れる︒そして︑財務省は
﹁コスト縮減を図り︑効
率化を進めるためにも︑
学校規模の最適化を目指
す必要がある﹂としてお
り︑小規模校は︑経費が

と５小学校が廃校︶︒

校と３小学校︵１中学校

域運営部活動への移行を

バスを予定︒部活動は地

が統廃合した場合︑通学

東中学校と黒田庄中学校

﹁学校の適正規模﹂とは

れる︒

目的ではないかと考えら

を合理化することがその

ら︑統廃合して学校経費

指導や特色ある教育を行

模であるとの理由からだ︒

２クラスが学校の適正規

ある︒しかし︑この﹁適

学級︵２クラス以上︶で

統廃合になった地域の

統廃合の地域の声は

▼校区の範囲が広がり︑

１月中旬からのコロナ感

戸配布し準備を進めたが︑

で気分がすぐ

霊を見るよう

の民社党の亡

カ月︑かつて

ここ２︑３

同級生の友達と遊ぶため

染の急拡大で中止せざる

日︶︑案内も全

▼統廃合で子どもを持

を得なくなり︑今︑４月

れない︒

日〜

つ若い年齢層が学校のあ

など︑悲痛な声が

に親の送迎が必要になっ

に再開する予定で話し合

ぶ学習が困難になった︒

る地域へ移住する動きが

多く︑学校統廃合では子

た

っている︒

人の声を拾ってみた︒

多発し︑地価が低下した︒

どもや地域は守れるのか

で弱くなった︒▼総合学

バス通学になり︑体力面

になった︒▼徒歩通学が

親同士のつながりが希薄

した︒▼校区が広がり︑

住民の意見を聞く会を開

町で学校統廃合について

り︑その３人で地区内８

は３人の市議会議員がお

私が住んでいる地区に

地域で意見を聞く会

人たちと一緒に考えてい

学校統廃合問題を地域の

されている︒このたびの

積極的になることが実証

効果が高く︑学習意欲が

さなクラス﹂の方が教育

﹁小さな学校﹂や﹁小

の民社党も︑いきなり政

社党だった▼しかし︑そ

そうとしてきたのが︑民

水をかけ︑内部から冷や

けて踏み出そうとすると︑

怒りが政府・自民党に向

いうまでもなく︑国民の

の安保・三池闘争の時は

習など︑地域に根差し地

きたい︒

けだ︒石碑︵写真︶がな

が地表に露出しているだ

現在は台場と石垣の一部

で上部が撤去されたため︑

砲台は明治末期の火災

南西に４分︒山陽電車舞

︻メモ︼ＪＲ舞子駅から

設置の許可を得ている︒

練所︵塾頭＝坂本龍馬︶

将軍に直訴︑神戸海軍操

訪れた際︵１８６３年︶︑

川家茂に随行し︑舞子を

が実現する市政をめざし︑

かれた議会︑市民の願い

くため︑街頭市政報告会
は毎月開いている︒
この日はちょうど予算
議会の真っ最中であり︑

マである﹁お互いさま﹂

今の市政には自分のテー

︵東灘区・無所属︶は︑

はじめに浦上忠文議員

広がっている王子公園再

大きな疑問や反対の声が

社会党︶は︑市民の間で

林るみ子議員︵灘区・新

していることを報告︒小

予算に盛り込まれて前進

けた神戸市の取り組みが

た︒

意見交換が活発に行われ

備問題などで参加者との

その後︑王子公園再整

が続くことを指摘した︒

想され︑厳しい財政状況

公債費が増えることが予

今後︑三宮再整備などで

地方選と重要な選挙が迫

めない︒参院選︑来年の

れも責任があることは否

ること︑それにはわれわ

のソッポ向いた状況があ

思議ではないという国民

し︑なにが起こっても不

の劣化は目に余る︒しか

下されている▼政治風土

ど︑軽蔑を交えた評価が

ールになりはてたか﹂な

﹁自民党の公明牽制のボ

政権に抱かれたいのか﹂

他の野党から﹁そんなに

明示される必要がある︒

て︑賛否の理由が国民に

根本がしっかり協議され

ない▼政権のありようの

で判断すべきでものでは

ープの味の良し悪し程度

の柱である︒トリガラス

によって表現された政策

が並んでいるが︑おカネ

うのは︑ずらりとおカネ

をやった▼当初予算とい

のたび国民民主党はそれ

しなかった︒ところがこ

という恥知らずな選択は

権の当初予算に賛成する

催することに決め︵１月

ければ︑その存在すら分

予算関連を中心に報告が

の精神が必要と指摘︒つ

整備問題について発言︒

︵月・祝︶

行われた︒

づいて香川真二議員︵西

最後にあわはら富夫議員

時

はトーンダウンしていな

べてわれわれの間の討論

︵中村︶

か︒体温を計ろう︒

いか︒熱は冷えていない

分から

っているが︑かつてに比

区・神戸志民党︶は︑重

︵中央区・新社会党︶は︑

日

度障害者等支援特別事業

三宮ダイエー前で行われ

る予定︒

３月の同報告会は
について報告︒高橋ひで

来年度予算では義務的経

・４％にも達し︑

のり議員︵垂水区・無所

つなぐ神戸市会議員団

今年からは毎月開催

域の人々の出会いから学

︱

▼バス通学になり子ども

大いに疑問である︒

年
の声が聞かれなくなり︑

31

子どもを見る機会が激減

23

６回目の街頭市政報告会
つなぐ神戸市会議員団

日︑ＪＲ元町駅

︵団長・香川真二市議︶
は２月

東口で６回目となる街頭
市政報告会を持ち︑市民
約 人が参加した︒

砲や砲弾庫︑兵舎などは

かりづらい︒
た︒

60

学校統廃合でこどもや地域は
守れるのか
ように統廃合するという内容だ︒しかし︑それで

西脇市の学校統廃合問題を考える
日に第１回学校学
子どもたちや地域が守れるのかと疑問を感じ︑地

西脇市では２０２０年７月
習環境規模適正化検討会議が開催され︑２０２１
域の人たちと一緒にこの問題について考える取り

月
組みを進めている︒以下︑その報告をしたい︒

日︑第８回目の同検討会議で教育委員会

年
事務局による学校配置案が提出された︒現在︑４

また︑その他に︑小中

検討するというものだ︒

の基準が﹁適正規模﹂と

割高になって非効率だか

一貫校制度︵１年生から

学校統廃合の理由

正信

①４拠点案

９年生︶とし義務教育学

学校統廃合は全国的な

村井

＝３中学校と

校とする内容や︑小規模

西脇市議会議員

４小学校︵４

特認校制度︵同制度は︑

言われており︑その基準

う学校で︑双葉小学校に

〜

校と４小学校

適用されている︶は廃止

請﹂した公共施設等総合

維新を迎えたために実戦

今年からは︑市民に開

湾防衛計画を策定︒周辺

的な配備には至らなかっ
幕府から１万両を貸与

より多くの市民の声を聞

諸藩に対し︑台場築造や

された明石藩は︑幅４㎞

︵ 神戸市垂水区東舞子町 ︶
米艦隊を率いてペリー

大砲鋳造を命じた︒

１８５４︵安政元︶年︑

の明石海峡を通過する外

子駅から５分︒

が来航︒これを機に︑日

ロシアのディアナ号が明

ところで︑勝海舟は徳

米和親条約が締結された

石海峡に姿を見せたこと

国軍艦を挟撃するために︑
淡路島北端の松帆台場と

ｍの総石垣造の台

ともに︑舞子にも幅 ｍ︑
高さ

場を築造した︒
﹃明石名勝

基が設け

古事談﹄
︵橋本海関著︶に
よれば︑砲門

られ︑背後に５か所の石
造りの円形門があったと

1854年、明石海峡にロシアの船が姿を見
せたことにより幕府に命じられて明石藩
は舞子に砲台を築造した

週刊
中学校と８小学校があるが︑これを以下の３案の

小学校が廃

規模で行われているが︑

が学級数おおむね

統廃合案の

校︶︒②３拠
少人数での教育の良さを

子ども数の減少と１学年

︵１中学校と

内容

点案︵その
生かした︑きめ細やかな

国が補助金を出すため

１︶＝３中学

４小学校が廃

正規模﹂は教育上の適正

管理計画の影響が考えら

規模ではないのが問題だ︒

通学については︑小学

省が自治体に提出を﹁要

校は通学バスを予定し︑

するという内容︒

点案︵その

校︶︒③３拠

村井正信市議
18

しかし実際には︑総務

12

２︶＝３中学

20

費が

予算議会の真っ最中の市政報告会では予算関連を
中心に報告＝２月20日、
ＪＲ元町駅前

21

30

旧明石藩台場跡︵舞子砲台︶

30

属︶は︑脱酸素社会に向

11
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すでに昨年秋から神戸
かし︑実際には仕事につ
などベテランが外れてし

まう︒今は再任用の職員
言っているらしい︒
処理後の照合で訂正し

ていることに加えて︑パ

いるだけで︑実際に人件

けを始めた︒会場は中央

開催要項を決定︑呼びか

ブ配信も行う︒メインス

ＹｏｕＴｕｂｅでのライ

区のみなとのもり公園で︑

費削減になっているのか

く︑市民の待ち時間も長

という疑問も起きている︒

ソナに委託費を支払って

くなっている︒また︑請

低賃金労働者を増やして

市長は︑本庁とテレビ

ないといけないことが多

電話で相談者とつないで

ピーカーはジャーナリス

まっている状況だ︒

いての研修は全くされて

もともと住民票や戸籍

負なので職員は窓口に出

トの金平茂紀さん︒

いなかった︒

市の北神︑兵庫区役所で

処理などの業務は無理で
対応すると言っているが︑
ないでと言われているが︑

始まっている窓口民間委

日︑兵庫区内で開

託問題を考える交流会が

はないかと言われていた
相談者がＤＶ被害や外国

いないのに︑相談や申請
れば︑こんな体制で相談

人などの事情を抱えてい
るを得ないのも実情だ︒

市民ともめていたら出ざ

委員会は今年の﹁戦争さ

総がかり行動兵庫実行

５・３兵庫憲法集会﹂の

せない︑９条壊すな！

２月
かれ︑小林るみ子神戸市
が︑法律もよく理解して

職場の状況の報告などが
に来た市民に対応できる

● ５月３日︵火・祝︶ 時ミニコンサート

時 分開会

●みなとのもり公園︵ポートライナー
貿易センター駅から南へ徒歩５分︶
※ＹｏｕＴｕｂｅでのライブ配信も
●メインスピーカー 金平茂紀さん
︵ジャーナリスト︶
●音楽 新井 深江さん
など

空母化や︑巡航ミサイル

の導入などを盛り込み︑

事実上の攻撃能力の保有

に踏み出している︒政府

にむけて作業を進めてい

与党？

■国民民主党は︑野党？

る︒

倍元首相は︑２０１５年

かり固めよう

防衛相の実兄である安

んでもない︒

みにじるものである︒国

実際に︑必死に教えた

﹁ついにここまで来た

■﹁先制攻撃も自衛の範

パソナとの契約から戸籍

かと戦慄︵せんりつ︶せ

順調にいっている﹂と言

年︑労働組合に対し︑４
が２人辞めて︑また新し

実際にはここまで踏み込

は年末を目途に﹁国家安

い人が来て研修してもま

んでいなく︑単純な窓口

全保障戦略﹂などの改定

処理業務は外し︑市に戻

た辞めて︑の繰り返し︒

際法違反の先制攻撃を自

すという話がでてきてい

パソナから来た人も﹁時

衛の範囲だというのはと

月からリーダーが来てや

ると聞いた︒職員にとっ

とんでもない憲法

り方を教え︑事業者内で

ても︑仕事を突然取り上

ざるを得ない﹂

囲﹂

研修してオペレーターを

業務だけだという︒

の戦争法制定特別委員会

野党共闘をしっ

で﹁外国に出かけて空爆

日号・琉球新報社説︒

では︑何に戦慄したの
が加わり︑本当に苦しか

まで様子を見ることにな

取るよう指示を受け︑朝

もらった︒水分を多めに

大阪ではあまりの患者

だった︒

もって知ったこの数日間

の過酷さを文字通り身を

友だち一家も︑夫婦と子

聞かされた︒私の息子の

という事実を何人からか

や娘がコロナにかかった

ナ感染を伝えると︑息子

北総支部の仲間にコロ

巡り︑自衛隊機が他国領

﹁﹃敵基地攻撃能力﹄を

り上げている︒岸氏は

おける岸防衛相答弁を取

衆院予算委員会分科会に

際法の範囲内の検討だ﹂

岸田首相は︑
﹁憲法・国

弁と矛盾する︒

と答弁しており︑安倍答

いとしている︵ＮＨＫ︶︒

党との政策協議を進めた

ことを踏まえ︑政府・与

新年度予算案に賛成した

の必要最小限度を超える﹂ ン価格の値下げのために﹂

市民サービスが低下し

った︒パルスオキシメー

歳

国民民主党は︑
﹁ガソリ

ターで測れるのは起きて

ったが︑もし頭が割れる

未満の﹁軽症﹂の感染者

か︒社説は︑２月

いる時だけなのだが︑そ

ように痛くなった時は救

ドの中で苦しむことにな

それから１週間︑ベッ

きる場所にいるべきでは

たちこそ︑すぐに対応で

分からない︒そういう人

う医療器具を付けるのだ

眠るときシーパップとい

数字が行き交っていた︒

安な思いで過ごしたが︑

れた︒その晩は朝まで不

く︒今でさえ私のような

らないことになったと聞

には保健所から連絡をと

んなに感染者がいたこと

と後で聞いた︒身近にこ

ども３人が全員感染した

した︒もはや国際法違反

を﹃排除しない﹄と明言

空に入り爆撃する選択肢

えようとしなかった︒

と繰り返し︑正面から答

かつて国政選挙︑国会

の急増に︑とうとう
急車を呼ぶようにと言わ

るのだが︑症状は︑高熱

幸い頭痛は起こらず血圧

共産党の幹部は⁝⁝ ︒立

共闘で連携してきた立憲︑

２月３日夜︑軽いだる

が︑苦しさでそれを外す

人が︑行政や病院と繋が

に驚く︒

をこれ以上空洞化させて

と指摘し︑
﹁﹃専守防衛﹄

つかないのではないか﹂

の﹃先制攻撃﹄と区別が

反する懸念を和らげる狙

及した︒
﹁憲法や国際法に

の名称変更の可能性に言

算案への対応は︑国会で

任決議案︑それに当初予

いのか︑
﹁敵基地攻撃能力﹂ 大 臣 指 名 選 挙 と 内 閣 不 信

予算委員会で︑自信がな

行政監視を行う野党とし

日の衆院

ないのだろうか︒

れず︑自宅で苦しい思い

健センターから連絡が入

はならない﹂と警告して

首相は２月

と喉の痛みが主なものだ

も１６０ほどに下がって

り︑次の日から普通の生

憲・西村幹事長は﹁総理
いた︒苦しい時︑夜中に

をしているというのに︑

活をしてもいいことにな

日目に保

ことも多々あり︑寝てい

﹁軽症﹂の一括りで行政

に就く︒その夜中に発熱
に保健センターから電話

は夕方だったが︑その夜

歳︑無呼吸症候群

患者になるのだろうが︑

私はいわゆる﹁軽症﹂

ることにした︒結局︑３

﹁攻撃を防ぐ場合にやむ

問したのに対し︑岸氏は

して排除しないか﹂と質

た︒姑息な手を使わず︑

る能力﹂との名称を使っ

弾道ミサイル等を阻止す

公約で﹁相手国領域内で

自民党は昨年の総選挙

同︶との認識を示した︒

はしたことになる﹂︵共

という宣言を国民民主党

らない︒与党になります

を支える意思表示に他な

活動全体を信任し︑政府

間となっていた︒
﹁自宅療養﹂の過酷さ

るという安心感が気持ち

い︒
﹁維新政治﹂がこれま

それはもはや政治でな

で職場復帰は無理と考え︑

﹁相手国の領空内にわが

立憲民主党の長妻氏が

することも選択肢として

他国領域に侵入して空爆

いだが︑政府は自衛隊が

権全体の姿を示すものだ︒

局長は﹁当初予算案は政

Ｋ︶︒ 共産党の小池書記

ては譲れない線だ﹂
︵ＮＨ

﹁軽症﹂という言葉で

なか治まらず︑このまま
を少し楽にしてくれたよ

予算案への賛成は政府の

大きかった︒オミクロン

発症して４日目だったか︑

さは

防衛力強化の方針を変え

パルスオキシメーターと

株の特徴として肺炎にな

眠れぬまま夜中に測って

ていない﹂
︵東京︶︒

だろうと︑コロナ感染は

﹁宿泊療養施設のしおり﹂

る可能性は低いといわれ

みると１８０を超えてい

20

っただろうと思う︒

肝要だと思う︒
︵北総支部・渡辺修二︶

︵中︶

の強化が急がれる︒

参院選勝利へ野党共闘

国の戦闘機が入って爆弾

考えていなかった︒

が入っていた︒希望すれ

ているが︑喉で繁殖して

た︒頭はずっと張りつめ

を落とすことも選択肢と

れで３度目になる検査を

ば神戸市に５つある療養

いるウイルスが肺にまで

た感じが続いていたので︑

医者に診断書を出しても

受ける︒病院の駐車場で

施設に入れるようだった︒

達した時の恐怖はずっと

らいもう１週間病休を取

車に乗ったまま鼻に綿棒

しかし︑高齢者や基礎疾

あり︑命の危険を感じて

﹁軽症﹂に油断せずに

ならないとも思う︒

で行ってきた行政サービ

を入れられ︑しばらくそ

患があり重症化の可能性

見過ごされるこの病気の

スの縮小・撤退がこの事

のまま待った後︑陽性の

がある者は対象外となっ

夜間の電話番号にかけ︑

10

近くの個人病院で︑こ

診断を伝えられた︒咳止

いた︒それに睡眠時無呼

怖さ︑そして﹁自宅療養﹂

てきてくれた︒

倍も

めと痰をきる薬を処方さ

ていた︒その人たちがな

保健センターにつなげて

うに思う︒

度が下がっているのか測

し︑眠れぬまま朝を迎え
日間の自宅

週間近くこの病気に苛ま

を得ない必要最小限度の

正面から議論すべだ︒

ターの職員の声には本当

があった︒

の持病があるため︑大変

加えて私の場合︑妻が

態を引き起こしたという

れることになった︒日常

措置で︑基地をたたくこ

に励まされた︒何かあっ

療養を言い渡され︑昼と

苦しい思いをした︒一口

その影響かそのうち血

事実を突きつけて︑その

的に血圧の薬を飲むこと

とは自衛の範囲内に含ま

定のしようもなく︑毎夜

る︒喉に痛みがあり︑職

夜の連絡先と携帯電話の

に﹁軽症﹂といっても︑

圧が高くなり︑１５０〜

世話をしてくれ︑うつさ

まやかしの政治を暴かな

にもなった︒何はともあ

政府は︑２０１８年に

が眠れない長い苦しい時

場には休みの連絡を入れ︑

番号を教えてくれる︒北

その症状による違いはか

ないだろうかと心配しな

ければと思う︒同時に︑

れ︑
﹁軽症﹂という言葉に

改定した﹁防衛計画の大

れ︑薬剤師が車まで持っ

吸による酸素濃度の低下

65

10

ぜ入れないのか︑理由が

年齢

念のためにコロナの検査

区役所の番号だった︒次

なり幅広いと思う︒私の

１６０の値を示しだした︒

がらも︑本当に助かった︒

その道を追随しようとし

岸氏の答弁は︑憲法９

れる﹂と明言︵東京︶︒

を覚える︒

を受けると伝える︒この

の日に︑自宅のポストに

発症前は１３５ほどで︑

もし一人暮らしでこの状

ている久元神戸市政への

油断をせずに︑十分に気

綱﹂などに﹁いずも﹂の

た時には対応してもらえ

時は︑まだ疲れからの熱

封筒が投函され︑中には

場合︑高熱と喉の痛みが

最近少し高めではあった︒

倍も大きか

況だったら︑不安と苦し

追及もしていかなければ

条に真っ向から反し︑踏

療養期間の

る時にどれくらい酸素濃

対応してくれた保健セン

から切り離すことに怒り

いる︒

18
った︒しかし︑咳がなか

10

をつけて生活することが

﹁軽症﹂と言っても⁝

さを覚え︑熱を測ると

れでも境界線の

前後を

16

先行している大阪でも

養成︑ひと月前から職場
給千円でこんな業務をす

違反の岸防衛相答弁

改憲の動きをウォッチング

議からや︑以下のような

行われた︒
こんな現実なのに︑な

30

えるのだろうか︒

ぜ神戸市は﹁民間委託は

ができるのだろうかと考

13 13

を行うことは自衛のため

２月

げられて︑また突然戻す
るとは思わなかった﹂と

えてしまう︒

５・３兵庫憲法集会

日の

︱

月から実施す
といわれても戸惑ってし

こうした事情もあって︑

戦争させない、９条壊すな！

19
65

95

に入って
る︑と説明していた︒し

10

間委託について︑市は昨

北神︑兵庫区役所の民

はずがないと思われる︒

16

った︒医者にかかったの

有志で交流会を持ち報告と討論

・７℃あり︑早めに床

コロナに感染

神戸市・区役所窓口の
民間委託問題を考える
36

（2）
2022年3月9日

新 社 会 兵 庫
No. 597 号

月

息子のＡ・Ｋさんを自

移転している︒

東部のＪＲ六甲道駅南に

阪神・淡路大震災後︑南

央部に位置していたが︑

区役所は︑灘区のほぼ中

地の利活用問題だ︒旧灘

う１つは︑旧灘区役所跡

子公園再整備計画で︑も

られている︒１つは︑王

画が神戸市によって進め

在〟と言われる２つの計

灘区ではいま︑
〝市民不

まま︑着々とこの計画は

する⁝⁝︑
〝市民不在〟の

とに公募条件を作り公募

のだ︒そして︑それをも

〝意向〟を聴くというも

トを取り︑その事業者の

事業者を対象にアンケー

方法だが︑何社かの民間

いる︒聞きなれない調査

ディング型調査を行って

る方向で︑すでにサウン

民間事業者に定期借地す

﹁まず住民の声を聞くべ

﹁知らなかった﹂と答え︑

約８割の人が

いについては︑

たか﹂
という問

をご存知でし

の利活用計画

があった︒
﹁こ

００通の回答

か月間で約３

は︑わずか１

アンケート

周辺にあることから〝防

署・区民ホール・病院が

利活用が第１であり︑ど

上︑市民の福祉のための

あり市民の財産である以

区役所跡地は︑公有地で

る会﹂を立ち上げ︑旧灘

民のいのちと健康を考え

この間︑私たちは﹁灘区

どもの居場所︑そしてそ

かったのが︑高齢者や子

いう問いに︑圧倒的に多

ら良いと思いますか﹂と

﹁どんな用途に活用した

べきだ﹂と回答︒また︑

べきだ﹂﹁ある程度聞く

約９割の人が︑
﹁ぜひ聞く

がですか﹂という問いに︑

きだと考えますが︑いか

①市民への情報提供の具

くり課︶に回答を求めて︑

神戸市︵灘区役所まちづ

跡地の利活用について︑

果をもとに︑旧灘区役所

こうしたアンケート結

げられる︒

も特徴的なものとしてあ

りという観点からの意見

もあり︑灘区のまちづく

災拠点〟にという声など

人︑社会運動家が新しい

え︑東京では学者︑文化

た社民党の呼びかけに応

選比例区での共闘を掲げ

クを強化する﹂と︑参院

変えるためにネットワー

市民団体と日本の政治を

多くの政党・政治団体・

﹁基本政策が一致する

３・

００㎡のうち︑２千㎡は

う利活用するかについて

の複合施設だった︒また︑

体的な時期と方法を示し

神戸市は︑その土地を

てほしい等の要望書を提

こうした動きのなかで︑

消防署の建替え用地とし

は︑市民の声をしっかり

その他に︑区役所や図書

てほしい︑②市民の要

進められていた︒

て︑残りの１千４００㎡

聴くべきだと︑神戸市

館等の公的な機関は灘区

望・意向を反映した計画

や図書館分館を求める声

出した︵写真・右︶︒

時
︵

慮義務違反がある長時間

なか︑①在庫確認とその

との競合で不足している

び運搬用台車が他の部門

した︒事前準備をしない

要が高まり業務量は増加

ンウイークと年末には需

憩は取れない︒ゴールデ

︵※︶と診断された︒

ところ︑﹁身体化障害﹂

出て心療内科を受診した

足のしびれの自覚症状が

と設定した生産を達成す

主張は︑①時間外での作

裁判での旧手柄食品の

めには早朝出勤︵６時︶

害の報告・連絡も受けて

の証明も無い︑③精神障

と管理という仕事を抱え︑ れ ︑ そ れ が 当 た り 前 と な

整・出勤管理︑賃金計算

居残り︵残業︶が求めら

ものが無いので責任を負

いないなど︑
﹁証拠を示す

の問題にしてきた︒

時〜︑ 日は〜 時︶

コロナ禍の春も３回目です。我が身を守るためとは言え、自粛生活がこんなに長いと運動量が減ってしまい
ます。加えて寒い季節は家の中でいる時間が長くなります。お元気ですか？ 体が硬くなって、肩こりや少し
動くと息が上がるということはありませんか？ 大きく口を開いたり、逆にギュッとすぼめてみたり。ちょっ
と意識して動かすだけでも違いますよ。食事の時もよく噛むことを意識してみてください。あれ、こんなに甘
かった！ と美味しいご飯が、よりおいしく感じるはずです。

政治勢力の形成をめざし
﹁共同テーブル﹂を昨年
の秋に発足させ︑平和・
改憲反対・格差・貧困の

日︵日︶

しかし︑裁判所および
旧手柄食品に﹁死﹂の選
択しかなかったことを重
く受けとめさせる裁判で
ある︒
岩本義久︵はりまユニ
オン書記長︶

摘できないのに︑多様な
症状が長期にわたってあ
る病気のこと︒皮膚の痛
みやしびれ︑吐き気︑胃
痛などの症状が現れ︑う
つや不安障害を伴うこと
もある︒

電話/ファックス 078(531)0135

解消︑脱原発などの政策
課題で一致する広範な
人々の結集を呼びかけて
いる︒
こうした動きに呼応・
連 帯 し て ︑﹁ 共 同 テ ー ブ

日に開かれる︒

ル・近畿﹂の発足集会が
３月

日は

日︵木︶〜

ガマ 鎮 魂のトポス〜いくさ場の記 憶
時〜

●３月

16

● アートホール神戸︵元町駅東口・北へ３分︶
● 大城弘明トーク﹁ガマ︑いくさ場の記憶﹂
３月 日︵土︶ 時〜 時 分
●対談 大城弘明×富樫守﹁ウヤガン﹂
３月 日︵日︶ 時〜 時

したことにある︑その息

労働を会社は放置してい

日の製造数の指示︑②カ

漬物包装の主任だった

ップの蓋と袋︑漬物を浸

ることはできず︑そのた

30

旧灘区役所跡地の利活

を何にどう使うのかが問

︵灘区役所まちづくり課︶

の南東部に集約されてい

にするための手段を示し

反映させるためにと︑旧

や︑災害が続く昨今︑平

︵神戸市会議員・小林

27

用については︑約３千４

われている︒

との懇談を重ねてきた︒

ることから︑区役所支所

灘区役所跡地の利活用に

時は〝緑〟の多い公園で︑

大城弘明 写真展 ︽入場無料︾

また︑市民の〝意向〟を

ついてのアンケート調査

緊急時には消防署・警察

子の﹁死﹂を無駄にした

た︑ということだ︒

Ａ・Ｋさんは︑従業員

す調味液の準備︑③機械

安全配慮義務違反の労災

事故だと裁判に訴えた︒

︵パート含む︶総括責任

業準備の指示

最高裁まで争ったが︑２

時︶の
遅れると罰金になる︒就

昼休みも機械を働かすの

２００３年４月頃︑手

16

12

15

11

はしていない︑ ︵ ※ ︶ 身 体 に は 異 常 が 指

の点検︑④シフト制のパ

と定時後まで︵

②時間外労働
者で︑漬物を容器に入れ

ート従業員の割当・調

息子の﹁死﹂を無駄にしたくない
０２０年 月︑

最高裁で棄却
され時効にな
った︒

て出荷部門に渡す仕事︒

業時間内︵午前８時〜午

で︑その見張りのため休

日︑時効延長

それでも両親は２０２

後５時︶で作業をこなす

１年４月

日︶に追いやった原因は︑ 手 続 き ︵ ６ ヵ 月 ︶ を と っ

ことは困難で︑容器およ

う必要はない﹂と︑個人

て﹁損害賠償事件﹂で提

った労働実態だった︒

24

（有）
ぴぃぷる

10キロ 5,000円／５キロ 2,500円
(玄米10キロ 4,700円／５キロ 2,350円)

「共同テーブル・近畿」発足集会 12

訴した︒争点は︑安全配

10キロ 5,200円／５キロ 2,600円／３キロ 1,560円

●でかんしょ米（小多田屋米穀店）

●３月12日（土）14時
●大阪市・ＰＬＰ会館５階
（ＪＲ大阪環状線・天満から徒歩10分）
●「共同テーブル」がめざすもの：
評論家・佐高信さん（発起人代
表）のお話や報告・意見交換など

12

「共同テーブル・近畿」発足集会

27

12

24

18

26

くないと︑彼の両親は︑

るみ子︶

を独自で取り組んだ︒

10

旧手柄食品の長時間労働

殺︵２０１０年

沖縄戦77年・復帰50年

●節分の福豆
（煎り大豆）
ごはん

毎月お届けしています。

平和憲法を活かす
政治勢力とは何か
27

しっかりご飯食べてますか？

お元気ですか？

解体後の1400㎡の土地を何にどう使
うかが問われる旧灘区役所

残っていたら作ってみてください！
ご飯を炊くときに、煎り大豆を米１合当たり30〜
40g加えて炊くだけです。味付けは、酒、塩適量。上
乾のちりめんじゃこを加えても旨味になります。
水煮の大豆では味わえない甘みを感じます。簡単
に豆を食べる方法です。

●ささや米（耕しや/阪東農園）

「住民の声を聞くべきだ」

によって精神障害を発症

21

要望書を神戸市に提出
31

10

20

旧灘区役所跡地利活用問題

ユニオン
地域
387
○
ち
あちこ
あれこれ
10

（1988年1 月18日第三種郵便物認可）

外
号
（3）

本書によると︑西欧近代が人間歴史の﹁進

現実化する方向へ作用する﹂というものであ

なり果となって︑必ず全人類の完全可能性が

時どのように発揮されようと︑それらが因と

図がどうあろうと︑また反社会的な情熱が暫

介する︒彼の確信は﹁個々の人間の意識や意

ともなった政治家であるチュルゴの思想を紹

して︑フランス大革命前の絶対王制期に宰相

よさ＝善なるものの総量を計算することは難

を理解することは難しい︒多数の人間の心地

く不条理な苦痛からの解放なのか︑この主張

なぜ自由や平等や民主主義などの価値ではな

である︒なぜ豊かさや幸福度ではないのか︑

のない不条理な苦痛からの解放が本書の提案

らすということ︒自分の責任を問われる必要

要のないことから受ける苦痛を可能な限り減

２０１１年

言中﹂

緊急事態宣

お﹁原子力

を相手に﹁３１１子ども

った６人の若者が︑東電

小児甲状腺がん等を患

年かけ

だけではありません︶を

射性汚染水︵トリチウム

発から出て増え続ける放

方で進歩と見える現象が︑他方では人間に大

﹁人間の歴史に本当に進歩はあるのか︒一

した︑③治療や手術で希

全摘出した︑②肺に転移

①甲状腺がんが再発して

ました︒彼・彼女たちは︑

でに白血病死亡や循環器

再処理工場周辺では︑す

や青森県の核燃サイクル

リチウム混じりの温排水

います︒原発から出るト

て海洋投棄しようとして

いる︒素朴な人間進歩への信仰が崩れ︑進歩

だれの目にも明らかな形で次々とあらわれて

きなマイナスをもたらしている事実が︑今や

望は︑

返し読んでいるが︑実に難解である︒

京電力・福島

望職種への就職を断念し

１９７１年の発刊であるが︑冒頭の文章は古

日の東

第一原発の事

た︑④大学中退や退職を
系疾患が増えている事実
びておらず︑今もなお生きている︒

故から 年が経ちました︒
大気中に大量に放出され

余儀なくされた︑若者た
が報告されています︒

３月

２０２３年から

を相手に裁判

歩﹂が必然であるという強い信仰を生んだと

る︒そして本書によれば︑カントはもちろん

解である︒だから問題を解こうとする方向を︑

甲状腺がん裁判﹂を始め

福島は今な

世紀のヨーロッパ︑とくにその時代

いう︒人間歴史の未来にたいする楽天的な眺

カール・マルクスもチャールズ・ダーウィン

いわば１８０度転換したほうが良い︒人間社

さらに政府は︑福島原
﹃歴史の進歩とはなにか﹄

のフランス啓蒙思想家たちが初めて抱いた歴

も条件や注釈は付くが進歩を信じた人々だ︒

市井三郎著／岩波新書／902円
︵税込︶
︵Kindle版電子書籍︶

をはかるための価値観自体が混迷している今

史観であり︑人間の歴史は︑多少の紆余曲折

たセシウム１３７の量は︑

ちです︒再発におびえ︑

や現象を見て︑漠然とではあるが﹁人間社会

私は社会的活動に参加しつつ︑様々な事件

わめて新しい現象であり︑キリスト教が支配

の思想は︑人類全体の思想史から見れば︑き

してゆくものだと考えたのである︒そしてこ

はあるにしても︑ほぼ一直線に必然的に進歩

だろう︒そこで本書は︑
﹁進歩の規準

バラ

球環境の危機︑専制的国家の増加などを見る

け入れがたいのである︒今なら原発事故︑地

撃している著者にはこのような進歩史観は受

よる核競争とベトナム戦争︑南北の格差を目

の国も﹁進歩﹂とは何であったか︑深い考察

幾多の矛盾を生み︑人々は苦しんできた︒こ

証しであるような時代があったが︑その陰で

かつてこの国は︑経済成長こそが﹁進歩﹂の

︒本書冒頭の文章である︒本書は 年前︑

りも︑それぞれの時代の﹁苦﹂の量を減らす

の発展とは何か︑前進とはどういうことなの

した中世ヨーロッパは︑人間の内面・外面を

という方向へ視座を逆転すべきである︒これ

ず新電力に切り替えを

か﹂を考えるようになった︒その頃に出会っ

問わず︑その歴史に自然な進歩がありうると
は到底考えられなかったのである︒

強い疑問を投げかけ︑ある価値尺度を提案す

歩﹂を図る価値規準とはいったい何なのか︑

色の尺度への懐疑﹂の章で︑人類歴史の﹁進

そして︑人間はそこに向かっているのだろう

などはあるのか︑あるとすればそれは何か︑

が必要である︒そもそも︑
﹁進歩﹂に価値基準

１９７０年代の初め︑

ある日︑日本のカメラマ

っていたユージンの所へ

なく酒に溺れる日々を送

に駆けつける︒

日︑ボブを説得して水俣

写真を見て息をのむ︒翌

ンが置いていった水俣の

著書﹃苦海浄土﹄のなか

７年

の子どもを抱えていたが︑

松村夫妻も胎児性水俣病

る︒温かく迎えてくれた

しかし︑撮影は難航す

に経験したことがないよ

える︒しかし︑これまで

こうとしているように思

使して水俣をつぶさに描

学的な表現も最大限に駆

ころなく訴えかけた︒文

で水俣病の惨状を余すと

撮影を拒否された︒
﹁チッ

うな惨状を︑読者は文章

もたくさんの子どもが小

ェルノブイリ原発事故後

電を許すことが出来ませ

ここまで苦しめている東

私は︑未来ある若者を

さて︑我々はどのように考えたらよいのか︒

本書の前半は︑
﹁進歩史観の源泉﹂の章で︑

か︒

﹁ＬＩＦＥ﹂のフォトジ

ンと通訳のアイリーン

ソ﹂に補償を求める運動

児甲状腺がんにより甲状

が 年前の本書の提案である︒

関西電力は︑またも

たのが本書である︒私の持つ﹃歴史の進歩と

しかし︑第２次世界大戦を目撃し︑米ソに

会の﹁快﹂の総量を増やすことを志向するよ

日︑あらためて︑価値とは何かを問い直す﹂

広島原爆の１６８発分で

結婚や出産ができるか不

﹁カーボンニュートラル

は何か﹄は１９９１年版である︒以来︑繰り

︱

す︒私は福島県内スタデ

歴史の﹁進歩﹂を図る価値基準は

ィツアーに参加し︑その
安も抱いています︒

ゼロには原発が必要﹂な

フランス革命期に活動した思想家の考えを紹

る︒その提案とは︑各人が責任を問われる必

そしてご存知のように

ャーナリスト︑ユージ

︵美波︶がＣＭ撮影のた

大企業である﹁チッソ﹂

を撮るにも︑まず︑住民

故が生々しい︒水俣は終

今もアスベストや原発事

公害は昔の話ではなく︑

持ちのようだったと言う︒

とってはやはり複雑な気

たそうであるが︑両親に

でからの事後報告になっ

り︑両親へは撮影が済ん

どうしても使うことにな

ないことになっていたが︑

ＡＭＡＴＡ﹂でも使用し

からこのたびの﹁ＭＩＮ

封印していた写真だ︒だ

９８年に両親に返却し︑

︵金平博︶
介し詳述する︒中でも︑その重要な先駆者と

ＭＩＮＡＭＡＴＡ │ミナマタ│

関電旧幹部には合計３・

ン・スミス︵ジョニー・

めにやってくる︒

が熊本県水俣市の海に工

事故が起これば我が事で

︱

どのデマＣＭを再開しま

をたくさん出してい

６億円以上のワイロもあ

デップ︶は︑すでに年老

この時︑ユージンは︑

石牟礼道子氏︵１９２

りました︒こんな関電を

い︑しかも︑自分の撮り

アイリーンから︑日本の

２０１８年︶は︑

許せますか？新電力に移

たい写真しか撮らないた

︱

行することが抗議の意思

め︑長年の付き合いであ

ます︒

も

燃料棒を作る時や運転時

原発は︑ウランから核

の表れだと思います︒

行したことによる危機感

００万人もが新電力に移

した︒関電利用者の約３

関電のデマＣＭを許さ

悲劇を目の当たりにして
きました︒福島だけでな
く関東方面からの避難者
を含めると何十万人もの
人が住み慣れた故郷を追
われたと言われています︒
福島では今でもなお
﹁原子力緊急事態宣言﹂
は発令されたままなので
す︒
甲状腺がんになった子
どもたち
原発事故後に︑甲状腺
がんのために摘出手術を

万

したりその疑いのある子
どもは︑当時の児童
人のうち︑すでに２９３
人にもなりました︒１９

基が林立す
る原発銀座・若狭湾から

る編集長のボブからも

場排水を垂れ流し︑それ

す︒一緒に考え︑行動し

です︒原発

神戸まで１００㎞少し︑

﹁史上最も厄介な写真家﹂

ん︒子どもたちが健やか

監督＝アンドリュー・

と評価されていた︒金も

に生きられる社会を作る

わってはいない︒

しかし︑この写真は長

レヴィタス／２０２０

の中から思い描くことが

らく非公開となっていた

年／米／１１５分

の信頼を得なければなら

る︒魂のこもったさまは︑

写真である︒
﹁娘の入浴写

によって病に脅かされて

一方︑写真は文字通り

﹁入浴する智子と母﹂に

真が掲載され︑世間の目

︵森山容光︶

一目瞭然である︒その昔︑

表れている︒この１枚の

よいのだろう︒

﹁写真を写されると魂を

写真を文章にするなら︑

ンは逆に写真に魂を込め

認めないどころか︑やが

抜き取られる﹂と騒がれ

※筆者とひょうごユニオ

できるだろうか︒

て敵対心むき出しの荒々

ンの了解を得て︑同ユニ

ない︒そして︑
﹁チッソ﹂

﹁沖縄戦の撮影で懲り

しい妨害を受けることに

にさらされることに親と

からは︑水俣病の責任を

たから︑日本には２度と

して﹃痛み﹄を感じる﹂

いる住民を取材してほし

腺を摘出されました︒小

き︑汚染水は海に投棄

行かない﹂と言っていた

一体どのように表したら

オンニュースから転載さ

たこともあるが︑ユージ

と智子さんの両親から告

せていただきました︒

なる︒

水俣病取材の写真家の〝 闘い〟を描く

げられ︑ユージンは１９

ユージンだが︑アイリー

いと頼まれる︒

児甲状腺がんは︑一般に

田畑や庭は︑放射性物

菅野順子︶

ましょう︒

れているのです︒にもか

質で汚染されました︒政

︵加古川

ことが私たち大人の責任

かわらず︑政府・福島県

府は︑この除染土を新た

汚染土は全国にばらま

は﹁原発事故による被ば

に定めた緩い基準で全国

のにこれだけ発症させら

くとの因果関係は認めら

してばら撒く予定です︒

の農地や堤防の盛り土と

れない﹂とシラを切り続
けています︒
６人の若者が東京電力
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ではないでしょうか︒
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か出ないと言われていた
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