しかし︑市内の水源では

２６年︶の爆発事故で命

知山線の改修工事︵１９

れているほか︑旧国鉄福

表面には﹁越鳥南枝﹂の

労働者の名もある︒碑の

月

に大阪府知事になった橋

革だとよくわかった﹂な

るためにも使われ︑その

く︑学校をランク付けす

２０２２新春のつどい

時

年末になる

と ︑﹁ 今 年 の

○○﹂が多く

として注目されるものに

ため試験当日には成績の

﹁流行語大賞﹂がある︒

ど︑大変好評だった︒以

発表される︒

中でも世相を

講演内容の詳細はアイ

下は講演の一部の概要︒

●２０２２年１月 日︵土︶
●神戸市勤労会館・３０８号
●お話
神田香織さん︵講談師︶

女性会議ひょうごの会報

昨年はトップテンの過半

良くない生徒は休まざる

講演終了後には維新の

に掲載予定︒
︻問い合わせ

数が新型コロナウイルス

維新は︑大阪市と大阪

う︒その一方で定員削減

伸長に対する危機感︑
﹁改

先︼０９０・９８６２・

府の二重行政・無駄をな

や民間委託によって浮い

革﹂の中身と真実を広げ

２０９５︵門永︶

反映するもの

くすというが︑実際には

た財源の一部を保育所無

る必要性などについての

︵門永三枝子︶

何にも無駄ではない︒む

償化や塾費の援助︑給食

質問や意見が多く出され

た︒

しろ市と府の病院を減ら

無償化などに使って子育

ている︒

したために︑大阪はコロ

て層への宣伝効果を高め

感染に関わる言葉だった

ナの死亡者が人口比で全

の経済・福祉・教育政策

阪都構想の問題点︑維新

て以降の維新の経緯︑大

阪維新の会﹂を立ち上げ

した経済投資で﹁活性化﹂

いうことに尽きる︒こう

しカジノを誘致したいと

阪府に権限・財源を集中

基礎自治体をなくし︑大

わるのは︑大阪市という

維新が大阪都構想にこだ

支部︵関生︑関生支部︶

全日建連帯関西生コン

を許せば労働運動は成り

事弾圧が加えられたこと

動に警察権力によって刑

めた︒当たり前の労働運

行進︒若者によるラップ

た御堂筋を難波までデモ

落ち葉で黄色く染められ

集会後は︑イチョウの

う﹂と決意を述べた︒

で︑みなさんと一緒に闘

名人たちをも動かし︑つ

ら広がった声が議会や著

ちが猛反発︒ネット上か

終始したことから女性た

ＣもＪＯＣも鈍い反応に

性差別発言に対し︑ＩＯ

が今年はどうか▼親ガチ

を貫く新自由主義の考え

を図る新自由主義そのも

立たない︒共に弾圧をは

調のコールが約１時間に

いに森喜朗氏を辞任に追

かりやすく︑維新政治の

疑うような露骨な政策と

義は教育の現場では目を

まれた︒

さないと

ひどさが理解できた﹂
﹁具

なっている︒
﹁チャレンジ

会場からは﹁すごくわ

体的な事例で維新の悪い

テスト﹂という大阪独自

弾圧はねのけろ！ ・ 全国同時アクション

月

﹁弾圧はねのけろ！

年以上

然社会に登場した言葉に

交じり︑すでに

畿各府県から約７００人

大阪集会﹂が開かれ︑近

さかも変わらない︒この

うだが︑関生支部はいさ

︵小西︶

伝活動がとり組まれた︒

名古屋︑福岡で集会や宣

数が女性であること︑制

こと︑非正規労働者の多

姓が未だに認められない

日付発行の新年合併号︵８面︶となります︒

︻編集部 ︼

の参院選の課題でもある︒

道を繋ぐしかない︒来夏

道のりを思えば︑諦めず

その以前より前進させた

近な先輩たちが苦労し︑

ある︒しかし︑先人や身

し︑諦めてしまう現実が

指摘し反論する方が疲労

の日常に繰り返される︒

のような発言は︑私たち

員の比率を下げた︒森氏

の総選挙はさらに女性議

１年だった▼しかし︑秋

ー平等を意識した２０２

れ︑多くの人がジェンダ

に低いことも取り上げら

への女性の進出が圧倒的

度を決定する場︵議会︶

不当な弾圧をはね返すま

月

︻お知らせ︼今年１年のご購読ありがとうございました︒次号は２０２２年１

釈改憲であると理解を深

た労働三権を否定する解

なかで︑憲法に保障され

らから話を聞き学習する

記長︑支援の弁護士さん

や全日建連帯の小谷野書

た︒だが︑関生の当事者

う認識が私たちにもあっ

問題があったのではとい

言って︑関生側にも何か

圧が始まったとき︑正直

あいさつ︒
﹁関生への大弾

ょうごユニオン委員長が

兵庫の会﹂の岡崎進・ひ

働組合つぶしを許さない

主催者を代表して﹁労

委員会の森喜朗会長の女

入った︒２月︑五輪組織

ー平等﹂がトップテンに

も使用される﹁ジェンダ

20
の労働者・市民が集った︒

・

大阪では堀江公園で
ところをよくまとめてい

ャ︑人流︑Ｚ世代等︑突

方︑そして巧妙な世論誘

への不当な刑事弾圧を許

ねかえそう﹂と訴えた︒

わたって響きわたった︒

い込んだ▼選択的夫婦別

大阪集会に７００人結集

導の方法などが具体的に

のだ︒

日︑全国

続いて関生支部の湯川

この日︑全国同時アク

語られた︒

同時アクションが取り組

裕司新委員長が﹁関生支

ションとして札幌︑横浜︑

りひとりの選別だけでな

の一斉テストは生徒ひと
革﹄ではなく民を切る改

ただいた﹂
﹁﹃身を切る改

競争をあおる新自由主

部は新体制で運動が変わ

﹁関生支部﹂
への刑事弾圧許すな

国１位になってしまった︒

をえなくさせられるとい

（入場無料）

るのかと思う人もいるよ

年４月に﹁大

新社会党
兵庫県本部

全国同時アクション・

下徹氏が

14

Ｉ ︵ ア イ ︶ 女 性 会 議 ひ ょ う ご が 主 催 す る 恒 例 の ﹁ 平 和 の つ ど い ﹂が

賄いきれず︑宝塚の千刈

の﹁導水路﹂の建設が始

文字︒望郷の念に駆られ

分︒親水広

田尾駅下車︒廃線敷を生
瀬方面へ約
場にある︒

12
12

平和のつどい
日︑あすてっぷＫＯＢＥを会場にオンラインも併用して開催された︒今

年のテーマは﹁維新政治﹂について︒先の総選挙で大きく伸長した日本維
新の会について︑改めて﹁どういう政党なのか﹂﹁なぜ支持されるのか﹂
﹁どんな層が支持するのか﹂などを詳しく知りたい︑知らなければならな
いという切羽詰まった思いからの選択だった︒講師は大阪都構想を厳しく
批判してきた奈良女子大学の中山徹教授に依頼し︑リモートでの講演とな

開港後の神戸は︑人口

貯水池から西宮の上ヶ原

を落とした２人の朝鮮人

まることになる︒１９１

たであろうと朝鮮人労働

には︑武庫川を横断し対

講演では︑２００８年

った︒会場に 人が参加したほか︑オンラインで 人が参加した︒

が急増しインフラ整備に

キロ

４︵大正３︶年から始ま

者の心情を表している︒

岸に向かって伸びる建設

畑立会新田にある︒
︵鍋島︶
︻メモ︼ＪＲ福知山線武

12

週刊

朝鮮人労働者追悼碑

追われた︒なかでも千人

を経て神戸に至る

︵ 宝塚市切畑長尾山 ︶

が犠牲になった１８９０

った工事の大半が山中の

︶年のコレラ禍

を機に︑近代的な水道敷

ため︑トンネルでの水路

ちなみに武田尾駅近く

︵明治

設が喫緊の課題となる︒

年にお
よぶ︒難工事の連続で多

となり︑工事は

くの犠牲者を出したとさ

当時そのままの巨大な水
管橋をみることができる︒
なお︑福知山線敷設工

追悼碑には︑この工事

れる︒

で亡くなった３人の朝鮮

事殉難者の碑は︑同市切

12

11

半島出身者の名前が刻ま

1914年から始まった千刈貯水池から神戸に至る「導水路」
建設の難工事で亡くなった朝鮮人らを追悼する碑

95

中山徹さん（奈良女子大学教授・円内）がリモートによる講演
で維新政治のポイントをとりあげ徹底的に検証・批判した＝
12月11日、神戸市中央区

15

12

12

不当な刑事大弾圧をはねのけようと近畿各地から
集まった700人が御堂筋をデモ＝12月12日、大阪市

60

15

12

19

15

10

20
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コロナ禍のため２年ぶ
ていけない社会が︑世界
会はますます悪くなるだ

を増やすための選挙とも

後半は各府県から︑葛

しよう﹂と激励︒

飾区議選の当選報告︑総
選挙での野党共闘︑上関
の自然を守る会の活動な

労組の共闘運動再
構築へ熱心に議論
つの地区労﹂と﹁８つの
労働組合﹂で構成されて
いるひょうご地域労働運

改憲の動きをウォッチング

■衆院憲法審 国民民主︑ 地 攻 撃 能 力 保 有 の 検 討 は

動連絡会の活動に結実し

与党幹事懇に参加

練︑演習が少なくとも

回︑延べ１２４５日に達

したことがわかった

︽３月︾

動の﹁担い手﹂づくりの

の力﹂に依拠した労働運

が開かれ与野党の監事を

となる衆議院憲法審査会

９日︑総選挙後初めて

略﹂などの改定を来年末

おり︑﹁国家安全保障戦

定に向けて議論を始めて

では新たな戦略などの策

これを受けて︑自民党

・

が集中審議

問題で︑参院予算委員会

ＴＴによる総務省の接待

勤める﹁東北新社﹂とＮ

菅首相の長男が

て報告を受けた︒県内で

必要性と学習会の組織化

選任した︒これに先立つ

日

は三木市︑加西市︑加東

が提起された︒

与党の監事懇談会に︑維

・

神戸市内で総会を開き︑

市︑尼崎市︑丹波篠山市

や地域ユニオンなどの持

極めて重大である︒

た歴史が紹介され︑克服

自治体︑郵政︑教育︑情

で条例化されている︒

ち場で仲間を組織化しよ

与す
すべき課題として﹁大衆

ちにできることは︑地方

報通信︑ＪＲ︑地域ユニ

ン・岡崎進委員長から

うと努力している日常活

例制定の取り組みについ

党県本部労働運動委員会が総会
新社会党兵庫県本部労

議員を１人でも増やし︑

オンの各産別から党員が

﹁地域労働運動の展望と

る道へ一歩踏み込む

﹃なぜあなたは闘わない

セーフティネットを作り

参加した︒今年の総会で

課題﹂と題した報告を受

日︑

のか？﹄
﹃なぜ自分の考え

ながら︑楽しんで目の前

は﹁労働組合の共闘運動

働運動委員会は 月

を持っていないのか？﹄

の問題に取り組むこと︒

再構築﹂をテーマに意見

交流会が

ス

ゴ

庫県本部からは

シン

︵岡﨑彩︶

回全国女性党員・党友

と問われることが多かっ

必ず若い世代にも伝わっ

どが報告され︑元気を分

月５日︑東京

た︒社会的な会話や︑デ

ていく﹂と締めた︒

加した︒

け合った︒

の会場と全国をオンライ

モやストも日常だ︒だか

岡崎宏美中央本部委員

ろう﹂とし︑
﹁今︑女性た

ンでつなぎ開かれた︒兵

らこそ︑低賃金労働を許

長は﹁来年の参院選に向

標準だと思い知らされた︒

人が参

さず︑特に女性の人権が

日 自民党大会︑
﹁憲

前半は辛淑玉さんの講

官民ともにトレンドにな
けては︑党が推薦する女

法改正原案の国会発議を

けた︒総評解散後︑兵庫

産別を越えた交流を意識

動が報告されると同時に︑

な道に一歩踏み込んだこ

の中に組み込まれ︑危険

国民民主も与党の枠組み

国民民主党も参加した︒

新の会に加えて︑新たに

く︑艦艇や戦闘機へも搭

ばし︑地上配備だけでな

千キロメートル超まで伸

の巡航ミサイルの射程を

また︑防衛省は開発中

案衆院通過

・６日

︽４月︾

目指す﹂方針採択

県内では地域ユニオンの

的につくっていかなけれ

日

デジタル関連法

年

普天間基地全面

返還の日米合意から

・

・ 日 戦争法施行５年

まず︑武庫川ユニオ

結成から兵庫県パート・

交換を行った︒

ン・塚原久雄書記長より︑

年代後半までの配

載︒

縄戦戦没者の遺骨混入し

備を目指している︒

﹁戦争する国﹂づくり

た土砂を辺野古埋め立て

他方︑自民党は﹁憲法

とになる︒

改正推進本部﹂から名称

◇

への暴走は許されない︒

︵細川︶

ばならないことも併せて

を変更した﹁憲法改正実

確認された︒

ユニオンネットワークへ

現本部﹂の初会合を開き

制定運動に学ぶ公契約条

処遇で働く介護職などの賃金引上げを施すも

運動が広がり︑また﹁７

米国のリビングウエイジ

参加者からは︑各産別

演︒数年間ドイツに移住

性の名簿登載予定候補者

のである︒大企業の内部留保や富裕層の所得

沖縄県議会︑沖

２００万円以上の後期高齢者は医療費窓口負

日

担が１割から２割に引き上げられる︒財務省

憲の動き︵上︶

■２０２１年

・

万円の賃上げ×介護職員総

で対応をする︒介護職の賃上げに必要な財源

活動方針を確認した︵７

は︑年間で平均

日︶︒方針は︑﹁実現本

兵庫のサテライト会場
＝ 月５日︑神戸市

次に︑ひょうごユニオ

し︑大学講師を務めなが
るような社会がある︒日

が内定した︒自治体議員

月６日から始まった臨時国会での所信表

明演説で岸田首相は︑①新型コロナへの対応︑

に指一本触れることなく︑労働者と高齢者の

︽１月︾

・

︽５月︾

い 社 会 の 開 拓 ﹂ を 柱 と し た ﹁ 新 し い 資 本 主 義﹂
統計調査では介護職の賃金水準は

・３万円

菅首相︑年頭記

デジタル関連法

る意見書を全会一致で可

・１日

②経済回復に向けた支援︑③新しい資本主義︑

感︵改憲に触れず︶

案成立

で全産業平均の

毎日新聞の世論

税の引上げにつながる危険性が大きい︒コロ

改革﹂により国税収入のトップとなった消費

提言として歓迎したい︒

える社会保険制度の問題点を克服した適切な

ムが必要だと︒給付を増やせば必ず負担も増

岸田首相は６日︑所信

明言 首相所信表明演説

■敵基地攻撃能力の検討

けねばならない︒

改憲発議にストップをか

民と野党の共闘﹂の力で

大な決戦の場となる︒
﹁市

来夏の参議院選挙が重

立︒ 改定案には法律や医

型コロナ関連法改定案成

った４日間の審議で︑新

・３日

︽２月︾

する﹂と決意表明

つなげていくことを期待

を深め︑国民的な議論に

﹁憲法審査会の場で議論

菅首相︑施政方針演説で

閣不信任決議案提出

・

と明記

な法制上の措置を講ずる﹂

則に﹁３年をめどに必要

Ｍなどの規制について附

案参院で可決・成立︒Ｃ

・

︽６月︾

に下落した

・２万円を大きく下回って

の 実 現 ら し い ︒ こ こ で は︑
﹁成長と分配の好循

日

ナ対策の補正予算などで積み上げた１千兆円

表明演説で安全保障政策

療など多くの団体が反対

調査で菅内閣の不支持率

を超える国債残高を前に︑自民党内で財政再

について︑
﹁いわゆる敵基

通常国会開会

決

国民運動委員会﹂を設置

・４日

・

④外交・安全保障︑⑤憲法改正の５項目を重

に使用しないことを求め
ではさらに２０２４年度から介護保険サービ

部﹂の中に﹁憲法改正・

し︑
﹁全国遊説や対話集会

者会見︵改憲に触れず︶

主な改

数２１０万人で約２千３１０億円︒この賃上

間で所得などを﹁分ち合う﹂︑悪く言えば﹁奪

このような分配政策に対して︑介護などの

などの活動を精力的に進

・ 日

︱

げの財源をどこに求めるのかの議論が最大の

い合う﹂ことが分配政策と言えるのか︒

賃上げが︑利用者の負担増にならないような

めていく﹂
︵ＮＨＫ︶とし

始めた︒

工夫が必要だと提起する新聞記事を読んだ︒

ている︒

焦点になることは明らかだ︒

倒れた夫のリハビリの費用負担がきつい︒私

介護報酬など社会保険制度とは別建てで継続

点課題として取り組むとした︒演説の主眼は︑

も介護保険を利用する︒医療と介護の負担が

的に公費を投入する新たな処遇改善のシステ

日

か月の収入で１年を暮

２倍になると︑２人の負担は１ヵ月分の生活

菅首相︑年頭所

費と同じ額になる︒

建派と財政積極派が対立している︒前年度国

地攻撃能力も含め︑あら

ある勉強会で︑

いる︒
﹁暮らしネット・えん﹂代表理事の小島

介護労働者の現状はどうなのか︒厚労省の

美里さんは︑
﹁介護保険制度の始まった頃はた

﹁成長と分配の好循環﹂と﹁コロナ後の新し

義﹂とは何なのかを考えてみたい︒

環 ﹂ の 分 配 政 策 に 焦 点 を 当 て︑
﹁新しい資本主

協議する﹁公定価格評価検討委員会﹂の初会

税収入は︑消費税 兆円︑所得税 ・２兆円︑

・

児 教 育 な ど で 来 年 ２ 月 か ら 賃 金 ３ ％ ︑ 年間

万円程度の

万円程度の引上げ︑看護ではコロナ対応を条
件に︑段階的に賃金３％︑年間

来なくなってしまった︒給料が上がらない︑

くさんの人がこの業界に入りました︒でも︑

引上げで︑ふたつは︑賃上げした企業の法人

済界は政府の介入を警戒

税減税の優遇税制の強化である︒しかし︑経

している︒

政府は

月９日︑介護などの賃上げ財源を

法人税 ・２兆円である︒

日

日

国民投票法改定

野党４党︑菅内

未明の参院本会

と明言した︒歴代首相の

０人が選択的別姓﹁早期

・ 日 財務省︑
﹁赤木フ

通常国会閉会

自衛隊と米軍が

実現﹂を求め共同声明

年度に実施した共同訓

日

・

や国際法に違反する敵基

所信表明演説で初めて︒

議で土地規制法が成立

日

％

合を開いた︒
﹁負担能力のある高齢者に支え手

し︑罰則の撤回を求めた

31

先制攻撃を意味し︑憲法

法学者ら１０６

％で︑支持率は

人手も足りないから肉体的︑精神的にもきつ

になってもらう︒全世代型社会保障改革こそ

ゆる選択肢を排除せず現

・
・９兆円は今年度補正

は

い︑だから辞める︒この世界の実情です﹂と

労働運動の強化や政権交代による税制改革

実的に検討する﹂
︵東京︶

策が提起された︒ひとつは︑介護・保育・幼

語る︵朝日新聞︶︒コロナ禍でこの実情はさ

によって大企業や富裕層に偏在した内部留保

しかし︑公費負担は﹁税と社会保障の一体

介護などの賃上げにつ

が分配戦略の柱となるべき﹂などの意見が相

や所得を賃金や税金として取り戻すことが本

衆参合わせてた

いては︑来年２月〜９月

らに厳しく︑昨年度の訪問介護職の有効求人

次いだと報道されている︒同検討委員会の

らすことになる﹂と今後の不安を語った︒

までの過去最大の総額

﹁中間報告﹂
︵年末に予定︶が注目される︒

・

菊地憲之︵安心と笑顔の社会保障ネットワ

来の分配政策ではないのか︒

日
倍だ︒厚労省は高齢者がピーク

倍率は

となる２０４０年に介護職員が２８０万人必

火をともして暮す高齢者からさらに保険料や

﹁新しい資本主義﹂の分配政策とは︑爪に
高齢者の負担はどうなのか︒現役世代の保

要で︑約 万人が不足すると推定している︒

ーク代表︶

11

15

16

︵中︶

ァイル﹂の開示に応じる

24

予算からの補助金で︑

月からは介護報酬︑診療
報酬などを見直す公定価

利用者負担を取り立て︑これを財源に劣悪な

10

19

﹁新しい資本主義﹂の分配政策
では国民は幸福になれない

12

22

歳代の女性は﹁脳梗塞で

ス利用料も原則２割負担に引き上げる検討を

12

月から年収

険料を軽減するとの口実で来年

10

21

92

21

14

格評価検討委員会の結論

19

14

69

11

11
10

35

12

﹁新しい資本主義﹂の下での２つの分配政

25

12

15

20

12

21

29

18

29

59

11

35

70

11

12

をめどとしている︒

ら暮らした感想などを語
本は残念ながらそれらが

りとなった新社会党の第

76

大切にされず︑今後も社

15

った︒
﹁自分の頭で考え︑

28

意思表示をしないと生き

11

12

20
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加古川市職労︑加印教
ん︵京都精華大学専任講
ような立憲の選挙の迫力

政にだけに依拠してきた

指摘した︒

と準備の不足を感じたと

師︶が２時間近くにわた
って講演を行った︒

組︑県職東播支部ら労働

冒頭︑白井さんは先の

組合と市民でつくる﹁有
事法制に反対するネット

うな危うい政治状況が生

そして︑なぜ今日のよ

われわれにとっては残念

総選挙結果について触れ︑

回平和と憲法を考
まれてきたのかを歴史的

ワーク東播磨﹂が主催す
る第
な結果だが︑首相が菅か

月

日︑

えるつどいが

述べ︑自民党の権力維持

予想できた結果だったと

ら岸田に交代した時点で

強体制への構築を事実上

とつづく長期政権から一

倍から菅︑そして岸田へ

な政治構造から解明︒安

の﹁ポスト

人が参加した︒

にかける執念と決意の強

加古川市内で開かれ︑約

戦後の国体の終

の構造
さに比して︑菅政権の失
年体制﹂と

今回は︑
﹁現代日本政治

焉﹂と題して︑白井聡さ
して﹁２０１２年体制﹂
と定義︒
﹁戦前の国体﹂と
同じ構造が︑天皇からア

された︒２０１０年から

統領から日本へ﹂が上映

世界でいちばん貧しい大

まず︑映画﹁ムヒカ

貧困はなくならないこと

支援がなければ子どもの

れないとし︑保護者への

は子どもの貧困は考えら

実施︒大人の貧困抜きに

を指摘した︒また︑勉強

Ｋ番組﹁逆転人生﹂で紹

の実践は今年１月にＮＨ

業に先送りを求められた︒

最低︑文書による回答は

あったが十分に活動でき

月８日にあ

③ラピスネット裁判の

ていない︒

地裁判決が

間︑新型コロナウイルス

地域ユニオンもほぼ１年

うであるように︑あかし

多くの団体・組織がそ

どちらも控訴しているの

強い努力に拍手である︒

た︒２人の組合員の粘り

大変うれしいことであっ

から現在がその崩壊期︑

９０年前後︵冷戦崩壊︶

いるとしたうえで︑１９

て今も生き︑反復されて

社会へ〜﹂が

月５日︑

会〜誰もが希望を持てる

祭ｗｉｔｈ山田勝治講演

﹁いのちとくらしの映画

る実行委員会の主催で

コープ自然派などでつく

市民デモＨＹＯＧＯや

ではまず︑家庭で机のな

実態をつかむため︑学校

校では︑子どもの貧困の

徒などが多数通う西成高

者や日本ルーツでない生

践経験を伝えた︒障がい

マで︑高校での様々な実

ワする学校﹂というテー

治さんが﹁生徒をエンパ

策定した﹁行政改革方針

ついて﹂︒神戸市が昨年

所窓口業務の民間委託に

今回のテーマは﹁区役

いた︵写真︶︒

会を神戸市勤労会館で開

戸市政を考える連続学習

は７日︑４回目となる神

新社会党神戸市協議会

﹁行政改革方針２０２５﹂

の委託の背景となった

はら富夫神戸市議が今回

学習会ではまず︑あわ

委託される予定だ︒

の﹁定型的業務﹂も民間

月からは保険年金医療課

に民間委託され︑来年４

月から市民課業務がすで

声が上がっていることを

が混乱している﹂などの

人来るのか不明で︑現場

﹁直前まで派遣の人が何

次いでいるなどの問題が

ない派遣の人の退職が相

間の増加や︑業務に慣れ

を振り返ると︑いく

この１年間の活動

口業務が軽視されている﹂ 人 の 組 合 員 を 組 織 す

起こり︑職員からは﹁窓

つかの印象的な活動

件を数え︑新たに

談は︑１年間で約

の中心である労働相

と思う︒ただ︑活動

提起︒まず︑今回の委託

員の藤原悦代さんが問題

次に神戸市職労支部役

されていると指摘した︒

７５０人の職員減が予定

自治体﹂づくりの名の下︑

て一緒に考えてゆきたい

派遣の人も働く仲間とし

も︑楽しく働きながら︑

る区役所づくりのために

して︑市民の信頼に応え

のか不安だと述べた︒そ

ションが保ち続けられる

い︑多くの組合員から賛

よる大会とした︒幸

りやめ︑書面決議に

堂に会する大会を取

オン定期大会は︑一

するあかし地域ユニ

①毎年２月に開催

習が必要であり︑活動の

いことが問題だと指摘︒
その上で︑神戸市が﹁価
値のない定型的業務﹂と︑
﹁価値のある業務﹂に振

すでに委託が始まった区
役所では︑市民の待ち時

することはできていない︒

もう少し外に向かって呼

とも考えて活動を強めた

２０２２年はそんなこ

びかけたいとも思う︒

る企業に賃金引上げ︑労

金平博︵あかし地域ユ

働条件改善の要求書を提

コロナウイルス感染拡大

ニオン委員長︶

いと思う︒

を理由に︑ほとんどの企

出して交渉を求めたが︑

②春闘期には︑関係す

ない︒

したが︑ちっとも楽しく

も明確だ︒やはり学

で不足している課題

この１年間の活動

た︒

りで要求を勝ち取っ

弁護士に対した頑張

が組合に提案されたが管

り分けすることに怒りを

内容を執行委員会が共有

感じると述べた︒さらに

労使交渉の対象にならな

・

成を得られて方針は決定

けで裁判所・会社側

も入れず︑組合員だ

場にはユニオン役員

えた︒また︑審判会

ながら労働審判に備

合員が何度も相談し

ユニオンと２人の組

代理人を依頼せず︑

を上げられたと思う︒

で闘い︑大きな成果

解雇問題を労働審判

採用された組合員の

看護ステーションに

④加東市内の訪問

裁での闘いとなる

で︑２０２２年は大阪高

態宣言の下での運動

も考えたが︑緊急事

いろ工夫もし︑対策

活動が続いた︒いろ

感染拡大の影響を受けた

る﹂と判断されたことは

文書が﹁違法行為に当た

であった上司による捏造

ったが︑最も重要な争点

10

５年間︑ウルグアイの大
統領だったムヒカさんは︑

ため︑子どもの権利条約

以外で楽しい学校にする

側に立った政策を推し進

をベースに校内居場所カ

貧困層やマイノリティの

め︑自らは国民と同レベ

フェを設置するなどの改
革実践も報告された︒

ルの生活をするなど徹底
的な清貧を貫いたことか

い大統領﹂とも呼ばれた︒

山田さんの西成高校で

映画の中では︑ムヒカさ

介されている︒ ︵中村︶

ら︑
﹁世界でいちばん貧し

んの国連での環境問題を
訴えた演説やインタビュ
ー︑日本での講演など随
所で人類の幸せとは何か
を問いかけている︒
続く講演では︑大阪府

すなわち日本がアメリカ

神戸市勤労会館で開かれ

がある︒

の損失は大きかった

の庇護から収奪の対象へ

た︒今年で４回目となる

紹介し︑職員のモチべー

立西成高校校長の山田勝

と変化して︑近現代の総

について解説︒
﹁スマート

資金づくりを

2021年の活動を振り返って

と締めくくった︒
︵中村︶

15 45
理運営事項ということで

ることができた︒

決算の時期に来ていると

２０２５﹂により︑兵庫

兼ねてパンフ

５５２３

０７９７・

い生徒や食事の取れない

の廃止問題や通学路の整

﹃はばたけコ

した︒そして自覚的な行

に減っていることや維

芦屋市南宮

︻問合せ先︼要コウタと
みんなの会

町１︱ ︱３０３

ＦＡＸ

同映画祭には約２００人

メリカを頂点とする﹁戦

ン
オ
ニ
ユ
地域
383
○
ち
あちこ
あれこれ

区役所と北神区役所で

備が進んでいない現状な

ウタ！〜勝利

が参加した︒

どが取りあげられ︑
﹁市民

をめざして駆
け抜けよう﹄

の声を市政に届けて﹂な

が寄せられた︒

ど︑要さんへの期待の声

動を残そうと呼びかけた︒

克美・新社会党芦屋総支

頒価千円︶を

市打出集会所で開かれ︑

先の総選挙をたたかっ

発行︑購読を

２０２３年の芦屋市議

た安田真理さんも駆けつ

呼びかけてい

︵Ａ５判 頁︒

け︑
﹁総選挙では結果を出

る︒

から

せなかったが︑この選挙

部委員長は︑選挙ごとに

で培ったものを要勝利に

定数が削減され︑

新の台頭などにふれ︑
﹁新

議席獲得へ支持拡大の取

人には大変厳しい選挙に

り組みを強めることが誓

﹁要コウタ

つないでいきたい﹂と決

選をたたかう要コウタさ

とみんなの会﹂

なる﹂ことを強調︒
﹁要選

意を述べた︒

んを囲む会が５日︑芦屋

の主催で︑会

挙に知恵と力を集中して﹂

は︑要さんの支持拡大と

︵鍋島︶
長の前田辰一

参加者からは︑保育所

なお︑
﹁みんなの会﹂で

と訴えた︒

い合われた︒

「生徒をエンパワする学校」と題して、高校での実践
経験を伝える山田勝治・大阪府立西成高校校長＝12
月５日、神戸市勤労会館

生徒のアンケート調査を

いのちとくらしの映画祭＆講演会

さん︵前芦屋
市議︶や大野

28

10

12

）
が講演

大阪府立西成

36

20

寄せられた期待の声に応えて決意を述
べる要コウタさん＝12月５日、芦屋市
31

２時間近くにわたって、現代日本政治の構造とし
て「戦後の国体の終焉」を説き明かした白井聡さん
＝12月12日、加古川市

55

後の国体﹂へと再編され

誰もが希望を持てる社会へ
山田勝治氏
（ 高校校長
12

12

18

60

21

（1988年1 月18日第三種郵便物認可）

外
号
（3）

日に私の通って

開かれている行事で入場

が︑学祭のような外部に

ＢＳテレビの特集﹁農薬ネオニコチノイド
県畜産課と交渉︒ダントツの﹁大規模散布﹂

たちと﹁みつばち連絡会﹂を発足させ︑長崎

あ申請してみようかとＨ

ないかと思います︒です
﹃虫がいない 鳥がいない﹄

Ｐに行ったところ︑入場

︵以下ネオニコ︶﹂に驚愕し︑事実を学ぼう

久志冨士男︑
水野玲子著／高文研／1500円＋税

者の制限を行っていたた
制限を行うというのは初

とれない︒私たちは︑ネオニコまみれのイチ

そのイチゴを洗っても︑農薬は１・７％しか

吸収されると茎や葉︑花などに毒が染み渡り︑

登録され︑数十種類の商品が販売され︑農業

か国で使用され︑日本では７種類の成分が

や松枯れ防除︑シロアリ駆除などに使用され

２０１２年︑英仏チームは︑ネオニコによ

ゴを食べているのだ︒

ホームセンターでは︑ネオニコでなく︑７

ている︒

りミツバチの死亡率が数倍高いこと︑また︑

めか︑入場申請ができな

つの成分名が書かれた農薬や殺虫剤が売られ

くなってしまっていた︑

は自主規制すると約束させた︒しかし︑行政

と︑﹃虫いない

鳥がいない﹄を読んだ︒

めてのことであり︵去年

ハーバード大学で注意欠陥多動障がい児のリ

はコロナの影響で学祭そ

スクが約２倍と発表︒そのため︑ＥＵ諸国で

という状況になってしま

年以上

ている︒ネオニコをチェックしていた自分の

自然を守ってきた二ホンミツバチが全滅

不勉強を恥じている︒

著者の久志冨士男氏は︑長崎県で

は個人の散布まで規制しなかった︒農薬もダ

のものが中止でした︶︑

ントツからスタークルに切りかえていた︒

今年は開催しますよとい

当然のことですが︑大

いました︒

学のような人が常日頃か

参加の申請をしてほしい

数制限があるから早めに

前予約制であること︑人

う告知と共に︑入場が事

のミツバチの全滅やツバメの減少の関係も調

い虫駆除剤の空中散布で８００ｍ離れた巣箱

に捨て始めた︒久志氏の調査が始まる︒松く

蜂仲間のミツバチが︑死んだ幼虫を巣箱の外

が少しずつ死滅しはじめた︒さらに７月︑養

養蜂を営んできたが︑２００８年︑ミツバチ

留性等が明らかになり︑

年代に禁止され︑

薬は︑塩素ガス化学兵器から開発された︒残

０年代に使用されたＤＤＴ等の有機塩素系農

水野玲子氏の﹁農薬の歴史﹂では︑１９６

こし︑神経伝達をかく乱させる﹁神経毒﹂で

ネオニコは︑昆虫の神経細胞に興奮を引き起

性︑浸透移行性︑複合毒性︑残効性である︒

水野氏は言う︒ネオニコの特性は︑神経毒

ネオニコと殺菌剤の同時使用で毒性が千倍以

壌残留と水系汚染のザリガニ大量死裁判や︑

バイエル社のネオニコに浸したイネによる土

松枯れ剤の空中散布を続けている︒米国での

ミツバチの目で見た農薬問題

２００９年秋︑ミツバチがいなくなり︑イ

強く︑２００７年にＥＵ諸国が禁止︒しかし︑

ところが有機リン系農薬も︑毒性と残留性が

有機リン系農薬など３種類の農薬に代わった︒

が生命維持に関わるそうだ︒農薬で昆虫が死

類似しており︑神経系と神経伝達物質の働き

ある︒ところが︑人も昆虫も神経系の基本は

利潤追求や経済成長を推進するため︑虫や鳥

官僚や学者︑行政︑マスメディアが企業の

上になる﹁複合汚染﹂の話は報道されない︒

ンピューターは︑人類の

︵ローレンス・フィッシ

ー・アン＝モス︶という

ブス︶は︑トリニティ

でいる︒ある日︑カフェ

れた青いカプセルを飲ん

悩まされ︑医者に処方さ

ており︑赤いカプセルを

＝マーティンⅡ︶が立っ

ス︵ヤーヤ・アブドゥル

で触れれば︑表面に水面

に戻る︒その鏡は︑指先

る鏡を見つけて仲間の所

は鏡だ︒中に入っていけ

︵永井俊作︶

年が経ち︑さらに

﹁オルフェ﹂︵１９４９

ジャン・コクトー監督の

は数々あるが︑私には︑

鏡の中に入っていく映画

のように波紋が広がる︒

らの徹底した攻撃を受け

反抗するものは資本家か

込まされている︒そして

れば幸せになれると思い

れているが︑お金さえあ

クス﹂の世界ではないか︑

︵容︶

る︒全くＳＦ物語と思っ

／米／１４８分

ウスキー／２０２１年

監督＝ラナ・ウォシャ

と︒

ていた仮想現実が︑あれ

仮想現実の世界が登場す

︵１９９０年︶などにも

﹁トータル・リコール﹂

る︒まさしく﹁マトリッ

労働者は資本家に搾取さ

義の世の中に生きている︒

われわれは現在︑資本主

また︑こうも考える︒

ろうか︒

実との区別はできるのだ

が︑実際に仮想現実と現

ントになっているようだ

ャブが現実との区別のヒ

トリックス﹂では︑デジ

に入っていった場合︑
﹁マ

しかし︑仮想現実の世界

身近なものになってきた︒

から

本社会の恐ろしい実態を知る一冊である︒

の死滅︑農薬の﹁人体実験﹂を許している日

﹁マトリックス﹂とは︑

︵キャリー・アン＝モス︶

見せて現実の世界に戻る

年︶を連想させた︒

強い﹁浸透性﹂のため︑ネオニコが根から

い感染症対策を行い︑入

子連れの女性に出会う︒

その後︑オフィスで仕

ュバーン︶から﹁青いカ

事をしていると︑オンラ

生体から出るエネルギー

実の世界に目覚めるか﹂

ここでは仮想世界のこと︒

の選択を迫られる︒しか

場者も事前予約制にして

人間を仮想現実の世界に

インゲームに犯罪予告が

しかし︑親しみを感じな

導き︑あたかも何も変わ

し︑現実に覚醒した人間

届いたためオフィスを脱

がらもお互いが誰である

近未来︑コンピュータ

りない生活を送っている

は︑コンピューターが派

出しようとしたが︑何者

プセルを飲んでこのまま

ーが発達し︑人類に対し

ように見せかける︒しか

遣したエージェントに狙

ンにオフィスの一角にあ

仮想現実の中に生きるか︑

りません︒なので︑来年

て反乱を起こす︒人類は︑

し︑そのうちに仮想現実

今回の作品では︑トー

われることになる︒

を利用できることを発見

以降はコロナが一定程度

コンピューターのエネル

だと気づく人間が出てく

第１作では︑仲間のい

し︑人類を培養し始める︒

ら多く集まる場所でしっ

収束して今年のような厳

ギー源になっている太陽

る︒やがて大手ソフトウ

る場所に戻るには︑公衆

その第４作目︒１９９９

かりと感染症対策を行う

しい制限を課すことをし

光を遮断すべく︑地球を

るトイレに向かうようメ

電話が使われたが︑今回

年の第１作は衝撃的だっ

学生を含めて︑学祭当日

ということは大切ですし︑

なくても開催ができ︑誰

ガスで覆う︒しかし︑コ

ッセージが送られる︒ト

行わないといけないよう

に大学に来る人は事前に

学祭となると学生や教職

でも自由に出入りして楽

マス・アンダーソンは︑

イレに行くとモーフィア

な状態というのは当然な

予約をしなければならな

員だけではなく︑学外か

しめるような学祭を行え

世界的なゲームデザイナ

のかは思い出せない︒

い﹂という点でした︒

ら参加する一般人の方た

ェア会社に勤めるプログ

ーであるが︑幻覚症状に

赤いカプセルを飲んで現

ＨＰにある申請フォー

ちも多くいるので︑人数

ラマー︑トーマス・アン

そして︑培養されている

ムで受付を行い︑学祭の

るようになって欲しいと

ダーソン︵キアヌ・リー

よう迫る︒

数日前になると申請した

制限を行うというのもあ

︵梅垣︶

という女性に出会い︑彼

でティファニー︵キャリ

〝 仮想世界 〟から覚醒し新たな戦いへ

女の仲間のモーフィアス

かから彼のスマートフォ

際に登録したメールアド

思います︒

た︒

マトリックス レザレクションズ

はないのか︒

ぬということは︑人間も危ないということで

なり︑ 年代にネオニコ系農薬が世界を席巻︒

害虫が有機リン系農薬に耐性を持つように

日本やアメリカはいまだに使っている︒

チゴの花粉媒介がされなくなったイチゴ農家

合的原因だと主張し︑ネオニコを規制せず︑

ウイルスやストレス︑地球温暖化︑農薬の複

ところが︑わが国では︑ミツバチの減少は

ネオニコの禁止が広がった︒

ということなどをもっと

べた︒長崎県が稲のカメムシ駆除にネオニコ

昆虫や人間の神経をかく乱

しっかりと発信しなけれ

系の農薬﹁ダントツ﹂を推奨していた︒

化学兵器から開発された農薬

ば多くの人に伝わらなか

かし︑今年私の大学で行

ことは分かりません︒し

人が来ていたのかという

だったのか︑どれくらい

以前はどのような雰囲気

めての学祭だったので︑

今年が大学に入学して初

私は現在大学２回生で︑

てしまいます︒

ったのではないかと考え

（副題）

月

いる大学で２年ぶりに学
祭が開催されました︒
私の所属するサークル
では︑夏休みに行った輪
読会やテーマ研究の報告
を展示し︑使用した参考
文献を机に置いて自由に
読めるようにしたほか︑
サークルメンバーがテー
マを決め︑書いたレポー
トを冊子にまとめて展示
を見に来てくださった方
に配布するといったこと

今年の学祭は︑このご

76

がら好ましい状況ではあ

っていたようなかなり強

70

る程度は仕方ないのでは

されて︑当日は入場時に
検温とともに係員に提示
するというシステムだっ
たのですが︑周囲の知人
にはそのようなシステム
になっていることを知ら
なかったという人も複数
人いて︑教えた後にじゃ

30

をしていました︒

時世なので当然ではあり
ますが︑各校門で検温を
行う︑建物の入り口にア
ルコール消毒液を置くな
どの感染症対策をして行
われました︒
しかし︑これだけなら
まだしも︑違和感を覚え

90

14

たのは﹁大学に籍を置く

20

11
レスにＱＲコードが送信

コロナ禍で不自由続く大学生活

（4）
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