月刊『日本の進路』号外・大阪版 第６号 2021 年 1 月 10 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

日本の進路・大阪版

月刊『日本の進路』号外・大阪版 第６号
2021 年 1 月発行（毎月１回、１日発行）
１部 100 円（会費に含まれます）
発行人 加藤 毅
発行所 自主･平和･民主のための広範な国民連合
〒212-0011 川崎市幸区幸町 4-8 青柳ビル 2Ｆ
電話 044-511-0427 FAX 044-541-2066

厳しい寒波に見舞われ、コロナ禍も広がる内外ともに厳しい状況の中
で新しい年を迎えました。私たちは、大阪府内で日々人々の命を守り、
社会の平和と生活や営業の向上のために闘い続けておられるみな様方
に感動と連帯のごあいさつを申し上げます。
この間、企業家や学者が資本主義は限界であると発言しています。限
界だからと言って莫大な財政赤字や環境破壊を自分たちで処理するのではなく、労働者や未来
にそのつけを回そうとしているのです。それに対し私たち労働者は団結して闘うしかないのです。
私たちは、いかなる困難な状況のもとでも、少し背伸びして広くスクラムを組んで、この時代
に向かい合って闘うみな様と共に働くことを決意しております。
ここで、今年の広範な国民連合・大阪の主な課題について述べさせていただきます。
（第一）「第 17 回全国地方議員交流研修会」を開催する。
昨年は大阪開催予定でしたがコロナ禍の影響で延期を余儀なくされました。全国事務局から
も打診があり、今年こそは、色々工夫して是非大阪で開催したいと考えています。
菅政権は、コロナ対策にしても行き当たりばったりの対策で、早くも支持率は下り坂です。安
倍政権の「地方創生」などの政策は地方を分断・衰退させ、引き継ぐ菅政権もコロナ禍の中で更
に中小企業や地方銀行の再編淘汰が行われ地域経済の混乱を招いています。
この状況下で全国の地方自治体の議員は、顕著化した身近な課題での闘いを余儀なくされて
います。地域独自の深刻な課題、全国共通の課題に対して立場を超えた情報共有と共闘が求めら
れています。
多くの地方議員が結集すれば大阪維新の会が進めている政治の実態、全国の地方自治の問題
点を明らかにし、政府を動かす力になるはずです。
（第二）に大阪維新の政治を終わらせ府民の生存権を守る。
昨年 11 月の「大阪市を廃止し特別区を設置することについての住民投票」は府民の闘いによ
り拒否されました。しかし維新の吉村・松井の政治は府市一元化条例やカジノ、万博と手を変え
品を変え菅政権を補完しながら府民の生存権を脅かしています。府民にその事を広めて反対し
ていきます。
（第三）に「東アジア不戦」の提言を支持し広める活動に取り組みます。
西原春夫早稲田大学総長や瀬戸内寂聴氏はじめ各界長老のみなさんが「東アジア不戦」の提言
（日本の進路 10 月号掲載）をされました。元内閣総理大臣の福田康夫氏も支持され賛同されて
います。
曰く「台頭する中国と危機感を持ったアメリカ、課題は米中に戦争をさせないこと」
この提言は我が国の将来にとって大変重要であり、広範な国民連合では全国的に支持すること
にしました。大阪でも支持し広める活動を進めます。
自主・平和・民主のための広範な国民連合・大阪
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各界からの新春メッセージ
あけましておめでとうございます。
コロナ禍の中で、ライフワークの変革を求められ、社会の有様も大変変わ
りました。
昨年は、大阪市廃止特別区設置の住民投票は反対多数となり大阪市の存続
が決まりました。
基礎自治体、政令指定都市大阪市が市民の力で守られたことを嬉しく思っ
ています。
市民参加の大阪の未来を議論し提案をしていかなければなりません。
アメリカ大統領選挙では、対立を生んできたトランプ大統領から、人権施策を進め団結を唱え
るバイデン氏へ、これからのアメリカが楽しみです。
日本では安倍総理から菅総理へバトンが移され、コロナ対策と経済対策の両立・5Ｇ時代を見
越したデジタル庁・温室効果ガスの排出をゼロに・自由で開かれたインド太平洋の実現・核兵器
禁止条約への署名・批准など改革を進める政治に期待をしたい。
今年もよろしくお願いします。
前八尾市長 田中誠太
新年あけましておめでとうございます。昨年はコロナ禍の中、ブレーキとア
クセルを一緒に踏むような対応に終始した自「公」連立政権や大阪の維新政
権の無策もあり、日本列島は激しい第三波に襲われています。一刻も早い政
権の交代に向け、今年は勝負の年となります。
「売国・戦争経済推進・情報隠蔽体質で非民主的な統治」の自「公」政権
に代わる「自主・平和・民主のための」広範な国民連合、という名称に、時
代が追いついてきたことをあらためて実感しています。
私も全力でたたかいます。本年もどうぞよろしくお願いします。
衆議院議員 森山 浩行

新年明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりありが
とうございました。心より御礼申し上げますとともに、広範な国民連合・大阪
が、様々な課題にご奮闘いただいていることに敬意を表するしだいです。皆
様方の声を国政に反映すべくとりくんでまいります。
さて、本年は、いよいよ政権交代をかけた決戦の年です。国民に寄り添い支
え合う社会を実現するため、なんとしても現政権に終止符を打たなければな
りません。私、長尾秀樹も全力で闘う決意です。これまで以上のご支持ご支援
をよろしくお願い申し上げます。
結びに、皆さま方のご健康ご多幸、そして、貴組織のさらなる飛躍・発展を祈念して年頭のご
挨拶といたします。
衆議院議員 長尾 秀樹
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新年おめでとうございます。大阪では旧年、新型コロナウイルス対策やその渦中での大阪市廃
止住民投票の反対運動に奔走いたしました。また、景気の悪化に伴って、立場の弱い非正規社員
等が休業や雇い止めを強いられる等、雇用形態に係る問題も露見しました。本年は丑年です。牛
は古来より農業等において人の生活を支えてきました。支え合いの大切さを
共有し、必要な人が必要な時に、必要な福祉を受けられるような制度構築に
努めましょう。
新型コロナウイルスのワクチンの見込みが出てきましたが、未だ予断を許
しません。皆様におかれましては、健やかな一年となりますよう祈念いたし
まして年頭のご挨拶とさせていただきます。本年もよろしくお願いいたします。
大阪府議会議員 山田 けんた
新年あけましておめでとうございます。
昨年は新型コロナの流行により、仕事も日常生活も今までとは違う形を強
いられ、ストレスを感じる方々が多かったのではないでしょうか。本年が皆
様にとって幸せな年となるようお祈り申し上げます。
新型コロナへの対応で国政も地方行政も大きく混乱し、政治家や官僚の対
応能力や政治姿勢が炙り出されることになりました。PCR 検査体制の拡充な
ど一部の首長たちが獅子奮迅の活躍を示す一方、自分たちの政治基盤の維持
のため、また支援団体への利益誘導のための政治が展開されることも目立ち、国民の暮らしや生
命を守るという最も重要な政治の役割がないがしろにされているという現状を多くの市民が目
の当たりにしました。
そうした政治を前に、市民が絶望感を抱いてしまわないよう、希望溢れる選択肢を我々は示
す必要があります。2021 年が新たな政治の幕開けとなるよう、ともに切磋琢磨してまいりましょう。
吹田市議会議員 馬場 慶次郎

あけましておめでとうございます。堺市議会議員のふちがみ猛志です。
昨年は、コロナに始まり、コロナに終わった感のある 1 年でした。政治もコロナに翻弄され
続けました。国政では、10 万円給付のドタバタ劇、アベノマスク、GoTo キャンペーンの実施
と停止、大阪ではコロナ禍で強行された大阪市廃止分割の住民投票、世界ではコロナを甘く見
たトランプ大統領の敗北等々、コロナが時の権力者たちの危機管理の甘さや、国民不在の姿勢
を炙り出したようにも思えます。2021 年は、コロナの終息を願うのはもちろんのこと、そうし
た政治を一新する年にしなければなりません。今年中に実施される解散総
選挙は、まさにその千載一遇のチャンスでもあります。安倍政権から菅政
権に代わったものの、一貫して続く、自・公・維による「今だけ、金だ
け、自分たちだけ」の政治に終止符を打たねばなりません。党派を超え、
広範な国民・市民の大同団結のもと、政治を私たちのもとに取り戻そうで
はありませんか。私も微力ではありますが、地方からそのうねりを起こせ
るよう頑張って参ります。どうか本年もよろしくお願いします。
堺市議会議員 渕上 猛志
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明けましておめでとうございます。
昨夏はコロナと酷暑のなか、草の根の支援により５期目の議会に送り出していただきました。
初心を忘れずに、生きづらい社会を変えていくために力を尽くしてまいります。
さて、市議選と同時に行われた市長選挙では箕面市政初の維新市長が誕生。昨年１１月下旬に
は、コロナ禍を理由に緊縮財政を煽り、アウトソーシングや公共施設の民営化策などの「新改革
プラン（素案）」が提案されました。公立の保育所・幼稚園や市立病院等の
民営化、健全運営の国際交流協会など、外郭団体（公益財団法人）の統廃合
をはじめ、「改革」という名の改悪策がほとんどの市民が知らないうちに強
行されようとしています。一方で、開発は進めるという維新流の政策を認め
るわけにはいきません。今、何よりも行政が行うべきは、コロナ禍で疲弊す
る市民への支援策を講じることであるはず。市民と協働し、この危機を乗り
越えるために全力で臨みます。
箕面市議会議員 中西 智子

新年あけましておめでとうございます。朝鮮総聯大阪府本部を代表して、心から新年の連帯
のご挨拶を送ります。昨年の朝鮮半島情勢は、朝米、南北、朝日関係ともに停滞を余儀なくさ
れました。これは決して新型コロナ感染拡大のせいではありません。
停滞悪化の責任は全的に米日側にあります。朝鮮民主主義人民共和国は新年の朝鮮労働党第 8
回党大会で新たな関係打開の方策と国家経済発展５カ年計画を明確に指し示すでしょう。
日米の首脳が交代しましたが、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、私たちは、さらに原則的な立場をつらぬき、根本問題を解決してゆかなければな
りません。とりわけ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であり、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
題であると考えます。過去の歴史を隠蔽し、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、朝鮮学校への露骨な差別をあおり、私たち在日
朝鮮人への迫害を強めていますが、このようなことは決して許されるものではありません。
私たちは本年も日本の多くの皆様の変わらぬご支援、ご協力を期待するとともに、朝日関係改
善と差別のない社会の実現に向けた闘いにおいて皆様と連帯してゆく所存です。
皆様のご健勝とご多幸を心より祈念いたします。ともに頑張りましょう。
在日本朝鮮人総聯合会

大阪府本部

委員長

夫永旭

「なみはや」読者の皆様、新年あけましておめでとうございます。
昨年は、世界的に新型コロナウイルスの感染拡大によって人の往来の制限、経済不況という厳
しい年でした。2021 年は新型コロナ感染拡大に歯止めをかけ、日常生活を取り戻していかなく
てはなりません。2021 年に入り、文在寅政権の任期も少なくなりました。キャンドル革命によ
って誕生した文政権は、キャンドル精神と金正恩国務委員長と交わした「板門店宣言」などの南
北合意の精神に立ち返り、停滞している南北の和解・協力に向けた具体的政策を進める必要があ
ります。今年は朝鮮半島の平和統一、東アジアの平和実現に向けて大きな前進をかち取っていき
ましよう。そのために韓統連大阪本部は皆さんと固く連帯して闘っていきます。
今年も、よろしくお願いします。
韓統連大阪本部事務局長 崔誠一
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連

載

大阪歴史探訪⑥
西川 たけお
（広範な国民連合・大阪運営委員）

昨年、吹田市の市民団体「世代をこえて考える戦争と平
和展実行委員会」が「吹田の戦争遺跡をめぐる」という冊子
を発行した。吹田市市制 80 年市民提案事業の一つだ。執筆
者の塚崎昌之さんが平和記念資料室（現資料館）で連載し
ていたものをもとに、新しい写真なども補充し完成させた。
軍事工場の疎開、地下弾薬庫の存在、ケシ栽培の軍事利
用などあまり知られていない事実も多く含まれている。
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三池闘争６０年シンポジウム in 関西
シンポジウム実行委員
「炭塵爆発と高次脳機能障害―今に続く闘
い―」を副題に大阪阿倍野区民センターで開
催されたシンポには 305 人が参集した。赤字
がでない 150 人参加を！と檄をとばしたの
は実行委員長の元・三池労組書記次長の立山
寿幸氏、それを受けた事務局の野口茂氏と大
津留求氏も奮闘、その成果であった。つぎに
すすむ活力ももたらす集いになり得た。

天理大学・近藤雄二
する棄民国策を朝鮮人の徴用・強制連行その
暴力支配を含めて報告、労働弁護士の上原康
夫氏は、労働訴訟が激増するが労働争議が激
減する現実から、「三池闘争と労働運動」か
ら学ぶことは格差是正と連帯、そのために職
場での闘いとストライキが必要と指摘した。
高次脳機能障害の三池炭鉱夫の父を題材
とした絵本「海底の紙ひこうき」を作者の東
川絹子さんが朗読後、廃止された大牟田労災
病院(現・大牟田吉野病院)で今も入院・療養
する 8 人の三池 CO 患者を守ることを中心課
題に掲げる労働組合の伊藤憲一書記長が現
状報告、その吉野病院を「高次機能脳障害の
研究・治療センター」にする必要性を山口研
一郎医師が説いた。最後は、現地で炭塵爆発
死亡者 458 人の慰霊碑設置(11/9 除幕式)に
取り組む芳川勝氏の活動と要請を受け、本シ
ンポジウム「決議文」を読み上げた。

（写真：立山寿幸氏）
シンポは、三池炭鉱出身の父をもつ TV 局
キャスターとして勤務する娘を主人公にし
た映画「ひだるか」(港健二郎監督、2005 年
制作)の上映。港監督と主演女優の岡本美沙
さんも準備会から参加し、当日は二人トーク
を展開。立山氏は、「なぜいま三池闘争なの
か」と題し、闘争を通して「誰が敵かを知っ
た」など、現代の労働運動に継承すべきメッ
セージを残した。

決議文は、三井鉱山の継承会社、日本コー
クス工業(株)が 57 年間拒否しつづける責任
表明と被害者への謝罪の要求、大牟田労災病
院廃止時に国が高次機能脳障害の中核的医
療機関にするとした確認書の即時履行の要
求、そして交通事故など全国に 60 万人いる
高次機能脳障害患者の中核的医療機関を全
国に設置する要求、これら要求を確認して閉
会した。

（写真：港監督と岡本美沙さん）
編集者・中西徹氏は「日本帝国主義と炭鉱
史」を掲げ、明治維新政府以降、今日に継承

現代に引き継ぐ三池闘争、CO 中毒後遺症の
運動課題を浮かびあがらせた集いになった。
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三池を問い直すスタディツアーを開催
三池６０実行委員会事務局

野口

隆

三池闘争 60 年シンポジウムｉｎ関西が 10
月 17 日に開催されましたが、関連行事とし
て 11 月８～９日三池炭鉱スタディツアーと
三川抗炭塵爆発慰霊碑除幕式への参加を実
施してきました。三池労組元書記次長の立山
寿幸さんを中心に８名の参加でした。

はじまり朝鮮人・中国人の徴用や強制労働
そして与論島の人々移住労働、パターン作
戦での捕虜労働等いかに多くの民衆を犠牲
にしてきたのかを知ることができました。

スタディツアーは、現地・大牟田の炭鉱と
人権の会・城野先生のグループの案内により
【８日】１・米の山病院(荒木栄記念碑) →
２・宮浦抗跡(中国人殉難慰霊碑悲しみは国
境を越えここに眠る) → ３・笹林公園の
石炭創業記念碑・爆発赤痢記念碑→ ４・三
池集治監(囚人労働のはじまり) → ５・宮
原抗跡(囚人を使役) → ６・解脱塔(囚人
の遺体を投げ捨てた井戸）７・馬渡社宅跡(望
郷と墳怒の叫び)→８・成田山大勝寺(久保清
さんの墓に献花) →９・一の浦囚人墓地(番
号が刻まれた墓に献花)。【９日】１・甘木公
園徴用犠牲者慰霊碑(ウ・パングンさんの話)
→ ２・石炭記念館→ ３・三池港(石炭積
み出しの歴史)→４・万田坑跡(中国人労働者
火災発生の為生き埋め犠牲に)という行程で
した。
このスタディツアーを通じて、明治維新
国家が戦争遂行のために三井という独占企
業を太らせ、石炭を掘るために囚人労働に

炭じん爆発４５８名全ての犠牲者の名前
を刻んだ慰霊碑の除幕式は、11 月 9 日１4
時より事故のあった三川抗跡地で開催され
ました。今まで三池労組と新労組の対立が
ありましたが、今回の慰霊碑建立は芳川勝
さん（三川坑に慰霊碑を建てる会・会長）
をはじめとする多くの方々のご尽力により
統一した形で実現しました。九州・福岡の
各マスコミにも大きく報道されました。
毎日新聞に掲載された立山さんのインタ
ビューでは、「この日が来るまで長すぎた
が、慰霊碑ができたのは分断がなくなった
象徴。区切りができた」とあるように、非
常に大きな意義を持つ慰霊碑建立の取り組
みでした。
12 月 26 日には大阪市内で報告会を行い、
高次脳機能障害と炭じん爆発を結び付ける
映画の制作や大牟田吉野病院を存続させ高
次脳機能障害治療の中核センターにしてい
く運動を強めようと再確認しました。

慰霊碑の除幕式参加

≪シンポジウム参加者の感想≫
三池闘争について色々考えさせられる一年
であった。大闘争であったが、立山さんは「負
けた」と語った「だからその後は過酷であっ
た」と。その後多くの闘いがあったが、近年
の労働運動の衰退とともに労働者の権利は
次々と奪われてしまった。妥協ではない本当
の勝利、次の社会体制を目指す必要性を感じた。

11･9 慰霊碑除幕式に 200 人超参加（三川坑跡）
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令和世代の子育てばなし⑥
西谷 知美
（子育て支援団体 ＮＰＯ法人ワーキングマム代表）

新型コロナウイルス拡大により、世界が急
激に変わってしまった２０２０年。政治、経
済、スポーツ、文化・・・影響を受けなかっ
たものは何ひとつ見当たらない。世界中が混
乱に陥り、この脅威に対し、万能薬のような
解決策はなく、ワクチンが普及するまでは小
さなことの積み重ね（自分が感染しないこと、
人に感染させないこと）を実践するしかあり
ません。

いと分析されているので、妥当な判断といえ
ます。
長引くコロナ禍
貧困対策求める
ユニセフが高所得国４１か国を対象に、コ
ロナの流行による子どもへの経済的影響に
関する分析結果をまとめたところ、日本でも、
今後５年間は子どもの貧困が増加し、コロナ
禍前よりも厳しい状況が続くと予測してい
る。２０１８年の時点で１８歳未満の子ども
の貧困率が７人に１人とされ、先進国の中で
は米国、イタリアに次いで高い割合の日本。
特にひとり親家庭（特に母子家庭）は非正規
雇用が多く、離職に追い込まれるケースが増
えており、今後の課題はコロナ禍が長引くこ
とに備えたサポートであり、所得支援や食
費・光熱費の支給、
家賃支援など、子
どもの貧困対策と
して必要な支援に
迅速に取り組むこ
とを政府に求めた
いですね。

東京都で千人超え
教育活動は制限せず
年末の３１日に東京都では、一日の感染者
が１３３７人とついに千人を超え、日本中が
衝撃を受けましたが、政府の対応は鈍く、明
けて一週間後の１月７日に、４都県を対象と
した緊急事態宣言を発令することが決定（１
月５日時点）。ただし、前回の緊急事態宣言
による一斉休校と違い、これ以上、授業時間
を削ることができないという事実があるに
せよ、給食がないと食事もままならない状況
にある児童がいるということにも配慮され
たのか、文部科学省は小中高校や大学の教育
活動は制限しない方針とのことで、厚生労働
省も原則として保育園に休園は求めないと
報道があり、その点は安心しました。実際、
学校内感染は少なく、若年層は重症化しにく
編集後記：
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