最終集約
4月 日

た︒さらに︑菅政権下の
動向として︑改憲政党の
構図の変化や﹁新９条﹂
論への対応などに注目を
促し︑菅政権の危険な兆
候として︑安倍元首相の

政府は沖縄県と更に
対話を深める努力を

神戸市会で国への意見書採択

土筆を﹁つ

くし﹂と読む

人も︑少なく

なっただろう︒

それどころか︑

したが︑その時は議会の

人余の署名とともに陳情

いう人も少なくはあるま

ない︑見たこともないと

つくしを知ら

党︑つなぐ︑共創・国民

日に開かれた神

民主︑国民民主党・友愛

月

戸市会本会議で︑政府に

影響力とバイデン政権の
もとでの日米安保体制強

線路の土手や川原でつく

い▼青空をバックに梅や

しが頭をもたげているの

多数の賛同が得られず審

員会はあらためて陳情に

は︑地味ではあるが︑力

の７会派と無所属２人の

案で︑反対したのは日本

取り組んだ︒陳情の提出

強さに加えてユーモラス

対して﹁辺野古基地建設
について沖縄県と更に対

では︑大戦中の沖縄県知

な春の目覚めを覚える︒

化の動きを指摘した︒

話を深めることを求める

事が神戸市須磨区出身の

跡を追いながら︑前のめ

て︑
﹁安倍改憲﹂策動の軌

り︑失敗したのかについ

安倍政権は改憲にこだわ

木下さんはまず︑なぜ

動に警戒をと呼びかけた︒

動きと自由の抑圧との連

指摘︒最後に︑改憲への

念への懐疑も出ていると

考える︑日本国憲法の理

を変えることは進歩だと

る﹁こわすな憲法！いの

多くの市民団体でつく

日︑

各活動報告や今後の活動企画の提案など

〝 春のつどい〟を開催

月︑
﹁神戸市への

人の 人︒

昨年

12
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１万人意見広告の成功も
﹁憲法はあなたの命と未来のサポーター﹂をメインスローガンに︑５月
３日の憲法記念日に神戸市の東遊園地で開かれる﹁戦争させない︑９条壊
すな！５・３兵庫憲法集会﹂
︵インターネット配信も併用︶と︑その日に神
戸新聞紙上に掲載する﹁憲法を活かす１万人意見広告運動・兵庫﹂を成功
させようと︑総がかり行動兵庫県実行委員会は３月 日︑
﹁兵庫憲法集会プ

まとめとして︑安倍改

維新の会と無所属議員２

︻２面につづく︼

りになればなるほど国民

集会の最後には事務局

ちとくらし！市民デモＨ

を開き︑オンライン参加
も含め約 人が参加した︒
このつどいは恒例の新年
交流会が新型コロナの影
響で見送られた代わりに
開催されたもの︒
つどいでは︑昨年８月
の交流会以降の活動報告
に続き︑神戸市会に国へ

﹁土塊を

ひとつ動かし

物芽いず﹂と詠んだの

は︑虚子だったか▼笊を

持たされ︑つくし摘みに

行ったこともあった︒卵

とじなどはおいしかった

が︑ハカマとりが厄介だ

った︒
﹁君がため︑春の野

に出﹂た時代にさかのぼ

らずとも︑かつては今よ

りは山野の食材に親しん

でいた︒春に限れば︑つ

くし︑ふきのとう︑わら

び︑ぜんまい︑たけのこ

⁝⁝▼当然︑それらを育

む土についても強い愛着

を感じていたであろう︒

野焼きの後に萌え出る

草々を待ったであろう▼

思いを今の政治︑社会に

格差・貧困︑解散・総選

縄︑脱原発︑コロナ禍と

あり︑さらにその後︑沖

Ｏ主催の学習会の提案が

始する市民デモＨＹＯＧ

の経過報告や４月から開

﹁辺野古請願署名運動﹂

基本的知識や運動論の研

の４つのテーマについて︑

憲法︑貧困・格差︑原発

いう大目標を掲げ︑沖縄︑

会を変える力をつけると

の拡大をめざしながら社

力の向上やネットワーク

習会﹂については︑政策

その中の﹁市民デモ学

る運動を強めよう﹂など

でなく︑命とくらしを守

協力を﹂
﹁憲法の問題だけ

割撤回を求める署名にご

歳以上医療費窓口負担２

画される︒

今後２年間にわたって計

重ねようというもので︑

を取り戻そう︒民主主義

張り︑絡め合った土の力

なかっただろうか︒根を

すエネルギーを弱めてい

ただろうか︒土塊を動か

間にか劣化していなかっ

数々︑許せないのは当然

サクラに限らない汚職の

転じてみる︒モリ︑カケ︑

挙などをめぐる運動課題

の意見が出され︑議論と

民の力︑地の力もいつの

だが︑それらを糾弾する

がそれらの運動を担って

究をベースに︑４月から

とは大地の力ではないか︒

また︑つどいでは﹁

いる人たちからそれぞれ

交流を深めた︒ ︵中村︶
に提起された︒

それぞれ６回の学習会を

の意見書提出を求める

つちくれ

桜が告げる春の訪れには

憲を許さなかったことへ

意見書﹂が︑賛成多数

辺野古請願署名実行委員

が冷めていった構図を明

日が最終集約

ＹＯＧＯ﹂は３月

華やぎを感じるが︑鉄道

の確信と﹁ポスト安倍改

択された︒

︵賛成

会﹂
︵西信夫代表︶が１万

らかにし︑野党の結束も

の﹁１万人意見広告運動﹂

神戸市内で﹁春のつどい﹂

今年に入り︑同実行委

憲﹂への警戒を表すとと

意見書は︑自民党︑公

含めて︑
﹁安倍改憲﹂を阻

の集中的な取り組みの強

査は打ち切りとなった︒

もに︑安倍政権下におけ

明党︑共産党︑立憲民主

止した意義を強調︒ただ︑

化が要請された︒

人の議員による議員提

羽柴修弁護士による主

る﹁壊憲﹂キャンペーン

︶で採

催者あいさつの後︑木下

の悪影響によって︑憲法

﹁安倍改憲﹂阻止にとど

12

市民デモHYOGO

まるという限界も指摘し

幡通４︒神戸市役所から

21

から４月

路大震災で被災したため

２ブロック東︒ＪＲ三ノ

︑反対

さんが講演した︒

レ集会﹂を神戸市勤労会館で開いた︒集会では木下智史さん︵関西大学大

う義務付けられていたこ

に移設された︒ ︵鍋島︶

宮から南へ徒歩５分︒

コロナ禍のためにできなかった新年交流会に代わ
って開かれた「春のつどい」
＝３月21日、神戸市

12

学院法務研究科教授︶が﹁菅政権と改憲のうごき﹂と題した講演を行い︑

とが悲劇を生んだ︒この

26
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︻メモ︼神戸市中央区八

1945年３月17日の神戸空襲で犠牲となった神戸中央電話
局葺合分局の女性交換手７人を慰霊する碑

週刊

０６機︑焼夷弾など２３

る慰霊碑は︑もともとは

辺野古
埋 立
3

17

17

FAX. 03(6380)9963
TEL. 03(6380)9960
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事務局からは意見広告運動の取り組みなどの提起が行われた︒

電話局職員空襲殉職慰霊碑
︵ 神戸市中央区八幡通 ︶

２８㌧を投下した︒火災

空襲で神戸中央電話局兵

ても職務から離れないよ

空襲の犠牲者は８千人以

庫分局の５人の交換手も

が３

上︒このうち︑最大規模

目的のナパーム焼夷弾や

亡くなっている︵柳原天

書﹂によれば︑Ｂ

日の空襲

マグネシウム焼夷弾︑飛

尽くされた︒

では神戸の西半分が焼き

とされる３月

散破片で殺傷する破砕弾

神社に慰霊碑︶︒

米軍の﹁損害評定報告

ちなみに︑ＮＴＴ西日

名殉職﹂の記載

本神戸支店の１００年誌
には﹁

があるだけでそっけない︒

この神社の北東５００㍍

小野八幡神社境内にあ
交換手７人が犠牲になっ

歳の女性

た︒戦時下で唯一ともい

にあった葺合分局に設置

歳から

電話局葺合分局の宿直勤

この空襲で︑神戸中央

取れる︒

意図があったことが読み

が含まれており︑残忍な

１２８回に及んだ神戸

集会では木下智史さん（関西大学大学院教授）が「菅
政権と改憲の動き」と題した講演を行った＝３月26
日、神戸市勤労会館
える﹁通信を確保せよ﹂

務の

12

75

29

されていたが︑阪神・淡

30

の軍令のもと︑何があっ

16

50

総がかり行動兵庫がプレ集会
物語

碑

発行所： 新 社 会 党

2021年
4月13日
（火）
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44

東京都千代田区神田神保町2 10 三辰工業ビル3F
〒101 0051

新社会兵庫
No.577（改題537号）

５・３兵庫憲法集会の成功へ
ひょうご

（1988年1 月18日第三種郵便物認可）

外
号

新社会
週刊
E-mail:nsphyogo@portnet.ne.jp
URL:https://nsphyogo.com/

本の社会保障﹂をテーマ

﹁あらためて問う！日

わたって講演し︑
﹁憲法

職員︶はおよそ２時間に

究者・元社会保険事務所
視の重要性などを提起し︑

の廃止や年金積立金の監

これからの運動方向も示

に︑安心と笑顔の社会保
障ネットワークと熟年者

除され︑もはや現在は﹃い

づいた年金法の精神が削

条︵生存権の保障︶に基

会となった︒

が多く出て有意義な学習

した︒参加者からも質問

ユニオンが共催する連続

の悪い中にもかかわらず

かれた︒コロナ禍で天候

日︑神戸市勤労会館で開

め︑今日の年金問題を詳

﹁２千万円問題﹂をはじ

策になっている﹂と指摘︒

るか﹄に貫かれた年金政

かに年金受給額を削減す

を目指して闘っていく必

告発し︑安心できる生活

犠牲を強いている実態を

のもと︑すべての国民に

﹁全世代型社会保障改革﹂

社会保障制度の全般が

いて︑觜本郁氏︵神戸の

︻１面からのつづき︼

と沖縄県が誠実に対話を

た︒意見書では沖縄の基

って意見書がまとめられ

れをもとに賛成会派によ

努力をすること﹂と指摘

て粘り強く対話を深める

一層真摯かつ誠意を持っ

なった︒意見書採択のニ

名運動が実を結ぶ結果と

あり︑約２年にわたる署

はしもと かおる

次回︵第３回︶は５月

つなぐ市議団も陳情の

深めることを切に求めた︒

ュースは︑地元沖縄の沖

島田叡さんであったこと︑

している︒

その縁で神戸と沖縄の交

︵三木︶

地負担の現状に触れた上

冬を支える会︶を講師に

で︑
﹁今︑政府がなすべき

招いて開く︒

採択にむけて努力する中︑

９日︑神戸市勤労会館で

今回は委員会︵総務財政

﹁生活保護の現状﹂につ
流が続いていることなど

は沖縄県民の苦難の歴史

会派がこの意見書に賛成

防衛省は︑戦争法に基

も大きく報じられた︒

︵中村︶

円︵ 機︶ ステルス性能

で相手国に侵入し攻撃可

能な米国製戦闘機︒計１

１０５２億

０５機導入予定

︱

円︵８機︶ 短距離離陸・

Ｂ

機などを守る﹁武器等防

垂直着陸可能な米国製戦

・Ｆ

護﹂
︵米軍防護︶は２０２

づき自衛隊が米艦や米軍

縄タイムスや琉球新報で

も重視し︑沖縄県民に寄

委員会︶で採択され︑こ

したことは大きな意味が

自民︑公明の政権与党

り添い︑基地問題で政府

の重みを肝に銘じつつ︑

改憲原

改憲の動きをウォッチング

■自民が党大会

日︑２

案の発議・国民投票法改

定案の成立めざす

自民党は３月

始まった

年は２回︑

計 機導入予定︒

年ぶりに党大会を開いた︒ ０年は 回だったと発表︒ 闘 機 で ︑ 空 母 上 で 運 用 ︒

菅首相︵総裁︶は改憲に

０億円︵内事業主負担分３４０億円︶が軽減

役世代の各種保険からの支援抑制効果は８３

て成立を目指す﹂と意欲

れて﹁まずは第一歩とし

る国民投票法改定案に触

とし︑改憲手続きに関す

を受ければ自衛隊は武器

争法により︑米軍が攻撃

急速に深まっている︒戦

急増し日米軍事一体化は

・

や艦首を改修︒空母化

Ｂを搭載できるよう甲板

修

Ｆ

のみを被保険者にした保険制度であるが︑高

され︑現役世代１人当たりにすると８００円

２３５億円

歳前後より通院回数が急増し︑持病

︱

・﹁いずも﹂型護衛艦改

齢者は

回から

が︑今回の後期高齢者医療費窓口２割負担

を抱える人が大多数である︒このような保険

年

︵倍増︶である︒今般の改悪では医療費窓口

回︑

現役世代の人たちには高齢者の医療保険の

負担が２割になるのは年収２００万円以上の

関して﹁わが党の党是だ﹂ 年 が

ことがあまり知られていないと思われるので

式地対艦誘導弾

︱

はじめに少し説明をしておきたい︒

②昨年末の全世代型社会保障検討委員会の最

象者を年収１７０万円以上と主張してきた︒

の方針は前文の後に﹁自

動方針を採択した︒昨年

大会は２０２１年度運

相互に相手をけん制する

﹁この５年間︑アジアで

を務めた柳沢協二氏は

全保障・危機管理担当︶

内閣官房副長官補︵安

円

ＬＲＡＳＭ

大きく位置付けていたが︑ は米中の対立が激化した︒ ・ Ｊ Ｓ Ｍ ︑ Ｊ Ａ Ｓ Ｓ Ｍ ︑

衛隊の明記﹂など改憲を

軍事的対峙は誤算による

地攻撃可能

サイルとして活用︒敵基

長︑スタンド・オフ・ミ

キロから９００キロに延

射程百数十

終報告の中には今後も﹁後期高齢者支援金の

今年の方針は各種政策の

８５０億円

④社会保障制度は弱者︵高齢者・要支援

負担軽減︵後期高齢者の負担増︶﹂が明記され

最後に位置付けている︒

を使用して反撃できる︒

者︶を支えるのが本筋で︑受益者負担を持ち

円軽減︶では効果薄としている︒④

ている︒③厚労省幹部は今回の負担増︵現役

月以降に予定されている︒

今回の問題点を挙げてみる︒

時期は 年

担増が可決されるであろうし︑更なる改悪が

自民・公明の多数によって今国会で２割負

い︑憲法改正原案の国会

設的かつ活発な議論を行

参の憲法審査会の場で建

い支持が必要﹂とし︑
﹁衆

改憲には﹁国民の幅広

済まない﹂
︵東京︶と警告

となれば日本が無事では

無事では済まない︒戦争

い︒米軍を守る自衛隊も

本格的戦争に拡大しやす

衝突を招く︒衝突すれば

・高速滑空弾

で敵基地攻撃可能

イル︒戦闘機に搭載予定

のスタンド・オフ・ミサ

ＡＳＭは射程９００キロ

キロ︑ＪＡＳＳＭとＬＲ

年︑内閣府に﹁全世代型社会保障検討

早晩迫ってくるであろう︒現代の後期高齢者

発議を目指す﹂︒そのた

している︒

ＪＳＭは射程５００

も︑また︑今の若者が後期高齢者になって病

め﹁憲法改正研修会など

①

さらに︑①自民党は以前から２割負担の対

出して弱者に負担を強いるのは弱者いじめの

世代の

院に行くのをためらう姿が想像される︒現役

を積極的に展開する﹂と

あるかのように見せているのである︒

施策である︒今︑必要なのは高額所得者及び

︵３７０万人︶が２割負担になる︒引き上げ

内部留保を貯めこんでいる企業︵数年間減税

３８６億

会議﹂が設置され︑安倍前首相が﹁１００年

世代の多くの人が後期高齢者医療保険の存在

低空・複雑な軌道

の軍事一体化加速

■戦争法施行５年

敵基

日米

攻撃能力保有兵器の配備

兵器の爆買いなど敵基地

を視野に政府は︑米国製

４８億円

・極超音速誘導弾

イル︒敵基地攻撃可能

ども含む

︵中︶

の累計︒研究・開発費な

※金額は５年間の予算

イル︒敵基地攻撃可能

で飛行し迎撃困難なミサ

低空を超音速

１

で飛行し迎撃困難なミサ

熟年者ユニオンは以上の観点に立ち︑現在

を急いでいる︒

使用者側は保険負担軽減を求めている︒

を知って︑自らの将来の姿を思い浮かべ高齢

５８５
を繰り返した部分︶から税を引き出し︑公費

︱
負担を充実させるべきである︒社会保障に充

億円
会議では﹁現役世代の負担上昇を抑えるのは

２割負担の反対署名活動を行い︑街頭や各種

地攻撃能力保有兵器の配

︱
以上の点から２割負担増で見えてくること

の集会の場で協力を求めている︒さらにはた

か解明されるべきであろう︒

は︑後期高齢者の窓口負担の平均額が１人当

戦争法による任務拡大

待ったなし﹂を理由として︑高齢者に負担増

年に誕生した人たちが団塊世代と言わ

用させていただく︒

以下に東京新聞から転

備急ぐ

日で施

とえ国会で可決されたとしても廃案を求めた
活動を継続することを確認している︒こうし

︽５年間で導入を進めて

たり現在より３︑４万円増えて

なる︒現役世代の各種保険からの後期高齢者

きた主な兵器と予算額︾

３０１８億

行から５年となった︒
﹁戦

Ａ

︱

争する国﹂づくりが一段

・Ｆ

た長期的な運動が社会保障の充実を求める運

と進んでいる︒

動と繋がっていくことを期待している︒

年には８・１兆円に膨

医療費への支援金が︑厚労省の試算では
度の６・８兆円から

らむとしている︒しかし︑２割負担増での現

菅沼祥三︵熟年者ユニオン神戸支部長︶

年

戦争法は３月

・７万円に

みんなで反対運動に取り組もう
歳以上の医療費窓口２割負担

︱

を見越した社会保障﹂と豪語したのが︑検討

世帯が対象となり︑後期高齢者人口の約

を示した︒

年代には各市町村で独自に老

人医療費の無料化が進められた︒ところが︑
年に老人保健法が施行され︑高齢者の自己

負担が外来１ケ月４００円︑入院１日３００

歳以上は自己負担が1割で

円と有料になり︑以降︑徐々に変更されて２
００８年までは
診療が受けられ︑国民健康保険や健康保険組
合 に 加 入 し て 老 人 保 健 制 度 が 適 用 さ れ た︒
年 以 降 は 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 が 施 行 さ れ︑
歳以上の人々が国民健康保険や健康保険組合
から切り離され︑独自の後期高齢者医療保険
となった︑大多数の人は医療窓口負担が１割
であり︑現役世代と同等の所得のある人は３

１︶︑

35

している︒

現役世代の各保険からの

１

12
者と共に声を上げることを望むのである︒

県

市町＝４

割負担だ︒後期高齢者医療費は︑公費︵税
金︶が約５割︵国

30
てるとした消費税の増税分は何処に行ったの

を求める社会保障である︒

から

かっていたことであり︑敗戦後の１９４７年

②後期高齢者人口の増加は数十年前から分

支援が４割︑それに被保
険者︵後期高齢者︶の保
険料並びに窓口負担︵１

昨年末︑
﹁全世代型社

歳となる
ことから﹁

年問題﹂と言われている︒団塊

年から順次後期高齢者の

世代の孫の代まで施策をせずに︑今日まで引

れて︑
会保障検討会議﹂が最終

き摺ってきたのである︒
歳以上の高齢者

35

結論を出し︑それに沿っ

③後期高齢者医療保険は

11

70

75

21
25

割︶で賄われている︒

30

10
22

75

75

22

50
た閣議決定がされ︑いま
国会に上程されているの

75

29

75 08

19

75

22

１９６０〜

で︑労使が折半すると月に 円程度である︒

神戸市会での意見書採択を大きく伝える沖縄タイ
ムスの記事＝3月 日

35

学習会の第２回が３月

今回のテーマは﹁年金
しく解説した︒また︑財
要がある︒

25

42

人が参加した︒

改革と将来﹂︒講師の福
源問題にも触れ︑消費税

18

制度が成り立つはずがない︒高齢者の医療費

14

25

％

19

17

単身者︑及び３２０万円以上の２人︵夫婦︶

28

を際立たせ現役世代との世代間に利害関係が

元社会保険事務所職員の福田義幸さんの講演に
学んだ第２回学習会＝３月28日、神戸市
23

16

25

田義幸さん︵年金問題研

21

28

33
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コロナによる営業不振や
賃金削減などの実態が紹
介された︒
続いてコロナ禍の中で
闘う仲間たちとして︑会
社の不当な職場からの排

となったが︑今年は感染

リスク回避のために中止

昨年はコロナ感染拡大の

約１２０人が参加した︒

保健所の縮小が現場に大

までの行革による病院や

対策による影響や︑これ

政府のちぐはぐなコロナ

昨年の全校一斉休校など

れぞれから報告があり︑

題が労働基本権を脅かす

された︒そして︑この問

な組合弾圧の実態が報告

部の不当逮捕など︑異常

支部の成り立ちと組合幹

部の松村執行委員から同

で︑コロナ対策のため収

日︑市内の福祉センター

とＤＶＤ上映会が３月

００５年制作︶が上映さ
れた︒この映画は︑２０
０６年の本会の発足前の
キックオフ集会としての
呼びかけ人会議で一度上
映されたもの︒日本国憲
法制定の経緯から平和憲
法の意義まで︑ジャン・

人にインタビュー

ユンカーマン監督が知の
巨人

したもので︑憲法とはだ
れのためのものか︑戦争
の放棄を誓った前文や第
９条をどう考えるのかな

一方︑被告側の証言はユ

ニオン側の証言をくつが

えすほどのものとは到底

県内の各地域ユニオン

言えない内容であった︒

時

からも支援をいただいた︒

時までほぼ１日行

この日の証人尋問は

から

われたが︑武庫川ユニオ

ン︑ユニオンあしや︑神

その後の定期総会では︑

となった︒

要性を改めて考える機会

法を守り活かすことの重

世界に誇るべき日本国憲

動を継承する菅政権下で︑

よう﹂と呼びかけ︑憲法

のではなく︑政権を代え

対しては︑
﹁憲法を変える

勢力の９条改憲の主張に

だった︒そして︑一部の

挙で落とす？アソ⁝⁝﹂

の毎月発行＆駅頭配布な

会報の隔月発行︑朝ビラ

平和を考える集いの開催︑

あったが︑憲法講演会と

余儀なくされた１年では

コロナ禍で活動の停滞を

などの感想が寄せられ︑

つまでも元気でともに過

ない宝﹂︑
﹁憲法くん︑い

法は絶対に守らねばなら

﹁我々を守ってくれる憲

もらいスッキリした﹂︑

えた︒

︵嶋谷︶

すことを確認し合って終

総選挙での政権交代を期

秋までに実施される衆院

きたことが報告され︑今

どの恒常的活動を維持で

２人の計３人︑被告

でもあるＹさんと︑

僚でユニオン組合員

は︑ユニオン側は同

闘ってきた︒

痛を跳ね返し元気に

の大事な資料をシュ

い止め通告︑転勤時

報告とそれによる雇

行われた︒

の証人尋問が３月

げたとの説明があった︒

があり︑所定の成果を上

側も３人の証人を立てた︒ 原 康 夫 弁 護 士 か ら も 報 告

っていける力が出てきた﹂ 退 職 し て い る 元 同 僚

ごしましょう︒前に向か

Ｓさんを支える３人の証

戸ワーカーズユニオン︑

憲法を生かす会・但馬

前文を迫力をもって力強

風刺の笑いの中にも社会

人は耳を疑うような上司

ラピスネット分会のＳ

も加わる﹁但馬憲法カフ

く暗唱した︒

を変える原動力を感じる

はりまユニオンの仲間が

ェ﹂が主催する﹁松元ヒ

参加者からは︑
﹁笑いの

ことができた︒ ︵島田︶

駆けつけてくれ︑時間の

期されていたもので︑２

質が下がっている中︑久

さんが︑度重なる嫌がら

回定期総会

平和憲法を守る高砂市

月に開催を決定してから

しぶりに大声で笑わせて

せを受けた上司２人に損

先の兵庫区南部の戦跡を

１か月足らずの取り組み

許す限り裁判の傍聴に参

紹介する試作ビデオが上

だったが︑１００人を超

害賠償請求を求めた裁判

た小さな子どもたちが食

映された︒１９４２年の

加してくれた︒法廷が狭

べるものも無くうずくま

最初の神戸空襲が中央卸

2021兵庫たたかう仲間の集会

庫たたかう仲間の集会﹂

ンに掲げた﹁２０２１兵

がある﹂を集会スローガ

げよう！私たちにも生活

育職場の問題︑県職労か

自治労臨職評から学童保

の中の職場報告として︑

あいさつの後︑コロナ禍

日野隆文実行委員長の

ス︑神戸交通振興それぞ

の山陽バス︑本四海峡バ

として︑全港湾神戸支部

また公共交通機関から

会を終了した︒ ︵石上︶

長がまとめを提案し︑集

最後に塚原久雄事務局

えた連帯を呼びかけた︒

として︑職場・地域をこ

Ｄ﹃映画日本国憲法﹄
︵２

講師招へいを避けてＤＶ

ナ対策のため外部からの

記念行事として︑コロ

人が参加した︒

日︑神戸市勤労
れの分会が座談会形式で

えたいと述べた︒

かれた︒

日︑豊岡市民プラザで開

慰霊祭では︑主催の神
戸空襲を記録する会が６

ライブはコロナ禍で延

月６日に予定している第
回戦跡ウォークの訪問

けに女学生も動員された

宮の地下道で親とはぐれ

経験を語り︑その時に三

になった町と遺体の片づ

日の翌日︑瓦礫だらけ

ら保健所と医療現場のそ

第

合同慰霊祭が３月

けられて必死に逃げ︑何

力を試す実験場として使

軍の研究した焼夷弾の威

話やパントマイムを演じ︑

大統領ホセ・ムシカ氏の

たＳさんは︑その苦

な精神的苦痛を受け

する調査など︑大き

プライバシーを侵害

嫌がらせ︑明らかに

レッダーで裁断する

上司による虚偽の勤怠

19

も続いており︑短い

対策のための傍聴数制限

時間での交代を続け

ながらの傍聴であっ

た︒

尋問終了後は︑あ

かし地域ユニオンの

組合員を中心に︑近

くの会場を借りて報

告集会を行ったが︑

証言してくれた３人

の挨拶があり︑原告

のＳさんも﹁各ユニ

オンからもたくさん

応援に来てくれて心

強い︒勝利目指して

頑張りたい﹂と改め

て決意を示した︒上

第２回証人尋問は４月

日である︒原告のＳさ

んが証言台に立ち︑被告

異様な雰囲気の下で行わ

転勤に伴う資料の裁断が

ユニオンなどからの支援

れる︒引き続き︑各地域

博︵あかし地域

ユニオン委員長︶

金平

をお願いしたい︒

などを具体的に証言した︒

い嫌がらせであったのか

れ︑それがどれほどひど

視するという確かな証拠︑ の 上 司 ２ 人 の 尋 問 も 行 わ

勤務の実態︑Ｓさんを監

慣例として行われていた

の不穏当な言動の数々と︑

この日の証人尋問

いうえ︑コロナ感染防止

回神戸空襲犠牲者

っているのを見て︑何も

日に

日︑

できない自分が悲しかっ

慰霊祭では東灘区の馬

発も爆弾が近くに落とさ

麻生財務大臣の上から目

自身の空襲体験と戦争中

と語った︒そして︑二度

されている︒

て？え︑落ちは今度の選

ラピスネット裁判で証人尋問

民の会の第

神戸市兵庫区の薬仙寺で

ロソロライブ﹂が３月

執り行われた︒昨年につ

える入場者があった︒

ど︑安倍前首相の改憲策

10

除攻撃と賃金未払いに対
して闘うユニオンあしや
新浪花分会と︑コロナ便
乗解雇撤回を求めて闘う
武庫川ユニオン新日本分
会が︑それぞれ闘いの報
告を行い︑物販などの支
援を訴えた︒

防止対策を図りながら︑

きな負担を強いているこ

その後︑講演が行われ︑

デモ行進はなく集会のみ

16

売市場で犠牲者が出たこ

全日建連帯関西生コン支

の開催となった︒

ン
オ
ニ
ユ
地域
368
○
ち
あちこ
あれこれ

たと話した︒また︑５月

﹁憲法くん﹂を演じた
松元ヒロさんは︑南米ウ

年２月４日の兵庫
区南部の軍需工場への爆

ルグアイの世界一貧しい

と︑
った東灘区の十二間道路

撃︑兵庫区と長田区は米

日には当時は武庫郡だ

に追いか

染拡大に配慮し︑遺族や
関係者だけによる慰霊祭

を下校中にＢ

歳︶から

われたこと︑そして３月
の学校や暮らしの話を聞

と戦争をしないために今

場章子さん︵

れていたのをあとで見た

いた︒馬場さんは︑空襲

後も戦争の経験を語り伝

﹁なに︑落ちがないっ

線のものまねでは最後は

のあった１９４５年３月

︵小城︶

日の大空襲などが紹介

29

が３月

12

づき︑今年もコロナの感

21

16

となり︑ 人が参加した︒

45

19

17

89

16

17

11

50

13

会館・大ホールで開かれ︑

50回目となった合同慰霊祭では馬場章子さん
（89歳）が空襲体験を語った＝３月17日、神戸市

第16回定期総会の前に「映画日本国憲法」のＤＶＤ
の上映会が行われた＝３月21日、高砂市

松元ヒロさんの熱いパフォーマ
ンス＝3月20日、豊岡市

コロナ禍での職場の状況やたたかいを報告・交流

﹁コロナ禍でも声を上

容人数を制限して開かれ︑

平和憲法を守る高砂市民の会

労働者全体の問題である

定期総会とＤＶＤ上映会

となどが報告された︒

コロナ禍でのたたかいなどを報告し合った、２年
ぶりに開かれた「兵庫たたかう仲間の集会」
＝３月
13日、神戸市勤労会館
17

20

コロナ禍でも声を上げよう！
私たちにも生活がある

20

31
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マージンが関電幹部に還流している実態につ

停滞している労働運動は︑この自発的で︑か

いて︑あらためて怒りが湧いてくる︒

との努力と汗で︑この書は成り立っている︒

ぬしも悪よのう﹂という時代劇の悪奉行と悪

者委員会が明らかにしたメールの内容が紹介

最後に︑長くなるが︑
﹃脱原発弁護団全国連

で区切りをつけた︒

される︒
﹁Ｙ開発への仕事を持って来いとの要

第三者委員会報告では︑政治家等への現金

絡会﹄共同代表である河合弘之氏の本書を推

東日本大震
玉の母を見舞った入所施

﹁行くカネの流れは絶えずして︑しかもも

年頃まで

提供は全く解明されていないが︑３年前に死

つ多様な戦術を駆使した闘いから学ぶところ

設で知った︒経産省前の

とのカネにあらず︒よどみに浮かぶ札束は︑

求に︑Ｂ工事を提案し了解︒とりあえず今回

去した関電のＮ副社長は︑

て止まったニュースは埼
﹃関西電力 原発マネースキャンダル﹄

その後は貸農園で畑仕

テント訪問や福井原発周

はこの程度にしておいてやるとのこと︒その

年〜

薦する言葉を紹介したい︒

当で︑しぶとく︑粘り強く︑立ち向かう人び

巨大資本や国家権力に︑草の根から︑手弁

は多い︶︒

事を始め︑地元の高齢者

辺の集会︒そこに団塊世
袖の下にかき消え︑久しくとどまりたるため

後︑全員での会食になり至極ご機嫌﹂
︵高浜発

ヤミ献金をしていたことを朝日新聞社に証言

﹁関西電力の原発マネー不正還流事件は本

当にひどい事件だ︒この事件は︑原発は汚い

にさらした︒その汚いお金のおこぼれを関電

転できない汚らしい電源だということを白日

利権構造が生み出した闇の真相

電所所長と原子力事業本部長とのやりとり︶

原子力ムラと呼ばれる利権集団や︑バック

配食や日本語教室のボラ

代ではない若い世代も加
しなし︒世にある政治家のわいろ︑またかく

徳商人の世界だ︒

震災関連の随

ンティアに参加しながら

のごとし﹂と︑昭和の世に某ジャーナリスト

関西電力の役員計６人が︑福井県高浜町の

劾している︒

は﹃方丈記﹄の文体で︑ある贈収賄事件を弾

末田一秀著／南方ブックレット／1000円＋税

筆やテレビ番

生活スタイルを変えた︒
の前

年︒

組を目にする︒

わる情景は︑３・
とは違う未来につながる
光のように感じている︒
４︑５年前に観た渡辺
えり一座の芝居で︑ある

している︒捜査権に限界がある第三者委に代

お金を地元に大量にバラまかないと建設・運

わり︑あとは押収捜索︑取調べ︑逮捕などの

元助役から２億円近い金品を受領していたと
この件を読んで吉本新喜劇の池乃めだかの

出来事を通して心の声を

ギャグが重なった︒大きな男に立ち向かった

の報道がなされて久しいが︑本書はその顛末
を具体的に︑生々しく炙り出している︒

強制権限を持つ検察の仕事だ︒

の体験

が︑力かなわず倒された小さなめだか氏が発

を語るひと︑阪神・淡路

する﹁今日のところはこれ位にしてやる！﹂

西をはじめとする日本全国の住民約３千人が

怒りに燃えた関

長らく関電の不正を追及している活動家を

の役員が貰っていたとは‼

通じて著者から本書が贈られてきた︒この書

全国の３千人を超える告発人からの告発状

大震災の体験を思いだす

真相究明を求める運動は地道に続き︑株主

れて検察は起訴せざるを得なくなるだろう︒

者による本書は迫力がある︒この迫力に押さ

告発に立ち上がった︒そのリーダーである筆

総会という大舞台で火の手が上がる︒１千項

に対して︑大阪地検の動きは鈍い︒
金品受領の状況も克明に暴露されるが︑報道

語りだすひと︵笑い満載︶︒ を多くの人びとに薦めたい︒

でも明らかになったように︑江戸時代か？と

原発に関心がある方には必読の書﹂

冒頭︑関電の金品受領問題を調査した第三

目の事前質問の準備や︑３分以内とされる趣

先日観た映画﹁風の電

錯覚するような事例も紹介される︒現金︑商

は︑軍の命令

ことを説くの

住民に生きる

命令のもとで

意識した﹂

て行かれることを改めて

ようにもどこにでも連れ

断一つで︑私たちはいか

０年︑リーダーたちの決

現日本国リーダーの危

最後まで崩す

き合う姿勢を

下旬に神戸市議会で﹁辺

須磨区である︒この３月

島田の出身地は神戸市

うさを改めて思う︒

ことはなかっ

野古基地建設について沖

と言われたと語っている︒

を逃したとき︑最もその

また︑それを改める機会

の判断が誤っていたとき︑

て︑国策が沖縄を翻弄す

た島田を生んだ神戸とし

の人々に命ごと向き合っ

島田叡の名がある︒沖縄

縄県と更に対話を深める

壕から出ていく島田の最

影響を受け危険にさらさ

る辺野古の現状に︑黙っ

佐古監督の

後の姿を目撃したある女

れるのは国民である︒新

ているわけにはいかない︒

ことを求める意見書﹂が

性は︑
﹁君たちは最後に手

型コロナウイルスの感染

メッセージに︑

を挙げて出るんだ﹂
﹁軍と

拡大という思いもよらぬ

採択された︒その文面に

共に行動するんじゃない﹂

こうある︒
﹁そ

た︒

縄の人々に向

る︒島田は沖

への拒絶であ

︵大野克美︶

の津波で家族を亡

話﹂は︑岩手県大槌町で
３・

料が極端に少ない島田の

と言われたと証言してい

事態に見舞われた２０２

分

２１年／日本／１１８

監督＝佐古忠彦／２０

︵Ｗ︶

る︒
﹁軍官民共生共死﹂の

ある抵抗闘争が繰り広げられている︵現在︑

に光を当て優れた作品を

躍した経歴に︑一本筋を

県知事をはじめ︑そのう

民を総決起させて総力戦

ちの４人の方がすでに亡

言動を知る唯一の手段で

監督は佐古忠彦︒ＴＢ

くなっている︒証言者の

ある︒その後︑大田・元

Ｓのドキュメンタリー・

通す彼の生き方が見える

プロデューサーとして︑

気がする︒

この時期に辞令を受け

多くが︑島田に﹁生きろ﹂

を推進するという重い任

ることは︑まさに死を覚

虐げられた人や反骨の人

務が県知事に課せられて

悟して沖縄に赴任するこ

沖縄の人々に命ごと向き合った神戸市出身の知事

いた︒

分ほど粘って発言するなど︑創意

旨説明を

とである︒家族は必死に

あきら

事としてどう行動したの

島田叡︒これまで寡聞

数多く作っている︒島田

│戦中最後の沖縄県知事

金貨が入っていた﹂という件は︑
﹁越後屋！お

品券等の他に小判も渡され︑
﹁菓子折りの下に

だ︒新喜劇では笑えるが︑ここは笑えない︒

ひと︑そして戦争体験を

伝えながら３・

90

歳の少女が広島

から９年後の故郷に向か

くした

う旅の途上で︑出会う人
から様々な死生観をもら

生きろ 島田叡

い︑先に逝った大切な人
と語り︑
〝生きる〟自分と
向き合い︑これからを生

止めたという︒しかし島

にして知らない名前だっ

か︑この映画が紐解いて

きるため再生の旅を描く︒

持ちがどんどん落ち込ん

いく︒

叡に関してもドラマ仕立
た︒戦中最後の沖縄県知

てのドキュメンタリーが
事であり︑住民を沖縄戦

田は︑
﹁これが若い者なら

どちらも拭い切れない思

ば︑赤紙１枚で否応なし

いを重ねて次への歩み出

Ｉ・Ｔ︶

島田が沖縄県知事の辞

その頃だ︒以前の職場で

２０１４年に放映されて

も津波で命も生活も奪わ

に行かなければならない﹂

に巻き込んだ内務省の一

令を受けたのは１９４５

しを伝える創作だ︒

いる︒その時に収録した

は話しにくかった政治や

多くの証言を生かしたい

れた人たちがいて︑フク

﹁俺は死にとうないから

官僚として歴史に埋もれ

誰かが行って死んでくれ

たはずの人物である︒し

年１月だった︒まもなく

アート活動が制限されて

アメリカ軍が上陸し地上

原発問題を遠慮なく話し︑

コロナ禍で演劇や映画︑

意見を聞ける場は楽しい︒

思いが今回の映画化の動

シマ原発の放射能漏れや

機になったと監督自らが

更に大きな事故になる可

とはよう言わん﹂と受諾
や明らかである︒第

の決意を変えなかった︒

かし︑その名前は沖縄の

軍

人々に語りつがれ慰霊の

戦に突入することはもは
年

語っている︒

いるが︑本当に必要なも

映画には多くの証言者

のだと再認識できた

少年時代から野球に打ち

が登場する︒現存する資

安倍政権が市民の声を無

込み︑中学︑高校︑最後

視して通した法案に対す

牛島司令官により﹁軍官

は東京帝大の野球部で活

能性があるのに︒仕事で

対象になっているという︒

万県

民共生共死ノ一體化﹂の

後の私がいる︒

方針が発令され︑

る抗議デモや集会に足を

島田叡とはどういう人物

乗る通勤電車の中や混ん

だったのか︑沖縄戦で知

だホームの人々の顔が無

でいった︒今この瞬間に

72

11

災から

記録や確認と
近現代史の読書会﹁あけ
びの会﹂に誘われたのも

して大切なの
に心に響かな
いのは︑一人ひとりに人
生があるように個人のそ
れぞれに違いがあるから
と感じている︒
私はチェルノブイリ原
発事故後から脱原発の市
民活動を細々と地域の知

日の

人・仲間らとしていた︒
２０１１年３月
地震は自然現象として発
生したが︑東京電力福島

11

︵あけびの会

も学生も目的地へ黙々と
ずんずん移動する姿の中
に居ることに違和感をも
ち︑息苦しく辛かった︒
学校教育の仕事なので
年度末を過ぎればすぐに
次年度の予定が確定され︑
ぼんやりしているうちに
新年度となり辞職の機会
を逃した︒何とか１年を
乗り越え２０１２年３月

10

15

第一原発の事故は︑これ
まで生きてきた自分の在
り方を根本からひっくり
返すような衝撃だった︒
それまでと同じ暮らしが
できないし︑していては
原発を推進する社会を容

11

運んだ︒全国の原発が全

認するような気がして気

17

表情に見え︑私は社会人

32
60

10年ひと昔というけれど

10
11

（4）
2021年4月13日

新 社 会 兵 庫
No. 577 号

