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連合は、沖縄「慰霊の日」

である6月23日から24日にか

けて「2022平和行動in沖縄」

を開催。連合高知は2019年

以降3年ぶりに現地・沖縄県

に5名が参加した。

連合は「2022平和オキナ

ワ集会」を、「那覇文化芸

術劇場なはーと」で、「語

り継ぐ戦争の実相と運動の

継続で恒久平和を実現しよ

う」をテーマに開催。全国

の構成組織・地方連合会か

ら742名が参加した。

今年の集会は、沖縄の本

土復帰50年という節目の年

にあたるとともに、在日米

軍基地の機能強化・拡大と

もいえる辺野古基地建設が

着々と進む中でおこなわれ

た。

在日米軍基地の実情や南

部戦跡を視察・学習する

「ピースフィールドワーク

（現地視察学習）」を実施

し、計336名が参加した。

各所を説明する「ピース

ガイド」は、連合沖縄の青

年委員会および女性委員会

に加え、連合大分の青年委

員会が担当した。

Ａ（在日米軍基地）コース

Ｂ（南部戦跡）コース

《嘉数高台からスタート》

Ｃ（南部戦跡）コース

《糸数アブチラガマ入豪か

らスタート》

以上の「ピースフィール

ドワーク」の3コースから、

連合高知の参加者は、嘉数

高台から始まる【B（南部戦

跡）コース】と、糸数アブ

チラガマの入豪から始まる

【Ｃ（南部戦跡）コース】

の2つのチームに分かれて参

加した。

連合2022沖縄平和行動特集

連合高知は3年ぶりに「平和行動in沖縄」に現地参加。参加者からの報告と感想を特集でお届けします。

6月23日（1日目）

【2022平和オキナワ集会】

6月24日（2日目）

【ピースフィールドワーク】

連合高知から参加した5名の参加者。左から、自治労：武内さん、JP労組：

濱村さん、中川さん、私鉄総連：藤島さん、東地協：谷山事務局長（引率）

【主催者あいさつ：芳野連合会長】

《子どもたちに平和な未来を届けるために》
沖縄平和行動の2日間を終えて、戦没者に追悼の意を捧げ、

先人の残してきた平和への思いを感じ、恒久平和への思い

が強くなりました。

ロシアのウクライナ侵攻にも見えるように、戦争となれ

ば、子どもを含む多くの民間人が必ず犠牲になることを忘

れてはいけません。そのうえで、我々地方自治体職員は法

律の書きぶり次第で、戦争の推薦者にならざるを得ない可

能性があり、それは、歴史上存在する事実になりうること

を心にとめておかなければなりません。

亡くなられた多くの方々のご冥福を心から祈り、戦火で

生き延び、今もなお伝承している方々に深く感謝致します。

そして、私たち自身が当たり前の日常を戦争の脅威から

守り、子どもたちに平和な未来を届けるべく自分のできる

精一杯のことをやっていきたいと思います。

自治労 高知市職労：武内

《戦争の面影が残る沖縄》
戦争を経験したことがない私たちは、経験した人達が遺

し、語り継いでくれる事でしか知る方法がありません。

今回のピース・フィールドワークに参加し、実際に使わ

れていた基地に入ったり、資料館でその頃の状況が分かる

写真などを見ることが出来ました。また、普天間基地で飛

び立つ戦闘機や、市街地のど真ん中に飛行場がある光景は

とても異様です。昼夜に爆音を鳴り響かせながら戦闘機が

飛び立つ中で暮らす皆さん。沖縄が日本に返還され50年経

つそうですが、いまだ戦争の面影を残していると感じまし

た。

今なお、世界では戦争が行われている国があります。戦

争は決して許してはいけません。私が直接何か出来る事は

ありませんが、今ある日本の平和に感謝し、組合活動など

を通して少しでも平和活動に協力していきたいと感じまし

村濱：組労PJ。た

《久々に訪れた沖縄の地で…》
14年前、この「平和行動in沖縄」に参加しました。その

時に感じた戦争の恐ろしさや、日米地位協定の見直しにつ

いては、いささかも変わってはおらず、今回はもっと深く

感じることとなりました。

年を取ったことも有るとは思いますが、それ以上に平和

への執着心が大きくなったようにも感じました。今起こっ

ているロシアのウクライナへの軍事侵攻はもっての外で、

一日も早く終息し、平和な日々が帰ってくることを心より

山谷：協地東知高合連。すまい願

《始めて参加した平和行動》
今回初めて平和沖縄集会及びピースフィールドワークに

参加しました。最近、戦争の問題というと、ロシアとウク

ライナのニュースを目にします。具体的な問題については

深く理解できていませんが、「戦争はダメなことだし、し

ない方がいいな」と単純に考えていました。

「戦争がだめ」と思うのは、漠然と戦争の歴史を学生の

間に何度も勉強してきたからです。日本が戦争に負けて以

降、アメリカ軍が沖縄に常駐して時々トラブルを起こして

いるニュースをみても何か他人事のように感じていました。

ですが、平和活動に参加してもっと日本全体で考えないと

いけない問題だということを感じました。

私は【Bコース】（嘉数高台や旧海軍司令部壕、平和祈念

公園(資料館)など）に参加しました。回る先々で沖縄戦に

ついての資料を見ながら話を聞き、当時の状況を思い浮か

べながら歩きましたが、悲惨な内容しか入ってきませんで

した。重要な地区だからと日本を守る為に必死だった人も

いましたが、結局戦争は、戦争をしたくない人も勝手に巻

き込み、罪のない人の命も次々奪っていく。そんなことが

あっていいはずがありません。

ロシアとウクライナの問題は私の理解していない内容か

もしれませんが、どんなことがあろうとも、罪のない人も

死んでいく戦争は決して許してはいけません。

今回参加したことで、戦争の怖さを身近に感じました。

今後は組合活動などを通して、平和に向けて取り組む皆さ

んと共に平和活動をしていきたいと思います。

JP労組：中川

《沖縄の悲劇を繰り返してはいけない》
沖縄戦から77年を迎える今年、私は今回、連合の平和行

動に初めて参加しました。フィールドワークでは、嘉数高

台・海軍司令壕・ひめゆりの塔・平和祈念公園などを視察

しました。2022年の世界情勢を見ると、ロシアがクライナ

に侵略するなど、世界の平和が再び脅かされています。戦

争をしてはなりません。沖縄の悲劇を繰り返してはなりま

せん。

今回の平和行動で学んだことを深く胸に刻み、世界の平

和を祈りたいと思います。

私鉄総連とさでん交通労組：藤山

Facebookでも様々な情報発信を

しています！

是非、ご覧ください。

11月18日(金) 13:30 連合高知第34回臨時大会

場所：三翠園

11月26日(土)～28日(月) 連合四国ブロック

平和行動in沖縄

11月27日(日) 11:00 ワークルール検定・秋

場所：人権啓発センター

12月10日(土) 女性委員会第32回総会

2023青年委員会総会

場所：三翠園

連合2022沖縄平和行動特集《参加者報告》

（ 0 8 8 ）8 2 4 －3 0 0 2FAX
（ 0 8 8 ）8 2 4 －5 1 1 1TEL

日本労働組合総連合会高知県連合会

＜発行所＞

＜発行責任者＞池澤研吉 ＜編集人＞西村里佳子
高知市本町４丁目1－32780－0870〒
こうち勤労センター内

No.139
2022年11月4日

www.rengo-kochi.jp

連合高知　Facebook 検索
連合高知  今後の予定《2022.11～2022.12》

恒
久
平
和
に

願
い
を
込
め
て



鎮魂の塔

連 合 高 知 (2) 2022.11.4  

 

連 合 高 知 2022.11.4 (3)

ひめゆり学徒隊＆

ひめゆりの塔

★参加者紹介★★参加者紹介★

糸数アブチラガマ

「ピース・フィールドワーク」に参加した皆さんから、それぞれ報告を頂きました。

沖縄の戦跡を巡り、戦争や平和をどのように捉え受け止めたのか…。その想いを報告としてご紹介します。

連合2022沖縄平和行動特集《参加者報告》

【写真：今なお継続している辺野古基地建設の風景】

自治労

高知市職労

武内昭憲さん

【Cコース】

私鉄総連

とさでん交通労組

藤山幹太さん

【Bコース】

連合高知東地協

(事務局長：引率)

谷山砂男さん

【Cコース】

JP労組

濱村麻耶香さん

【Bコース】

JP労組

中川実南さん

【Bコース】

《率直に心に感じたことを…》

77年前、沖縄では3カ月にわたり、第二次世界大戦における国内最

大の地上戦が続き、民間人も含めた約20万人もの人々の尊い命が奪わ

れました。

そして、本年5月15日で沖縄は本土復帰50周年を迎えました。本年2

月から続く、ロシアのウクライナ軍事侵攻により、国際法に基づく平

和や秩序が突然破壊される暴挙を目の当たりにする中で、改めて平和

で安心な社会は私たちが暮らし、日々働く中で絶対に欠かすことがで

きないものであると確信するところです。

この度、新型コロナウイルス感染症の流行もあり、3年ぶりに現地

で開催された「連合平和行動in沖縄」には、連合高知からそれぞれの

構成組織を代表して、6月23日～24日の日程で参加してきました。

平和問題に関しては、憲法改正、軍事費拡大についても、何を前提

とするか、何を目的とするかによるところもふくめ様々な意見がある

中、当時沖縄で何があったのか、それに対して自身がどう感じたのか、

率直に心に感じたことをお伝えします。 参加者一同

参加したフィールドワーク

【Bコース(嘉数高台～)】

旧海軍司令部壕→ひめゆりの塔

／ひめゆり平和祈念資料館→平

和祈念公園／沖縄県平和祈念資

料館→魂魄の塔

【Cコース(糸数ｱﾌﾞﾁﾗｶﾞﾏ～)】

糸数アブチラガマ（入壕）→魂

魄の塔 →平和祈念公園／沖縄

県平和祈念資料館 →ひめゆり

の塔／ひめゆり平和祈念資料館

細く狭いガマの入口から入豪す

ると、懐中電灯で足元を照らして

も薄暗く、その先は暗闇が広がっ

ていました。ガイドの説明の中、

決して広いとはいえない全長270ｍ

の豪をゆっくり進むと、狭い出口

から光が差し込んでいて、やっと

の想いで外に出るとそこには、青

く大きい空と一面のサトウキビ畑

が広がっていました。

当時の住民や負傷兵たちは、ど

のような想いで、このガマから出

たのだろうか…、と思いながら青

く広い空を眺めました。

糸数アブチラガマとは…
糸数アブチラガマは、沖縄本島南部の南城市玉城字糸数にある自然洞窟（ガマ）です。沖縄戦時、もともとは糸数集落

の避難指定壕でしたが、日本軍の陣地壕や倉庫として使用され、戦場が南下するにつれて南風原陸軍病院の分室となりま

した。

軍医、看護婦、ひめゆり学徒隊が配属され、全長270mのガマ内は600人以上の負傷兵で埋め尽くされました。

昭和20年(1945年)5月25日の南部搬退命令により病院が搬退したあとは、糸数の住民と生き残り負傷兵、日本兵の雑居状

態となりました。

その後、米軍の攻撃に遭いながらも生き残り、8月22日の米軍の投降勧告に従って、住民と負傷兵はガマを出ました。

「アブ」

深い縦の洞穴

「チラ」

崖のこと

「ガマ」

沖縄方言で洞窟や、くぼみのこと

「ひめゆりの塔」
現在の糸満市にある沖縄陸軍病院第三外科が置

かれた壕の跡に立つ慰霊碑を「ひめゆりの塔」

と呼んでいます。

「ひめゆり学徒隊」
1944年12月に沖縄県で日本軍が中心となって行った看護訓練によって作

られた女子学徒隊のうち、名門であり、才女が集まっていた沖縄師範学校

女子部と沖縄県立第一高等女学校の教師・生徒で構成され、そのうちの、

生徒約200人を「ひめゆり学徒隊」と呼んでいました。

彼女たちは陸軍病院などで負傷兵の看護や、死傷者の埋葬といった活動を

させられました。必死に負傷兵の看護にあたっていたひめゆり学徒隊です

が、沖縄戦が絶望的になると、学徒隊は解散を命じられました。

しかし、すでにアメリカ軍は沖縄全域を支配していたため、彼女らが地

下壕から出た途端にアメリカ兵からの攻撃に合い、銃砲だけではなくガス

弾攻撃の犠牲にもなってしまいました。解散を命じられてから約1週間の

内に、職員を含むひめゆり学徒隊240名中、生徒123名、職員13名が犠牲と

なり、中には海岸に追い詰められて自決をしてしまう方達もいたのです。

沖縄には「ひめゆり学徒隊」だけではなく、多くの男

女で編成する学徒隊があり、実際には8つの学徒隊があっ

たそうです。ガイドから、その事実はあまり知られてお

らず、献花などもされていない塔もあるとの説明を受け、

「ひめゆりの塔」の近くにある「ずいぜんの塔」を訪れ

ました。移動中のバスの中で話を聴きながら、どれだけ

の学生が学徒隊などとして戦争の犠牲になったのか気に

なり、集会資料を読み返しました。集会資料には沖縄の

慰霊塔・碑によると男子学生842名、女子学生263名もの

学生が亡くなっていることが記載されていました。もし、

今戦争になったら…、中高生の命や将来を私たちが守る

ことができるのだろうか…という想いに駆られました。

当時、私たちよりも幼い女生徒達が、

今では考えられないような醜悪な環境

で、寝る間も無いほど働かされていた

ことを知り、ひどく心が痛みました。

ひめゆりの塔と平和記念公園は中学校の修学旅行で

訪れており、2度目の訪問でした。前回の訪問から15

年の月日が流れ、平和の大切さを忘れかけていました

が、沖縄の人々の苦しみ・痛み・平和の尊さを再認す

る機会となりました。

一番印象的であったのは、ひめゆりの塔/資料館でした。当時、

ガス弾の攻撃により第3外科の壕内にいた約100名中81名が犠牲に

なりました。その詳細は「ひめゆり平和祈念資料館」で証言映像

を視聴することができました。これを機に、改めて映画「ひめゆ

りの塔」を鑑賞したいと思いました。

アブチラガマを歩きながら、ピー

スガイドの方（以下、ガイド）か

ら生存者の証言を含むガマでの出

来事について話を聞きました。可

能な限り当時の光景を想像する中

で、私は、仕事や私生活でも苦し

いことは沢山あるが、日常生活を

送れること、仕事ができることを

当たり前と思ってはいけない。一

日一日を大切にしなければいけな

いと思いました。

たった77年前、日本各地では、

そして沖縄ではそれは当たり前で

はなかったから…。

高さは数十センチと

「塔」というには小さ

いものですが、戦後の

物資不足にもかかわら

ず、またアメリカ軍に

占領されているなかで、

何とか建立することが

できたと言われていま

す。その隣接地には

「ひめゆり平和祈念資

料館」が建てられてい

ます。

次代に繋ぐ、 平和の尊さを知る
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連合は、沖縄「慰霊の日」

である6月23日から24日にか

けて「2022平和行動in沖縄」

を開催。連合高知は2019年

以降3年ぶりに現地・沖縄県

に5名が参加した。

連合は「2022平和オキナ

ワ集会」を、「那覇文化芸

術劇場なはーと」で、「語

り継ぐ戦争の実相と運動の

継続で恒久平和を実現しよ

う」をテーマに開催。全国

の構成組織・地方連合会か

ら742名が参加した。

今年の集会は、沖縄の本

土復帰50年という節目の年

にあたるとともに、在日米

軍基地の機能強化・拡大と

もいえる辺野古基地建設が

着々と進む中でおこなわれ

た。

在日米軍基地の実情や南

部戦跡を視察・学習する

「ピースフィールドワーク

（現地視察学習）」を実施

し、計336名が参加した。

各所を説明する「ピース

ガイド」は、連合沖縄の青

年委員会および女性委員会

に加え、連合大分の青年委

員会が担当した。

Ａ（在日米軍基地）コース

Ｂ（南部戦跡）コース

《嘉数高台からスタート》

Ｃ（南部戦跡）コース

《糸数アブチラガマ入豪か

らスタート》

以上の「ピースフィール

ドワーク」の3コースから、

連合高知の参加者は、嘉数

高台から始まる【B（南部戦

跡）コース】と、糸数アブ

チラガマの入豪から始まる

【Ｃ（南部戦跡）コース】

の2つのチームに分かれて参

加した。

連合2022沖縄平和行動特集

連合高知は3年ぶりに「平和行動in沖縄」に現地参加。参加者からの報告と感想を特集でお届けします。

6月23日（1日目）

【2022平和オキナワ集会】

6月24日（2日目）

【ピースフィールドワーク】

連合高知から参加した5名の参加者。左から、自治労：武内さん、JP労組：

濱村さん、中川さん、私鉄総連：藤島さん、東地協：谷山事務局長（引率）

【主催者あいさつ：芳野連合会長】

《子どもたちに平和な未来を届けるために》
沖縄平和行動の2日間を終えて、戦没者に追悼の意を捧げ、

先人の残してきた平和への思いを感じ、恒久平和への思い

が強くなりました。

ロシアのウクライナ侵攻にも見えるように、戦争となれ

ば、子どもを含む多くの民間人が必ず犠牲になることを忘

れてはいけません。そのうえで、我々地方自治体職員は法

律の書きぶり次第で、戦争の推薦者にならざるを得ない可

能性があり、それは、歴史上存在する事実になりうること

を心にとめておかなければなりません。

亡くなられた多くの方々のご冥福を心から祈り、戦火で

生き延び、今もなお伝承している方々に深く感謝致します。

そして、私たち自身が当たり前の日常を戦争の脅威から

守り、子どもたちに平和な未来を届けるべく自分のできる

精一杯のことをやっていきたいと思います。

自治労 高知市職労：武内

《戦争の面影が残る沖縄》
戦争を経験したことがない私たちは、経験した人達が遺

し、語り継いでくれる事でしか知る方法がありません。

今回のピース・フィールドワークに参加し、実際に使わ

れていた基地に入ったり、資料館でその頃の状況が分かる

写真などを見ることが出来ました。また、普天間基地で飛

び立つ戦闘機や、市街地のど真ん中に飛行場がある光景は

とても異様です。昼夜に爆音を鳴り響かせながら戦闘機が

飛び立つ中で暮らす皆さん。沖縄が日本に返還され50年経

つそうですが、いまだ戦争の面影を残していると感じまし

た。

今なお、世界では戦争が行われている国があります。戦

争は決して許してはいけません。私が直接何か出来る事は

ありませんが、今ある日本の平和に感謝し、組合活動など

を通して少しでも平和活動に協力していきたいと感じまし

村濱：組労PJ。た

《久々に訪れた沖縄の地で…》
14年前、この「平和行動in沖縄」に参加しました。その

時に感じた戦争の恐ろしさや、日米地位協定の見直しにつ

いては、いささかも変わってはおらず、今回はもっと深く

感じることとなりました。

年を取ったことも有るとは思いますが、それ以上に平和

への執着心が大きくなったようにも感じました。今起こっ

ているロシアのウクライナへの軍事侵攻はもっての外で、

一日も早く終息し、平和な日々が帰ってくることを心より

山谷：協地東知高合連。すまい願

《始めて参加した平和行動》
今回初めて平和沖縄集会及びピースフィールドワークに

参加しました。最近、戦争の問題というと、ロシアとウク

ライナのニュースを目にします。具体的な問題については

深く理解できていませんが、「戦争はダメなことだし、し

ない方がいいな」と単純に考えていました。

「戦争がだめ」と思うのは、漠然と戦争の歴史を学生の

間に何度も勉強してきたからです。日本が戦争に負けて以

降、アメリカ軍が沖縄に常駐して時々トラブルを起こして

いるニュースをみても何か他人事のように感じていました。

ですが、平和活動に参加してもっと日本全体で考えないと

いけない問題だということを感じました。

私は【Bコース】（嘉数高台や旧海軍司令部壕、平和祈念

公園(資料館)など）に参加しました。回る先々で沖縄戦に

ついての資料を見ながら話を聞き、当時の状況を思い浮か

べながら歩きましたが、悲惨な内容しか入ってきませんで

した。重要な地区だからと日本を守る為に必死だった人も

いましたが、結局戦争は、戦争をしたくない人も勝手に巻

き込み、罪のない人の命も次々奪っていく。そんなことが

あっていいはずがありません。

ロシアとウクライナの問題は私の理解していない内容か

もしれませんが、どんなことがあろうとも、罪のない人も

死んでいく戦争は決して許してはいけません。

今回参加したことで、戦争の怖さを身近に感じました。

今後は組合活動などを通して、平和に向けて取り組む皆さ

んと共に平和活動をしていきたいと思います。

JP労組：中川

《沖縄の悲劇を繰り返してはいけない》
沖縄戦から77年を迎える今年、私は今回、連合の平和行

動に初めて参加しました。フィールドワークでは、嘉数高

台・海軍司令壕・ひめゆりの塔・平和祈念公園などを視察

しました。2022年の世界情勢を見ると、ロシアがクライナ

に侵略するなど、世界の平和が再び脅かされています。戦

争をしてはなりません。沖縄の悲劇を繰り返してはなりま

せん。

今回の平和行動で学んだことを深く胸に刻み、世界の平

和を祈りたいと思います。

私鉄総連とさでん交通労組：藤山

Facebookでも様々な情報発信を

しています！

是非、ご覧ください。

11月18日(金) 13:30 連合高知第34回臨時大会

場所：三翠園

11月26日(土)～28日(月) 連合四国ブロック

平和行動in沖縄

11月27日(日) 11:00 ワークルール検定・秋

場所：人権啓発センター

12月10日(土) 女性委員会第32回総会

2023青年委員会総会

場所：三翠園

連合2022沖縄平和行動特集《参加者報告》
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（ 0 8 8 ）8 2 4 －5 1 1 1TEL
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