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12 月 17 日に梅田の北新地のビルで 25 名が

亡くなるという放火事件が起きました。亡くな

られた方のご冥福をお祈りするとともに、負傷

された方にお見舞いを申し上げます。 

確かに「極めて凶悪、悪質、卑劣な犯行」で

すが、京アニ事件の容疑者もそうですが凶悪な

犯行に及ぶ個人の問題だけなのでしょうか。 

一年を振り返ると小田急線死傷事件、京王線

殺人未遂事件といわゆる「凶悪事件」が立て続

けにおきています。それだけではありません。

親殺し、子殺し、無差別な殺人、放火、自殺な

ども高い頻度で起きています。 

この状況は個人の問題だけでは説明がつきません。長引くコロナ禍による格差、生活苦、

孤立が影響しています。しかしそれさえも一因に過ぎないのではないでしょうか？ 

「もりかけさくら」問題、「公文書偽装」問題にしろ、嘘をつき騙してでも、目先の利益

さえ得られれば「勝ち組」という世の中。空虚な言葉が並ぶポピュリズム政治。その下での

格差、貧困の固定化という現代社会の閉塞感。こうした状況は長年「民主主義」の下で決定

され実行されてきたことです。 

この放火事件もこうした日本社会に押しつぶされた者のうめき声のようです。政治が悪い

といえばそうかもしれません。でももっと深刻に考えなければならないのは、それが続いた

ことで日本人の精神が壊れてきている、日本では人間崩壊が起きていることの表れではない

か？ということなのです。それは日本の存亡の危機そのものです。 

それを回避するにはまず人間らしく生きられることが大切です。そのような社会にするに

はどうすればいいのか？日本社会を大きく変える必要があります。そのために広範な国民連

合は研究し提案していきます。 

 

【日中国交正常化 50 周年・沖縄返還 50 周年】 

今年は日中国交正常化 50 周年にあたります。50 年前の中国と日本は制度、価値観におい

て今より大きなへだたりがありました。にもかかわらず東アジアの平和と発展のため、国交

正常化を成し遂げたのです。 

やはり 50 周年を迎える沖縄の返還もベトナム戦争中にもかかわらず、平和を希求する沖

縄県民・国民の声によって実現しました。 

そしてこの二つのことはその後の両者に大きな恩恵をもたらしました。 

しかし近年、対中敵視政策や沖縄の軍事基地化が進んでいます。この戦争に向けた行動は

本当に日本に利益をもたらすのでしょうか？米国の世界支配と権益を守るためとしか思えません。 

広範な国民連合は日中友好の原点に立ち戻る活動、沖縄を再び戦火にさらさせない活動

に貢献する決意です。 

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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日中国交正常化50周年－日中不再戦を誓った「共同声明」の原点に 

事務局  長谷川 由胡 

 

1972 年 9 月 29 日に北京で

日中両国は様々な困難を克服

して国交正常化を成し遂げま

した。田中角栄首相と周恩来

首相は共同声明で、両国は恒

久的な平和友好関係を守り発

展させることを確認しました。

以後 50 年間の努力により日

中関係は両国の人々の生活の

隅々にわたり発展と友好の価値をもたらしました。経済、文化、政治、学術、民間交流の発

展は「両国とアジアの発展を願う」に無くてはならない礎として継承されてきました。 

しかし今日、50 周年という節目の年を迎えながら、日中関係は安倍晋三元首相をはじめ

とする政治家が「台湾有事」を持ち出し、ウイグル人権問題などで中国内政に露骨な干渉、

挑発をしています。地方自治体議会での中国非難決議が徐々に採択されはじめ、大阪府議会

でも中国の人権弾圧に対し政府に非難を求める意見書が全会一致で採択されています。 

 

 そんななか、12 月 20 日、参議院議員会館で「日中国交正常化の準備を考える懇談会」が

開催され、私も参加してきました。参加されたのは、羽場久美子さん（青山学院大学名誉教

授）、谷野作太郎さん（元駐中国大使）、西原春夫さん（元早稲田大学総長）、伊波洋一さ

ん（参議院議員、会派「沖縄の風」代表）、高良鉄美さん（参議院議員、沖縄社会大衆党委

員長）、瀬野清水さん（一般社団法人日中協会理事長）、服部良一さん（社民党幹事長）、

四至本鈴香さん（日本青年団協議会事務局社会部担当）、泉川友樹さん（沖縄大学地域研究

所特別研究員、国貿促次長）、水岡俊一さん（参議院議員、立憲民主党参議院議員会長）、

小川利靖さん（村山談話を継承する会、日中協会参与）、上村和男さん（広範な国民連合・

福岡事務局長）、長谷川由胡（広範な国民連合・大阪事務局）他広範な国民連合全国事務局

の方々です。 

 

羽場久美子さんが「近隣諸国とこんなに敵対し、アメリカの盾となっている国があるだろ

うか？日本はアジア諸国との平和的交流、発展なくしては成り立たない」と口火をきり、各

団体の状況やとりくみ、問題意識を出し合いました。沖縄の方々からは再戦場化への危機感

が述べられました。みなさんの強い思いが伝わってきました。 

最後のまとめで、共同して世論形成をすすめること、青年交流、文化交流などを協力し合

うこと、沖縄復帰 50 年でもアクションを起こすこと、6 月と 9 月ごろにシンポジウムなど

の幅広い人々によびかけたとりくみを行うことなどの提案が出されました。 

国民連合・大阪でもシンポや文化交流での共同したイベントの準備を始めています。 
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「沖縄返還(沖縄の本土復帰)50周年」沖縄を２度と戦場にしない 

 2022 年 5 月 15 日、沖縄の施政権が日本に返還（沖縄の日本復帰）されてから 50 年を迎

えます。 

 日本復帰に際し、沖縄が求めたのは平和憲法への復帰であり、「国家権力や基地権力の犠

牲となり手段となって利用され過ぎて」きた地位からの脱却でした。 

 しかし、当時の佐藤首相は米国とのあいだで、有事の際に沖縄への核再持ち込みを認める

密約を結び、日本は米軍基地の維持コストのため毎年 2000 億円近くを肩代わりする「思い

やり予算」を計上してきました。そして

施政権返還後も、沖縄県民はあいつぐ

基地被害、凶悪な米軍犯罪、騒音、環境

汚染などにさいなまれ続けてきまし

た。 

 96 年の普天間基地返還合意後も、政

府は辺野古新基地建設を強行し、米軍

の基地機能は強化され、「オール沖縄」

で反対の意思表示をした沖縄県民を無

視しつづけています。 

 そして、昨年４月の日米首脳会談以

来、台湾有事が叫ばれ、沖縄が最前線と

なる「日米共同作戦」が具体化されはじめています。宮古、石垣、与那国へは自衛隊が配備

されています。沖縄が再び戦場となる可能性に沖縄県民は大きな危惧を抱いています。 

 沖縄では、超党派の「南西諸島を絶対に戦場にさせない県民の会」（仮称）が結成準備に

入っています。本土、大阪でも沖縄県民に連帯して、戦争になりかねない危険な動きに広く

警鐘をならし、政府に対して東アジアの平和のための外交力を強く求める取り組みを強めて

いきたいと思っています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年は所謂｢沖縄復帰 50 年｣の年だ。軽々に｢復帰｣などと言ってしまうが、そもそも沖

縄は琉球王国という独立国だったし、日本が｢復帰｣の行き先に値する｢祖国｣でなかったのは

明らかだ。辺野古新基地建設強行･優遇税制撤廃･沖縄振興予算切り詰めなど、沖縄差別が悪化

の一途を辿る現状を見れば、｢再併合･再植民地化｣と表現すべき出来事だったと言わざるを得ない。 

1609 年の薩摩の琉球侵攻以来、ヤマトは 400 年間手を替え品を替え沖縄を犠牲･搾取対象

にする構造的沖縄差別を繰り返してきた。このような社会構造の問題を、ヤマトンチュの多く

は｢沖縄問題｣として等閑視し、抗議･解決しようとしてこなかった。 

構造的差別の標的にされている結果、沖縄は最も早く、また最も苛烈な形で日本の構造悪の

犠牲にされる。しかし、その犠牲の対象がいつまでも沖縄に限定される訳ではない。2021 年

に噴出した｢遺骨土砂問題｣･｢重要土地等調査規制法｣問題･日米共同演習(ヤマサクラ 81)の全

国展開の問題などは、｢沖縄問題｣として放置されがちな問題が、実は日本の全市民の生活を犠

牲にする問題だと実感させた。 

2022 年はいい加減沖縄の等閑視を克服する年にしたい。ヤマトンチュは自らの構造的沖縄

差別に対する加担責任を反省し、｢自らの生活･人権を守る運動｣として沖縄に向き合う運動を

組み立てるべきだと考える。             イエール大学学生  西尾 慧吾 
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新年あけましておめでとうございます。2022年の干支は「壬寅（みずのえとら）」です。

「壬」は妊に通じ、陽気を下に姙（はら）む、「寅」は螾（ミミズ）に通じ、春の草木が生

ずるという意味があります。そのため「壬寅」は厳しい冬を越えて、芽吹き始め、新しい成

長の礎となるイメージです。 

 昨今は新型コロナが世界中で蔓延し、日本もそれに違わず重苦しい雰囲気の中でこの 2年

間を過ごしてきました。今年こそは新しい飛躍の年になればと願う次第です。 

  また、日中関係において 2022年は非常に重要な年です。50年 

前の 1972年 9月 29日に、田中角栄内閣総理大臣が現職の総理 

として中華人民共和国の北京を始めて訪問し、周恩来首相と共 

に「日本国政府と中華人民共和国の共同声明（いわゆる日中共同 

声明）に調印しました。 

 今年は日中国交正常化 50周年に当たります。「飲水不忘挖井

人」（水を飲む時には、井戸を掘った人の事は忘れない）の言葉

通り、先人たちの苦労を忘れず、今後も日中友好の活動を進め

ていきたいと考えています。 

ＮＰＯ法人大阪府日本中国友好協会 

事務局長  松本 卓美 

 

 

 

 

2022 年は日中国交正常化 50 周年の記念す

べき年です。第二次世界大戦終了後、1949 年の中華人民共和国成立後、1972 年まで中国と

は国交のない状態が続きましたが、経済界、友好団体など様々な分野の方々が今では考えら

れないような困難を乗り越え、交流を続け国交正常化を促されました。 

国交正常化以来 50 年、経済をはじめ各分野で積み重ねられた相互の協力と努力により、

両国はお互いになくてはならない関係を築き上げてきました。世界第２位の経済規模に成長

した中国、特に改革開放以降の中国の経済発展に日本は大きな貢献を果たし、日本も中国と

の経済交流を通じて、発展を享受してきました。 

しかし、現在、両国関係には大きな波風が起こり、一般市民の

お互いに対する感情にも悪影響が表れています。先人の言葉には

「和則両利、闘則俱傷（和すれば両方に利あり、闘えばともに傷

つく）」というものがあります。今こそ、相互理解深め、お互い

を認め、適切な競争と協力を高めなければなりません。次の 50年

を迎える節目の年に、100 周年を迎える人達に「先人達のおかげ

で日中関係が発展した」と評価されるようにしたいものです。 

一般社団法人日中経済貿易センター 

副理事長  池田 稔 

 

各界からの新春メッセージ 
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新年明けましておめでとうございます。皆様が輝かしい年をお迎え

になられましたことをお慶び申し上げます。 

昨年の総選挙は久々に政権選択を賭けた体制で臨みましたが、直前

で不人気の首相を交代した自公政権を延命するとともに、とにかく改

憲するという勢力を伸ばすこととなってしまいました。 

与野党のパワーバランスが崩れた今、あらためてコロナ禍において

命と暮らしを守る政治を取り戻すためには国会内の力だけでは不十分

です。市民の皆さんの関心と声を上げ続けていただくこと、その力と合わせてはじめて政権

の暴走を防ぐことができます。 

今年一年、さらなる連携と協力をお願いするとともに大阪で激減した野党議席の重みを感

じつつ活動することをお約束します。            立憲民主党大阪府連合代表 

衆議院議員  森山 浩行 

 

2022年あけましておめでとうございます。 

皆様が、日頃より平和のため、不平等な社会をただすために奮闘されて

いることに、心より敬意を表します。 

さて、現在の政府は、「新しい資本主義」を目指すと言っておきなが

ら、選挙後は新自由主義を押し進め、コロナで疲弊した社会に手を差し

伸べず、補償や対策のために改憲が必要だと言い、火事場泥棒のごとく

本当にやらなくてはいけないことは棚の上に上げ、自分たちがやりたい

ことばかりを強行しようとする暴挙に足を踏み入れています。 

また、大阪では、日本維新の会の選挙での躍進を許してしまい、インバウンド需要が皆無

となった今尚、国にとって、大阪にとって負の遺産にしかならない IR、カジノ、万博に反対

する声を無視し、実現するためまっしぐらです。しまいには 3回目の都構想云々と言い出す

始末です。そんな維新と公明が手を組み大阪の破壊を確実に推し進めています。 

その中でも、先の衆議院選挙で、みなさんの力によって、大石あきこを国会に送っていた

だきました。私の議席は、大阪から、この腐った政治をぶった切り、みなさんとともに政治

を変えていくための議席です。 

こんな生きづらい社会ではございますが、必ずや誰もが生きていて良かったと思える社会

を実現するため共に歩んでいきましょう。                れいわ新選組 

衆議院議員  大石 あきこ 

 

みなさまの日々の活動に敬意を表します。昨年の衆議院選挙では、大阪

9区から立候補し、多くの方々にご支援を頂きました。今後も、大阪 9区

ならびに全国で活動を続けて参ります。 

今年は改憲と闘う年になるでしょう。国会の中で第 3 党にのぼり詰め

た維新は、盛んに「来年夏の参院選と同日に国民投票を実施すべきだ」と

主張しています。衆参両院で、国会発議に必要な 3 分の 2 を維持してお

り、改憲議論がさらに勢いづくでしょう。 

夏には参院選が控えています。得票数 2％をクリア出来なければ、今度

こそ社民党は政党要件を失います。この時代に、護憲を望む人々の選択肢を奪うわけにはい

きません。憲法を守り活かすために、共に頑張りましょう。 

社民党副党首  大椿 ゆうこ 
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あけましておめでとうございます。 

総選挙で大阪では自民党と立憲民主党の大敗に終わり両党とも立て

直しが急務です。 

政権運営では、コロナ禍での第 6 派への対応に経済再生。財政、デジ

タル化、こども庁、社会保障やエネルギー政策に安全保障。課題山積の

中、新しい資本主義の具体化を早急に示して頂きたいと思います。 

大阪でのコロナ死者数は人口 10 万人換算すれば全国最多。まさに失

政であり人災。 

大阪都構想は住民投票で否決されたにも関わらず、広域行政一元化条例で民意は無視され、

大阪にカジノはいらないと声を上げながら大阪と八尾の政治を変える年としたい。 

リアルオーサカ代表 

前八尾市長  田中 誠太 

 

 2022年のスタートです。今年は、新型コロナウイルス感染症を乗り越え

た、ポストコロナ時代の幕開けを皆さんと共に作って行きたいと思います。 

 昨年の大阪は、新型コロナによる人口当たりの死者数が、全国ワースト

１となった、一方、コロナ対策にあたる吉村知事が連日テレビ出演をし、

高い評価につながり、昨年の総選挙では大阪での維新の大躍進につながっ

たとされています。しかし、これまでの大阪のコロナ対策には「やってる

感」「スピード感」が先行し、実態が伴っているとは言えないものが多く

見られます。 

 今年は、ポストコロナの時代に向けての正念場です。イメージ先行の大阪のコロナ対策を、

議会でしっかりとチェックをし、誰一人取り残さない大阪を作って行く決意です。そんな中、

維新の会は更なる府議会の定数削減案を提出しようとしています。議員定数の削減は「身を

切る改革」ではなく、府民の多様な意見を切り捨てる“改革”と言わざるをえません。更に

定数削減により1人区が全体の7割に迫り、これでは少数派の意見の切り捨てにつながってし

まいます。党利党略による定数削減ではなく、多様な府民の声を反映する真の議会改革の先

に、誰もが安心できる大阪を取り戻す１年に。 

立憲民主党 

大阪府議会議員  ののうえ 愛 

 

苛政は虎よりも猛し 

 

年頭のご挨拶を申し上げます。旧年中は、コロナ禍で自粛要請等にお

力添えを賜り厚く御礼申し上げます。 

私も大阪府議会健康福祉常任委員会委員として、コロナ対策をはじめ、

児童虐待対策、介護士不足対策、障がい者の高齢化対策等に取り組んで

まいりました。 

本年は寅年です。「苛政は虎よりも猛し」とは、悪政は人を食い殺す虎よりも恐ろしいと

いう意味ですが、大阪府では人口当たりのコロナ関連死亡者数が全国最多となる等、正に悪

政が強いられています。 

しかし、大阪は、橋下徹氏や大阪府市と取引のある吉本興業所属の芸能人が TV に多数出

演しており、維新推しのプロパガンダに侵されています。 
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また、次回の大阪府議会議員選挙の定数が現在の 88 議席から 79 議席へと維新が強行変

更することが予想され、現在 6 割の 1 人区選挙区は 7 割弱まで増加することになります。多

様な意見を自治に反映する民主主義制度は危機に瀕しています。 

そのような政情ではございますが、本年も誠を貫き、先陣をきって闘ってまいりますこと

をお誓いし、年頭のご挨拶とさせていただきます。 

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。 

大阪府議会議員  山田 けんた 

 

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。 

昨年を振り返りますと、何と言っても総選挙での悔しい結果が思い

起こされます。 

長年続いた自公政権の安倍・菅路線の転換を迫る、千載一遇のチャン

スだったにも関わらず、蓋を開ければ立憲野党は伸び悩み、代わりに補

完勢力の維新が躍進、岸田内閣も政策転換のトーンが、日に日に落ちて

いる印象です。 

維新の躍進については、様々な分析がなされていますが、一番の要因は地方議会議員の存

在だと、私は思っています。まがりなりにもこの 10 年ほど、維新の会は地方議会議員を増

やすことに注力し、その手法の是非はともかくとして、その存在自体が首長選挙、国政選挙

での強い足腰となってきました。私たち立憲勢力は、この維新の躍進を謙虚に受け止め、地

方議会を通じて、地域に根を張っていく活動を、再構築していくべきです。 

1 年と少し先には統一地方選があります。私も地方議会の一員として、心ある仲間たちと
の連携を強め、日本の政治の転換を支えていく、小さな根の 1 つになるべく頑張って参りま
す。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

堺市議会議員  渕上 猛志 
 

新年あけましておめでとうございます。 

年末の時点では新型コロナウイルスは落ち着いた状況にあり、今後の

再流行には注意が必要ですが、ようやく日常活動が戻りつつあるように

感じます。 

ただ、子育て世帯への 10 万円の給付方法を巡る混乱から明らかなよ

うに、新型コロナへの対応に右往左往する様子は、安倍・菅政権から岸

田政権となった今も変わりません。生活に困窮する人々の姿が見えてい

れば、このようなことにはならないはずであり、自民党政権が国民生活と乖離してしまって

いることがわかります。コロナ禍からの復興には、国民生活を第一に考え、広く結び付けて

いく政権が必要です。 

しかし、11 月の総選挙では、多くの国民が政権維持を選択しました。国民生活を守るとい

う意気込みや信頼感を野党各党から感じることができなかったのではないでしょうか。政権

交代後の枠組みや具体的な政策をいかに構築し、いかに国民に周知し、理解を得ていくかが

問われますが、ぜひその動きの中に国民の声を聞く場を積極的に作ってもらいたいと思います。 

それぞれの立場を超え、多くの人々が連携し、新たな政治が幕を開ける一年となるよう祈

念しています。                   吹田市議会議員  馬場 慶次郎 
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明けましておめでとうございます。 

 9月の摂津市議会議員選挙にて、立憲民主党公認で初当選させていただき

ました。その喜びもつかの間、当選から数日が経過した 9 月 22 日、全国に

衝撃が走った児童虐待死亡事件が発覚しました。10 年にわたり、子育て支

援の NPO法人を運営してきた私に、誰もが安心して子育てができる地域作り

を課せられたと、責任を担うべく、サポート体制の充実へと動き出しております。 

 また現在もコロナ禍で地域活動は途絶えたまま 2 年が経過しようとして

います。市民活動を活用した移動サービス実現に若い人も参加しやすい町内会等、新しいカ

タチの地域活動を構築し、市民と行政がバランス良く協働できる街づくりに 2022 年も尽力

してまいります。 

摂津市議会議員  西谷 知美 

 

新年あけましておめでとうございます。 

さて、昨年は世界的にも新型コロナウイルス感染症の猛威が収まらず、

市民生活の多大な影響を与える東京オリンピック 2020 が１年遅れで開催

されました。 

さらに 10月には解散総選挙が行われ、自公による絶対安定多数の確保、

維新の会の躍進、立憲民主党の議席減となり、私どもの力不足を痛感させ

られました。 

 本年は私の地元貝塚市で市長選挙、市議会補欠検挙に始まり府内でも首長・市議会議員選

挙が実施されます。また夏には参議院選挙が行われます。 

 今こそ「平和」と「人権」をキーワードにして取り組める政治家を誕生させることが大切

だと考えます。さらなるご支援・ご指導賜りますようお願い申し上げます。 

貝塚市議会議員  南野 敬介 

 

２０２２年は、沖縄返還から 50 年、日中国交正常化から 50 年、日朝首脳会

談から 20年という、世界における日本の立ち位置を問い直す節目の年。 

しかし、アジア・太平洋戦争で各国に２０００万人以上の死者を含む惨害をも

たらしたことを忘れたかのような、閣僚たちによる靖国参拝。そして、日米同盟を

盾に米国に追随する対中国･対朝鮮政策。辺野古新基地建設も絶対に止めな

いし、軍事強化される琉球弧の島々、自衛隊の再編・強化も進む― 

今年こそまともな外交政策もできない政府を替え、市民レベルでの交流をさ

らに進める元年にしよう！                        宝塚市議会議員  大島 淡紅子 

 

 皆さん、「頑張る農家を応援」したら農地は守れると思われるでしょう

か。日本の食料は守れると思われるでしょうか。 

 現実は、それで守れる農地はおそらく 1割くらいでしょう。そう、この

発想は結局競争の勝者のみ生き残れば良いというものです。農地は競争で

はなく、すべての農地を守らなければ、日本の人々の食料は守れないので

す。農地を守るのは、米・麦・大豆・飼料作物。それを普通に頑張ってつ

くってちゃんと暮らしができる、そんな農政を作らないと。それは、欧米

では当たり前にされている価格の補償、所得の補償です。あるいは、もう農家を公務員に! 

 「自分の国は自分で守り、自国民の食料は自国で作る。食料自給なくして田舎の復活なし!!」 

兵庫県宍粟市議会議員 

いまい農場  今井 和夫 
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新年あけましておめでとうございます。 

昨年は、衆議院選挙において改憲勢力が躍進し、3 分の 2 以上の議席を

獲得しました。安倍・菅政権に続いて岸田政権においても憲法改正を打ち

出しており、今年夏の参議院選挙は、日本の未来の大きな分水嶺となりま

す。 

私ども部落解放同盟におきましては、3 月 3 日に全国水平社創立 100 年

を迎えます。水平社は部落青年が厳しい差別と弾圧に抗して、自ら立ち上がり、差別からの

解放をめざして結成しました。人間は尊敬すべきものだとして「人の世に熱あれ。人間に光

あれ」と提唱された水平社宣言は、部落解放運動のみならず、様々な被差別マイノリティの

運動にも影響を与えてきました。 

部落解放同盟大阪府連合会では、水平社の精神と先人の熱き思いを継承するともに、人権

の法制度の確立や地域共生社会の実現に向けた 101 年目からの新しい運動を進めてまいり

ます。 

皆様のご健勝とさらなるご活躍を心より祈念いたします。平和・人権・民主主義の確立に

向けてともに頑張りましょう。 

部落解放同盟大阪府連合会 

執行委員長  赤井 隆史 

 

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、心から連帯のご挨拶を送ります。 

 昨年の朝鮮半島情勢は、朝米、北南、朝日関係ともに停滞を余儀なくされました。責任は

全的に米日「韓」の反動勢力による敵対的な態度にあります。 

 朝鮮民主主義人民共和国は朝鮮労働党第 8 回大会で新たな関係打開の方策と国家経済発

展５カ年計画を指し示し、一丸となり邁進しております。 

 朝鮮半島の自主的な平和統一への課題がよりいっそう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 
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 「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。 

昨年上半期は新型コロナウイルス感染拡大が継続され、社会の様々なも

のが制限を受けましたが、下半期に入り、コロナ感染が減少する中、少し

ずつ日常生活を取り戻しています。 

 朝鮮半島情勢は今年、３月に韓国大統領選挙が予定されています。与野

党ともに大統領候補が出そろい、公式な選挙期間に入れば激しい選挙戦が

予想されます。今回の大統領選挙では、文在寅政権の政策を引き継ぎ積弊清算、南北の和解

・協力などをより実現できる大統領を選出しなければなりません。 

 岸田首相は「敵基地攻撃論」「憲法改正」の実現に向け強気の姿勢を見せています。今年

予定されている参議院選挙では岸田政権を厳しく審判する必要があります。 

朝鮮半島の平和と日本の平和は表裏一体です。 

 韓日民衆連帯の力で朝鮮半島、東アジアの平和の実現に向けて大きく前進していきましょ

う。韓統連大阪本部は皆さんと固く連帯しながら闘っていきます。 

今年も、よろしくお願いします。           在日韓国民主統一連合大阪本部 

事務局長  崔誠一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナ禍でイベント自粛で収入が減った吹田居住のアーチスト、スタッフを支援を兼ね
た「スイタ ホーム ガラコンサート」のパート２が開かれます。 
今回は声楽家、バレエダンサー、能役者、ヴァイオリニスト、ピアニスト、俳優の登場で

す。皆さん、吹田だけでなく全国で活動されています。それらの方が一堂に介して、一流の
芸・演奏を披露する、それだけでも素敵なひと時になるに違いありません。 
 でも昨年同様皆さんによるコラボがあります。今回はビゼーのオペラ「カルメン」を題材
にした《カルメン夢幻》です。西洋が培ってきた「オペラ」「バレエ」その中でも特にエキ
サイティングな「カルメン」と、アジアそして日本で磨かれた静的な緊張感で綴られる「能」
という芸術的価値観の違ったものの融合。これはきっと新たな芸術体験となるでしょう。 
入場無料（事前申し込みが必要）です。是非ご来場ください。 

構成・演出 澁谷文孝 
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厳しい経営環境 
 まず昨今のガソリン・スタンドの経営状況

ですが、ほんとうに厳しいです。全体のガソ

リンの販売数量は年々5％ずつ減少してい

て、10 年経てば、半減する予測です。若者

の自動車離れ、HV、EV 化が主な要因です。

年間 10％減が続くという学者の方もいます。

10％とすれば、5 年で半減します。これでは

経営はやっていけません。これから廃業が続

出することは間違いありません。 

 

原油、投機の対象に  

 原油高騰は、投機筋に利用されていると思

います。規制緩和によって、原油も投機の対

象になってしまってから、おかしくなったと

感じています。原油価格の先行きは本当に読

めなくなりました。 

 需給のバランスが崩れても崩れなくても、

上がるときは上がる、下がるときは下がると

いう状況なんです。この問題が私たち業界の、

一番頭が痛い問題です。一説にはこのあと、

1 バーレル 100 ドルにまで高騰するという

話も出ています。もしそうなれば、灯油もガ

ソリンも使うのを控えるようになります。 

 原油先物市場だけはまったく先が読めま

せん。原油先物市場に手を出したら、大火傷

するよとよくいわれるでしょう。需給のバラ

ンスで原油価格が決まっているわけではな

いですから。 

 中には、カーボン・ニュートラルを進める

ために、原油価格をつり上げて、全世界が使

わないようにしているのではないかという

方もいます。 

 

カーボン・ニュートラルの影響 
 トヨタ自動車の豊田章男社長も話してい

るとおり、ガソリン・エンジンに関わる中小

零細企業がどれだけあるかというと、愛知県

中心に 1 万社近いです。小さな町工場が大

事なエンジン部品作ったりしています。 

 なぜ車だけ悪者扱いにして攻めてくるの

か。車の排ガスの CO2 排出量などしれてい

ます。鉄鋼業とか電力会社の排出量の割合が

多いです。車だけ悪者扱いにして、私たちガ

ソリン・スタンドの首を絞めるのかと思いま

す。ガソリン・スタンドの 95％が 1、2 軒経

営の中小零細企業ばかりです。大手はわずか

5％です。元売りの子会社は生き残るかもし

れません。ある方に質問したことがあるので

すが、「今でも電力はひっ迫しているのに、

EV ばかりになったら、電力はどうしたらい

いと思いますか」と聞いたら、「火力発電所

増やして、電力作ったらいいんです」と真顔

でおっしゃるので、唖然としたことがあります。 

 自動車産業は基幹産業でもあり、EV 化で

100 万人の雇用が失わるとの試算も出てい

るぐらいです。町工

場の皆さんは、電動

化に対応するために

設備投資する体力は

残っていないと思い

ます。大半の町工場

は廃業の道しかない

と思います。 

 

中小零細企業の立場で運動する 
 私たちの業界では、10 年単位で 6000 億

円の補助金を要求してきました。年間 600億

円になります。政府がカーボン・ニュートラ

ルを進めている結果、私たちの業界には大き

な影響が及びます。残念なことですが、廃業

していくガソリン・スタンドもタンクの撤去

などに大きな費用がかかります。撤去費用を

全額出してくださいよという要求を出して、

今回の補正予算では獲得することができま

した。タンク撤去費用として、1ＳＳあたり

最大 1000 万円の補助金です。発展途上国の

炭素予算と発想は似ています。私たちは、中

小零細企業の立場にたった運動をこれから

もしていきます。 

原油高騰、カーボンニュートラル 

厳しい経営環境 
大阪府石油商業組合の組合員さんに聞く（ガソリンスタンド経営） 
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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〜』 

 

披露上映会に反響 全国での上映始まる 

 2021 年初めから製作が始まった映画『いのち見つめて』（©︎製作委員会）が、10 月末に

完成し、11 月 9 日、1963 年の三井三池炭鉱炭じん爆発事故の日に福岡県大牟田市で全国

初披露上映会が行われ、270 人が参加しました。この上映会の 1 部では、演出家・澁谷文

孝さん作の音楽絵本『月とトロッコ』も初披露されました。 

 また、12 月 11 日には大阪府高槻市で、18 日には大阪府堺市でも披露上映会が行われ、

それぞれ 200 人が参加し、反響を呼んでいます。 

 映画『いのち見つめて』は、今年、全国各地での上映に進んでいきます。3 月 13 日（日）

には、兵庫県伊丹市のいたみホールで、4 月 10 日（日）には、兵庫県川西市のアステホー

ルでの上映が決定しています。また、滋賀県、奈良県での自主上映会、東京のミニシアター

での上映準備も進んでいます。 

 賛同会員の皆さまにもぜひご鑑賞いただきたいと願っているところです。また、上映を

希望される団体等での自主上映会のプログラムも用意しておりますので、ご希望の方は下

記までお問い合わせいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（広範な国民連合・大阪事務局、『いのち見つめて』プロデューサー 北村好弘） 

お問合せ先『いのち見つめて』普及委員会 080-5309-1536（野口） 

 

 

 
編集後記： 

 フェイスブックが社名を「Meta」

に変更したことで注目されているの

がメタバース（仮想空間）。テレビ

ドラマ「相棒」でも取り上げていた

が、あのようなゴーグルをつけアバ

ターがその中で他人と出会い旅行す

るなどの活動する。ゲーム用に器具

を買った友人がとても楽しいと言っ

ていた。 

 そのうち目で見なくても見え、耳

で聞かなくても聴ける、つまり脳に

直接信号を送れば実際と同様の体験

ができる。それは満足や快楽も、そ

れを認識するのが脳だから、実際の

体験無くして得られる。 

 IT革命で仕事が AIに取って代わ

られるという危惧が叫ばれている

が、メタバースの普及で仕事自体が

無くなる可能性がある。それは人間

自体が要らなくなるということでは

ないか？ちょっと恐ろしいことだ

が、現実味を帯びてきた。 

堺市での上映会（１２月１８日） 

パンフレット 


