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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が開催されました。 

テーマは「歴史的転換期の世界、問われる国と地方の生き方―地方自治体議員の課

題は何か？」。2021 年 8 月 10 日（火）ZOOM オンラインシステムにて行われま

した。 

■パート１ 『コロナ禍が暴く地域の諸課題、地方政治の役割』 

■パート２ 『米中激突の東アジア、問われる日本の進路』 

■パート３ 『大阪府の医療崩壊と維新政治』 

主催：全国地方議員交流研修会実行委員会（代表 中村進一・三重県議会議員） 

 

パート 3 の特集を 2～10 ページに掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

今年は第 17 回全国地方議

員交流研修会をオンライン

とはいえ実現できた。それに

評価する間もなく、自民党総

裁選、総選挙と政治日程が進

みだしました。 

コロナ禍で露呈した数多

くの問題。医療崩壊のような

直接的なものから、貧困格差

問題、働き方の変化など間接

的なことを含め社会構造の

転換が起きています。更に気

候変動、脱炭素社会の到来。米中対立による国際環境の変化、デジタル社会への転換など

産業構造社会システムの転換が必要となる状況です。 

岸田新総裁まで新自由主義の転換を語り、交流研修会実行委員会からは資本主義の限

界という発言がありました。そのような時期の総選挙にもかかわらず、マスコミは与野党

の勝敗ばかり、今までの延長線上に次の生活があるかのような幻想をふりまいています。 

「なみはや」では次の世界をどうするか論じていきたいと思います。 

自主・平和・民主のための広範な国民連合・大阪 事務局 
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 例年各地で開催されてきた全国地方議員交流研修会が、コロナ禍の8月10日にオンライン
開催されました。パート３『大阪の医療崩壊と維新政治―なぜ全国最高評価の知事が最悪
の事態を招いたのか』第１部から第３部までご報告します。 

 

第一部 維新の改革政治の現在 

>> 大阪維新の会の経緯 

はじめに、司会を務める馬場慶次郎吹田市議会議員より、表を用いて大阪維新の会の経
緯について説明がなされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2021 年 8 月 10 日現在、大阪府内（33 市 9 町 1 村）において 12 市・４町で首長に就任 

 

>> 人口当たりのコロナ死者、全国最多 

ここから、各発言を順に追ってゆきます。まずは第３部座長をつとめた山田けんた大阪府
議会議員からの発言です。 
私は民主ネット大阪府議会議員団という会派を結成しています。府議会は 88 人の定数の

ところ我が会派は 2 名で、大阪維新の会は 6 割弱を占めていて後は自民・公明です。 

大阪では毎年インフルエンザによる死者が 200 名程度でした。ところがコロナによる死者
は 2400 名を超えています。大阪では人口当たりのコロナによる死者が全国で一番多く、と
くに第３波第４波の死亡者数の増加が目立ちます。他県と単純に比較はできませんが、コロ
ナ禍の府政運営は問題だらけです。 

第３波が襲った昨年１０月ごろ、松井市長、吉村知事はコロナ対策ではなく大阪市廃止 4

つの特別区再編する住民投票に力を注いでいました。もし可決していたら、そちらに注力し
てさらにおろそかになっていたのではと空恐ろしくなります。否決後はコロナ対策に専念す
るとおもいきや、１ヶ月間の吉村市長の公務は換算すると 3 日分、松井市長は延べ 1.5 日分しか
ありません。それでやったコロナ対策は 36 万着を雨合羽 イソジンうがい薬、府の職員でも
使わないコロナ追跡システム。重症者を受け入れられないコロナ専門病院。府の職員を見回
り隊として毎日 800 人派遣するなどなど、思いつき施策のオンパレードでした。 

にもかかわらず維新の人気は衰えることを知りません。まさにお手上げ状態です。この後
報告する議員の発言をお聴きになって、全国からのご助言ご協力をお願いします。 

2008 年 1 月 橋下徹氏が府知事選で当選 

2010 年 4 月 地域政党・大阪維新の会 結党 

2011 年 4 月 統一地方選 府議会で過半数、大阪市と堺市で第 1 党に 

 11 月 ダブル選挙 橋下氏が大阪市長に、松井氏が府知事に当選 

2012 年 9 月 国政政党・日本維新の会 結成 

2015 年 5 月 「大阪都構想」住民投票で否決 橋下氏が政界引退へ 

 11 月 ダブル選挙 松井氏が府知事に、吉村氏が大阪市長に当選 

2019 年 4 月 クロス選挙で吉村氏が府知事に、松井氏が大阪市長に当選 

 6 月 堺市長選で維新の会候補が当選 

2020 年 11 月 「大阪都構想」住民投票で再び否決 
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>> 人気と対策の齟齬 

ふちがみ猛志堺市議会議員→2020年 5月の毎日新聞が行いましたコ

ロナ対策で最も評価している政治家はだれかというアンケート調査で
吉村知事は 47％と断トツの一位、それに続いて小池都知事 15％ 鈴木
北海道知事が 3 位となっている。その 7 か月後の 12 月 30 日の朝日新
聞でも同様の結果になっている。しかしこれらの自治体は人口当たり
のコロナ死者数のワースト３です。特に大阪は実数でも東京を超え、
割合では 2 倍に達している。 

飲食店の時短協力金の支給率は、6月13日の朝日新聞によると福岡県99%に達しているの

に大阪は64％と緊急事態宣言が出ている自治体の中では最下位である。本来なら暴動が起

きるような状況ですが、この7月にABCテレビの大阪市、神戸市、京都市でおこなった知

事のコロナ対策を評価するかというアン

ケート調査でも吉村知事は「評価する」

「どちらかと言えば評価する」を合わせて

65％、井戸知事は29％、西脇知事32％とい

う結果になりました。 

人気と対策の齟齬はなぜ起きているのか
探っていきたいです。 
 

>> メディア露出増、コロナ対策は後手 

山田けんた大阪府議会議員・第一部座長→渕上議員の問題提起に対し、その答えの一つ

にテレビがあります。 

吉村知事の昨年 5月のテレビ出演が 22日、35回もありました。橋下元知事もよく出演し
ています。これは他の地域には見られない状況だと思います。 

 コロナによる死者数も重症病床に入れないで亡くなった方が多いのが特徴です。深刻な問
題なのは大阪府が数字を読めないというか、定量的な基準で意思決定できていないことでは
ないかと感じている。 
 大阪府には優れた指標を設けています。それは「見張り番指標」といい、20代 30代の感
染状況を示したもので、この指標は緊急事態宣言の 1か月前に「しきい値」に達します。そ
れをもとに対策を準備できるにもかかわらず、大阪府はこれを利用せず、結果後手後手の対
策になっています。 
 解除のタイミングは早すぎます。解除して 1か月も経たないうちに「見張り番指標」の「し
きい値」を超えています。それは収束する前に解除してしまったからです。 
 吉村知事は第 4波、第 5波を予想しています。しかしその対策を取らなかった。なぜなの
でしょうか？コロナ対策として緊急事態宣言にばかり頼るのはよくありませんが、議会で対
策について提案し議論をしようとすると、維新会派から議論終結動議が出され、議論できな

い状況です。 
 これらのことはテレビには取り上げてもらえません。以上で大阪府のコロナ対策の現状の
一端が分かっていただけたのではないかと思います。 
 

>> 都構想、住民投票で否決 

武ナオキ大阪市議会議員→2回の住民投票が行われたわけですが、1回目は 70万対 69万、
2回目は 69万対 67万とどちらも誤差の範囲と言えなくもない僅差でした。住民の中に大阪
市が廃止されることが理解されて、更に廃止されて住民の皆さんにどのようなメリットがあ

都道府県別累積死者数 ワースト５ 

 死者数
（累積） 

人口 10 万人あたりの
死者数 

大阪府 2731 人 30.9 人 

東京都 2310 人 16.7 人 

北海道 1428 人 27.3 人 

兵庫県 1320 人 23.9 人 

愛知県 1012 人 13.4 人 

であ
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るのか、ないのかが伝わったからではないでしょうか。ではなぜ伝わっ
たかというと、無数の市民の皆さん、個人、グループ、団体の方がビラ
の配布など最後まであきらめることなく活動したことが大きかった。 

都構想とは広域行政を一本化することにより、二重行政を廃止し大阪
が成長しますよ、大阪市を廃止して 4 つの特別区を置き、公選区長のも
と地域に合った街づくりを進めて住民自治を拡充すると言われてきまし
た。地方自治法の定めていることとあまり違いがない。違いは大阪市を

廃止するかどうかということです。 
二重行政の弊害を無くして大阪が成長するということが浸透し、当初は聞いてくれなかっ

た。ところがコロナによって成長する云々より、日々の生活が大変で住民はそれどころでは
なくなったことも理由の一つです。 
 

>> 大阪は成長していたのか？ 

野々上愛大阪府議会議員→「大阪の成長を止めるな」というキャッチコ

ピーは浸透していますが、そもそも成長していたのかという点を大きな時
間軸でみるとどうなのだろうか？ 
オリンピックが終わり次は万博で景気浮揚だといっているが、50年前の

万博でどうなっただろうか？長期的な視点で見ると大阪は戦後いや戦前か

ら一貫して厳しい状況になっている。聞こえのいいキャッチコピーと実態の乖
離が維新政治の特徴でもある。 

大阪の行財政改革として民営化路線が進められたが、民営化でいいことがあったのか？ 
既得権益を壊すといったが、橋下氏が知事になってやったことは、まず労働組合を攻撃したの

です。それをマスコミを入れて大々的にやる大騒ぎ空騒ぎが「維新」のやり方の特徴でもある。 
その空騒ぎの最も顕著なものが「都構想」と言えるのではないか。その都構想が否決され

ると、一元化条例など次から次へと提案する。いわば劇場型政治です。これでいいのだろうか？ 
民営化にも 良い面があるのではという議論もありますが、私はレントシーク、大阪府民

の財産・富の切り売りではないかと考えています。 

維新の府政の間に医療機関や保健所の体制が脆弱になっていたことが、このコロナ禍で明
らかになりました。公立高校の廃止や地下鉄の民営化が図られました。ホームやトイレがキ
レイになったりして一見良かったように思えますが、広告宣伝であふれ、安全対策はないが
しろにされています。 
そして大阪の景気浮揚策が IRや万博といった博打のようなものに頼るものです。 
私たちは選択が迫られています。 
 

>> なぜ選挙に強いのか 

 山田けんた大阪府議会議員→その理由について考えてみると、まず選
挙制度をうまく利用したこと。その下で民主系勢力を駆逐したこと。そ
して自民党対維新の会という構図を作った。さらに彼らの得意とするレ

ッテル貼りと情報発信がうまく機能した結果だと思う。 
2011 年の統一地方選で大躍進して府議会でやったことは定数削減で

す。そして一人区が増え、第 2勢力第 3勢力だった民主系候補はことご
とく議席を失った。「停滞か成長か」「大阪を過去に戻すか、前に進め
るか」という、レッテル貼りをして二者択一を迫る方法、橋下氏の発信力と吉本興業を中心
とする関西のメディアがそれに乗っかっている。 
「既得権益打破」の維新とか吉本興業のタレント。任期途中で辞任して自分たちに有利な

時期にダブル選挙を行う。また都構想の住民投票のような有権者の耳目が集まるような選挙
を打ち込み、「成長の維新、停滞の自民」「新しい維新、既得権益の自民」を発信し、定着
させたのが維新の強さにつながっている。 
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>> 維新の会以前の大阪はどうだったのか 

 武ナオキ大阪市議会議員→維新府政への批判に対して、ではそれまでの大阪は良かったの

だろうか？ 
私は、社会福祉協議会の職員でした。大阪市は社会福祉協議会を第 2の福祉局、民生局の

ように使ってきました。現場は委託事業がどんどん増えていき、1000名の職員を抱える世界
一の規模になりました。「行政よりも行政らしい」、「役人よりも役人らしい」と皮肉を込
めて言われていた。縦割りが進み、問題が起きてもプロパーの管理職は市側の顔色を窺い、
労働組合も規定以上に働く方が悪いと取り合ってくれませんでした。 
一人暮らし高齢者のための弁当の配食サービスを市の委託事業として受け、1 日 25 食作

っていた。ある日どうしても助けてほ
しいお年寄りが出て一つ追加してほ
しい、私が調理師に頼んだところ、激
怒して作ってくれなかったのです。労
働組合との取り決めがあったかもし

れません。上司も取り合ってくれませ
んでした。このように必要数と供給数
があっていなくても、改善しようとし
ないのです。 

行政、労働組合、社協のような外郭
団体も議会も硬直化して動かない、現
場の声が届かず、私たちの知らないと
ころで物事が決まっていく。この状況
を打破したいという機運が高まって
いた。 
 

>> 教育問題 

野村育代枚方市議会議員→大阪は人権教育を重要視してきました。そして平和教育、さら
に障害のあるなしにかかわらず共に生きる共生の教育。環境問題に積極的に取り組んできまし
た。 
橋下氏が知事になって維新の教育行政は端的に言うと競争主義を持ち込んだということで
す。 
大阪府は全国学力テストの結果を公表してきました。その結果が下位であったことを知っ

た橋下知事は激怒して、学校ごとに結果を公表することにしました。それは序列化につなが
ります。それまで大阪の高校教育は共生を大事にしてきたため序列化に馴染まず、現場は混乱
しました。 
次に取り組んだのが高校の授業料無償化です。大阪では公立に合格できない人が私立に行

くという状況だったので、このことは保護者からの願いに押されたものです。そのときに知
事だった橋下氏は 3年間定員割れした高校は再編成の対象にする、つまり統廃合するといっ

て公立市立を問わず生徒の獲得競争に走らせたのです。 
次に学区を撤廃して、特色ある学校づくりとしてグローバル・リーダーズ・ハイスクール

に成績優秀者を集め、エンパワーメント・スクール高等学校を二分化してしまった。入学の
合否判定は入試と内申書ですが、内申書は相対評価なので、その尺度にす
るため中学の学力テストが重視され、そのことが中学校の緩やかではあり
ますが序列化が進んだ。今年度から小学校に「すくすくテスト」を導入し、
学校教育がテストのための学習になっているのではないかという批判が出
ています。 
維新府政による教育改革のもう一点は管理と強制の教育です。まず、い

わゆる君が代条例を制定し、教師の思想信条に関係なく強制できるように

大阪スタジオの様子 
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した。次に教育基本条例を制定し政治が教育に介入できるようにした。さらに職員基本条例
を定め、教職員は政治的な活動に参加してはならないということで、組合活動も学校内で出
来なくなりました。 

この管理強化は教職員を委縮させただけでなく、管理者によるハラスメントの温床になり、
教育現場の荒廃をもたらした。 
財政難を持ち出し教員の給与を減額しました。そのことで大阪では教員になりたいという

人が激減しています。 

維新の教育改革には子供の姿は見えてきません。子供を中心とした教育を取り戻さなけれ

ばならない。 

>> 生活は豊かになったのか？インバウンドによる幻 

松平要東大阪市会議員→製造業が不振なのは維新の政治の責任ばかりと
は言えないと思います。 
資本主義が世界的に行き詰まりを見せている側面もあります。そうした

中で日本経済を下支えしてきた。こういう時だからこそ中小零細企業に寄

り添った施策が物つくりの町大阪の行政に課せられた責務です。 
介護・福祉・環境・教育といった今後益々ニーズが高まるような分野での
「ものづくり」に転換していくため、ハード・ソフト面の支援が求められているのではないか？ 

2013 年からの維新の府政において維新府市政前に産業振興関連の予算は 9 億円余り組ま
れていたのですが、今では四分の一になった。そうした中で中小企業が廃業したり倒産した
りしている。 
 維新の支持層は東京に本社を置くような大企業に勤める中堅サラリーマン、いわば勝ち組
ではないかと考えます。そうした層が最近、町工場、高齢者や低所得層、障害を持った人に
対し自分たちの収めた税金が使われることに嫌悪を感じるようになった。こういう人たちは
自助努力ができる人で、その人たちの空気を感じ取って施策にしているのが維新政治ではな
いだろうか。まさに米国のトランプのようなポピュリズムではないだろうか。 
「大阪の成長を止めるな」の成長もインバウンドによる幻だった。県民一人当たりの総生

産は全体に減っている中で全国平均より１％ほど低く、京都や兵庫と比べても低くなってい

ます。所得においても全国平均より低い 6％位の低下率なっている。つまり大阪は成長して
いない。その証拠にカジノを持ち出している。 
カジノは負ける人がいないと勝つ人がいないという弱肉強食の新自由主義の象徴的な産業です。 
大阪は作る側も使う側、売る側も買う側も「おおきに」という文化が大阪を育ててきた。 

このまま維新に任せておくと大阪のよき文化を壊さないかという危惧を感じています。 
 

>> 維新政治の実体 

 武ナオキ大阪市議会議員→「決める政治」であるとか、敵味方に分ける「分断の政治」を、
マスコミをうまく利用して「都構想」や住民投票に現れていた新自由主義的な市場原理主義
的な政策を、「身を切る改革競争」とか「官から民へ」とか「成長を止めるな」とか、なん
でも競争や民間に任した結果が大阪の問題をより複雑化してしまっている。 

それに対して声を上げていこうとするとさらに分断が進む、選挙で維
新はこの力を強固にしている。住民投票などを繰り返すことで彼らの支
持層を組織化して、たちの悪いことに反対すれば反対するほど
分断が進み維新が力をつけていくんですよね。 

議会は多様な意見を合意形成する場なので、競争や
分断だけでない、生活保守や社会的共通資本について 

の議論をしていかなくてはならない。 

 

 



月刊『日本の進路』号外・大阪版 第９号 2021年 10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 

 

7 

 

第二部 全国の地方議員、参加者からの感想、報告 

>> 伊藤周平さん（鹿児島大学教授） 

 大阪の状況は外部から見ていてよくわからなかったのでたいへん興味深いお話でした。
維新の政治家はテレビ出演が多い、なんで今頃橋下さんがよく出てくるのか、実情がよく
わかりました。 
 維新を支持してきた人というは、自分たちは恵まれていない、公務員は恵まれている、
彼らの給料を下げてしまえというような発想で、維新政治は「ルサンチマン」、「妬み」
をうまく利用した政治だと私は思っています。トランプもそうですね。本当は維新政治で
一番被害を受けている人たちが維新を支持している、そういう逆転現象が起きているとい
うふうに思います。 
 民主主義自体がほとんど機能していない、議会が形骸化しているなかで、どうやって対
抗していけばいいか。 
 外部にいて十分よくわかりませんが、私はやはり今回の医療崩壊で起きたような現状を

もうちょっとみんなに知らせていくべきだと思います。「維新の政治が人を殺した」とい
うキャッチコピーで、少し過激に。保健所を削減し、コ
ロナで対応できなかった。４月には在宅死が一番多かっ

た。宿泊療養施設を作れ、検査体制をしっかりしろと、
まっとうな要求でちゃんと訴えていけば私は変わってく
るんじゃないかなと思います。 
 国政も維新が出て憲法改正に、カジノどころか戦争に向か
っていくかもしれない。その危機感もある。何よりも今、命
を大切にしない政治、それこそ「棄民政策」ですから。 
  

>> 大島淡紅子さん(兵庫県宝塚市議会議員） 

 7月18日の兵庫県知事選挙では、大阪府職員で、維新の推薦を受けた斉藤さんが当選しま
した。4月の宝塚市長選にはじまり、同県議補選、尼崎市議選と選挙が毎月ありましたが、
そこでも維新の勢力が伸長していました。 
 県知事選挙で斉藤さんが当選した要因は3つだと思います。一つはメディアを利用したイ
メージ選挙。維新のイメージは「刷新」、井戸前知事後継の金沢さんは「古い」イメージ
で、さらに前知事にはいわば権威主義も感じられました。二つめに井戸県政がコロナ対策
で精彩がなく県民の不満があったこと。三つめに斉藤候補は、阪神地域、都市部で多く票
をとったこと。大阪の企業に勤務する県民が多く新自由主義的な考え方が広がる素地があ
った。いわば「勝ち組」の人たちのところで多くとっている。付け加えると自民党が分裂
したことです。 
 新自由主義では「医療と教育と職の破壊」です。しっかり抗っていかなければならない
と思っています。 
 

>> 松尾ゆりさん（東京都杉並区議会議員） 

 大阪でなぜ維新が人気があるのかとてもよくわかりました。またこれだけの真面目な議
員のみなさんが維新政治に反対して頑張っていることに力を得た思いです。 
 先日の東京都議選でも蓋をあけてみると都民ファーストはそれなりに生き残りました。
小池都知事と維新はブレーンや政策、手法的にも共通するものがあると思います。 
 さきほど維新の支持者は大企業のサラリーマンが多いんじゃないかという話がありまし
た。私の区にも維新の議員がいて、地域の中小の自営業者、地域で町会だとか商店街など
で一所懸命頑張っている人が維新を熱烈に応援しています。こういう経済的に先の見えな
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い状況の中で自民党の政治ではだめ、それに代わってどこに託してくのかと言ったとき
に、残念ながら、維新とか都民ファーストというような政治勢力のところにいってしまう
んだなと思います。維新の政治、小池さんの手法をみても今後いわゆるファシズム的な色

合いも見えるのかなと思います。皆さんと連携して政治を変えていけるような活動ができ
ればいいなと思っています。 
 
 他に、松坂昌應さん（長崎県島原市議会議員）、高比良正明さん（大阪府）からもご発
言がありましたが紙面の都合で割愛させていただきます。 
 

第三部 維新政治からの脱却 

田中誠太さん（前八尾市長、「リアルオーサカ」代表）の問題提起を受けての討論 
  
馬場（司会）：コロナによって世の中は大きく変化してきています。このまま大阪維新に
大阪の舵取りを任せていいのか、日本全国に維新が広がっていっていいのか、維新にとっ

て代わるには何が必要なのか、検討していきたいと思います。 
 
田中誠太さんの問題提起（要旨）： 
大阪都構想の実現だったと思います。しかし、それは敢えて敵を

作り分断し徹底的に叩く。市民には巧みな言葉、そしてマスコミを
うまく使う。この都構想に約10年間に費やした税金は100憶円。それ
を自分たちへの支持のため使いました。 
 また「成長を止めるな」というスローガンはインバウンド頼りの
看板倒れで、その間に正規雇用の比率は全国45位、生活保護の受給
率も非常に高くなっています。高齢者の一人暮らしは43万世帯、大阪市内のひきこもりは
４万人を超えています。コロナ禍でも社会基盤の脆弱性があらわになり、死者数の増大は明
らかに人災です。命を守る府政にすべきです。 
 私は「リアルオーサカ」を立ち上げ、大阪都構想に関する正確な情報を市民に伝え、11

月の住民投票では「反対」で僅差での勝利に貢献しました。 
 しかし12月には大阪市の５つの高校を廃止し大阪府に移
管したのです。次に維新は今年の3月に「広域行政一元化
条例」を、6月には「事務委託規約」および「大阪府市共
同設置規約」を可決し、ほぼ2000億の財源が大阪市から大
阪府に移ります。 
選挙日程も自分たちのやりやすいタイミングで辞職して

選挙に持ち込む。大阪府議会、大阪市議会の定数を削減す
ることによって自分たちの議会占有議席数を高めていま

す。2年後の統一地方選挙でも定数削減で他の候補者が出にくい仕組みにして民主主義をな
いがしろにしています。 
私たち「リアルオーサカ」はウィズコロナ、アフターコロナの日本の政治、大阪の政治

を描いて「リアルビジョン」を作ります。今後続く選挙では私たちが共有する想いや願い

を形にする政治を作っていきたいと思います。 
 
渕上猛志（堺市議会議員）：都構想が潰えたため、次の選挙は
「成長か、停滞か」というようなイメージ選挙になると思いま
す。われわれとしては生活に密着した具体的な争点設定が必要
になってきます。例えばカジノの是非が大阪でも一つの争点に
なるのではありませんか？ 
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田中：大阪のこれからの経済戦略において、インバウンドだけでない取り組みとして万博
は一つの選択肢ではありますが、予算の見込みが当初1400憶円から2000億円以上に膨らん
でいます。広域行政一元化条例により大阪市からの2000億円をつぎ込む、更に足りない分

は、税金として府民、市民に押し付けると思います。カジノは本当に経済的な波及効果が
見込めるのか心配です。 
 都構想なきあとの闘いですが、維新の衆議院選挙のバラ色のマニフェストに代わる、大
阪の共通するイメージを作っていかなければなりません。 
 
今井和夫（宍粟市市議会議員）：維新は設立時の最高顧問、竹中平蔵氏の意向やマスコミ
の後押しで新自由主義的な世の中にしようとしている。維新以外の勢力がそれまでの政治
への不満を持つ層の受け皿に成り切れていないことが問題です。 
 
田中：維新はマスコミをうまく使う。当時橋下さ
んに鋭く突っ込む記者が会見場から追い出された
ため記事が書けなくなり、以降、突っ込まなくな
りました。 

 以前の府政も改革をしていました。例えば地下
鉄の民営化は平松さんが市長の時に決まったにも
かかわらず、維新が全部やったように見られてい

ませんか。 
 
畑中一成（八尾市議会議員）：府議会は一人区が
6割、この状況を見直すべきです。維新は二重行
政のムダや公務員バッシングだけでなく、子育て世代に予算をかけていますが、予算の偏
りのないバランスがとれた政治が求められています。維新の議員さんは必ずしも選挙に強
くなく、風向きが変われば我々の地道な活動で勢力挽回をしていけます。 
 
田中：二重行政の何がムダだったのかを検証することが大切です。例えば、大阪府の信用

保証協会と大阪市の保証協会が統合されましたが、大阪市の中小企業は不利益をこうむり
ました。他にも港湾事業、府立大学と市立大学の統合にはまだ問題があります。 
 それから子育て世代への支援としての保育料の一律無償化は、高所得者を優遇すること
にもなる。その予算で低所得層に減納措置をするほうが効果的で公平性が高い。 
お金の回し方は将来を含めた財源措置・財政収支を見ていかなければなりません。今コ

ロナで非常に多くの財源を国はバラまきました。このツケの支払いなど将来を想定した財
源問題を考えなければ、国家や自治体経営は成り立ちません。 

 
矢田(大学生)：維新の会は何をしたいので
すか、何を目指しているのですか？  
 
田中：彼らは自分たちが改革を提案するの
が彼らのステータスになって、市民目線で

見ているというふうには思えません。ちょ
っとパフォーマンスすぎると思っていま
す。 
 

野々上愛（大阪府議会議員）： このコロナ禍でひどい状況にした維新政治に代わる、まと
もな政治を取り戻していかなければなりません。知事選があった兵庫県でも維新の評価が
高く、外と内では見え方に違いがあり、全国の方との情報交換を通じて打開策を見つけたい。 
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田中：今日は維新政治について色々な問題点が出ました。教育、福祉医療や介護、そして
街づくり、多様な問題を「ファクトチェック」し、多くの府民の皆さんが理解をしていた
だくことが重要です。何がいいか悪いかの判断の基準はそれぞれ違います。それをゼロベ

ースで見直し、その法律を改正して国民を助けるのが政治です。 
そうした政治に皆さんが関わっていただくことが僕の願いです。 

 
山田けんた・座長の最後のまとめ 
 維新政治は、一つは新自由主義を進める、つまり弱肉強食の
世の中にしたいのだろうと思っています。たとえば府営住宅の
入居基準や、事業者の時短協力金の申請でも弱者が切り捨てら
れています。もう一つは反民主主義的なこと。議会で多数を占
め少数会派の発言権を封じています。これでは民主主義は成り
立たちません。 
この政治状況で、問題は政治とメディアともう一つは教育だ

と思っています。 
 もっともっと市民、国民の政治参画、活動が求められていま

す。ともに頑張りましょう。 
 
馬場：今日は維新政治にどう立ち向かっていくかという結論は残念ながら至りませんでし

たが、今後も議論を継続しますので、みなさんご参加をお願いします。おつかれさまでした。 
 

（文責：大阪事務局。国民連合websiteに全体の発言詳細を掲載しております。） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 未来をみつめて ～参加者の感想～         小寺 七佳（学生） 
 

当日、司会のアシスタントを見事に務め上げてくださった 
学生の小寺さんから感想を頂きましたので、ご紹介致します。 

 
先月、私は全国地方議員交流研修会に参加しました。全国各地から政治に関わる

様々な方が一堂に会して繰り広げられる講演や議論は初めて知る争点が多く、刺激的
な時間でした。 

私がこの会を通じて感じたこと、それは政治への視点を複数持つことの重要性で
す。メディアを通じて知る情報が果たしてすべてなのか。このような疑問をこの会を
通じて抱きました。メディアなどから知る一つの主張しか知らないとそれがすべてで
あり、正しいと感じてしまいます。しかし、どのような政策にお 
いても正の面、負の面はあると思います。本交流会でも現状にメ 

スを入れる課題定義が複数ありました。課題は知らないと抗議す 

ることはできません。現状の政治にどのような課題があるのか知 
り、現状の正の面、負の面、両方を理解したうえで自らの信念に 

則り行動することが必要であると強く感じる機会となりました。 

今後も現代の政治情勢に目を背けず、様々な角度から当事者と 
して見つめていきたいと思います。 

最後に、本研修会を運営していただいた皆様、講演をしていた 

だいた皆様、貴重な時間を誠にありがとうございました。 
 



月刊『日本の進路』号外・大阪版 第９号 2021年 10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 

 

11 

 

沖縄遺骨土砂問題、国の過ちを正す！  

 

                           イエール大学学生 西尾 慧吾 

沖縄戦戦没者のご遺骨が染み込んでい

る沖縄島南部の土砂を用い、国が辺野古

新基地建設を強行しようとしているとい

う｢遺骨土砂問題｣。7月には重機による整

地作業が開始、沖縄での｢墓荒らし｣は既

に進められてしまっている。 

コロナで訪沖出来ない今こそ、問題を

沖縄に押しつけているヤマトンチュがヤ

マトで抗議の声を上げるべきだ。その考

えで、私は｢遺骨で基地を作るな｣と国に

求める意見書を各地議会で採択させる運

動に取り組んできた。この原稿も、9月議

会での最後のロビイングの最中に書いて

いる。 

7月末に具

志堅さんが全

国の市町村･

都道府県議会

に意見書採択

を求める要望

書を送付され

たこともあり、ようやく採択が全国に広

まり始めた。今日までに関西では、大阪

府茨木市･吹田市･河南町･大阪市(83人中

40人が維新の議員だが、全会一致)･四條

畷市･太子町･京都府向日市･南山城村･奈

良県(6月の県議会で全会一致)･和歌山県

九度山町議会が採択を果たした。他にも

秋田県五城目町･山形県上山市･東京都国

立市･石川県内灘町･福岡県八女市などで

採択が相次ぎ、沖縄県外でも計 30以上の

自治体で採択が達成される見込みだ。 

ヤマトメディアの報道も増えてきた。

ただ、地域紙や地域面での掲載が中心

で、小自治体での採択なら記事化すらさ

れない場合もある。今にも土砂搬出が始

まりそうな沖縄の緊迫感に比べれば、ヤ

マトの関心･運動･報道は後れを取りすぎ

だ。 

沖縄島南部土砂には朝鮮半島出身者や

米兵の遺骨も染み込んでおり、｢遺骨土砂

問題｣は日本の戦後責任･植民地責任に関

わる国際問題だ。具志堅さんは｢9月議会

はまだ問題を知ってもらう段階｣とおっし

ゃったし、12月議会以降もこの問題に取

り組み続ける必要がある。 

オンライン作戦会議など、意見書採択

のためのノウハウ共有の場を拡充した

い。｢辺野古｣｢基地｣に直接言及せず、戦

没者遺骨収集推進法(超党派の議員提案に

より、2016年の国会で全会一致成立)に論

点を絞れば、大阪市でさえ全会一致が可

能だ。採択の先例をフル活用し、特に沖

縄と交流がある自治体(例えば枚方市は名

護市の友好都市、豊中市は沖縄市の兄弟

都市。名護市は既に｢遺骨土砂問題｣意見

書を採択)を中心に、運動が活発化するの

が望まれる。 

大阪市の事例を紹介しても反対姿勢を

崩さない会派があるせいで、｢遺骨土砂問

題｣でさえロビイングに失敗した例も少な

くない。辺野古新基地建設強行や沖縄の

基地過重負担という根源的問題に踏み込

むのは、依然難題だ。国政はおろか地方

議会にすら市民の声が届かないのは悔し

い。しかし、主権者として、ヤマトンチ

ュとして、取り組むべき課題が山積して

いるのは明らかだ。課題がある限り自分

は問題解決のために動き続けたいし、問

題意識を共有する市民が増えることを切

望する。 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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9/19 投開票の摂津市議会議員選挙で立

憲民主党公認で当選しました、にしたに知

美です。 

私の選挙戦は、大きな支援組織もなく、

後援会もない状態でスタートしました。 

約 4ヶ月の選挙戦をサポートしてくれた

のは、主に、立憲パートナーズのメンバー

で、北摂の立憲パートナーズを中心に全戸

ポスティングや本番の 1週間に事務所番を

してもらうといった具合でした。 

組織票もなく、なんとか当選できたのは、

手探りながらも、あらゆる作戦を展開して

くれた支援者のみなさんの尽力と、公約を

実現可能な内容 3点に絞り、子育て層をタ

ーゲットとし、わかりやすい政治を示した

ことだと思います。 

公約については、私の掲げた「自校式中

学校給食の早期実現」に引っ張られる形で、

第一党の公明党議員や維新の議員も公約

に入れる等、党派が 1人しかいなくても公

約を実現させる手段を見出せました。 

また、当選直後に、摂津市内で痛ましい

虐待死事件が起こったこともあり、実態の

解明と今後の対応は、子育て政策を掲げて

いる私に対する天命と、しっかり取り組ん

でいきたいと思っております。 

 

最後に、この度の選挙では、広範な国民

連合の方々に大変お世話になりました。こ

の場を借りて、御礼申し上げます。 

 

立憲民主党 にしたに知美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にしたに知美  
摂津市議会議員 

 

国民連合・大阪 推薦候補者が当選 

『高次脳機能障害』テーマの映画 

完成・上映へ 

 

 交通事故や脳卒中などで陥る『高次脳機能障

害』に真正面から向き合う、長編ドキュメンタ

リー映画『いのち見つめて〜高次脳機能障害と

現代社会』（港健二郎監督）が完成、11 月か

ら全国各地で上映されます。 

 『高次脳機能障害』は、1963 年 11 月 9 日午

後に発生した福岡県・三井三池炭鉱三川抗での

大規模な炭じん爆発事故（死者 458 名、CO 中

毒患者 839 名）にともなう CO 中毒患者に辿

ることができます。 

 この映画は、病名自身もまだまだ知られてい

ない『高次脳機能障害』について、国民的な認

知を呼びかけるものであり、患者・家族の方へ

の国による救済、特別立法の制定を含めた国の

補償をめざす運動の過程で製作されたものです。 

 多くの皆さんに見ていただくことをお願い

するとともに、映画上映へのご協力をお願いい

たします。            （事務局・北村好弘） 

【カンパ送付先】 ゆうちょ銀行 14490-50303021 
名義 コウジノウキノウショウガイセイサクイインカイ 

【お問合せ】『いのち見つめて』製作委員会（ 080-5309-1536、野口 ） 
 


