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私たちが初めて遭遇する猛暑である。 
ウクライナ戦争は続いている。長期戦に

なるのか、どこかで手打ち（休戦）を模索

しているのか？ 
バイデン大統領は「民主主義と専制主義

の戦い」と言って、多くの国々に対ロシア

での結束を求めた。つまりアメリカを中心

とする世界支配の構図を再び描こうと思

ったのだ。しかしロシア制裁国連決議に異

論を唱える国が増えるなど、「結束」のほ

ころびが目立つ結果となった。アジア・ア

フリカ・南アメリカの多くの国にとって、

欧米先進国への結束が自分たちに利益をもたらさないことが分かってきたからかもしれな

い。新たな秩序が求められている。日本は欧米にすり寄るのではなく、アジアの一員とし

ての自覚を持つべきだ。 
体温を越える日々が続く、この暑さは年を追うごとに深刻さを増している。地球温暖化

は着実に進行している。体温を越え、たんぱく質が安定しない温度になるということは、

地球自体が人類の生育に適さない星になるということである。人間はうまく冷房を使えば

いいかもしれないが、この気温上昇は他の動

植物にもダメージを与える。しかし私たちは

地球から引っ越しできない。進歩や成長を捨

てても温暖化を止めなくてはならない。その

ためにはシンプルに植物の光合成に頼るし

かない。 
経済でも混迷の度合いを深めている。円安

を止める方法がない。物価上昇が止まらない。

給料は上がらない。需要を喚起する原資が無

いから、景気を良くする方法がない。無いの

に成長を求める。これを解決するには貧困を

なくすこと。富の分配しかない。でも持って

いる側は絶対手放さない。法律で縛ろうとも。

だからちょっと手荒のことも必要ではないか？ 
ウクライナの今後がどうなろうと、復興

には 100 億ドル以上の多額の費用が必要に

なる。日本はアメリカが仕切る復興事業の

請求書だけ回ってくる。益々日本は貧乏に

なる。我慢できるのか？ 
自主・平和・民主のための広範な 
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不戦平和と未来志向 

  
本年は日中国交正常化５０周年という

節目の年である。国交正常化における共同

声明の最も重要なポイントは不戦平和と

未来志向である。すなわち、日本は過去の

戦争において中国国民に重大な損害を与

えたことについての責任を痛感し、深く反

省するとの歴史認識を示し、二度と侵略戦

争を起こさないことを誓った。また両国間

には社会制度の相違があるにもかかわら

ず平和友好関係を樹立することが可能で

あり、相互の善隣友好関係を発展させるこ

とがアジアと世界の平和に貢献するもの

であるとの未来志向の日中関係の新たな

スタートを切ったのである。 
 

民間交流の熱気 

経済交流の発展 

 それからの 10 年間は、相互の青少年交

流、自治体交流、文化スポーツ交流が活発

に行われて、日中友好協会においても市町

村レベルの地区協会が次々と設立されるな

ど民間レベルの交流は熱気に包まれていた。 
 その後尖閣諸島の問題、首相の靖国参拝

などを巡って「政冷経熱」と言われたよう

に両国関係が冷え込んだ時期もあったが、

基本的には両国間の経済貿易は飛躍的に

発展を遂げ、ビジネス、

観光、文化スポーツなど

多岐にわたる人的往来

もコロナ化までは増加

の一途をたどってきた。 
 

「求道存異」冷静に 

両国経済関係深く 

 
 最近になって米中対立、ロシアのウクラ

イナ侵攻など国際関係は複雑かつ微妙に

なり、日中関係についてもこれまでの関係

を見直すべきだという論調が出ている。国

交正常化５0 周年を迎える今の時期に今

後の日中関係を考えるにあたり必要なこ

とは何だろうか。それは国交正常化交渉の

過程で提起された「求道存異」、つまり「小

異を残して大同につく」という大局的な見

地にたち、現在の日本の置かれている立ち

位置を冷静に確認することである。 
経済的には日本にとって中国は最大の

貿易相手国であり、日中双方の国民に富を

もたらすウインウインの関係となってい

る。日中の経済関係を断ち切れば日本経済

は立ちいかなること、また中国経済にとっ

ても大損失になることが明白なほど両国

経済の結びつきは深化している。 
 

一衣帯水の隣国 

文化往来の歴史 

 



月刊『日本の進路』号外・大阪版 第 12 号 2022 年 7 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 

 

3 
 

 地政学的にはアメリカと中国は広い太

平洋を隔てた遠い国であるが、日中は引っ

越すことができない一衣帯水の隣国であ

る。仮に対立が衝突や紛争にと事態が悪化

した場合、最も近い隣国である日本は真っ

先にその影響を受けるという点において

アメリカとは置かれた位置が異なる。 
歴史的にも日本と中国は邪馬台国から

始まり遣唐使以来の一千数百年の往来の

歴史の積み重ねがあり、かつ漢字文化とい

う共通性をもつ極めて親密な関係の間柄

であり、ヨー

ロッパが母国

のアメリカと

は親近感にお

いて立場が異

なる。 
 

平和外交が基本 

継続的な協議を 

 
 こうした日本の立場を考えたとき、日本

が自由で民主主義陣営の一員ではあるも

のの、米中あるいは日中間において紛争が

生じないよう平和外交を基本にし、対立で

はなく対話による共通認識、競争ではなく

協調、不信ではなく信頼関係の構築、排除

ではなく相互の立場の尊重が何よりも重

要である。そのためには、ハイレベルの対

話、高官や事務レベルでの継続的な協議を

重ね意思疎通を図ることが不可欠だ。 

 

相互理解と信頼関係 

友好の道歩み続ける 

 
 両国の安定と建設的な

関係構築は、政府だけの

役割ではない。自治体や

民間の役割が欠かせない。

自治体レベルでの友好提

携、様々な分野での民間

交流を通じた国民レベルの相互理解と信

頼関係の構築が基盤にあってこそ成り立

つものである。民間交流は「民をもって官

を促す」ことによって政府間の冷めた時期

においても両国関係を支えてきた歴史を

持つ。 
 日中友好協会は会員の高齢化と会員数

の減少という困難な課題を抱えているが、

地道に愚直に

草の根の友好

親善活動に取

り組み、これま

での伝統を受

け継ぎ、これか

らも「ともに平

和で豊かで幸

せな未来を築

く」ために、友

好の道を歩み

続ける。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西日本日中友好交流 
会に配られたお饅頭。 

日中の学生がお互い良く知り合うために討論集会を開きます。12 月 18 日北摂の大学

内施設か周辺の公共施設で行う予定。会員のご支援をお願いします。 
9 月 16 日メイシアターで予定しておりました文化イベントは諸般の事情により延期

となりました。悪しからず、ご了承ください。 
学生からのメッセージ：皆さんこんにちは！私たちは現在、日 

中の学生で何か交流が出来ないかと模索しております。まだまだ 
企画段階ですが、現時点では「日中の未来」をテーマに、学生同 
士の議論や、専門家の方の講演、芸術などの文化交流イベントが 
出来たらと思っています。また、先日の日中友好交流大会で、た 
くさんの方から刺激を受けたことも踏まえて、より良い企画を考 
案し、実行していきたいと思います！  （大阪大学 平野 翔） 

日中国交正常化 50周年記念イベント 
 

2019 年 10 月。 
大阪国際交流会館にて、 

日中共催の書画篆刻展開幕式 
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 消費者物価上昇率（前年同月比）は 5 月

2.1％。日本の物価上昇率は欧米諸国と比べ

てまだ低いなどといわれていますが、日本

はその他諸国と違って賃金は上がらず、年

金は年平均１万円も下げられています。（図

１ 実質賃金グラフ）日銀・黒田総裁の「値

上げ許容度」発言への国民の反発は当然で

すよね。 
 物価全体の上昇率は 2.1％ですが、「生活

必需品」のそれは 4.7％です。今後どうなる

のでしょうか？ 
 

 
図１ 実質賃金は下がり続けている 

 
 物価高の理由として説明されているのは、

①資源、エネルギー価格、小麦・油脂などの

食料価格の世界的な高騰、それがウクライ

ナ戦争とロシア制裁で加速したこと、②円

安です。世界的な食糧危機、金融危機さえ

いわれるなかで①はさらに容易ならざる状

況に。②はアベノミクス、長年の日銀の緩

和政策すでに「抜き差しならない」状況に。

米央の利上げに対して日本は緩和継続で、

したがって円安がさらに進む、輸入コスト

はさらに高くなるとほぼみられています。 
 
 急激な円安や原油高による輸入・物流コ

ストの上昇のなかで、企業の値上ラッシュ

が続いています。食品企業側が今年１月か

ら値上げ（価格改定）を行った品目は月ご

とに増え今や１万 5000 品目に。値上げ率

は 13%にもなっています。（図２、帝国デ

ータバンク「『食品主要 105 社』価格改定

動向調査の７月版（6 月 30 日）） 
 

 
図２ ８月以降さらに値上げラッシュに 
 
食品分野別でみると、値上げ品目が最も多

いのは「加工食品」（6712 品目、値上げ率

は 13％）。ついで、「酒類・飲料」（3585 
品目、値上が率は 15％）。「調味料」（2627 
品目）でも、だしなど水産品関連の値上げ

が相次ぎ、前月から約 500 品目増加してい

ます。（図３、同） 
 

 
図３ 毎月増える値上げ品目 

 
 アベノミクスで、一方に富をため込んだ

資産家、企業がある一方で、非正規化、低所

得層がいっそう拡大した。そこにコロナ禍

が直撃、今度は物価高が押し寄せ、生活危

機となっている。これは政府の間違った政

策がもたらした「人災」だ。
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参院選公示のちょうど一年前の 2021年 6

月 22日、茨木市議会で遺骨土砂問題意見書

が全会一致可決された。昨年の｢沖縄慰霊の

日｣には、その意見書を携えて上京し、市民

派地方議員の方々と共に｢沖縄戦戦没者の

遺骨の染み込んだ土砂を用いた埋め立て工

事の中止｣を求めて防衛省･内閣府に対し直

接要求を行った。 

 

それから一年、沖縄を苛む状況がここま

で悪化するとは予想を遙かに超えている。

全国 200 以上の自治体で遺骨土砂問題意見

書が可決されても辺野古新基地建設は一方

的に強行され、自衛隊の南西シフトも進め

られている。米軍との核兵器共有論まで平

然と口にされるが、それが現実化すれば、

住宅地から 200 メートルしか離れていない

ところに弾薬庫が建設された宮古島などで

は、住民の生活の場に核兵器が持ち込まれ

ることになる。沖縄の方々に｢沖縄を再び地

上戦の戦場にするな｣｢このままでは自分た

ちが戦没者になる｣との恐れを持たせてし

まうヤマトンチュのなんと罪深いことか。

具志堅隆松さんは、6月 22日～23日、遺骨

土砂問題抗議の 4 回目のハンストを行われ

たが、沖縄の方々が自分たちの人権保障を

主張するために命をかけねばならない現状

はあまりに不条理だ。 

 

ロシア･中国･北朝鮮への脅威論が煽られ、

街頭や出前授業で出向いた先で｢憲法 9 条

では日本を守れない｣｢非武装･対話外交で

国を守ろうというのは単なる理想論だ｣と

言われることが増えた。そもそも憲法は日

本という国･社会のあるべき姿を定めたも

のであり、日本国憲法は｢世界の人々の平和

を希求すると信じ、絶対に非戦を貫く｣と国

際社会に約束したものだから、理想･綺麗事

で当然だ。現実を正すために理想があるの

であり、現実の脅威に対応するため理想を

ねじ曲げて解釈しようとする方がおかしい

はずだが、憲法改悪の動きが強まる中、非

戦の主張を貫く難しさを痛感する毎日だ。 

昨年 6月 23日の直接要求行動の際、初め

て福島みずほさん･服部良一さん･その他社

民党や社民党と繋がりのある市民派議員の

方々にお目に掛かった。どれほど少数派に

なっても、憲法を活かす政治を貫き、現場

の声を聞き続け、｢だめなものはだめ｣と言

い続ける。その姿勢に心底薫陶を受け、以

来社民党ファンを公言してきた。今回の参

院選は社民党の存亡をかけた選挙戦だが、

社民党の存亡は市民の人権と平和憲法の存

亡に直結する。 

 

地元の茨木市には大椿ゆうこさんの事務

所がある。大椿さんはずっと北摂で活動さ

れ、どれだけ誹謗中傷を受けても、労働者･

女性･外国籍の方々･まだ選挙権を持たない

子どもたちなど、権力者の悪政により真っ

先に犠牲にされるマイノリティの苦しみ･

怒りを一身に背負って声を上げ続けていら

っしゃる。遺骨土砂問題運動やカジノ署名

も全力で支援して下さった。 

 

大椿さんは、｢変えるのは私たち、変わる

のも私たち｣のスローガンで、候補者･市民

のボランティアが対等に結びつき、各人が

主体的に頭と体を動かす市民自治の取り組

みとして選挙を戦うことにこだわってこら

れた。大椿さんには単なる｢選挙の選択肢｣

としての魅力に留まらない、｢生き方の選択

肢｣としての魅力がある。大椿さんの生き様

を一人でも多くの方に知って頂くことで、

日本の市民自治は活性化し、権力･金力によ

るやりたい放題がまかり通る現状を覆すこ

とに繋がると思う。 

 

国政の悪化のスピードが酷すぎて抵抗す

る気力さえ奪われそうになるが、今こそ市

民の不屈の力を見せてやりたい。憲法を活

かすか壊すかを問う今回の参院選、死力を

尽くして戦い抜きたい。 

 

イエール大学学生  西尾 慧吾 
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７月８日は森鴎外の逝去から１００年目

に当たる。その森鴎外の作品に「高瀬舟」

がある。主要なテーマは今なお論議の的の

安楽死だ。安楽死などという哲学的な問題

は手に余るのでここでは高瀬舟にちなむ話

を紹介したい。 
 京都の木屋町通り沿いに高瀬川という小

さな川が流れる。角倉了以父子が開削した

人工の川で、鴨川の水を引き込んでいる。 

 
ここを物流のために上り下りする川が高瀬

舟だ。高瀬川を走る船だから高瀬舟なので

はない。高瀬舟が行き交う川だから高瀬川

なのだ。高瀬とは浅瀬のことで、吃水の浅

い川船を平安の頃から高瀬舟と言ったよう

だ。なお森鴎外の作品はこの高瀬川を島流

しになる囚人とそれを送り届ける役人とで

交わされる短い話が中心だ。 
 高瀬川の開削は１６１４年のことだが、

添付の古文書はその約６０年後、寛文九年

に奉行宛に書かれたものだ。長いので冒頭

の部分のみを掲示した。「恐れながら謹ん

で言上 先規より鳥羽横大路へ参り申す荷

物 近年伏見高瀬船へ積み取り申し候に付

き 鳥羽横大路問屋所々の車方の者共 飢

えに及び申し候故恐れ乍ら御訴訟申し上げ

候 訴訟人車方鳥羽組（以下略） 相手高

瀬船」とある。 

 
 もともと京への荷は、鳥羽で川から下ろ

され陸路で西国街道、東寺口へ、そこから

牛車で市中に運ばれていた。それが高瀬川

開削以降は舟運のまま京中まで運ばれるこ

とになる。この古文書では、伏見の問屋や

車屋は商売にならず、もともと高瀬舟で運

べる荷は薪炭だけの約束だ、大坂の陣での

鉄砲弾薬の運搬など公儀に協力してきたで

はないか、所司代周防守の印や奉行の五味

備前守の折紙もあるぞと訴えている。今も

昔も庶民の暮らしはなかなかいじらしい。

（高瀬川や舟の写真はウイキペディアより） 
 
 
 

大阪歴史探訪⑨   
西川 たけお（広範な国民連合・大阪運営委員） 

連 載 
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公園で遊べない子どもたちがいる 

 
 「車いすで公園で遊

んでいる子を見たこ

とがありますか？」そ

の質問にハッとさせ

られました。なんて情

けないことだろう！

恥ずかしい！子育て

支援の市民活動を２０数年してきたのにそ

んな現状を知らなかった。公園を利用して

も、遊ぶことが難しい遊具ばかりじゃない

か！ 
そんな想いがきっかけで、障がいがあっ

てもなくても誰もが遊ぶことができるユニ

バーサルデザインのインクルーシブ遊具が

あることを、国営公園で、都営公園でなど、

岡山市にある「みーんなの公園プロジェク

ト」（https://www.minnanokoen.net）さん

の情報で少しずつわかるようになりました。 
 

遊びは子どもの権利 

子どもの権利条約第３１条 

 

 なぜ公園の話題をさせてもらっているか

というと、今の社会で誰かと遊ぶという経

験がどんどん減っているからです。コロナ

禍での自粛生活、マスクをつけての外出、

何かを触れた時の消毒といった感染防止対

策が、必要だとはいえ人との距離を遠くし

ていることにもつながっているからです。 
 子どもは遊びの中で、社会性、協調性、自

発性、想像力、人への関心などを学んでい

きます。オンラインでゲームを友達とやっ

ているから大丈夫とは言い切れないと思い

ます。 
 また、定形発達の子どもたちと障害を持

つ子どもたちが分断されていては、多様な

人間関係を学ぶ機会を奪っていることにも

なります。幼い頃から出会い、小さなトラ

ブルから解決する力を育て、助け合い、共

感し合う、そんな体験ができる身近な場所

が公園であると思います。 
 

遊具だけできてもだめ 

出典：https://www.minnanokoen.net 
 

 2016 年には障害者差別解消法ができ、合

理的配慮の提供などハード面では、法律が

あるから進んできていることもありますが、

人の心の中にあるバリアはまだまだ高いの

ではないでしょうか？ 
 よくわからないから関わらないでいたい、

と思う定形発達の子どもさんの親の言葉も

よく聞きます。迷惑になってはいけないか

ら人のいない時間で遊ばせているという発

達障害の子どもさんの親もいます。 
 多様性を認め合い、共生できるインクル

ーシブな社会を目指すなら、ユニバーサル

デザインのインクルーシブな公園がもっと

多くでき、なんのためのインクルーシブ遊

具なのかを話すことがきっかけで仲間が増

えていく社会になればと心底願っています。 
 

八尾市議会議員 西川あり 

八尾市議会議員 
西川 あり 

https://www.minnanokoen.net/
https://www.minnanokoen.net/
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（ご案内）ぜひＺＯＯＭにてご参加ください 

沖縄をハブに東アジアの平和ネットワーク 
形成をめざす国際シンポジウム 

 
■とき ８月７日（日曜）13時～15時 30分 

 

■ところ 沖縄県市町村自治会館 ホール 

（那覇市旭町 116-37） 

 

■開催方式 

那覇市の会場と、北京、韓国をオンライ

ン(ZOOM)で結んで討論（同時通訳）。日本全

国にオンライン配信。 

 

 50年前の日中両国の国交正常化以来、両

国を中心に東アジアの経済的相互関係は強

固に発展して、両国の繁栄を実現し世界経

済を牽引しています。これを維持し発展さ

せることは今、21世紀の日本とアジアにと

って死活的重要事となっていると考えます。 

 ところが、米軍基地が張り巡らされた沖

縄は今日、東アジア

の軍事的緊張の焦

点となっています。

しかし本来、歴史的

には東アジアの経

済交流と発展の中

心地、ハブでした。 

この特性を活かして沖縄を、「軍事の要

石ではなく、平和のハブとして、東アジア

の国々と安全保障ネットワーク形成」をめ

ざす必要があります。玉城デニー知事の下

で復帰 50年に際しての沖縄県「建議書」も、

「アジア太平洋地域等における信頼醸成や

緊張緩和のための平和貢献の地域協力外交

を通じて平和の拠点としての役割を担って

いくための取組を進めていく必要」を強調

しています。沖縄での国際シンポジウム開

催を機に、このアジアの平和・共生の方向

の具体化を促進したいと考えます。 

＜来賓あいさつ＞ 

玉城デニー・沖縄県知事（要請中） 

鳩山由紀夫・東アジア共同体理事長（元内

閣総理大臣） 

 

＜問題提起、コメント＞ 

 富川盛武・前沖縄県副知事（調整中） 

羽場久美子・青山学院大学名誉教授 

楊伯江・中国社会科学院日本研究所所長 

 サンチュル・パク（朴 相鉄）・韓国ポリ

テクニーク大学教授 他  

 

 

 

◎申し込みフォームは下のＱＲコードから。 

 那覇市の会場参加も、

オンライン（ZOOMシステ

ム）参加も事前申込制。 

 

◎参加費 

 1,000円（会場参加、オンライン参加とも

に）学生は無料 

 

◎主催  

沖縄をハブに東アジアの平和ネットワーク

形成をめざす国際シンポジウム実行委員会 

 

◎協賛 

一般財団法人 東アジア共同体研究所／一

般社団法人 琉球経済戦略研究会 他 




