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＝日中国交正常化 50 周年・とめよう！台湾有事＝ 

東アジアの平和と安定のための自主外交を！ 
 

１９７２年９月２９日、日中両国は

並みならぬ努力と両国指導者の英断

で、「日中不再戦」、「一つの中国」

を確認して国交を回復しました。わが

国が引き起こした中国侵略戦争の終結

から２３年の月日を要しての実現でし

た。関西でも多くの友好人士ととも

に、経済界など幅広い人々がこの実現

に大きな貢献をしました。 

 

国交正常化後の５０年間で日中両国

は、文化、経済、人事交流等幅広く発

展しました。わが国も官民挙げて支援を惜しまず、中国は日本から多くのものを学び友好

関係を築きました。パナソニック創業者の松下幸之助氏は国交正常化後いち早く中国との

経済交流に尽力しました。いまや中国の経済・社会の発展はめざましく、またわが国の経

済も中国なくしては成り立ちません。 

中小企業が多く技術力豊富な関西の企業や販売店は、中国との貿易により繁栄し、中国

からの旅行者も飛躍的に伸びました。こんにち、大阪府下には７万人の中国人が働き暮ら

しています。西日本全体で約２万人の中国人留学生が大学などで学んでいます。  

 

しかしながら、８月のペロシ・米下院議長の訪台で「台湾独立」を挑発し、地域の緊張

関係はこれまでになく激化し、わが国政府も日米の軍事同盟のもとで抑止力強化一辺倒の

外交を行っています。防衛予算を増額し、最前線となる沖縄をはじめ、日本全国の在日米

軍、自衛隊基地、民間空港さえも軍事化が進もうとしています。 

 

私たちは、こうした中国敵視の外交は東アジア地域の緊張を高めるだけで、世界のすう

勢にも逆らい、わが国の経済と国民の生活をますます窮地におとしめるものであると思い

ます。 

日本は隣国とは友好、協力のパートナーとして相互理解を深めるようつとめ、「脅威」

をあおらず、東アジアの平和、発展のために貢献すべきです。 

  

「中国と再び戦争をしない」そのための道はただ一つ、軍事拡大でなく「日中平和友好条

約の遵守」と「平和・自主外交」が強く求められている!!と思います。広範な連携を呼び

かけます。 
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 本年は、日中国交正常化 50 周年という、日本と中国にとって大変大きな節目となる年に

当たります。枚方市日中友好協会と大阪府日中友好協会女性委員会は、この機会に、皆様

に中国をもっと知って頂きたいと今回の講演会を企画いたしました。 

この 50 年間、中国は並々ならぬ努力で目覚ましい発展を遂げています。日本は、日中戦

争などを負の遺産とし、再びどこの国とも戦争をしないと誓い平和憲法を制定いたしまし

た。しかし、今日本の

社会に湧き起こる中

国への反感はどこか

ら来るのか…講師の

戸毛敏美先生はこの

講演会を通して、戦

中戦後を中国で過ご

し目の当たりにした

戦争の悲惨さ、その

後の中国の人々との

交流で知り得た深い

友諠を今の日本人に

知って頂きたいと切

望されています。 

 また、白雪梅さん

は、日本人に馴染み

深い「漢詩」を通し

て、漢詩の奥深さ、互

いの文化の共通点

を、素晴らしい日本

語で分かりやすく解

説して下さいます。 

 講演後は、日本と

中国双方の歌と、「朝

日舞」をお楽しみい

ただきます。「朝日

舞」は普段あまり目

にすることが出来な

いものです。是非こ

の機会にご覧いただ

きたいと思います。 

皆様のお越しをお待

ち致しております。 
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私たちの「安倍元首相国葬反対」運動顛末 
 

―私らは侮辱の中に生きています― 

 

私たちの国葬反対運動は安倍とい

う人間を国が祀ることへの素朴な疑

問からでした。 

 議論は法の下の平等や内心の自由

といった違憲性から法的根拠や財政

をふくむ民主主義の問題と様々に展

開しましたが、全員が一致したのが、

安倍元首相は国葬に値する人間かと

いうことでした。それは次のような

アピールの下、JR 吹田駅前に集まっ

た人々によって共有されました。一

部を抜粋し、紹介します。 

「（略）それは例えば、彼によって

踏みにじられた一人の公務員の死と

その遺族の怒りや悲しみであり、基

地移設をめぐって住民意思を全く顧

みない彼への沖縄県民の怒りであり

悲しみです。国民を分断して恥じな

い彼の政治は多くの人々に怒りや悲

しみをもたらしました。 

そして今、旧統一教会という反社

会的宗教法人と結んだ彼の政治は、

その被害者を再び傷つけ、新たな悲

しみを生んでいます。彼の政治は怒

りと悲しみを生む政治です」 

 リレートークやスタンプ投票を中

心にした集会は４回を重ね、その

間、対市交渉、対市教委交渉、市議

会への意見書陳情などの行動にも取

り組みました。また私たちに呼応さ

れた普通の保護者の方々が自分たち

で意見や要望を取りまとめ、二十校

近い小中学校に申し入れるという効

果ももたらしました。賛同人の数も

最終的には４００人を超えていきま

す。 

 最後になった南千里駅前広場で私

は、戦前の治安維持法の時代に発表

された中野重治の短編、「春さきの

風」の中の一節、「私らは侮辱の中

に生きています」という言葉を使い

ました。またこれは１０年前、大江

健三郎が「さよなら原発１０万人集

会」で、国民の声を無視した大飯原

発再稼働決定に発した怒りの言葉で

もあります。 

 １０月７日、私たちは総括会議を

持ちます。それは侮辱に屈しないた

めです。 

 

「安倍元首相の国葬反対吹田実行委員会」代表 西川 厳穂 
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これはうちの近くの風景です。来られた

人、皆さん、「いいとこですね〜」と言われ

ます。でも、私は言います。「そうですね

〜。でも、あと 5 年、10 年、20 年すれば、

今の農政ならみんな荒れてしまいますよ。

そうなると人は住まなくなってしまいます

よ」と。 

 写真②は、写真①のすぐ近くにあります。

人家から少し離れたところはもうこのよう

に荒れ始めています。今は、山ぎわの人目

につかないところから荒れてますが、やが

て集落内の田んぼも耕作者がいなくなって

いきます。 

田んぼが荒れたら人は住みません。都会

からテレワーク等も来ません。つまり、廃

墟、廃村、そしてやがて地図から消えてい

きます。それは、日本全国どこも同じ。日本

の 7 割の土地がそうなる。日本の原風景の

里山がなくなる。そんな国が続くはずがあ

りません。 

 

中山間地を守る大切さ 
 

「特に中山間地域など条件不利地では

「半農半 X」を含む多様な人材を農業・地

域の支え手に積極的に位置付けるべきだと

の声が、政府・与党から上がる」（日本農業

新聞 22 年 8 月 20 日） 

オイオイ、何を寝ぼけたことを言ってる

ねん。左の写真の田んぼ全部を「半農半 X」 

 

の人で維持しようとすれば何人の人が必要

か? それって、日本全国の中山間地で何万

人?何百万人? （一軒 30a 耕作するとして

300 万軒は必要です。コレ分かって言って

るの???） 

耕作放棄田を作らない唯一の方法は、田

んぼで米を作って若者が生活できるだけの

米価を保証することです。それも、田んぼ

によって能率・効率は全然違います。北海

道のように一枚の田んぼが 6ha くらいのと

ころもあれば、0.05ha のところもある。日

本の農地の約 4 割を占める中山間地域では

平均で田んぼ一枚 0.1ha 以下です。全然効

率は違います

が、どこの田ん

ぼも維持しなけ

れば、日本の食

料自給は確保で

きません。 

都会の皆さん

が、「効率の良い

＝ 国の安全保障 ＝ 

米国からの兵器に予算を使うのか、農業補助に使うのか 
兵庫県宍粟市議会議員 今井 和夫（自然養鶏農家） 

写真① 

写真② 

今井和夫・宍粟市議会議員 
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ところだけで良い、あとは輸入でよい」と

いうのならば、もう中山間地域はお手上げ

です。日本の国土の 7 割を占める中山間地

域は廃墟になるでしょう。そして、食料は

農薬・遺伝子組み換えたっぷりの外国産。

日本は外国の言いなり。そんな国で良いの

ですか? 

良くないならば、一見効率が悪いように

見える中山間地域の田んぼもそれなりの米

価を保証して守るしかないです。でも、1 兆

円あれば、全国の中山間地域の田んぼに若

者が暮らしていけるだけの米価を保証でき

るのです。限界集落もなくなるのです。人

口は減るけど日本の原風景の里山の風景は

守られ田んぼは守られ、日本人の食料は確

保出来るのです。小麦・大豆・家畜飼料等を

含めても 3〜4 兆円あればできます。 

防衛費を 2倍に。5兆円を 10兆円に・・・。

アメリカの言いなり、まさに奴隷ですね。

植民地も極まれりデス。4 兆円出してほん 

とに食料自給体制を作るのと、あと 5 兆円

足してアメリカの兵器を毎年買い貢ぐのと、

どちらがホントの国防でしょうか。毎年 10

兆円ですよ。 

政府はにわかに口先だけ食料自給体制を

作ると言っていますが、そのための新たな

予算は、数十億円単位です。桁が少なくと

も 2 つは違います。 

 

欧米諸国の農業は補助金で成り立つ 
 

書き出したらキリがないですが、外国産

の農作物が安いのは規模が大きいからでは

なく、補助金がしっかりしているからです。

アメリカの農家一軒あたりの耕作面積は

180ha。日本は 2ha。そんなに大規模なアメ

リカでも農家の所得の半分は税金、つまり

補助金です。それは日本では一切報道され

ません。EU の農家は 8〜9 割が補助金。ど

この先進国も税金でしっかり農家を守って

いるのです。自力でやれと言っているのは

日本だけ。 

 都会の皆さん、日本農業を守るための世

論を興してください。欧米のように日本も

しっかり農業を保護しろと。田舎の荒廃は

都会の方々の食料、そして、国土保全・環境

に直結する問題です。 

テレビではグルメ番組はバカみたいに流

れるけど、材料の産地や作り手のことに言

及するものは皆無です。「あんたのその食

べているもの、それどこから来て、どんな

作り方して、どんな農薬・添加物まみれな

の・・。」皆さん、自分の食べているものに

もっと関心を持ってください。それはまず

はあなたの健康のため、ひいては田舎の存

続・日本の存続のためなのではないでしょ

うか。

 

日 時 ：2022 年 11 月 20 日（日曜日） 午前 10 時半（開会） 午後 4 時半まで 

会 場 ：川崎市生涯学習プラザ（コロナ対策を徹底し定員を制限して開催） 

・オンライン併用のハイブリッド方式で開催 

・事前に申込みお願いします。（申込書があります）参加費 1000 円 

・賛同会員でない方、是非ともこの機会に賛同をお申し込み下さい 

  連絡先 ：広範な国民連合 全国事務局  

  電話 044-511-0427 FAX 044-541-2066 Email :info1@kokuminrengo.net 

自主・平和・民主のための広範な国民連合 

 第 25 回全国総会に参加を 
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       アメリカからの便り… 

 

NY で国葬反対のデモを企画  
 

9月 27日に安倍元首相の国葬が行われて

しまった。全国各地で抗議行動が重ねられ、

私もニューヨークでデモを企画し、総領事

館に声明文も出した。ニューヨーク公共図

書館でデモをしている時通りかかった在米

邦人の方も、｢反対｣とおっしゃっていた。

これだけの抗議の声が上がっても、完全無

視して国葬を強行する所に、安倍元首相以

来 10 年続く自公政権の非道さが象徴され

ている。岸田首相は国連総会の演説でも｢小

さな声にも真摯に耳を傾け｣などと発言し

たが、世界各国に大嘘をついたことになる。 

 

沖縄への犠牲続ける岸田政権  

現政権により、特に犠牲にされているの

が沖縄だ。安倍元首相は、辺野古新基地建

設反対を掲げた玉城デニー氏が沖縄県知事

一期目に就任した 2ヶ月後の 2018年 12月、

辺野古への土砂投入を強行した。今年の 9

月 11 日の知事選で玉城氏は二選を果たし、

県議補選でもオール沖縄の上原カイザ氏が

当選したが、選挙翌日も土砂投入が行われ

た。安倍元首相のご遺骨は丁重に取り扱わ

れたが、辺野古新基地建設には沖縄戦戦没

者のご遺骨が染み込んだ土砂まで使われよ

うとしている。既に全国 200 以上の地方自

治体で反対意見書が上がっているが、政府

は一顧だにしない。現政権は、どれだけ人

の命に差を付ければ気が済むのか。 

反対デモをする市民には黙って弔意を示

せと言っておきながら、国葬当日も辺野古

の埋め立ては行われた。今や問題は辺野古

だけではない。

鹿児島県馬毛

島から奄美大

島･沖縄島･宮

古島･石垣島を

経て与那国島

に至るまで、自

衛隊によるミ

サイル基地化が進められている。日米共同

訓練も繰り返され、奄美大島ではウクライ

ナで用いられた米軍のロケット砲システム

｢ハイマース｣まで展開された。先島諸島に

は、台湾有事を想定した避難シェルター建

設まで計画された。本土防衛のために沖縄

を捨て石にした沖縄戦を繰り返さんばかり

の勢いだ。 

国葬翌日、浜田防衛相は沖縄に行き、玉

城県知事と会談したが、｢辺野古が唯一｣と

の言い分を改めようとせず、自衛隊の配備

強化を牽制する知事の意見にも真剣に向き

合わなかった。菅元首相にとっては、安倍

元首相の判断は全て正しかったそうだが、

沖縄を無視し犠牲にする政治を進めたのが

安倍元首相であり、岸田政権も同じ路線を

採っている。  

対米従属の軍事大国化でなく、平和外交を 

 アメリカに住んでいると、為替レートが

気になる。記録的円安の理由は、日米間の

金利差だと言われている。国債償還が大変

になるから政策金利を上げられないそうだ

が、防衛費だけは青天井、国債や法人税を

投入してこれから 5 年で 40 兆円以上を費

やす計画のようだ。今年の防衛費概算要求

の査定には自衛隊制服組が関与したそうだ

が、市民の暮らしを犠牲にした軍拡が、国

会も開かれないまま決められている。日本

はもう軍事独裁国家だ。 

このような国の犠牲にされるのは沖縄だ

けに限らない。市民運動弾圧のための重要

土地規制法

は 2760件の

パブリック

コメントを

無視して全

面施行され、

｢反基地運

動で出る弁

西尾さん（写真右） 
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当のゴミが基地機能を阻害する｣との暴論

で同法を反基地運動弾圧の道具にしようと

した杉田水脈氏が総務政務官に就任した。

小野田防衛政務官は、｢スパイ防止法に反対

する人はスパイだ｣とまで言っている。市民

を監視･弾圧する恐怖政治の土台がここま

で作られていることに、危機感を持ちたい。 

対米従属の軍拡に突き進み、他国との対

立を煽っても、何ら利益はない。日本中に

米軍･自衛隊の施設や原発･ダムなど、攻撃

の対象にされ得る重要な施設がある中、自

ら攻撃を受けるリスクを高める動きをする

ことが愚かだ。今年は日中国交正常化から

50 年でもある。｢平和を愛する諸国民の公

正と信義に信頼｣するという日本国憲法前

文の精神に立ち返り、平和外交に徹するべ

きだ。 

 

闘いはこれから  

9月 27日の国葬で、自公政権の問題が消

えるわけではない。むしろ、これからが正

念場だ。｢市民の声を聴かず、人々を平気で

犠牲にする今の政治を許さない｣との声を

一層上げていきたい。国葬反対運動に多く

の市民が立ち上がったのを見て、たくさん

の希望を貰った。今回の運動で培われたエ

ネルギーとネットワークを持続させ、しっ

かり現政権に対峙して行ければ良いと思う。 

 

イエール大学学生  西尾 慧吾 

 

 

 

安全・安心の貝塚市を！！ 
 

これまで

4期 16年間、

一 貫 し て

「安心・安

全」をテー

マに取り組

んできまし

た。誰もが

安心して暮

らせる貝塚

市を！言葉では簡単ですが実は大変な事で

す。そんな中で、貝塚市の空き家・空き地条

例を議員提案で制定させたりしました。ま

た、貝塚市パートナーシップ宣誓制度の策

定に向けて当事者の皆様の意見を伺いなが

ら制度を作り上げてきました。正に誰もが

安心して暮らせる制度の一つなりました。 

貝塚市は維新市長が誕生してしまいまし

た。今のところ「維新カラー」は出ていない

ように思いますが、統一自治体議員選挙後

に貝塚市議会の政治勢力も変わると思いま

す。そんな中で、暴走を許さず市民目線に

立って着実に議会人としてチェック機能を

果たしていきたいと考えています。 

さらに、出口の見えない新型コロナウイ

ルス感染症。いつ発生するかわからない、

大震災に備え、普段からの訓練や対応が求

められてきます。この間、避難所機能の充

実や感染症対策にも取り組んできました。

誰もの予想できない状況の中で何が正解か

悩みながらの取組みでした。 

ロシアのウクライナ侵攻や核の危機。「戦

争こそ最大の人権侵

害である」ことを常

に胸に刻みながら、

また、全ての人々の

人権が守れる社会を

めざして、これから

も全力で取り組みた

いと考えています。 

この 4 年は、情報

発信に力を入れようと、コロナ禍の緊急事

態宣言発出時以外は議会報告ニュースの駅

での配布やポスティングに取り組みました。 

「継続は力なり！」小さな取り組みかも

しれませんが、少しでも伝わればうれしい

なぁと思いながら続けています。 

 

貝塚市議会議員 南野 けいすけ 
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浅田義信・顧問（前代表世話人）が逝去 
 1993 年 11 月の自主・平和・民主のための広範な国民連合・大

阪結成に参画し、会計監査、運営委員、代表世話人、全国世話人を

歴任された浅田義信・顧問が、６月９日、闘病の甲斐なく、ご逝去

されました。享年 88 歳。 

 浅田顧問は、結成以来、広範な国民連合の自主・平

和・民主、アジアの共生という理念に深く共鳴し、私

たちの組織と国民・府民運動の前進に全力を注がれて

きました。 

 私たちは深く哀悼の意を表します。 

 
 

 
～ 全国地方議員交流研修会に初参加 充実した夏に ～ 

 

 

 

 コロナ禍の中、withコロナに向けて、日

本も動き出しており、ギリギリまで状況を

見極めながら参加した「第 18回全国地方議

員交流会」。 

 

 2 月に勃発したロシアによるウクライナ

侵攻で、政府の軍備拡大に理解を示す声が

国民の間でにわかに増えておりますが、食

糧の大部分を輸入に頼り、自国の食糧自給

率が僅か 38%(令和 3 年度)という日本にお

いて、世界情勢が厳しくなると日本国民は

飢えてしまいます。 

 

 日本の農業政策については、地方議員だ

からこそ、実態を把握し、発信していく必

要があると思い、分科会は東京大学教授の

鈴木宣弘教授の問題提起「日本農業と食料

を守るために」を拝聴させていただき、高

齢化で年々減る農業従事者問題等、待った

なしの現状を思い知りました。午後からは

「生活困難をかかえる地域住民のために」

というテーマで、反貧困ネットワークの瀬

戸大作氏による実態報告と求められる行政

のサポートについて学ばせて頂きました。

 

 長引くコロナ禍。景気低迷、物価高と混

迷を極めている日本の現状に私たち自治体

議員は連帯し、各地の問題解決に向けて大

きな動きを作ることが必要だと、研修会へ

の参加で実感しました。 

 

 来春は統一地方選挙。山積する問題解決

のため、一人でも「まともな議員を増やす

こと」が命題です。関西圏においては、自公

政権との対峙と同時に、大阪維新の会がさ

らなる党勢拡大へと既に始動しています。

選挙イヤーに該当しない立憲野党の議員と

して、応援する議員当選に尽力いたします。 

 

摂津市議会議員 にしたに知美

 

 

 

 なみはや原稿 会費納入のお願い 
 常日ごろより、ご理解・賛同・協力ありがとうございます。10 月より新しい会計年度
に入ります。2022 年 10 月から 2023 年 9 月までの会費の納入をお願いします。 
いつもこのようなお願いばかりで恐縮ですが、当会の活動は会費・カンパによって成り

立っております。活動をより活発なものにするためにも、是非ともご理解・賛同・協力お
願いいたします。 


