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●朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）
習近平総書記が金正恩総書記に祝電

党中央委員会のしっかりした指導の下、朝

金正恩朝鮮労働党金正恩総書記が

鮮労働党と朝鮮人民が今大会を契機に

習近平中国共産党中央委員会総書記

社会経済発展目標の実現するために奮闘

に答電

2021年1月11日発『新華社』、同月12日

し、朝鮮式社会主義の偉業を促すうえで

2021年1月13日付『 労働新聞 』によれ

付『 労働新聞 』によれば、習近平中国共

新しくてさらなる成果をおさめることを確信

ば、金正恩朝鮮労働党金正恩総書記が

産党中央委員会総書記が金正恩朝鮮労

します。

習近平中国共産党中央委員会総書記に
答電を送った。答電の内容は次の通り。

働党総書記に祝電を寄せた。祝電の内容
は次の通り。
平壌

中朝両国は、山と川がつながっている
友好的な社会主義の隣邦です。中朝関

北京

係を立派に守り、立派に強固にし、立派に

中国共産党中央委員会総書記習近平同

発展させていくのは、中国の党と政府の確

志

朝鮮労働党総書記

固不動の方針です。世界が混乱と変革の

金正恩総書記

時期に入った情勢のもとで私は、金正恩

私は朝鮮労働党第8回大会で自身が

総書記と共に中朝両党、両国関係に対す

朝鮮労働党総書記の職務を受け持つよう

る戦略的引導を強化し、双方が遂げた一

になったことに関連して金正恩総書記が

回大会で朝鮮労働党総書記に推戴され

連の重要な共同認識に従って中朝親善・

温かくて熱烈な祝賀を送ってくれたことに

たといううれしい報に接し、中国共産党中

協力の新しいページを絶えず刻み込み、

深い謝意を表します。

央委員会を代表して、
そして私自身の名で

両国の社会主義偉業の発展を促し、半島

私は金正恩総書記が朝鮮労働党第8

中国共産党中央委員会が朝鮮労働党

金正恩総書記と朝鮮労働党中央委員会

問題の政治的解決方向を堅持することに

第8回大会に真っ先に祝電を送ってきたこ

に熱烈な祝賀を送ります。

よって、地域の平和と安定、発展と繁栄を

とに続いて、金正恩総書記がまたもや一

守り、両国と両国人民にさらなる大きな幸

番先に祝賀を送ってきたのは自分自身と朝

福をもたらす用意があります。

鮮労働党の全ての党員を深く感動させま

朝鮮の社会主義の偉業を発展させてい

した。

くための一連の活動を策定し、手配した
朝鮮労働党第8回大会は重大な意義を持

金正恩総書記が朝鮮の党と人民を導

金正恩総書記と貴党中央委員会の心

ちます。金正恩総書記が朝鮮労働党の最

いて新しくてさらなる成果をおさめるととも

からの祈りはわれわれに大きな力、鼓舞と

高指導者として再び推戴されたことは、金

に、活動が順調であることを願います。

なり、全ての党員と人民の信頼と期待に報

朝鮮人民の信頼と支持、期待を十分に示

中国共産党中央委員会総書記

させています。

しています。

習近平

いようとする自身の決心と意志をさらに固め

正恩総書記への全ての朝鮮労働党員と

2021年1月11日北京
金正恩総書記を首班とする朝鮮労働

私は金正恩総書記と結んだ同志的友
情をこの上なく貴重にするであろうし、両
党、両国人民の利益に直結している朝中
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親善を強固にして発展させ、共同の偉業
である社会主義の力強い前進のために努
力の限りを尽くすでしょう。

朝鮮民主女性同盟中央委員会委員た
ちと委員候補がこれに参加した。
総会ではまず、朝鮮労働党第8回大会

た。彼らは党第8回大会の基本思想、基

決定を貫徹するための決定書草案を提起

本精神に立脚してこれまで5年間職業同

深い今年に、党を強化し、社会主義現代

し、深みのある研究と討論をおこなった。

盟活動で収められた成果と現れた欠陥と

化の実現を促すための金正恩総書記の

討論を通じて参加者は同盟活動で現れて

教訓を全面的に深く分析総括した。

責任ある活動でさらなる成果があることと、

いる欠陥を分析、総括したし、党大会が明

討論者は全同盟をわが党の革命思想

金正恩総書記が健康であることを心から

らかにした闘争綱領を指針にして女性同

と一色化するための活動を強力に展開

中国共産党創立100周年を迎える意義

願います。
朝鮮労働党総書記
金正恩

盟を活力ある組織に強化、発展させるた

し、新たな国家経済発展5カ年計画実行

めの新しい革新案と建設的な意見を提起

で職盟の前に任された責任と本分を全う

した。

する意志を披れきした。偉大性教育をはじ

民主女性同盟組織の戦闘的機能と役

めとする5大教育により大きな力を注ぐとと

割を強め、経済建設と人民生活向上に寄

もに多様な形式と方法で思想活動を強力

与するいろいろな大衆運動を活発に繰り

に展開して、職盟移動講師をはじめとする

金日成・金正日主義青年同盟

広げることについて彼女らは言及した。討

初級宣伝活動家の政治・実務水準と役割

中央委員会第9期第12回総会

論では民主女性同盟組織が女性同盟員

をもっと高めることに対する問題が重要に
強調された。

チュチェ110（2021）年1月12日 平壌

2021年2月4日発『 朝鮮中央通信 』によ

と女性の中で帝国主義者の思想的・文化

れば、金日成・金正日主義青年同盟中央

的浸透策動を粉砕して非社会主義的現

委員会第9期第12回総会が同月3日平壌

象をなくすための闘争の度合いを強め、遵

朝鮮労働党第8回大会が示した綱領的

で行われた。

法教育を斬新に、方法論あるように繰り広

課題を貫徹することに関する決定書が全

げることに対する問題が強調された。

員賛成で採択された。

青年同盟中央委員会委員たちと委員
候補が総会に参加した。

会議では、十分な研究と討論を経て、

討論者はこれまで収められた成果と経

総会では、朝鮮職業総同盟第8回大会

総会では朝鮮労働党第8回大会決定

験、欠陥と教訓を前進と跳躍の足場にし

を招集することに関する問題を討議、決定

を貫徹することについてと、金日成・金正日

てすべての女性同盟組織と活動家、女

した。

主義青年同盟第10回大会を招集すること

性同盟員が党第8回大会決定を貫徹する

総会では、議案の討議に先立って、朱

に対する問題などが討議された。

ための活動に知恵と熱情を惜しみなく捧げ

英吉氏を年齢上の関係で召還し、パク・イ

第1の議案に対する決定書草案が本

ていくことについて述べた。真摯な研究討

ンチョル氏を朝鮮職業総同盟中央委員会

会議に提起され、参加者たちは決定書草

論と活動で根本的な転換をもたらすため

の委員長に選挙した。

案を真剣に研究した。討論では同盟活動

の具体的で、正しい方法論を現実性ある

に内在している欠陥とその原因、教訓が

ものに立てたところに基づいて総会ではそ

朝鮮農業勤労者同盟中央委員会

全面的に分析総括され、思想教育団体と

れに関する決定書が採択された。

第8期第11回総会

総会ではつぎに朝鮮社会主義女性同

2021年2月5日発『 朝鮮中央通信 』によ

時代の要求に即応するようにすべての活

盟第7回大会を招集することについて討議

れば、朝鮮農業勤労者同盟中央委員会

動を斬新で、覇気あるように展開するため

し、決定した。

第8期第11回総会が同月4日、平壌で行

しての使命と青年組織の特性、発展する

われた。

の革新的な意見が提起された。第1の議
定に対する十分な研究と参加者の積極的

朝鮮職業総同盟中央委員会

な討論に基づいてそれに関する決定書が

第7期第10回総会

全員一致で採択された。
総会では第2の議定を討議し、金日成・
金正日主義青年同盟第10回大会をチュ
チェ110（ 2021）年4月初旬に招集すること
を決定した。
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家と職盟員の革命的熱意と戦闘的気象
が非常に高まっていることについて言及し

農業勤労者同盟中央委員会の委員
が、これに参加した。

2021年2月5日発『 朝鮮中央通信 』によ

総会では、第1の議案として朝鮮労働

れば、朝鮮職業総同盟中央委員会第7期

党第8回大会の決定を貫徹する問題を討

第10回総会が同月4日、平壌で行われた。

議した。参加者は、第1の議案に対する決

同総会には、職業同盟中央委員会の
委員が参加した。

定書の草案を真摯（しんし）に研究したこ
とに基づいて、農業勤労者同盟の活動に

総会ではまず、党大会の決定貫徹のた

根本的な転換をもたらすための実践の方

朝鮮社会主義女性同盟中央委員会

めの決定書の草案が配布され、真摯な研

途について討論した。討論では、これまで

第6期第10回総会

究、討議に基づいて討論が行われた。討

同盟の活動で現れた欠点と教訓、その原

2021年2月4日発『 朝鮮中央通信 』によ

論者は敬愛する金正恩総書記を党と革

因が分析され、時代と革命発展の要請に

れば、朝鮮社会主義女性同盟中央委員

命の陣頭に高くおしいただいて朝鮮式社

即して同盟の活動を革新するための建設

会第6期第10回総会が同月3日平壌で行

会主義建設の新たな勝利を獲得するため

的な意見が提起された。

われた。

の闘争に総決起したすべての職盟活動
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盟員を第8回党大会の基本思想と基本精

ために党中央委員会第8期第2回総会を2

織の戦闘的機能と役割を強める上で提起

神で武装させるための宣伝・鼓舞活動を

月上旬期間内に招集することを決定する。

される一連の問題も真摯に研究すべきで

集中的に繰り広げて、全同盟が党大会の

あると述べ、総会で討議する議案を提起

決定貫徹で沸き返るようにする意志を披歴

朝鮮労働党中央委員会第8期第2回

した。農勤盟組織が党の唯一的指導体

総会

した。
総会は、上程された議案を全会一致で

系をより徹底的に確立するための活動を

2021年2月9日、10日、11日、12日付『労

生命線と捉えて、同盟内部活動に力を注

働新聞 』によれば、同月8日〜11日、朝鮮

金正恩総書記が、第8回党大会が打ち

ぎ、農村中核陣地を強化するうえで思想

労働党中央委員会第8期第2回総会が開

出した5カ年計画の初年の課題を徹底的

教育団体としての役割を一段と高めるで

かれた。

に遂行することに関する綱領的な報告を

あろうと彼らは述べた。
討論者は、新たな国家経済発展5カ年

第1日目の2月8日、金正恩朝鮮労働党
総書記が、総会を指導した。

可決した。

始めた。
報告では、各国家経済指導機関で今

計画の期間に同盟の各組織が種子革命

総会には、朝鮮労働党中央委員会の

年の闘争目標を立てる過程に発露した消

と科学農業、低収穫地での増産、新しい

委員、委員候補が参加した。党中央委員

極的かつ保身主義的な傾向が辛らつに

土地開墾を中心課題に掲げて、農業勤労

会の当該部署の副部長と委員会、省、中

指摘され、それを克服して経済組織活動

者の革命的熱意を奮い立たせる大衆運

央機関の党、行政責任活動家、道級指

を革新的に、ち密にする上で提起される

動を力強く企画し、展開することで農業生

導的機関の責任活動家、市・郡党責任書

原則的問題が強調された。報告は、人民

産を促していくことについて強調した。

記、重要工場、企業の党、行政責任活動

経済の部門別課題を提起し、金属工業と

家が、オブザーバーとして参加した。

化学工業をキーポイントに設定したことに

各級農勤盟組織が農業の持続的発
展のための物質的・技術的土台をうち固め

金正恩総書記は会議でまず、第8回党

合わせて投資を集中して鉄鋼材と化学肥

「新たな勝利に向けて！」というスローガン

大会を契機に活動家と党員、人民の覚悟

料の生産を促し、生産能力を拡大する活

のもとに農村特有の文化発展、朝鮮式の

と闘争の勢いが非常に高まり、わが革命

動を科学的保証を持って頑強に推し進め

新しい発展を成し遂げるために積極的に

が新たな発展段階へ確固と移行したと評

ることについて具体的に言及した。これと

奮い立つべきであろうと彼らは述べた。

価し、
党中央委員会の総会を招集すること

ともに、電力、石炭工業をはじめとする基

になった基本趣旨を説明した。

幹工業部門と鉄道運輸、建設建材、軽工

彼らは農勤盟活動家が段取りをしっかり
して、率先垂範の模範で同盟員を党の農

金正恩総書記は、今回、全党的に党大

業政策貫徹へ力強く奮い立たせる旗手に

会の文献を受け入れて集中的な学習を行

なることについて言及した。

う過程に、党員の政治意識と考え方で肯

金正恩総書記の報告を注意深く聴きな

定的かつ明確な変化が起きていることに

がら、会議の参加者は新たな5カ年計画

会議では、第1の議案に対する決定書

業、商業部門で今年に達成すべき重点目
標と実践的な方途を明示した。

ついて分析し、党中央委員会は高揚した

遂行の初年の作戦から党大会の思想と

総会では、第2の議案として朝鮮農業

大衆の熱意を大事にし、いっそう高調させ

精神を正しく具現できず、党と人民の高い

勤労者同盟第9回大会を招集する問題を

て党大会の決定貫徹へ力強く導かなけれ

期待に追いつけなかったことについて深

討議、決定した。

ばならないと述べ、党組織と党員に5カ年

刻に自責した。全ての参加者は、新しい革

が全会一致で採択された。

総会では、議案の討議に先立って金昌

計画遂行の初年から実際の変化、
実質的

新、大胆な創造、絶え間ない前進を志向

葉氏を年齢上の関係で召還し、
ハン・ジョン

な前進をもたらせる具体化された実践の

するこんにちの重大な時期に、革命の指

ヒョク氏を朝鮮農業勤労者同盟中央委員

武器、革新の武器を与えるべきであると強

揮メンバーとしての重い責務を全うするた

会の委員長に選挙した。

調した。

めにはいかに思考し、
奮闘すべきかを痛感

朝鮮労働党中央委員会第8期第2回

後5年間に各分野で遂行すべき中長期課

総会招集

題であるため、今回の総会では今年の活

金正恩総書記は、党大会の決定は今

2021年2月7日発『 朝鮮中央通信 』によ

動計画を細部にわたって検討し、党中央

しながら、金正恩総書記の報告を注意深
く聴取した。
第2日目の2月9日、金正恩総書記が、第
1の議案に対する報告を続けた。

れば、朝鮮労働党中央委員会第8期第2

委員会の決定として固着させて示達する

報告では、経済と文化をはじめ、複数

回総会招集についての朝鮮労働党中央

ことが必要であると言及した。特に、非常

の部門に提起される今年の課題が提示さ

委員会政治局常務委員会決定書が同月

防疫状況が続く中でも、経済建設を活気

れ、その遂行のために国家経済指導機関

2月6日付で出された。内容は次の通り。

を帯びて行い、人民により安定して向上し

の役割を強めることに関する問題が重要

た生活条件を提供するための重要措置を

に言及された。報告は、水産部門で漁労

朝鮮労働党中央委員会政治局常務委

取ろうとする党中央の決心と意志を披歴し

活動と養魚、養殖を積極化することで、よ

員会は朝鮮労働党第8回大会が打ち出し

た。これとともに、現在、社会主義建設を

り多くの水産物が人民に行き渡るようにす

た戦略的課題を貫徹するための各部門

阻害する否定的要素を徹底的に克服し、

ることに関する課題を提起した。報告は、

の2021年度活動計画を審議し、決定する

党を組織的・思想的により強固にし、党組

逓信、国土環境、都市経営部門で人民に

ERINA REPORT PLUS

125

北東アジア動向分析

便利で文化的な生活条件を提供するため

する指導と管理を改善することに関する問

はじめ法律執行機関の役割を強めて、人

に今年実行すべき活動に触れ、対外経済

題、非常設経済発展委員会の役割を強

民経済計画を正しく示達して正確に遂行

部門でも国家経済を保護し、自立性を強

めることに関する問題をはじめ、内閣中心

するようにし、特に経済活動で現れるあら

化する見地から作成された革新的かつ合

制、内閣責任制を強化するための重要な

ゆる違法行為との法的闘争を強力に展開

理的な方案を実行することについて強調

方途的問題を宣明した。

していくことと、全ての部門、全ての単位が

した。

これに絶対的に服従することについて強

金正恩総書記は、農業をもり立てるの

定段階からかみ合わせをよくするとともに、

は人民の食糧問題、食の問題を解決し、

経済部門間の有機的連係と協同を強化

報告は、これまで経済活動で発露した

調した。

社会主義建設を成功裏に推し進めるため

することに注目を向け、計画の規律を徹

欠点は、各党組織が党政策貫徹の組織

に、どんな代価を払ってでも必ず実を結ば

底的に立てて生産の総括を厳しくすること

者、旗手としての責任と役割を果たせな

せるべき国家重大事であると述べ、最近

についてと、経済作戦と指導で行き当たり

かったところにも原因があると分析し、今

の数年間、農業部門で収められた成果と

ばったり式の誤った活動態度を正すことに

年の経済課題の遂行結果に対して全責

経験を分析し、
それを強固にして農業生産

ついて言明した。

任を持つ立場で党的指導、政策的指導を

を安定的に、持続的に発展させることに関
する課題を提起した。

これとともに、経済管理方法を研究し、

強化することに関する課題を提起した。

実践に具現するための活動をもう一歩深

報告は、各級党組織が今年の戦闘目

差し当たり、今年の農業の成敗がか

化させて、本質的で要の実務的対策を講

標の遂行へ大衆を力強く呼び起こす組

かっている営農物資を保障するための国

じる方向へ志向させることに関する方向

織・政治活動を先行させるとともに、人民経

家的対策を早急に立て、農業生産の物質

を提起した。

済計画の遂行に対する舵取りの役割をよく

的・技術的土台を築く活動を計画的に推し

金正恩総書記は、経済活動を大胆に、

する上で提起される方途的問題を指摘し

進め、農村の党活動において抜本的な改

革新的に展開するように党的に最後まで

善をもたらすことに関する問題が重要に強

後押ししてやると述べ、今年の経済活動を

これとともに、省、中央機関の党組織

調された。

作戦し、指揮する上で経済指導活動家の

が国家の全般活動で重要な部分を受け

責任感と役割を決定的に高めることにつ

持っている自分の単位の特性に即して党

いて再三強調した。

活動の水準を高めて、党の経済政策の執

科学技術の牽引機的役割を強めること
が持つ重要性を再確認しながら報告は、

た。

現存の経済土台を強化し、人民の生活を

党大会の決定を貫徹するための各部

行を正しく掌握、指導し、政務員に対する

改善、向上させる上で緊迫に提起される

門の作戦の実態と態度が全面的に分析、

党生活指導を深めることに関する課題を

科学技術上の問題を優先的に解決し、中

評価され、是正対策が明確に明らかにさ

提起した。

核的で戦略的な先端技術を積極的に開

れた金正恩総書記の報告は、今年に人

金正恩総書記は、連続3日間にわたっ

発し、科学研究陣、科学技術人材の集団

民が待って喜ぶ実際の結果を必ず成し遂

て行った第1の議案に対する報告を締めく

をしっかり組むことに特別な力を入れること

げようとする確固たる決心と大胆な実践的

くりながら、一年の活動を計画する段階か

について詳細に言明した。

措置が反映されたことで、総会の参加者

ら誤った部分を正し、わが人民のための

の大きな共感と熱烈な支持、
賛同を受けた

ずいぶん大きな仕事を新しく確定したとい

とのことである。

う意味で、そして活動家の間に内在してい

報告は、教育、保健医療、文学芸術、
出版報道、スポーツをはじめ文化建設分
野においてはっきりした改善と革新をもたら

第3日目の2月10日、金正恩朝鮮労働党

た消極性と保身主義をはじめ思想的病根

して、朝鮮式社会主義の優越性をさらに

総書記が、第1の議案に対する報告を続

を探して是正できるようになったという意味

発揚させ、全社会に革命的かつ楽天的な

けた。

で、今回の総会が非常に時期適切で必

闘争気風が満ち溢れるようにすることにつ
いて具体的に明示した。
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内閣と国家経済指導機関が計画の策

金正恩総書記は第3日目の会議の報告

要な時期に招集されたと言明した。

で、人民経済計画の遂行を法的に確固と

そして、今年の闘争計画を正確に確定

金正恩総書記は報告で、人民軍と軍

保証し、全党的に党活動の火力を今年の

するための分科別協議会を開き、党中央

需工業部門が第8回党大会の決定貫徹

経済課題の遂行に集中することに関する

指導機関のメンバーと関係者が真摯な討

のために今年遂行すべき戦闘的課題と、

重要な課題を提起した。

議を経て発展指向性と力動性、牽引性、

対南部門と対外活動部門の今後の活動

報告は、党の指令であり、国家の法であ

科学性が保障された革新的な目標を樹立

方向を明白に指摘し、それを寸分の狂いも

る人民経済計画の樹立と執行の過程に

することで、本総会が党大会の決定貫徹

なく徹底的に実行していくことを強調した。

対する法的監視と統制を強化することが

の進軍の歩幅を大きく踏み出し、全党員と

報告は、今年、経済活動の成果いかん

持つ重要性を指摘し、法制部門で人民経

全人民に信念と勇気をもり立てる意義ある

が国家経済指導機関の機能と役割に多

済計画遂行のネックとなる不合理な要素を

契機になるようにしようと述べた。

くかかっていると指摘し、内閣と国家経済

除去し、生産と建設の効率を高められるよ

総会では、第1の議案に対する討論が

指導機関がその固有な経済組織者的機

うにする新しい部門法を制定、完備するこ

おこなわれた。金徳訓内閣総理、マ・ジョン

能と統制機能を復元して、経済全般に対

とについて言明した。そして、検察機関を

ソン化学工業相、ウ・サンチョル中央検察
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所長、趙甬元党中央委員会書記が討論

の活動であり、第8回党大会の決定の執

であると述べた金正恩総書記の懇切な教

した。

行は内閣の活動であると述べ、大胆に活

えを心に深く刻み付けて、党と人民に対し

討論者は、金正恩総書記の綱領的な

動を展開しろと述べた金正恩総書記の教

て担った重大な任務を責任をもって遂行

報告を全的に支持、賛同し、党大会の決

えを胸深く刻み付けて奮発し、また奮発し

することで、わが人民が化学工業のおか

定貫徹のための科学的な方途を正確に探

て頑強な実践で今年の経済計画を必ず

げを必ず被るようにするという固い決意を

してとらえ、経済活動で実際の革新をもた

遂行すると厳かに決意した。

固めた。

らそうとする内閣の責任のある決心を披歴
した。

マ・ジョンソン化学工業相は、金正恩総

ウ・サンチョル中央検察所長は、金正恩

書記が歴史的な第8回党大会の報告で

総書記が第8回党大会で打ち出した綱領

金徳訓内閣総理は、内閣が今年の戦

国の化学工業の構造を自己の技術陣とわ

的課題を体して、新たな5カ年計画の遂行

闘目標を朝鮮労働党の意図に合わせて

れわれの原料に頼る主体的工業に変える

を法的にしっかり保証することに総力を集

設定できず、発展指向性と力動性、牽引

ことについて重要に強調したと述べ、今年

中する決意を披歴した。全ての部門、全て

性、科学性に欠ける計画の数字を提出し

を自力更生の旗印を高く掲げて化学工業

の企業体が党の経済政策を徹底的に執

たことについて深刻に自己批判し、金正恩

の自立的土台を強固にする決定的な転換

行するように法的対策を立てると述べ、内

総書記が重ねて強調した通りに重い仕事

の年に作ると言及した。また、党政策の運

閣の主導的役割にブレーキをかける一切

を喜んで担い、人民の期待に報いるため

命が活動家の肩の上にのしかかっている

の行為を徹底的に制御、制圧し、金属、化

に奮闘すると討論した。討論者は、党が示

ということを銘記し、今年の戦闘目標を遂

学、電力、石炭工業部門をはじめ重要工

した整備、補強戦略と自力更生を経済活

行するための作戦案を科学的な打算に基

業部門を整備、
補強するのにネックとなるあ

動の主眼に確固ととらえて今年の経済活

づいて具体的に立て、活動家が課された

らゆる要素を探して強く対策を立て、関連

動計画から革新的に立て、経済管理方法

任務をまともに遂行しなくては持ちこたえら

単位が連帯生産品の生産、保障を責任

を改善する上で提起される要を積極的か

れないようにし、不断に新しいものを学び、

をもってしなくては持ちこたえられないように

つ大胆に解決していくと言明した。

大胆に創造していく実践家型の活動家、

法的統制を強化すると言明した。

経済活動システムと秩序を整理、整頓
し、経済活動に対する国家の統一的指

野戦型の活動家になるようにすると討論し
た。

特に、特殊の垣根を巡らして法の統制
外で社会主義的経済管理秩序に乱暴に

導と戦略的管理を実現しながら、社会主

そして、先進科学技術と人材に頼らず

違反する単位に対する法的監視を攻撃

義的企業責任管理制を正確に実施して

には今年の闘争課題の成果も、今後の展

的かつ連続的に厳しく行うとともに、経済

勤労者が経済管理の実際の主人になるよ

望も期待できないということを銘記し、自己

部門の活動家が社会主義の原則を良心

うにするための現実性ある方法論を完成

の技術陣をしっかり組み、前途洋々たる人

的に守り、党の経済政策を心から支えてい

すると誓った。内閣は、第8回党大会が示

材を育成することで、
Ｃ1化学工業をはじめ

くように順法教育を強化して、国家経済管

した国家的な自力更生、計画的な自力更

化学工業の全般を高い科学技術的土台

理システムと秩序を侵害する違法要素を

生、科学的な自力更生の要求に即して人

の上で持続的に発展させられる確固たる

未然に防止すると強調した。

民経済の全ての部門、全ての単位で設

保証をもたらすと強調した。さらに、化学工

彼は、法的統制を党的、階級的原則に

備、資材の国産化を積極的に推し進める

業の部門構造を完備するための活動を先

立って行えないなら、党の経済政策が徹

ようにし、金属、化学工業部門に力を集中

を見通して行うことを重要な課題に掲げ、

底的に執行されないし、あらゆる否定的傾

して鉄鋼材と化学製品を十分に生産、保

化学工業部門の工場、企業の改修、近代

向が横行するようになり、党の経済政策執

障できる土台を築き上げると言及した。今

化方案を現実性あるものに立て、一つのも

行いかんは検察活動家がいかに法的統

年から、人民経済各部門の現存の生産

のを建設しても人民が実際のおかげを被

制を行うかにもかかっているということを銘

工程を整備、
補強する活動を力強く推し進

るようにし、50年、100年を見通す原則に

記し、違法行為を黙認し、助長させる傾向

め、ひとつの成果で十を得られる対象に力

立って化学工業の未来を切り開くという決

が現れないようにすると討論した。

を集中して、持続的な生産成長を成し遂

心を披歴した。

げられる元手を一つひとつもたらすと強調
した。

差し当たり、
党中央委員会に決意した通

法律執行の活動家が敗北主義に陥っ
て党の経済政策執行を怠る傾向に同調し

りに窒素肥料の生産能力拡張工事と炭

たり、妥協、譲歩したりする傾向を徹底的

今年に高く立てた戦闘目標を遂行でき

酸ソーダ生産工程の改造を力強く推し進

に排撃し、党の経済政策の堅実な擁護

る方途は、活動家の思想観点と活動態度

めて今年中に無条件に終えるとともに、人

者、徹底的な守護者らしく闘争の度合いを

から抜本的な革新を起こすところにあると

民経済計画を遂行するための経済組織

強めると言及した。討論者は、検察機関

述べ、内閣メンバーが並々ならぬ覚悟と責

活動を綿密に行って各肥料工場で営農

内の全ての活動家が金正恩総書記が提

任感を持って経済活動を新しい革新、大

用窒素肥料の供給計画を期日内に遂行

示した戦闘的課題を至上の命令と受け止

胆な創造、絶え間ない前進を志向して奨

し、重要化学製品を円滑に生産、保障す

めて国家経済発展5カ年計画を成功裏に

励する方向へ確固と転換させると言及し

ると言明した。討論者は、化学工業は経

遂行し、社会主義経済制度をしっかり守る

た。内閣の活動はすなわち党中央委員会

済発展の要であり、人民生活向上の命脈

ための法的統制を力強く展開して党と革
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命、祖国と人民に対して担った聖なる使命

合わせて全ての単位が革命的に活動し、

生産を安全に保障できる科学技術上の対

と任務を果たしていくことを固く誓った。

沸き返るように党の指導を不断に強め、金

策を立て、穀物栽培面積を増やし、畜産と

趙甬元党中央委員会書記は、
まず、
第8

正恩総書記が構想して意図する全ての

野菜、果樹栽培、工芸部門にも力を入れ

回党大会の思想と精神に限りなく励まされ

問題が最も正確かつ完璧に実行されるよ

て、人民の食生活を向上させることに関す

た活動家と党員と勤労者を党大会の決定

うに総力をあげると総会で決意した。

る方途的問題が重要に討議された。

貫徹へ奮い立たせるための各級党組織

総会は、各部門別に今年遂行すべき課

軽工業分科協議会は、崔竜海最高人

の活動状況を概括し、その反面、一部の

題を具体的に討議して、決定書の草案を

民会議常任委員会委員長と朴泰成党中

活動家の間で現れている深刻な欠点につ

作成するための協議会に移った。党中央

央委員会書記、朴明順党中央委員会部

いて言明した。

指導機関のメンバーは、国家経済の土台

長、リ・ソンハク内閣副総理同志が指導し

代表的に、
軽工業部門で条件のせいに

を打ち固め、われわれの革命を新しい跳

た。

して一般消費財の生産計画を全般的に

躍期へ移行させるための革新的な活動

同協議会では、人民の食衣住問題を

低めた問題、建設部門で党中央が首都

計画を確定するために関係部門の活動家

解決する上で大きな分を占める軽工業部

市民と約束した今年の1万世帯の住宅建

と共に討議を深めた。
総会では、第1議案に対する決定書の

に関する金正恩総書記の崇高な志を深く

門で経済建設と人民生活の切実な要求

草案を作成するための分科別協議会が

刻み付けて、原料、資材の国産化比重

に顔を背けて電力生産計画を人為的に引

あった。工業、農業、軽工業、建設分科

を画期的に高めるための対策的問題を真

き下げた問題、水産部門で漁労活動を積

に分けられて行われた各協議会では、金

摯に討議した。紡織、メリヤス、製靴工業

極化して人民に魚を供給する段取りもしな

正恩総書記が行った報告の内容を深く研

をはじめ軽工業部門で設備の元の性能を

い問題などに触れ、このように主要計画指

究し、それに立脚して各部門の今年の活

回復して新しい生産能力を造成し、地方

標を嘆かわしく設定したことに責任のある

動計画を立てるための討議を深めた。自ら

産業をもり立てて人民の生活に切実に必

党中央委員会と政府の活動家を辛辣に

の部門の活動を革新するための真摯な思

要な消費財を責任をもって生産、保障する

批判した。

索と努力によって、新しい予備と可能性が

ための指標別計画と遂行方途が具体的

積極的に探究され、創意的かつ建設的な

に協議された。

現れた欠点は、
活動家が極度の消極性
と保身主義にとらわれて党大会の決定も、

意見が提起されたことで、初期に提出され

人民に対してした誓約もためらわずに破っ

た目標が全般的に更新された。

総会では、分科別協議会で決定書草
案の作成過程に提起された補充意見をま

ていることを示しており、
これは絶対に黙過

工業分科協議会は趙甬元党中央委員

とめた報告があった。分科別協議会を通

できない金正恩総書記の思想と意図に反

会書記と金徳訓内閣総理が指導した。同

じて作成された決定書の草案は、党大会

対し出た反党的、反人民的行為に見なす

協議会では、総会で行った金正恩総書記

が示した戦略的課題と方針が正確に具現

べきだと強く追及した。各党組織は、金正

の綱領的な報告を深く研究、学習したこと

され、今年の各部門別活動方向と戦闘目

恩総書記の指導思想を正確に受け止め

に基づいて、今年に各工業部門で達成

標の科学性と現実性、動員性が十分に反

ず、受け持った仕事に怠慢な活動家、地

すべき戦闘目標が上程され、討議が深め

映されたものに認められた。

位維持だけをしながら前進と革新に阻害

られた。金属工業部門で現行の鉄生産を

総会は、
第1の議案に対する決定書「第

を及ぼす活動家を絶対に傍観視しないで

正常化しながら新しい生産能力を造成す

8回党大会が示した5カ年計画の初年の

あろうし、問題を厳しく取り上げると言明し

ることに力を集中し、化学工業の自立性と

課題を貫徹することについて」
を全会一致

た。

技術力を高め、電力、石炭、機械、採取

で採択した。

各党組織が革命に対する忠実性を基

工業をはじめとする基幹工業部門と鉄道

総会は、第2の議案「全社会的に反社

本尺度にして全ての人々を正確に評価

運輸部門で相互協同と有機的連係を強

会主義、非社会主義との闘いをより度合

し、幹部との活動、党員との活動、大衆と

化して、確固たる生産成長を成し遂げるた

い強く繰り広げることについて」を討議し

の活動を画期的に改善し、特に党大会の

めの建設的な意見が提起された。

た。

決定貫徹と今年の活動で重要な分を受

農業分科協議会は、党中央委員会部

け持っている活動家が実績をあげるように

長の金才竜、李哲萬の両氏と、チュ・チョ

要求の度合いを強めると述べた。

ルギュ内閣副総理兼農業相が指導した。

金正恩総書記が、第2の議案に対する
報告を行った。
金正恩総書記は報告で、新しい発展

そして、全ての党組織が党決定の貫

協議会で参加者は、穀物増産の安定的

段階に入っているわれわれの革命は反社

徹のための組織・政治活動を実質的に行

で持続的な発展の基盤を打ち固めること

会主義的・非社会主義的傾向との闘いを

い、行政・経済部門の活動家の活動を積

に関する金正恩総書記の思想と意図を深

いつにもまして強化していくことを求めてい

極的に後押しして斬新な大衆工作方法で

く刻み付けて、農業の企画を先を見通し

ると強調し、われわれの思想と制度を脅か

大衆の勢いをいっそう高揚させると言及し

て行って今年の穀物生産目標を無条件

し、一心団結を阻害する悪性腫瘍を断固

た。

達成するための具体的な問題を深く論議

と手術してしまう革命的意志と決心を宣明

した。いかなる災害性気候の中でも、農業

した。

討論者は、こんにちの激動的な時代に
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門が大いに奮発して新しい出発をすること

設目標をあえて低めた問題、電力工業部
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報告では、党組織と勤労者団体組織、

関する報告があった。総会は、党中央委

よび補欠選挙した。

政権機関と法律執行機関で反社会主

員会のスローガン集が朝鮮労働党が恒久

キム・
ドンイル、キム・ヨンナム、キム・チョ

義、非社会主義との闘いを強力に展開す

的に掲げるべき路線と戦略・戦術、政治理

ルスの各氏を党中央委員会委員候補か

ることに関する課題が提起された。中央

念を集約的に反映した政治的なスローガ

ら委員に補欠選挙した。ホン・ヒョクチョル、

から道・市・郡に至るまで強力な連合指揮

ンに修正されることで、領袖の思想と不滅

リ・ギョンホ、チェ・ヨンジン、リョン・グンチョ

部を組織して反社会主義、非社会主義と

の革命業績、絶対的な権威を擁護し、わ

ル、チョン・ソチョルの各氏を党中央委員会

の闘いを一律に統一的に掌握し、集中的

が党の革命的性格を固守し、社会主義偉

委員候補に補欠選挙した。

かつ多角的に強力に展開することが言及

業を勝利のうちに前進させていく思想的武

金正恩総書記が、総会を締めくくった。

された。特に、党組織が活動家の間で現

器としての使命を果たすようになると認めな

金正恩総書記は、党中央委員会第8期第

れる権勢と官僚主義、不正腐敗行為を克

がら、修正したスローガン集を党中央委員

2回総会は上程された全ての議案に対す

服するための作戦を強力に展開するととも

会のスローガン集にすることに関する決定

る討議を成功裏に終えたと述べ、去る4日

に、反社会主義的・非社会主義的行為を

を採択した。

間、毎日、瞬間瞬間、指導機関のメンバー

庇護、助長させる対象を活動家の陣容か
ら断固と除去することが強調された。

総会は、第4議案「『 朝鮮労働党規約
解説』の審議について」を討議した。

が緊張して動員された状態で党と国家の
活動の討議に真摯に参加したことについ

経済管理問題を早急に解決することを

朝鮮労働党金正恩総書記が、
「朝鮮

てありがたく思っているが、
これは自分の人

わが国家の社会主義的性格を固守し、反

労働党規約解説」を総会で審議するよう

民に立てた誓約を厳かに、徹底的に履行

社会主義的・非社会主義的傾向を根絶

になった趣旨について述べた。金正恩総

して、時代と革命が付与した重い任務を

するためのきわめて重要な課題に掲げて、

書記は、第8回党大会は革命発展の要求

果たそうとする意志の発現であり、表出で

一つひとつきちんと決断力を持って解決し

に即して党規約の一部の内容を修正、補

あると述べた。

ていかなければならない。金正恩総書記

足したと強調し、党規約の解説集を立派

金正恩総書記は、本総会で討議された

は報告で、全ての活動家が反社会主義、

に作るのは党を組織的・思想的に強固に

一つひとつの議題はわれわれの革命事業

非社会主義との闘いを低調に、言葉だけ

し、党組織の戦闘的機能と役割を強め、

と党の強化、発展において特別な意義を

で行ってはいつになってもそれを終息させ

党員の党生活を強化する上で非常に重

持つと述べ、今回重要で差し迫ったわれ

られず、その代価を自分自身とわが人民

要な意義を持つと述べた。

われの当面課題に対する明白な認識を共

が高価に支払うことになるということを銘記

金正恩総書記は、党規約解説集は当

有し、明確な方向を確定したと語った。ま

すべきだと述べ、祖国と人民、次代の運

然、党大会と党大会の間に党の全ての活

た、社会主義制度の存立と発展を阻害す

命をかけて自分の部門、自分の単位で現

動を組織、指導する党中央委員会の総会

る内部の否定的要素を制圧、掃滅するた

れる反社会主義的・非社会主義的行為を

で決定されなければならないと言及し、今

めの強力な政策的武器と全党を武装させ

無慈悲に抑止、掃滅し、朝鮮式社会主義

回党規約解説集を審議して下部に送れ

て奮い立たせられる政治的手段がもたら

を強固にして発展させるための闘いで自

ば各級党組織と党員がそれを深く研究し、

されたと言及した。

分の責任と本分を全うしていくことを強調し

全ての党活動と党生活を党規約上の規

金正恩総書記は、今回の総会を通じて

た。

範の要求通りにのみすることを強調した。

わが党中央委員会は問題解決の出路を

総会は、第2議案に対する決定書「全

総会は、党中央指導機関のメンバーが

正しく探し、そこに全てを服従、志向させて

社会的に反社会主義、非社会主義との

十分な事前研究を行ったことに基づいて、

いく自分の指導力をいっそう洗練させて貴

闘いをより度合い強く繰り広げることについ

党規約解説集の草案を朝鮮労働党規約

重な経験を積むことになったと述べた。
そし

て」を全会一致で採択した。

解説集にすることに関する決定を採択し

て、第8回党大会を大事にするわが人民

た。

に党大会が決定した変革的課題を必ず

総会は、第3議案「党中央委員会のス
ローガン集を修正することについて」を討
議した。党中央委員会のスローガン集は、
党の戦略的かつ政策的なスローガンが集
大成された政治文書として、
全党と全人民

総会は、第5議案「組織問題」を審議し
た。
党中央委員会政治局委員、委員候補
を召還および補欠選挙した。

現実に転換させようとする第8期党中央委
員会の強い意志を具体的な実践計画で
示したところにも意義があると評価した。
金正恩総書記は、われわれがもうひとつ

を党の周りにしっかり結束させ、チュチェの

李善権氏を党中央委員会政治局委員

の必須の自己発展の立派な工程を踏み出

革命偉業の遂行へ鼓舞、激励する上で

に補欠選挙した。金成男氏を党中央委員

しただけに、党中央委員会は決定した課

重要な役割を果たしている。党の権威と指

会政治局委員候補に補欠選挙した。

題に対する正確な指導と徹底的な執行に

導力が非常に強化され、社会主義建設が
深化、発展している現実は、党中央委員
会のスローガン集の政治的性格と品位を
全面的に保障することを求めている。
党中央委員会のスローガン集の修正に

会議では、党中央委員会書記を選挙し
た。
呉秀容氏を党中央委員会書記兼経済
部長に選挙した。
党中央委員会委員、
委員候補を召還お

よって、革命事業を前進させ、人民が変
わった実状を感じられるようにすべきである
と述べた。
金正恩総書記は、全ての部門、全ての
単位の活動家が今年の活動で非常防疫
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事業の完璧さを保障することが重要な課

加した。
また、朝鮮人民軍軍種および軍団

委員会委員長命令が出された。内容は次

題の中の第1順位であることを銘記し、防

級単位の指揮メンバーと人民軍党委員会

の通り。

疫活動において厳しく徹底すべきであり、

の執行委員、一部の武力機関の指揮官、

全ての状況に迅速に対処しなければなら

党中央委員会の当該部署の副部長が参

ないと強調し、国家非常防疫司令部が最

加した。

揮メンバーの軍事称号を次のように昇格さ

大の緊張性と警戒心を堅持し、全国に強

朝鮮労働党中央軍事委員会第8期第

い防疫規律を確立するための新しい措置

1回拡大会議では、人民軍指揮メンバー

△中将

を講じた。

の軍事・政治活動と道徳生活において提

チュ・
ドンチョル、コ・ウォンナム、キム・ヨンム

せることを命令する。

金正恩総書記は、わが人民のより裕福

起される一連の欠点を指摘し、人民軍内

ン、キム・チュンソン、チャン・スンモ

で幸せな生活と国家経済の整備、補強、

に革命的な道徳規律を確立するための問

△少将

自立的発展を力強く促すために、党中央

題が主要に討議された。

リ
・
ミョンホ、キム・チョルジュ、チョン・ボンチャ

が以前から先を見通して準備してきたこと

金正恩総書記は同会議で、人民軍内

ン、シン・ジョンナム、チェ・デウン、リ・
ドゥイ

に言及し、今回の総会をきっかけに経済

に革命的な道徳規律を確立するのは単な

ル、チョン・ウンチョル、カン・チョルリョン、カ

幹部の活動態度と働きぶりにおいて実際

る実務的問題ではなく、人民軍の存亡と

ン・ギョンホ、パク・ジェヨン、ハン · ジョンシ

の変化が起きることを期待すると述べ、新

軍建設と軍事活動の成敗に関わる運命

ク、チョン・ヨンチョル、ファン・ソンチョル、ソ

たな5カ年計画の遂行を裏付けられる画

的な問題であると述べ、この重大な問題

ン・ヨンセ、シン・ジェヨン、オ・ヨンス、キム・ジ

期的な対策を立てた。

の解決のためには何よりも新世代の人民

ンウク、チョン・ミョンハク、チュ・チョルジン、

金正恩総書記は、全ての党中央指導

軍指揮メンバーの政治意識と道徳観点を

リ・ミョンホ、リ・インス、パク・テイ、ソ・チャン

機関のメンバーが総会の決定を生命のよ

確立するための教育と統制を強化すべき

ホ、チェ・インチョル、リム・ハク、キム・ミョン

うに大事にし、党の決定が無条件徹底的

であると語った。

イル、ハン・ジョンチョル

に執行されるように全力を尽くさなければな

会議では、人民軍内の全ての党組織と

らない、愛する自分の人民にわれわれの

政治機関が革命規律と道徳気風を立てる

朝鮮労働党中央軍事委員会委員長

衷情に対して検閲を受ける時になったと述

ことを現時期、党中央の用兵体系を確立

金正恩

べて、全ての同志たちがもっと努力し、奮

し、戦闘力を強化するとともに、革命軍隊

闘してわが党の雄大な闘争綱領を実践す

の気高い精神的・道徳的優越性を発揚す

るための革命にこぞって奮い立つことをお

るための主な課題に掲げて度合い強く繰

願いすると切々と語った。

り広げることについて強調された。
会議では次に、武力機関の主要職制

国家科学院恩情養豚場竣工
2021年2月16日発『 朝鮮中央通信 』に

指揮メンバーの解任および任命に関する
組織問題が取り扱われた。

内閣総会拡大会議
2021年2月26日発『 朝鮮中央通信 』に
よれば、同月25日、内閣総会拡大会議が
テレビ会議の方式で行われた。
金徳訓内閣総理が会議を指導した。パ
ク・ジョングン内閣副総理、チョン・ヒョンチョ

よれば、国家科学院養豚場が新たに建設

朝鮮労働党中央軍事委員会は、
キム・ソ

ル内閣副総理をはじめとする内閣のメン

され、竣工した。同工場は省力化、省エ

ンギル氏を朝鮮人民軍海軍司令官に任

バーが参加した。内閣の直属機関、省機

ネ化、敷地節約化の方針の下、国産の設

命し、海軍中将の軍事称号を授与した。
キ

関の活動家、道・市・郡人民委員会委員

備で整備されたとのことである。同月15日、

ム・チュンイル氏を朝鮮人民軍航空・対空

長、農業指導機関、重要工場、企業の活

朝鮮労働党中央委員会崔相建書記と国

軍司令官に任命し、
航空軍中将の軍事称

動家が傍聴した。

家科学院金承進院長ほか関係者が養豚

号を授与した。

場を視察した。

朝鮮労働党中央軍事委員会
第8期第1回拡大会議

内閣総会拡大会議では、
「 朝鮮労働党

会議ではまた、主要指揮メンバーの軍

第8回大会と党中央委員会第8期第2回

事称号の昇格に関する決定を採択した。

総会の決定を貫徹することについて」を討

朝鮮労働党中央軍事委員会の決定に

議した。

従って、朝鮮民主主義人民共和国の金

報告をパク・ジョングン内閣副総理兼国

2021年2月25日付『 労働新聞 』によれ

正官国防相と朝鮮人民軍のクォン・ヨンジ

家計画委員会委員長が行った。報告は、

ば、同月24日、朝鮮労働党中央軍事委員

ン総政治局長に朝鮮人民軍次帥称号が

内閣と国家経済指導機関で党大会決定

会第8期第1回拡大会議が党中央委員会

授与された。

貫徹のための今年の人民経済計画の作

の本部庁舎で行われた。
金正恩朝鮮労働党総書記兼朝鮮民主
主義人民共和国国務委員長が、党中央
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朝鮮労働党中央軍事委員会は主要指

成過程に消極的でことなかれ主義的な傾

朝鮮労働党中央軍事委員会委員長

向を発露させた原因を分析、総括した。報

命令

告は、今年の経済活動の中心に立脚して

軍事委員会第8期第1回拡大会議を指導

2021年2月25日発『 朝鮮中央通信 』に

経済作戦を目的指向性をもって行い、人

した。拡大会議には、朝鮮労働党中央軍

よれば、指揮メンバーの軍事称号を昇格さ

民経済計画を無条件に遂行するための

事委員会の李炳哲副委員長と委員が参

せることについての朝鮮労働党中央軍事

対策的問題を提起した。省、中央機関と
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道・市・郡人民委員会、企業が内閣責任

めていく決意を表明した。

道の幹部は清津バス工場の物質的・技術

制、内閣中心制の要求に即して経済活動

会議では、金属工業と化学工業部門の

的土台を強め、トロリーバス生産に必要な

に対する国家の統一的指導システムを確

工場、企業に必要な労力、設備、資材、

設備と資材を優先的に保障するための対

立し、
自分の任務と権限、活動限界を明白

資金を集中的に供給し、国内の燃料で鉄

策を追随させた。特に人民の便宜を最優

にして活動する制度と秩序を立てることに

鋼材を生産するための技術的問題を解決

先、絶対視する原則でトロリーバスの形は

関する問題が重要に強調された。

し、社会主義企業責任管理制の要求に

言うまでもなく、装備品も高い質的水準で

即して経営管理、企業管理を改善するこ

完成するように積極的に後押しした。

5カ年計画の期間に達成すべき各部門
の科学技術発展目標を戦略的集中性の

とに関する問題が討議された。

大安親善ガラス工場と城川江電機工場

原則に基づいて現実性あるものに立て、
そ

科学研究部門との緊密な連携の下で自

をはじめとする関連単位で責任をもって設

の遂行を頑強に推し進め、科学技術の威

らの技術力量を強化する活動を強く推し

備と資材を保障した。清津工業大学の教

力で生産正常化と改修・近代化、原料、資

進め、原料、資材を国産化するための年

師、研究者も生産現場に来て工場の技術

材の国産化、リサイクリングを積極的に実

次別計画を確定した。

者と一つになって技術上の問題を解決し

現することについて言及された。客観的経

生産と経営活動に支障をきたしている

た。新型のトロリーバスは人民の交通上の

済法則の要求に即して活動家が経済管

要因を調べて対策を立て、全ての企業が

便宜を保障し、清津市の街を軽快に走っ

理を改善する上で提起される方法論的問

生産を正常化することのできる現実的な

ているとのことである。

題に対する研究を深化させ、実践で提起

方法を研究、導入するための方案が討議

される偏向を適時に正すことについて指摘

された。遊休資材と副産物、廃棄物をリサ

リニューアルされた新浦魚類缶詰

した。

イクルし、代替原料を積極的に利用して一

工場竣工

国家の法と人民の利益を侵害する単

般消費財の生産を増やし、人民経済の全

2021年3月1日発『 朝鮮中央通信 』によ

位特殊化と本位主義に終止符を打つため

ての部門と企業の生産的・消費的連携を

れば、咸鏡南道新浦市にある新浦魚類缶

の闘争を度合い強く展開していくべきであ

強めることが強調された。

詰工場のリニューアル工事が終了した。同

協同農場の生産土台を築くための活動

年2月28日、ソン・チュンソプ水産相ら関係

報告では、変化する現実と生産力発展

に中心を据えて経営管理方法を画期的に

部門の活動家らが更新工事が完了した

水準、科学技術の発展に応じた計画化方

改善し、灌漑施設と農地を復旧することを

工場を視察した。

ると強調した。

法を絶えず完成し、企業が生産と経営活

はじめ農業生産計画を無条件に遂行す

動を独自的に、主動的に行いながら創意

る上で提起される実践的問題も協議され

性を最大限に発揮し、環境の変化に機敏

た。

平安南道養老院が完成
2021年3月1日発『 朝鮮中央通信 』によ
れば、平安南道平原郡龍二里に平安南

に対応できるように経済的条件と法律的

会議は、内閣が国の経済司令部として

環境を保障するための対策をより強力に

の役割を果たし、全ての経済幹部が社会

道養老院が建設された。同年2月28日に

立てるべきだという課題が提起された。

主義経済管理改善と科学技術発展の促

は、平安南道党員会アン・グムチョル責任

報告者は、
経済幹部が今年の戦闘目標

進を新たな5カ年計画遂行の根本方途と

書記、道人民委員会姜亨奉委員長が現

を遂行できる方途は自分らの闘争気風と

し、経済建設と人民の生活向上のための

地を視察した。

活動態度に革命的な改善をもたらすところ

闘いで責任と本分を全うしていくことにつ

にあるということを銘記し、経済活動におい

いて強調した。

て革新、大胆な創造、絶え間ない前進を
志向し、奨励することを強調した。

慈江道江界市に慈江道芸術劇場竣工

総会拡大会議では、真摯な討議に基

2021年3月3日付『 労 働 新 聞 』によれ

づいて内閣決定「朝鮮労働党第8回大会

ば、慈江道江界市に慈江道芸術劇場が

会議では、キム・グァンナム金策製鉄連

が示した国家経済発展5カ年計画を徹底

建設され、竣工した。同劇場は、江界市

合企業所支配人、マ・ジョンソン化学工業

的に遂行することについて」と「朝鮮労働

の中心に流れる将子江のふもとに建てら

相、リ・ソンハク内閣副総理、チェ・リョンギ

党中央委員会第8期第2回総会で提示さ

れ、1500余席の観覧ホールとエントランス

ル国家計画委員会副委員長、チュ・チョル

れた綱領的課題を貫徹することについて」

などを有しており、化粧室と創作室、部門

ギュ内閣副総理兼農業相が討論した。

が全員賛成で採択された。

別レッスン室、便宜施設が芸術家の創作
活動のために備っているとのことである。

各討論では、第8回党大会が示した自
分の部門、自分の単位の5カ年計画期間

咸鏡北道清津市に新型のトロリーバス

の目標と党中央委員会第8期第2回総会

2021年2月26日付『 労働新聞 』によれ

グン慈江道人民委員会委員長、関係者、

の課題貫徹のための方途的問題が具体

ば、咸鏡北道で新たに造ったトロリーバス

道芸術団芸術家、劇場従業員、建設者、

的に言及された。各討論者は、党と人民

が今、清津市の街を軽快に走っている。道

江界市内の勤労者が参加した。

の大いなる信頼と期待を瞬間も忘れず、優

党委員会では人民の生活上の便宜を図

竣工の辞をリ・ヒョングン委員長が述べ

れた活動能力と熱情、献身性を発揮して

る活動を重且つ大なる問題と推し、清津

た。この中で、重機械手段が集中される中

今年の目標遂行において変革的成果を収

市の交通問題解決に深い関心を払った。

で青年突撃隊員が土砂を短期間に処理

同月2日に行われた竣工式にはリ・ヒョン

ERINA REPORT PLUS

131

北東アジア動向分析

し、膨大なコンクリート打込をやり遂げること

であると語った。市・郡党責任書記は社会

い転換点をもたらす重要な契機になるとの

によって骨組工事を日程より早めて終えた

主義建設の地域的拠点を受け持っている

確信を表明し、第1回市・郡党責任書記講

ことについて言及した。また、建設者は大

朝鮮労働党の中核であり、人民と最も近

習会の開講を宣言した。

胆で、創造的な施工法を取り入れて大型ト

くに居ながら彼らを見守る重い責任を担っ

ラス架設と設置、内モルタル塗り、石貼り

た野戦政治活動家であると述べ、市・郡党

の党活動状況を全面的に分析し、収めら

付けなどを諸期日に完成し、関連単位研

責任書記が革命的な政治意識を持って

れた成果と経験、現れた欠点と原因を総

究者、技術者と協力して舞台の自動制御

活動において根本的な変化を起こしてこ

括し、実際の改善対策を立てるための会

系を実現したし、観覧ホールの照明、音響

そ、党大会の決定を貫徹し、朝鮮式社会

議が行われた。

条件を十分に保障したと彼は述べた。

主義が急速に前進、発展することができる
と強調した。

3月2日は北朝鮮の植樹の日

朝鮮労働党中央委員会政治局常務委
員会委員で党中央委員会の組織書記で

金正恩総書記は、第8回党大会が全国

ある趙甬元書記が、市・郡党責任書記が

2021年3月4日付『 朝 鮮 新 報 』によれ

の市・郡を自立的に、多角的に発展させら

党活動に力を入れて党の市・郡強化路線

ば、北朝鮮では3月2日が植樹の日で、
この

れる重要な政策的方向を明らかにしただ

と政策を貫徹していくことに関する報告を

日を迎え、春期の植樹が全国的に始まり、

けに、いまや全てが責任書記の奮発力と

提起した。組織書記は、わが党が革命発

一日で百数十万株の木が植えられたとの

役割にかかっていると述べ、党中央は現

展の各時期に市・郡の強化、発展のため

ことである。

在の状況で市・郡党責任書記の実務水準

に打ち出した重要な思想・理論と政策、そ

を高め、活動作風を改善することから市・

の偉大な生命力に触れ、党中央の意図を

郡発展の新しい転換点をもたらすことを決

体して市・郡の発展においてはっきりした成

心し、今回の講習会を手間を掛けて特別

果をおさめている責任書記らの経験を紹

に準備したと語った。

介した。報告では、現時期一部の市・郡党

第一回市 、郡党責任書記講習会
2021年3月4日、5日、6日、7日付『労働
新聞』によれば、第1回市、郡党責任書記
講習会が同月3日〜6日、朝鮮労働党中央

金正恩総書記は、今回の講習を通じて

責任書記と市・郡党委員会の活動で現れ

市・郡党責任書記が党中央委員会の前で

ている欠点が解剖学的に分析された。党

同講習会には、全国の市・郡党責任書

自分の活動状況を全面的に総括し、市・

内活動を軽視し、行政・経済活動に対する

記と各道党責任書記、道党委員会の当

郡強化の重要性と政策的要求に対する

党的指導、政策的指導を正しく行っていな

該部署の活動家が参加した。また、党中

正しい認識を持って優れた経験を交換、

い欠点とわが党の人民大衆第一主義政

央委員会の各書記と当該部署の部長、
第

共有しながら自分の市・郡をもり立てる明確

治を正しく具現していない偏向が辛辣に

1副部長、そして地方党の活動に関わる

な方途を探すために、積極的に、責任を

批判された。現在の実態は、党内活動、

活動家が参加した。

もって誠実に学習すべきであると述べた。

対人活動に手間をかけず、行政・経済活

委員会本部会議室で開かれた。
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講習会では、市・郡党責任書記の近年

金正恩総書記が、開講の辞を述べた。

市・郡党責任書記が党と国家の重要な戦

動にだけ偏って革命的党風を堅持しない

金正恩総書記は開講の辞で、社会主

略的砦、拠点を守っている重大な任務と

なら、わが党活動が真に党と革命隊伍を

義建設の各部門を新たな発展段階へ移

責任感を深く自覚し、どうすれば自分の地

全一体に固めて革命の前進速度を加速

行させ、全国の均衡的同時発展を促すう

域を社会主義理想郷につくって人民の要

させる生きた党活動、革命的な指導になり

えで市・郡党の活動を革新することが持つ

求と大きな期待に報いるか、どうすれば党

得ないということを示すと組織書記は指摘

意義を特別に重視して、
第8回党大会と党

と国家を鉄壁で擁護する鋼鉄の城塞、頑

した。

中央委員会第8期第2回総会の思想が手

丈な礎石になるようにするかを真摯に研究

配された以後、真っ先に市・郡党責任書記

すべきであると述べた。

報告は、市・郡党委員会が時代と革命
発展の要求に即して自分の地域の発展を

のための講習会を催したことに言及した。

金正恩総書記は、市・郡党責任書記

導いていく強力な牽引機となり、市・郡の主

金正恩総書記は、朝鮮労働党政策の

が自分の地域を導いていける政治的・実

婦となって党の市、郡強化路線と政策を

末端指導単位、実行単位であり、農村経

務的資質と能力を実質的に固める見地

貫徹していくことを強調した。

営と地方経済を指導する地域的拠点であ

から、人民大衆第一主義を具現したチュ

り、国の全般的発展を支える強力なとりで

チェの党活動の原理と方法を深く体得し、

記が党中央の地域的補佐官らしく活動家

である市・郡の重要性と市・郡党委員会が

市・郡党の活動において画期的転換をもた

と党員と勤労者を第8回党大会と党中央

占める位置について指摘した。新しい局面

らすための方法論を一つひとつ刻み付け

委員会第8期第2回総会の決定貫徹のた

を迎えた北朝鮮の社会主義建設は市・郡

るべきだと強調した。今回の講習会が第

めの闘いへ力強く奮い立たせる上で受け

組織書記は、全ての市・郡党責任書

の強化、発展を本格的に推し進める強力

8回党大会の決定貫徹のための初の部門

持っている責任と本分を全うしていこうと呼

な牽引力を早急にもたらすことを求めてい

別会議として、
党中央の構想と意図に即し

び掛けた。

ると述べ、市・郡党組織が自分の地域の

て市・郡党責任書記の思想観点と活動ス

会議では、党中央委員会が市・郡党委

発展を導いていく上で党中央の派遣員で

タイル、実務水準と精神的・道徳的風貌を

員会の党政策実行状況について評価し

ある市・郡党責任書記の役割が大変重要

根本的に革新し、市・郡強化、発展の新し

た全国的な市・郡別順位が発表された。

ERINA REPORT PLUS

ERINA REPORT PLUS No.160 2021 JUNE

同月4日、朝鮮労働党総書記である金
正恩総書記が、講習会を指導した。

活動家らしい精神的・道徳的風貌を備えら

に改善することに関する具体的な課題を

れずにいる問題などを克服し、党活動を画

提示した。

会議で行われた討論では、リ・ハンゴル

期的に革新しようとする決意を披歴した。

金正恩総書記は、党勢拡大活動と党

（黄海北道）燕灘郡党責任書記、コ・ジュ

会議では、市・郡党活動を責任をもって

隊列の管理を責任をもって行い、基層党

グァン
（咸鏡北道）会寧市党責任書記、
ポ

行わなくて重大な欠点を発露させた活動

組織を強固にし、活動家と党員に対する

ン・ソングォン（平壌市）兄弟山区域党責

家に対する鋭い批判が行われた。討論

党生活手配と指導を実質的に行うことに

任書記、リ・ビョングッ
（慈江道）煕川市党

と批判を通じて参加者は、党中央の要求

ついて言明した。

責任書記、
リ
・ヨンサン
（咸鏡南道）長津郡

と党的原則から脱線すれば、どんなに重

市・郡党責任書記が基層党組織を重

党責任書記、リ・ギョンチョル（江原道）伊

大な結果を招くかを骨身に染みるほど自覚

視する党中央の意図を銘記し、初級党、

川郡党責任書記、シン・ミョンソン
（平安北

し、自分の活動に内在している欠点を深

党細胞との活動を党委員会的な活動に

道）雲山郡党責任書記が、党活動と市・

刻に反省して、その克服方途について深く

転換させて、基層党組織が党活動を発展

郡の経済活動、人民の生活向上と教育

研究した。

する現実の要求に即して改善していくよう

事業の発展において収めた成果と経験に
ついて述べた。
討論に参加した各責任書記は、わが人
民の心に大事に刻み付けられた党への忠

に正しく導かなければならないと述べた。
金正恩総書記が、綱領的な結語を述
べた。
金正恩総書記は結語で、現時期、市・

金正恩総書記は、党生活を強化するの
が党活動のキーポイントであり、党の隊列

誠心を強く発揚させ、党活動に人民大衆

郡党委員会の活動を改善するのは全党

を組織的・思想的に強固にするための保

第一主義を積極的に具現するなら、いか

を強固にし、その指導的機能と役割を向

証であるだけに、市・郡党委員会は基層党

なる不利な条件と環境の中でも大衆の底

上させ、市・郡の発展を促す上でいっそう

組織が党生活総括と党学習をはじめ、党

知れない力と知恵で困難と難関、立ち遅

重要な問題に提起されていると述べ、全

組織・思想生活を正常的に実質的に手配

れを払拭して市・郡の発展においてはっきり

国の市・郡党委員会が自分の使命と役割

して行い、党会議の運営方法を絶えず改

した転変をもたらすことができると語った。

を円滑に遂行してこそ、党と国家の全般

善して活動家と党員の党生活水準を高め

ファン・ヨンチョル（黄海南道）殷栗郡党

活動がスムーズに運ばれ、朝鮮式社会

るようにすべきであると教えた。特に、新た

責任書記、オ・
ドクチョル（江原道）文川市

主義の全面的発展が促進されると強調し

に改正した党規約と党規約解説集に対す

党責任書記、キム・ミョンイル（清津市）水

た。党中央委員会がわが革命の最高参

る学習を強化し、それを徹底的に順守す

南区域党責任書記、アン・ミョンシク
（平安

謀部なら、市・郡党委員会は当該地域の

る気風が全党に確立するようにし、党生活

南道）大同郡党責任書記、キム・ジンサム

全ての活動を策定、指導する政治的参謀

の手配と指導を党大会の決定貫徹へ確

（ 黄海北道 ）黄州郡党責任書記、シン・

部であり、
このように重要な位置を占めてい

固と志向させることを強調した。

ミョンス（両江道）恵山市党責任書記、カ

る市・郡党委員会の活動の成果いかんは

金正恩総書記は、農村党の活動を強

ン・ミョンホ（平壌市）船橋区域党責任書

全的に、市・郡党責任書記の能力と活動

化して農村階級的基盤をうち固めるべき

記、
リ
・グクソン
（咸鏡南道）耀徳郡党責任

にかかっていると述べた。

重要性に触れ、市・郡党委員会が里党書

書記、
キム・スンイル（黄海北道）新渓郡党

金正恩総書記は、党活動の強化と市・

記、管理委員長をはじめ農村初級活動家

責任書記、パク・イルナム（清津市）新岩

郡の発展において責任書記の役割を強め

の陣容を打ち固め、彼らの責任感と役割

区域党責任書記、ペク
・グァンチョル（江原

るための重要な課題と方途を示した。金

を強めるための党的指導を強化すべきで

道）平康郡党責任書記、ハン・チョル（両

正恩総書記は、
何よりも党内活動に力を入

あると述べた。市・郡党責任書記は、農村

江道）普天郡党責任書記、
カン・ホヨン
（黄

れてわれわれの革命陣地、階級的基盤を

への指導活動において農作業の一面に

海南道）青丹郡党責任書記、ホ・
ミョンチョ

うち固めることを強調した。党内活動は、党

だけ偏らず3大革命を推し進め、里党活動

ル（平安南道）孟山郡党責任書記は、こ

を組織的・思想的に強化し、活動家と党員

をもり立てるのに力を入れるべきであると指

れまでの自分の活動と市・郡党委員会の

を党と革命に忠実な闘士に準備させ、全

摘した。

活動で発露した欠点と偏向を批判的見地

人民を党の周りに固く結集させて党政策

金正恩総書記は、市・郡党組織が大衆

から分析した。

の貫徹へ力強く呼び起こすための党活動

を教育し、自覚させるための実効性ある方

各討論者は、党内活動、対人活動を疎

の重要な部分であると述べ、市・郡党責任

法を絶えず探究、適用して全社会に革命

かにして行政実務的に活動した問題、基

書記が何事にぶつかっても党内活動を鉄

的で健全な生活気風が確固と支配するよ

層党組織を強化するための活動を形式的

則に、主眼にとらえるべきだと語った。

うにし、反社会主義、非社会主義を制圧、

に行った問題、行政・経済活動に対する党

金正恩総書記は、
幹部陣容を立派に整

的指導を正しくせず、ほらを吹いて市・郡の

えるのに特別な力を入れるべきだと述べ、

暮らしをもり立てられずにいる問題、
人民へ

対幹部活動で党的原則、革命的原則を

金正恩総書記は、市・郡党責任書記が

の無条件的な奉仕精神に欠けて人民の

厳格に堅持して幹部陣容を精鋭幹部化

党委員会の各部署に対する指導と統制を

生活を改善できずにいる問題、労働党の

し、そのために対幹部活動体系を革新的

強化して、市・郡の全ての活動を党中央の

掃滅する闘いが大衆自身の活動に転換さ
れるようにすべきであると強調した。
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意図に合わせて正確に手配、展開し、活

金正恩総書記は、一部の責任書記の

動家と党員と勤労者を奮い立たせて市・

活動と生活で党と革命に対する忠実性、

郡に提起された革命課題を立派に遂行し

人民に対する献身性、同志に対する尊重

金正恩総書記は、市・郡党責任書記が

ていくべきだと述べ、そのための具体的な

の心、活動に対する誠実性が乏しい傾向

第8回党大会と党中央委員会第8期第2

が現れていることに対して厳しく指摘し、そ

回総会が示した課題を貫徹するための活

の思想的根源を明白に究明した。

動を用意周到に企画し、指導して、市・郡

任務を提示した。
金正恩総書記は、市・郡党責任書記は

た。

当該地域の政治、経済、軍事、文化をは

金正恩総書記は、市・郡党責任書記

の経済活動と人民の生活改善において

じめ、全般の事業に責任を負う党責任活

は自身を革命的に鍛練して徹底的に修養

明確な実績を上げるべきだと述べて、次の

動家であるだけに、自分の政治実務水準

し、党と革命に対する忠実性から幹部と

ように続けた。市・郡党責任書記の前に提

と活動能力を画期的に高め、活動作風と

党員の模範になるべきであると教えた。そ

起される優先的な経済課題は、農業生産

風貌を絶え間なく改善すべきであると強調

して、自分自身から党組織と党員大衆を

量を画期的に増やすことである。農業部

し、次のように続けた。党中央が派遣した

動かし、政治活動を先立たせる固有な党

門の活動家と勤労者を党の農業政策貫

全権代表である責任書記にとって最も重

活動方法を体得して具現すべきであり、実

徹を目指す闘いへ力強く奮い立たせる活

要な表徴は、高い党性と政治実務的資質

践的模範で下部の活動家を教育すべき

動をつねに重視し、党的な力量を集中す

である。市・郡党責任書記は、党の思想と

であると述べた。

べきである。市・郡協同農場経営委員会

路線に精通するために目的意識的に粘り

金正恩総書記は、市・郡党責任書記が

が農事の企画を当該地域の特性に即し

強く努力することで、党の政策においては

巧みな大衆工作方法を具現することにつ

て科学的に、細部的に立てて徹底的に実

詰まるところのない博士になるべきであり、

いて強調した。朝鮮労働党の人民的性

行するように要求性を強め、
経営委員会の

事業の手配と総括の全過程を活動家たち

格、
人民大衆第一主義政治を具現する上

活動上の権威を立ててやって市・郡内の

に党の政策を信念として刻み付ける教育

で市・郡党責任書記は当然、旗手になり、

農事を実質的に指導するようにすべきであ

過程になるようにすべきである。これととも

模範になるべきだと述べて、人民の生活

る。特に、農業部門に根深いホラをなくす

に、党の活動実務にも精通し、多面的な

上の苦衷を解決する活動を最優先視し、

ための闘いを度合い強く展開しなければな

知識を身につけて高い文化的素養を兼備

一人に会っても実の父母、実の子息のよう

らない。金正恩総書記は、郡を立派に築

するために努力すべきである。全国の全て

に対し、彼らの眼光と表情、平凡な言葉か

いて郡内の住民を豊かに暮らせるようにす

の市・郡を自立的に、多角的に発展させよ

ら本音を読み取って対策を立てることので

るのは市・郡党責任書記の当然な任務に

うとするこんにちの時代には、責任書記の

きる真の党活動家になることについて言明

なると述べ、市・郡所在地と農村を時代文

水準はすなわち、市・郡の発展である。市・

した。また、朝鮮労働党の伝統的な大衆

明の高さで築くための計画を現実性あるも

郡党責任書記は、党の政策と党の活動実

工作方法通りに大衆の中に深く入って彼

のに立て、自前の技能工力量と建設装備

務はもちろん、自分の市・郡の発展に直結

らに頼り、彼らの精神力と知恵を汲み上げ

に頼って地方の建設を力強く推し進める

している農業と工業、建築と国土管理、教

て、その力で活動の成果を収めるべきだと

べきだと語った。

育、
保健医療など、
多岐にわたる先進技術

強調した。

と知識を習得するために情熱的に粘り強く
努力すべきである。

金正恩総書記は、市・郡党責任書記が

自分の地域の自然地理的条件を積極
的に利用して地方産業工場を活性化し、

発言と行動、道徳風貌をはじめとする全て

一般消費財の生産を増やし、草食家畜の

金正恩総書記は、人民は党中央委員

の面で大衆のモデルになるべきであり、そ

飼育をはじめ畜産を広範囲に行い、養魚

会の尊厳と権威、母なる党の愛と信頼を

のためには自身を特殊化せず、いつどこに

を大々的に展開して人民の生活を向上さ

郡党委員会、
特に責任書記の活動方法と

居ても目下の人と人民を尊重し、革命の先

せることについて指摘した。

作風を通じて実際に感得を受けると述べ、

輩を敬うべきであると述べた。市・郡党責

金正恩総書記は、責任書記が自分の

市・郡党責任書記が活動方法と作風、活

任書記は、つねに自分を派遣した党中央

市・郡を発展させ、人民の生活を向上させ

動スタイルを画期的に改善することについ

の権威と威信、労働党の革命的党風を考

るための正しい戦略を立て、自分の地域

て重ねて強調した。

えて礼儀作法を守る上でも垂範になるべき

の経済的土台と潜在力を最大限動員、利

だと語った。

用する上で提起される方途的問題を具体

郡党委員会は、人民が真に心の扉を開
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うに強く掌握、統制すべきであると強調し

けて訪ねてきて胸の内を打ち明けられる実

金正恩総書記は、市・郡党責任書記

家、人民の心の中に根を下ろした郡党委

は活動と生活において清廉潔白性を堅持

金正恩総書記は、偉大なわが人民に

員会になるべきであり、責任書記が郡の女

し、権勢と官僚主義、不正腐敗行為を絶

仕える上で最も多くの仕事を担っている市・

的に教えた。

主人になるべきであるということはわが党

対にしてはならないと述べ、自分自身が党

郡党責任書記は必ず真の革命家、共産

が自分の存在方式、革命的党風を堅持し

の前に、人民の前に潔白であるばかりか、

主義者になるべきであり、そうなるには党中

て人民大衆第一主義政治を実現するた

家族、親戚も絶対に私利私欲を追求しな

央と思想と志と呼吸をともにするために絶

めの最も一般的で初歩的な要求であると

いように戒め、郡内の全ての活動家が権

え間ない努力を傾けなければならないと強

述べた。

勢と官僚主義、不正腐敗行為をしないよ

調した。
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金正恩総書記は、今回の講習会をきっ

衆の思想・精神力と創造的熱意を向上さ

趙甬元書記は、党中央の唯一的指導

かけに、
市・郡党責任書記の眼識がいっそ

せるための政治教育活動を斬新に繰り広

体系をいっそう確立することがわが党の建

う広くなり、政治意識と革命熱意がよりいっ

げ、党宣・伝鼓舞力量を総動員して思想

設と党活動、党の指導力と戦闘力を強化

そう高揚して自分の市・郡を裕福で文化的

の浸透力、思想活動の実効性を高めるこ

する上で持つ重要性と意義について明ら

な社会主義楽園に変貌させていく上で新

とに言及した。

かにし、市・郡党組織が党中央の指導に

しい大きな歩みを踏み出すとの確信を表
明した。
金正恩総書記は、今年もわれわれの闘
争課題は膨大で条件は不利であり、わが

講習ではまた、地方経済を発展させ、人

忠実に従う上で必ず堅持すべき原則と課

民生活を向上させるうえで市・郡党組織の

題を具体的に解説した。党中央の指示に

役割を強めるための方法論的問題が取り

従って党組織が一糸乱れず動き、党の決

扱われた。

定を無条件最後まで実行する革命的規律

党に対する人民の期待と願いはいつよりも

講習に出演した経済書記は、朝鮮労

と秩序を確立して、全ての市・郡を党と国

極めて大きいということを銘記すべきである

働党の市・郡重視思想、市・郡強化路線

家を鉄壁に擁護する鋼鉄の城塞、頑丈な

と述べ、今こそ党中央が打ち出した正確

の総体的目標どおりにすべての市・郡を文

礎石にうち固めることについて述べた。

な路線を徹底的に堅持し、正確な政治的

化的で富強な社会主義建設の地域的拠

講習では、市・郡党責任書記が金正恩

指導を実現すべき時であり、
したがって市・

点、自分の固有の特色を持つ発展した地

総書記を首班とする党中央委員会を擁護

郡党責任書記に付与された責任はたい

域に作るには市・郡党委員会と責任書記

し、支えるところにわが革命の勝利と祖国

へん重くて重要であると再三強調した。

が経済活動に対する党の指導、政策的

の富強・繁栄、人民の幸せな明日があると

金正恩総書記は、こみ上げる激情と新

指導をよくしなければならないと強調した。

いう哲理を刻み付けて、時代と革命が付

しい信念に満ちている市・郡党責任書記

市・郡の経済発展において大きな分を占め

与した聖なる任務に限りなく忠実であらな

に偉大なわが党のために、偉大なわが人

る農産と畜産、水産をもりたてるのに優先

ければならないと強調した。

民のためにみんなが力を合わせて闘って

的な力を入れて人民の食の問題と軽工業

いこうと温かく訴えた。

講習会では、党の雄大な市・郡強化路

の原料を解決するうえでの対策問題を具

線を体して自分の地域を一心団結のとり

3日目の同月5日には、党と革命隊伍の

体的に説明した。農場で科学的な営農

で、社会主義楽園に立派に転変させると

一心団結を全面的に固め、市、郡を自立

方法を取り入れ、社会主義的分配原則を

いう市・郡党責任書記の固い決意を盛り込

的に、多角的に発展させるための党の指

正確に適用するようにしてはっきりした成果

んだ誓書が採択された。

導を実質的におこなううえでの問題を総合

をおさめた市・郡党委員会の経験を紹介し

金正恩総書記は、講習会を指導しなが

的に体系的に再認識させる講習が行われ

ながら経済書記は、農業生産の主人であ

ら、
市・郡党責任書記の活動において指針

た。

る農業勤労者の生産的熱意を高めるため

となる貴重な教えを与えた。

朝鮮労働党中央委員会政治局委員で

の活動を先行させながら多収穫運動を高

金正恩総書記は、市・郡党委員会は党

党中央委員会経済書記である呉秀容書

調させ、農村の物質的・技術的土台を固

の路線と政策の貫徹を企画し、実行する

記と朝鮮労働党中央委員会政治局委員

める活動を実質的に指導することに言及

基本戦闘単位であり、市・郡党委員会が

で党中央委員会組織指導部長の金才竜

した。自分の地域の自然地理的特性に即

党中央の指導思想と指導力をそのまま具

氏が講習に出演した。講習では、市・郡党

して地方産業工場を活性化し、一般消費

現して大衆を革命事業へと力強く奮い立

委員会で党組織事業と党の思想活動を

財の生産を増やして、市・郡の面ぼうを一

たせてこそ、社会主義建設の全般的な部

革新して革命陣地、階級的基盤をしっかり

新させ、教育、保健医療、スポーツを発展

門で勝利の旗をはためかすことができると

打ち固め、活動家と党員、勤労者を党大

させるための方途的問題について解説し

述べた。

会決定貫徹へと巧みに奮い立たせる問

た。

題が取り扱われた。

金正恩総書記は、市・郡党責任書記が

講習では、すべての市・郡党責任書記

いつよりも高い責任感をもって活動家と党

組織指導部長は、幹部陣容と党隊列を

が党と人民が付与した重大な任務を深く

員、大衆との活動に精通し、巧みに展開し

しっかり整え、基層党組織の戦闘力を高

自覚し、党活動を強化して自分の市・郡を

て地域発展のための闘いを大衆自身の活

め、党の人民大衆第一主義政治を徹底

革命化された地域に作り、地方の経済発

動に確固と転換させなければならないと教

的に具現し、青年を革命の継承者、党の

展と人民生活向上を目指す闘いで組織

えた。

後続部隊に準備する上で提起される党活

者、旗手としての責任と役割を果たしてい

動の実務的問題について講義した。市・

くことについて強調された。

郡党委員会が農村党活動を重視し、
農村

最終日、4日目である、同月6日は、朝鮮

責任書記自身だけでなく、市・郡党委員
会の活動家をわが党の市・郡重視思想と
路線で武装、団結させ、彼らの集団的知

の初級活動家と除隊軍人との活動を強化

労働党中央委員会政治局常務委員会委

恵を発揮させて実質的な成果を収めなけ

し、思想、技術、文化の3大革命を深化さ

員である党中央委員会組織書記の趙甬

ればならないと述べ、全ての活動を党政

せて農業勤労者を革命化、労働者たち化

元書記が、党中央の唯一的指導体系をよ

策的要求と具体的な実情に合わせて手

するための課題と方途を詳細に解説した。

り徹底的に立てることに関する題で講義し

配し、広範な大衆に頼るなら、占領できな

時代と革命発展の切実な要求に即して大

た。

い要塞とはありえないと信念と勇気を与え
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た。

熱情と献身性を発揮して自分の地域を党
中央と思想と志でしっかりとつながった一

金策製鉄連合企業所の幹部と労働者

が発展志向的な目標を明確に設定し、そ

心団結のとりで、人民が実質的な福利と

たちが消極と保守を排撃し、新しい基準、

の実現のために継続革命、継続闘争する

文明を享受する幸福の地盤に転変させる

新しい記録を創造し、鉄鋼材生産のより大

なら、全ての市・郡が住みよい故郷として

という高い理想と強烈な意欲をもって頑強

きな展望を切り開いている。同連合企業

変遷するだろうと述べ、党中央が地方の

に実践すべきであると述べた。

所ではチュチェ鉄生産工程を整備、補強

均衡的かつ飛躍的な変革のために構想

金正恩総書記は、市・郡党責任書記が

し、技術的に完備するうえで提起される数

している重大な事業について具体的に紹

歴史的な党大会と党総会が提示し、今回

十件の技術革新案導入計画を現実性あ

介した。市・郡党責任書記は今回の講習

の講習会で具体化された戦略・戦術的方

るものに講じたところに基づいてその遂行

会で紹介された優れた経験を自分の活動

針と闘争課題に徹底的に立脚して党活動

対策を追随させながら生産工程間の連携

に積極的に具現して前途を頑強に切り開

を革新し、市・郡を強化、発展させる上で

を強化している。酸素分離器分工場の技

き、市・郡の発展を力強く導いていかなけ

自分の責任と役割を果たしていくことに言

術者、労働者は斬新な着想と大胆な実践

ればならないと述べ、責任書記が常に民

及した。全ての市・郡党責任書記が今日か

で大型酸素分離機の生産性を高めるた

心を重視し、自分の活動に対する評価を

ら、新たに任命されて新たに活動を開始

めの合理的な技術的方案をみつけ、必要

人民から受けなければならないと懇ろに教

するという新しい観点と立場に立って党政

な設備を増設するとともに運転操作方法を

えた。

策貫徹のための組織・政治活動を非常に

より完成して従来より酸素生産量を1.3倍

金正恩総書記は、市・郡党活動に関連

強く、迫力あるものに繰り広げ、市・郡の強

に増やした。酸素熱法高炉プラントでは溶

して提起された多くの問題は各道党責任

化、発展の方向舵の役割を立派にして人

鉱炉に吹入される酸素の純度と量に合うよ

書記にも責任があると述べ、各道党責任

民が喜び、
実感できるはっきりした変化と成

うに炉の運用を科学技術的に綿密にして

書記が道内の市・郡党委員会の活動を改

果をもたらすべきであると頼んだ。

取り掛かり一回あたりの鉄湯生産量を増や

善し、市・郡党責任書記を指導し、支援

金正恩総書記は、市・郡党責任書記が

する上で自分の職分を果たすべきであると

人民に対する無条件的な奉仕精神、社会

強調した。

主義建設の地域的拠点に責任を負う活

運輸単位では鉄道車両を保守整備し

動家らしい組織展開力と実務能力、気高

て輸送をよりスムーズにできる保証をもたら

金正恩総書記は、第1回市・郡党責任
書記講習会の閉講の辞を述べた。

しながら日別、週別、月別銑鉄の生産目標
を狂いなく遂行しているとのことである。

い道徳風貌を身につけるべきであると述

しているし、製鉄、圧延工務部門の加工

金正恩総書記は、わが党中央は社会

べ、みんなが第8回党大会が下した決定

職場でもチュチェ鉄生産工程が鉄鋼材生

主義建設を次の段階へ画期的に移行さ

が輝かしい貫徹として歴史に末永く残るよ

産で効果をあげられるように各種の部品と

せる上で市・郡党責任書記の役割に大き

うに一意専心で奮闘しようと胸熱く語った。

付属品を適時に生産供給している。

な期待をかけてこんかいの講習会をたい

金正恩総書記は、
偉大なわが人民に仕

黄海製鉄連合企業所の労働者たちが

へん重視したと述べ、講習会を通じて全て

える道で人民が実際に認める本物の忠実

生産能力拡張のための膨大な工事を促し

の責任書記を再武装、再自覚、再奮発さ

なしもべになろうと熱烈にアピールして、第1

ながら鉄鋼材生産で連日、革新を起こし

せ、市・郡党委員会の活動を改善、強化す

回市・郡党責任書記講習会の閉講を宣言

ているとのことである。同連合企業所では

るための実際の経験が蓄積されたと語っ

した。

た。そして、全国の市・郡党責任書記が党

酸素熱法溶鉱炉と酸素分離機をはじめと
する設備を質的に整備保守するうえで提

中央の意図を一致して深く刻み付け、
高揚

南浦市に農業研究院水稲研究所

起される問題を適時に解決するための対

した政治的熱意と真摯な思索、積極的な

温泉研究分所が新たに竣工

策を講じる一方、合理的な炉運用方法を

姿勢で会議と講習に誠実に参加したこと
について高く評価した。
金正恩総書記は、これから市・郡内の

2021年3月12日発『 朝鮮中央通信 』に

積極的に取り入れて鉄湯生産量を増やす

よれば、南浦市に農業研究院水稲研究

ようにしている。酸素分離器2職場の労働

所温泉研究分所が建設され、竣工した。

者、技術者は設備の稼働率を高めて良質

活動家と党員と勤労者がわが党の歴史
で初めてとなる講習会に出席して帰ってき

の酸素を円満に生産供給しているし、製

金属工業部門での成果

鋼職場では UHP 電気炉の溶解時間を

た責任書記をより大きな期待をかけて注視

2021年3月13日発『 朝鮮中央通信 』に

短縮し、1回あたりの鉄湯生産量を向上で

するということを常に銘記すべきであると述

よれば、金属工業部門の幹部と労働者た

きる作業方法を引き続き探究導入して成

べ、今回、責任書記が厳かに立てた誓い

ちが生産土台の整備、補強に力を入れな

果を成し遂げている。

は自分の郡内の人民に対しての誓約であ

がら鉄鋼材生産で成果を収めているとの

り、
どんなことがあっても無条件実践すべき

ことである。

鉄鋼材増産でわが党を忠実に支えた
前世代の闘争気風、活動方式に見習い

各地の製鉄、製鋼所でエネルギー節約

千里馬製鋼連合企業所の幹部と労働者

郡党責任書記が現在よりも数十、数百倍

型の酸素熱法溶鉱炉を建設し、圧延鋼材

たちも生産土台の整備補強に力量を集中

の果敢な勇気と奮発力、尽きることのない

生産土台を補強する活動が積極的に推

しながら鉄鋼材生産に力を注いでいると

至上の課題であると強調した。全ての市・
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のことである。製鋼職場、圧延プラント、ガ

るとのことである。咸鏡北道清津市松坪

恩総書記が中国共産党中央委員会総書

ス発生炉職場などの労働者は「一人はみ

区域寿松洞にある輸城川総合食料工場

記、中華人民共和国主席習近平同志に

んなのために、みんなは一人のために！」と

（2020年1月19日付『 朝 鮮 新 報 』に詳し

口頭親書を送った。金正恩総書記は、厚

いうスローガンを高く掲げ、作業班、交替が

い記事がある）
、平安北道新義州市にあ

い同志的関係に基づいて両党の戦略的

相互協力し、支援しながら頑強な闘争を

る鴨緑江総合食料工場、慈江道にある将

意志疎通を強化すべき時代の要求に従っ

展開して毎日、
高い生産実績を記録してい

子山総合食料工場、両江道にある青峰

て中国共産党中央委員会総書記、中華

る。

総合食料工場などが紹介されている。

人民共和国主席習近平同志に口頭親書

先行工程を任された保山製鉄所では
回転炉の整備保守を先を見通して綿密に
して取り掛かり、設備管理を技術規定と標

を送って朝鮮労働党第8回大会の情況を

中朝首脳の口頭親書交換
2021年3月22日発『 新華社 』によれば、

通報した。
金正恩総書記は朝鮮労働党第8回大

準操作法の要求通りにしながら当面の生

習近平中国共産党中央委員会総書記と

会が変化した対内外形勢と現実に合わ

産を日程計画どおり推し進めているとのこ

中央委員会の指令により、宋涛中国共産

せて党と国家活動において新たな革新を

とである。

党中央対外連絡部長が同日北京で北朝

起こすための科学的且つ現実的な闘争

原料保障単位でも連帯的革新を起こし

鮮の李竜男駐中国大使と面会した。李竜

路線と戦略・戦術的課題を打ち出したこと

て鉄鋼材増産を裏付けているとのことであ

男大使は朝鮮労働党第8回大会の状況

について具体的に触れた。金正恩総書

る。

を全体的に知らせ、中国党と人民が習近

記は、大会が党の指導力と戦闘力を強化

茂山鉱山連合企業所の幹部と労働者

平書記の指導の下で、グローバルな公共

し、健全な発展を遂げ、国家社会制度を

たちは、自力と技術で足りない設備と部

衛生の危機に対抗するのに成功し、全面

強化、発展させるための実践的な対策を

品、資材を解決しながら鉄精鋼生産を中

的にややゆとりある生活を建設し、徹底的

講じ、現段階における経済戦略と新たな

断することなく推し進めている。殷栗鉱山、

に貧困をなくす闘争において世間が注目

展望計画を討議、決定したことをはじめ、

載寧郡鉱山をはじめとする鉄鉱石生産単

する成果を上げていると高く評価する。北

わが革命の前進方向と闘争方針を確定

位でも生産土台を整備、補強し、より合理

朝鮮と中国の関係を強化し、世界の羨望

したことについて披れきした。

的な採掘法、剥土処理方法を広く取り入

の的に発展させ、友情と団結をもって社会

金正恩総書記は、わが党が朝鮮半島

れるための技術的対策を講じている。

主義の大義を促進することは、
私と朝鮮党

の情勢と国際関係環境を真摯に研究、分

と人民の揺るぎない立場である。 朝鮮は、

析したことに基づいて、国防力強化と北南

を重要にとらえて新しい技術開発と導入

朝中間の友好関係が、時代の要求と両国

関係、朝米関係に関する政策的立場を討

に拍車をかけて生産を増やしている。興

民の志向、願い、基本的利益に従って昇

議、決定したことについて深みあるものに

山鉱山では国家科学院中央鉱業研究所

華し発展することを固く信じているとの金

通報するとともに、敵対勢力の全方位的な

との緊密な連携の下で現存の設備を最

正恩総書記の口頭親書を伝達した。

挑戦と妨害策動に対処して朝中両党、両

黒鉛と電極、
耐火物生産単位で近代化

大限、
効果的に利用して高品位黒鉛精鉱

宋涛対外連絡部長は、習近平総書記

をより多く生産できる新しい空気機械植付

から金正恩総書記への、再び第8回朝鮮

線工程を整えることをはじめ単位の物質

労働党大会を祝福し、中国と朝鮮の伝統

金正恩総書記は、
中国共産党と中国人

国が団結と協力を強化することについて
強調した。

的・技術的土台をさらに固めるための活動

的な友情は両党、両国、両国人民の共通

民が習近平総書記同志の指導の下で世

を実質的に展開している。生産土台の強

の宝であると述べた。 新しい状況下で、

界的な保健医療危機の大災難を成功裏

化と電極の質を高めることに優先的な力を

私たちは朝鮮の同志と協力して、中朝関

に抑止し、敵対勢力のヒステリックな誹謗、

注いでいる興南電極工場では合理的な

係を維持、強化、発展させ、両国の社会

中傷と圧迫の中でも社会主義をしっかり守

生産方法を導入するための技術革新運

主義的目的を促進し、継続的に新しい結

りながら初歩的な富裕な社会を全面的に

動を活発に展開している。

果を達成し、両国民により良い利益をもた

建設するための闘いで注目に値する成果

耐火物生産単位では原料選別、粉砕

らすことを望んでいる。現在、百年に一回

をおさめていることについて自分の事のよう

工程を整えておき、耐火物の質を高めると

あるような情勢の変化とパンデミックの影響

にうれしく思うと述べた。

ともに坑の浸水復旧を急ピッ チに促しなが

が重なっている中で国際的および地域的

金正恩総書記は、親善と団結の威力で

ら生産性を裏付けられる坑開発に力を集

状況が大きく進化していることを強調した。

社会主義の偉業を活力に満ちて前進させ

中しているとのことである。

中国は、朝鮮および関係者と協力して、半

ていくというのは、朝鮮労働党と朝鮮人民

島問題の政治的解決の方向性を順守し、

の確固不動の意志であるとし、中国共産

各道の総合食料工場で、

半島の平和と安定を維持し、地域の平

党創建100周年と朝中友好協力相互援

各地の原料に依拠した製品開発

和、安定、発展および繁栄に新たな積極

助条約締結60周年を迎える意義深い今

的な貢献をする用意がある、
との口頭親書

年も両党の協同が良好に行われ、朝中親

を伝達した。

善関係が時代の要求と両国人民の志向

2021年3月14日付『 労働新聞 』によれ
ば、各道の総合食料工場で、各地の原
料に依拠した製品開発が進められてい

同月23日付『労働新聞』によれば、
金正

と念願、根本的利益に合致するように昇
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華、発展されるとの確信を表明した。

的かつ同志的な団結と協力のきずなを強

ラオス人民民主共和国国家主席に口頭

金正恩総書記は、習近平総書記同志

固にし、発展させ、反帝共同闘争を果敢

親書を送って朝鮮労働党第8回大会の状

の健康と中国共産党と人民を指導する重

に展開していくという朝鮮労働党の意志を

況を通報した。

任の遂行においてさらなる成果があること

再び宣明した。

を心から願った。

金正恩総書記は、
社会主義制度を守る

会が変化した内外の形勢と現実の要求

金正恩朝鮮労働党総書記、朝鮮民主

ためのキューバ共産党と人民の闘いに対

に即して党と国家活動において新たな革

主義人民共和国国務委員長でに中国共

するわが党と人民の全面的な支持と連帯

新を起こすための科学的かつ現実的な闘

産党中央委員会総書記、中華人民共和

を再確言し、4月に行われるキューバ共産

争路線と戦略・戦術的課題を打ち出したこ

国主席である習近平同志から口頭親書

党第8回大会が党をいっそう強化し、その

とと、党の指導力を強化し、国家社会制

が寄せられた。

指導的役割を強め、
富強な社会主義国家

度を強固にし、発展させるための実践的な

習近平同志は、金正恩同志が口頭親

を建設するためのキューバ共産党の闘い

対策を講じ、国防力強化と北南関係、朝

書を送って朝鮮労働党第8回大会情況を

で画期的な前進をもたらす有意義な契機

米関係に関する政策的立場を討議、決定

通報してくれたことに謝意を表し、温かい

になるとの確信を表明した。

したことについて詳細に言明した。

挨拶を送るとともに党大会が成功裏に行
われたことを改めて祝った。
習近平同志は、伝統的な中朝友好は

金正恩総書記は、社会主義偉業の勝

金正恩総書記がベトナム共産党

利を目指す闘いの道でラオスとの同志的

書記長に口頭親書

かつ兄弟的な友好・協力関係を全面的に

両党、両国、両国人民の共同の貴重な富

2021年3月24日発『 朝鮮中央通信 』に

であるとし、新しい形勢の下で朝鮮同志た

よれば、金正恩総書記がグエン・フー・チョ

ちと手を取合って努力することによって中

ンベトナム共産党中央委員会書記長兼ベ

金正恩総書記は、トンルン・シスリット同

朝関係を立派に守り、立派に強固なもの

トナム社会主義共和国国家主席である

志が第11回党大会の決定を貫徹するた

にし、立派に発展させ、両国社会主義の

同志に口頭親書を送って朝鮮労働党第8

めのラオス人民革命党とラオス人民の闘

偉業が絶えず新たな成果を収めるように促

回大会の状況を通報した。

いを策定、指導する重要な活動でさらなる

し、両国人民により立派な生活を与える用
意があると述べた。

金正恩総書記は、朝鮮労働党第8回大

拡大、発展させていくという朝鮮労働党の
意志を再び宣明した。

成果を収めることを心から願った。

会が変化した内外の形勢と現実の要求

また、国際および地域情勢は深刻に変

に即して党と国家活動において新たな革

平壌市1万世帯の住宅建設着工式で

化しているとし、朝鮮半島の平和・安定を

新を起こすための科学的かつ現実的な闘

行った金正恩総書記の演説

守り、地域の平和と安定、発展と繁栄のた

争路線と戦略・戦術的課題を打ち出したこ

2021年3月24日付『 労働新聞 』は、同

めに新たな積極的貢献をする用意がある

とと、党の指導力を強化し、国家社会制度

日23日に平壌市1万世帯の住宅建設着

と語った。

を強固にし発展させるための実践的な対

工式で行った金正恩総書記の演説「5万

策を講じ、国防力強化と北南関係、朝米

世帯の住宅建設によってわれわれの首都

金正恩総書記がキューバ共産党

関係に関する政策的立場を討議、決定し

をいま一度壮大に変貌させよう」を掲載し

中央委員会第1書記に口頭親書

たことについて詳細に言明した。

た。演説内容は次の通り。

2021年3月24日発『 朝鮮中央通信 』に

金正恩総書記は、社会主義偉業の勝

よれば、金正恩総書記がキューバ共産党

利を目指す闘いの道でベトナムとの伝統的

中央委員会第1書記のラウル・カストロ・ルス

な友好・協力関係を絶えず強固にし、発展

同志に口頭親書を送って朝鮮労働党第8

させていくという朝鮮労働党の意志を再び

回大会の状況を通報した。

宣明した。

栄誉ある首都建設に決起した全ての建
設者と人民軍将兵の皆さん！
今日われわれは、わが国の首都建設史
に今一つの意義深い里程標を印す光栄

金正恩総書記は、朝鮮労働党第8回大

金正恩総書記は、グエン・フー・チョン書

にあずかりました。今年度の初頭に開かれ

会が変化した内外の形勢と現実の要求

記長が第13回党大会の決定を貫徹して

た朝鮮労働党第8回大会と朝鮮労働党

に即して党と国家活動において新たな革

富強な社会主義国家を建設するためのベ

中央委員会第8期第2回総会では、5カ年

新を起こすための科学的かつ現実的な闘

トナム人民の闘いを策定、指導する重要

計画期間に全国的に住宅建設を力強く推

争路線と戦略・戦術的課題を打ち出したこ

な活動でさらなる成果を収めることを心か

し進めるとともに、われわれの首都だけにも

とと、党の指導力を強化し、国家社会制

ら願った。

5万世帯の住宅を建設し、
そのために毎年

度を強固にし、発展させるための実践的な

1万世帯ずつ建設することを決定しました。

対策を講じ、国防力強化と北南関係、朝

金正恩総書記がラオス人民革命党

米関係に関する政策的立場を討議、決定

書記長に口頭親書

党大会で決定された重大かつ壮大な
闘争課題の中で最も張り合いのある誇らし

2021年3月24日発『 朝鮮中央通信 』に

い革命事業が今日、
ついに本格的なスター

金正恩総書記は、社会主義偉業の勝

よれば、金正恩総書記がトンルン・シスリット

トを切ることになりました。偉大なわが国家

利を目指す闘いの道でキューバとの戦略

ラオス人民革命党中央委員会書記長兼

の首都平壌に5万世帯の近代的な住宅を

したことについて詳細に言明した。
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建設することは、首都市民により安定した

しかし、わが党は1万世帯の住宅建設

文化的な生活条件を提供するためにわが

が首都市民の生活と直結しており、党大

建設は時代の到達した精神的高さと国

党が大胆に構想し、準備してきた宿願で

会の決定を狂いなく貫徹するための初年

力の集合体であり、
文明と発展のための大

す。

度の重要な政治的活動であるため、無条

きな第一歩です。わが国家第一主義を掲

件に推し進めることにしました。

げて富強と繁栄へと進む今日、首都の5万

党と政府は、首都の不足する住宅の世

同志の皆さん！

帯数を掌握してその解決策を深く検討して

われわれには、最も困難な時期に最も壮

世帯の住宅建設場は社会主義建設の新

きたし、これはわが党と政府にとって最も重

大、かつ立派な大建設を繰り広げるという

たな高揚期、激変期を象徴する主要攻撃

大な課題となっていました。

大きな誇りと自負、胆力があり、この膨大な

戦線となるでしょう。われわれは5万世帯の

建設課題を十分に実行できるという自信と

住宅建設を通じて、首都の面貌をいま一

経験、土台があります。

度変えるだけでなく、社会主義建設を段階

党中央委員会は、この重大な課題をい
かなる不利な条件と環境の下でも、どんな
ことがあっても必ず果すべき栄誉ある革命

今はまだ建築形成案でしか見られない

別に確信をもって強化、発展させる新しい

課題として受け止め、人民大衆第一主義

特色のある高層・超高層住宅が今年の末

前進の時代、活力の時代を開くことになる

をいっそう確実に具現する原則に立って

にこの松新・松花地区に林立するようにな

でしょう。

建築発展の構想と建設政策を再確定しま

れば、わが国家の潜在力とわが人民の創

党中央委員会は、膨大な大工事を作

した。

造力はいま一度大きく誇示されるでしょう。

戦しながら建設の主役となる強力な主力

建設の方向と順序を改めて策定し、国

この過程に、われわれのチュチェ建築

部隊の編制に優先的な注目を払いました。

家建設総予算の多くを住宅建設に支出す

は一段と飛躍し発展するであろうし、自分

党中央が5万世帯の住宅建設を決定する

るようにし、その実行のための作戦と準備

の方式、自分の力、自分の手で新しい生

際、真っ先に信頼したのは言うまでもなく、

活動を行ったうえで第8回党大会で5万世

活を創造し、発展させていくわれわれの建

党と人民に限りなく忠実な革命武力です。

帯の住宅建設を政策化しました。

設は、より大きな前進力を持つようになるで

人民軍は祖国と人民をしっかり守る国家

しょう。

防衛の使命と責任を全うしながら、人民の

わが党と国家が示した大規模の住宅
建設作戦は、何らかの経済的利益のため

グリーン建築、乾式工法のような先進的

幸福を創造するうえでも常に大きな役割を

のものではなく、徹頭徹尾、国家の財産と

な建築技術、建設工法が大胆に、革新的

果たしてきました。これまで数多くの大建設

勤労者大衆の創造的労働の結果がその

に導入され、建設装備と建材を生産する

戦域と被害復旧建設で英雄的偉勲を立

まま勤労者自身の福利となるようにするた

工業基地の土台が一層拡大、強化される

てた人民軍が基本戦線を担当してこそ、

めの崇高な事業です。

であろうし、われわれの建設部隊と建設者

全般的な建設大戦で確実な成果を収める

はより強力になり、有能になるでしょう。

ことができます。私は、われわれの人民軍

今日を出発点として今後党創立80周年
に当たる2025年までに毎年1万世帯ずつ

今日の大建設は、首都の建設史におい

5万世帯の住宅を新たに建設すれば、今

ても記念碑的な意義を有します。これから

の将兵が創造的な建設闘争においても、

建設中の1万6000余世帯を含めておよそ

始まる5万世帯の住宅建設は、首都平壌

自分の戦闘的気質を余すところなく発揮し

7万世帯の住宅が建設され、首都の住宅

の都市区画を東西方向と北の方向に拡

て、党と人民の期待に必ず徹底した貫徹

問題は立派に解決されるでしょう。

大し、大規模で近代的な新しい市街を形

をもって応えるものと確信します。

を誰よりもよく知っています。私は、われわれ

首都にスケールが大きく大々的に住宅を

成する歴史的な建設事業です。平壌市の

これまで黎明通りの建設をはじめ重要な

建設することは、折り重なる困難に立ち向

松新地区と松花地区、西浦地区、金泉

建設現場でめざましい勲功を立てた首都

かって力強く前進するわが国家、わが人

地区、9・9節通り地区に毎年順次に1万世

建設委員会と速度戦青年突撃隊、革命

民の不敗の闘争気概を誇示するうえでも

帯の住宅と独特な公共建物が建設されれ

史跡地建設局、対外建設局をはじめとす

大きな意義があります。

ば、わが国家の首都はいっそう壮大華麗

る社会の主要建設部隊も今回の大建設

周知のように、今年の平壌市の1万世

に様変わりするであろうし、これは最も困難

戦闘に参加することになります。

帯住宅の建設はようやくのことで決まりまし

かつ栄えある21世紀の20年代を象徴する

た。

意義深い記念碑となるでしょう。

大建設戦闘の成否は、直接の担当者
である指揮メンバーと人民軍軍人、建設

実際、挑戦と障害がいつにもまして厳し

将来、われわれが建設する新しい市街

者にかかっています。わが党と国家の建

くなる今のような状況下で、このような大規

で暮らすことになる市民と次世代は、最悪

設政策と指導は、最終的にはそれぞれの

模な建設を行うこと自体が想像を絶する途

の挑戦をはねのけて世界に堂々と誇れる

建設部門の幹部の創造的熱意と努力に

方もないことだと言わざるを得ません。

巨大な建築群を建設したわれわれの時代

よって現実化し、党はわれわれの建設者

今年の1万世帯の住宅建設は、5年前

の主人公を、英雄的な世代としていつまで

の熱烈な愛国心と才能を何よりも大いに信

の黎明通りの建設を始める時とは全く異な

も追憶するでしょう。このように、今日の大

じています。

る状況下で行われるものであり、
さらにはそ

建設は栄光の時代を歴史に記録する偉

の何倍もの作業量を短時日内にやり遂げ

大な事業です。

なければならない膨大な工事です。

設計部門に提起される任務が最も重要
です。建設そのものが高度の創造的活動
であり、建築物が造形化、芸術化、多機能
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化、知能化している今日、設計の重要性は

超過輸送運動を力強く繰り広げて、首都

より大きくなっています。設計部門に対する

の大建設場と鉄鋼材や建材の生産基地

その中で、新しい文明を思う存分創造し

わが党の要求は、設計図の一つの線、ひ

に必要な貨物を迅速に運搬すべきです。

享受するわれわれの父母兄弟と子供たち

とつの点にもわれわれの時代の思想と精

全ての活動で政治活動、
思想攻勢を優

のために、

神、躍動する気概が宿り、世界と堂々と張

先させて、人民軍軍人と建設者の忠誠心

第8回党大会の決定の立派な実行のた

り合う高い理想と文明水準が反映されるよ

と愛国心、創造的知恵を余すところなく発

めに、みなともに力強く闘っていきましょう。

うにすることです。設計部門の活動家はす

揚させ、建設の初めから終わりまで全ての

でに確定・示達された市街形成案と設計

建設現場が天をも衝く勢いで沸き立つよう

金正恩総書記が新たに生産された

案通りに、全ての対象設計を党の建築美

にしなければなりません。
こうして、
大衆を張

旅客バスの試作品を見た

学的思想が立派に具現された満点のもの

り合いのある建設闘争に奮い立たせるだ

2021年3月26日発『 朝鮮中央通信 』に

に作成し、当該の設計図を施工部門に早

けでなく、今日の壮大な首都建設戦闘場

よれば、金正恩総書記が新たに生産され

急に提供しなければなりません。

が新たな時代精神を生み出し、勇敢な実

た旅客バスの試作品を見た。金正恩総

施工を受け持った各建設単位は、建設

践家、逞しい社会主義的勤労者を育て上

書記は、党中央委員会第8期第2回総会

工事に即刻着手して日程計画を日別、週

げる熾烈な革命戦域、
立派な学校になるよ

を指導する多忙な中でも平壌市民の交通

別、月別に必ず遂行し、今年の上半期内

うにすべきです。

問題を解決するための決定的対策を立て

に担当した建築物の骨組工事を基本的

また、建設に参加した軍人と建設者の

る遠大な構想を示して首都交通網発展に

に終えなければなりません。全ての建設部

健康と生活に気を配り、よく見守ることを最

おいて提起される問題を具体的に協議し

隊と単位では、施工の質を高めることを主

も重視すべきです。国家非常防疫システ

た。金正恩総書記が打ち出した課題を体

な課題とし、建設工事の全工程を質の保

ムの要求に即して建設全域に防疫哨所と

して平壌市旅客運輸総合企業所と平壌

証で一貫させなければなりません。

施設を手抜かりがなく整え、防疫規定を自

バス工場の活動家と労働者たちは、短期

全ての幹部と建設者が党と国家に対

発的に徹底的に守る気風を確立するととも

間内に交通バスと二階建てバス試作品を

し、人民と次世代に対し、そして歴史に対

に、各種の事故と災害を防止し、建設者

開発して党中央に報告した。

して自分の忠誠心と愛国心、良心を検証

が何の不便もなく作業に専念できるように

金正恩総書記は、党と政府の幹部であ

されるという姿勢と立場をつねに堅持する

最善を尽くすべきです。軍人や建設者へ

る趙甬元書記、金徳訓総理、チョン・サン

とき、全ての建築物は名実ともにわれわれ

の給養活動を当該単位にのみ任せるので

ハク書記、李日煥書記、呉秀容書記、崔

の時代の立派な創造物となるでしょう。

なく、国家的な保障システムを強めて、全

相建書記、金才竜部長、金栄煥平壌市

建設監督部門の役割を強めて、党と国

ての建設戦闘員に所定の供給量が確実

党委員会責任書記同志と共に党中央委

家の建設政策、人民の要求と利益、建築

に提供されるように綿密に手配しなければ

員会の庁舎で旅客バス試作品を見た。

の安全性をしっかり遵守し保障するように

なりません。

1万世帯の住宅建設に必要な資材と

金正恩総書記は、旅客バスに上がって
技術的特性を一つひとつ具体的に調べ、

すべきです。
同志の皆さん！

平壌市が自分の技術陣と生産土台に依
拠してバスを製作し、旅客運輸手段の問

設備を最優先的にそのつど保障すべきで

今日はわれわれが鍬入れをしますが、数

す。セメントや鉄鋼材、各種の建材品や設

カ月後にはこの地域に新しい人民の通り、

題を解決することを決意したのはよいこと

備の生産を受け持った工場、企業では、

われわれが誇りとする素晴らしい大建築

であると述べ、党で積極的に後押しする

労働者たちの革命的熱意と創造力を最

群が生まれるでしょう。他でもなく、この世

ので都市美化にマッチし、人民が利用す

大限に発揮させ、任された生産課題を期

で一番立派で偉大なわが人民の素晴らし

るのにも便利な旅客バスを量産すべきだと
述べたとのことである。

限内に立派に遂行することによって、首都

い拠りどころとなる理想的な市街の建設に

の住宅建設の成果を保証しなければなり

汗と熱情を惜しみなく捧げることより誇らしく

ません。

幸せな、誉れ高いことはありえません。

鉄道運輸をはじめとする輸送部門でも、
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の首都の明日のために、
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