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N0.４９              ２０１６年１０月１８日 (火)                                             

高槻の空には 

 日照り続きの夏だったが、８月 29 日に限って土砂降りとなり、ぬかるみの中、高槻六中（1964 年、

私の初任校）と周辺の小・中学校を訪ねることとなった。この６月から高槻の全市立小・中学 59 校に

連日、日の丸を揚げていると聞き、この目で確かめない訳にはいかないと思った。雨のため揚げていな

い学校もあり、旗は屋上のポールに巻き付き無惨な姿をさらしていた。同行してもらった常時掲揚を許

さない会の人や六中の元同僚、卒業生そして卒業式での日の丸・君が代の闘いを続ける山田教諭と共に、

こんな暴挙を誰がなぜしたのかを公にし、一刻も早く降ろさないと日本全土を覆い尽くすだろう。 

日本画家、小早川秋聲の「国

の楯」が即浮かんだ。出征兵

士への寄せ書きの日の丸を顔

にかけ横たわる軍人の姿は、

高槻市内の小・中学生の姿で

ある。日の丸を描いて、これ

ほど恐ろしい作品を見た事が

ない。従軍画家として描かせ

た陸軍省が「天覧拒否」した

ものである。 

高槻の空には「人権・反差

別・共生」の旗しか似合わな

い。（吉岡治子 記） 

 

 

「国の楯」小早川秋聲 1944 年 紙本彩色 151×208 ㎝ 京都霊山護国神社蔵 
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元教ネット講座「格差と貧困の、安倍政権を撃つ」から    石塚 健 

剣守れる支配者の聖なる秘密暴き、搾取の鉄鎖断つための科学は吾らが武器ぞ 

学生社会科学研究会連合の歌 

 

６月 11日、あすてっぷ KOBE で講師に三浦俊

一さんを招いて学習講座をおこなった。頭に巻いた

タオルがトレードマークで「街頭こそいのち」と叫

ぶ釜ヶ崎日雇い労働組合のリーダー三浦さんは一

見過激派の代表のようにみえるが、実は優れた経済

理論家でもある。世の貧困と闘うためには経済学者

は常に「ＣＯＯＬ ＨＥＡＤ ＢＵＴ ＷＡＲＭ  

ＨＥＡＲＴ」で臨まねばなければならぬという先人

の言葉を身をもって実行しているのが三浦さんだ。 

９月 27日、臨時国会冒頭の安倍首相の所信表明演

説は「世界一への執念」からはじまった。「『この

道を、力強く、前へ』これが、選挙で示された国

民の意思であります。」アベノミクスの加速を進め

て「一億総活躍、地方創生、農政新時代、そして

地球儀を俯瞰する外交、安倍内閣は未来への挑戦

を続けます。世界の真ん中で輝く、日本の未来を、

皆さん、ともに切り拓いていこうではありません

か。」さらに「海保、警察、自衛隊に敬意を」と呼

びかけこれに自民党議員らが呼応して一斉に立ち

上がって手をたたきつづけ、安倍首相も壇上で拍

手をした。お茶坊主たちに取り囲まれて、自画自

賛、自分の言葉に酔う安倍首相の姿にいつか見た

チャップリンの映画『独裁者』の一場面、地球儀

のバルーンをもてあそぶ独裁者の姿が重なったの

は私だけだろうか。朝日新聞の夕刊、素粒子も書

く、「☆世界一、世界一。未来、未来。われらが首

相はおとぎ話をつむぐ。☆今日のご飯に事欠く子

どもに聞かせられようか。」                         

任期延長もさもありなん。首相の演説に立ち上が

って拍手する自民党議員たち。夢見心地の忠誠競

争は某国並み・・・。 

三浦さんの講義はマルクス経済学の原則的立場

（賃労働と資本）から今日の事態の根源がどこにあ

るのかを明らかにする。三浦さん曰く、アベノミク

 

三浦さんの講座に聞き入る会場          

スの理論の源流はどこにあるのか。さかのぼればフ

リードマンを祖とするシカゴ学派の新自由主義・市

場原理主義の経済学がチリのピノチト政権の実験

を経て、アメリカのレーガン政権、イギリスのサッ

チャー政権、日本の小泉政権に採用されて全世界に

ひろがった。日本では、1994年、今日に至る市場原

理主義、格差社会を極限にまで深刻化させた「終わ

りの始まり」の会議が開かれた。財界のトップ 14

名のいわゆる舞浜会議である。この会議の論争点は、

日本型経営・終身雇用・年功序列型賃金・企業内組

合の「会社運命共同体」の維持か、株主重視・成果

主義・雇用の流動化の「米国型経営」への転換か、

を巡るものだった。簡潔に言えば「企業は誰のもの

か」を巡る論争だった。この論争に勝利したのがオ

リックスの宮内、ウシオ電機の牛尾らだった。1995

年牛尾は経済同友会代表幹事に就任、2001年経済財

政諮問会議の民間代表になりそのもとに集まって

いるのが竹中平蔵、トヨタの奥田らである。この会

議こそアベノミクスの原点といってよい。さらに注

意すべきは政府が予算編成権を大蔵官僚から官邸

主導に移行させたことだ。2012年日本銀行総裁人事

で白川をとばし黒田を後任に据えた事だ。中央銀行
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の独立性は民主主義国家の指標の一つといわれて

いるがその独立性が奪われてしまった。 

続けて三浦さんは、豊富な資料（普通の新聞の経

済面に載っている記事）を使って新自由主義のもと、

労働者の雇用形態がどのようにかわったのか、また

労災申請が近年どれほど増加していっているかを

明らかにする。厚労省の資料によれば「脳・心臓疾

患を原因とする過労死の件数は 1999年の 493件か

ら 2012年には 842件に、精神障害などを原因とす

る過労自殺の件数は 155件から 1257件へと増えて

いる。」一方で冨の集中がどれほど進んでいるかを

これも資料を使って明らかにする。経団連の資料に

よれば「我が国全体の内部留保（利益剰余金）は過

去 10年間の推移を見ると、204兆円から 354兆円に

増加。」とある。富の集中と集積の源泉は労働者が

生み出す剰余価値・搾取された剰余労働時間の総和

である。労働者の貧困と富の集中は極大にまで進み

つつある。雇用の関係は様々に変わろうとも労働者

は資本主義のしくみの下では「賃金奴隷」である。 

アベノミクスの旧３本の矢は①大胆な金融政策、

②機動的な財政政策、③民間投資を喚起する成長戦

略でした。市場原理主義の基本の考え方は、設備投

資→雇用の拡大→個人消費の増加→景気の持続的

好循環です。中央銀行を支配下に置いた安倍政権は

お金をじゃぶじゃぶ市場にだすことでこれらの政

策を一定程度実現しました。このことが安倍政権の

支持率が高止まりしている理由です。 

アベノミクスの新たな３本の矢は①希望を生み

出す強い経済ＧＤＰ600兆円、②夢を紡ぐ子育て支

援 出生率１．８ ③安心につながる社会保障介護

離職ゼロです。しかし安倍政権の本音はこの経済成

長を土台とした「新しい日本」（戦争のできる国）

の建設にある。2015年安倍首相は米国議会で次のよ

うに演説しています。「アベノミクスと私の外交安

全保障施策は表裏一体、デフレから脱却してＧＤＰ

を増やせば、もちろん社会保障の基盤を強化できま

すが防衛費もしっかりと増やすことが出来ます。つ

まり強い経済はしっかりとした安全保障施策の立

て直しに不可欠であるとこう考えています。」 

社会保障費も防衛費も両方とも増やしますよと

いうが実際はどうだろうか。消費税２％を先送りし

たなか社会保障費の削減が進められている。医療部

門だけをみても、外来受診時定額負担の導入、75歳

以上の窓口負担を２割へ引き上げ、高額療養費制度

の 70歳以上の負担上限の引き上げ、すべての病床

で入院時の居住費を負担、・・・などを進めている。

安倍政権は憲法９条に基づき武器輸出を全面的に

禁じてきた「武器輸出三原則」撤廃し、武器や関連

技術の輸出を包括的に解禁する「防衛装備移転三原

則」を閣議決定した。そのうえで安倍政権は発足以

来外遊を繰り返し、その外遊に同行しているのはい

わゆる軍需企業 11社（三菱重工、川崎重工、東芝、

富士通、ＩＨＩなど）である。その結果防衛費は 2013

年から連続して、2015年度は４兆 9800億円、16年

度は５兆円を突破している。ＧＤＰを構成する科目

から目立ったものをひろってみると、思いやり予

算・防衛装備費（オスプレイ購入費等）、福島原発

関係、辺野古基地建設関係、・・・など。 

アベノミクスはすでに破綻している。設備投資に

も資金は回っていない。個人消費も伸びていない。

どのような低金利政策（ゼロ金利）をとっても今後

も伸びないであろう。年収 200万円以下の就労者が

1029万人の国で消費が伸びる道理がない。安倍首相

は「有効求人倍率が１．23となって雇用は確実に確

保されている」という。しかし雇用構造は非正規労

働者が半分です。離職率も高いままです。職場の実

態は改善されているのでしょうか。ブラック企業は

減っているのでしょうか。断じて否です。 

三浦さんの講座から学んだことは二つ。 

その一つは、安倍首相の個人的意思（戦犯祖父の仇

がとりたい。天皇を元首にしたい。・・・）がどう

であれ、究極的には「総資本の意志」に動かされて

いることをあらためて確認できたこと。その二つは、

今なお科学としてのマルクス経済学が我々の武器

として有効であることでした。 
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「国会は改憲発議をするな！」「いのちとくらしが大事！」 
   こわすな憲法！いのちと暮らし！市民デモ HYOGO 
       略称「市民デモ HYOGO」が発足、毎月「19日行動」 

    

安保関連法（戦争法）強行から１年

の９月 19 日、「戦争法強行採決１年を

考える兵庫集会」（神戸・私学会館）が

開かれ、220人余が参加した。 

講演は岡野八代さん（同志社大学教

授）と真喜志好一さん（那覇市在住、

建築家・市民運動家）にお願いした。

神戸大学平和フォーラム、ママの会か

らのアピール。その後、これまで「ア

ベ政治を許さない市民デモ KOBE」とし

てやってきた１年間、参議院選挙の内  「自衛隊を南スーダンから戻せ！改憲反対！」のデモ（９月 19 日、神戸）  

容と結果、改憲勢力が３分の２という状況を踏まえ、これからの市民ネットワークについて提案がさ

れた。南スーダンからの自衛隊撤退を求める決議、沖縄現地派遣基金の訴えと盛りだくさんの内容だ

ったが参加者がしっかり受けとめ、行動に立とうという気持ちが感じられる集会となった。 

岡野さんは「自民党改憲草案は全編問題ありであるが、核心は『明治憲法にも劣る慶安のお触書』（樋

口陽一東大名誉教授）であり、絶対王政時代の思想である」と指摘。「人類が困難のなか不屈のたたか

いによって勝ちとってきた人権、個人としての尊厳を守ることと、憲法９条の戦争放棄、平和的生存

権はつながっている。いま、安倍政治とたたかうなかに民主主義を実現していく道がある。私の専門

は西洋政治思想史というものですが、日本軍慰安婦問題にもかかわってきた。そのことからも憲法 24

条と 9 条のつながりを考える。自民党の議員がどれだけ家族を大切にしてきたのか知りませんが…改

憲草案 24条に『家族は社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は互いに助けあわなけ

ればならない』と加えられた。前文には、経済活動を通じて国に貢献せよとまでいっている。国家は

国民のためにではなく、国民が国家に尽くせということ。24 条の改定の背景に、それらが貫かれてい

る」と、権力を縛る憲法から国民を縛る憲法への転換、平和的生存権への介入の例をあげた。 

真喜志好一さんは、「日本政府は事ある毎に『普天間の危険性を除去するために辺野古が唯一の解決

策』と言ってきたがまったくの欺瞞。沖縄は、もう騙されない」と。１か所にとどまらず米本土、グ

ァム、沖縄とローテーション移動する米海兵隊、そういう抑止力論のウソを指摘し、辺野古、高江の

日々のたたかいを映像で紹介。「少女暴行事件に対する抗議が広がるなか、96 年に SACO（沖縄に関す

る特別行動委員会）合意がおこなわれた。それは普天間、北部訓練場などの返還、縮小と言いながら、

じつは基地の縮小ではなく古くなった基地を整理し新たな最新の基地をつくるというもの。普天間は

トラックを使って弾薬を運ばなければならない。辺野古は 3000メートル滑走路２本と大型強襲揚陸艦

が着岸できる岸壁、弾薬搭載エリアを合わせ持つ。高江も北部の不要になった訓練場を一部返還し、

新たにオスプレイ・パッドをつくる。縮小ではない」と明らかにした。 
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「アベ政治を許さない市民デモ KOBE」として約 40 団体のネットワークとして１年余、毎月のデモ、

５か月にわたる 2000万署名などをおこなってきた。しかし、残念ながら参議院選挙の結果、国会で戦

争法を廃止させる可能性は低くなり、改憲発議の３分の２を与えてしまった。そういう、強行採決か

らの１年。集会では、新たに「国会は改憲発議をするな。国民投票をさせない。格差と貧困の拡大に

『いのちとくらし』を、という運動を発展させよう」という提案がおこなわれた。  

新しい名称は、「守ろう！憲法・いのち・暮らし！市民デモ HYOGO」「あかんで改憲！いのちと暮らし！

市民デモ HYOGO」、「こわすな憲法！いのちと暮らし！市民デモ HYOGO」の３案から、参加者の投票で決

めようということになった。投票の結果は、投票総数 214票、うち 113票を獲得した「こわすな憲法！

いのちと暮らし！市民デモ HYOGO」となった。 

 これまで集会時のカンパに頼っていた財政を、賛同する団体、個人による年間１口 1000円で運営す

ることとした。集会の後、少雨のなかを私学会館前から三宮まで約 30分、生田新道コースを 160人余

りでデモ行進した。（竹田 雅博） 

 

 

自衛隊員を戦地に送るな！ 
                               梶原 義行 

 
いきなりパソコンのツイターに志葉玲（フリージャーナリストでイラク戦争の検証をしている）さ

んから届いた。以下のようなことだ。 

安部首相が所信表明演説とき、自衛隊員を

讃えて、議員にスタンディングオべーション

を要求したことについて「安保法制によって、

今年の 11月から南スーダンに派遣されてい

る自衛隊のＰＫＯ部隊が、駆けつけ警護、つ

まり他国の部隊の掩護のために戦闘を行える

ようになりますが、南スーダンでは大統領派

と副大統領派が戦闘を行っている内戦状態。

誰がどう見ても、ＰＫＯ派遣の５原則に反し、

自衛隊を送れる状態ではないのに、安倍首相    自衛隊装甲車に乗る安倍首相のパフォーマンス     

はそれを認めようとしない。所信表明演説では、自衛隊員を利用するくせに、許せません。もし自衛

隊員が犠牲になったら、一体誰が責任を取るのでしょうか？」（富山さん）。                                 

こうも言っている。「カッコ良くみせないと、鼓舞できないのでしょうけども、安保法制によって、

自衛隊員やその家族が直面している悲しい、つらい部分には触れないで政治利用する。ふざけるな、

と思います」。  

富山さんは、自衛隊員の息子さんが戦地に行かされて現地の人と殺し殺される関係になることに大

変な不安と恐怖を持ち、戦争法案廃案に向かって駅前に立って訴えてきた。その後、安全保障法制＝

戦争法が通されてからも訴える仲間が少なくなった中でも訴え続けているという。 

私は、このことを思う時、小学校の物語教材で、「一つの花」という作品を思い出す。 

出征に行く父が汽車の駅で幼い娘と分かれるとき、娘は、おにぎりちょうだいと言って、せがむ。 

 おにぎりがなくなり、それでもちょうだいという娘に父親は近くに咲いていたコスモス一輪を摘ん

でわたすという場面がある。 
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自衛隊がイラクに派遣されるとき第６次派兵で伊丹自衛隊第三師団から大勢派遣されたことがあっ

た。この時、黄色いリボンを万国旗のようにつけて自衛隊員の無事帰還を願ったのが思い出される。

確かに、送り出す家族は涙しているのを見かけた。 

さて、自衛隊は南スーダンへ行くどんな値打ちがあるというのか、南スーダンは内戦状態である。

そこへ、ＰＫＯ参加であったとしても武器使用ができるようになり他の派遣部隊の支援で駆けつける

ことができる戦争法にもとづいて行くとなると、たちまちにして現地の人と銃火を交えることになる。

これは自国においてやっているのではない他国において行っているのだ。 

内戦状態のところに自衛隊は関与すべきでない、内戦状態のところに他国が関与して ろくなこと

にならない。アフガニスタンやシリアがそうだ。最後は空爆をして治めようとする最悪の手段を取る

ことになる。あまりにも犠牲が多いし悲惨な状態が残されるだけだ。生活や文化が破壊され多くの命

が奪われることになる。 

南スーダンは落ち着いてると また安倍の嘘の始まりだ。南スーダン内戦状態、騙して自衛隊員戦

地に送るな 

 

「奨学金」という名の金融業、貧困ビジネス 

   ～大内裕和さんの話を聞いて～          石田 勝啓 

 

  

『奨学金、ブラックバイト、経済的徴兵

制』をテーマとする、大内裕和（中京大学

教授）さんの話を聞いた。小さなサークル

で藤田孝典著『貧困世代～社会に閉じ込め

られた若者たち～』について勉強をしてお

り、その分野についてきちんと対象化した

いと思い、参加した。 

 大内さんは、「ブラックバイト」や奨学

金問題（運動）の草分け的存在だ。2010年、

愛媛大学で奨学金問題を授業ではじめたと

き、これまで寝ていた学生が１人も寝るこ

となく熱心に講義を受けたことに衝撃受け

たという。奨学金の運営主体の「育英会」

と「日本学生支援機構」（1984年に有利子

化された）は根本的に違う。奨学金につい

ての認識は育英会世代といまの若者には、

信じがたいまでの世代間ギャップあるとい

う。団塊の世代の聴衆には、そう注意を喚

起した。 
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有利子・延滞金で、 返せない元本 

いまや学生の 54％が奨学金を利用し、最大

2000万円の借金に苦しむ学生がおり、返済滞納

者は 33万人、３か月以上の滞納額 2660億円、

ブラックリスト登録者は１万人。卒業しても低

賃金、非正規職で返済できない人が急増。返済

が滞れば年 10％の延滞金がつき、しかも延滞金

優先だから元本は減らない。半永久的に借金地

獄から抜け出せず 60歳をこえ、借りた借金の５

倍も返済している実態もある。 

世界水準では「給付」（スカラシップ）が一

般標準なのに、日本の奨学金は「貸与」（ロー

ン）だ。それは学生を対象とした、銀行と債権

回収専門機構の”金融事業、貧困ビジネス”と

いっていい。結婚や子育て問題にも直面する。

なぜなら 54％が「借りている」、双方とも返済

を抱える場合もあるが、どちらかが借金を持っ

ている確立は２分の１。２人に１人は奨学金返

済者の組み合わせとなる。それで子育てができ

ますか。実際に「お前は借金と結婚するのか」

と親に結婚を反対されたケースがある。授業で

この話をすると、椅子から学生が崩れ落ちたと

いう。こんなことを放置して、少子化問題の解

決などない。これほどの社会的大問題があるの

か。いまや国政選挙の大争点ではないか、と大

内さんは声を大にした。 

 

国立大学授業料 3．6万円（70年）から、 

53．58万円（現在）に 

1970年に 86000円（授業料 36000円＋入学金

50000）だった国立大学の初年度納付金は、現在

は 817800円（同 535800円＋同 282000円）とな

っている（私立大学は平均約 131万円）。近年、

世帯収入は平均 100万円も落ち込んだ。家計か

らの仕送りは平均 40万円低下し、その結果、学

生の１日の生活費は 2460円（1990年）から 850

円（2015年）に！ そこからは、奨学金が奨学

金の役割果たさずに、さらにブラックバイト漬

けになる条件が整う。家庭教師（塾）・コンビ

ニ・居酒屋・アパレルでバイトリーダー、バイ

トマネージャー、パート店長の責任負わされ、

やめたら 50万円の損害賠償訴訟されたケース

もある。やめるにやめられない。自爆営業させ

られ、病気になり、学業をやめざるを得ない（大

内さんは精神的病気には触れなかったが、藤田

さんは「日本の若者の罹る病気の第１位は精神

科、若者の死因の第１位も自殺である」と、日

本の特異性を指摘している）。 

学生支援機構運営評議会委員（経済同友

会・前副代表幹事）の前原金一は、「返済滞納

者は、防衛省にインターンシップをやってもら

いたい。防衛省は考えると言っている」としゃ

あしゃあと発言。それは、アメリカのような経

済的徴兵制につながっていく。 

質疑応答で大内さんは「この問題の解決の

道を示せば、学生たちは必ず獲得できる」と答

えた。しかし、学生の運動への立ち上がりの機

運はどうかという質問に、「この若者たちの恐

るべき貧困は、簡単に運動に立ち上がれる状況

ではない。若者たちの立場に立って寄り添い、

理解・協力・手を差し伸べることができるか」

と、運動側の左翼の安易なあり方に釘をさすと

ともに、「本当にこの問題に真剣にとり組んで

ほしい」と訴えた。大内さんは憲法 25条と９条

とは結び合っていると、その構造にも言及した。 

貴重な２時間だった。大内さんたちのとり組

みが地方自治体を動かし、安倍政権でさえ触れ

ざるを得ない事態にたちいたっている。地域の

ユニオンにとっても、死活的テーマであること

を再認識させられた。 

（関西合同労働組合・委員長） 
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元教職員ひょうごネット講座 2016年③ 
◇「相模原事件」を考える～「障害者は世間の嫌われもの？」～  
 お話 山田たけしさん（えんぴつの家・事務局長） 

と き 11月 26日（土）14：00～（開場 13：30） 
ところ あすてっぷ KOBE セミナー室５ 資料代 500円 

   （JR 神戸または高速神戸から湊川神社左側を山手へ約 8 分の左側） 

 
「相模原障害者殺傷事件」に突きつけられること 
 ～「再発防止」は「命と人権を大切にする」教育をこそ！～  岩野 政樹 

 

ナチスになるような人間がいたという恥辱。それを妨げる可能性も力も持ち合わせていなかったと

いう恥辱。そして妥協に屈したという恥辱。プリーモ・レーヴィ(1919/7/13～1987/4/11 囚人番号174517) 

 

「事件」直後から、何かしなければ、発信し

なくてはと文を書き始めた。それはざわつく私

自身を落ち着かせるためでもあった。本を引っ

張り出したりインターネットで調べたりしてい

たが、インターネットからはこの事件の否定的

な意見だけでなく、肯定的な意見もあり改めて

「今」を教えられた。 この事件によって私に

突きつけられたことの重さに応えるだけの自分

でないことを今更ながら知った。しかし、先ず

は私自身のことを書くことからだと思い何度も

書き直したが書ききれない。そして書くことよ

り何かしなければならないと、車椅子利用の

方々と一緒に街頭に２回立った。また、「…一

緒につらい気持ちを正直に話せる関係をそここ

こで小さい単位でいいので話せていくことで

『心の毒』を解毒できる」(森田展彰さん;筑波

大・精神科医)ように、会う人毎にこの事件につ

いて話し合ったり、また、身近な人と小さな集

いも何度かしてきた。（※ 12月4日(日)14時～

尼崎身体障害者福祉会館で「相模原障害者殺傷

事件を考える集会」を予定している） 

「事件」に関する記事を『週刊金曜日』『世

界』『創10月号・特集；相模原事件の衝撃』『サ

ンデー毎日』等々買い漁り、読んできた。改め

て「非才・無才はせめて実直な精神だけ養って

もらえればよい」(三浦朱門)や「いずれは就学

時に遺伝検査を行い、それぞれの子供の遺伝状

報に見合った教育をしていく形になっていきま

すよ」(江崎玲於奈)の言を公表した斉藤貴男さ

んの『機会不平等』(文藝春秋刊2000)や、野田

正彰さんの『犯罪と精神医療～クライシス・コ

ールに応えたか～』(岩波現代文庫2002；1982

年毎日新聞社より刊行した『クライシス・コー

ル～精神病者の事件は突発するか』を改題した

新編集版)を読み直した。また、山田真さんが『ひ

と』(1991/11太郎次郎社刊227号)に「日常のな

かの優生思想～障害児でも生むべきだと言える

ように～わがうちなる優生思想をこえるために」

と書かれたものを小学校教員時代の「学級通信」

から見つけ読み返した。「事件」はまさに「わ

がうちなる優生思想」を直視しえていない私に

向けられたものでもある。最近の報道では「新

型出生前診断：異常判明の96％中絶」(毎日新聞

2016/4/25)と伝えている。これらの「警鐘」を

私たちは捉えていなかった。ここまでになって

も今だにこの「警鐘」を共有しえていない「私

たち」がいる。 

『現代思想10月号・緊急特集；相模原障害者

殺傷事件』(青土社)が発売された。森達也さん

に始まり幅広い筆者の「切り口」は私の浅い考

えを深めてくれた。例えば「相模湖町は『神奈

川県の北海道』と言われる過疎圏域で…」など

津久井やまゆり園が出来た歴史、背景からも「事

件」に迫っている。 
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今こそ落ち着いて考え、対話しつつ冷静に行

動しなければと今までの自分を反省しつつ「な

かま」と取り組んでいる。「なかま」がいるこ

とを「美談」でなく実感する。 

 

愚民政策と棄民政策が一体となった究極の

『スペクタクルの政治』(鵜飼哲『反東京オリンピ

ック』) 

「事件」の７月26日から丁度二ヶ月後の９月2

6日、第192回国会(臨時)が開催された。その日

にもかかわらず国会では「相模原」の一言もな

かった。安倍首相の所信表明は「起立・拍手」

のおぞましい人工色に着色され、論議など程遠

く、泣き真似の下手な演技まで見せられ、国会

が笑えないバラエティー番組を見せ付けられた。

嘗てアベが戦車に乗って迷彩服で手を振ってい

る写真（５ｐ）を見た時「マッド・アマノの合

成写真」だと思った。次に背番号96の野球のユ

ニフォームで、そして「731」の機体番号の戦闘

機に乗り、マッド・アマノの合成写真の「虚」

を「実」が越えた。悪い「冗談」ではなく、ア

ベは「本気」で出来た。そしてマリオだ！テレ

ビドラマやアニメ、ゲームの仮想世界の方が「現

実」になっている。この見たくもないバラエテ

ィー番組に観客としていつまで参加させられる

のか。 

所信表明を読んだ。「安全」の言葉があるの

は「５、地方創生の＜観光立国＞」の箇所だけ

だ。「世界一安全な国創りも欠かせません。多

くの若者たちの将来を奪った軽井沢スキーバス

事故の教訓を踏まえ、貸切バス事業の監査機能

を抜本的に強化し、許可更新制を導入します」

と本年１月15日に起こった15人死亡、26人重軽

傷の事故を取り上げていた。所信表明などに何

も期待したわけではないし、この事件がなけれ

ば読む気も起こらない彼の言葉(官僚の作文)だ。

「観光」のための「世界一安全な国創り」なの

である。「命」の為ではないのだ。だから原発

事故は収束できなくても、自殺者は減少傾向に

あるというものの20代から30代の若者の死因の

一位であっても、「過労死96人、過労自殺93人」

であっても「一億総活躍」などほざくのだ。そ

して「世界一安全な国創り」の中で、この「障

害者殺傷事件」だ。「世界一」の言葉ばかり横

行しているが現状はこれだ。「今」を直視させ

ず、2020年にうかれさせている。『図書新聞』(2

016/9/24)が一面に４㎝角の赤い大文字で「東京

オリンピックなんかやめてしまえ」とあり、『反

東京オリンピック宣言』(航思社)の「書評」を

杉村昌昭さんが「この官民一体となった税金の

詐取は“オレオリ[ンピック]詐欺！”として追

及されなくてはならない」と端的に表している。

『週刊金曜日』(2016/9/9)も同書への書評で竹

田砂鉄さんは「リオ五輪の余韻が好都合に利用

される裏で起きている暴力」と題し「哲学者の

鵜飼哲は、その『国策』を『愚民政策と棄民政

策が一体となった究極の『スペクタクルの政治』

と因数分解する』」と。 

 

あのUの笑顔は… 

26才のUが笑顔で護送される姿は「安倍晋三様」

に手紙が届いたと思っているように見えた。そ

の相手からの咎めすらないことをUは「支持」さ

れているとでも思っているのではないか…。衆

議院議長宛ての手紙は報道によると「２月15日

午後０時半受け取る。事務局が警察に提供。向

大野事務総長は『今回の事件は大変遺憾である

が、衆議院としては、こうした書簡は軽軽に扱

わず、しっかり対応している。今回も大島議長

に指示をあおいで警察に連絡しており、適切な

対応だったと考えている』と述べ…」(7/26NHK)

とあった。「手紙」を受け取ってからどのよう

な過程を経たのか。措置入院となった肝腎の「入

り口」に関する事実は知らされていない。不明

のまま２ヶ月以上経っている。あの「手紙」通

りに「実行」されたのに名指しの衆議院議長も

安倍晋三首相からも発言はない。政府は勿論、

マスコミも「精神障害」「措置入院」の問題に

意図的にすり替えている。 

文部科学省は「いじめ問題」を念願の「道徳

の教科化」につなげた。「いじめによる自殺予

告」の一人の子どもの「手紙」(2006/11/7新聞

報道)に対して当時の伊吹文科大臣は「いじめら

れている君に/文部科学大臣からのお願い」(20
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06/11/17)との「アピール」を出した。馳浩前文

科大臣は事件当日の記者会見は笑顔で元気よく

「おはようございます」と何事もなかったよう

に挨拶して始めた。当日未明の事件にも関わら

ず記者からの質問は終わりから三つ目、11番目

で「施設の安全管理」のみ答えた。８月２日「相

模原の障害者福祉施設の事件を踏まえた大臣メ

ッセージ」を発表した。2020年の東京オリンピ

ック・パラリンピックに関して「特別支援学校

の子どもたちが夢や希望を持てる機会を充実す

る」との内容で、教育にとって肝心要の「命・

人権の大事さ」には一言も触れることは無く、

問い合わせ先はなんと「スポーツ庁健康スポー

ツ課障害者スポーツ振興室」となっていた。そ

してこのメッセージ発表当日の定例記者会見で

は「英語の教科」等答え、それをマスコミは大

きく話題にした。翌3日の内閣改造に伴う最後の

記者会見でも「相模原」は出なかった。 

1999年12月21日京都市伏見区の小学校で児童

殺害事件があった。その教訓として「地域との

連携」と「このような者を再び生み出さないた

めに人権教育の重要性 」の報告があったと思う。

しかし、2001年6月8日に起きた付属池田小学校

での児童殺傷事件では全く活かされず、むしろ

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った

者の医療及び観察に関する法律(医療観察法)」

を成立させ治安体制の強化に利用した。(※「『対

象者』40人が自殺！医療観察法の闇を問え」(池

原毅和弁護士 談『週刊金曜日2016/4/8』) 

今回の事件の報道に対して全国精神障害者家

族会連合会は「精神病院の通院歴あるとの報道

は『精神障害者はみな危険』という偏見を助長

する」と表明した。しかし、パラリンピックで

はこの事件への抗議の言葉や表明はなかったと

思う。むしろUに賛意を表す「自民党ネットサポ

ーターズクラブ」や山東昭子元参議院議長の「G

PS発言」等が流布されている。 

 

戦争は教室から始まっている 

当初８月中に予定していた「相模原市の障害

者支援施設における事件の検証及び再発防止策

検討チーム」による「中間報告」は「事実関係

を巡って委員間の意見や評価が一致していない

点がある」ということで延期になった。延期に

なるくらいの「一致しない点」は明らかにされ

ぬままその「中間とりまとめ～事件の検証を中

心として～」(2016/9/14)が発表された。この検

討チームに関係省庁として参加している文科省

は「安全管理」の「依頼」のみで、「命・人権」

については一言も触れていない。 

「障害観」が「医療モデル」から「社会モデ

ル」へと変わったことにより「特殊教育」から

「特別支援教育」に変わってきたにもかかわら

ず、子どもたちを「通常の学級に在籍する特別

な支援を必要とする児童・生徒に関する実態調

査(東京都教職員研修センター研究部研究課200

3年実施)」がまるで製品管理のような75項目の

チェックによってなされて子どもたちが「レッ

テル」を貼ら「分けられ」ている。そして、「個

に応じ」と言われ「個人カルテ」なるものも登

場し、小さなうちからの「分離・隔離」教育が

進められている。(※参照『戦争は教室から始ま

る』(現代書館2008)) 

「日の丸・君が代」の強制、学力テスト、教

職員の評価…競争、競争で子どもたちも大人も

煽る。戦争する国には「命・人権を大切にする

こと」は反することで、蔑ろにされている。「国

を愛する」ために「日の丸・君が代」を「通達」

や「条例」で教育の場に強制し、教職員を「処

分」までして「調教教育」が進められている。

「命と人権を大切にする教育」の実現こそ喫緊

の課題だ。 

 

「障害者差別解消法」施行の直後に…厚労省・

文部科学省は見解を表明せよ！ 

本年４月「障害を理由とする差別の解消の推

進に関わる法律」が施行され「インクルーシヴ」

などのことばが学校だけでなく巷でも聞かれる

ようになった。しかし、施行直前の３月には短

大で幼児教育の視覚障害の準教授が「学生の授

業中の飲食や無断退室(※私も中学生の頃やっ

ていた)に気付かなかったことなど」を理由に授

業現場から外され、研究室からも追い出され提

訴した。「改正障害者雇用促進法」も施行され
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「障害者への差別の禁止と、障害者が働くうえ

支障になることを改善する措置(合理的配慮の

提供)が雇用者に義務付けられる」ことになった

にも関わらずに。施行後も、あろうことか、老

人施設や障害者施設などで老人や障害児・者へ

の虐待等の差別事件が頻発している。 

「合理的配慮の提供義務」などの「ことば」

から私が持っていた微かな希望は幻想でしかな

く、如何に私が私自身を誤魔化してきたかをこ

の現実により厳しく指弾された。こんな「偽装

のことば」よりも、「生のことば」を聞き返そ

うと『障害者殺しの思想【増補新装版】』（横

田弘著・立岩真也解説：2015/6/3 現代書館発行）

を読みなおした。書かれていることはまさに「今」

のことだ。「1960年、日本人民がある程度目を

開こうとした安保改定阻止の運動を恐れた国家

は、所得倍増計画なる幻想を人民にふりまき、

その幻想だけを追い求めていった人びとは、自

分の周囲から幻想に追いつけないものを排除し

ようとし始める。作家の水上勉氏が当時の首相

に宛てた『拝啓総理大臣殿』という一文こそ形

は違え、ナチス・ドイツに障害者抹殺の口実を

与えた父親の運動と全く一致するものである。

これを受けた国家は、1965年、社会開発懇談会

が①心身障害者は近時その数を増加しており、

障害者は多く貧困に属しているので、リハビリ

テーションを早期におこなって社会復帰を促進

せよ。②社会で暮らすことの難しい精薄につい

てはコロニーに隔離せよ、と答申し、これを基

として全国コロニー網の拡充、徹底した社会か

らの隔離政策。肉体的抹殺へと方向づけていっ

た。」(p60)とある。編集部注には「ナチス・ド

イツの障害者安楽死計画は、1939年に重度障害

児を持つ父親(ナチス党員※『ナチスドイツと障

害者「安楽死」計画』現代書館)からヒトラーに

寄せられた『慈悲殺』の陳情を許可したころか

ら考案された。」(p217)とあったので続いて『「生

きるに値しない命」とは誰のことか～ナチス安

楽死思想の原典(カール・ヒンディング/アルフ

レート・ホッヘ著1920)を読む』(森下直貴/佐野

誠訳；2001年窓社刊)を読み返していた時にこの

事件が起こった。事件がなければその内容を受

け入れられず放棄していたが、事件と本の内容

とのあまりの「符合」に私が何か「予感」して

いたのかと衝撃以上のものを受けてしまった。

引くのも躊躇するが…著者の医学博士アルフレ

ート・ホッヘは「重度知的障害者の養護にこれ

まで年間一人あたり平均1300マルクかかってい

る。ドイツにはいま[施設外で]存命している者

と施設で養護されている者との両方を合わせる

と、すべての重度知的障害者は推定でほぼ二万

人から三万人になる。…容易に推察されるよう

に、なんとも莫大な財が食品や衣服や暖房とし

て国民財産から非生産的な目的のために費やさ

れることになる。……これらのお荷物連中に必

要とされる経費があらゆる面で正当なものであ

るかという問題は、過去の豊かな時代には差し

迫ったものではなかった。しかしいまや事情は

変わった…」(p78～)と記す。（しかし、彼は「ナ

チス安楽死計画に賛同したかというと、決して

そうではない。ホッヘは、自らの著書に反し、

彼の身内が『安楽死』の犠牲になったとき、患

者殺害の反対者になったのである。安楽死の是

非を考えるうえでの興味深い事例と言えよう

（評註１佐野誠））  

 

ナイフの刃先が自分たちにも向けられた 

(熊谷晋一郎 談) 

ラグビーの他は勉強も何もしていなかった高

校時代を「反省」して大学では何かしようと朝

日新聞に連載されていた『おんもに出たい～身

体障害児の苦悩について』等の影響もあり障害

児のサークルに入った。「就学猶予・免除」に

より在宅を強いられていた子どもたちの実態調

査や施設訪問などをした。施設訪問した帰りに

先輩から、彼が聞き取れる子どもが「私はこん

なに来て見られるのはいやや」と言っていたと

聞かされた。何か「いいこと」をしている気に

なって子どもたちを「見ていた」私を、ベッド

の上から「見られていた」子どもが撃った。キ

ャンプで出会って「お兄さんありがとう」の手

紙をくれた子は次年のキャンプには亡くなって

来られなかった。実態調査での在宅訪問では同

世代の青年が家の中で激しく動きまわっておら
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れ、母親が外に出ることが出来ないと言われた。

また、家の奥の押入れのようなところに人影が

見えるのだが、「そんな子はおりません！」と

言われては立ち去るしかなかった。「ボランテ

アは行政の穴埋めではない！」とボランテアを

否定しつつ「差別者としての自己を告発しろ！」

のことばを柱に活動していた。しかし私は卑怯

にもこの厳しい現実から「逃亡」し、そして酒

浸りの生活を続けた。……大学を出て民間企業

に勤めたが、辞めて、養護学校の介助員となり、

通信教育で教員免許をとり、この養護学校で新

任教諭として働き、小学校に転勤した。養護学

校では子どもとはほぼ一対一の付き合いだった

が、大集団相手に声が嗄れてしまった。養護学

校では見ることが少なかった日常的な子どもた

ちどうしの関わりに、大人ではなしえない子ど

もたちどうしの関係の力に教えられ、惹きこま

れ、「仕事」にのめりこんだ。しかし、経過は

略すが、体調を崩してしまった。通勤すること

が苦痛だった。しかし「休んだらもう行けなく

なる」とぼーっと通勤していたので、当時の記

憶ははっきりしないのだが、病院へ行かされた。

病院へ行くことで一息つけた。診察室の前の椅

子に座って待っていた。そこへ親子連れと思わ

れる二人組が通りがかり少女の質問に「昨日俳

優のOが自殺したでしょ…」との答えが聞こえた

…サングラスをかけて帰った。それから20数年、

家の者や子どもたちやその親、同僚や友人たち

に支えられて定年退職まで辿り付けた。 

この事件は精神科でのこの場面を思い出させ

る。そして思い出の場面は子どもの頃に父が病

んで家にいた時、父が双眼鏡で海を見ていた姿

に繋がる。学校帰りの坂道の下から家を見上げ、

父のその姿が見えると私は父に見つからないよ

うにしていた。やがて私自身親になり子どもよ

り早くに帰った時、ベランダから帰ってくる子

どもの小さな姿を双眼鏡で見ていた。その時、

愕然とした。あの時の父は病んでいるから海で

も見ているのだろうと子ども心に思っていたが、

「私」を見ていたのだ。父に手の一つも振らず、

むしろ見つからないようにし、その父の姿を人

に見られたくないと恥じていた「私」。病んで

いる父を一層苦しめたのではないか…私が自死

を図ったとき、この父が私を一番支えてくれた

家の者を叱ったと最近知らされた。父は最期ま

で自宅で、そして母に「ありがとう」と言って

亡くなった。 

 

先日、三宮で「狭山事件の再審を！」のチラ

シを道行く人に渡していた。横断歩道を渡って

来たやんちゃそうな高校生位の子が、「がんば

って下さい！」と声をかけてくれ拳骨を出して

きたので慌てて私もグーでタッチした。石川さ

んのことを知っていると伝えて励ましてくれた。 

識字に関わらせて貰って39年になる。6年前に

引越した家の近所のセンターで、嘗て識字が行

われていたのを引き継いだ気持ちで作業所に通

う青年と月・木と識字をしている。週１回畑仕

事を手伝っている作業所でも畑の後に識字をし

ている。週に４回になった。「生徒さん」とは

近所なので一緒に買い物に行ったり、時に電話

で呼び出されて公園で駄弁ったり…今までの

「識字に行く」という感覚からご近所感覚で付

き合ってもらっている。私にはこのような「な

かま」が励ましてくれている。 

命も名前もふるさとも奪われた、また、今も

苦しんでいる「なかま」と共にこれからも闘っ

ていく。あんな奴等にやられてたまるか！と… 
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山歩きの記⑲ 秋田駒ヶ岳と八幡平に登る。そして岩手山… 

室田 正則 

 

９月 19日から３泊４日の日程で秋田駒ヶ岳と

八幡平（はちまんたい）を台風 16号に追われる

ように登ってきた。登山グループの企画者と旅

行業者との交渉で、空路伊丹から仙台へ向かう

ことになった。「仙台の近くの山を登っては？」

との誘いがあったが、今回は岩手山登山が目標

だったし、仙台は福島県の隣の宮城県内で、東

京電力の原発事故後の放射能が色濃く残ってい

るのではないかと私は反対した。結局、レンタ

カーで行くにはいささか遠過ぎたが、登る山は

秋田駒ヶ岳と八幡平ということになった。 

秋田駒ヶ岳は男女岳（おなめだけ）と男岳（お

だけ）と女岳（めだけ）などを総称する秋田県

で最高峰の山である。八合目登山口から出発し、

阿弥陀池西端の分岐から男岳（1623ｍ）に登っ

た。この山頂から岩手山の頂上が辺り一面のガ

スの中で、少しだけ黒く見え隠れする。詩人宮

沢賢治は 13歳の頃から岩手山に登り始め、詩作

して「岩手山」と題して次の様な詩を残してい

る。＜そらの乱反射のなかに / 古ぼけて黒くゑ

ぐるもの / ひしめく微塵（みじん）の深みの底

に / きたなくしろく澱むもの＞と。 

八幡平から田沢湖に近いホテルに戻る途中に、

八幡平アスピーテラインをドライブしていると、

岩手山のほぼ全貌を見渡せた。そしてそれが何

故「南部の片富士」と称せられているのかが分

かった。この山は東側から見ると最も端正な富

士形で、裾野はなだらかな線を描いて広大で、

すごく美しい。だがあと半分「西面は悽惨と言

いたいほど峨々たる風貌である」と登山家の深

田久弥が『日本百名山』の中で岩手山に登った

時の山岳紀行に描いている。そしてまた＜岩手        

山のヴェテラン村井正衛の表現＞を借りて「黒

倉山北面の大岩壁と、屏風岳の岩稜の乱杙歯（ら               

んぐいば）が、円錐玲瓏（えんすいれいろう）     

啄木生誕の地に建つ歌碑と岩手山          

の東岩手山の山体に食らいつき、複雑なこの火

山地形をあますところなく展開している」と説

明している。この説明文を読むと宮沢賢治が上

記のような四行詩でその自然の暴威を表現する

ことになったのだと少し理解できたような気に

なった。 

そしてそのあと、岩手県が生んだもう一人の

詩人石川啄木の記念館がある渋民を訪ねた。 ＜

やわらかに柳あをめる / 北上の岸辺目に見ゆ 

/ 泣けとごとくに＞と彼は詠んだが、その歌碑

が建っている場所を同記念館で教えてもらって

行った。その歌碑は北上川に架かる鶴飼橋の麓

にある小高い丘の上に建てられていた。この日

は幸運にも空は青く晴れ渡っていて深田久弥の

言う「実に男らしい立派な山」岩手山が碑の背

後にくっきりと見えた。しかし振り返れば見え

る筈の「すっきりと優しい姿」の姫神山は残念

ながら生い茂った木々に遮られて見えなかった。

来年は是非とも岩手山に登りたいと思う。 

ところで、山登りを終えて鳴子温泉に向って

東北自動車道を南下していると、その道路の西

側に岩手山の裾野が広がっていて、道路標識か
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らそこの地名が「滝沢」だと知ったが、その道

路より西南に当たる原野が陸上自衛隊岩手山演

習場になっている。それでこの市は岩手山の裾

野の大半を自衛隊に占拠されてしまっているよ

うに私には思えた。話は前後するが、旅の初日、

仙台から目的地に向かって東北自動車道を北上

していた時、昼食とトイレ休憩に立ち寄った長

者原サービスエリアで小用していると、隣には

制服を着た若い二人の陸上自衛隊員がいたし、

外には彼らのジープが 1台止まってもいた。 

彼らの最高司令官である安倍晋三が新しく任

命した防衛大臣の稲田朋美は米国に赴き、国防

長官のカーターに南スーダンでの駆けつけ警護

のため自衛隊の訓練を始めたことを御注進に及

んだ。「よくやっている」と頭を撫でてもらおう

と御機嫌を伺ったのであろう。「バカな大将、敵

より恐い」という言葉がある。これは正に今の

自衛官達の心境を言い当てて余りがある。戦場

で捕えられたら、国際法で認められている捕虜

の取り扱いを国内の現行法では受けられないの

ではないか。相手を殺したら、上官の命令でや

ったとしても殺人犯して問われるのではない

か？ 殺された場合、遺族への補償はどうなる

のか？ …彼らの想いは極めて深刻であるに違 

いない。 

この程、新聞紙上に第三次安倍内閣の新閣僚

の資産が報道された。2016年 9月 19日の「日

刊ゲンダイ」紙によると、防衛大臣稲田朋美の

「家族分も含めた総資産は 1億 8178万円。不動

産が 1億 7055万円に上るほか、複数の防衛関連

企業の株式も所有していることが明らかになっ

た」という。名義は夫であるものの、川崎重工

6000株、三菱重工 3000株、ＩＨＩ8000株、三

菱電機 2000株、日立製作所 3000株が含まれて

いる。このように資産を増やすのに大手の軍需

会社（死の商人）を利用するため、また同企業

が高利潤を得るため活動しやすいように今まで

武器輸出を禁じてきた武器輸出三原則を反故に

し、そして戦争法を強行採決した。そして憲法

を改悪してまで海外に軍を送り出し、戦争をす

る必要に迫られている。そのために自衛隊は利

用される。自衛隊員は日本の国民でないかのよ

うに。最近のＮＨＫの放送を見ると、大学の学

者たちは防衛省からの資金援助は「防衛のため」

ならば科学技術の研究予算として受け入れても

よいという風潮になりつつあるようだ。政産学

の連携プレーが一層密になって軍国主義化が進

んでいる。 

編集後記  

▼私たちの会は安倍政権によって教育基本法が改悪された年に危機感を持った退職していた教師た

ちによって発足しました。それから 10 余年懸念されたように教育現場は統制され、教育内容の改

悪と強制、点数至上主義、いじめや友だちの殺戮に至るなど、今日の物言えぬ現場が進行していま

す。 

▼私たち委員は自前のやりくりと皆様の協力カンパに支えられて機関誌も 50 号になろうとしてい

ます。ひとりでも多くの人に今の安倍政権が強引に推し進めている方向が危険なものであることを

気付いてほしいという想いからでした。 

主な支出は学習会と 600 弱のこの会報の発行ですが、郵送費を節約するためにもメールでの発送

をお願いしています。メールだと、文字も自由に拡大して読めますし、写真もカラーで鮮明です。

特に今回の表紙の小早川秋聲の「国の楯」など、息をのむ迫力で、白黒のプリントではそれを届け

られないのが残念です。ＰＣのメールアドレスをお持ちの方は是非ともご一報ください。それから、

もう発送は不要だという思われる方は自分で破棄する前にご連絡ください。（T） 
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元教ひょうごネット第 10期会計報告（2015 年 7 月 21 日～2016 年 7 月 20 日） 

【収入】               【支出】 

項目 金額 備考 項目 金額 備考 

繰越金 130,386  ニュース等 

印刷費 

37,770 ニュース 45号～48号等 

カンパ 167,040 のべ 48 名の

方より 

ニュース等

送料 

89,432  

学集会 

参加費 

38、500 3 回の学習

会 

運営委員会 

会場費 

5,000  

雑収入 3、549  学習会関連 

費用 

45,000  

   カンパ振込

料 

4、902 振込用紙印字費含む 

   他団体への

カンパ 

7,874  

   雑費 7、947 のぼり購入など 

   繰越金 141,550  

収入合計 339,475  支出合計 339,475  

      

以上のとおり会計報告いたします。  2016 年 8 月 25 日 会計 島村 武史 

引き続きカンパをお願いいたします。 同封の振込用紙をご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

  共同代表・運営委員（2016年 10月 18日現在） 

有賀 美晴・ 石塚 健・市村 善之・岩野 政樹・梶原 義行・河島 完治 

佐藤 三郎・嶋谷 数博・島村・武史・竹田 雅博・田中 寿一・長瀬 春代 

 室田 正則・師岡 百合子・門永 秀次・山崎 貢・吉岡 治子 

    連絡先  石塚  健 (Ｅ-Mail) t-ishizuka@comet.ocn.ne.jp (Tel) 090-1021-9885 

        梶原 義行 (Ｅ-Mail) k_peace8436@yahoo.co.jp 

     カンパ協力等の郵便振替００９１０-８-３２０２５２(加入者名：元教ひょうごネット) 

                    

 

mailto:t-ishizuka@comet.ocn.ne.jp


憲法の改悪に反対する元教職員ひょうごネットワーク４９号    ２０１６年１０月１８日（火） 

16 

 

 素描「兵庫を歩く」36 

           嶋谷 数博 

  私の住む高砂市の北に、加古川市と

姫路市に接して悠然と聳えるのが高

御位山（たかみくらやま）で、標高は

304ｍと低い山だが、すぐ南が播磨灘

で、そこを隔てて淡路や家島諸島、小

豆島、かすかに四国が眺められる眺望

を楽しめる。岩場を登り尾根筋を辿り

ながら頂上に至る登山コースは快適

で、遠く県外から訪れて来る人もいて、

電車や車で手軽に山行を楽しむ人に

人気の山である。海に向って横に山並

みが広がっているが、東側からは富              

士山のような形に見え、「播磨富士」

とも呼ばれている。「山歩きの記」を     

執筆している室田さんに誘われて毎

月登山としてこの山に登り始めて 10

【鹿島神社大鳥居】高さ 26ｍもある鹿島神社のチタン製の大鳥居    年程になる。絵のチタン製の大鳥居の

ある所が登山口の駐車場。鹿島神社は特に受験の神様として知られ、その時期には合格祈願に訪れる

受験生やその親で大変な賑わいとなる。この神社の横手から絵の背景に見られる百間岩と呼ばれる大

きな岩場を登り、登り切った所から起伏のある尾根を伝い頂上を目指すコースもある。私の月 1 登山

では、この鳥居の横手の登山口から猪除けの柵を開け入り、すぐの岩場に取りつく馬の背と呼ばれる

コースで一気にそこを登り詰め、百間岩

からのコースに合流し、そこから尾根を

東に辿り頂上へ。そこを直下に一気に長

尾の集落に下るコースが常になってい

るが、志方町の成井から登る階段コース

もあり、そのコースを使えば小さな子ど

もでも登れる。                     

 

 

 

 

【

                           【高御位山】西部劇に出てきそうな岩壁をもつ高御位山の頂上。 

頂上やや右手より麓の集落まで一気に下山。 

我が故郷の名山・高御位山 


