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大阪で開催される予定だった全国地方議員交流研修会は、収まらないコロナ禍のため

オンラインでの開催となりました。仕方がなくこのような形になったとはいえ、オンラ

インならば全国どこでも参加でき、大阪に集まるより多くの地方議員の参加が期待でき

ます。 

今回は 8 月 10 日、１日だけの開催で、３つのパートに分かれています。 

第 1 部はコロナ問題。コロナ禍で顕在化された様々な問題を各地の地方議員の取り組

みから学びます。 

第 2 部に毎回取り上げている「日本の進路」の問題で、特に米中対立は世界中を巻き込

む大混乱になる恐れが出て来ました。その時アメリカのお先棒を担いでいるだけで日本の

将来は大丈夫でしょうか？ 

第 3 部は昨年大阪で開催予定だったこともあり、「維新府政の検証」です。コロナ対策

では当初マスコミにもてはやされ、全国的にも人気の高かった吉村知事。しかし今年に入

ってコロナによる死者が全国一位となるなど最悪な状況に陥ってしまいました。なぜそ

うなったのか、１３年におよぶ維新府政を検証します。 

最近のコロナ対策やオリンピック開催に向けてのごたごたは、菅自民党政権の体たら

くというより、日本の政治体制自体が崩壊してきたと思えるのです。いわばこのような政

治の劣化をリセットなければならない状況なのです。まさにグレートリセットの時です。 

それを断行するために強いリーダーシップ、カリスマの登場を期待するのではなく、市

民一人一人の実際から学ぶことが大切ではないか思います。そうした市民と一番近いと

ころで政治に携わる地方議員の役割は大きいと思います。 

 是非オンライン参加をお願いします。特に第 3 部は大阪の地方議員の方が多数参加し

ます。応援お願いします。（２～３面に、第３部を主宰する議員や報告者のメッセージを

掲載しております）     自主・平和・民主のための広範な国民連合・大阪 事務局 

 

 

 
国民連合・大阪 Websiteがリニューアル！ ⇒ https://kokuminrengo-osaka.com 
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日本の進路・大阪版 

第１７回 全国地方議員交流研修会はオンラインで開催！ 
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▷▷▷ 大阪から民主主義を守ろう 

「大阪ほんまきついんです！」私は大阪府議会議員とし

て、大阪府政を最も身近に見ています。「大阪の政治行

政がいかに酷いか」それを届けられていないのは私達政

治家の責任でもあります。しかし、吉村知事の巧みなメ

ディア露出により、政治から遠い人、つまり大衆の大阪

維新の会の支持は依然高いままです。 

 大阪府議会は議会の過半数が大阪維新の会に占められ、

大阪市も公明党と合わせて過半数に至っています。結果、

議会は機能不全に陥っており、大阪府市の 2020 年度の補

正予算の専決処分額はダントツで全国 1位 2位、合計 1兆円を超えました。未曾有のコロナ

禍で、議会の働きが求められる中、議会開催は縮小されています。 

 そして今、7月のオリンピックを控え、大阪府の緊急事態宣言は解除されました。しかし、

医療体制は十分ではなく、オリンピックによる感染拡大に耐えられる状況ではありません。

また、地元飲食店等は緊急事態宣言の上げ下げや直前に発表される複雑な要請や支援制度に

振り回されています。 

 全国地方議員交流会では、是非このような惨憺たる大阪の現状やその原因をお伝えし、大

阪を中心に広がる民主主義の危機感を全国の皆様と共有いただきたいと思います。 

頑張ります！              第３部座長 大阪府議会議員 山田けんた 

 

▷▷▷ 未来を切り開く契機に 

まずは 17回を数えることになったこの会を、これまで

支えてこられた皆様方に心から敬意を表します。 

私は今回初めてこの交流会に参加させて頂くこととなり

ました。とりわけ無所属で活動している地方議員にとって

は、こうして全国と繋がることができる機会は大変貴重で

す。「地方の時代」と言われて久しいわけですが、大阪の

地方政治に身を置いておりますと、残念ながら悪しき政治

の流れを、大阪という一地方が先陣を切って作り上げ、国

を先導しているようにすら感じます。行き過ぎた新自由主

義、公共の切り売り、教育の政治支配、チェック機能を失ったメディア・・と挙げればキ

リがありません。ある地方での出来事は、国や他の地方の未来予想図なのかもしれませ

ん。 

今回は大阪のコロナ対策の失敗が、1つのテーマにもなっています。地方議員同士が互

いの失敗と成功を学び合い、そして国の進むべき未来を切り拓いていけるよう、この交流

会が 1つの契機となることを願っています。 

共に素晴らしい会にしていきましょう。 

                            堺市議会議員 ふちがみ猛志 
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▷▷▷ 府民に寄り添う大阪府政を 

コロナ禍の中で行政のあり方が改めて問われている。和歌山

県では病院でクラスターが発生した際、厚労省の方針を超えて

広範に PCR 検査を行い早期に押さえ込んだ。それ以降も国の

通知を地方自治体の立場から逐一検証して取組みを進めてい

る。世田谷区では施設入所者への PCR 検査をいち早く実施し、

無症状者にも多量のウイルスを持つ人がいることを明らかに

した。翻ってわが大阪では官邸の意向を先取りして緊急事態宣

言解除の前倒しを要請し第 4 派の医療崩壊ともいえる事態を

もたらした。一方で実証されてもいないイソジンの効果を突然

記者発表し現場に混乱をもたらし、市民に雨合羽の提供を呼び

かけ職員はその整理に追われた。 

 未知のウイルスに直面して試行錯誤はあるだろう。しかし今求められているのは奇をてら

った派手なパフォーマンスではない。府民に寄り添う心と行政がなすべきことを着実に実施

していく胆力を持った行政だ。そうした府政を実現するため皆さんの力を結集しよう。 

元大阪府副知事 小西 禎一 

 

▷▷▷ コロナ禍、大阪の医療崩壊と維新政治 

全国地方議員交流会が開催出来ることを、大変うれしく

思います。 

私達は、昨年の住民投票で正確な情報発信とファクトチ

ェック機能を持つプラットホーム的役割を果たすととも

に、大阪市廃止・分割は大阪市民にとってメリットがない

ことを市民と繋がりながら、「都構想に NO」「大阪市廃止

に反対」をアピールしました。 

今年 3月の「広域行政一元化条例」は、住民投票で示さ

れた市民の意見を無視するものであり、大都市制度の趣旨

に反し地方分権の流れにも逆行するものであること、6月の「事務委託規約」及び「大阪府

市共同設置局」の設置は、政令指定都市・大阪市の権限・財源を府に吸い上げるものであり、

これは簡易版「大阪都構想」であることを指摘してきました。 

大阪市・大阪府においていま行うべきことは、目先の経費削減や制度の改編ではなく、市

民の健康と暮らしを守る新たな公共を官民一体となって再構築することです。 

私達のめざす「ウィズコロナ・アフターコロナの時代にふさわしい日本・大阪」描きま

しょう。                      リアルオーサカ 代表 

                          前八尾市長     田中 誠太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部「維新府政の検証」の世話人は、山田さん、渕上さんのほかに武直

樹さん（大阪市議）、松平要さん（東大阪市議）、馬場慶次郎さん（吹田

市議）、大島淡紅子さん（兵庫県宝塚市議）が務められています。 
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「西谷の政治への思い」 

２０１１年に、子育て支援団体ワーキ

ングマムを立ち上げて、北摂エリアにお

いて、支援活動をスタートしてから１０

年が経過しました。 

 これまで、子育てに関するさまざまな

困り事(昨年のコロナ禍では、離れて暮ら

す祖父母が第二子、第三子出産時のお手

伝いに来れなくなった等)に直面した方々

をサポートしてきました。ほかにも、残

業時の預かりや病児対応など、さまざま

な事情で、近隣に頼れる親族がいない親

子さんでした。 

 このNPO活動を通じて気付きました。今

の子育てを含め、暮らしが大変になって

いる原因のひとつは、普通の市民である

私たちが政治を変えて、生活をより良く

していこうという意識の不足ではないで 

しょうか。「政治は日々の暮らしとつな

がっている」にも関わらず、遠い存在と 

して、選挙の時以外は意識できていない

ように思います。望む行政と現実とのギ 

ャップを埋める政策…保育園の整備、出

産により離職したママの再就職支援、ひ

と学級あたりの児童数などを決めるの

は、政治なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この１０年で、私たちのNPOに頼ってく

れた親子さんを、資金不足、人手不足な

どで、何度かサポートできないことがあ

りました。そこで、サポートできなかっ

た悔しさから、市政へ挑戦することを決

意しました。地域のみなさんと、ともに

考え、取り組み、市政に市民の声を反映

させる「市民自治」を育てていきたいと

思います。 

 市民に寄り添う政治を実現あうるため

に、ともに動きましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にしたに知美 さん 
摂津市議会議員選挙 

（2021年9月19日投票） 

 

国民連合・大阪 推薦予定候補者 

いのちをつなぐ 緊急「食」支援 
 

 ６月２６日（土）１０時～１２時まで、

「扇町公園」の催し広場にて、第１回目の

「いのちをつなぐ緊急「食」支援が開催さ

れ、訪れた市民に無料で食料が提供され

た。主催は同実行委員会、ふーどばんくＯ

ＳＡＫＡ。                                    

                             

２回目は ７月２４日（土）、３回目は ８月２８日（土）、いずれも１０時～１２

時、同会場で開催される。 
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「鉱山のカナリア」としての沖縄 
 

  

  イエール大学学生 西尾 慧吾 

何故日本の立憲主義･民主主義は、これほ

どまで壊されてしまったのか？ 

 

実質的な戒厳令を全国適用しうる｢重要土

地等調査規制法案｣は既に衆議院本会議を通

過し、参議院で審議中。同法案の狙いは、新

基地建設反対運動や米軍訓練監視活動など、

市民が自らの生存権を守るための取り組み

を弾圧することだ。成立すれば、思想･言論･

運動の萎縮は進み、市民は互いに対する｢潜

在的密告者｣として分断される。 

 

治安維持法を想起させる危険な法案だが、

報道の寡少と市民の無関心が悪循環を成し

ている。これでは今国会中に同法案が成立し、

日本の立憲主義･民主主義が殺されてしまう。

本気でそう危惧している。 

 

この現状を生んだ一因は、私たちが沖縄か

らの問題提起を無視し続けたことではない

だろうか。 

私は今年 3

月から、｢遺骨

土砂問題｣(防

衛省･沖縄防

衛局が、沖縄

戦戦没者の遺

骨が染み込ん

だ沖縄島南部

の土砂を辺野古新基地建設に用いる計画を

進めている問題)に関する運動に取り組んで

きた。その間一貫して感じたのは、ヤマトの

当事者意識の欠如だ。｢遺骨で基地を作るの

は、人として間違えている｣という主張は普

遍的正統性を持つと思うが、ヤマトンチュか

らは｢沖縄問題｣として等閑視される傾向が

強く、沖縄県知事が計画中止命令を出す地盤

を整えることが出来なかった。 

｢重要土地等調査規制法案｣を巡る運動も、

同じ困難に立たされている。同法案は米軍基

地･自衛隊施設周辺を特段のターゲットにし

ているので、｢沖縄いじめ｣の法案だと、現地

では抗議の声が高まっている。ヤマトとは明

白な温度差がある。 

しかし、｢遺骨土砂問題｣･｢重要土地等調査

規制法案｣は、共に｢市民の人権よりも軍事化

した政権と日米安保体制を優先する｣という

日本社会の構造が生んだ問題である。主権者

としてその構造を担うヤマトンチュは、当然

｢当事者｣だ。 

薩摩による琉球侵攻以来、日本社会は沖縄

への抑圧･差別構造を現在まで温存させてき

た。結果、沖縄は日本社会の構造矛盾が最も

早く、過酷に露呈する。裏返せば、沖縄から

の抗議の声は、日本社会の構造悪を糾弾する

｢鉱山のカナリア｣である。 

その構造悪の刃は、いつか日本全体に向け

られる。沖縄戦の先には本土決戦が見据えら

れていたし、｢重要土地調査規制法案｣は日本

中の市民運動に拡大適用可能だ。沖縄への無

知･無関心を続ければ、ヤマトンチュは国家

による人権侵害を自ら容認してしまう。 

数多の憲法違反がまかり通る現在の日本

社会は、既に｢戦時｣状態だ。言論弾圧や市民

の犠牲が現実化する前に、沖縄の声を全国に

運び続け、立憲主義･民主主義の蘇生に貢献

したい。 

 

 

 

辺野古漁港から望む辺野古新基地建設現場 

（2019 年 6 月当時） 

西尾慧吾さん 

辺野古の埋め立てに、沖縄戦の戦没者の遺骨を含む土砂を使用しないよう求める意見書は、
大阪府内では茨木市と吹田市両議会、また、奈良県議会で可決。河南町議会で可決予定です。 
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「 宙と土 」 
～食といのちを考える～長編ドキュメンタリー映画 

  

去年からのウ

ィルスで、皆様、

大変な思いをさ

れていらっしゃ

ることと、心痛

いたします。私

も、イベントが

変更など音楽家

の私たちにも大

変な世の中になりました。 

さて、私は音楽の世界から飛び出し、映画

を制作いたしております。映画音楽制作は数

本経験があり、そこから自分でも思いを伝え

てみたい・・と、短編映画は 2019 年から制

作し、そして今回は長編ドキュメンタリーに

監督として挑戦いたしております。 

 

「宙と土」という、食（消費者と生産者）

のあり方を見直し、生きづらさを感じる現在

に命あるものたちの共存を考える事を題材

にしました。滋賀県高島市で農業起業した周

山博尊さんは、DV・引きこもり・貧困などの

事情から社会で生きつらい人々が周山氏の

畑で仕事をすることで、社会への繋がりを作

り、農家への人手にも貢献できるのではと考

えています。そして、将来的には社会的弱者

を救うシェルターとしての機能も持ち、その

仕組みを『高島モデル』として農業と福祉の

連携モデルを理想として目指しておられます。 

 

私はどんなに忙しくても家で必ず料理を

作ります。これは、母の背中をみて育った私

が、やはり母のように家族のために家族を思

いながら作り、またそうして作る過程を知っ

たうえで、「食」に対する興味を家族が持つ

ように・・それと、ベタリアンという事で料

理に工夫が必要であるからかもしれませんが。 

 戦後、日本は多く持っているほうが「幸せ

監督：岡本美沙さん 
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全国世話人会議参加して        報告：長谷川 由胡（運営委員） 

 

コロナ禍で集まることもままならない中、5 月 

29 日（土）に全国世話人会議が Zoom で開催され 

ました。大阪からは北村・長谷川が参加しました。 

オンライン会議でしたが 40 名余の参加のもと、 

各県の状況や問題意識を出し合い連携が強化され 

たと感じました。 

 代表世話人の角田儀一氏・西澤清氏そして山本 

正治事務局長はともに、菅政権の無策により、コ 

ロナ禍は国民の生命の危機を招くと同時に、とり 

わけ非正規労働者、女性、ひとり親家庭、中小零細企業者、農林漁業者など多くの国

民と在日外国人の貧困化を進めたこと。東アジアの平和と安定をゆるがす米中対立の

激化とバイデン政権に追随した菅政権の中国包囲も深刻度を増している。まさに戦後

日本の経済的政治的国際的な諸矛盾は、世界に瞬く間に広がったコロナ禍にあぶりだ

され一気に激化した深刻な情勢であると提言しました。 

各県からは、コロナ感染の分析や市民の貧困の実態調査や自治体への申し入れ、農

業問題、カジノ問題、沖縄戦戦没者遺骨混入土砂採集反対など活発な活動の報告と提

案がありました。 

鈴木宣弘東大教授や嘉田由紀子参議院議員のオンライン講演会の呼びかけなど国民

連合の組織活動についても報告され、大いに参考になりました。 

大阪からは8月の全国地方議員交流研修会の経過報告をして、全国の期待を感じました。 

 

最後に福岡の代表世話人の久保山教善氏が次のように語られた。 

国民連合結成準備の会合で（91 年から 93 年頃）、スローガンの一つである「アジ

アの共生」が提案では、アジアとの、であった。今は亡き大阪世話人の樽美敏彦氏よ

り＝我々はアジアの一員として主体的にアジアの共生、を掲げるべきである＝と意見

され「と」は消された。まさに今「の」が輝いている、と。 

私も当時を思い出し考え深く決意を新たにしたところです。 

」という錯覚にとらわれ、消費するために働

き、そんな中で大切な家族と過ごす時間さえ

犠牲にしてきたようにも思います。ここで、

本来、一番大切な「食」「農」に対して見直

す機会になれば・・という思いでこの映画を

制作いたしております。 

 

2020 年 1 月からスタートしたこの映画の

撮影ですが、撮影も終え、編集作業も大詰め

を迎えております。そして、これから多くの

人に見ていただきたく、上映プロジェクトの

クラウドファンディングを立ち上げました。 

この映画には既に多くの方が携わり、私が

この映画を制作した責任をもって、多くの人

に見ていただく上映のための挑戦です。はっ

きり言って心配しかありません。 

この映画に携わった方、そしてスタッフの

みんなのために、どうしても成功しなければ

ならないという思いです。 

心に残る映画を作りたい！この思いを応

援いただければ、うれしく思います。 

どうぞよろしくお願いいたします！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集部からのお知らせ 
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 今日のメニューは豚まん、野菜たっぷりの

春雨スープ、スイカ、乳酸菌飲料。７０食のお

皿が並べられている。「開店」を待ちきれずに、

元気な男の子が３人「表西（おもにし）さん、

久しぶり！」と言って現れた。「もうちょっと

待ってや！」。 

 ここは大阪市東淀川区にある西淡路小学校

の「朝ごはんやさん」。小学校の家庭科室で、

休校日以外の月、水、金曜日の毎週３回、朝七

時半から８時半まで、米飯、パン、麺類などの

主食、惣菜、みそ汁・スープのほか、デザート、

飲み物など栄養たっぷりの朝食が一食５０円

で提供されている。 

 ４月から６月までは新型コロナ感染予防で

「閉店」していたので、今日が今年度最初の日。

さきほどの男の子たちの次に、１年生の女の

子２人がお行儀よく手を洗って、お皿を受け

取って席に座った。続々と「利用者カード」を

持った子供たちが、友達と連れ立ったり、キョ

ロキョロしながらして入ってくる。開店から

１５分もすると、家庭科室の３０席は満員と

なった。となりの中学校からも生徒５、６人と、

さらに先生たちまで「体験」に訪れ、廊下の長

机も満席となった。中学生には豚まん半分が

追加され歓声があがった。みなうまそうに、楽

しそうに、食べている。 

 この日のスタッフのおばちゃんたちは５人。

朝６時から調理、配膳の準備をし、開店からは

子どもたちの世話をやき、後片付けまで。週３

回を１４人のスタッフでこなすという。その

代表が表西弘子さんだ。「子どもたちは、朝ご

はんやさんでみんなと一緒に食べられること

が一番楽しい、という。だから貧困や家庭の事

情で朝食をとることができない子どもが来る

場所とせずに、『食べたい子は誰でもおいで』

とよびかけている」と話す。 

 今年で６年目。全国に５０００カ所ある「子

ども食堂」のなかでも、学校の中で、週３回、

朝食を提供しているのはここだけだ。評判と

なり、年々参加する子どもたちが増え、今年は

当初の倍の一日６０人に。この小学校の児童

数の３５％が一度は利用しているという。 

 朝ごはんやさん

は、厳しい社会の現

状のなかで、子ども

たちを支え、地域と

学校と家庭を結ん

でいる。 

編集後記：「ハッピー・ハイポキシア」 

コロナ感染症の症状の一つ。ハッピーは文字

通りの意味で、悪化しているにもかかわらず苦

しさを感じない状態のことである。肺が冒され

血中酸素飽和度が下がると、脳の機能も衰える

ため起きる症状で、コロナ感染症での突然死は

この場合が多いのではないか？ 

私も昨年罹患したとき、苦しくないのに即入

院とは大げさだと思っていた。しかし肺は白く

なりかけ、重症の手前まで悪化していた。自己

診断では全く分からなかったことである。 

血中酸素飽和濃度は洗濯ばさみのようなパ

ルスオキシメーターで簡単に測定でき、飽和度

が下がったとき酸素吸入など適切な処置をす

れば、多くの患者の重症化を防げたはずである。 

当初は新型の感染症だから対処方法もわか

らなかったかもしれないが、1 年半も経過して

いまだに隔離中心で適切な治療が行われない

のは、医療の問題というより政治の問題である。 

まさにコロナ感染症に対する過度な恐怖心

は政治が作り出したものだし、コロナによる死

亡は政治に殺されたようなものである。 

６月３０日記（Ｓ） 

ごはんや ん、３ヶ月ぶりに再開！ 


