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長引くコロナ禍の雇用・労働への影響は︑緊急
事態宣言の再発令・延長が追い打ちをかけるよう
にさらに深刻なものになっている︒２月９日の厚
生労働省の発表でも︑コロナ禍に関連する解雇・
雇い止めは︑見込みを含めて累計８万６５５１人
で︑直近の１週間での増加幅も拡大し︑緊急事態

日の両日︑傘下の県内８つの地域ユ
生活と雇用を守

ホットラインに取り組
退職勧奨問題４件︑労働
売員︶▽﹁昨年まで週

活できない﹂
︵アパレル販

各種の世論

くはなかったが︑この時

めを刺すかよ

﹁危機﹂に止

否定的ななか︑

んだ岡崎委員長は︑次の

期︑困っている人と少し

うな激震が東京五輪を襲

雇用調整助成金の手続き

ない﹄と拒否された﹂
︵タ

でもつながれたのはよか

った︒東京五輪・パラ組

調査でも７〜

クシー運転手︶▽﹁会社

った︒新型コロナ対応休

８割が開催に

今年になり週１日︵２・

から在宅勤務を指示され︑

業支援金・給付金のこと

﹁相談件数は決して多

５時間︶まで減少︒どう

週２日休んでいる︒社員

ように感想を語っている︒

のいずれもがコロナの感

すればいいのか﹂
︵ビル清

は有給︑非正規は年休扱

を会社に言っても︑
﹃休業

染拡大が影響している︒

日︑１日

掃︶▽﹁コロナで売り上

しないので手続きはでき

しや︑神戸ワーカーズユ

主な相談内容では︑
﹁コ

げが低下︒月

時間働いていたが︑

ニオン︑あかし地域ユニ

ロナによる営業悪化で人

〜

時間・休日問題２件︵重

オン︑はりまユニオン︑

員削減︒希望退職募集と

複あり︶などで︑これら

んだのは︑労働組合武庫

姫路ユニオン︑但馬ユニ

川ユニオン︑ユニオンあ

オン︑丹波ユニオンの８

ひょうごユニオンの集

か ﹂︵ 旅 行 会 社 勤 務 ︶ ▽

退職に応じる方がいいの

カットが行われた︒希望

されても会社が休業を指

▽﹁緊急事態宣言が発令

ない﹂
︵タクシー運転手︶

約５〜６千円︒生活でき

客がいない︒収入は日に

結局はサービス残業﹂
︵事

っており︑残業になるが︑

出勤した日は仕事が溜ま

５〜６万円の減収が痛い︒

は困る︒日給なので︑月

い︒年休が減り続けるの

で︑今後︑最低賃金引上

正規労働者の格差も深刻

よくわかり︑課題だ︒非

れていない実情も改めて

れぞれにあまりよく知ら

など︑支援制度が労使そ

重ねて︑日本の恥部とも

劇の醜態で恥の上塗りを

る混乱と迷走のドタバタ

任表明や後任選びをめぐ

発端であり︑その後の辞

ない女性蔑視発言がその

織委員会会長のとんでも
時間乗車しているが︑

計によると今回の相談件

﹁コロナによる営業時間

いうべき内情を世界にさ

％の賃下げ・ボーナス

件︒相談内容での

短縮で︑非正規の労働時

げの運動などにつなげて

つの地域ユニオン︒

分類では︑賃金・休業補

春闘の課題としたい﹂︒

数は

償問題５件︑契約・不利

などがある︒

ホットラインに取り組

│

務職︶
め︑賃金が大幅に減少︒

賃金不払い企業に抗議行動

ラブル続きの東京五輪で

ある︒招致をめぐる贈賄

疑惑は消えていない︒メ

イン会場の新国立競技場

支援の県下の地域ユニオ

広士委員長︶は２月２日︑

ユニオンあしや︵小畑

カーで８人の警官隊が到

の後︑さらに２台のパト

警察官が１人来たが︑そ

との通報があったとして

の住民から〝騒音迷惑〟

員で取り巻いて

分ほど

逃げようとしたが︑組合

話し合いができない﹂と

た︒社長らは﹁ここでは

門前での抗議行動となっ

ったコロナのパンデミッ

して︑全く予想にはなか

競技の会場変更問題︒そ

レムのつくり直し︒各種

作が疑われた公式エンブ

建設計画のやり直し︑盗

ンの仲間と共に︑正当な

厳しく追及した︒賃金を

クによる開催延期⁝⁝︒

着し︑ 月の前回と同様︑

開催経費も当初予算の何

った︒そこにさらにみそ

倍にも膨れ上がってしま

をつけたのが今回の女性

ストップされた２人の生

勢に︑改めて怒りがこみ

蔑視発言をめぐる一連の

活状況を完全無視する姿

︵大野︶

あげてくる抗議行動とな

警察による過剰対応を実

抗議集会終了後︑社長

った︒

感することとなった︒

や部長らが建物内から出

３か月も賃金を支払わな

＝伊丹市︶に対して抗議

て来る姿を発見︒直ちに

問い直すことに繋げたい︒

が改めて向き合い︑自ら

ェンダー平等にそれぞれ

と受け止め︑多様性やジ

会への重大な問題提起だ

か▼その意味で︑日本社

会状況の根深さではない

の保守的な社会意識・社

容認・放置してきた旧来

国の内実であり︑これを

数ランキング１２１位の

界ジェンダーギャップ指

にとどまらず︑まさに世

された問題は五輪の領域

騒動だ▼ただ︑さらけ出

を行う一方︑尼崎市内の

抗議集会のさ中︑近所

前の申し入れ内容だ︒

社の暴挙に対する当たり

を３か月も支払わない会

ること︑の２点で︑賃金

が就労できるよう進言す

めること︑②所長は２人

して２人の思いを受け止

の場を持ち︑直属上司と

２人の組合員と話し合い

申し入れた内容は︑①

人が参加した︒

れを行った︒行動には

長︵直属上司︶に申し入

敷地内にある営業所の所

神戸日野自動車︵株︶の

に﹁自宅謹慎﹂を強い︑

理由もなく２人の組合員

ユニオンあしやが支援の仲間と

らした▼振り返れば︑ト

示しない︒客がいないた

20

間が４分の３に短縮︒生

15

宣言の対象地域を中心に解雇が加速していること
が明らかになっている︒数字に表れてこない失業
も多く︑失業の実態はこの数字をはるかに上回る︒

︑

こうした中︑ひょうごユニオン︵岡崎進委員長︶
は１月
ニオンで﹁コロナ緊急事態宣言

30

益変更問題４件︑解雇・

18

10

い新浪花運輸︵株︶
︵本社

30

るホットラン﹂を一斉に開設し各地で電話相談活

名で関西学生秋季選手権が開かれ︑

︵ 加古川市 ︶

加古川大堰

動に取り組んだ︒

㌔ほど上流の

関西に限らず西日本の大学が参加す
る大会となっている︒市民にも気軽
にボート競技を楽しんでもらおうと︑
右岸に出来た市立漕艇センターでは
ボート教室が開かれ︑その成果を市
民レガッタ大会で競う︒宿泊施設を
備えたこのセンターにはナックルフ
ォア艇をはじめ種類も豊富に艇が備
えられており︑艇を預かり保管もし

堰の下流側は河川敷が広がり︑テ

ている︒

ニスコートやグラウンドなどもあっ

12

30

て︑ジョギングやウォーキングやス

１月29、30日に電話相談に取り組んだ武
庫川ユニオン、神戸ワーカーズユニオン、
あかし地域ユニオン（上から順に）

29
ポーツを楽しむ姿がよく見られる︒
︵嶋谷︶

今回の抗議行動にも警察官が過剰な介入をしてきて
行動の制約を受けた＝２月２日、尼崎市

加古川の河口から

池尻橋と上荘橋の間に加古川大堰が

㌔に及ぶ県下最大の川で︑

ある︒一級河川・加古川は幹川流路
延長

年前に造られた︒長

会ができる︒秋に加古川レガッタの

トコースが設定されていて︑公式大

堰の上流側の水面を利用してボー

望む憩いの空間になっている︒

堰記念公園があり︑加古川の流れを

この大堰の管理事務所の南側に大

式の魚道がつけられている︒

両岸にアユが遡上できるように階段

さ４００ｍ︑高さ６ｍの可動堰で︑

年をかけて約

川の治水と水需要に対処するため９

市３町を潤す︒加古川大堰は︑この

11
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藤原辰史氏
講演要旨③

コロナ後の社会を生きる指針
│異議申し立てを自粛してはいけない│

改憲の動きをウォッチング

することを可能にする︑

本末転倒な法案であり︑

政府の失策を個人責任に

る限り多くの野党統一候

る内容となっており﹂︑

で時短や休業を強行させ

罰則を伴う﹁命令の脅し

転嫁するものである﹂と

﹁安保法制の廃止と立

補を立てることはもはや

﹁﹃営業の自由﹄
︵憲法

打ち出すことによって︑

憲主義の回復を求める市

立憲野党と市民にとって

条︑

■政権交代の意志の明確

民連合﹂
︵市民連合︶は︑

自明の前提となり︑選挙

︵同

厳しく批判︒
﹁らい予防法

このシステムは︑トッ

﹁菅政権による新型コロ

協力の体制を整備し︑そ

国民の政治転換への期待

プダウンではなく︑中央

ナウイルス対策が失敗を

れに関する情報について

﹁市民連合﹂が立

をもらい︑代わりにたく

集権型でもなく分散モデ

続け︑与党政治家の不祥

し︑生命や生活の権利を

化を

さんのミネラルを植物に

ルである︒微生物の力を

事や腐敗が次々と露見す

奪いかねない﹂と指摘︒

と同様︑重大な憲法問題

って楽しい時間を過ごす

与える︒そういう根の分

借りるということは︑一

野党を支える市民と共有

を惹起する﹂と指摘し︑

ことのために生きてきた

散型のあり方というのが︑

方で︑いま日本がやろう

する﹂ことを呼びかけて

は一層高まると考える﹂

のに︑いつの間にか︑地

生物学者たちに注目され

る中﹂
﹁今年秋までに行わ

﹁小選挙区においてでき

そういう意味で︑私た

球環境を守るために生き

ていて︑微生物たちをた

れる衆議院総選挙は︑国

憲野党に申し入れ

う︒彼らがストライキを

ちのフード︑食べるとい

ていたり︑経済活動を続

としている化学肥料と農

私たちは本来︑美味しい

起こすと︑今度は全国の

う当たり前の事実も︑こ

けるために消費したり︑

薬を中心とした競争力の

ものを食べて︑人と語ら

回︑新型コロナで︑食肉

黒人労働者を集めてスト

のコロナ禍の中で︑非常

くさん飼って︑その力で

ようとして体を壊してい

処理場で多く感染が拡大

破りをさせる︒そんな中

に不正義︑不公正な状況

植物の栄養を保っている︒

るという︑アメリカのこ

したことがよく報道され

で作られ︑加工される肉

そういう社会になってき

ば︑次は違う移民の集団

最後に︑では今日のよ

た︒アメリカでも黒人や

にもネズミやいろんな肉
の中で営まれたというこ

をちょっと低い給料で雇

うな状況の中でどんな思

ヒスパニックの労働者が

が混ざったり︑害虫が混

ひとつ上げるとするな

想を紡いでいくことがで

多く感染して︑食肉工場

ざったりして︑スパムと

ら︑肉の問題である︒今

きるか︑皆さんと考えて

を閉めざるを得なかった

■見せかけではないエコ

いきたい︒

と報道されている︒ドイ

条︶や﹃財産権﹄

22

る︒今︑国連などでもＳ

ジー﹂ではない思想であ

マニア系の移民をかなり

う大手食肉企業が︑ルー

ツでも︑テンニースとい

は小説を通じて警鐘を鳴

いう状況に︑シンクレア

して売られている︒そう

えるべき思想は何なのか︒

そんな中で私たちが考

私は思っている︒

で︑本当のエコロジーを

で提示されてきている中

こんな培養肉みたいな形

ている︒解決方法さえも︑

ちは︑小腸や特に大腸に

臓にも当てはまる︒私た

これは︑実は︑人間の内

利宣言﹂にあるように︑

本が棄権した﹁小農の権

強い農業とは違って︑日

会として︑重要な意義を

るための政治的選択の機

民にとって危機を打開す

ら激しい戦いが始まる︒

４月の衆参補欠選挙か

いる︒

として法律で定めること

質な行為だけを﹃犯罪﹄

﹁社会的害悪が明確で悪

条︶を不当に侵害

ＤＧｓがよく言われてい

や豚の細胞を分裂させて︑

肉が注目されている︒牛

ひとつは︑いま︑培養

である︒

細菌がいっぱい飼われ︑

いが︑土壌生産力が落ち

日本では全く報道されな

的に非常に深刻な問題だ︒

いま︑土壌劣化は世界

選挙に向けた政治転換の

ための政策の拡充︑③総

生命︑生活︑雇用を守る

めの医療政策の拡充︑②

ルス蔓延を食い止めるた

対し︑①新型コロナウイ

申し入れは立憲野党に

改定案には法律や医療

を含めた罰則は残った︒

は削除されたが︑行政罰

による修正協議で刑事罰

立した︒自民と立憲民主

コロナ関連法改定案は成

日間の審議で３日︑新型

衆参合わせてたった４

政の民主的統制︵同

は極めて問題であり︑行

認が明記されていない点

批判している︒
﹁国会の承

も憲法上︑問題があると

まん延防止等重点措置

ができるという﹃適正手

実験室で培養し肉を作っ

︱ 植物
■﹃土と内臓﹄
︱

その細菌に私たちが食べ

ている︒大事なのは︑生

意志の明確化︑④総選挙

など多くの団体が反対声

■﹁重大な憲法問題を惹

有名なエリック・シュロ

ていく︒それによって︑

ごみを捨てずに分解する

における選挙協力の明確

求めた︒

持つことになる﹂と︑立

ーサーというアメリカの

ベジタリアンも食べられ

ようなシステムを築いて

化︑⑤総選挙における共

スモールサイズの︑化学

らした︒

ジャーナリストが︑
﹃ファ

いくことである︒生ごみ

通政策

貫徹する観点からも﹂
﹁改

膨大な数の微生物を飼っ

狭い場所に閉じ込めて生

い労働環境で働かせた結

ストフード・ネイション﹄

ている野菜とか繊維質を

を捨てるのは止めよう︒

正案は成立させるべきで

探さないといけないはず

る︒ＳＤＧｓの内容は一

果︑クラスターが発生し

ポストコロナの思想│

分解してもらい︑その結

生ごみは重いので清掃員

動として求めている︒

声明は︑
﹁不適切なコロ

続き主義﹄
︵同 条︶から

多くのグローバル企業が

た︒こういう労働の状況

のは︑モントゴメリー＆

果︑免疫を高める効果が

たちの腰を痛める︒マン

なる総選挙については

ナ政策の結果として生じ

も問題である﹂としてい

口を揃えてＳＤＧｓをア

や︑食肉処理場のような

ビクレーの本だ︒アメリ

もたらされていることが

ションやアパートに住む

﹁連立政権の樹立に向け

そんな中で紹介したい

何をどう変え
ていくのか

３項︑

条等︶とも相容

れない﹂と指摘︒

なる︒

これは︑トップダウンで

︻３面につづく︼

は︑私たちの﹁コモン﹂

今日のグローバル資本

ろう︒

中心に位置づけられるだ

のことが今日のお話しの

しようということで︑こ

︵中︶

最後に声明は︑
﹁生命︑

かなりのごみの量を減ら

そんな中で注目されて

自由︑幸福追求への権利

すことができる︒そうい

人を超える憲

やしていることも問題で

う知恵が︑コロナによっ

明を出し︑罰則の撤回を

ある︒世界中のごみ焼却

いるのが﹁ミュニシパリ

を保障すべき国の責任を

の中を通して︑腸に根を

炉の数の内︑半分は日本

ズム﹂という思想である︒

否定するもので﹂
﹁﹃立憲

べきだ﹂という考えであ

張って動く植物と同じ︒

て破壊された循環社会を

法研究者有志一同による

る︒植物が根を張り︑そ

そういうふうに人間観を

復活させる大きな課題に

反対声明から問題点を整

物なのか︑と思う︒もち

の根っこは非常に多くの

にある︒日本はごみを燃

とりわけ重要な闘いと

藤原辰史︵ふじはらたつし︶さん

ろん︑いろんな意見の人

やす国で︑地球を破壊し

主義﹄
﹃法治国家﹄理念を

６年︑北海道旭川市生まれ︑島根県横田町

がいて︑これで地球が救

とらえ直すと︑とたんに

理してみた︒

コロナ関連法で

ピールすることで︑ある

場所で感染が起こるのだ︑

る︒牛や豚を育てなくて

カの地質学者モントゴメ

医学で明らかになった︒

人でも︑大きなコンポス

て立憲野党︑さらには危

起﹂

意味︑集団的な責任逃れ

ということが明らかにな

いいので︑飼料も育てな

リーと生物学者ビクレー

腸内サイクルが微生物を

トを使えばいくらでも分

学者 人超が反対表明

をしている場合も多い︒

った危機の時代には︑必

︵邦題＝﹃ファストフー

くていい︒そうすると︑

の夫婦が書いた﹃土と内

増やし︑免疫を高めてい

解してくれる︒

ない﹂と結んでいる︒

憲野党に対し５項目の申

しかし︑誰一人飢えさせ

ず食肉処理場が警報を鳴

ドが世界を食いつくす﹄︶

地球環境問題もクリアで

蔵﹄という本で︑これは

くことがいま明らかにな

た状況に行政罰︑公表な

し入れを行った︒

ないということと︑経済

らす︒１００年ほど前︑

という本の中で︑ファス

きる︒そういうふうなこ

私のバイブルである︒こ

っている︒これはつまり︑

機感を同じくする政治家

どの威嚇で強権的に対応

肥料と農薬による土壌劣

成長を一緒に続けるとい

アプトン・シンクレアと

トフード産業が最終的に

とが︑にわかにアメリカ

の本が述べていることは︑

また︑非常に水分を含

による連立政権の構想を

化を防ぐような︑土壌を

うＳＤＧｓの思想に︑私

いう社会主義者の作家が

頼りにしている食肉処理

で言われるようになって

﹁もう一度エネルギーで

んだ生ごみに︑大きな火

ている︒腸ではけっこう

は疑い深い気持ちを抱く︒

書いた﹃ザ・ジャングル﹄

場で︑膨大な回転数の早

いる︒この培養肉は日本

植物も人間も似ていると

や重油を使ってごみを燃

また︑つい 年前にも︑

これまでの経済システム

という小説がアメリカで

いベルトコンベアの中で

でも結構注目されている

いうことにほかならない︒

美味しいエキスがばらま

活させ︑低賃金かつ厳し

でよかったのかと︑厳し

よく読まれた︒シカゴの

多くの労働者が手や指を

はなく︑微生物の力を重

人間は︑土壌をチューブ

る︒

く問うていかなければな

食肉処理場で働く移民が︑

失い︑怪我をして︑ファ

視した農業︑工業︑エネ

見直すようなものだ︒

らない︒新自由主義でい

次々に身体的に害を被り︑

が︑私はとても違和感が

ルギー産業を作っていく

の思想・分解の思想

いのか︑ということだ︒

最終的に首を切られる︒

ある︒これが︑本当に私

条

流行に惑わされることの

ストフードや小売店が求

たちが手に入れたい食べ

を具体的な行

ない︑揺るぎない思想が

さらに︑ある移民の集団

める大量の食肉を処理し

66

31

はなく︑自治の力を回復

■ミュニシパリズム
︵現・奥出雲市︶出身︒京都大学人文科学

自分の腸にいる微生物も︑

まくっている︒これを微

デンプンを土にばらまい

土壌中にいる微生物も愛

生物に分解させるだけで︑

ている︒ばらまいた結果︑
微生物たちがいっぱい寄

おしくなってくる︒

だが︑本来︑私たちは
何のために生きてきてい

ってきて︑そのおこぼれ

えるという意見もある︒

︵青土社︑２０１９年︶など著書多数︒最

るのかということである︒

研究所准教授︒専門は農業史︒
﹃給食の歴史﹄

新刊に﹃縁食論﹄
︵ミシマ社︑２０２０年︶︒

65

70

70

︵岩波新書︑２０１８年︶︑
﹃分解の科学﹄

１９７

︱

今︑求められていると思

が使い物にならなくなれ

かれ︑そのおかげで腸内

見耳心地よく聞こえるが︑

とを明らかにした︒

私が強く申し上げたい

29 29

ロジーを

のは︑
﹁見せかけのエコロ
とが明らかになった︑と

参考文献として、岸本聡子
さ ん 著『 水 道 、再 び 公 営
化！』

う︒

20
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費の無償化や高校生の給

予算案は２月

いるといえよう︒

寄りそう予算案となって

知識という共有すべきも

︵水︑食︑風景︑土地︑

︻２面からのつづき︼

行われているので﹁バル

バルセロナを中心として

料を回そうとなっている︒

の中継を見ることを怠っ

く見るが︑自治体の議会

年の

始まる定例市議会で審議

の︶を奪い続けてきた︒
セロナ

コモン﹂という

ている︒本当は︑国と同

■演劇のご案内
猛威から市民を守ること

みは︑自治体がこれらの

こっている注目すべき試

いま︑ヨーロッパで起

治体主義﹂が登場してき

ている︒世界各地で﹁自

界中の都市が賛同を示し

言い方をされていて︑世

関わっているので給食に

い︒私は給食の運動にも

委員会を見ないといけな

じように自治体の議会や

︵永井︶

別役実追悼公演・第２弾

ている︒

えた﹁後付け﹂のもので

ある︒防犯カメラの設置

について︑かつて病院側

は団体交渉で︑
﹁医療事故

防止の観点﹂から設置し

たと述べた︒ところが︑

実際には経営側にとって

は︑京都市は驚くほどレ

気に入らない職員の行動
私たちも自治体にもっ

なった︒また︑病院経営

関する議論を見るが︑給

である︒ミュニシパルと

と目を向け︑自治体自身

者に近い立場の職員から

川総合庁舎１階﹁たぱす﹂
め︶

法で︑水道の民営化がヨ

ていく動きを作っていか

たらすような自治を作っ

と弱者に対するケアをも

すことが重要だというこ

のをあらためて見つめ直

わけだが︑自治というも

最終的に国を変えていく

に着けることによって︑

に対して﹁解雇事由

官から病院側代理人

の第１回期日では︑裁判

もたれた︒昨年９月

判の期日がこれまで３回

も﹂作成可能であり︑証

時＆

時◎新長田小劇

時▽

◎３月

に人にやさしいまちづく

場︵どろアトリエ︶
︵神戸

ーロッパでは逆に戻りつ

なければならない︒そう

れていたことが明らかに

を監視するために用いら

いうのは自治体という意

姫路田中病院から不当

の陳述などは﹁どうとで

◎報告①﹁福島原発事故

市営地下鉄﹁新長田駅﹂

つある︒水はコモンだか

いう社会をもう一度築き

食で議論されている内容

味だが︑ミュニシパリズ

ベルの低いものでびっく

撤回を求めて提訴した裁

りする︒そういう意味で︑ 解 雇 さ れ た 組 合 員 の 解 雇

避難者からの報告﹂菅野

分︶◎各

ら︑みんなで守ろう︑自

中島英雄︑出

北勝成︑とりいかご

が自治の力を取り戻し︑

自治体を監視する力を身

実︑演出

真のエコロジカルな政策

り︑⑤自然にもやさしい

みずえさん▽報告②﹁﹃子

から南へ徒歩

治体で守らないでどうす

演

ム︵＝自治の回復︶が言

をとっていく中で︑自然

﹁虫たちの日﹂
︵作

別役

される︒

私たちは国会中継はよ

億円減になり︑それを地
付型奨学金の支給︵募集

日︑２

人員・１００人︶︑さら

明石市は２月

億円を補う厳しい

方交付税と臨時財政対策

■集会のご案内

時◎県加古

われている︒どういうい

まちづくり︑⑥まちの元

ども脱被ばく裁判﹄が問

公演大人２千円︵学生︑

分〜

◎３月７日︵日︶

日から

債で

福島原発事故から

級の導入などで︑市民に

人学

０２１年度予算案を明ら

内容になっている︒
歳出では︑
﹁ＳＤＧｓ未

に中学１年生への

かにした︒それによると︑

億円増で過

一般会計の予算規模は︑
前年度より

げ︑①新型コロナウイル

来安心都市・明石﹂を掲

ス感染症対策の充実︑②
つどい

去最大規模の１１９１億

歳入では︑コロナ禍の
高齢者・障がい者施策の
シマ

円︒

充実︑③こどもを核とし

終わらないフク

収入減や法人税率引き下

たまちづくり︑④すべて
日︵土︶

うことかと言うと︑水道

気・魅力・交流の創出︑

いかけるもの﹂後藤由美

障がい者１５００円︶◎

とを最後に申し上げたい︒ に 該 当 す る 就 業 規 則

時

億円減︒

げで個人市民税が７億円

コロナ減税で資産税が６
日︵日︶

⑦ハートフルハードのま

子さん︑など◎参加費５

直さなければならないと

時＆

ちづくりを２０２１年度

００円◎主催＝脱原発は

る︑となっている︒

関係機関との懇談︑現地

り︑その後は他市の見学︑

たちも里山保全のための

に入る必要があるし︑私

に垂水区役所も話し合い

解雇理由に該当する

組合員Ａについて︑

裁判官から﹁原告の

き的にも解雇が正当

のでしかなく︑手続

ない︑中途半端なも

方の主張がかみ合わ

らの注意・指導は双

いようだが︑病院か

ーリーを作り上げた

した﹂といったスト

ため︑やむなく解雇

じようとしなかった

との話し合いにも応

めようとせず︑病院

わらず勤務態度を改

注意・指導にもかか

う問題職員が再三の

病院側は︑
﹁Ａとい

ない︒

拠として信用するに足り

の重点的な取り組みにあ

主催＝劇団どろ︵連絡先

また︑
﹁姫路ユニオン

月

土地を譲渡することにな

フィールドワーク︑環境

事実関係が争点とな

日

げている︒
りまアクション︵連絡先

ジである︒

が行ったビラまきの

を整理して報告する
給食を始めようとか︑食

課︑須磨区まちづくり課

違法性﹂に関する質

よう﹂に要請があり︑

年から神戸地区労垂水地

との話し合いが持たれ︑

問があった︒

︵おわり︶
９４５

区会議を通して毎年︑区

今後どう具体化していく

日の第２回期日では︑

いうのが︑私のメッセー

の事業から撤退してＵＲ

長に要望書を提出してき

かの検討に入った︒さら

り︑神戸市はそれを受け

具体的な提案を行い︑実

中島︶

との契約は白紙に戻った︒

年に連絡会をつく

自治体も︑地産地消で

このなかで注目される

菅野︶

＝０９０・１１３９・１

５３

＝０７９・４２１・２８

歳までのこども医療

取り組みは︑国に先駆け
た

保有土地の処分を急ぎた

た︒

入れて人口減少や﹁ｗｉ

団体等の会合や企画への

多井畑西地区の里山

いＵＲは神戸市に無償で

宅地開発を計画︒だが︑

ｔｈコロナ時代﹂も考慮

年

計画はなかなかまとまら

る﹂といった見解が

イクリエイティブと

に売買契約を結び︑セブ

示された上で︑﹁被

労働組合の存在そのも

効性のあるものにしてい

あるので︑日時・内

かねばならない︒

容等を一覧にして具体的

のを嫌悪し︑職場から組

出席︑国会議員への要望

産緑地は︑今後も耕作で

に立証するよう﹂にとの

の持ち込み︑県会︵黒田

学者や関係団体︑地

きるよう里道の改修など

依頼があった︒

してか︑開発はやめてそ

主・耕作者との連携も重

を行う︶︑②耕作放棄地

のまま里山として保全す

要になってくる︒

の活用︵体験農園やハイ

ず︑昨年４月︑神戸市が

林るみ子︑あわはら富夫

◆

商業地域への用途変更を

議員︶で質問してもらっ

※神戸市が発表した
﹁多

ン＆アイクリエイティブ

たりと︑いろいろなこと

は大型ショッピングセン

大都市の市街化区域に

を取り組んできた︒ただ︑

キングなど都市住民が自

の﹁服務規律違反一覧表﹂ う な 経 営 者 の 不 法 行 為 を

とはなっていない︒

合員を排除するために嘘

市街地近郊で豊かな自

種の防除活動を促進す

全・保護活動や外来生物

保全︵希少な動植物の保

の画像と同僚の陳述が裁

態を撮影した防犯カメラ

の立証として︑就業の状

することで︑この闘いに

地域ビラ配布行動を継続

ちは︑法廷闘争と併せて

許してはならない︒私た

の証拠をでっち上げるよ

すばらしいと思うが︑こ

然が多く残る多井畑西地

完全勝利したい︒

項目

れからの課題としては？

区で無秩序な開発を抑制

判所に提出されたが︑こ

細川雅弘︵姫路ユニオ

病院側からは全

化されるような内容

指定されていた里山が保

井畑西地区・里山保全・

が提出され︑併せて事実

告の主張は抽象的で

全される例は全国でもめ

これまでは具体的な成果

然とふれあう交流の場と

のが経過だ︒

ずらしく︑その意味でも

する︶︑③生物多様性の

月６日に住

る︶︑④竹林の適正管理

れらの資料はいずれも組

ン委員長︶

民団体と神戸市都市計画

昨年

し︑里山や農地などを保

︵道路への倒伏や土地の

合員Ａを解雇した後で揃

中島

全していくためとして︑

崩落を防ぐなど︑防災性

神戸市の発表内容は

活用へ〜ｗｉｔｈコロナ
画期的な神戸市の方向転

多井畑西地区里山保

換だと言えよう︒

︱

全連絡会としてのこれま
での取り組みは？
私自身︑２０１３

①生産緑地の維持︵市が

を向上する︶を掲げる︒

求められる保全への今後の具体案

中島

譲り受けた土地にある生

︱

時代の取り組み﹂

一美議員︶や神戸市会︵小

不当解雇撤回の勝利へ
は見えなかった︒

ることになった︑という

30

明石市役所

in

19

認めないとしたためにこ

10

開発免れ里山が残った

を所有するＵＲ︵都市再
生機構︶が︑６割を所有
人︶と
年３月までに区画

する地主ら︵約
共に

35

ターの建設を中心とした

神戸市が多井畑西地区の里山
の保全・活用へ取り組み示す
たいのはた

日︑市長の

神戸市須磨区と垂水区にまたがる多井畑西地区
の里山をめぐり︑神戸市は昨年７月
定例記者会見で﹁多井畑西地区・里山保全・活用
へ〜ｗｉｔｈコロナ時代の取り組み﹂
︵※別掲︶を
発表︒市街化区域とされてきた里山緑地の開発計

年ほど前から保全のため

画︵区画整理事業︶をやめ︑里山の保全に方向転
換した︒これによって
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の取り組みを進めてきた多井畑西区里山保全連絡
会の活動が実を結んだことになった︒同連絡会の
中心を担ってきた中島秀男さん︵﹁憲法を生かす
会・垂水﹂代表︶に現地を案内してもらい︑これ

神戸市の発表はやや
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整理事業組合を結成する
ことを条件にセブン＆ア
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までの取り組みなどのお話を伺った︒ ︻編集部︼

︱
約

れまでの経緯は？

唐突な感じだったが︑こ

中島

る多井畑西地区のうちの
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中島秀男さん＝２月６日

明石市の2021年度予算案
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18歳まで医療費無償化、高校生に給付
型奨学金、中学１年生に35人学級導入
うご
ひょの
まちをて
訪ね
神戸市須磨区
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する本などを読んだりし

﹃里山資本主義﹄

体温計の準備もできてい

●木質バイオで地域自立のオーストリア

定した電気や熱を求めて

もの企業が進出し

油が主力であったが︑中東やロシアの国際情

の自由化やコンクリートの集合住宅の増加等

わが国の木材の需要は︑１９６０年の木材

●真庭市の地域活性化は森林資源で

て︑約１１００人の雇用を生み出している︒

勢悪化のため︑エネルギーを化石燃料から木

で低迷し︑日本の林業は瀕死の状態にある︒

年前まではガスや石

オーストリアは１９７８年の国民投票で原

暴発したリーマンショックが︑ギリシャ︑イ

１９９７年︑岡山県真庭市最大の製材所が︑

発稼働反対を決めた︒

タリア︑スペイン等にも拡がり︑ユーロ危機

材に切り換え︑地域経済の再生の切り札とし

樹皮や木片︑カンナくずを燃料にしたバイオ

藻谷浩之︑
ＮＨＫ広島取材班著／角川ｏｎｅテーマ ／781円＋税
●経済の常識の転換を

た︒木質バイオ発電ならびに排熱を暖房と給

ない︑飛沫防止の対策も

新型コロナウイルスの原因は︑経済成長に

湯の地域熱供給システムとして確立し︑また︑

できておらず︑所属曰く︑
﹁消毒液もマスクも注文

よる自然環境と野生動物の生態系の破壊であ

ところが︑２０１１年︑オーストリアの失

て見識を広げるように﹂

ましたが︑今回は具体的
はしているがなかなか届

業率は４・２％︑１人当たり名目ＧＤＰは約

という指示が出されてい

な指示は出ていません︒
かない﹂といった状況で
り︑経済と物流のグローバル化が世界的感染

たりと様々な回答でした︒

ネットでいろいろ検索し

マスクを着用するように﹂

時も含め︑会話する時は

所属から﹁仕事中や休憩

マスクにいたっては︑

考え︑再度︑
﹃里山資本主義﹄を読み直した︒

の転換を図ることがコロナ感染の抑制策だと

却し︑地域分散や地産地消で地域経済重視へ

自由主義や行き過ぎたグローバリズムから脱

森林はエネルギーと地域活性化の宝

千万人︑国土は北海道とほぼ同じ広さのオー

５万ユーロで世界

に陥った︒

何人かに聞いてみたとこ

を拡大させ︑貧困・格差をさらに拡げた︒新

態宣言が出されました︒

今回の緊急事態宣言は

利潤を増やすための大量生産と大量消費︑

加で︑林業を産業として再生させた︒

ハンガリーとの国境にある町ギュッシング

くずの処理費２億余円が浮き︑夜間電力の売

却で５千万円を得ている︒

真庭市は︑木材を地域のエネルギーと位置

︵真庭市全世帯の消費電

づけ︑市や林業・製材業組合等で発電会社を

設立し︑出力１万

力の半分︶の木質バイオ発電所を２０１５年

ストリアが︑なぜ早く経済回復したのか︒

に稼働︒また︑間伐材を砕いたペレットを︑

たとしても周りにその意

したが︑これ以上追求し

した︒釈然としませんで

てないよ﹂という答えで

る︒みんなそこまで考え

対応してくれ﹄と言われ

染しないよう自己責任で

大道芸で︑どのような仕

して次々と変わっていく

した瞬間︑お面が一瞬に

面師が手や扇を顔にかざ

ン﹂と発音︶のこと︒変

︵中国では︑
﹁臉﹂は﹁レ

の川劇で有名な﹁変面﹂

﹁變臉﹂は︑あの中国

変面が演じられるきっ

の一つだと言われている︒

かれたが︑変面はその中

川省独特の伝統芸能が築

の伝統文化が融合し︑四

民が殺到した時代に各地

ら清にかけて四川省に移

伝統芸能で︑明朝末期か

川劇とは中国四川省の

の一人だけに技術を伝え

一子相伝︵自分の子ども

彼には子どもがいない︒

が登場する︒年老いたが

道芸人︑王︵ワン︶老人

﹁変面王﹂と呼ばれる大

フトを組むことになりま

億円かけて設置︒電気代１億円と木

した︒

コロナ感染者数は増加し

前の時と違い︑
﹁一度経験
という指示が出されまし

そしてコストダウン︑リストラ等のグローバ

は人口４千人︒冷戦後︑東欧諸国から安い農

家庭と農業ハウス︑市役所や学校の暖房と冷

識がないので﹁これまで

組みでお面を変えていく

した︒その結果︑おおむ

発電を

ているさなかでしたが︑

たが︑マスクは﹁個人で

産物が流れ込み︑農民の７割が出稼ぎとなっ

房のボイラー燃料に活用し︑エネルギー自給

か﹂と思い︑そこからは

のかは﹁秘伝﹂とされて

ね５割の出勤体制となり

７階建ての木造高層住宅などの木材需要の増

今さら﹁緊急事態宣言﹂
している﹂こともあり︑

準備するように﹂
というこ

位に回復した︒人口は１

が出ることはないだろう
さほど困難もなく業務も

％だが︑丸太の生産量は日

その秘密こそ﹁里山資本主義﹂にある︒森

た︒町議会は化石燃料から木材への切り替え

率は ％になり︑約 人の雇用を確保した︒

林面積は日本の

を決定︒半官半民の公社を立ち上げ︑木質バ

ル経済がエネルギーや資源を浪費している︒

イオマスコジェネレーションによる発電と︑

著者は︑この﹁経済１００年の常識﹂を打ち

資格職の森林マイスターを中心に︑最新鋭の

とになりました︒仕事で

●林業先進国オーストリアの取り組み

必要なものであれば会社

２００９年

本を上回る林業先進国である︒山は険しいが︑

だと思って︑そのことを

破ることを﹃里山資本主義﹄で訴えている︒

機械や技術を活用し︑山林資源量の管理︑伐

延長

︵職場︶が準備するもの

採区域・量の決定︑販売先の確保等︑持続可

現在︑ＳＤＧｓ未来都市のモデル事業や︑

連れてくる︒しかし︑そ

つもりでワンのところへ

子を︑せめてもの償いの

偶然に出会った幼い男の

クーワーだったが︑町で

罪の意識から逃げ出した

り︑船も燃えてしまう︒

たが︑誤って面に火が移

る︵２０２０年

かると警鐘を鳴らしてい

は特に少女たちにのしか

ど︑経済危機による負担

法を利用できなくなるな

や︑女性が近代的な避妊

に減少し︑児童婚の増加

は︑なおさら収入が大幅

により︑貧しい国の人々

いる都市封鎖や経済崩壊

︵永井俊作︶

のせいでワンは誘拐犯と

の朝日新聞﹁コラムニス

を目指している︒

して逮捕され︑死刑が宣

等のお金が地域で回るようになった︒安く安

告される︒クーワーは︑

トの眼﹂︶︒

月２日

ワンの友人で﹁今観音︵生

の方が高く売れるので︑

を知ってしまう︒男の子

船だ︒この船に一切の家

ワンの住まいは小さな

を演じることは珍しくな

くしていくべきだ︒特に

におこなう男女差別はな

監督＝ウー・ティエン

位の最低クラスだ︒
︵容︶

筋の通らない理由のもと

しかし間もなく︑クー

新型コロナウイルス対策

現在は︑女性が﹁変面﹂

歌舞伎やタカラジェン
る︶の伝統芸を残すには︑

性別を偽って売られたの

財道具を積み︑川沿いを

日本は︑
﹁男女平等﹂では︑

ヌなど︑男だけ︑女だけ
どうしても自分の子ども

だ︒伝統芸は男にしか伝

くなったし︑世界でも男

世界１５３ヵ国中１２１

き仏︶﹂と呼ばれている
かけとなったのは︑北斉

が必要だ︒切羽詰まった

えることはできない決ま

女平等の意識が高まって

京劇の有名な俳優・リャ
時代︵西暦５００年代半

ワンは︑違法だと知りつ

移動しながら大道芸を披

きていると思っていたら︑

して何とか召使として置

ば︶の蘭陵王の物語によ

つ幼児売買で男の子を買

りだ︒怒ったワンはクー

露する︒ある夜︑ワンの

いてもらうことになった︒

るという︒蘭陵王は︑男

ワーを追い出そうとする

留守にクーワーはろうそ

の芸術は存在しているが︑

らしく勇敢な戦士であっ

い︑狗娃︵クーワー︶と

が︑他に行くところがな

ンに助けを求める︒

たが︑彼の顔立ちは女性

名付けて可愛がる︒

による女性へのしわ寄せ

ミン／１９９６年／中

くの明かりで面を見てい

問題が持ち上がってきて

国・香港／１０１分

いクーワーは必死に懇願

いる︒裕福な国で起きて

ワーが女の子であること

老いた〝 変面 〟の名人と少女の絆描く

ため︑彼は戦場では恐ろ

は敵に軽蔑された︒その

的であったので︑戦場で

さて︑この映画では︑

で︑さらに地域資源の活用や地域価値の増進

㌔の熱配管による各家庭への地域暖房

と給湯を実施し︑

在宅勤務も回っています

追求していません︒

ました︒前回時の体制よ

里山・里海の連携による地域循環共生圏事業
率

が︑前回は在宅勤務の導

態宣言を受けて最低限の

り出勤人数は多くなり︑

10

年余りでエネルギー自給

能な豊かな林業を構築してきた︒その結果︑

れましたが︑前回とは職

入やその内容︑勤務シフ

人数で業務を行いました

％を達成︑年間６００万ユーロの灯油代

作業環境の安全や教育・所得・生活の改善に
よって林業で働く若者が増大している︒

この櫂に手をそえて

月︑米国のマネー資本主義が

周りの仲間に話してみま

變臉

場の状況も違っていて︑

トの作成︑緊急連絡先の

が︑しかし︑これはあく

働きやすくなったと思わ

50

ろ︑家の片付けをしたり︑

10

と︑私も含めて職場や周
りの人たちは思っていた
日に﹁宣言﹂が

出されるということにな

のに︑

り︑職場ではあわててそ

前回の時はできる限り
したが︑
﹁職員も多いし︑
個人に渡してたらきりが
ないで︒予算もないから
仕方ないんとちがう？﹂
という答えでした︒また︑
別 の 職 員 か ら は﹁ そ れ を
正面から話しても埒あか

バタバタ感は前回時以上

策定︑コロナに感染した

まで﹁緊急事態﹂を受け

ん︒どうせ﹃コロナに感

と感じています︒

時やその疑いのある時の

てのこと︒これを逆手に

50

の対応に追われました︒

３割出勤体制になるよう
最低限の体制にしようと
努力しましたが︑実際に
運用してみると︑仕事が
回らないことや在宅勤務
日数をめぐってのいざこ
ざもあったので︑今回は
３割出勤体制を組むので

在宅勤務については︑

対応など︑まさに﹁緊急

取られて﹁最低人員で仕

しい仮面をつけて戦った

前回の緊急事態宣言時に

事態﹂の対応が求められ

事を回すことができる﹂

へんめん

は所属から﹁在宅勤務と

ました︒また︑この時は

とされ︑人員を減らせる

はなく︑どの職員も週１

いっても休みではありま

所属や職場内のコロナ対

というのである︒

せん︒通常の勤務と同じ

策は十分ではありません

日の在宅勤務を入れるシ

です︒仕事上︑在宅勤務

と思われていかないかと

いる︒

になじまない職場ではあ

でした︒アルコール消毒

今後の懸念は︑緊急事
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りますが︑こんな状況の
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いうことです︒
︵Ｔ・Ｉ︶

70

32

１月に２度目の緊急事
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液はない︑マスクもない︑

緊急事態宣言下の職場

時には仕事︵業務︶に関
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