。今後の活動への

課題は残していますが、粘り強く進む必要があります。 

〈 長谷川 由胡 〉 

緊急学習討論会「日韓共生の未来に向けて」 

講師：郭辰雄(カクチヌン)氏 
1966年、大阪生まれの在日コリアン三世。
神戸学院大学卒業｡ 1990年から在日韓国民
主人権協議会の勤務を経て2004年にコリア
NGOセンター設立に参加。現在代表理事を務
める。外国人の人権問題や日韓の市民交流
に取り組んでいる。また著書も多数。 

郭辰雄氏 

矢野宏氏 
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元旦４００名が反弾圧デモ！大阪府警前を席巻 

2018 年夏以来連帯ユニオン関西地区生コン支部

への大弾圧で多くの組合員が逮捕・勾留され、未だ

武委員長、湯川副委員長は勾留されたまま年を越し

ました。   

 それに抗議する元旦行動は朝 10 時より大阪城公

園内の教育塔前広場で開かれ、今年は昨年の 2 倍以

上に当たる 400 名近くが、大阪はもとより滋賀や

京都、和歌山だけでなく東海や東北地方から参加も

ありました。労働組合や市民団体の旗がひしめき、

幅広く連携が進んでいることを示していました。 

 関生支部は労組の闘いを基礎に中小企業を組織して大手ゼネコン、セメントメーカーと闘い、雇用、賃金、

労働条件の改善を勝ち取ってきました。大企業の弱点を突いた闘いだからこそ、資本家と警察が一体となっ

た権力が、なりふり構わず違法なまでの弾圧を加えているのです。 

 この弾圧を打ち破るため闘いを全国に広めていくことが必要と感じました。    〈 澁谷 文孝 〉

 

 

大阪歴史探訪② 
西川たけお：広範な国民連合・大阪運営委員 

明けましておめでとうございます。新年一回目は「木津の大国さん」で知られる大国主神社、

子年にふさわしくここの狛犬は「ねずみ」です。 
さて境内には「木津勘助」の銅像があります。寛永期に木津川や港湾の治水に尽力した人物で

すが、飢饉のとき大坂城の米蔵を開放するように求め、ついにはその蔵を襲ったといいます。

これによって死罪になったとも勘助島に流されて一生を終えたとも言われています。（参考「今

宮町志貞本義保編1926年」） 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 載 
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  上海歌舞団「朱鷺」 
 

2020 年また上海歌舞団が舞劇「朱鷺」の来日公演を行う。 

 私は 2016 年 9 月 14 日日中国交正常化 45 周年を記念して

の公演を観て大きく感動した。ぜひ皆さんにも実際に足を運

んで上演に接して欲しいと思い、一筆啓上します。 

 国交正常化直後の 1970 年代のバレエ「白毛女」を始め、

中国の舞踊劇は日中友好・相互理解に大きく貢献してきた。

一方、政治的プロパガンダの作品として正当な評価を得られ

ていない面もある。しかしこの作品はそのような見方を一笑

に伏す、政治的にも芸術的にも一流なエンターテイメント作品である。 

 物語はそのトキを題材にして、古代の多く生息していた時代と、近代の絶滅に瀕した時代とを、ジュンと

いう人間とジエという朱鷺の精との恋を絡めて描いたものである。 

全編を見終わり、素直に美しく感動的で、カーテンコールでは観客も立ち上がり惜しみない拍手を送って

いた。客席が明るくなるとあちらこちらにハンカチを目に当てている人を見かけた。そういう私もちょっと

やばかった。 

 私はこの作品の朱鷺の精のシーンがクラシッ

ク・バレエの「白鳥の湖」と似ていると感じた。 

舞踊はその地域の人々の生活・宗教儀式と密接

に関わっている。ヨーロッパ発祥のバレエとは違

いこの作品は、アジア的な人の動作、とくに 1 幕

で水田での農耕などの動きを元にした場面の素晴

らしさは社会主義中国ならではであろう。 

 さらに鳥の動きの描写は科学的に研究したかの

ようにリアルである。 

 つまりこの舞踊はクラシック・バレエとアジア

的な動作、それに自然観察から導かれた動きの 3 つの要素をうまく融合させて作られた独自のものである。

舞台は薄いブルーで描かれた山水画を思わせる背景で、

そこにサーモンピンクの衣装が光り輝く様は「美しい」の

言葉以外見つけることが難しい。この新たな舞踊が、完成

度の高い舞台として上演できることを羨ましく思う。 

 字幕では、中国でもトキが近代化による環境破壊で絶

滅したと思われていたのだが、陝西省で野生のトキ 7 羽

が奇跡的に見つかり、人工繁殖事業を中国、韓国、日本

が共同で取り組んだ結果、現在東アジアで約 2000 羽が

生息していることが表示された。このことは日中韓が地

理的に近い位置にあり、生息する生物も似たものが多く、

そしてトキを美しいと感じる共通の感性を育てたことを示している。 

 この作品は、歴史的にも地理的にも日中および東アジア友好の大切さを、雄弁に語ってくれた。 

〈 演出家。広範な国民連合・大阪事務局長 澁谷 文孝 〉 

本年来日公演！ 
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 2020 年は 1 月 3 日の米国のイラン首都空爆で波乱の幕開けとなりました。 

2019 年は世界各地で大規模なデモやストライキが行われました。以下に示した地図は昨年 11 月の BS テレ

ビ「報道 1930」で示されたものです。日本では香港のデモだけが大きく報じられていましたが、世界の至る

所で起きていたのです。これらのデモの根源にあるのは、「世界で最も裕福な 28 人が、世界人口のうち所 

 
得の低い半数にあたる 38 億人の総所得と同額の資産を握っている」といわれる格差の拡大で、世界の人々の

生存さえもが脅かされる状況になっているからです。 

 この地図から抜け落ちているのが有ります。特に先進国の労働者・市民が立ち上がっていることが挙げら

れていません。例えばヨーロッパ主要国のオランダの年金スト。フィンランドの郵便ストとそれに連帯する

交通スト。カナダの鉄道スト。米国では GM で 40 日間、史上２番目の長期スト、公立学校の教職員スト、ホ

テルの従業員ストなど。フランスでは 95 年以来といわれる年金スト、80 万人デモが財政再建、労働市場の流

動化を掲げるマクロン政権と全面対決しています。また 9 月の国連気候行動サミットに呼応して世界中でデ

モが行われました。まさに世界の至る所で人々が立ちあがっているのです。 

 日本ではストライキや大規模デモは起きていませんが、日本こそ矛盾が

拡大しています。グラフを見てください。日本だけが 20 年前に比べると

賃金が下がっています。他の国の上昇率からすると差は歴然です。 

 巷ではオリンピック・イヤーのお祝いムードにしようとしていますが、

格差の拡大によって生存条件を脅かされる労働者、市民。止まる所を知ら

ない環境破壊に自分たちの未来を危惧する若者たちには、そんなムードは

無縁でしょう。   

 今世界や日本で起きていることは、安倍政権と言うより資本主義体制が

限界に達し崩れるという、人類史上の大きな転換点にさしかかっているの

ではないでしょうか。混乱も大きいでしょうが、私たちにとってのチャン

スでもあります。このチャンスを生かし、広範な国民の運動で乱世を切り

開きましょう。 
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自己負担増の落とし穴 

 
 令和元年10月より始まった、幼児教育・保

育の無償化。財源は消費税増税分の一部を充

てるということで、政府は消費税増税もやむ

なしという理屈だったのですが…。 
 認可保育園に子ども2人を通わせている、堺

市では、以前の制度では給食のおかず代月

5000円が利用料に含まれていたのが、無償化

後は自己負担となったため年間12万円負担増

加となった家庭も。これは、急ごしらえの国

の制度と、自治体が独自に進めてきた制度の

ミスマッチが原因で起きた制度の落とし穴で

す。 

 
 

無償化に伴う便乗値上げも 

 
 また、2012年に制定された「子ども・子育

て支援新制度」では、自治体ごとで保育園へ

の入園条件のひとつである、保護者の就労時

間が異なっていたのですが、2015年の改正で

統一されました。しかし、この新制度は全園

が移行するのではなく任意だったため、新制

度に移行した園と移行していない園で授業料

の設定に差が生じています。（移行した園は無

償化の対象で、いなかった園は月2万5700円ま

で補助が出る） 
 そのため、無償化に伴い、職員の給与アッ

プや老朽化した建物の修繕などの使うことが

目的で2000円値上げしたという私立幼稚園も

あったが、理由が明らかになっていない便乗

値上げをした幼稚園もあり、幼保無償化は全

世帯で負担減となったわけではありません。

そもそも、新制度に移行している園と移行し

ていない園があること自体おかしな話であり、

移行していない園は各自の裁量で授業料を自

由に設定できるため、今回の便乗値上げにつ

ながったのです。（2018年4月時点で新制度に

移行した園は全体の4割程度） 

 
自治体で異なる事情 
少子化問題未解決 

 
 吹田市では、平成31年度まで時短勤務であ

れば、保育園入所の選考点数が減るという状

況がありました（次年度より基準が変更）。待

機児童問題が注目される中、子どもを保育園

に入園させるために保護者が行う活動“保活”

という言葉が定着しており、住んでいる自治

体によって事情が変わるため、子育て世帯が

翻弄される現代。誰もが希望する保育園や幼

稚園に入園できるよう改善されないと、この

国の少子化問題は解決されることはない。 

 

令和世代の子育てばなし② 
西谷 知美 

（子育て支援団体 ＮＰＯ法人ワーキングマム代表） 

連 載 


