感染力がより強まった変異株がまん延する事態
に至った新型コロナウイルスの感染拡大は︑東京︑
大阪︑京都︑兵庫の４都府県に出された３度目の

日には

日からは

日までとしていた４都府県の緊急事態宣言

緊急事態宣言によっても抑えられず︑政府は７日︑
５月
の期限を今月末まで延長するとともに
愛知と福岡も加えることを決め︑さら に
北海道︑岡山︑広島の追加も決定した︒これまで
専門家の意見を軽視してきた政府の危機感の乏し
さや見通しの甘さが招いた結果で︑国民にはさら
に重い生活上の負担がのしかかる︒

一方︑ワクチン接種も
当初の予定が大幅に遅れ︑
予約段階での混乱など対

こうした中で浮かびあ

応の不備も目立っている︒

がるのは︑国民の命より
も︑政権の浮上・延命を
これに懸けているかのよ
うな東京五輪・パラリン
ピック開催を優先する菅
政権の姿勢だ︒開催強行
への意欲と︑それに反比
例するかのような医療体
制の逼迫度であり︑後手
後手に終始するコロナ感

横山省三は︑龍野の醤

揖保川の伏流水は軟水

の起源と言われている︒

始めたのが︑龍野の醤油

で酒と醤油の醸造販売を

ですべての計画は水泡に

うとした矢先︑廃藩置県

設けて醤油を藩業にしよ

めに半官半民の生産局を

する藩財政を建て直すた

幕末の龍野藩は︑窮迫

﹁憲法はあなたの命と

呼びかけていた﹁憲法を

を含む︶を得て︑５月３

近畿も 日︑

に取り組みに何かと制約

された︒コロナ禍のため

やら今年の梅

りした︒どう

日早く梅雨入

平年よりも

動・兵庫﹂は︑３千７８

があったことは否めない︒

日の神戸新聞朝刊に掲載

１人の個人︑４４８団体

この際︑東京五輪開催

さらに深刻な苦境に陥っ

業︑営業の自粛の連続で

な補償もないままに︑休

そうだ︑と思うともう気

分は鬱陶しくなる▼一方︑

３度目の緊急事態宣言は

予想通りに延長︒窮屈で

不自由なガマンの生活が

まだまだ続くのかと思う

と鬱陶しさは倍加する︒

さらに︑今からのワクチ

ン接種の予約をめぐる混

乱や困難のことを考える

と鬱陶しさはさらにプラ

スする▼これだけで読者

諸氏を重い気分にさせて

情報管理強化などをねら

集会では最後に︑個人

事態宣言の発令と延長の

発言の数々である︒緊急

る︑なんの説得力もない

菅首相のコロナ禍をめぐ

や不満を吸収できる野党

油産業の興隆と発展に尽

で︑酒よりも醤油造りに

いるようで心苦しいが︑

いとしたデジタル庁設置

たびに開かれる記者会見
共闘の力をつくることだ︒

くした人である︒

向いていたのと︑佐用や

そこにかぶさって鬱陶し

法案反対の取り組みを強

での彼の言葉にどれだけ

療崩壊の瀬に立つ医療体

年︶︑円尾孫右衛門長村

帰した︒これを見た横山

からは︑闘争中の新浪花

また︑ユニオンあしや

とが確認された︒
︵鍋島︶

取り組みを強めていくこ

対処方針を一方的に語り︑

根拠も明らかにできない

人以上いた職員
人に減らされ︑市民

じている︒

用しようとする発想に通

的に改憲論議の促進に利

のコロナ禍を火事場泥棒

チをチャンスに﹂と︑こ

﹁安っぽい心﹂は︑
﹁ピン

治判断に見えてくる▼

ではなく︑
﹁安っぽい﹂政

﹁安﹂の字は︑
﹁安らか﹂

への賭けのようなものだ︒

としか言えない五輪開催

﹁安心・安全の東京五輪﹂

ろう▼透けて見えるのは︑

国民の心には響かないだ

お願いだけをしてみても

集会の冒頭︑
﹁安田真理

が

このほか︑参加者から

想が寄せられた︒

生かしたい﹂といった感

きた︒これからの活動に

人となりを知ることがで

﹁安田さんの生い立ちや

写真を交えて紹介され︑

つわるエピソードなどが

の経歴を持つスキーにま

た幼少期や国体出場８回

虫のマンガが大好きだっ

のコーナーでは︑手塚治

のちょこっとアルバム﹂

で開いた︒

制の再建と検査体制の拡

が武士を捨てて龍野で商

山崎や林田川流域での︑

省三は︑有志を募り︑１

︵たつの市龍野町上霞城︶

人となり︑円尾屋の屋号

８７６年︵明治９年︶龍

さを増幅させているのが︑

や暮らし優先の政治をめ

めるよう呼びかけられた

の国民が納得しているか︒

は﹁民間委託がすすみ︑

醤油づくりに必要不可欠

運輸分会への支援要請が

ざ し て ほ し い ﹂︵ 水 道 労

ほか︑安田真理勝利へ小

見通しの甘さや判断の誤

の郷

な良質の大豆と︑赤穂の

あった︒

組︶︑
﹁原発に頼らないエ

集会の開催︑ポスター貼

してオープンしている︒

野醤油醸造組合を結成し︑

サービスも明らかに低下

４月 日︑
﹁もっと知りた

ネルギー政策の確立に力

付行動を強めることや後

芦屋地区の﹁安田真理

い安田真理﹂をテーマに

を注いで﹂
︵スーパー勤務

の敷地内に陶像と頌徳碑

塩が地理的な条件として

活かす１万人意見広告運

インスローガンに︑５月

の賛同︵それぞれ非公表

未来のサポーター﹂をメ

３日に神戸市の東遊園地

の無謀さを認識し︑もは

ている事業主や︑

を支援する会﹂
︵市民団体︑ し て い る ︒ 安 易 な 民 間 委

支援者の集いを芦屋市内

の男性︶などの発言があ

油組合の基礎を固めた︒

が建てられた︒ ︵森山︶

横山省三の陶像と頌徳碑

その功績を称え︑大正ロ

かつて

自らが組合長となって醤

雨は長くなり

で予定されていた﹁戦争
させない︑９条壊すな！
５・３兵庫憲法集会﹂
︵主
催は総がかり行動兵庫県
実行委員会︶は︑第４波
のコロナ感染拡大による

月３日に延期

非常事態宣言のため︑昨
年同様︑

一方︑同実行委員会が

された︒

や一刻も早く中止の決断

を超えたコロナを理由と

託は市民のためにならな

充が求められよう︒十分

をすることだ︒国民の命

した解雇・雇い止めの現

労働組合︑立憲民主党︑

安田真理さん支援の集い

と暮らしを守るという一

新社会党などで構成︶は

芦屋地区の﹁支援する会﹂が開催

点を何よりも最優先し︑

実が襲っている労働者に

い︒安田さんには働く者

安田真理さん勝利への

りへの反省もないままに︑

寛文年間︵１６００年

マンが漂うレンガ造りの

ＪＲ姫新線本竜野駅から

野党は︑政権への不安

万人

当面の政策をそのことに

向き合うことだ︒

取り組みを強めていくた

援会への入会促進などの

代半ば︶には甘味料とし

︻メモ︼旧龍野醤油同業

徒歩 分︒

も結びついた︒

16

った︒

て甘酒を用いた薄口醤油

旧龍野醤油同業組合事務

組合事務所は現在︑
﹁醤油

大正ロマン館﹂と

21

めに企画されたもの︒

が発案され︑龍野醤油の

所︵国の登録有形文化財︶

長期的な視野に立って医

集中すべきだ︒改めて中

染対策である︒

11

16

伝統技法となった︒

70
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コロナ禍における

医療や介護問題等を考える
混乱に繋がっているとの

果が今回のコロナ禍での

か所に集約され︑その結

制度の改悪に

された︒また︑介護保険

せているとの実情が報告
さまざまな問題点が指摘

１年度予算案についても

いて︒２０００年の介護

３点目は介護関連につ
れず︑介護殺

介護を受けら

よって必要な

化︑均等待遇︑最低賃金

ついて︑特に非正規労働

また︑雇用や休業補償に

いるとの報告があった︒

﹁地域保健法﹂が制定︒

められ︑１９９４年に

社会保障制度の改悪が進

関連︒１９９０年代から

２点目は︑医療・保健

おり︑そんな中での今回

人員不足の状態が続いて

り劣悪で︑どの施設でも

れも他の業種の労働者よ

は︑賃金・労働条件いず

激増︒介護労働者の待遇

えられ︑一方で高齢者が

経ついま︑国の予算が抑

戸市の２０２

教育関連や神

このほか︑

れた︒

ても紹介がさ

な実態につい

ーなどの深刻

ヤングケアラ

ブルケアー︑

介護離職︑ダ

された︒
︵山田︶

いちどは５月 日に
※
延期されていた学習会
は緊急事態宣言延長の
ためさらに延期となり
ました︒

改憲の動きをウォッチング

倍・菅政権の８年余は︑

立憲主義の根本を破壊す

安倍・菅改憲にはあくま

る﹁壊憲﹂の政治だった︒

に展開し︑強烈な改憲意

︱

■コロナ便乗型改憲

で﹁ノー﹂を言い続ける

■緊急事態条項は緊急事

しかない︒

欲を示した︒

年余り経過し︑

員の任期延長や内閣の権

規模災害時などに国会議

ス感染拡大を踏まえ︑大

会は﹁新型コロナウイル

た︒自民党と日本維新の

なる実質的な審議を行っ

高まっている﹂︑緊急事

への備えに対する関心が

対応を受けて︑緊急事態

として﹁新型コロナへの

べきだ﹂と述べ︑具体例

については改正していく

そして不足している部分

られる規定や︑国会議員

事項を内閣が政令で定め

場合︑法律で定めるべき

いとまがない﹂と認めた

による法律の制定を待つ

大規模災害により﹁国会

とめた改憲４項目の一つ︒

党が２０１８年３月にま

緊急事態条項は︑自民

態宣言と全くの別物

限強化を可能にする緊急

態条項については﹁国家

の任期を延長できる特例

時代にそぐわない部分︑

定から

菅氏は﹁現行憲法も制

緊急事態条項導入の企て

参院憲法審査会は４月

を許すな

日︑３年２か月ぶりと

事態条項を新設する改憲

を果たし国難を乗り越え

についての議論を求めた﹂ や 国 民 が ど の よ う な 役 割

席した︒事実上の与党である維新はともかく︑

員︑国民民主党から山尾志桜里衆院議員が出

政調会長︑日本維新の会から足立康文衆院議

日本会議系の集会では︑自民党から下村博文

改憲︑護憲両派それぞれの集会が開かれた︒

自民党内の﹁疑似政権交代﹂に期待した方が

るいは︑どうせ菅政権も長くはないだろうと

ない︒それならば︑支持政党なしでいい︑あ

たい何をしたいのか︑有権者には皆目わから

権交代を叫ぶが︑その目的や交代をしていっ

めきれないなど︑立憲民主党という政党は政

闘では八方美人︑脱原発政策ではなかなか決

いっこうに上向かない︒その理由は︑野党共

支持率低下︑低迷が続く中︑立憲の支持率が

ンチ︶である︑それをチャンスにという下村

ている︒まさに国民にとっては命の危機︵ピ

命の選別︵トリアージ︶が現実味を帯びてき

庫では救急搬送しても搬送先が見つからない︒

定まで待機というのが現状である︒大阪や兵

ク状態︑結局︑自宅療養か自宅にて療養先決

わりなく︶入院先がない︑宿泊療養先もパン

増加し︑今や感染しても︵症状のレベルに関

を経れば経るほど︑１日当たりの感染者数は

会審議でも議論になったが︑そのうえで︑こ

﹁緊急事態条項﹂は︑日本国憲法制定の国

収束の方向にもっていくことは可能だ︒

やかに対応できる体制を整備し︑一刻も早く

閣僚を置けばいい︒このように機動的かつ速

相以外の閣僚については整理し︑コロナ専任

復興相の３人の閣僚を増員しているが︑復興

型行政に︒現に︑特別法で五輪相︑万博相︑

コロナ対策と経済の両立からコロナ対策特化

命拒否など﹁違憲行為で

推進︑日本学術会議の任

投票無視の辺野古新基地

決裁文書の改ざんや県民

と猛反発した︒さらに︑

どは﹁コロナ危機に便乗

立憲民主︑共産両党な

対応し︑国民から支持さ

新型コロナ等にも懸命に

﹁自衛隊は大規模災害や

９条改憲については

づけるかは極めて重く大

を憲法にどのように位置

ていくべきか︑そのこと

うけるが︑
﹁緊急事態条項﹂

は必ず国会のチェックを

よる統制︒
﹁緊急事態宣言﹂

決定的に違うのは国会に

る点で共通しているが︑

は︑究極の火事場泥棒だ﹂ 切な課題だ﹂と強調した︒ に 一 定 の 私 権 制 限 が で き

して改憲論議をあおるの

れているのに︑自衛隊を

急事態条項﹂は︑緊急時

﹁緊急事態宣言﹂と﹁緊

を盛り込んでいる︵東京︶︒

︵東京新聞︶という︒

野党共闘を構成する立憲野党の一角を占める

のようなものは必要がないと退けられた︒当

を設ける必要性など全くない︒現行憲法の枠

宝︶が国民に対しいかなることを及ぼすのか︑

している︒つまり︑権力者にとっての調法︵重

るか︑そういう分かれ目になる⁝⁝﹂と答弁

か︑あるいは民主政治の根本の原則を尊重す

とが言えるのであります︒だから便利を尊ぶ

る期間有力に無視し得る制度であるというこ

法という裏面におきましては国民の意思をあ

実に調法なものであります︒しかしながら調

政上の緊急処分は行政当局者に取りましては

時 の 金 森 憲 法 担 当 国 務 相 は︑
﹁緊急勅令及び財

態が非常に少なかった︒

相は改憲に関する言及事

振り続けた︒一方︑菅首

先頭に立って改憲の旗を

安倍氏は首相在任中︑

主張︒まさに正論である︒

許されるのか﹂
︵同上︶と

ている現状で改憲議論が

れ︑議会政治が破壊され

国民の自由︑権利が奪わ

深まるよう︑その環境を

て国民的な議論と理解が

しい憲法のあり方につい

こそ新しい時代にふさわ

社会が変化する今だから

菅氏は最後に︑
﹁大きく

民党の４項目改憲を強調︒

﹁自衛隊の明記﹂など自

と強調︒緊急事態条項が

て考えないといけない﹂

について﹁しっかり分け

事態宣言と緊急事態条項

教授︵憲法学︶は︑緊急

もまた事実だ﹂と言及し︑ 法 律 と 同 等 の 効 力 を 持 つ

違憲とする声があること

創設されれば﹁三権分立

は国会のチェックなしに

況下で憲法記念日を迎えることになった︒

国民民主党が参加したことは︑この政党の立

氏の発想には怒りさえ覚える︒

内で十分対応できる︒いくつか論点を示すと︑

推薦を取り消す︑取り消さないなどドタバタ

締結した選挙協定を問題視し︑国民民主党は

先の参院長野補選では立憲民主党と共産党が

の趣旨から不参加︑否定の発言をしている︒

う﹂︑
﹁健全野党による野党連合政権樹立﹂と

の野党連合政権﹂には﹁国家観が本質的に違

内の総選挙においていかなる結果をもたらす

①緊急事態宣言でも︑もっと厳しい措置︵外

さて︑憲法集会で下村自民党政調会長は停

上脇博之・神戸学院大

政令を定められる︒

騒動を展開したことは記憶に新しい︒市民と

かは︑立憲民主党のこれからの動向次第だ︒

高規範をどう見るか︑扱

分なら法律を変える︒地

とをやり︑それでも不十

が破壊され︑限りなく独

どことなく昨年の同集

整備し︑しっかりと挑戦

出規制等︶は国民の命の安全確保︑感染拡大

会に寄せた安倍氏のメッ

が︑参院憲法審の論議に
滞気味の改憲機運を盛り上げたい意図からか︑

の集会に自民党総裁とし

に足を着けた議論をすべ

民主政治の土台を覆すことの危険性を指摘し

うか︑これほど政党の国

防止の観点からは可能だ︒これらには収束ま

てビデオメッセージを寄

きだ﹂と話す︵同上︶︒

裁に近い状況になる﹂と
での時限立法を制定する︒この場合︑事業者

﹁政治︵統治︶の基本原則﹂である︒
コロナ禍で無為無策︑やるべきこともやら

セージをなぞっているよ

指摘︒新型コロナ対策で

コロナ禍の今こそ自民党改憲案﹁緊急事態条

等にはコロナ前の営業と比較して遜色のない

ない政権が︑このような条項を手にしたらど

うだ︒文字どおり安倍・

していきたい﹂
︵以上︑産
項 ﹂ の 議 論 を と︑
﹁ピンチをチャンスに﹂と述

補償措置を講ずる︒一般個人には生活上の経

せ︑緊急事態条項の創設
渉︵大阪労働学校・アソシエ︑憲法・
政治学研究者︶

鈴田

や９条への自衛隊明記の

経新聞︶と改憲への決意

家観を体現しているもの

べた︒これには大方の人たちが開いた口が塞

費増大︑あるいはサービスが必要とも考えら

うなるのか︒有害としかいいようがない︒

触発されたかのように憲

はないだろう︒枝野立憲

がらないと思ったのではないだろうか︒昨年

れるが︑これらに対応する金銭・サービスの

法記念日の５月３日︑改

民主党代表は︑連合会長

１月に新型コロナウイルスが国内に上陸し︑

給付を行う︒こうした様々な配慮により︑私

︵中︶

ている︒このことは︑連合国軍の占領下の時

に頭を下げたり︑玉木代

３度にわたる﹁緊急事態宣言﹂︑営業の時短要

菅改憲だ︒憲法無視の安

と現在という全く違う社会状況に関わりなく

表とも関係維持をアピー

請︑
﹁緊急事態宣言﹂に準ずるまん延防止措置

必要性など改憲論を一気

は﹁今の法律でやれるこ

ルして取り繕っている︒

権制限の違憲性が縮減され得る︒②破綻した

を披歴した︒

また︑共産党とも共闘の

制度導入とあれこれ適用した︒しかし︑歳月

憲右翼団体・日本会議系

確認を行った︒菅政権の

コロナ禍対策にとって
﹁緊急事態条項﹂は必要ない

野党共闘が叫ばれて久しいが︑憲法という最

コロナ対策に改憲までして﹁緊急事態条項﹂

現実的だと国民の目には映っているからでは

「神戸市水道局の合理化問題」

説明があった︒

では１８９４件のコロナ

れた︒小林るみ子神戸市

者︑学生︑ひとり親︵母

全国的に保健所の統廃合

のコロナ感染拡大は︑ま

28

●6月22日（火）18時30分
●神戸市勤労会館308号室
〈主催〉新社会党神戸市協議会
※一般の方でも参加できます。

ち位置を明確にしたという意味はある︒玉木

小林るみ子神戸市議から報告を受けた学習会＝４
月23日、兵庫区文化センター

ないか︒市民と野党共闘の行方︑来るべき年

第１回神戸市政を考える学習会

憲法を生かす会・兵庫が学習会
憲法を生かす会・兵庫

議を講師に︑
﹁コロナ禍で

子世帯︶︑福祉労働者な

の動きが始まり︑神戸市

すます労働実態を悪化さ

人︑介護心中︑

保険制度発足から

見えた神戸市の医療・介

どにしわ寄せがいき︑同

では９区すべてにあった

年が

の引き上げの取り組みが

護・教育体制﹂をテーマ

一労働同一賃金が法制化

保健所が１９９８年に１

大切だと強調された︒

感染に伴う労災請求がさ

１点目は労働関連︒職

されても実態はより厳し

れ︑約半数が適用されて

日︑兵

の学習会が４月

場でのコロナ感染をめぐ

くなり︑平時からの正規

庫区文化センターで開か

って︑全国で医療関係で

に学習した︒

は４７８６件︑介護関係

70

20

国 民 民 主 党 代 表 や 神 津 連 合 会 長 は︑
﹁共産党と

今年も昨年に引き続き︑コロナ禍という状

28
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パートナーシップ宣誓制度

よつや薫西宮市議
部を是正するものとして

もパリ・コミューンで生

ろうが︑それらの人びと

力の座を登りつめていっ

就任︵

月︶と︑権

レオン３世として皇帝に

月︶︑帝政を布き︑ナポ

る名声を望むナポレオン

によりも自己への赫々た

招く結果に終わった︒な

どはいずれも権威失墜を

る干渉︑メキシコ遠征な

イタリア統一戦争に対す

とどろかせたが︑つづく

ナポレオン３世の威名を

初期のクリミア戦争こそ

して︑外征が頻繁となる︒

ればならない者の宿命と

を背中に背負っていなけ

伯父ナポレオンの威光

成立させた︒

を主力とする国民政府を

とし︑ブルジョア共和派

官だったトロシュを首班

を排除し︑パリ防衛司令

とに︑労働者派や革命派

し︑挙国一致の叫びのも

迫っている﹂ことを強調

セン軍︶がパリの城門に

議員たちは﹁敵︵プロイ

を求めたが︑ブルジョア

たちが政権に加わること

いの先頭に立ってきた人

る不公平な取り扱いの一

宣誓制度がうまれたが︑

本年は︑パリ・コミュ

まれた歌﹁起て︑飢えた

自治体でのこの制度を利
用する人の数は︑それほ

ある︒
ほとんど多くの当事者

世界で初めての労働者階級を中心とした社会主
義政権の誕生であるパリ・コミューンから今年で
１５０年︒それに因んで今村稔さん︵社会主義協

上記各自治体がいずれ

会・元代表︶から寄稿していただいた︒
︻編集部︼

も﹁法的な効力を有する

はこの制度を利用するこ

とは︑
﹁互いを人生のパー

ものではない﹂としてい

８７１年３月

とに躊躇し︑あるいは︑

トナーとして︑日常生活

によって生み出された差

協定を締結し︑大きな話

において相互に協力し合
るように︑法律婚に認め

月

題にもなった︒

の手続きを簡略化できる

としている︒その事業の

パートナーシップ宣誓制
度﹂をスタートさせた︒
パートナーシップ宣誓

うことを約束した一方又

別の構造と︑婚姻制度を

制度︵以下︑宣誓制度︶

寄稿

先行して実施してきた各

ーン１５０年である︒パ

た︒帝政は

稔

月︶︑権力強化のた

年

もとは隣国プロイセンの

３世にとって︑苛立ちの

を守り︑生活を守ろうと

婚の男女にある遺族年金

を改めて性的マジョリテ

し得ない問題であること

前提とした制度では解決

ューンである︒

かげたのが︑パリ・コミ

社会主義政権の炬火をか

たって︑世界で初めての

数にのぼるに違いない︒

もあるという人達も相当

知っている︑歌ったこと

５０年代︶は︑世界的に

２帝政

もゴールド・ラッシュの

７月︶︒

は仕上げの局面にあった︒

好況に推移し︑産業革命

捕虜となる︒

９月︑ナポレオン３世︑

結着はたちまちついた︒

労働者の運動など大衆運

影響などもあり︑経済は

動も︑抑圧と懐柔の両面

パリ・コミューンが起

みよう︒１８４８年の２

を駆使した皇帝の策に取

年１月︑

の幕府代表団の随員とし

月革命後に続いた社会的

り込まれ︑沈滞気味であ

年ほど遡って
てパリに滞在し︑フラン

混乱は︑民衆の間に嫌気

こる前を

ス資本主義を観察したの

と﹁英雄待望﹂を蔓延さ

休戦条約の成立︒

９月４日の蜂起と国防

政府

区の

レベルで旧帝政時代の官

たが︑彼らはパリ

労働者派︑革命派であっ

られ排除されたかたちの

体よく政権から遠ざけ

たちであったのある︒

れていたのはブルジョア

りもプロレタリア派を恐

敵であるプロイセン軍よ

しかし︑何よりのパリ

年

真剣にしていたのは︑排

の受け取りはこの制度で

今︑話題となっている

年後の

﹁鉄血宰相﹂ビスマルク

年

めのクーデター︵

年

乗じて︑大統領に当選︵

ナポレオンはこの空気に

今村

パリ・コミューン１５０年
︵１︶

申請手続きそのものに抵

リにおいて労働者が︑１

る者よ⁝⁝﹂という﹁イ

９月に廃止される︒

ど増えていかない現実が
町間で転出入をする場合

抗を感じる人も少なくな

日から５

ンターナショナル﹂なら︑

一つとして４月︑
﹁西宮市

阪神間の８市町で協定締結
性的マイノリティのカップルを公的に認定する
﹁パートナーシップ宣誓制度﹂を導入した阪神間
の８市町が４月６日︑協定を結び話題となった︒
協定を結んだのは︑尼崎︑西宮︑芦屋︑伊丹︑宝
塚︑川西︑三田の７市と猪名川町︒このことで宣
誓したカップルが８市町間で転居する場合の手続
きが簡素化され︑負担が軽減される︒４月にこの
い︒婚姻制度や戸籍制度

日間にわ

られる配偶者控除や事実

ィである二人に対して︑

はできない︒しかし︑公

ィの人々も立ち止まって

渋沢栄一は︑パリ万国博

日までの

は双方が性的マイノリテ

パートナーシップを宣誓

営住宅や公立病院におけ

人の

考える時かもしれない︒

う認識が今︑広がりつつ

︻編集部︼

制度を出発させた西宮市のよつや薫市議会議員に
報告をしてもらった︒
性的マイノリティある

除された労働者派であり︑

したことを市が証明する

る家族としての権利は保

年

であったが︑彼の仕掛け

性の

西宮市もようやく︑本

障されることになる︒ま

恋愛・性愛がどの性に向

しかし︑性的なあり様

であるが︑パリ・コミュ

ロッシュ駐日フランス

吏などを追放︑逮捕し︑

公使などをつうじて︑混

皇帝権力のかくも惨め
ス人として︑なおもその

性自認

ーンはその２年後のこと

った︒

名を懐かしまれていたの

※２

争に釣り込まれた︵

ルイ・ナポレオンの第

年３月に﹁西宮市
宣誓書受領証の交付を行

た︑民間の生命保険の受

かうのかを示す概念

は多様な社会であるとい

ある︒

が︑当事者の人たちはこ
多様性に関する取組の方

するものではないが︑同

針﹂を策定し︑
﹁性的指向﹂ う も の で 法 的 な 効 力 を 有

け取りや携帯電話会社の

認識する性︒生物学的性

葉は︑認知されつつある

れまで長く︑差別の対象

︵※１︶及び﹁性自認﹂
制度の導入により︑市民

家族割などもこの宣誓制

別と自分が認識する性が

せた︒最も偉大なフラン
パリ・コミューンにつ

新市政機関と国防政府の
いては聞いたことも︑学

行動を監視する活動委員

ダー︒一致しない人はト

会の必要を訴えた︒下か

万のパリの民衆は

ランスジェンダー︵ＬＧ

立法院に押し寄せ﹁帝政

な崩壊に接して︑９月４

婚姻制度によって様々

乱する日本の幕末政治に︑

日︑

な恩恵や利便性を享受す

は皇帝ナポレオン１世で

によって︑兵庫県内では︑

んだこともないという人
る多数者の社会にあって︑

ＢＴＱのＴ︶︒

特に阪神間で隣接する７

区

らの創意によって組織さ

集まった市民は︑労働

︵以下︑次号につづく︶

区中央委︶が出現した︒

れた民衆機関﹁パリ

廃止・共和制の宣言﹂を

よ

求めた︒

︵西宮市議会議員

フランスがイギリスと張
つや薫︶

り合って介入を強めるの

婚姻制度から除外されて

あったが︑その甥ルイ・
きた少数の人たちに対す

は決して少なくないであ

市１町の足並みがそろい︑

者や下層を代表する人た

老朽原発うごかすな！大集会 おおさか

共和主義中央委員会︵

しかし︑後半期つまり

も︑この時期であった︒

ちや革命派としてたたか

20

年代になると︑皇帝に

プラスをもたらしていた

前半期の諸条件は様相を

変える︒経済発展はフラ

ンスを︑恐慌など動揺を

大きくする世界経済に一

●６月 日︵日︶ 時開会／ 時 分デモ
●大阪市・うつぼ公園︵地下鉄四ツ橋線・本町駅下
車 ・ 番出口を北へ︶

トライキなどが相次ぎ︑

２０２１社会主義ゼミナール

入場
無料

第 回統一マダン神戸〜朝鮮半島に平和と統一を〜

●６月 日︵日︶ 時〜 時 分
●神 戸 市 ・ 長 田 区 文 化 セ ン タ ー

労働運動は高揚する︒さ

らに選挙では皇帝批判派

が伸長し︑帝政の足元は

揺らぐ︒

20

当該カップルが︑当該市

オンライン配信となり４

ーデー宣言を読み上げる

も屋内集会は取りやめ︑

パリ・コミューン前史

となり︑婚姻制度など法

一人ひとりの人権を尊重

各事業者に問い合

度によって可能となる

性的指向

制度上も不平等な扱いを
︵※２︶に関わらず︑誰

し︑性的マイノリティの

︵注

※１

うけてきた︒
もが自分らしく生きるこ

方への社会的理解や性の

昨年にひきつづき今年

日からあいさつやメ

映像が流された︒

月

えたメーデー︒コロナを

街頭宣伝行動として行っ

層強く巻き込んでいく︒

in

も緊急事態宣言の中で迎

自分が

とができる社会を目指す︑

多様性を尊重する取組を

第92回メーデー

20

年恐慌を契機としてス

30

理由にした解雇・雇い止

るなど労働者には深刻な

た︒５月１日︑約

神戸地区労のメーデー

事態が襲う中でのメーデ

参加して三宮交通センタ

万人を超え

ーだ︒だが︑コロナ感染

ービルの南側でマスクつ

めはすでに

拡大防止のため︑各地の

きのチラシを配り︑８時

人が

多くのメーデーが中止に

間働けば生活できる賃金︑
全国最賃一律時給１５０

14

30

16

西宮市のこの制度実施

である︒

70

一致する人はシスジェン

変形して開催

71

いはＬＧＢＴＱという言

48

12

革命派であったのであり︑

51

た罠ともいうべき普仏戦

52

年の前年︵１８

12

20

わせを︶︒

72 18

12

﹁ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事﹂
講師 酒井隆史さん︵大阪府立大学教授︶
●６月 日︵日︶ 時 分〜 時
●ユーチューブでライブ配信︵１千円︶
︿申込先﹀
QYD0504@nifty・com

16

30

なったのをはじめ︑形を

回兵庫県

屋内の集会をやめてマスクつきのチラシを配り
ながらの街頭宣伝行動として取り組まれてた神
戸地区労のメーデー＝５月１日、神戸市中央区

50

24

60

宣誓制度を啓発する西
宮市のリーフレット
変えての開催となった︒
連合系の第

０円を︑などと訴えた︒

20

28

推進するもの﹂である︒

緊急事態宣言の中

70

13

14

13

20

６

６

27

29

20

67

10

メーデー神戸中央大会は︑

92

（1988年1 月18日第三種郵便物認可）
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はりまユニオン︵横山
の大会はコロナ禍で中止
で解雇が６件︑パワハラ

援の応援団の拡大にも努

０人の組織をめざし︑支

ること︒目標として１０

全員で承認した︒

う︑の３点が提起され︑

の交流・連帯をしていこ

出し合って交流を行い︑

り︑自己紹介と一言ずつ

めての組合員の参加もあ

ただ︑カラオケ︑麻雀︑

囲碁の各愛好会など各種

サークル活動は︑コロナ

禍のために活動の制約や

運動などの共闘運動の振

しての憲法を守り生かす

運動などが活動方針の柱

憲法を守り生かしていく

大会を終えた︒

問題で２件の相談があっ

ふだん組合員が顔を合

たことが報告された︒こ
める︑③そのためには播

休止を余儀なくされてい

る実情が報告された︒

ワークとの共催による社

︵岩本︶

となったため︑２年ぶり

れらの解決のためにユニ
わす機会も少なく︑はじ

の開催となった︒

回
大会では︑この１年間
磨地域で活動する仲間と

会保障学習会の企画や市

り返りも行われた︒

のホール︶︑広場の貸出

し︑そこは想定内︒露天︑

の額になるという︒しか

年目となる︒立ち上げから運営に関わ

活動方針についての第

度を問題にして廃止まで

民デモＨＹＯＧＯに参加

し業務︵グラウンドゴル

飲食︑製菓などの営業許

﹁開村﹂

２号議案では︑会員の拡

告・総括が示され︑昨年

を見据えた運動を継続し

お金もチョッピリ﹂ある

フや運動塾︶など盛りだ

可や管理栄養士など各種

り︑同村﹁総務大臣﹂を務める宮本幸弘さん︵元

大︑高齢者福祉の向上︑

熟年者ユニオン︵山﨑

度の重要課題となった後

確認された︒
貢会長︶は緊急事態宣言

ていくとされた︒

現役を引退した地域の人

くさん︒また︑バーベキ

資格を取得し︑出前イベ

高砂市議会議員︶にお話を聞いた︒
時の町内会長ら地元有志

少しずつ進む︒宮本さん

立場になり︑引き継ぎも

のことを知って党のこと

の場︒そこから私の活動

を通した人間関係づくり

死者数が増えている︒そ

まりをみせず︑重症者数︑

き換わって感染拡大は収

感染力の強い変異株に置

体制で

人の看護師が必

の部署は本来は３人夜勤

病棟にも出てくる︒自分

当然︑その影響は他の

いためのストレスなども

生じている︒先が見えな

経験が減るという問題も

ルアップのための機会や

要だが︑いま︑そのうち

一般病棟の方でも︑ベ

ッド数が減っているため︑

の８人がコロナ病棟に出

ある診療科の病棟が分散

んな状況の中のある公立

されて︑他の病棟の空床

病院の実情の一端を看護

制となっている︒２人夜

に入院というケースが出

も理解してくれ︑機関紙

勤と言っても休憩中など

ている︒そうなると担当

の読者や党友もできる︒

は１人で︑実質は﹁１人

医は院内を走り回らない

だが︑自身もよろず相談

夜勤体制﹂で︑その時︑

といけなくなっているし︑

でアスベスト健康被害の

ナースコールが同時に鳴

看護師の方も慣れていな

ているため︑２人夜勤体

私の勤める病院のコロ

るとたいへんだ︒認知症

い診療科や患者さんのた

師のＡさんに伺った︒

ナ重症病棟にはベッドは

の患者さんもいるし︑緊

めに病状の予測が立たな

いま︑ここで活動してい

あるが︑２月くらいま

急入院もあるから︑ペア

いとか︑慣れていないた

相談を受け︑来村者と会

人が入って

ではゼロ人だったのが︑

の相手が１年目の人だっ

最近は

︻編集部︼

いてほぼ１００％︑満床

たりすると︑その人を残

◇

状態だ︒その部署には看

めの不安があって厳しい

ることが何より楽しいよ﹂
と語ってくれた︒
︵岡崎彩子︶

護師が１１０人ほど配置

して先輩がおちおち休憩

〜

されていて︑昼夜４人１

ある程度のベテランを出

棟の一つを閉鎖したり︑

つかの一般病棟や救急病

を配置するために︑いく

ドなうえに︑交代ができ

と︑そこでの仕事はハー

重症病棟に行ってしまう

もっていかれる︒そして︑

本文と関係ありません

という事態も生じている︒

組のチームとなって回し

さないといけないから︑

ている︒

人ほどの看護師

また︑コロナ中等症病

棟にも

一般病棟でスキルの高い

ベッド数を減らしたりし

ず︑通常なら元の職場で

それらの病棟に看護師

て看護師を浮かし︑出し

人はどんどん重症病棟に

が投入されている︒

さらに︑重症病棟には

もしていられない︒

話を交わしたりなど︑動
き回っている︒
﹁よってこ村は﹃遊び﹄

あってたいへんだ︒

の仕事は事務局がメイン

着実に積めるはずのスキ

として提起されている︒

この課題を克服するた

期高齢者医療費の窓口２

戸の３支部の特色のある

﹁よってこ村﹂の日常

ュー施設もあり︑年間行

ントなどに参加して焼き

家にこもりがちな高齢

人が呼びかけに加わり︑

また︑阪神︑明石︑神

割負担に反対する取り組

積極的な活動の報告︑サ

活動は︑運営スタッフの

事では︑まつりやイベン

そばやわらび餅を売った

者︑遊び場のない子ども

立ち上げが決定した︒

ている︒

日から

回総会を４月

みについて︑街頭でのス

ンドイッチマンデモなど

所属団体などが主催する

ト︑児童向け農業体験な

り︑
﹁よってこ村﹂施設内

たち︑無縁状態ともいえ

新型コロナウイルスは

が出されているなか︑第

委員会は月１回の開催と

タンディングや署名活動

日を投票期間として郵

の振り返りとともに︑今

ともに︑相談内容の共有
化と対策と議論の充実を

便投票による議決で行い︑

定期教室︵英語︑パソコ

ども頻繁に行われる︒コ

業の飲み会を請け負うな

ロナ前なら︑
﹁よってこ村﹂ で 地 域 の 忘 年 会 や 地 元 企

幸いにも︑地元企業が

の取り組み︑さらに安心

提案されたすべての議案

ン︑親子教室︑ヨガな

に出入りする人は︑年間

る住民︑社会構造が激変

通常国会で可決された後

はかること︑②財政力も

ど︶︑よろず相談︵福祉︑

どして︑維持費を賄って

その後に協力してくれる

と笑顔の社会保障ネット

を承認した︒

介護︑行政相談など︶︑

で延べ７〜８千人以上に

いる︒

年間で高級車１台分ほど

も後期高齢者医療保険制

弱いので︑それを克服す

第１号議案では活動報

娯楽部屋︵囲碁・将棋︑

上る︒

るために組織拡大に努め

福利厚生施設を無償で貸

図書室︑テレビ︶の一般

︱

熟年者ユニオンが毎月定期
的に発行しているニュース

めの方針として︑①執行

題として克服することも

明らかになり︑今後の課

の統一した対応の弱さも

ける側の執行委員の間で

組んできたが︑相談を受

オンとして積極的に取り

良介委員長︶は４月 日︑
加古川勤労会館で第
定期大会を開いた︒昨年

住民交流施設

した今︑多くの人が横の

してくれることになり︑

開放︑貸会議室業務︵小

はたっぷり︑知恵も十分︑

家が多く集まった︒
﹁時間

アで協力してくれる専門

意義を理解しボランティ

果︑交流や仲間づくりの

よってこ村・荒井

﹁よってこ村・荒井﹂は︑高砂市荒井地域︵約
４千６５０世帯︑１万１千人が居住する小学校区︶
を対象とする住民交流施設︒山陽電鉄荒井駅を降
りてすぐのところに立地し︑約７６０坪の芝生広

つながりを求めているの

場所にも恵まれた︒運営

ためにほとんどの活動を自粛しているが︑今年で

︒立ち上

スタッフを探すために︑

中会議室と１００人規模

材も豊富だ︒

げの経緯は︑そんな問題

ではないか

宮本さんらは走り回り︑

相談などで訪れた人が︑

意識を持った当時市議会

地元の各種団体︑ＮＰＯ︑

建物や設備の維持費は︑

議員の宮本さんが︑居場

趣味のサークルなど片っ

場と２階建て建物を敷地にもつ︒今はコロナ禍の

21

「よってこ村・荒井」の「総務大臣」を
務める元高砂市議の宮本幸弘さん。
活動の中で各種の資格を取得して運
営に貢献

所づくりを仲間に呼びか

24

28 22

〝 遊び〟を通した地域の人間関係づくりが楽しい

12

コロナ禍のため２年ぶりの大会となったが、初めて
の参加者もいて交流を深めた＝４月18日、加古川市

19 18

端から声かけをした︒結

11

10

50

13

12

はりまユニオンが定期大会

けたことがきっかけ︒当

さまざまな利用目的に応えている建物の前にはきれい
な芝生広場も広がる「よってこ村・荒井」

６件の解雇問題等に対処
うご
ひょの
まちをて
訪ね
高砂市

（4）
2021年5月25日

新 社 会 兵 庫
No. 579 号

負先の神戸日野自動車

事の発端は︑同社の請

ユニオンは県労働委員会

られない措置に出た︒

宅謹慎命令﹂という信じ

ば︑つぎは無給での﹁自

配転を命じ︑それを拒め

る就業不可能な部署への

持ちに揺るぎはない︒

い抜きたい﹂と支える気

る形で解決できるまで闘

かいだ︒２人が納得でき

ずっと関わってきたたた

たのと同じ時期に始まり︑

は﹁自分が委員長になっ

ユニオンの小畑委員長

気持ちだ﹂とたくましい︒

い注文も広がってきた︒

での報告や支援要請を行

くなれないと言う︑人前

２人は今でも苦手でうま

の集会や労組を回っては︑

んでいる︒これまで各地

２千円︶の販売に取り組

の梅干し﹂
︵１箱４５０ｇ︑

たって納車や引き取り業

ユニオンあしや︵小畑

ラ事件をでっち上げては

行実施︒その後はパワハ

交渉中の新賃金体系を強

委員会の斡旋を無視して

誠意のないもの︒県労働

たが︑会社の対応は全く

止め︑団体交渉を開始し

しやは２人の思いを受け

しやに加入︒ユニオンあ

ようやくスタートライン

やってきて裁判も始まり︑

また︑Ｉさんも︑
﹁４年間

をつなげたい﹂と語る︒

とか最後まで気持ちと体

くれるから心強く︑なん

でも︑支援する人がいて

きずしんどい面もある︒

ではないからバイトもで

無給とされて半年︒解雇

んは︑
﹁正直︑４年は長い︒

０７９

話・ファックス

文をユニオンあしや︵電

７・ ・８１１０︶まで︒

広士委員長︶は今︑新浪

２人を請負先から撤退さ

に立ったという感じ︒今

あわせて︑闘争資金づ

まじめだが裁判官はこれ

わる問題で︑会社側は大

取り組み等︑メンバーは

援行動への参加︑物販の

き︑また︑各種集会や支

動への示唆もいただき︑

な集いで︑今後の支援行

交流が持たれた︒有意義

分程の報告・意見交換の

のなかで奇妙なことが起

いてだが︑仮処分の審問

新浪花運輸︵株︶につ

に対し︑無給で︑かつ期

市役所を訪れた際︑社員

変更︶の減免申請のため

と市の担当者は対応に苦

る会社に﹁前例がない﹂

限のない自宅謹慎を命ず

多忙な日々を過ごしてい

支援・激励が活力の源

慮していた︒会社の理不

れ顔だ︒

尽さに司法も行政もあき

会社側の社会的孤立が

きている︒賃金の仮払い

﹁会社に籍はあるのだか

少し明らかになりつつあ

の議論にもかかわらず︑

ら︑何らかの業務に従事

る︒

各地域ユニオンの支援
行動に参加して思うこと

してもらう︒その際の賃

大野克美︵ユニオンあ

何より元気をもらった︒

は︑裁判闘争の多さだ︒

金は〇○円﹂という旨の

しや副委員長︶

るが︑多くの仲間からい

労働運動の後退のなか︑

準備書面が裁判所に提出

ただく支援・激励が活力

物販の取り組みでは梅

今は全力でユニオン相互

されたのだ︒

の仲間に︑今年２月から

干しの注文が県下各地か

の支援体制︑地域労働運

の裁判の傍聴に参加して

礼を申し上げたい︒裁判

らあって嬉しい悲鳴︒２

動の活性化をめざす以外

の源となっている︒

そのものはわずか数分位

人の生活費に直結する取

いただいていることにお

で終了するにもかかわら

り組みだけに力が入る︒

も
夏
の
今年

芝製麺

３００年の伝統を誇る麺のふるさと、半田。霊峰剣山の寒風と吉野川の清らかな流れに育まれた里で、

【一括配達のご案内とお願い】 一括配達の注文締め切り日は６月14日
（月）
正午です。18日頃から順次配達予定！

●一括配達は、当社担当者が職場や地域を単位として無料でお届けしているものです。細かな時間指定や、遠方への配達は応じられないこと
があります。予め、
ご了承ください。
●お中元やお盆のお供え用として送られる場合は、宅配便
（料金別途）
利用でお届けします。締切日にかかわらず、
いつでもご注文下さい。

材料2人分 ： 太麺２把 A:高菜の漬物 サラダ油大さじ１ 和風だしの ご利用ください。サバ缶やイワ
カレーが残った時に
素小さじ２ B:ねぎ、しょうが（みじん切り）各小さじ２ 青じそ
カレーそうめん
シ缶等手持ちの保存食品にトマ
①太麺を少しかため
作り方 ： ①そうめんはかためにゆで、水 トや大葉など季節の食材をプラ
にゆで、水切りする。
けをきる。②ボウルに①の麺とAを入れ、 スすれば、手軽にバランスの取
②器に麺を入れ、め
全体を混ぜ合わせる。③フライパンにサ れる食事になりますよ。
んつゆを薄めてコッ
ラダ油（分量外）を入れ、しょうが、ね
プ半分くらい入れ、
ぎを炒め、香りがたったら②を入れて炒
（有）
ぴぃぷる
温めたカレールーを
める。胡椒少々をふって火を止め、器に
！
電話/ファックス 078
（531）
0135
簡単 かける。
盛って青じそを飾る。

年越しで進めている︒

︵株︶本社工場︵神戸市

への申立て︑賃金の仮払

ユニオンあしやはこの

年以上にわ

務に従事していたＴさん

いを求める仮処分の申し

間︑生活資金の貸付のた

東灘区︶で

とＩさんらが﹁正当な残

立て︑未払賃金の支払い

めの財政づくりに﹁紀州

花運輸株式会社︵本社・

せ︑６割の賃金保障で﹁自

からがたたかいだという

たたかいの渦中のＴさ

援の輪を広げてきた︒

伊丹市︶によって理不尽

時間もかか

宅待機命令﹂︒さらに通

くりを組織的に検討して

仮処分制度の根幹に関

もあり︑先月は新社会党

に道はない︒

たたかいの場を広げ︑支

こうした仕打ちに対し︑

業代を払ってほしい﹂と︑

を求める裁判の提訴と︑

ぜひ支援の梅干しの注

ささやかな説明を求めた
ことだ︒
しかし︑会社側はまと
もに応えず︑２人は２０

な扱いを受け続けている

勤・拘束に

１８年８月にユニオンあ

２人の組合員を守り︑支

また︑交流の呼びかけ

えるための取り組みを４

っている︒

の神戸のある総支部の会

を無視︒また︑２人の住

この間︑県労働委員会

民税︵会社は個人納付に

や裁判︑仮処分の対応等

いく時期にきていると思

議に呼んでいただき︑

う︒

での弁護士との協議が続

うちあわせをするユニオンあしやの役員と２人の
分会員。右から３人目が小畑広士委員長＝５月２
日、ユニオンあしや事務所

ず︑遠方からの支援に２

太麺 2キロ箱入り

3,500円
3キロ箱入り 3,500円
原材料と製法にこだわって作り続ける芝製麺の人気の定番商品です。

ユニオンあしや新浪花分会のたたかい

まず︑各地域ユニオン

23

10
18

コロナ禍の保存食品としても

高菜のそうめんチャンプルー

これ試して！

90

徳 島 県 つるぎ町 半田

理不尽な無給・職場排除を許さない

人の組合員は勇気をもら

半田手延べそうめん

阿波白糸

とことん闘い抜くぞ
ン
オ
ニ
ユ
地域
369
○
ち
あちこ
あれこれ

3キロ箱入り

2,400円
2キロ箱入り 2,400円

細麺

（1988年1 月18日第三種郵便物認可）

外
号

新社会
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﹃労働組合とは何か﹄

人々の生活基盤を支える︒

ルドの歴史をたどり︑近代市民社会の形成と

にも引き継がれ︑企業別組合というあだ花を

は﹁組合はたちまちのうちに全イギリスに広

イギリスの団結禁止法撤廃の後︑エンゲルス

９６５年結成の関西生コン支部が産業別組合

るが不可能ではないことを明らかにする︒１

組合を切り開いた道筋を紹介し︑困難ではあ

組合の登場として︑関西生コン支部が産業別

デンマークの現役世代

ない︒日本の労働組合の力が弱いのは︑そも

がり︑強力になった﹂と述べたという︒また︑

に成長していく過程を︑未組織労働者を地域

﹁定年を待

咲かせたと手厳しい︒

そも日本に﹁本当の労働組合﹂がなかったこ

エンゲルスは﹃イギリスにおける労働者階級

その厳しさの中にも︑日本における産業別

初期労働組合の成立を紹介し︑アメリカの産

とにある︒それならば︑企業別組合の過去を

の状態﹄の中で労働組合の新しさについてふ

業別労働組合への道を詳述する︒１８２４年︑

の野蛮な労働市場﹂と規定する著者の問題提

清算し︑新たに﹁本当の労働組合﹂＝世界標

木下武男著／岩波新書／900円＋税

起である︒バブル経済の崩壊とともに︑これ

準の産業別組合を目指せばいいはずだ︒

﹁合同労組﹂として組織し︑産業別統一指導

実際に住宅運営に関わ

ちのようなＮＰＯの活動

まで見たこともない現象が労働社会に現出し

れている︒第１に労働組合が雇い主と交渉し

部の確立︑企業を超えた統一基準の﹁共通規

ってみると︑社会基盤が

は厳しいことの連続だ︒

た︒この悲惨な現象は︑貧困と過酷な労働︑

このような問題意識の下で本書は︑①この

ていること︒第２に労働組合が職業を基準に

は高い組織率を誇る労働

で納税しているのだから

住宅も含め地域とつなが

雇用不安の３つで表現される︒この現象を作

国は﹁本当の労働組合﹂の歴史を持たず︑そ

組合で闘う︒政治に対し

使い方について選挙を通

る支援活動も拠点場所や

り出したのは政府と経営側の労働政策である

たずに退職し

して厳しいチェックをす

人件費の確保など資金繰

が︑一方で︑戦後続いてきた企業別組合が有

てでもやりた

手伝って﹂

る︒
﹁人こそ資源だ﹂と︑

りがついて回る︒要請が

効な対策と方針を示すことができなかったこ

年になる︒

闘争︑中小業者との連携による産業構造の改

した同一賃金の要求をしていること︒第３に

上まれにみる未曾有の大弾圧の下にあるが︑

革などの闘いである︒いま︑戦後労働運動史
の土壌となった中世ギルドの伝統もない︒
﹁本

世紀型

︒友に言

私の親世代にあたる人々

多いゴミ出しサポートは

とにある︒経営側は２０００年代から日本的

関西生コン支部の前進は産業別組合の正しさ

本書は︑現代日本の労働社会を﹁

われてＮＰＯ

が︑徹底した応能負担で

昨年ようやく助成金を受

雇用慣行であった年功賃金と終身雇用を捨て

ぜい弱な日本では︑私た

設立に関り︑

財政を支えるかわりに︑

けることができたが︑チ

ては老若男女が高い税率

灘区でろっこう医療生

教育︑医療︑社会保障制

ラシや講演会等に使えて

いことがある︒

協の土地を借り︑高齢者

度は所得に関係なく無料

︱

共同住宅コミュニティハ

にと築いてきた仕組みが

制﹂と﹁集合取引﹂︑集団交渉と産業別統一

ウス花たば竣工にこぎつ

を︑弾圧はそれゆえ経営者と権力から抑圧さ

れていることを示している︒

労働組合がストライキという方法を使ってい

束によるストライキ︑これが労働者の悲惨な

ることである︒雇い主との交渉と仲間との約
の理論をつかみ取り︑労働組合の目的と機能︑

状態を改善する労働組合の方法である︒

当の労働組合﹂が生まれたその歴史をたどる

方法を考える③どのようにして﹁本当の労働

②長い歴史から生まれた﹁本当の労働組合﹂

それでも本書は︑
﹁現状はそうでも︑苦しい

組合﹂を創るのか︑その創り方を検討してい

去り︑過去と決別したにもかかわらず︑企業

現状を乗り越えていく力になるのは︑労働組

別組合はなすすべがなかった︒

使えないので︑
﹁持ち出し﹂

合をおいてほかにない﹂との立場を崩してい

えるなど︑３つの柱に分かれている︒

とした労働者が個人として参加する組織を考

く︒企業ごとではなく︑業種や職種を枠組み

なかった︑企業別分断の中で﹁従業員﹂とい

の種はまかれ︑芽は出たが︑実を結ぶことは

触れている︒戦前日本にも﹁本当の労働組合﹂

本書は︑日本の戦前・戦後の労働運動にも

︵金平 博︶

がどこからどのように始めるのか考えたい︒

急務である︒しかし︑大変に困難である︒誰

く外部から構築すべしと︒労働運動の再建は

る︒自覚した個人の集団が︑内部改革ではな

をそう説明するのは︑夫

ハウスレス﹂︒己の境遇

を移動しながらの車上生

こんだファーンは︑各地

亡き夫との思い出を積み

たキャンピングカーに︑

か月間︑ノマドになって

ス・マクドーマンドは５

ン役を演じたフランシ

原作者は３年間︑ファー

ちなみに︑この映画の

淡々と描く︒

何かを追い求める旅を

合う中で︑真の自由とは

ン︒時には仲間同士助け

のが正直な理由である︒

たから鑑賞した︑という

時刻のタイミングがあっ

よく行く映画館での上映

較的評判が高かったこと︑

よく見る映画サイトで比

開延期が続く中で︑私が

禍でハリウッド大作の公

く知らなかった︒コロナ

命視されていることも全

トされていることも︑本

える書き込みは大半が削

分かるや否や︑彼女を称

た﹂と語っていたことが

の多くは真実ではなかっ

所﹂
﹁若いころに得た情報

いたる所にウソがある場

インタビューで︑
﹁中国は

ところが８年前に米誌の

き込みであふれたという︒

き立ち︑称賛や祝福の書

では︑中国メディアは沸

こうして労働組合の遠祖と言われる中世ギ

う日本に特有の労働者類型が登場︑戦後日本

﹁本当の労働組合﹂を創るための提言もあ

で継続している︒ただた

らだ︒
隣接するろっこう医療
生協本部ビルの建替え計
画が議論されている︒コ

頭が痛い︒それでも人生

に先立たれ住む家も失い︑

活の旅に出る︒アマゾン

放浪し︑その過程で交流

ミュニティハウスにとっ

の先輩︵入居者︶や地域

車上生活者となった女性︒

した本物のノマドも出演

ては壁１枚隣の工事だ︒

の人に教えられる︑社会

彼女の日常を追う物語で

の配送センターや国立公

費用確保と難題ばかりで

の厨房設備新設のための

入居者の健康問題︑自前

を学ぶ場でもある﹁ＮＰ

園のキャンプ場など過酷

主人公ファーンは︑リ

道具を売り払って購入し

Ｏ花たば﹂を次世代に引

ある︒
︵岡﨑宏美︶

﹁人は一人では生きて

除されたという︒アカデ

いけない﹂が︑人や社会

主演女優賞に輝いたマク

度目のオスカー獲得だっ

と関わることで︑しがら

しているという︒ドキュ

たことを知り︑なおさら

な季節労働の現場を転々

先月授賞式があった米

驚いた次第だ︒

みという荷物が増えてく

ーマン・ショックで居住

アカデミー賞において︑

るのもまたしかり︒残り

ミー受賞に関しては︑も

今作が作品賞︑監督賞︑

監督は︑米国で活動す

の人生︑断捨離してみて

はや黙殺状態だ︒

家や家族は失ったけれ

る中国出身のクロエ・ジ

ドーマンドも存じ上げな

ど︑ローンに縛られカネ

主演女優賞の３冠に輝い

ャオという女性︒アカデ

かったし︑実にこれが３

遊牧民を意味する﹁ノマ

に支配される資本主義シ

た︒私がこの映画を観た

メンタリーの要素を色濃

ド﹂と呼ばれている︒同

ステムから逃れ︑新天地

のは受賞式の前だったが︑

く反映した作品といえる︒

プに移動︒そこで知り合

じ境遇のノマドたちとの

を求めてアメリカの山河

仕事を終えたある日︑

った仲間と交流する中で︑

出会いと別れを通して︑

とし︑日銭を稼ぐ日々︒

様々な生きるためのノウ

ファーンは自分の生き方

監督＝クロエ・ジャオ

はいかがですか？ ︵直︶

するネバダ州の鉱山が閉

ハウを学ぶ︒彼らのよう

ミー賞の前哨戦と言われ

車上生活者向けのキャン

な車上生活者は︑１カ所

るゴールデン・グローブ

／２０２０年／米／１

アカデミー賞にノミネー

賞で︑作品賞と監督賞を

０８分

や砂漠を放浪するファー

受賞した今年２月の時点

を見つめ直すのだった︒

米アカデミー賞で３冠に輝く

にとどまらないことから

鎖され自宅を失う︒家財

﹁ホームレスではない︑

き継ぐ努力を続けたい︒

ノマドランド

だ︑人と繋がる活動だか

も︑実務に当たるコーデ

19

ィネーターの人件費には

﹁本当の労働組合﹂をどう創るか

けたのは２００８年末︒
ＮＰＯ設立から４年かか
ったが︑
﹁どんなコンセプ
トを持つ住宅にするのか﹂
にこだわった︒北欧の福
祉に触れて︑○○だから
という枠にとらわれるこ
となく︑高齢者︑認知症
であっても︑人間らしい
日々を﹁たたかいとった
のよ﹂というデンマーク
の人々の運動が刺激にな
った︒職場時代︑共に労
働組合運動にとりくんで
きた私たちだが︑生涯を
通じて人間として幸せに
生きるためにできること
を考えさせられる刺激だ

﹁いつでも一人になれ

った︒

る︑いつでも誰かに会え
る︑いつでも誰かにまか
せられる﹂家は︵途中︑
原油価格高騰で銀行融資
も受けたが︶︑住宅のコ
ンセプトを理解して︑建
築前から入居を申し込ん
でくれた方の入居一時金︑

人を超える方々から

個人からの借り受け金
︵

８千万円余︶を資金に建
設することができた︒満
室で運営できるようにな
った現在も多くの方の協
力で支えられている︒

ＮＰＯ花たば17年

17
60
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