週刊

言えば︑黒田官兵衛を思

姫路で﹁かんべえ﹂と

の中でレンコンが収穫さ

輪の花が咲く︒秋には泥

独特の葉が畑を埋め︑大

は蓮畑が広がり︑夏には

が︑昭和一二年︵一九三

の西岸まで築かれていた

びる堤防は︑旧東汐入川

本検地︒ここより東に延

にして成功︒翌嘉永七年

衛干拓着手以来十一年目

広告運動のスローガンだ︒

都大学大学院教授︑４月

る芦名定道さん︵現・京

６人のうちのお一人であ

任命拒否の本質をその当

授︶が招かれ︑学術会議

部教授︑京都大学名誉教

体は５口以上＝憲法集会

１口１千円の賛同金︵団

原発事故から

災︑福島第一

東日本大震

長引くコロナ禍によって

賛同金を兼ねる︶を募る︒

１万人意見広告運動は︑

格差・貧困や社会の分

事者として訴える︒

に招き︑
﹁菅政権と改憲の

そ私たちは未来に安心と

れるべき時だ︒それでこ

史さん︵関西大学大学院

ことが決まった︒木下智

ルでプレ集会も開かれる

神戸市勤労会館・大ホー

行われる︒

先着３００人まで︒

●３月 日︵金︶ 時 分〜 時
●神戸市勤労会館・７Ｆ大ホール
●講演﹁菅政権と改憲の動き﹂
木下智史・関西大学大学院教授

シンガーソングライター

﹁戦争をさせない１０

人権や反戦平和を訴えて

もともとは路上ライブで

５・３兵庫憲法集会の

真由美さんを招いたトー

ーソングライターの川口

日行動﹂として︑シンガ

地建設反対闘争の現地へ

に触れ︑今は辺野古新基

闘争で沖縄の現地の闘争

江のヘリパッド建設反対

えられた﹂︑
﹁日本の端っ

〝歌には力がある〟と教

年︒２月

以降は関西学院大学神学

５・３兵庫憲法集会の

３・ に﹁兵庫憲法集会﹂プレ集会

断・差別がいっそうあら
わになり︑多くの人々が
命や暮らしの危機・困難
にさらされている︒今こ
そ︑日本国憲法の理念が

うごき﹂と題した講演が

希望を持つことができる︒

法務研究科教授︶を講師

︱

﹁憲法はあなたの命と

兵庫憲法集会プレ集会

日に

だが︑菅政権はそれと

成功に向け︑３月

は逆行する政治を進めて

社会に活かされ︑広げら

未来のサポーター﹂

いる︒コロナ対策では右
往左往の迷走をつづけ︑
すべてが後手に回る対応
の一方︑日本学術会議の
会員任命拒否問題に象徴

００人委員会ひょうご﹂

メイン・スピーカーには

ク＆ライブを神戸市中央

月１回赴き︑歌や踊りを

開会にあたり同委員会

この沖縄︑しかも辺野古

ら平和への思いを歌った︒

らった﹂などと語りなが

える姿に私自身が力をも

束が見えない中︑五輪開

そして︑コロナ感染の収

れる人はいないだろう▼

安倍前首相の大うそを忘

ロールができているとの

世界にも広がった︒日本

また︑香港や韓国︑台

のジェンダー・ギャップ

湾などアジアの人権・平

﹁音楽活動を通して〝戦

指数が１５３か国中１２

催日まであと数カ月︒こ

争反対〟
〝基地建設反対〟

１位である現実の一端が

こにきて森・前五輪組織

などの政治的主張はして

改めて表面化した︒政策

和運動と連帯する川口さ

はいけないという雰囲気

決定の場にあまりにも女

んは︑香港の民主化デモ

を感じる︒
﹃戦争をしたら

委員会会長の女性蔑視発

あかん﹄とさえ言えない

性が少なく︑男女賃金格

で亡くなった若者を追悼

社会はおかしい﹂と結ん

位だったのが

できる事から始めたい︒

っかりと実態を見つめ︑

にあたり︑男女ともにし

３月８日の国際女性デー

宣言を発表しているが︑

ーダーが差別撤廃の行動

満泉事務次長ら各界のリ

り続けている▼国連の中

前年には１１０位と下が

年には

の位置をつくっている︒

差が大きいことなどがそ

だ︒

︵荒西︶

言が大きな問題になり︑

ついて︑アンダーコント

る︒汚染水の海洋放出に

事故の深刻さを表してい

が１千基も立ち並び原発

まり続ける汚染水タンク

は１日に約１４０㌧も溜

はならない▼福島原発で

朽原発の再稼働も許して

思議ではない︒関電の老

どこに地震が起きても不

者をテレビで見る︒いつ︑

自然の無情さに嘆く被災

建した家屋・店舗等が壊れ︑

島 周 辺 で 起 き ︑や っ と 再

強の地震が福

日にも震度６

13

する曲も披露した︒

川口真由美さんのトーク＆ライブ
権的な姿勢を示し︑軍備

されるようにきわめて強

の拡大︑改憲への意欲を

菅首相によって学術会議

区のラッセホールで開い

ライブでは︑
﹁辺野古に

通して連帯を続けている︒

いたミュージシャン︒高

は２月

日︑２月の﹁
も隠さない︒

会員の任命を拒否された

た︒緊急事態宣言下であ

初めて行き山城博治さん

ったが︑感染防止対策を
講じライブ配信も併用し

の坂本三郎共同代表は︑

に紹介されて歌ったとき︑

﹁コロナ禍の中︑１００

で﹃民主主義の砦﹄
﹃ここ

ての開催となった︒

０人委員会ひょうごは高

から日本を変える﹄と訴
日行動﹄を行っ

校生平和大使の支援や毎
月の﹃

てきた︒地域から運動を
強め︑菅政権の暴走を阻

10

１万人意見広告運動の取組みも
年の５月３日に︑６回目となる﹁戦争さ

戦争させない︑９条壊すな！総がかり行動兵庫県実行委員会︵略称・総
がかり行動兵庫︶は︑憲法施 行
せない︑９条壊すな！５・３兵庫憲法集会﹂を神戸市中央区の東遊園地で

月３日に延期されたが︑今年は会場

開催するための要綱を確認し︑その成功に向けた呼びかけを始めている︒
コロナ感染拡大防止のため︑昨年 は

い浮かべる人が多いと思

れる︒この広大な地を干

20

でのリアル集会とオンライン︵ウェブ配信︶の併用で行われる︒さらに今

うが︑それとは別の有名

拓したのが三木勘兵衛だ︒

18

戦争をさせない１０００人委員会ひょうご

今年の集会と１万人意見

年は︑集会とあわせ︑５月３日の憲法記念日に神戸新聞紙上に掲載する

な﹁かんべえ﹂もいる︒

七︶に日本製鐵広畑製鐵

19

﹁憲法を活かす１万人意見広告運動・兵庫﹂も取り組まれる︒

勘兵衛新田大手囲堤の碑

姫路市大津区から広畑区

碑には︑﹁天保一三年

30

26

止しよう﹂とあいさつ︒

80

26

26

京都在住の川口さんは︑

06

17

参加費500円
※300名先着順

川口真由美さん（上）が「1000人委員
会ひょうご」の「19日行動」としてト
ーク＆ライブを行った＝２月17日、
神戸市中央区

︵ 姫路市大津区 ︶

にかけての浜側の低地に

新日本製鐵︶が

所︵現

拓完成の年に死去した︒

誘致されるにいたり︑元

︻メモ︼山電平松駅下車︒

︵一八四二︶龍野藩脇坂

田﹂と呼ばれている︒こ

淡路守の命を受け飾西郡

干拓には︑伊予︑阿波︑

の海抜０ｍ地帯は水はけ

の五分の二を残すのみと

安芸などから困民を集め︑

姫路市︶則直村の

翌年着手︒弘化元年︵一

衣食住︑牛馬を与えて開

西汐入川沿いに南へ徒歩

︵現

八四四︶潮止めに成功︒

が悪かったため蓮畑にな

なった﹂とある︒

嘉永二年︵一八四九︶稲

墾させたという︒そして

三木勘兵衛に干拓を命じ︑

黍の試作︒同六年︵一八

１口1000円の賛同金（団体は５口以上）
で希望者の名前（団体は団体名）を掲載
〈郵便振替〉
口座名称 総がかり行動兵庫実行委員会
口座番号 00950-１-275562

約 分︒河口付近東岸︒

憲法を活かす1万人意見広告運動・兵庫

ったと聞く︒勘兵衛は干

（５月３日の神戸新聞に１万人の意見広告を掲載）
この地は今も﹁勘兵衛新

20

19

74

五三︶下検地により勘兵

左が「勘兵衛新田大手囲堤の碑」
。右の碑には、勘兵衛
の長男が父の偉業を継承したと記されている

11
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２０１８年

９条改憲ＮＯ！西宮芦
上脇博之・神戸学院大学
た菅氏も同じ体質﹂と断
降の比例区得票数や棄権

強調した︒２００９年以

可能﹂であることを強調

率のアップで政権交代は

票の分析をもとに︑
﹁投票

の共同行動を強め︑安田

共同代表は﹁市民と野党

総会の最後に︑奥山篤

ロナ禍の中で働く人たち

ているが︑集会では︑コ

断︑ひずみが露わになっ

日︑神戸市勤

■洋上イージスの稼働日

２０２１兵庫たたかう
仲間の集会

●３月 日︵土︶ 時 分〜
●神戸市勤労会館・７Ｆ大ホール
●闘いの報告 ①コロナ禍で働く人たち

から②コロナ禍で闘う仲間たちから

抗して！﹂など

●講演 ﹁労働組合つぶしの不当弾圧に

Ａは４基で３９

ＳＭ﹂の取得︵１４９億

円︑Ｆ

１億円︶

Ｂが搭

Ｂの２機取得︵２

する︵２０３億円︶

型護衛艦を改修し空母化

載できるように﹁いずも﹂

５９億円︶とＦ

なＦ

■軍事予算案成立すれば︑ ・ 空 母 か ら 離 着 陸 が 可 能

改憲の動きをウォッチング

年もない︒

流する︒ただ︑デモは今

や︑コロナ禍で闘う仲間

年は３月

労会館で開かれる︒

敵基地攻撃能力のなし崩

本紙前々号︵２月９日

のなし崩し保有に触れた

し保有が本格化

付︶で︑敵基地攻撃能力

陸上イー

政府は破綻した陸上配

数は１２６日
げよう！

備型ミサイルシステム

﹁イージス・アショア﹂

ジスの３分の１
活がある﹂が︑今年の集

によって社会の格差︑分

私たちにも生

闘期に開催してきた﹁兵

会スローガン︒コロナ禍

﹁コロナ禍でも声を上

は︑昨年はコロナ禍のた

庫たたかう仲間の集会﹂

くる実行委員会が毎年︑
春

ょうごユニオンなどでつ

兵庫県内の地区労やひ

３・ に﹁兵庫たたかう
仲間の集会﹂を開催

真理勝利に繋いでいこう﹂

じ︑政権交代の必要性を

ったことや森友学園の文

し︑市民アクションの一

教授による﹁改憲ストッ

書改ざん事件でも１３９

たちから報告を受けて交

プ！政権交代を﹂と題し

総会では︑立憲民主党

回行っていることを例に︑

と呼びかけた︒ ︵鍋島︶

日︑西宮
た講演が行われた︒

の安田真理さん︵衆院７

﹁基本的人権としての知

層の奮闘を促した︒

屋市民アクションの第２
回総会が２月
人が
上脇氏は︑
﹁安倍政権を

市内で開催され約
参加︒憲法審査会の動き
振り返ることは菅政権の

として︑
﹁桜を見る会前夜

本質を知ることになる﹂

に機敏な対応をしていく
ことや改憲発議ストップ
署名︑講演会の開催など
祭事件﹂では事実と異な

区予定候補︶をはじめ︑

る権利を徹底して否定し

めに中止となったが︑今

て同じことをする必要があるとは思えない︒

ら見守りを強化しているが︑民間業者にとっ

載艦﹂
︵洋上イージス︶２

﹁イージス・システム搭

予算案策定に先立って

策として︑２０２１年度

地攻撃能力﹂の保有は︑

のを直接破壊する﹁敵基

サイルの発射基地そのも

いうまでもないが︑ミ

・中露の極超音速滑空兵

フ・ミサイル﹂の開発

ミサイル﹁スタンド・オ

攻撃できる長射程の巡航

・相手国の射程圏外から

③水道の無届使用の調査が増えている︒外国

が補足したい︒

人の急増︑解体助成制度に伴う工事の増加に

︵陸上イージス︶の代替

水道局は︑
﹁民間委託事業者もスキルが高く

器や北朝鮮の変則軌道を

て大倉山の現中部センターへ︶

︱

月︑大倉山の現中部センターへ︶︑

なっており︑市民サービスを維持することは

隻の新造を閣議決定した︒ 北 朝 鮮 の 弾 道 ミ サ イ ル の

２１年

というも

本庁組織再編︵２０２２年４月︑４号館を出

よるものだ︒水道は市民の財産である︒料金

号︶によれば陸上イージ

かし︑政府がこれまでそ

たびたび求めてきた︒し

脅威を口実に︑自民党が

センサーを持つ多数の衛

するため︑米国の高性能

描く新型ミサイルに対抗

日付

出来る﹂と説明するつもりのようであるが︑

のである︒
歳代の職員は﹁モチベーションのガタ落

ながら調査をする︒状況に応じて臨機応変な

時間３６５日︑

うか︒危機管理室や消防局︑水道局が入って

とを水道局は忘れてしまったのではないだろ

からない中︑水道が﹁いのちの水﹂であるこ

震が起きた︒いつ︑どんな災害が起こるかわ

備や訓練に充てざるを得

る﹂︒残りの期間は︑整

スより導入効果が激減す

働できない︒
﹁陸上イージ

の１︵１２６日︶しか稼

洋上イージスはその３分

との触れ込みだったが︑

敵基地攻撃能力を持つ兵

予算案に盛り込まれた

急速に進む︒

敵基地攻撃能力の保有が

そろえば︑なし崩し的に

案に盛られた攻撃武器が

ある︒２０２１年度予算

立場を踏み越えるからで

なかったのは︑憲法上の

日本全体をカバーできる﹂ の 保 有 に 公 然 と 踏 み 込 め

ド・オフ電子戦機の開発

入を可能にするスタン

力化し︑戦闘機による侵

ーの技術開発 億円︶

７千万円︑高性能センサ

への参加︵調査研究１億

ン︵星座︶﹂
︵衛星群構想︶

﹁衛星コンステレーショ

動きを正確に観測する

星を配置してミサイルの

懸念される事態として︑例えば以下のよう

スは﹁

いる市役所４号館は災害時の心臓部だ︒しか

ないという︒一般的に大

器と予算額を列記する︒

・イージス・システム搭

ち﹂
﹁自分は異動要員︒どこに行かされるのか

調査が民間業者で出来るはずがない︒

し︑水道局は財政悪化を理由に４号館を出て

型艦は年間３カ月の整備

・

載艦新造の研究調査費

なことがある︒①以前︑水道局が人員削減の

年前の経

に加え︑５年に１度は半

程延長︵射程百数十キロ

︵

ため︑宅地内修繕・漏水調査から手を引いた

大倉山に移転しようとしており︑

年間の整備が必須で︑整

↓約９００㌔︶︑艦艇や

不安だ﹂と言い︑多くの職員が﹁これは管理

電 話 し て も ﹁ 忙 し く て 暫 く は 行 け な い﹂
﹁調べ

今︑まさに将来の水道事業の在り方を真剣

験は地に落ちている︒

備後は乗組員の技量を回

戦闘機に搭載する︵３３

法が禁じる先制攻撃だ︒

運営事項じゃない︒労働条件に大きく関わる︒

たけれど見つからないが︑調査費用は支払っ

復するための訓練期間も

先制攻撃する自衛隊の軍

職場の管理職も詳細を知らない状況だ︒

﹁いのちの水﹂は誰のもの

ていただく﹂
という市民への対応が見受けられ

に検討すべき時期に来ている︒人口減少が進

欠かせない︒

Ａに搭載し︑

・米国製最新鋭ステルス

時に﹃水道修繕受付センター﹄を水道設備業

これまでは人員削減についても組合と協議

る︒職員ならそのような事態に対しては︑漏

新たな方策として︑水道に消費税をかけな

む中︑給水収益の増加は考えられない︒

試算は昨年

戦闘機Ｆ

決定事項みたいな通知はひどい﹂等の思いを

し︑業務内容も職場と相談して見直しを行っ

水箇所に応じた業者を紹介する︒この修繕力

められていたが︑これま

日にも福島・宮城県で震度６強の地

てきたが︑今回は業務内容も含め一方的に全

の弱さが︑多くの神戸市民が悪徳業者から被

い︑独立採算制を見直すなどの検討をすべき

で公表されなかった︒

２月

てを民間委託し︑事務部門の民営化を断行し

である︒このままでは︑民間委託の拡大︑民

者で立ち上げたが︑漏水があって困った時に

ようというものである︒ヤミ専従問題以降︑

害を受ける隙を作る一因になっている︒②一

営化の選択肢しか残らなくなってしまう︒

職員１００人の削減を提案
市民との接点を民間委託に

労働組合を敵視・無視して市政を進めている

人暮らしの高齢者宅での異常水量が増えてい

式地対艦誘導弾の射

久元市政にイエスマンの水道当局が︑経営責

る ︒ 原 因 は ﹁ 漏 水 音 に 気 が 付 か な か っ た﹂
﹁出

今年は神戸市長選挙の年︑市民生活最優先
の神戸市に変えていく機会にしよう︒

５億円︶

攻撃可能なノルウェー製

対策に振り向けるべきだ︒ 長 距 離 巡 航 ミ サ イ ル ﹁ Ｊ

は計画を中止し︑コロナ

巨額を投じる﹁搭載艦﹂ 約 ５ ０ ０ ㌔ の 遠 距 離 か ら

月にまと

任・説明責任を放棄し︑最も安易な職員削

したまま忘れていた﹂等で︑これからもこう

述べる︒組合の本部・支部にも協議は無く︑

朝日新聞︵２月
職員からはため息が聞こえてくる︒

を徴収するために市民や管理会社の協力も得

民間委託による市民への対応

35

に取り組んでいくことが

共産︑社民︑新社会︑緑

てきた﹂と指摘︒
﹁官房長

る国会答弁を１１８回行

の各党代表や市民派議員

確認された︒

が連帯のあいさつを行っ
官として安倍を支えてき

日︑水道局長名で﹁水道局職員の皆様に
ピンチをチャンス

に変更︶し︑残す職員は１か所に集約︵２０

たあと︑記念講演として

月︑水道法が﹁改正﹂され︑

水道事業の民営化に法的根拠が与えられた︒
根本には︑人口減少・節水器具の普及による
給水収益の減少と︑それに反比例して更新す
べき施設の増加という水道事業が抱える問題
がある︒
コロナ禍の影響で給水収益がさらに減少
神戸市では︑コロナ禍の影響で水道使用量
は一般家庭用で少し増える傾向だが︑業務用

月

は 激 減 し て い る ︒ そ う し た 中 ︑ ２ ０ ２ ０年

︱

水道事業緊急経営改革

示された内容は︑①給水収益がコロナ禍の

30

億円︶

︵１００億円︶

・相手国のレーダーを無

12

に﹂と題する通知文が全職員に配付された︒

億円の減収︶︑②今年策定した

影響で︑上半期▲５・４％︑８億円減収︵１
年では約
﹁中期経営計画２０２３﹂に掲げた﹁できる

務としている︑③そのた

13

した事は増えていくだろう︒今は︑職員が各

17

減・民間委託の拡大で︑市民サービスを切り

24

捨てるものだと言わねばならない︒

松岡信明︵神戸市水道局職員︶

12

だけ長く現行料金水準を維持﹂することを責

め︑
﹁中期経営計画２０

総会では立憲・安田真理さんをはじめ、共産、社民、
新社会、緑の各党代表や市民派議員が連帯のあいさ
つを行った＝２月20日、西宮市
区のあんしんすこやかセンターと協力しなが

れない︒

︵中︶

隊への変容は断じて許さ

他国の施設破壊は国際

17

２３﹂を前倒し︑それ以
上の改革を進める︑④具
体的には︑民間委託化に
よって１００名の職員削
減を行い︑お客さま関連
業務を委託︵停水執行・
検針再調査等︑それらの

コロナ禍でも声を上げよう！
私たちにも生活がある

35

11

26

20

電話連絡先も民間事業者

35

13

13

35

13

13

西宮芦屋市民アクションが総会
12

50
10

10

安田真理さんも連帯あいさつ
15

40

神戸市水道局

改憲ストップ！ 政権交代を
24

（2）
2021年3月9日

新 社 会 兵 庫
No. 575 号

ひょうご労働法律セン

めには労基法などの正し

相談に的確に対応するた

り組まれてきたが︑労働

請求ができるとの考え方

ついて︑基本的には全額

うなるのかという問題に

を示した︒民法５３６条

意︑過失などの事由があ

２項では︑労務の提供を

る場合は︑反対債権であ

受けることができないこ

上原さんは︑例えば家

る賃金を払えという内容

セミナーはこれに応える

族に感染者が出たことを

が示されている︒

タイムリーな学習の場と

理由に﹁自宅待機﹂を命

とについて︑使用者に故

昨年からコロナ禍に関

じられた場合の賃金はど

なった︒

い理解や解釈が必要で︑

日︑同セン

ターは２月
ター代表の上原康夫弁護
士を講師に︑
﹁コロナ禍に
おける労働相談のポイン
ト﹂をテーマにして第
回労働法律セミナーを神

する労働・雇用ホットラ

戸市内で開いた︒

インが地域ユニオンで取

者の責に帰すべき事由に
よる休業の場合において
は︑使用者は︑休業中当

以上の手

該労働者にその平均賃金
の１００分の
当を支払わなければなら
ない﹂とある︒地震など
の不可抗力以外は全て６
割以上支払えということ
である︒

答では︑歩合制のタクシ

答えた︒

低賃金は請求できる﹂と

るのかという質問に︑
﹁最

︵菊地︶

ー運転手の売り上げがゼ

治体労働運動の行く末を

への気遣い溢れた人︒自

具は寺本さんがそこにい

に片付いた事務所の文房

が好きになった︒きれい

売る店が灘にあるので灘

置への前向きな回答が得

ているＡさんは︑昨年︑

但馬ユニオンに加入し

ない︒なぜ非更新になる

改善を指導されたことも

いてはこれまで上司から

スはない︒市民対応につ

ているが仕事上の入力ミ

計年度任用職員に改めら

嘱託職員という身分が会

施行され︑従来の臨時・

昨年４月に改定地公法が

かわらず︑評価基準が本

が記載されているにもか

部下の信頼関係構築など

れないというものだった︒ 基 準 の 事 前 公 開 や 上 司 と

ので団体交渉には応じら

人に説明されたこともな

そのマニュアルには評価

ている︒結局︑会計年度

ことができる制度となっ

首を切る︵更新しない︶

として表だっていつでも

れるとともに︑人事評価

者としての権利を制限さ

● ３月 日︵日︶ 時 分〜 時︵予定︶
●神戸市勤労会館４０５・４０６号
● 内 容 ＝活 動 報 告 ︑ 学 習 会 や ２ ０ ２ １
年の運動課題の提起︑意見交換など
● 参 加 費 ５ ０ ０ 円︵ 若 者 ・ 学 生 ・ 生 活
困窮者無料︶

平和憲法を守る高砂市民の会
入場
無料

ＤＶＤ﹃映画・日本国憲法﹄上映と
第 回定期総会
●３月 日︵日︶ 時〜
●高砂市・ユーアイ帆っとセンター

仕事でないと考えて断っ

所得確定申告

税務課長から

Ａさんは︑これまでに

後︑厳しい状況が予想さ

いると思われるので︑今

非更新通知につながって

こうしたことが今回の

誰にも聞けないことなど

れるし︑分からなくても

間違いは自分の責任とさ

ン書記長︶

島田

ある︒

みを考えているところで

添いできる限りの取り組

事務をするように言われ︑ れ る も の の ︑ 本 人 に 寄 り

から︑専門的であり会計

斉︵但馬ユニオ
年度任用職員がやるべき

電話/ファックス 078(531)0135

ロの場合に賃金がどうな

人一倍心配した人︒米軍

事故のあった交差点に︑

答があった︒

が強めることや︑信号機
のない横断歩道が２か所

ある灘区大内通４丁目の

られた︒

連続しているが︑信号設

交差点で︑
﹁寺本恵治さん

Ｂ市に会計年度任用職員

のか﹂と憤慨している︒

650円

故当時︑新社会党須磨総
支部書記次長︒

日︵

年１

日から事

﹁会﹂はこの１年間︑
﹁月命日﹂の
故のあった
月︶まで︑毎月︑事故現
場に花を供えてきた︒
命日が近づいたこの日︑
神戸市建設局東部建設事
務所から︑かねて﹁会﹂
が出していた要望書への

基地反対闘争で通った京

た証し︒タイガースの大

回答があった︒また︑

丹後への長い道のりで交

ファンでもあった︒

日には灘警察署からも回

わした愉快な会話︒孫が

仲間たちは︑黙とうし

条には﹁使用

横断幕設置や巻き看板を

かわいい︒珍しいものを

の交通事故死を悼む仲間

て寺本さんの人柄を偲ん

︵井上力︶

電柱に取り付けるなど︑

また︑コロナ禍による

の会﹂
︵加納功代表︶が︑

だ︒平和と労働運動とお

日︑事故現場で

﹁不利益変更﹂︑﹁解雇・

花を手向け黙とうした︒

酒︒いっしょに働く仲間

２月

雇止め︑退職勧奨﹂など

亡くなった寺本さんは事

任用職員も︑従来の臨

たが︑課長から﹁確定申

れたことは知っていたが︑ く ︑ こ の 回 答 で 初 め て 知

ったという状況であった︒ 時・嘱託職員と同様に︵見

告事務をしないと来年度
規職員と同じく一般職と

として採用された︒今年

われた経過がある︒

の雇用はできない﹂と言

また︑開示を要求して

して法制度化されたとは

︵納税相談︶

のままだと思い知った︒

方によっては後退か︶︑
いた回答は︑ユニオンが

いた人事評価基準として

この点も変えられたとは

17

相も変わらず不安定雇用

①市民対応がよくない②

地方公務員法に規定され

会計年度任用職員は正

パソコンの扱いが今ひと

非更新通知書が手渡され︑ 要 求 書 を 提 出 し 団 体 交 渉

１周忌を前に寺本恵治さんの交通事故死を悼んで仲
間たちが事故現場で黙とう＝２月17日、神戸市灘区

事故防止の啓発を神戸市

24

毎年首がさらされる会計年度任用職員

マニュアルが示されたが︑ 言 え ︑ ス ト 禁 止 な ど 労 働

思ってもいなかった︒

30

労基法

21

ている職員団体ではない

更新できない理由として︑ を 求 め た が ︑ Ｂ 市 か ら 届

13

（有）
ぴぃぷる

27

についても解説︒質疑応

寺本恵治さんの事故死から1年

早速︑ユニオンとして

神戸市建設局や灘署から前向きの回答

希望をしたところ︑過日︑

交通事故防止へ仲間が要望

つの２点が告げられた︒

Ａさんは︑
﹁自

分のパソコン

21

14

60

に入って次年度への更新

能力は自覚し

16

500円

10キロ 5,100円／５キロ 2,550円
（玄米10キロ 4,800円／５キロ 2,400円）

21

もち麦精麦（300g）

ささや米（耕しや/阪東農園）

毎月お届けしています。

でかんしょ米（小多田屋米穀店）

市民デモHYOGO
２０２１年
春のつどい

26

上原康夫弁護士がコロナ禍における労働相談のポイ
ントを講義＝２月19日、神戸市勤労会館

17

71

20

19

ン
オ
ニ
ユ
地域
366
○
ち
あちこ
あれこれ

もち麦麺（3把入り）

5,300円／５キロ 2,650円／３キロ 1,590円

10キロ

（1988年1 月18日第三種郵便物認可）

外
号

新社会
（3）

身体、固くなっていませんか？

寒い寒いと言っている間に啓蟄も過ぎ、木々の花芽も膨らんできました。コロナ感染を防止するための活動自
粛は、一方で心身の不調に繋がっていることが様々な調査でも明らかになっています。外出を控えている方も、
「あいうべ体操」や「パタカラ体操」といった口をしっかり動かし、声を出す運動はできますね。定番商品の仲
間入りをしたもち麦製品は、よく噛んで味わい深く、食物繊維が豊富でおつうじにも良しと、健康維持に効果
的。次は近くを散歩と、一歩進めて身体に春の日差しを受けましょう。

昨年

月

日に﹁第５次
男女共同参画
基本計画﹂が

原因は︑ほとんど別のところにあります︒労

した企業はほとんどありません︒不良経営の

働者の適正賃金水準を維持しながら︑企業の

ルを送る姿勢を貫いていた︒

﹃第１章﹄には︑
﹁労働運動を批判する時に

人権意識の高さがあるの

は⁝⁝﹂
﹁大企業の正規労働者は既得権者か？﹂

ハ・ジョンガン著︑
中村猛訳／自費出版／頒価各500円
本書は︑２００６年に韓国で出版された原

競争力を高めることこそ︑今の企業経営者に

し て 父 の 姓 を 結 婚 後 も 名﹃それでも希望は労働運動﹄
︵第１章︑第２章︶
条政子﹂のように︒とこ
世紀の欧米では

﹁勤労者派遣法と非正規職に関する企業の主

乗った︒源頼朝の正妻﹁北

それに対し︑日本では
ろが︑
のは自然な成り行きで︑自費出版による冊子

だろう︒

この選択的夫婦別姓制度
著を︑中村猛氏が日本語に翻訳して月１回の

とって早急に必要なことです︒その責任を果

キリスト教に基づくファ
学習会でテキストとして使用したものを小冊

て﹂でこう述べている︒
﹁人はほとんど︑障碍
者の権利が拡大されることは正しいと考え︑

そのうちの一節を引用すると︑
﹁⁝⁝私たち

られている︒

も大事です﹂ｐ

〜

︶⁝⁝といった〝温か

者の権利が今よりもっと高い水準に拡大され︑

消費を創出するための最も適切な近道になり

りも︑会社員の収入を高めることが︑健全な

数の金持ちがすぐに多くのお金を稼ぐことよ

２〜５頁の分量なので︑気軽に手に取って読

年以上も前に︑韓国で出版された本﹂

労働者の賃金が引き上げられることは︑社会

ます︒その点で︑会社員の給料が引き上げら

むことができる︒

﹁

い眼差しの文章〟がちりばめられている︒

﹃第２章﹄には︑
﹁操縦士のストライキ︑あ

なたは支持しますか﹂
﹁教師たちも労働条件向

上を要求する時になりました﹂
﹁病院の労組活

てくれる︒そして︑なによりハ・ジョンガン

に有害だと考えることが多いのです︒﹂
﹁果た

れるのは︑経済に絶対的に有益です︒﹂
﹁経営

編収められており︑どの文章

氏の﹁労働者に対する溢れんばかりの愛情﹂

してそうなのでしょうか？ひょっとして︑韓

者団体が大企業の労働者の賃金を凍結するこ

正しく評価されなければ﹂といったタイ

杉田議員をはじめ日本

を感じることができる名著である︑と学習会

国の労働者たちの権利は︑正常化される前ま

動

会議系議員は︑欧米が強

の参加者たちが皆同じ感想を抱いた︒
﹁この本

で後ずさりしているのではないか？人々にこ

とが愛国的な決断であるかの如く主張します

︵細川雅弘︶

﹃第１章﹄﹃第２章﹄ともに１つの文章が

も非常に興味深い内容である︒

トルの文章が

制していない夫婦同姓と

の日本語訳を一人でも多くの仲間に読んで欲

労働運動への温かいエールの書

者です︒﹂
︵﹁国民の消費が︑企業の輸出より

張﹂
﹁大企業労働者の賃金が引き上げられるべ

ミリーネームという考え

の社会は︑国民の大部分が会社員であるかそ

が誕生した︒

が削除されて︑杉田水脈

方から︑夫婦同姓が当た

女性の権利が伸張することもやはり正しいと

の家族で構成されています︒したがって︑少

たしていない経営者こそが︑真に無能な経営

議員は﹁良かった﹂とツ

り前であった︒
﹁脱亜入欧﹂
であるにもかかわらず︑この本に書かれてい

考えます︒そのように考える人たちも︑労働

編収め

閣議決定され

イートした︒日本会議系

る文章は︑日本の労働者が現在︑直面してい

き 理 由 ﹂ と い っ た タ イ ト ル の 文 章が

た︒その中で

の議員はこの制度に強く
を目標にした明治政府は︑

る状況と共通する部分が多く︑また︑著者で

著者のハ・ジョンガン氏は︑
﹁出版にあたっ

注目されてい

庶民に姓を名乗らせる時

は︑最終局面で自民党議
員の反対で削除された︒
選択的夫婦別姓制度と

子のかたちで自費出版したものである︒

た選択的夫婦
反対した︒

に欧米風に夫婦同姓にし
あるハ・ジョンガン氏の視点は非常に示唆に

別姓制度の導入について

年の
富んでいて︑
﹁考えるヒント﹂を私たちに与え

いう﹁美風習﹂を今も守

しい﹂と学習会メンバーが思うようになった

明治憲法下の日本を賛美

中枢にいる限り︑悲しい

観を持つ輩が日本の国の

このような明治の価値

もこの夫がヒッチコック

しの夫という構図︒しか

ない上に︑容疑者は妻殺

明確な動機︑いずれもが

件は︑死体・確たる証拠・

サスペンスである︒

くべき実話に基づく法廷

代未聞〟と称された︑驚

で異例づくしゆえに〝前

分の会話をていねいに掘

裁判の証言と食い違う部

警察も見落とした事実や

は録音を精査する中で︑

くなるのだろうか︒ノラ

い思いに裏打ちされたノ

るのは︑事件解明への強

作品の印象を支配してい

決事件を題材にしたこの

フランスで起きた未解

値観を打ち破らなければ

ちは︑固定された古い価

き︑
﹁ヒッチコック狂によ

ことでメディアは飛びつ

の大ファンであるという

て忽然と姿を消した︒夫

が︑３人の子どもを残し

歳の女性スザンヌ

２０００年のある冬の

が控訴したところから物

るが一審は無罪︒検察側

クの無実を確信している

わることとなる︒ジャッ

でジャックではない別の

進めるうちに︑彼女の中

り起こしていく︒調査を

にはまるで無縁で素人の

力だ︒それまで法廷闘争

ラの執念とも言える行動

して働くシングルマザー

レストランでシェフと

託された事件関係者によ

ィの助手となり︑彼から

を依頼︒自らもモレッテ

られるモレッティに弁護

く︑真犯人につながる情

くすことにしか関心がな

勝ち取るために全力を尽

までもジャックの無罪を

だが︑モレッティはあく

て詰め寄ったり︑確たる

モレッティを叩き起こし

者を圧倒する︒寝ている

を鼓舞する姿勢は︑観る

説を推理し︑モレッティ

彼女が︑名探偵ばりの仮
疑がかけられるが︑明確

のノラは︑自身の息子の

る２５０時間にも及ぶ電

容疑者が浮かび上がるの

な動機がなく︑決め手と

家庭教師がジャックの娘

証拠なしに自分の推論を

彼女は︑敏腕弁護士で知

なる証拠は見つからない︒

だったことから︑彼の家

報には聞く耳を持たない︒

語は始まる︒

メディアによる報道が過

話の通話記録を分析する

であるジャックに殺人容

熱するなか︑ジャックの

族に寄り添い裁判にかか

暴れ馬の彼女を︑時には

ともすれば暴走しがちな

認めさせようとするなど︑

殺人罪を問う裁判が始ま

実話にもとづく法廷サスペンス

／１１０分

︵直︶

／フランス︑ベルギー

ランボー／２０１８年

監督＝アントワーヌ・

た問題作である︒

の裁判制度に一石を投じ

ことで︑現在のフランス

そのものに焦点をあてる

人物描写ではなく︑裁判

の映画は︑事件関係者の

在しないのだろうか︒こ

という裁判の大原則が存

フランスには推定無罪

を務めているという︒

からフランスの法務大臣

在する人物で︑昨年７月

ちなみにモレッティは実

れていて好感が持てた︒

姿勢にも︑人間味があふ

げるなど︑モレッティの

した物証を裁判で取り上

ノラが必死の思いで手渡

罵倒し追い返す一方で︑

このよう

事件の真相を暴きたいノ

のような話をしたいのです︒﹂

ラとの思惑の違いが浮き

︻※本書の購入をご希望の方は︑新社会党

ことに︒声の主を特定し

彫りになる中︑裁判はい

兵庫県本部までご連絡ください︒︼

ていくことすら困難を伴

よいよモレッティの最終

が︑それは企業の人件費負担を軽減するため

う途方もない膨大な作業

弁論の日を迎えるのだっ

の軽薄な策略に過ぎません︒﹂
﹁今までに︑賃

に︑執念で挑むノラ︒気

た⁝⁝︒

に︑労働者の権利拡大が国家経済に害を与え

心の知れた特定の相手と

るかのように考えられていた当時の韓国社会

る完全犯罪﹂としてセン

の電話では︑人は口が軽

金を引き上げすぎたことが原因となって倒産

セーショナルに報道︒事

にあって︑労働者を励まし︑労働運動にエー

│

っていると変な自負心を

そしてアジア蔑視が抜け
ないせいで︑夫婦別姓な
どけしからんと思ってい
るのではないか︒そうな
らば︑彼らの発想は１０

失踪した妻を殺害した

件発生から裁判の判決ま

０年以上前の明治の考え

として夫の大学教授が逮

方のままである︒彼らは

し︑
﹁美しい日本を取り戻

捕・起訴された︒この事

私は確信する

持っているのではないか︒

てしまった︒明治
官報によってである︒

は︑夫婦同姓を基本とし
ながら︑結婚時に改姓し
たくない人が結婚前の姓
を結婚後も正式に名乗れ
る制度である︵通称とし
て名乗るのはすでに認め
られている︶︒個人の意
思を尊重し︑家族等人間
関係の多様化に対応する
ため導入が求められてい
る︒私自身︑結婚して改
姓した時︑しばらく精神
が不安定になった経験が
ある︒名前は個人に帰属
する尊いものであって︑
国家に左右されるもので

そう﹂などと時代錯誤が

彼らは何故反対するの

かな︑日本は人権国家に

言えるのだ︒

か︒私なりに勝手に考え

あまりにも程遠い︒私た

それに世界の潮流は夫

はないと思う︒

年

ない︒厳格に夫婦別姓を

世紀中頃まで日本

た︒まず︑歴史を調べる

では他のアジア諸国と同

ならないのではないか︒

守っていた韓国でも

と︑

様に律令制度や儒教の影

︵大野恭子︶

日︑

になっている︒先日︑イ

響で夫婦別姓であり︑娘

に酔った勢いで︑世界の

は父の系図に有るものと

ギリスの

52

19

前に別姓︑同姓とも認め

婦の姓にこだわってはい

10

られ︑いまや改名も自由

選択的夫婦別姓制度を考える

歌姫﹁セリーヌ・ディオ
ン﹂に改名のオンライン
申請し受理された︒本人
は申請した記憶がないそ
うだが︑彼女の大ファン
なので︑当面はこのまま
でいるそうだ︒このよう
に世界では名前の決定に
寛容で︑人は自由に名乗
っている︒この背景には︑

38

23

25

才の男性が酒

19

30

51

19

12

33

30
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