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『なみはや』第３号をお届けします。先号以降世界中でコロナウイル
スが猛威を振るい、感染者は全世界に広がって各国が緊急事態宣言する
など、戦争にも匹敵する大混乱が起きています。
コロナウイルス感染症は短期的に収束しないでしょう。風邪などウイ
ルス疾患のどの一つをとっても人類は完全には制圧できていないからで
す。人類が生物である以上病気と縁が切れることはありません。今求め
られているのは、見通しを含め責任ある情報公開です。
より深刻なのが経済です。学校や施設の閉鎖やイベントの自粛などで
多くの人が収入を断たれています。このままでは生存の危機に瀕し、市民社会が崩壊します。
早急に家計に現金を支給する必要があります。そうすれば人々への救済だけでなく、経済の循
環による景気回復も見込まれます。
しかし世界は国境封鎖や外出禁止令など、世界経済をより悪化する方に舵を切っているよう
に思われます。そしてトランプ大統領やメルケル首相がウイルスとの戦争という言葉を使って
います。もしかすると、世界経済の行き詰まりを打開するため、世界はコロナ危機を利用して
のハードランディングを選んだのではないでしょうか？武力を使わないまでの世界大戦に突入
したのではないかと。これを穿った見方と言い切れない状況になっていると思います。
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
全国地方議員交流研修会は、毎年全国の地方議員

意見交換から国民運動へ

に所属政党などの分け隔てなく参加を募り、各県持

＜第１７回全国地方議員交流研修会＞

ち回りで開催しています。
昨年第 16 回は熊本県で 350 名（一般参加を含む）

今年は８月１９日から２１日までの３日間大阪で

を集めて成功裏のうちに終わらせることができました。

開催します。主催は全国地方議員交流研修会実行委

記念講演は玉城デニー沖縄県知事、分科会では地

員会で、事務局は《日本の進路》地方議員版編集部

域色のある課題と全国共通の課題が取り上げられ討

で、大阪の広範な国民連合は成功に向けて助力します。

論が行われました。

１日目の全体会と記念講演は福島区民センターで、

今年は大阪や近畿の特色ある課題。特に大阪では

夕方からの名刺交換会は場所を移動して学働館。２

「大阪・維新の会」
「都構想」
「大阪万博と IR」など

日目の分科会は学働館の各部屋で、まとめは学働館

全国に訴えたい問題がたくさんあります。さらにコ

のホールで行います。３日目はフィールドワークで

ロナ肺炎でも現れている危機管理の脆弱さ、自然災

す。詳細は実行委員会で決めていきます。

害に対する対策も課題となるでしょう。
歴史の転換点に差し掛かった世界。全国の各所で
色々な矛盾が噴出しています。それを地方議員とい
う市民の声を身近に知る立場にある人たちが情報を
共有し、意見交換から国民運動へ、未来を切り開く
道を示してほしいです。
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おおさか維新の会の府政を斬る！
問題提起

馬場けいじろうさん（吹田市議会議員）

私はこの４年間、毎日のように駅頭に立ち、
通勤される方々へのご挨拶や市政報告のビラ
の配布を行いました。また色々な地域行事に
出席したり、自ら懇談会や小集会を開いたり、
市民の生の声を聞いて政策として議会で訴え
てきました。そして昨年の統一地方選挙では
おかげさまで４位で当選することができまし
た。
しかし維新の会の新人候補は、何の実績も
なくパッと出て、小まめな選挙運動もせず、
それでもトップ当選を果たしたのです。維新
の会は勢いだけで、いずれ党勢が衰えるはず
という人もいますが、私は違う印象を持って

います。
大阪においては維新の会が一定の支持層を
確立していることを認めなければならないと
考えます。国政においても、野党の政策の方
が与党より優れているにもかかわらず、国民
の支持を得ることができていません。政権交
代を実現するには、国民に影響力のある人が
広告塔になってもらう必要があるのではない
か、と考えています。芸能人なのか、地方で
実績のある政治家なのか、新たな人材が出現
することを期待しています。地道な日常活動
もそのような空中戦と相まってこそ効果が発
揮されるのだと思います。

ある現職地方議員の実感
議会で大阪維新の会の議員と接して感じる
ことですか？
たくさんいますけれど、中には本当に出来
ると感じる議員もいますよ。
住民の要望を聞き、すぐ実行に移すそんな
議員。その一方で、ただ維新というだけで当
選したような議員もいる。金にルーズな議員
が多いのも特徴。既に 3 人も不祥事で辞めて
いる。つまり雑多な議員の集まりなんです。
でもそんな議員が議決では一致する。公明
党を味方に付ければ、数の論理で何でも通し
てしまう。そこが恐ろしい。
しかしそこが弱点でもある。ただ政治家、
議員になるため手っ取り早い方法として維新
を名乗っている人たちは、有権者から飽きら
れたら終わりと思っている。
だから、今年は住民投票だ、2023 年には都構
想だ、2024 年は IR だ、2025 年は万博だと、打
ち上げ花火のように政治ショーを繰り返す。
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一方で大阪北部地震の時も、一昨年の台風
の時も、今年の新型コロナウィルスでもちゃ
んとした対策ができない。災害に対する危機
管理は全くできていない！
維新を倒すのは、いくらでもやりようがあ
リます。
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府民のくらしはよくなったのか！？
ドケチ政治をやめさせて、みんなが生きていたいと思える世の中に変えたい
大石あきこさん（元大阪府職員）

私は 2002 年から 16 年間大阪府庁で働きま
した。2008 年に橋下徹さんが府知事に登場し
てからの維新の会の働く者を蔑ろにする政治
を目の当たりにし、労働運動の場で闘いを続
けてきました。
2018 年退職して、昨年大阪府議会議員選挙
に無所属で淀川区から挑戦しましたが、残念
ながら落選しました。
私が選挙に挑戦したのは、維新の財政健全
化の名の下にやってきたドケチ政治（新自由
主義）を本気で変えたかったからです。維新
は「大阪の成長を止めるな」と成長をアピー
ルしていますが、その中身は、インバウンド
頼みのカジノ誘致です。それではダメだとい

うのは明らかです。維新政治で、実際に現場
で起きたことは、学校の非常勤教師がクビ切
りされ、介護の予算がカットされ、公衆衛生
に必要な研究所がムダとされて統合・民営化
され、はたらく現場がムダなコストとして削
られたことでした。それでは、人びとの生活
は豊かになりません。
それでも、2020 年 11 月に、「大阪都構想」
の 2 回目の住民投票が確実視されています。
大阪市を廃止して、4 分割にして暮らしや経済
が良くなるわけがありません。
わたしは「都構想」を止めて、みなさんと
一緒に、ドケチ政治を変えたいのです。その
ために次の衆議院選に立候補する決意です。

＜書籍案内＞
大石さんは 3 月に、日本の「反緊縮」経済政策の第一人者、山本太郎、藤
井聡（京都大学教授）、松尾匡（立命館大学教授）との異色対談集を刊行
しました。
Amazon.com でも販売していますので、ぜひお読みください。「大石あき
こ」で検索してください。

朝鮮高校を無償化の対象に！

て４つの条件を提示し、それを満たさないと
補助金は出せないと言ったのです。共和国の
指導者の肖像画を外すことという条件以外は
以前からクリアしています。橋下氏の意図は
明らかです。
その後裁判所に訴えましたが、大阪地裁で
は勝利したものの、昨年最高裁で敗訴が確定
してしまいました。
今度は、朝鮮幼稚園をはじめとする外国人
幼稚園が、各種学校ということが理由で「幼
児教育・保育無償化」から除外されています。
今「無償化」の適用を求める署名活動をして
います。 （朝鮮学校関係者にインタビュー）

大阪朝鮮高校が授業料無償化から外された
ことに関する私たちの見解は、それまで補助
金が交付されていたのに、橋下氏が知事にな
って突然切られたので、橋下維新府政がやっ
たことと思っています。
当時私たちの教育現状を見て判断して欲し
いという訴えに 橋下氏は大阪朝鮮高校にた
くさんのテレビカメラや報道陣を連れてやっ
てきました。
授業も見学され、語学では好印象持ったよ
うでしたが、記者会見になった途端、豹変し
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執拗な労組破壊攻撃～まっとうな組合運動の証～
今ひとつは、中小企業と労働組合が政治課
題に取り組んでいること。経営者団体と労働
側が一緒になって沖縄の米軍基地を視察し
たり、憲法改悪に反対してストライキを打っ
たりして、安倍政権に挑んでいる。今日では
私たちのように政治課題に取り組む労働組
合は非常に少なくなっている。共謀罪をつく
るなど戦争できる国作りを目指す現政権に
とって、物言うじゃまな存在はつぶしておき
たいという政治弾圧でもある。
闘わない組合が多くなってしまった現在、
憲法、法律に則り当たり前の組合活動をして
いる私たちが狙われている。

〇 戦後最大の弾圧
2017 年暮れにはじまる全日本建設運輸連
帯労働組合関西地区生コン支部（以下「関生
支部」）への弾圧は、大量逮捕、大量起訴、
長期勾留による徹底的で執拗なまでの「関生
壊滅作戦」の様相を呈している。インタビュ
ーを行った 3 月 5 日時点でのべ逮捕者数 89
名、武委員長と副委員長の勾留期間 555 日目
を経過。他に類を見ない戦後最大の大弾圧が
進行中である。
国民連合事務局は、激しい弾圧の最中で闘
い続けるの組合事務所を訪問し、武洋一書記
長と七牟礼副委員長にお話を伺いました。

―――なぜ国家権力は関生支部を執拗に弾
圧するのでしょうか。
一つは労働者の賃金や労働条件を守り改
善するため、協同組合を通じて中小企業を大
同団結させ、ゼネコンやセメントメーカーの
大資本と対等に取引し、適正価格で製品を売
買する仕組みをつくるという産業政策運動
が近畿圏内で成熟し、岐阜、名古屋へと拡が
りを見せていた矢先だったこと。過去に受け
てきた弾圧と構図は同じで、「（関生の運動
は）箱根の山を越えさせるな」という 80 年
代弾圧当時、大槻文平日経連会長の言葉は今
も生きている。資本権力にとっては、日本の
あまねく労働組合を企業内組合に変え、弱体
化させてきたのに、関生が産業別労働運動を
蘇らせ、労働者が立ち上がることを恐れている。

―――警察権力やマスコミにより、関生支部
＝反社会的集団のレッテルがはられています。
あらかじめ警察により情報を得たマスコ
ミがカメラを構えるなかで始まる逮捕劇。そ
こでは、
「『労使自治』が原則であるにもかか
わらず、交渉の当事者の一方である労組側の
顔だけが、犯罪をおかした人物のように大写
しで流される。メディアが『中立』を放棄し、
労組活動に対する私刑ともいえる制裁を加
える役柄に回った瞬間だった」（竹信三恵子
「ルポ労組破壊－関西生コン事件とは何か
（下）」
『月刊世界』2020 年４月号より引用）。
今回の弾圧に関しては、すべての市民、社
会運動に影響することが理解され、平和フォ
ーラムなど支援の輪は党派を超えて拡大し
ている。それは大きな励みになる。ただ、企
業側は関生組合員の首切り、差別に奔走し、
厳しい兵糧攻めに遭っている。これは現場で
闘うべきことで、運動をとめるわけにはいか
ない。

ストライキ決行中
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―――支援者の方々にむけて一言お願いします。
関生が苛烈な弾圧を受けるのは、まっとう
な労働運動をしてきた証でもある。しかし関
生は決して負けない。また立ち上がり産業の
民主化を求めて闘う。
社会運動に携わる多くの皆様の日頃の奮
闘に敬意を表しますとともに、これからも、
警察、検察、マスコミの情報操作にだまされ
ず、関生支部の真の闘いへのご理解とご支援
を賜りますよう、よろしくお願い致します。

―――昔と今、権力弾圧に変化はありますか？
一つ目に、昔は逮捕されるのは役員が主だ
った。現在は役員でない多くの組合員も逮捕
されている。
二つ目に、支部委員長をはじめとする組合
幹部については恣意的な逮捕を繰り返して
長期勾留を強いている。また、組合活動を事
実上禁止する裁判所の保釈条件がある。すで
に多くの役員や組合員が保釈されているも
のの、彼らは仲間と自由に会ったり話したり
することを電話やメールも含めて禁止され
ている。
三つ目に、警察、検察が直接被弾圧者の家
族へゆさぶりをかけてくる。本人は勾留中に
違法な取り調べを受け、組合脱退をせまられ
る。一方警察、検察は家族にも直接電話する
などして組合脱退をあからさまに働きかけ
ている。

次号では、関生支部の産業別労働運動につ
いて、わかりやすくお話し頂いた内容を掲載
します。

マンガ、イラス
ト入りでわかり
やすく解説。
関西の生コン産
業界で何が起こ
っているのか！
旬報社
2019年1月発行
定価1200円＋税

―――組合員と家族は弾圧によってどのよ
うな打撃をうけますか？
逮捕を理由にした懲戒解雇、関生支部の組
合員であることを理由とした解雇、同様の
日々雇用労働者に対する就労拒否など、働き
続けたければ関生支部を脱退しろと、あから
さまな差別や排除が繰り広げられている。
このような兵糧攻めによる一番の打撃は、
収入が断たれ飯が食っていけないこと。家族
から「お願いもうやめて」とすがりつかれ、
やむを得ず組合を去った仲間が多くいる。彼
らが飯を食える環境をつくり、再び迎え入れ
ることが大きな課題。
業界あげての関生支部差別・排除に対して、
地方労働委員会や府労働委員会では、労組側
の主張を取り上げ、就労拒否を是正させたり、
団交拒否や解雇について団交を行うよう促
す命令がでている。画期的命令を闘いの武器
にしてゆきたい。

←

警察・検察が描
いてマスコミが
垂れ流す「事件」
と真実をマンガ
でわかりやすく
解説。弾圧の本
質に迫る。
旬報社
2020年3月発行
定価1300円＋税

関生支部支援、大弾圧を跳ね返すためのカンパ物販タオル

１枚 1000 円 お問い合わせはトラック支部 ℡06－6583－5549
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三池闘争６０年に際し思うこと
元三池労組書記次長

立山寿幸さんインタビュー予告

三池闘争とは 1953 年と 1959〜60 年に起きた福岡県大牟田
市と荒尾市にある三井三池炭鉱で起きた炭鉱労働者の闘いです。
背景には石炭から石油へという産業構造の変化による石炭企
業の収益悪化があり、それを労働者に転化した事による労働環
境の悪化があります。
「総資本対総労働」と評される日本の労働
運動史に燦然と輝く激烈な闘いには三池労組が重要な役割を果
たしました。その足跡をたどることは、現代の労働組合運動に
大きな意義があります。
労働組合の役員として闘争を先頭に立って闘った立山寿行さ
んにお話を伺いました。その内容は今後連載で紹介させていた
だきますが、今回は一編の詩を掲載します。立山さんは「まさにこれこそ私の思いです」と語
ってくれました。
歴史が正しく書かれるやがてくる日に

私たちは正しい道を選んだといわれよう

私たち美しく生きたといわれよう

私たちの肩は労働でよじれ

指は貧乏で節くれ立っていたが

そのまなざしはまっすぐで美しかったと

いわれよう

まっすぐに

美しい未来をゆるぎなく

みつめていたといわれよう

はたらくもののその未来のために

正しく生きたといわれよう

日本のはたらく者が怒りにもえ

たくさんの血が

三池に流されたといわれよう

（ 作者不明 ）

連

五十年あるいはそれ
以上―」
（マッカーサ
ー元帥のための覚
書）、というものです。

載

大阪歴史探訪③

天皇の国事行為以外の

西川たけお：広範な国民連合・大阪運営委員
ここに戦後まもなく昭和天皇が連合軍の
沖縄占領政策についてマッカーサーに希望
を伝えたとされる文書のコピーがあります。
天皇メッセージは「米国が沖繩と琉球諸島の
軍事占領を続ける」
（米国国務長官あて書簡）
こと「沖繩（および必要とされる他の島々）
にたいする米国の軍事占領は、日本に主権を
残したままでの長期租借―二十五年ないし

政治行為の禁止を決めた憲法施行のわずか四か月
後でしたから、もしこのことが当時公になれば

憲法問題はもちろん天皇の戦争責任も再燃
したかもしれません。しかし米国がこの公文
書を公開したのは３０年後のことでした。
行政府による公文書改ざんや秘匿が当た
り前のように横行する昨今、公文書とは何か、
歴史とは何かを考えてみたいと思います。
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高校生演劇フェスティバル
２月１日池田市民会館で第 19 回大阪高校生演劇フェスティバル in 池田を鑑賞した。
この日は５校の作品が上演された。
大阪府立箕面高校「世界を救うのはもうやめた」、大阪府立
池田高校「ミュージカル・チェアー」、大阪府立長尾高校「ト
シドンの放課後」清風南海高校「わき道」金蘭会高校「宇宙の
子供たち」以上である。紙面の関係でそれぞれの作品に対する
論評か割愛し、全体的な感想を述べる。
どの学校の作品も役作りからしっかりできて演技の力量の
高さに驚いた。また舞台は創意工夫を凝らしていた。総じて素
晴らしかった。ただ多くの学校の演劇サークルは部員数が少な
いようだ。演劇という表現が高校生にはまどろっこしいのかも
しれない。しかし各作品は演劇がそれを超えて素晴らしい価値があることを示していたと思う。
内容は「若者らしい」爽やかな青春賛歌のようなものかと思
っていたら、「引きこもり」「いじめ」「虐待」など現代社会の
深層にコミットした作品が多く興味深い。作品を選ぶにあたっ
て、顧問の先生の意向が入っているのかもしれないが、生徒た
ちがこれらの問題にリアリティを感じていたことも事実だろ
う。
このような内容の作品によくある重苦しさや、正論を押し付
けるようなこともなかったが、全てを鑑賞後一抹の寂しさを感
じた。
「トシドン〜」では事なかれ主義で校則に縛られた学校、
「宇
宙の子供達」では貧困を放置する社会に対する批判が根底にあるにも関わらず、それに対する
闘いという形では現れない。
「チェアー」でもいじめっこに対する闘いに至らない。特に学校教
育に対する批判や抗議に結びつかないのは、顧問が教師であることも関係しているからなのか。
「世界を救う〜」の引きこもりの少女は、自分の守っていた匿名性を捨てて部屋を出た。
「わ
き道」でも、自分のあるがまま
に生きることを選んで一歩を踏
み出した。というより立ち去っ
ていった。
私たち大人は私たちが作り上
げてきた世の中を次の世代に引
き継ぐ、次の世代は自分たちに
とって都合が悪ければ、前の世
代に抗議し改善していくものと
思っていたが、作品に現れた彼
らは立ち去っていったのである。
それが寂しさにつながったようだ。
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連

載

令和世代の子育てばなし③
西谷 知美
（子育て支援団体 ＮＰＯ法人ワーキングマム代表）

コロナ対策不備
子育て世代困惑

の通達を受けた、など子育て世帯は非常に困
惑しています。

このコラム Vol.３のテーマは「自営業は保
育園入園の点数が低いという設定は時代錯
誤」という内容でしたが、現在、コロナ騒動
の真っ最中。
「人の移動を制限する」
「菌の拡散を封じる」
という目的で、政府は学校や幼稚園の休学・
休園を決めたはずですが、ふたを開けてみれ
ば、学童は開所、保育園も受け入れ可能とな
りました。しかし、学童以外の小学生や幼稚
園児の保護者はパート勤務であったり、非正
規雇用であったり。子どもに負担をかけたく
ないと学童に入れずに働いている保護者も多
く、勤務先を休むか、子どもだけで留守番を
させるという事態に追い込まれています。

行政はバラバラ
政府は後手後手
お子さんが学童保育や保育園に預けられる
保護者は、預け先が保障されていますが、幼
稚園児を子育て中の方から「勤務先を休めな
いので、子どもを預かってもらえるか？」と
私どものＮＰＯ法人にも、問い合わせが多数
寄せられ、住んでいる行政によって対応もバ
ラバラで、保護者は振り回される日々。政府
の後手後手の対応で、一般市民や中小企業は
経済的困窮に陥る可能性も・・・。

雇用調整助成金
不公平ないように
政府は特例で「雇用調整助成金」を非正規雇
用の方にも１日の上限８３３０円を支給する
と決定したが、適用規模については今後精査
を進めるとあり、派遣やフリーランスなどに
は適用しない、といった不公平な結果になら
ないよう、政府の動きに注目していきたいと
思います。そして、このなみはやが発行され
る頃には、このコロナの脅威が収束している
ことを、祈るばかりです。
◇広範な国民連合の会計年度は 10 月 1 日から
翌年の 9 月 31 日までです。◇年会費 3000 円
/日本の進路全国版購読料 6000 円です。
◇日本の進路・大阪版『なみはや』年 4 回発
行 ◇『なみはや』発行及び大阪の活動へのカ
ンパをお願いいたします。

保育園の様子

また、緊急の受け入れとなった学童保育も
指導員の人員確保が難しいため、なるべく預
けないように保護者に要請があった、少しで
も咳や鼻水の症状が出たら保育園の登園停止
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