またもや緊急事態宣言の延長だ︒菅首相は︑５

日の延長につ

日まで延長した︒兵庫

月末までを期限としていた兵庫県など９都道府県
への緊急事態宣言を６月
県などの４都府県にとっては５月
ぐ再延長で︑業種によってはほぼ２カ月にわたっ
て休業要請を受けることになり︑まさに死活問題
だ︒政権の見通しの甘さ︑発信の説得力の乏しさ
が今回も露呈した格好だが︑すでに置き換わった
とされるイギリス型変異株よりもさらに感染力の
強いインド型変異株が広がろうとしている感染状
況を考えれば宣言の延長もやむを得まい︒

平荘湖

最高峰２１６ｍの飯盛山︑西の黒岩

て平荘湖がある︒この人造湖は北の

少し北上した先に小高い山に囲まれ

国道２号線の加古川橋から右岸を

れて在る︒渇水期には水没して湖底

前の水辺に石積みの古墳が１基移さ

く見つけにくい︒湖岸の青少年館の

丘が消失してしまっているものも多

いないので辿るのに難儀するし︑墳

どあるが︑山道はさほど整備されて

ダム工事で水没する前︑ここは加

は渡り鳥の越冬地でもあり︑カモや

人々の憩いの場となっている︒ここ

やウォーキングに好適で︑近在の

しかし延長は︑あくま

の開催であるとしか見え

京五輪・パラリンピック

﹁高齢者のワクチン接

愚挙になりかねない︒

む政権の暴走は歴史的な

輪の開催強行へと突き進

状況にもかかわらず︑五

ないほどに破綻している

つぎつぎと変えざるをえ

心の五輪﹂と︑お題目も

としての五輪﹂
﹁安全・安

﹁コロナに打ち勝った証

催に反対し︑
﹁復興五輪﹂

ている︒国民の８割は開

こそが政権の維持には不

輪を開催してみせること

ワクチン接種の進捗で五

めの手段としてであり︑

の支持率を浮上させるた

によって急降下した政権

コロナ禍への対応の無策

けて見えるもの︒それは︑

けるかのような姿から透

ン接種に政権の命運をか

と大号令をかけ︑ワクチ

﹁１日１００万回接種﹂

のことに充てることだ︒

源も医療資源も十分にそ

と暮らしを守るために財

開催ではなく︑国民の命

なすべきことは︑五輪の

ることである︒政権が今

刻も早く中止の決断をす

開催は無理だと考え︑一

五輪開催は︑まっとうな

な影響を及ぼしかねない

負い︑医療体制にも重大

大きな感染リスクを背

活も２年目ともなると子

いる▼コロナ禍の自粛生

治体職員も振り回されて

当たり的政策と脅しに自

り上がるが︑菅首相の場

から始まり︑その話で盛

﹁ワクチン予約できた？﹂

あいさつは

乱︒高齢者の

予約時から混

始まったが︑

クチン接種が

ようやくワ

でも国民の命・健康・暮

てこない︒五輪開催の理

可欠だとする政治的魂胆

と執念ではないのか︒

らしを守るために感染リ

種を７月末までに完了﹂

どもたちの事が心配だ︒

念や意義はもはや失われ

を指示し︑
﹁首長主導の教

子どものうつ症状が増え

育改革﹂を推し進めてい

ている▼にもかかわらず︑

また︑今後の課題とし

る︒この指示を教師はマ

からも評価する声が多い﹂

て﹁神戸市で採択された

スコミ報道で知ったとか︒

などの意見が出され︑出

意見書と同じような︑あ

大阪市では今年４月に松

るいはもっといい意見書

席者のほぼ全員が肯定的

せる貴重な経験となった

井市長がオンライン授業

ことが︑報告された︒

に評価した︒

け︑この運動をすすめて

次への諸課題も確認

成果残し実行委解散

スクを極力抑えるための
ものであり︑休業や時短
営業の要請などを伴う以
上︑苦境にある人々への
補償や支援はそれ相応に
強め︑急がねばならない

きた辺野古請願署名実行

はずだ︒また︑コロナ禍

政府に対する﹁辺野古

辺野古請願署名実行委が最終の会合
基地建設について沖縄県

を理由とする解雇・雇い

万人を超えている事態

市教委にも問題はあるが︑

止めが４月時点ですでに

を兵庫県下の他の自治体

ソフト︑ハード面ともに

会議では︑周囲からは

オンライン授業の態勢が

委員会︵西信夫代表︶は

に採択してもらうよう働

不充分なことを把握して

と更に対話を深めること

きかけよう﹂
﹁少し時間を

いない▼我慢も限界に達

への対処も無視できない

空けて︑神戸市会︑兵庫

日︑コロナ禍のた

てきたものの︑
﹁政府にね

県議会に︑日米地位協定

５月

めオンラインで最終の実

ばり強く対話を深める努

を求める意見書﹂が３月
日の神戸市会本会議で

力を促す最後の文面はよ

ものだ︒
日

︑反対
︶で採択されたのを受

賛成多数︵賛成

行委員会を開いた︒

否定的評価は若干聞こえ
だが︑延長を６月

までとした菅政権の判断
の前提は︑１カ月後の東

よう取り組みを開始しよ

意見書を採択してもらう

名入りで松井市長に﹁大

阪市立小学校の校長が署

まず事務局から︑活動

日︑大

一致の賛成は素晴らしい﹂

したのか︑５月

﹁１５０万政令指定都市

阪市の教育行政への提言﹂

の抜本的見直しを求める
として︑約２年︵足かけ

う﹂などの意見が出され

い﹂
﹁自公を含むほぼ全会

３年︶に及ぶ長期的な取

で採択された意見書とし

全体を振り返っての総括

り組みの中で︑三宮での

けないで欲しい︒

信を見た︒維新政治に負

に励まされているとの発

と︑当の校長は︑子ども

生やめないでくださいね﹂

を出ろ﹂などの弾圧︒
﹁先

松井市長はすでに﹁組織

ている︒この校長に対し︑

追うことではないと訴え

テストの点数１︑２点を

でなくてはならず︑学力

なく︑
﹁生き合う﹂世の中

﹁生き抜く﹂世の中では

公教育はどうあるべきか

せに生きていくために︑

ども達が豊かな未来を幸

という文書を送った︒子

た︒

︵中村︶

て評価できる﹂
﹁沖縄現地

人になった

長期にわたる多彩な活動

ることができ︑これだけ

会派の力関係や内情を知

取り組みで神戸市会の各

ことや︑初めての陳情の

賛同人数が

民５千３９６筆︶︑最終

１１５０筆︵うち神戸市

れ︑最終署名総数が１万

などが精力的に取り組ま

キ付きチラシによる署名

ポスティング︑署名ハガ

︵１千筆余︶︑チラシの

署名︑灘区地域の署名

体署名︑団体独自の街頭

街頭署名︑参加団体の団

17

10

も初めてで︑今後に生か

運動の出発時の節目となった、稲嶺進・前名護市長を
迎えてのスタートアップ集会＝2020年２月23日、神戸
市中央区

︵ 加古川市平荘町 ︶

年余り前に東播磨工業地帯

にある石室が姿を見せることもある︒

山︑南の升田山と低い山並みを利用
して︑

の工業用水の安定供給を目的に建設

古川下流域最大の古墳群の地で︑古

ガンなどが飛来してくるシーズンに

１周５キロの湖岸道はジョギング

墳時代後期の古墳１００基超があっ

なると︑湖岸に望遠カメラを構え︑

されたダム湖︒

た︒その約半数は湖底に沈み︑高い

一瞬の姿を撮ろうとするマニアの姿
が多くなる︒

２度目の上書きにドアの奥か
らため息が漏れてきそう＝５
月30日、神戸市
56
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位置にあったものだけが湖畔や周辺

号墳は石室の高さが３ｍ近い大

︵嶋谷︶

予約時の大混乱を経つつようやく高齢者へのワク
チン接種も進み出した＝５月28日、神戸市中央区

FAX. 03(6380)9963
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の山に残っている︒西岸にある升田
山

基ほ

辺野古意見書
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またも延長の緊急事態宣言

きなもの︒升田山の山中にも
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ソウルの﹁水曜デモ﹂に連帯する神戸の﹁水曜デモ﹂

﹁慰安婦﹂呼称の閣議決定を批判
﹁﹃ 慰安婦 ﹄問題の解決を求める大阪・神戸・
阪神連絡会﹂が歌やダンスも交えて街頭行動

閣議決定︵﹁従軍﹂を外
作為が憂うつに拍車をか

軍﹁慰安婦﹂問題でも同

けているが︑それは日本

フォーンの伴奏で﹁水曜
じ︒入管法改悪を阻止で

す︶を批判した︒サクソ

デモの歌﹂を歌ってダン

日本政府の対応を批判し︑

た︒私たちの謝罪の機会

もう数人となってしまっ

存命の被害者ハルモニは

きたように訴え続けるこ

私たちの歴史のあり方を

は極めて少なくなってい

スも踊り︑この日は昭和

問う姿勢を街行く人にア

るが︑あきらめず︑けれ

とからしか始まらない︒

ピールした︒足を止めて

歌謡の楽しい替え歌で︑

４９回目となる﹁水曜デ

横断幕の字を読み︑少女

日︑神戸では１

モ﹂がＪＲ新長田駅前で

５月

も行動が続けられている︒

行われた︒この日︑マイ
ど︑無茶もせず︑訴え続

ている︒

関西では﹁﹃慰安婦﹄問

像の写真に目をやる通行

を上げ続けるハルモニに

軍性被害者たちが日本政

題の解決を求める大阪・
日

連帯して︑日本の各地で

府に謝罪を求めて集まる

クアピールでは４月

韓国のソウル日本大使

﹁水曜デモ﹂が今年７月
神戸・阪神連絡会﹂が第

館前で毎週水曜日︑日本

日で１５００回を迎え
のソウル中央地裁判決の
コロナ禍への政権の不
︵門永三枝子︶

批判と︑
﹁慰安婦﹂呼称の

ける︒

１週に大阪︑第２週に西

％︑そもそも必

要ない６％︒

ばよい

改憲の動きをウォッチング

■いま憲法をどう考える

朝日新聞世論調査

一方︑立憲︑自民両党

日の会期末まで

日現

に成立させることでも合

は６月

意している︒５月

在︑参院憲法審査会で審

議が進んでいる︒

国会での審議が重大な

ノンフィクション作家

段階にさしかかり︑日弁

︱

年を迎えた日本

の保阪正康さんは︑コロ

施行

ナ禍で﹁改憲して対応﹂

動を制限するというファ

コロナ禍では﹁国民の行

る旨の付則が追加された

要な法制上の措置を講ず

法施行後３年を目途に必

料広告規制等については

﹁衆議院において︑有

を発した︒

日︑会長声明

国憲法︒マスコミ各社の

％に増えていることにつ

連は５月

世論調査が行われている

年は

いて︑
﹁気がかりだ﹂とし︑

％が

が

たり︑考えたりすること

年の

が︑いまの憲法を意識し

はありますか︒憲法を変

える必要性は

シズムのような対応が一

が︑検討の先送りにすぎ

などを

テーマにした朝日新聞の

見︑必要に見えるかもし

︱

世論調査から︑改憲の必

れない﹂
﹁コロナ禍のよう

投票率については︑２０

要性や緊急事態条項にし

０７年の参議院の附帯決

ぼって有権者の意識状況

なお前号の小欄で︑緊

あったことなどネガティ

いては︑変えるが

急事態条項と緊急事態宣

ない上︑最低投票率等に

変えないは

議︵

な危機を利用して︑憲法

のベルサイユ派の裁判

ている︒朝日の調査では

言は全くの別物であるこ

について紹介したい︒

含まれる︑そして未来の

︵裁判によらない処刑は

すべての設問について年

に至るも墓地の壁は大々

歴史に必ず生かされる教

古来︑階級が激突した

数知れず︶の結果は３７

代別︵

的な銃殺が語り草︑名所

︵国民軍の大砲をすべて

訓を明らかにしなければ

時の弾圧の悲惨さは歴史

０名が死刑︑４１０名が

も報告している︒

ブな教訓も残した︒

奪おうとする︶は計画以

ならないとした︒これに

上︑語られているが︑総

強制労働︑４千名が要塞

今村 稔

たたかいが終わった後

対

対

％︑

％で拮抗し

歳〜

歳刻み︶の結果

歳〜

％︑変え

歳

歳

歳

鐘を鳴らす︒

とを指摘している︒

■改憲論議が加速

のすそ野をいっそう広げ

る︒有料広告規制や最低

項目︶において検

年が経過しており︑

討を求められてから既に

約

一刻も早い具体的な検討

年に提出して以来︑国民

与党と維新が２０１８

十分な手続法の下で公平

改正がなされた場合︑不

検討がなされないままで

が必要である︒それらの

％

世論と野党の抵抗によっ

ていこう

％

性や正当性に疑義を抱え

〜

〜

て８国会にわたって継続

た国民投票が行われてし

％︑

％︑

％

まうおそれが否定できな

歳

審議となっていた改憲手

％︒

〜

続きに関する国民投票法

い︒ よって︑憲法改正手

続法改正案に反対し︑改

％対

日︑共産

党を除く与野党の賛成多

めてその抜本的な改正を

％で︑変え

数で衆議院で可決された︒

れ︑公平性が担保できな

て国民投票運動が左右さ

しなければ資金量によっ

告︑運動資金などを規制

るよう世論をいっそう盛

も徹底的な審議が行われ

会がわたることになって

かならぬ参院である︒国

決議を決定したのは︑ほ

討を求める

国民投票法について検

求めるものである﹂

自衛隊は違憲か︑違憲

いと主張︒これらについ

り上げていこう︒

やインターネット有料広

立憲は︑スポットＣＭ

％を上回る︒年代別

歳は変

でないかでは︑違憲でな

て︑
﹁３年をめどに必要な

︵自民党は６月９日の採

％でトップに

歳〜

％で︑違憲である

法制上の措置を講ずる﹂

％を大きく上回ってい

項目の附帯

る︒年代別も同傾向だ︒

とした修正を提案し︑自

立っている︒

次に緊急事態条項の創

いが

設についてみると︑憲法

決を狙っている︶

︵中︶

民党がこれを丸のみした

を変えて対応する

のである︒

％︑

えないが

で見ると

る

歳以上

改定案が５月

％︑

９条改憲については︑

％︑

％

％︵以下この順

歳は変える

ない

らに香り︑
﹁血の週間﹂か

かくして︑３月 日は︑

運動

ついては触れられておら

上の時間を要し︑国民軍

学 ん だ レ ー ニ ン は ︑﹁ パ

じて言われていることは︑

禁錮︑３千５００名が流

ず︑いかにも不十分であ

の反撃出動を呼び起こし︑

リ・コミューンの貴重な

抑圧階級が被抑圧階級に

を改正するというのは︑

女性も多く含む民衆の決

教訓がなかったならば︑

加える桁はずれの陰惨ぶ

筋道が違う﹂
︵朝日︶と警

起が︑大砲を保管する各

ロシア革命はありえなか

まず︑憲法を変える必

実施した︒２月８日に行

地で見られた︒それに加

った﹂とくどいほど述べ

要があるか︑ないかにつ

われた選挙は︑パリでは

えて︑政府側の正規軍が

刑︵ニューカレドニア諸

となっている︒

急進派が圧勝となったが︑

政府の指令に従わず︑コ

島︶となった︒

連盟兵の壁

他の地域では対照的な結

りは︑その逆ではないと
パリ・コミューンと反

いうことである︒

しかし︑正規軍の奇襲

26

ている︒

敗北が予見される歴史に

人も多くいた︒

宮︑第３週に神戸で行っ

年近くにわたって声

る︒

寄稿

16

ミューンと国民軍の側に

パリ・コミューン１５０年
︵２︶
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︒それに因み今村稔さん︵社会主義協

19

合流した︒敗報に接した

ら１５０年を迎えている

対

ティエールは︑ドイツ
と講和条約を結び︑ビス

︵いまむら みのる︶

49 50 49 55

会・元代表︶から寄稿していただいた︒前号﹁パリ・

33

果となった︒ボルドーで

利したベルサイユ派がコ

が︑インターナショナル

対

区中央委員会との

衝突は繰り返され︑その

府と

21

開かれた国民議会は︑札

ミューン派︵連盟兵︶に

の歌声は消えず︑ペー

１年１月
ベルサイユ宮殿でドイツ
帝国成立の儀式が挙行さ

都度エスカレートしてい

日にかけて︑テ

18

45

18

35

コミューン１５０年︵１︶﹂のつづき ︻編集部︼

加えた血の攻撃とテロリ

ル・ラシューズの壁を訪

番︶︑

た︒ベルサイユ派は︑戦

ズムは︑世界史上その例

今︑マロニエは昔なが

争をはじめあらゆる手段

を見ないと言われている︒

日に︑勝

を弄してコミューンを抹

５月中旬になり︑ベル

日︑

宮殿に移した︒パリは旧

殺しようとした︒挑発を

サイユ派による周辺の要

５月

勢力が退去し︑コミュー

重ね︑２か月かけて包囲

塞や駅の占拠などが始ま

動ベルサイユのたたかい

ンが掌握した革命の都市

網を締め上げてきた︒そ

り︑ベルサイ

れた︒

54

ティエールは︑パリを放

となった︒

の中で︑コミューンは将

ユ派のパリ城
日から

に集中していた︒３月

するために牙を研ぐ作業
日︑

年

月

１月 日︶︒

年

一方︑帝政崩壊後につ
く︵

くられたトロシュの国防

28

つきのティエールを行政

歴史上︑世界最初の労働

来の社会主義のための貴

内侵入により︑

っていた︒

長官に指名した︒このテ

者権力が樹立された日と

重な理論的財産を積み上

﹁血の週間﹂

日余続い

ィエールが最後にコミュ

なった︒マルクスは︑パ

げていった︒たとえば国

が開始される︒

は︑それ以降

抗戦︑そして包囲下で

リに労働者の社会主義政

家の問題として︑搾取す

棄し︑政府をベルサイユ

厳しくなる生活維持︵だ

ーンを弾圧することにな

権を樹立する試みを準備

るための今までの国家と︑

勝利したプロイセン

マルクの援助を得ながら︑

不足で正しくないと警告

んだん社会主義化を示す

パリのコミューンを攻撃

していたが︑歴史に立ち

︵ドイツ︶軍は︑怒涛の

ィエールの政府は正規軍

市街戦の開始︒

る男である︒

革命化していくパリに

のすべてを動員し︑国民

搾取をなくすための︵過

ようになる︶を真剣に追

対して︑一部を除いて反

向かおうとする姿を見せ

求しようとしない国防政

政府は︑パリ市民の抗戦

動的なまま残されている

軍を攻撃︒武装解除を行

ペール・ラシ

日は占領した

の熱意に押されて︑たた

地方という政治情勢の中

ューズ墓地に

如くパリに迫る︒１８７

かうポーズを示すが︑本

で国防政府はひそかにす

渡的︶国家は本質的に異

変えないが

音は︑各区の代表によっ

た時︑そこに現れた崇高

44

69 59 49 39

14

44

憲法を変えずに対応すれ

18

れる人は絶えない︒

て組織され次第に革命化

さに感動し︑
﹁天をも衝く﹂ な る も の で あ る と い う こ

追い詰められ

い︑コミューンの全中央

て行くコミュ

委員を逮捕する準備をす

と︑などである︒また︑

すめていた休戦条約締結

フランス銀行を接収しな

ーン兵に対す

30

29

区中央委員会と武

する

人たちだと賛辞を呈した︒

かったことなど︑反動派

る大虐殺︒今

11

28

すめていたのである︒

とのたたかいで消極的で

29

27

のための国民議会選挙を

貴重な教訓残した世界初の労働者政権樹立

装する国民軍の抑圧を狙

74

10

70 60 50 40

68 18

日の革命

149回目となった神戸の「水曜デモ」
＝５月19日、
神戸市・ＪＲ新長田駅前

「血の週間」
に行われたペール・ラシュー
ズ墓地での戦闘を描いた絵画

18

40 40 41 36

61

33

31

48

73

18

10

30

３月

21

71

20
22 70

53

16

18
18

20

70

30

19

19

14

17
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う努めている︒こどもセ

談しやすい場所になるよ

の相談や悩みも気軽に相

付けている︒子どもから

心の相談など幅広く受け

る相談や子どもの発達・

しくなり︑貧困と格差が

飲食店等の経営も大変厳

最多の４６０万人となり︑

失業者と休業者数は過去

コロナ禍により︑完全

ざす

子どもの貧困解消をめ

目標に取り組んでいる︒

どもセンターの取り組み

そうしたなか︑明石こ

ると言われている︒

家庭内暴力が増加してい

るストレス等で︑虐待や

時間のホームステイによ

そのような経済状況や長

と苦しさを増している︒

重要だし︑全国に広げて

ターや関係機関の役割は

だけに今後︑こどもセン

る事業と言えよう︒それ

消・生活保障を実現させ

の発達を守り︑貧困の解

活動の拠点﹁明石こどもセンター﹂

日になる︒年休の消化

︵前明石市議会議員・
永井俊作︶

日︵日︶

べて事前申込制︒

分〜

●日時＝６月
時

始 時 分︶

時︵受付開

﹁２０２１社会主義ゼ

線・天満駅から東へ線路

大会議室︵ＪＲ大阪環状

●会場＝大阪国労会館・

近畿﹂の開催

びかけが始まっている︒

要項が決まり︑参加の呼

青年非正規５００円︶／

●資料代＝１千円
︵学生・

沿いに徒歩約５分︶

ミナール

デヴィッド・グレーバ

記メールかファックスで

●参加の申し込みは︑左

ライブ視聴料も１千円
ブ

氏名︑府県名を連絡のこ

クソどうでもいい仕
事の理論﹄の訳者の一人

ー著﹃ブルシット・ジョ

である酒井隆史さん︵大

０７２・２

０９

年休を貯めている場合も

０・３９９５・０６６６

ール実行委員会

●主催＝社会主義ゼミナ

４２・６３１５

ファックス

＠ nifty.com
QYD04504

と︵定員で締め切り︶
クソ

阪府立大学教授︶が﹃ブ
ルシット・ジョブ

どうでもいい仕事﹄と題
して講演する︒
会場のリアル参加とと
もに︑

でのラ
YouTube
イブ配信も行われる︒す

とが必要になる︒このよ

いている︒過労死になる

この企業との交渉は続

ある︒
を２〜３社で見たことが

ような長時間労働︑労働
パートにとって年休は︑ 者 代 表 を 選 出 し て な い

もしれない︒

ある︒これから増えるか

を促進するためではなく︑ う に 定 め て い る 就 業 規 則
取得日数を減らすことが
目的だろう︒
法律上には定めがない
ため︑就業規則に定める

ことで︑新たに付与され

度内に年休を完全消化し

度がない企業も多い︒年

には病気休暇や休職の制

いる︒パート

ットになって

セーフティネ

いる︒解決までもう一歩︒

ールディングスに届いて

は︑着実にサンマルクホ

をしている︒組合員の声

働者に対してひどい扱い

協定︑パワハラなど︑労

ないのは︑店舗が忙しい

木村文貴子︵神戸ワー

がんばろう︒

月

た日数から消化される︒
年の繰越分との

○年に付与された年休﹂

カーズユニオン書記長︶

年

この場合︑労働者は﹁○

とができない︒

日付与され

日になる︒

こともあるが︑病気や家

合計日数は

夏も
の
年
今

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、
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。

明石からのレポート

ンター開設前の子育て支

〝すべての子どもを地域のみんなで応援 〟

援課の相談件数と比べ︑

年

27

族の看病や介護のために

の起算日で

16

だと︑繰越分であること

るが︑

6.27／大阪

いく必要がある︒

映や幅広い支援︵離婚前

595件

後の子ども養育支援︑無

０件

的な諸施策を実施してい

60件

る︒

６件

２０１８年４月に中核

７件

市に移行した明石市は︑

０件

は︑まさに子どもの心身

140件

あぶりだされている︒ま

2018年度 382件

明石市の啓発や職員の頑

1887件

国籍の子どもの支援︑妊

11件

﹁こども総合支援条例﹂

233件

泉市長が﹁こどもを核と

34件

た︑子育て世代︑特にひ

933件

とり親世帯の生活は一段

６件

張りにより︑相談件数は

136件

大幅に増えている︵県児

2019年度 534件

娠期からの子ども・子育

1325件

て支援︶を２０１９年４

12件

の制定

106件

子ども権利条約の精神

30件

したまちづくり﹂を掲げ︑

童相談所の相談は含まな

里親制度の拡充に取り

い︶︒

月から施行した︒
子育て・子育ちの拠点

どもたちが里親と暮らし︑
養子縁組は日常的になっ
ているそうだ︒

599件

２０１３年７月から中学
に基づき︑
﹁こども総合支

則に定めがあ

日付与され︑翌

日付与され

13

生までの医療費の無料化︑
歳ま
﹁こどもセンター﹂

援条例﹂を制定︒
でのすべての子どもを対

弁護士３人︑児童福祉
人︑児童心理司８人︑

そのため明石市は︑こ

年

年に

日を完全

日は︑

日

の全

どもセンターに﹁さとお
や課﹂を設置し︑

月に付与された

付与された

から消化される︒

に付与された

消化しないと取得するこ

５件

パートの年次有給休暇をめぐって
れば︑会社の

に

月１日に

る︒この時点で１日も消
日

30

15

２０１６年９月から第２

保護者からの虐待や保

子以降の保育料無料化な

護者の病気︑離婚等の事

組む

と政令指定都市に設置さ

情により︑家庭を離れて

児童相談所は都道府県

れており︑中核市では横

生活しなければならない

象にし︑子どもの声の反

須賀市と金沢市のみが設

司

人が

保健師５人︑助産師１人︑
小児科医など総計

働いている︵２０２１年
４月１日現在︶︒

年４月１

月１日

75件

を明確にして取得するこ

一括配達の注文は間もなく締め切り！ 6月14日
（月）
正午です。お届けは18日頃から順次。

（有）
ぴぃぷる
電話/ファックス 078
（531）
0135

●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ます。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。

13

計
児童虐待 養護相談 保健相談 障害相談 非行相談 育成相談 その他 合

月時点での日数は

年

【一括配達のご案内とお願い】

コロナ禍の保存食品としてもご利用
ください。サバ缶やイワシ缶等手持ち
の保存食品にトマトや大葉など季節の
食材をプラスすれば、手軽にバランス
の取れる食事になりますよ。

3キロ箱入り

芝製麺

徳 島 県 つるぎ町 半田

2021
社会主義
ゼミナール
in近畿
in

ど︑子どものための先進

置している︒明石市は２
子どもたちがいるが︑日

小学校区に里親の登録を

０１９年４月︑
﹁すべての

子育てに関するあらゆ

の年休を取得すると︑同

本ではその多くの子ども

付与したものから消化し

年

たちが施設で暮らし︑里

てゆく﹂と記載されてい

子どもを地域のみんなで

に﹃新たに付与された日

た︒例えば︑

本気に応援する﹂中核機

数から消化する﹄と定め

日に入社し︑週５日働く

親と暮らす子どもは２割

ているという︒就業規則

関として﹁明石こどもセ

は見たことがない︒会社

契約をした場合︑６ヵ月

ンター﹂を開所した︒

の計算は正しいのか﹂と

を経過した同年

弱︒欧米では７割強の子

いう質問だった︒就業規

498件
2020年*

（2018年度は子育て支援課での相談受付件数）

【相談の種類】*2020年は４月〜12月
上記の定めがない場合︑

10

3,500円
3キロ箱入り 3,500円

細麺

いう計算方法
になるが︑周知されてな
い就業規則は無効であり︑
最低でも法律どおりの計

年

月に５日

化していなければ︑

仮に︑

が取得できる︒

半田手延べそうめん

阿波白糸

28

18
20
12

18

19

19

21

３月中旬にパートから

周知されていなかった

相談があった︒
﹁退職時に

就業規則には﹁本年度に

10

算になる︒

うとしたら︑会社の計算

20

11

2,400円
2キロ箱入り 2,400円

太麺 2キロ箱入り

10

11

19

10

22
10

36

11

18

12

年次有給休暇を取得しよ

と違っていた︒就業規則

19

ン
オ
ニ
ユ
地域
370
○
ち
あちこ
あれこれ

77
10

23

20
2019年４月に開所した明石こどもセンター（ＨＰより）
10

（1988年1 月18日第三種郵便物認可）

外
号

新社会
（3）

の２万４千人から一気に３万２千人に増え︑

済に﹁適応できる仕事﹂と﹁できない仕事﹂

正規雇用の格差が拡大し︑さらにデジタル経

２回目の時は問い合わせ

の間に明確な格差が生まれている︒最近︑
﹁エ

れています︒

る状態に追わ

所に申請に行き！﹂と何

があるからがんばって役

や介護保険料も軽減措置

も請求できるから︒国保

月から休まされています︒

に店から連絡があり︑４

が発出され︑妹は３月末

３回目の緊急事態宣言

学校を卒業しても未婚のまま親元に暮らし続

１９９７年にパラサイトシングル︵成人して

かさを得る︶にこだわるがゆえに未婚化︑少

増加が目立っている︒

殺者が増加している︒その中で︑若年女性の

を明らかにした︒

てきたが︑コロナ禍は﹁自己責任論﹂の限界

コロナ禍で

２０１１年まで毎年３万人を超える状況が続

た役所に行く余裕もあり
﹃新型格差社会﹄

いた︒これは︑通貨危機からリーマンショッ

コロナ禍の影

度も言ったのですが︑心

でも︑今回も店は休業補
ける人々︶という造語を広めたことで有名で

子化︑さらに︑生活を壊せないがゆえの夫婦

日で︑

響で失業者は

身ともに疲弊していた妹

ある︒そして︑本書の冒頭で﹁広がる格差か

︵夫は主に仕事︑妻は主に家事で物質的に豊

家族格差について︑平成時代は戦後型家族

２０年７月頃から︑コロナ禍によって再び自

などの自殺者対策で２万人に減ったが︑２０

地域格差についても︑大都市︑地方格差の

拡大だけでなく︑富裕層が住む地域が分かれ

教育も︑グローバル化︑情報化が進展し︑

め︑さまざまな形の家族を認めサポートする

最後に︑著者はこれらの課題を解決するた

著者は︑専門である家族社会学の観点から︑

新しい能力が求められているのに︑公教育が

ーズ化され︑本作最終章

２０１４年公開︶とシリ

﹁伝説の最期編﹂
︵ともに

代縁︵新田真剣佑︶だっ

マフィアの頭目である雪

の前に現れたのは︑上海

人たちが襲われた︒剣心

者かに攻撃され︑大切な

向かう︒

剣心は最後の戦いに立ち

けられていくのだった︒

仲間たちにも容赦なく向

始され︑縁の復讐の手は

って東京への総攻撃が開

しています︒ところが︑

平成の時代は︑さまざまな格差が広がる中

の﹁愛情格差﹂も進行した︒具体的には︑バ

１９９４年︑
﹃週刊少年

Ｆｉｎａｌ／

２０１４年にも連続公

このコロナ禍で仕事が激

始め︑地域社会の意味も失われつつある︒

ブル経済の崩壊によって﹁一億総中流﹂の社

格差是正へ５大格差を直視し提言

化させたその実態︑もはや不可逆的なものな

ジャンプ﹄誌で連載が開

Ｂｅｇｉｎｎｉ

た︒それは︑剣心の頬に

開された﹁剣心﹂シリー

減し大幅に収入減︒今は

で﹁自己責任﹂が強調され︑格差が放置され

のか？﹂
﹁格差是正に向けて︑
︿家族格差﹀
︿教

始された﹁るろうに剣心

Ｔｈｅ

ある十字傷の謎を知る彼

マンション掃除の仕事を

現実がある︒

万人を超えています︒

はなかなか行けませんで
償の手続きをしてくれな

ら目をそらし続けた平成期︒コロナ禍が可視

同じパートの人から手続

力︑コミュ力︑英語力︶を公教育でカバーす

きの方法を教えてほしい

ること︑仕事分野では現場に広がっているさ

こと︑新しい時代に必要な能力︵デジタル能

って︑子どもの教育達成に差が出来る︑小学

それをサポートできず︑親の財力や知力によ

４年生で人生が決まってしまう社会になりつ

会が崩壊し︑通貨危機︑派遣法の改正で非正
規の働き方が一般化した︒その結果︑企業の

育格差﹀
︿仕事格差﹀
︿地域格差﹀
︿消費格差﹀

業績は回復したが︑雇用には大きな﹁不可逆

は︑人斬りという過去を

ｎｇ﹂の２部作連続公開

こそが︑剣心自らが生み

他人事ではないです︒
たとえ貧弱な制度であっ

︵山田誠一︶

民は︑健康で文化的な最

第２作﹁京都大火編﹂︑

ットとなって︑その後︑

が公開され︑これも大ヒ

２０１２年︑実写映画

治を迎え︑二度と人は殺

ってきたが︑新時代・明

人公︒幕末を刀一本で戦

緋村剣心︵佐藤健︶が主

して恐れられていた男︑

つて〝人斬り抜刀斎〟と

間たちに語るのだ︒かつ

ざる﹂と自らの過去を仲

剣心は︑
﹁自分のせいでご

しようと企てているのだ︒

く新時代・明治をも破壊

剣心に対してだけではな

剣心に強い恨みをもち︑

出してしまった敵なのだ︒

主役の佐藤健はもちろん

い︒

なる︒６月４日を待ちた

ズは完結を迎えることに

談へとつながり︑シリー

月４日︶公開となる前日

間を経た本作と後日︵６

ズは︑５年以上の準備期

れとも言える剣技︵もち

人公緋村剣心の︑人間離

となっている︒佐藤は主

アクションを命綱なしの

根を走る場面など激しい

ではあるが︶に挑み︑屋

を楽しんでほしい︒

﹁るろう剣﹂アクション

足を運んでいただき︑

述べている︒

って︑負傷覚悟で演じ切

ったという︒また︑縁を

演じた新田も同様にその

身体の鍛錬を続けて佐藤

のアクションに負けては

いない︒佐藤は﹁日本が

世界︵ハリウッド︶と戦

える映画を作る﹂
﹁世界に

低限度の生活を営む権利

さないと誓う︒斬れない

て結婚していたことなど︑

だが︑俳優たちの演技も

明治剣客浪漫譚

を有する﹂
﹁国は︑すべて

刀︿逆刃刀︵さかばっと

今まで知られることがな

ても知らないと始まりま

誇れる映画を作った﹂と

休業補償申請について

の生活部面について︑社

う︶﹀へと持ち替えて

かった剣心の過去に仲間

危険と紙一重の演技によ

谷垣健治アクション監

その自信を語っている︒

は申請者数が少なく︑役

会福祉︑社会保障及び公

数々の戦いを乗り越え︑

ろんコミック上でのこと

始めてから 年となるが︑

５年以上の準備期間を経てシリーズは完結へ

分

２０年／日本／１３８

監督＝大友啓史／２０

︵シネマ翁︶

知れないが︑ぜひ劇場に

という方もおられるかも

面の連続で疲れてしまう

せたのだ︒アクション場

ックの格闘場面を再現さ

と言われてきた原作コミ

とにかく実写化は難しい

督の存在が大きいと思う︒

所の人が﹁みんなもっと

衆衛生の向上及び増進に

今は平穏な日を送ってい

素晴らしく︑力強い作品

そのストーリーは︑か

まざまな格差を埋める試みが︑必要であると

つある︒

また︑仕事格差については︑正規雇用と非

もつ主人公・緋村剣心の

となった︒

Ｔｈｅ Ｆｉｎａｌ

心の葛藤と戦いを描く和

るろうに剣心 最終章

の結果︑日本の自殺者は１９９８年には前年

的変化﹂が生じ︑
﹁格差社会﹂が出現した︒そ

と連絡があったそうです︒
飲食店は従業員のほとん
どが非正規社員です︒会
社が休業補償の申請をし
ても何ひとつ損すること
はないのにやらないので
す︒手間をかけたくない
からです︒安い時給でこ

せん︒申請しない限り制

月伸宏氏の人気コミック

週２回増やしています︒

年間︑景気回復や厚労省

そのうち非正規労働者が

さそうなので︑自分で申

本書が発行されたのは今年の４月

山田昌弘著／朝日新書／825円
︵税込み︶

ッセンシャルワーカー︵必要不可欠な仕事を

ません︒まして怒りを声

する人︶﹂と﹁リモートワーカー﹂という言葉

に出す元気もありません︒

クに至る経済危機によってリストラや会社倒

ても﹁ない﹂という返事

産などのために自分の収入で家族を養って行

で︑いよいよ生活が限界
これら五大格差を直視し︑統計やフィールド

弱い立場の人

ワークを分析しながら︑格差を認め︑それを

を聞くが︑そこにも収入の格差が生じている

たちがさらに

コロナ禍のこの１年を︑格差が広がった平成

けなくなった中年男性の絶望の数字だと著者

役所は税金など請求する
方は郵便などで何度も取

踏まえた新しい形を省察する緊急提言とした

は言う︒その後の

に︒私から妹に﹁個人で

の時代と比較し︑さらに深刻になっている現
い﹂と述べている︒

生活が困窮す

り立てるのに︒
状について︑具体的な統計資料を示して﹁新

４万６千人︒その多くを
した︒やっと締め切りギ

請すると言っています︒

し認可されました︒保険

型格差﹂について問題提起をしている︒

占めているのが女性です︒
日に申請

政権は﹁自助﹂でがんば
れと言います︒先日︑テ
レビで放映されていたの
代の女性がコ

ロナ禍を理由に解雇され︑
所持金が数百円︒彼女に
声を掛けたのはボランテ
ィアの方でした︒国では

私の妹も大手の飲食店

ありません︒

度は利用できません︒誰

き使うだけ使い︑あとは

もやってくれません︒心

が原作である︒

でパートで働いています︒

底腹が立ちますが︑これ

知らん顔という酷い話で

が今の日本の現状です︒

す︒

料等の還付金額も含めて

とそのパート給与で生活

かなりの金額が振り込ま

﹁Ｔｈｅ

てパート時間を増やして

アップ︒でも仕方がない

申請してほしい﹂と言っ

努めなければならない﹂

は驚く︒そして︑縁によ

条に﹁すべて国

と思って支払い︑苦しい

ていたそうです︒政府は

としっかり書かれてあり

たが︑ある日︑東京が何

いったい何処に？

憲法

生活を送っていました︒

もちろん︑ワイドショー

ます︒菅政権は国民にお

﹂

働いたそうです︒その結

れ︑妹はやっとホッとで

︱

果︑２０２０年度の住民
きました︒

ところが仕事は減る一方

やニュースで﹁みなさん

願いばかり︒国の義務は

１回目の緊急事態宣言

けません︒本当に困って

護保険料の金額が大幅に

で︑年度末から今年にか

まだ間に合うので申請し

の時は︑店から６割の休

︵新原三恵子︶

いる人は情報を得る︑ま

10

25

業補償があったのですが︑

大友啓史監督が製作を

けてはほとんど仕事がな

ましょう！﹂とは呼びか

一昨年は︑結構がんばっ

10

くなり大変なことに︒

︱

税︑国民健康保険料︑介

現在︑わずかな国民年金

31

周知不十分な「救済制度」

えています︒それでも菅

リギリの３月

30

女性の自死もずいぶん増

10
ですが︑
20
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