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 4 月号を発行して以降のことはコロナ禍を抜きにしては考えられません。活動の自粛が強いら

れ、緊急事態宣言下では街の様子が一変しました。今まで止まることの無かった経済活動。正

月やお盆でも見られなかったガラガラの街中や通勤電車。その間に桜が散り、その後ツツジも

花菖蒲も終わり今は紫陽花が盛りを迎え、季節の変化はいつも通りです。あんなにあくせく働

いていたのはなんだったのだろう。ちょっと立ち止まって考える機会になりました。 

 そんな中広範な国民連合を理解し支えてくださっている全日建連帯労組近畿地方本部・関西

地区生コン支部の武委員長と湯川副委員長が保釈されました。保

釈自体喜ばしいことですが、敵の恐れた関生型労働運動(４面に

特集)を潰せるめどが立ったということかもしれません。しかし

大企業側に取り込まれた中小企業経営者から早くも苦境が伝え

られています。あっちの水は苦かったということです。 

 まさに闘いの第二弾は始まっています。資本主義の危機下にお

ける労働組合運動のあり方を関生の闘いから学び、広めていくこ

とが広範な国民連合の役割と考えます。 

自主・平和・民主のための広範な国民連合・大阪 事務局 

 

 

＜朝鮮統一支持運動 第 38 回全国集会 in 大阪＞ 

 

表題の全国集会が 11 月 20 日 21 日に開催されます。詳細は 9

月ごろチラシなどでおしらせします。 

広範な国民連合・大阪も実行委員会の一員として活動に参加し

ます。皆さんの当日の参加をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 ６月末になり、東京など首都圏で感染が再び増えるなど予断を許さない状況です。８月に、

「３密」回避など感染防止策を取ったとしても、全国から地方議員や賛同者の皆様にお集まり

いただいた、長時間にわたる全国交流会開催は感染リスクがあり断念せざるを得ないと判断い

たしました。延期も検討しましたが、秋は議会日程もあり、第２波来襲の可能性が高いと言わ

れる中での日程設定は至難です。残念ながら本年中の開催は中止ということにいたします。 
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コロナ以後、大転換期を生きる 
 

 新型コロナウイルス感染症によるパンデミ

ックは終息しないばかりか、世界では感染拡

大が加速度的に広がっている。そして感染者

数は 1000 万人、死者は 50 万人を超え、人類

史上でもとりわけ過酷なものとなっている。

さらに社会活動にも多大な影響を与え、現代

社会の問題点を多く浮き彫りにした。 

 世界では米中の対立はこの間に一層激化し、

米国などの自国第１主義はコロナ感染防止の

国境封鎖と相まって国際関係は不安定化する

だろう。 

 各国が行った財政出動がその後の財政運営

を困難なものにする。1930 年代の大恐慌に匹

敵する危機的状況と言われている。 

 国内では安倍自民党政権がコロナ対策とし

て打ち出した各種施策が後手後手だと批判さ

れているが、そもそもこのようなパンデミッ

クに対する危機管理能力が欠如していて、先

を見通せなかったのである。 

 大盤振る舞いしたという財政政策も、株価

の上昇に見られるように大企業に手厚く、小

規模零細にとっては焼け石に水のようなもの

だった。そのために膨らんだ財政赤字をこの

後どのように処理するのだろうか？増税など

されたら多くの人が生活できなくなる。 

 また「新しい生活様式」が提唱され、「ソ

ーシャルディスタンスを保つ」「リモートワ

ーク」が推奨されている。このことは今後の

生活や働きかたにどのような影響があるのだ

ろうか？ 

 PCR 検査が十分行われなかったことは医

療崩壊が起きていたと思っている。機能不全

になった保健医療行政はこのままでいいのだ

ろうか？夏になり台風シーズンで複合した災

害が起きたら対応できるのだろうか？ 

 そして「after corona」「with corona」では、

どのように生活は変化するのだろうか？少な

くとも戦後最大の転換期になることは間違い

ない。その場合私たちはどのように対応した

らいいのだろうか？  

 

 広範な国民連合としてはこうした事態にい

かに対処するのかを考えるため、この秋に中

止になった全国地方議員交流研修会に代わる

研修と討論の場を設ける予定です。皆さんの

叡智を結集し、今後の日本の進路に影響を与

える集会にしたいと考えています。集会のあ

り方内容についてのご意見を是非お聞かせく

ださい。詳細は決定次第案内させていただき

ます。 

 

 

 

 私が、身の回りで見たり聞いたりしたことを書きます。 

 まず、子どもたちは久しぶりに同級生に会えて、とても楽しそうです。お母さんお父さんた

ちの育児も重労働だったようで、子どもたちは自分たちなりに大いにストレス発散しています。 

一方の先生方、特に担任の方々は、クラスの子どもの日常のことに加えて、教室の消毒、自

宅にいたストレスによる子どもの不調の対応、臨時の授業日程の打合せ、その他・・・。数え

きれないほどの雑用を抱えています。例えば 6 月 8 日から 1 週間の教室の消毒では、早朝から

教室を隅々まで消毒、半数の子どもが午前の授業を終えて帰ったら昼の消毒、後半の子どもが

午後の授業を終えて帰ったら夕方の消毒。エアコンも満足に稼働しない中、大汗だそうです。 

 年間行事予定は、体育祭は中止が多いが文化祭は？修学旅行は？等悩みが多いですね。夏休

みは 10 日間だけか、冬休みは 7 日間だけなら、12 月 28 日に 2 学期を終わったら 3 学期は 1 月

5 日から開始になります。いやはや、学校関係の皆さん、お疲れ様です。 

今、学校は･･･（ ６月中旬。元府立高校教員 村田芳雄 ） 
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 未知のウイルスと日中の未来  
 

ＮＰＯ大阪府日中友好協会理事  長谷川 由胡 

 

私は、1971 年春から中国渡航を専門に扱う

旅行会社に仕事を得て以来 40 年以上、中国訪

問の旅を重ねてきました。そして当時から

NPO 大阪府日中友好協会の会員として友好

活動に参加してきました。 

 

友好互恵阻む反中国策動 

 

 本年は日中友好協会設立 70 周年にあたり、

日中双方で記念の取り組みや相互訪問が多く

計画されていました。習近平主席の国賓とし

ての来訪も楽しみにしていました。 

しかしコロナウイルスによるパンデミック

の影響で多くが延期、または中止に追い込ま

れました。心から残念です。 

 

これまでも日中の友好互恵の発展は、しば

しば反動的な攻撃にさらされて来ました。歴

史問題、領土の問題、中国の内政に関する干

渉など一方的な反中国策動です。（尖閣諸島

問題、香港や台湾の問題・天安門やウイグル

の人権問題など） 

 

 

今日、トランプ政権は中国武漢で発生した

コロナウイルスの報告 (中国の初動対応は

少々遅れた面があったとしても）を無視し『イ

ンフルエンザのようなもの』と甘く見て自国

の対応が遅れ米国の感染者・死者数は世界最

多を記録。しかし自身の責務を果たすどころ

か、ウイルス発生源として中国に犯罪的責任

を押し付けることにやっきになり、世界機構

（WHO など）からの脱退や圧力を加え中国

敵視し自らの選挙戦を有利にして延命をはか

っているのです。本当にひどいと思います。

許されないと思います。 

 

試される日本の進路 

 

今、コロナの被害を食い止めるには国際的

な協力が必要です。自国ファーストを叫ぶト

ランプ政権とアフリカなどへマスクや医療援

助、経済援助を行い、WHO への資金投入も

続ける習近平政権。 

日本の行く道が今試されています。 

日中友好を軸にして、東アジアの人々(国々)

との友好関係を構築できるか、否かを。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人種差別抗議活動が世界各地に広がる
中、大阪市の中心部で６月７日に約 1000 人
の外国人と日本人のデモがあり、参加者は
「black lives matter」と声をあげた。これは
格差と貧困の拡大によって、今の社会が持続
不可能な状況にあること示している。 
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戦後最大の大弾圧～産業民主化求め闘い続ける～ 

 

2017 年暮れにはじまる弾圧は、大量逮捕、大量起訴、長期勾留による徹底的な「関生壊滅作

戦」の様相を呈しており（前号に詳細）、先般、武委員長、湯川行委員長が１年９ヶ月に及ぶ勾留の

末保釈された。前号に引き続き、３月５日の武洋一書記長インタビュー後半を掲載させて頂きます。 

 

—————具体的に『事件』とは？ 

 私たちのコンプライアンス活動とは、

「安全な建造物」を「安心して働けるルール」

でつくれるようにすること。それに違反する

ことを改めるよう現場に働きかけている。こ

れを「インネンつけてる」として恐喝、強要、

威力業務妨害などと事件化されている。 

 

—————コンプライアンス活動について。 

自由競争ならば品質は粗悪になる。阪神淡

路大震災の教訓として、崩れ落ちたコンクリ

ートを見てみると、なかから瓦礫、不良生コ

ン、一斗缶まででてきた。

完全な手抜き工事が蔓

延し、震災で倒れるもろ

いコンクリート建造物が

倒壊、多くの犠牲を生んだ。 

一般の人が外から完

成品をみても欠陥は分

からない。しかし、労働

し作り上げた労働者には欠陥がみえる。労働

者の社会的責務としても、価格競争で失われ

がちな品質確保や、安全な作業現場を守るこ

とがコンプライアンス活動。 

 

————―三池闘争のときのように、産業構造の

変化と今回の弾圧は関係があるのでしょうか？ 

 斜陽産業とは言われている。しかし、生コン

は絶対に必要な製品であり、未来永劫、セメン

ト、生コンがなくなることはないと考えている。 

産業が廃れないために、業界と労組が協働

して新技術開発、新たなニーズの発掘にも力

を入れている。例えば道路に使われるアスフ

ァルトは熱や重さに弱く、時々敷き直す工事

が必要。ポーラスコンクリートという新製品

は水はけや保水力に優れ、温暖化に効果的とさ

れる。韓国、中国、日本の国会周辺ではこのポ 

ーラスコンクリートを使うようになっている。 

 

—————最後に一言お願いします。 

 生コン産業は、セメントメーカーとゼネコ

ンの間に位置する。取引相手はどちらも大企

業だが、生コンや運送会社のほとんとは中小

零細企業。だまっていれば大企業の食い物に

される。ゼネコンからは買い叩かれ、セメン

トメーカーからは高いセメントを売りつけ

られてきた。そんな中小企業のおやじ（社長）

に賃上げを求めても原

資がないと拒否される。

なぜか。生コンの輸送運

賃が安すぎるから。なら

ば中小企業と労働組合

が大同団結してゼネコ

ンに対し生コンの輸送

運賃をあげさせよう、輸

送運賃があがれば賃金をあげよう、と。中小

企業でも労働者は搾取される…これを許さ

ない一面闘争、そして争うだけでは解決しな

いので、中小企業と労働組合が共に背景にい

る資本に対して闘う一面共闘の両面がある。 

 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。

武委員長､副委員長 

保釈勝ち取る！！ 
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日本を揺るがした大闘争を労働組合書記次長として身をもって体験された立山寿幸さんにお

話を伺いました。その言葉の数々は労働運動、労働組合運動にとって示唆に富むものです。 

 

———―三池炭坑のどこで働いていたのですか？ 

四山（よつやま）です。久保さんが暴力団

に殺されたところですよ。三池には三川坑と

宮浦坑、四山坑という３つの坑口があって、

四山が一番深い立坑でエレベーターで降り

ていきます。立坑のやぐらはマンダ坑のもの

が世界遺産として残されています。 

 三池炭鉱の労働者は最初地元の人でした。

増産のため人手が足りなくなって囚人が連

れてこられ、足に鉄の輪をつけられて働いて

いました。 

 昭和 14 年 1939 年か

ら徴用工が朝鮮半島か

ら連れてこられた。16

年から戦時中は捕虜。

オーストラリア人イギ

リス人アメリカ人を連

れてきて働かせていた。

終戦後現場で監督をしていた連中は訴えら

れて B 級戦犯として死刑になった。 

でも三井鉱山は政府と一緒になってお咎

めなし。三菱もですよ。なんの責任も取らない。  

 

—――闘わない労働組合と言われていた三池

労組が、なぜ立ち上がったのですか？または

どういうことがきっかけになったのですか？ 

 1946年に三池炭坑労働組合は結成された。

当時の組合は闘わない組合だった。「眠れる

獅子」と言われていた。目覚めたのが 1953

年です。解雇撤回させたわけです。 

「英雄なき百十三日の闘い」で勝利した。私

の働きだす直前です。 

ちょうどその頃引揚者がいっぱい入って

きたんですよ。引揚者にはインテリがいるん

です。熊本大学出の人もいましたし、ソ連で

洗脳されてきた人もいました。その人たちが

民主主義というものを語り、組合の中で活発

に発言しました。元からいた地の人は多く長

いものに巻かれろというか、波風立てずに働

いていました。新しく入ったその人たちに理

論的にも行動でも主導権が移っていったん

です。その人たちが私達を教育したんです。

当時の中央委員会など会議は我先にと発言

してとても激しかったです。 

  

今回は労働者の闘いは自然発生的に起き

るのではなく、労働者が民主主義や労働者の

権利、資本家の搾取、ストライキや団交につ

いて学ぶこと、そしてそのための教育が大切

であることが語られました。次回はいよいよ

1960 年の日本を揺るがした大闘争の話に入

ります。 

 

三池闘争 60年シンポジウム in関西 

炭じん爆発と高次脳機能障害 

～今に続く闘い～ 

◇ 10 月 17 日（土）10：00～17：30 

◇ 阿倍野区民センター・小ホール 

◇ 資料費 1,000円 

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 
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「ウリハッキョ？」～朝鮮民族学校への教育差別～ 

 

 米ミネソタ州ミネアポリスで、アフリカ系のジョージ・フロイドさんが白人警官に首を膝で押

さえつけられ死亡した事件に端を発した人種差別に反対する運動が全世界に広がっています。  

 日本ではとりわけ在日コリアンに対する差別的な言論や政策がまかり通っています。日本と

いう国は、その地域に住む全ての人のための国でなければならないと思います。朝鮮高校を授

業料無償化の対象からはずす差別政策の前回記事に続き、今回は教育について伺いました。 

 

 私たちは学校のことを朝鮮学校とも民族

学校とも言いません。ウリハッキョと言いま

す。ウリは私たち、ハッキョは学校です。私

たちとは何を指すのか？在日コリアンです。

そこでの教育の基本はウリマイの勉強です。 

マイは言葉です。朝鮮語とも言いませんし、

韓国語とも言いません。その根底には南北も

関係無く、国籍も関係無く、コリアにルーツ

を持つ全ての子ども達が学べるのがウリマ

イ教育です。全ての生徒がコリア語を読み書

き話すことができるようになります。 

 母国語教育、イマージョン教育と言いまし

ょうか、住んでいるところの言語と自分のル

ーツとなる国の二言語を併用して語学以外

の教科も学ぶ。さらに英語も加えた３カ国語

を用い国際人を育てる教育をしています。 

 朝鮮語も平壌とソウルでは違いますし、日

本では日本語の上に朝鮮語を重ねているの

で違っています。しかしウリハッキョで学ん

だ人は７月に修学旅行で平壌に行っても向

こうの人と普通にコミュニケーションでき

るし、８月に家族でソウルに行っても普通に

喋れます。 

 

 ウリハッキョでは日本の大学受験をする

人も多いので受験のための勉強も当然しま

すが、それよりも発表力、コミュニケーショ

ン能力を重視しています。民族性と実践力と

協調性が教育の根本です。 

 英語教育も力を入れているので、我々の学

校にイギリス人やアメリカ人の英語の講師

がいらっしゃるんですけれど、そのかたに聞

くとウリハッキョの授業は日本の学校より

欧米の学校に近いと言われました。 

話を伺ってみて、画一的ではない教育環境

を作り出している「ウリハッキョ」教育が存

在することを誇りに思いました。 

  

コロナ禍、祇園祭の中止が話題

になりました。中止になったのは、

山鉾巡行で祇園祭りの神輿渡御ではありません。祭の起源は貞観５年（９世

紀末）、神泉苑で疫病の収束のため牛頭天王を祀り、６６本の鉾を立てたの

が始まりのようですが、その後、八坂神社（感神院祇園社）が延暦寺の末寺

として成立し祇園祭は牛頭天王（素戔嗚尊）、少将井（櫛稲田姫）、八王子

のご一家の三神輿が巡行するものとなりました。中止になった山鉾巡行は室

町期に下京の町衆がその威勢を示そうと始めたものです。 

大阪歴史探訪④ 

連 載 
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今回のコロナ禍による事業の自粛で多くの方がダメ

ージを受けています。私たち劇場やイベントなどでフリ

ーランスの裏方＝舞台スタッフとして働く者の多くも仕

事がなくなり収入が激減しました。 

 こうした状況に国は裏方を含む個人事業主・フリーラ

ンスにも持続化給付金を出すことになり、多くの裏方が

給付を受け危機的状況を一時的に凌ぐことが出来ました。 

 しかし大規模イベントに自粛要請が出されたのが２月末で、劇場および大規模イベントの再開

は８月以降、それも入場者を定員の50%にするなどの条件がついているため催しは激減したままです。 

 その間も裏方の収入がほとんどない状況が続くわけで、そうした先の見えない不安定な状況

に、兵庫県の照明家 S 氏が先頭に立ち、署名活動で 14000 近い数を集め、それを持って都府県、

国会へ、さらなる資金援助を求め陳情活動を行いました。 

 その活動により裏方の認知も進み、各自治体も別

途給付などに取り組み始めました。 

私の仕事の多くを占めているバレエを始め舞踊界

は、この新型コロナ感染症の拡大によるバレエ教室

への休業要請や公演の自粛要請、劇場の閉鎖はバレ

エ等舞踊界に限らず実演芸術に携わる私たちを窮地

に追いやっています。特に舞台の出演料を主な収入

源としているダンサーにとって、劇場の閉鎖が長引

くことは死活問題になっています。それを打開する

ため署名を集めました。1 週間で 700 筆近く集まり、それを持って陳情活動を行いました。 

 緊急事態宣言や休業要請が解除され始めましたが、劇場の再開は８月でそれも条件付きです。

コロナ禍の長期化を想定した政府による「新しい生活様式」が提案されています。その中の「三

密を避ける」ことが、バレエなど舞踊だけでなくオペラ、演劇やコンサートなど舞台上で演じ

る芸術に経済面だけでない非常に悪影響を及ぼします。 

 人は好意を持てば近づき、嫌悪すれば離れる。これが古来より人類共通の本質的な行動です。

それを基準に多くの芸術作品は表現されています。この提案は人類史的にも重大な影響のある

ことなのです。それがウイルスの蔓延を防げたとしても人間同士が近づくことに嫌悪を催すマイン

ドが生まれることは絶対に避けねばなりません。 

 そのためバレエ関係者と長尾秀樹衆議院議員、野々上愛、山田けんた両大阪府議会議員、関口正

人兵庫県会議員と面談し署名を持って実情を訴えました。 

長尾議員は文化庁に話を持ちかけ、文化庁も「新しい生活

様式」が文化芸術にそぐわないことを認識しており今後専門

家委員会と折衝すると回答し、関口県議も兵庫芸術文化セン

ターが全国に先駆けて制限を早く取り払うよう努力すると

約束してくれました。 

( 広範な国民連合・大阪事務局長 舞台監督 澁谷 文孝 ) 

対コロナ対策、芸術文化守ろう 

野々上愛、山田けんた両大阪府議会議員に陳
情書を手渡す法村友井バレエ団法村圭緒氏。 

長尾秀樹衆議院議員に陳情書を手渡す法村
友井バレエ団今井泰典氏。 

関口正人兵庫県議会議員に陳情書を手
渡す法村圭緒氏。 
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前回のコラムでは、結びに「次回のなみは

や発行時にはコロナ収束に向かっていますよ

うに」としていましたが、国民の自助努力に

より、関西に限っては収束の兆しが見えます。     

今回のコロナ感染拡大防止策である自粛生

活の影響で、シングル世帯や低所得世帯の多

くは非正規雇用のため、収入が大幅に減って

しまったり、休校でも子どもだけで留守番を

させ、親は仕方なく働きに出たりといった事

態がありました。 

 

 

 

イギリス政府は、保護者が医療や介護、警

察、消防、保育分野などに従事する家庭の子

どもだけではなく、児童虐待が認められる等

の要支援家庭のケースも学校で受け入れ、学

校給食が用意できない場合でも、学校が食べ

物を買えるカードを配布するなど、子どもや

若者の命を守る取り組みを準備した上で休校

を決定しました。 

翻って、日本政府の一斉休校は、授業日数

をどう確保するかを苦心するばかり。教育委

員会や文科省は、給食がないと食事を摂るこ

とができないといった状況にある児童がいる

ということにまで配慮できなかった。 

また、長引く外出自粛と収入減によるイラ

イラからＤＶ（家庭内暴力）の増加、「自分

のバイト代がなくなり生活費が足りず、退学

を考えている」という高校生からの切実な声。

このような深刻な相談が、貧困家庭を支援す

るＮＰＯ団体に続々と寄せられています。 

 

長期戦のコロナ 

万人守る政策を 

 

こうした母子家庭や低所得の子育て世帯を

いかに支えるのか。コロナウイルス感染症に

関する緊急対応策の第二弾は、長期戦が見込

まれる第二派に備えて、アベノマスクにサー

ビスデザイン協議会等、税金の無駄遣いばか

りでお粗末だった第一弾よりは、子どもたち

の暮らしを守れる内容になるよう、私たちは

安倍政権の動きをさらに監視していく必要が

あります。 

 

 

令和世代の子育てばなし④ 
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 

箕面市長および箕面市議会議員選挙は８

月 16 日告示同 23 日投票。現職の中西と
も子議員と増田京子議員（共に無所属）
は以前より広範な国民連合の活動にご協
力頂いています。是非応援をお願いします。 

危険！！除草剤「ラウンドアップ」 
～元農水大臣山田正彦氏から警鐘～ 

モンサント社バイエルはラウンドアッ
プの発ガン性が分かって隠していたとの
訴えに対し、１兆 1600 億円で米国の
125000 人の原告と和解した。つまり発ガ

ン性を認めたわけである。 

 このような危険なものが日本ではホー
ムセンターや園芸用品店の店頭に普通に
売られている。これから夏で雑草の生え
る時期です。注意してください。なお他
の除草剤でも有機塩素化合物が使用され
ているものが見受けられます。こちらも
安全の保証はありません。 

次号は、10 月１日発行予定です。 


