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われわれは社会主義偉業の実現をめざす聖なるたたかいにおいて勝利の１年を送り、１９９１年の新

春を意義深く迎えました。 
 キムイルソン同志が新年の辞で指摘しているように、昨年は朝鮮人民が激変する歴史の流れのなかで、

社会主義の旗を高くかかげて力強く前進した誇らしい勝利の１年でした。帝国主義者と反動勢力の反社

会主義策動のため、昨年、東欧諸国では労働者階級の党と政権が一夜にして崩壊し、血を流してかちと

った革命の獲得物が敵の手に渡り、社会的混乱と無政府状態がつくりだされて資本主義に逆もどりする

重大な事態が生じました。帝国主義者と反動勢力は東欧諸国を切り崩した後、わが国もそうなるように

悪辣に策動しました。 
 このきびしい現実を見て、はたして社会主義をあくまで建設することができるだろうか、と憂慮する

人もいました。わたしはわが党と人民の運命を考え、卑怯者は革命の旗を投げだしても、われわれは革

命の赤旗をあくまで守りとおそうと決心しました。わが党は昨年、いささかの動揺もなく、チュチェの

旗、社会主義の旗を高くかかげて民衆を力強く立ち上がらせ、社会主義建設の各分野で大きな勝利を達

成しました。 
 昨年は、祖国統一をめざすたたかいにおいても大きな成果が達成されました。 
 キムイルソン同志は新年の辞で、この１年間、祖国統一をめざす民族あげてのたたかいにおいて達成

した成果を総括し、祖国の統一を早めるために１日も早く解決すべき重要な問題を提示しました。キム

イルソン同志が示した新たな祖国統一方針について、南朝鮮の反動たちには反論の余地もないはずです。

昨年、われわれは党の示した祖国統一方案の正当性を内外に広く示し、祖国統一の主体的力量をさらに

強化しました。 
 社会主義か資本主義かという対決が激化している状況のもとで、アメリカ帝国主義と直接対峙してい

るわれわれが、なんの偏向や紆余曲折もなく社会主義建設を力強く推進し、祖国統一をめざすたたかい

で新しいページを開いたことはじつに偉大な勝利です。１９９０年は、朝鮮式社会主義が必ず勝利する

ということを示した歴史的な年でした。われわれは、チュチェ思想を具現した朝鮮式社会主義が依然と

して固守され、成功裏に前進していることに高い誇りと自負をいだくべきです。 
 われわれの前途には、以前よりさらにきびしい難関と試練が立ちはだかるかもしれません。帝国主義

者と反動勢力が、社会主義の旗を高くかかげて進むわれわれを集中攻撃して瓦解させようと必死に襲い

かかり、社会主義経済建設では思いもよらぬ障害と難関に遭遇することも考えられます。われわれは、

情勢が複雑をきわめ、経済建設に障害と難関がおり重なるほど、革命の主体を強化することにひきつづ

き大きな力を注ぎ、難局を打開して革命と建設を力強く前進させなければなりません。 
 党活動、対人活動をさらに強化すべきです。 
 党活動は、党の隊伍を組織的、思想的にうちかため、党員と大衆を党と領袖のまわりにかたく結集す

る組織・政治活動です。現在のような複雑な情勢のもとで、われわれは党活動、対人活動に力を集中し

て党を強化し、広範な大衆を党のまわりにいっそうかたく結集しなければなりません。党が対人活動を



おろそかにすれば、指導的政治組織としての使命と任務を正しく遂行することができないばかりか、自

己の存在そのものを維持することもできません。党はつねに党活動、対人活動を基本としていくべきで

す。 
 キムイルソン同志は、党は経済活動にまき込まれず、党活動にひきつづき大きな力を傾注すべきだと

教えています。党は政治的リーダーであるため、終始一貫、対人活動、政治活動をおこなうべきです。

党活動、対人活動は党活動家の本分であり基本任務です。 
 にもかかわらず、少なからぬ党活動家は経済活動にこだわり、党活動をおろそかにしています。一部

の工場、企業所の党書記は、対人活動には力を入れず、資材の配分までしながら行政代行をしています。

道・市・郡の新任党責任書記も、党活動、とくに党内活動に関心を払っていません。党の責任幹部は経

済活動にだけ関心を払うので、道や郡内の大衆の動向や人々のあいだで提起される問題をよく知ってい

ません。こういう状態では、下部で不穏分子が策動しても分からないでしょう。一部の党活動家は、資

材だの何だのと、経済実務的活動にまき込まれて経済活動家のようにふるまいながらも、それが正しい

のか間違っているのかも判断できないありさまです。かれらは、党活動家が経済活動を直接受け持って

独善的にふるまうのを、あたかも経済活動に関心が大きいからであるかのように思っています。党活動

家が経済活動にだけかかずらっていれば、人々との話し合いや党活動を正しくおこなうことができず、

経済活動家の責任感が弱まって経済活動も順調にいきません。党活動家が経済活動を代行するのは、党

活動と経済活動のいずれをも台無しにする、百害あって一利なしの行動です。 
 いま道党委員会は、経済担当書記と経済部署を通じて道内の経済活動全般を指導しようとしています

が、それはいけません。これは主観主義の表れです。以前、道党委員会にあった経済担当書記の職制と

経済部署をなくしましたが、その後、道党責任書記たちが道党委員会に経済担当書記と経済部署が必要

だというので、再び設けました。いまのように、道党委員会が経済活動にまき込まれ、これに党中央委

員会の組織指導部と宣伝部までまき込まれるようになれば、道党委員会はいうまでもなく、革命の最高

参謀部である党中央委員会まで自己の役割を円滑に遂行できなくなり、最後にはわが党が経済主義の党

になってしまうおそれがあります。 
 キムイルソン同志は今回の黄海南道党委員会拡大総会で、経済活動は道行政・経済指導委員会と道農

業経営委員会がもっぱら担当し、道党委員会は道内の活動全般を指導しながらも、党活動、対人活動を

基本とすべきだと強調しました。経済活動は、道行政・経済指導委員会と道農業経済委員会が担当すべ

きことです。経済活動の主人は経済活動家であり、経済活動は経済活動家が全的に責任をもっておこな

うべきです。道内の経済活動は道行政・経済指導委員会と道農業経済委員会が担当することになるので、

政務院はそれにたいする指導体系を正しくうち立て、指導に本腰を入れなければなりません。 
 党組織と党活動家は自己の本分と職能に即して党活動、対人活動を正しくおこない、領袖、党、大衆

の一心団結をされに強化すべきです。 
 幹部と党員を党と領袖のためにすべてをつくす、真の忠臣、このうえない孝子にしなければなりませ

ん。 
 幹部と党員を真の忠臣、このうえない孝子にすることは、党を組織的、思想的に強化する基本課題で

す。 
 幹部は党の根幹であり、党員は党と領袖の指導に忠実な革命の中核力量です。党の組織的団結と戦闘

力は、幹部と党員の政治的・思想的準備の程度と役割によって保証されます。 
 幹部と党員が高い政治的・思想的品格と資質をそなえ、中核的・前衛的役割を果たすとき、党は一つ

の強固な組織的統一体となり、その戦闘的機能と役割を円滑に遂行することができます。幹部と党員の



政治的・思想的品格の基本は、党と領袖への忠誠と孝心です。党と領袖への忠誠と孝心は誰もが厚くな

ければなりませんが、党の路線と政策の実行を直接組織、指揮し、大衆を教育し導く幹部にはより厚く

なければなりません。幹部は、つねに党と領袖に心からつくそうという忠誠と孝心で胸を燃やすべきで

あり、いかなる嵐が吹き荒れようとも、党と領袖のみを信頼し、運命をともにする鉄の信念と覚悟がで

きていなければなりません。すべての幹部が党と領袖に忠実にしたがい、忠誠と孝心をつくすなら、わ

が党はいかなる波風や試練にも微動だにせず、革命を勝利に導いていくことができます。 
 いま一部の党組織は、忠誠と孝心の厚い人を幹部として抜擢し配置することには関心を払っても、か

れらにたいする日常的な教育はおろそかにしています。そのため、一部の幹部は配置されてすぐに過ち

を犯しています。党員を入党させるときのように着実に教育しないので、なかには党員の役目を正しく

果たしていない人もいます。党組織は、幹部と党員を忠臣と孝子に育てるために方法論をもって、日常

的に正しく活動すべきです。 
 幹部と党員は、党生活を通じて党と領袖への忠誠と孝心をたえず高めなければなりません。党生活は

幹部と党員を革命的に鍛える溶鉱炉です。わたしがいつも言っていることですが、党と領袖に忠実であ

ろうとする信念と意志は組織生活を通じていっそうかたくなります。幹部と党員が、党生活に自発的に

参加して自分をたえず鍛えるならば、いかなる逆境のもとでも党と領袖のみを信頼し、党と領袖のため

に自分のすべてをつくす真の忠臣、このうえない孝子になれますが、党生活を怠り、組織の統制からは

ずれるようになると思想的変質をきたし、最後には革命隊伍から脱落するようになります。幹部と党員

の党生活は、現在のように情勢が複雑で、党に提起された革命課題が重大であるほど、さらに強化しな

ければなりません。内外の情勢が複雑な時期に、幹部と党員の党生活にたいする要求の度合いを強めな

ければ、外部の圧力と攻撃に直面して動揺したり尻込みするようになります。われわれは幹部と党員の

党生活をされに強化し、いかなる逆境のもとでも党と領袖に忠実にしたがう、真の忠臣、このうえない

孝子に育てなければなりません。 
 党生活を通じて幹部と党員を忠臣と孝子に育てるには、党の基礎組織、とくに党細胞を強化しなけれ

ばなりません。党細胞は、幹部と党員の党生活を直接組織し、指導する末端基層組織であり、党員を忠

臣と孝子に育てる拠点です。党細胞は、党員を忠臣と孝子に育てる忠誠の細胞になるべきです。朝鮮中

央通信社の五局第二細胞は忠誠と孝心の厚い党細胞のモデルです。 
 最近、全国の党細胞は、党と領袖に忠誠と孝心をつくし、永遠に党にしたがう決意をかため、そのよ

うに生きるために努力していますが、これは非常によいことです。党組織は、党細胞を忠誠の細胞にす

る運動を力強くくりひろげ、忠誠の党細胞の隊伍をたえず拡大すべきです。 
 党細胞書記の責任感と役割を高めなければなりません。党細胞書記は、党員の党生活を組織し、指導

する基層党組織の責任者であり、わが党の末端政治活動家です。党組織は党細胞書記を中核でかためて

そのレベルを高め、かれらが党生活で模範を示すのみでなく、党員の党生活にたいする要求の度合いを

強めるようにすべきです。党細胞書記が高い誇りをいだき、細胞活動を責任をもっておこなうようにす

る組織的な対策を講じなければなりません。 
 大衆を党のまわりにかたく結集する活動を正しくおこなうべきです。 
 大衆との活動を正しくおこなうことは、党を大衆のなかに深く根を下ろした不敗の革命的党に強化す

るための必須の要求です。党がいかなる状況のもとでも微動だにしない不敗の党になるためには、民衆

の絶対的な支持と信頼を受けなければなりません。大衆から離れた労働者階級の党はありえず、大衆を

結集できない党は自己の使命と任務を円滑に遂行することができません。労働者階級の党は、労働者、

農民、勤労インテリをはじめ、各階層の大衆との活動を正しくおこなって、民衆と血縁的に深く結びつ



き、一心団結をなしとげるときにのみ、革命と建設を力強く導く不敗の党になり、導き手になれるので

す。党が大衆との活動をおろそかにするときには、革命と建設で紆余曲折を経るようになり、最後には

党が大衆から遊離する重大な結果をまねくことになります。すべての党組織と活動家は大衆との活動を

片時もおろそかにせず、革命発展の新たな要請に即してたえず深めていくべきです。 
 各階層の大衆を教育、改造して党のまわりにかたく結集することは、大衆との活動でわが党が一貫し

て堅持している相対的方向です。われわれは大衆との活動の相対的方向にもとづき、基本大衆との活動

をゆるがせにせず、同時に経歴の複雑な大衆との活動を根気強く進めなければなりません。基本大衆と

の活動においては、中核大衆との活動に第一義的な関心を払う一方、労働者、農民、勤労インテリとの

活動を正しくおこなうべきです。経歴の複雑な大衆との活動においては、家族関係や社会・政治生活の

経緯よりも本人の現在の活動と生活を基本にするという党の方針をつねに堅持し、かれらを差別せず、

信頼し、公正に評価し、かれらのあいだでわだかまりとなっている問題を実の父母の心情で解決するこ

とに深い関心を払うべきです。党組織と活動家は党の方針どおり、大衆との活動をささいな偏向もなし

にひきつづき着実にくりひろげて、わが党と人民の一心団結をもっとも真実かつ強固なものにすべきで

す。 
 現段階において、大衆との活動でインテリとの活動を正しくおこなうことはきわめて重要です。イン

テリとの活動を正しくおこなってこそ、かれらがいかなる逆境のもとでも動揺せず、労働者、農民とと

もに革命の道を確固と歩み、党の偉業をあくまで遂行していくことができます。 
 わが党は早くからインテリを革命の主体の一構成部分とし、革命闘争と社会発展の推進力とみなし、

かれらとの活動を重視してきました。わが党はその創立を宣言するとき、党のマークにハンマーと鎌と

ともに筆を描き入れました。世界には多くの労働者階級の党がありますが、党旗にハンマーと鎌ととも

に筆を描き入れた党はわが党しかありません。 
 最近、わが党はインテリとの活動に大きな力を入れています。わたしは朝鮮中央通信社の五局第二細

胞の党員が寄せた手紙に返事を送り、朝鮮文学創作社の詩人からの手紙にも返書を送りました。いま外

国人は、朝鮮中央通信社の五局第二細胞の党員と朝鮮文学創作社の詩人が、自分の決意をこめた手紙を

わたしに寄せ、わたしがかれらに返書を送った新聞記事を読み、わが党とインテリがかたく団結してい

ることを高く評価し、非常にうらやんでいます。 
 インテリが党に忠誠の手紙を寄せているのは、党と人民が一心団結いているわれわれの社会の現実で

す。 
 わが国のインテリは党に忠実です。朝鮮中央通信社の五局第二細胞の党員と朝鮮文学創作社の詩人は、

今度わたしに寄せた手紙で、いかにきびしい時期が到来しても、党に忠実にしたがうとしたためていま

す。朝鮮文学創作社の詩人は、東欧諸国の作家、芸術家が反革命の先頭に立ったことを辛辣に糾弾しま

した。事実、東欧諸国ではインテリが誰よりも先に反革命の道に走りました。東欧諸国のインテリが党

に反対して反革命に走っているとき、わが国のインテリは党を積極的に支持し、党と領袖に忠誠と孝心

をつくしています。 
 国際情勢が複雑なときに、党に忠実にしたがうりっぱなインテリをもっていることを、わたしは大き

な誇りとしています。 
 わが国のインテリはこれまでも党に限りなく忠実でした。わたしが党中央委員会で活動をはじめた当

時、すでにわたしとともに働いていたインテリはいな、わたしを心から慕い、わたしの活動を積極的に

援助してくれました。そのときかれらは、わたしがやがて党中央委員会組織担当書記になるものと思っ

てそうしたのではないはずです。わたしが党中央委員会組織担当書記として活動をはじめて以来、より



多くのインテリがわたしにしたがって献身的に働いています。わが国のインテリは実にりっぱなインテ

リです。 
 わたしは朝鮮文学創作社の詩人が寄せた手紙を見て、これまで党にしたがって忠実に働いてきた詩人

をはじめ、すべてのインテリを思い、以前からかれらに言いたかったことを書いて送りました。 
 すべてのインテリは党の望みどおり、党の建設と活動において、永遠なる同行者、忠実な援助者、り

っぱな助言者になるべきです。 
 党の永遠なる同行者になるというのは、ひらすら党に自己の運命を託し、党とあくまで運命をともに

するチュチェ型の共産主義的革命家になるということです。インテリは、チュチェの革命偉業の完成を

めざす遠く険しい革命の道で党と志を同じくし、運命をともにする永遠なる同行者にならなければなり

ません。インテリは通りすがりに出会って別れる道づれや革命の一時的な同伴者ではなく、党とあくま

で運命をともにする永遠なる同行者になるときにのみ、もっとも誉れ高くはりあいのある生を享受する

ことができるのです。 
 インテリは天が崩れ落ち地が沈んでも、ひたすら党にしたがって忠誠の道を変わりなくあくまで進み、

その道で青春も生命もためらうことなく捧げなければなりません。インテリはわが党の偉業、チュチェ

の社会主義偉業にたいするゆるぎない信念と確固たる労働者階級的立場を堅持し、革命的に生活し、た

たかうべきです。 
 党の忠実な援助者になるというのは、党の意図と構想、路線と政策を絶対的に支持、擁護し、党の偉

業を実際の成果をもって輝かす頼もしい協力者になるということです。インテリは才能と知恵をもって

党の偉業をりっぱに輝かしていく忠実な援助者になるべきです。 
 インテリは党の思想と路線を絶対的に信奉し、それを変わることのない姿勢で貫いていく、党政策の

熱烈な支持者、断固たる擁護者、徹底した実行者にならなければなりません。インテリは党の路線と政

策を断固支持、擁護し、あくまで実行していく実践闘争において限りない献身性を発揮すべきです。イ

ンテリはひたすら党のためにのみ脈うつ心臓をもち、何か一つ創作し創造しても、党の意図を真っ先に

受けとめて実現していく覚悟で取り組まなければなりません。インテリはいつどこにあっても、党に意

図と要求を先に考えるべきです。また党が苦慮し、力を入れて解決しようとする問題をそのつどとらえ

て創作したり、創造したりすべきです。インテリが党の意図する問題をそのつどとらえ、記念碑的な創

作品や創造物をつくりだすならば、それが党を支持し党を援助することになるのです。インテリは、つ

ねに党の意図する問題を真っ先に解決する忠実な援助者の栄誉をにない、各自の持ち場を責任をもって

守るべきです。 
 党のりっぱな助言者になるというのは、党の偉業の正当性と革命勝利の確信をもち、革命実践上の問

題を解決する建設的な方案と方途を提起する情熱的な思索家、積極的な活動家になるということです。

インテリは、党の偉業を客観的な立場で見物でもするような傍観者でなく、主人としての立場で心から

補佐する助言者になるべきです。インテリは、豊富な知識をもって現実のなかで生活しているので、党

の強化、発展と祖国の繁栄のためにどんな問題を解決すべきかを誰よりも多く考えなければなりません。

インテリはつねに、社会主義祖国の隆盛発展とチュチェの革命偉業の完成のために頭を働かし、思索し

て妙案をさぐり、建設的な意見をそのつど提起すべきです。また、党の路線と政策の実行状況をありの

ままに報告し、生新で創造的な意見を提起しなければなりません。インテリが党のりっぱな助言者にな

るためには、党の路線と政策に敏感でなければならず、われわれの労働党時代に熱烈に共感すべきです。 
 インテリが党の永遠なる同行者、忠実な援助者、りっぱな助言者として一生を誇らしく生きるために

は、革命的領袖観を確立しなければなりません。インテリのあいだで革命的領袖観を確立するというこ



とは、とりもなおさず、かれらをいかなる逆境のなかでも党にしたがう忠臣と孝子に育てるということ

です。インテリのあいだに、わが党の思想の偉大さと指導の偉大さ、風格の偉大さを胸深く刻みつけて、

かれらがわが党の偉業を忠誠をもって輝かせていくようにすべきです。 
 インテリのあいだで、革命的領袖観確立のための活動を１日も中断することなく続けるべきです。誰

にしても同じですが、とくにインテリは職業的特性からして自己修養と鍛錬をおろそかにすると、古い

思想の影響を受けて動揺したり、革命的信義を捨てたりしかねません。インテリは学習と実践を通じて

たえず修養し鍛錬して、革命的領袖観を確立しなければなりません。 
 党組織は、朝鮮中央通信社の五局第二細胞の党員と朝鮮うん学創作社の作家への返書を利用しての教

育を各単位の実情に即して正しくおこなうべきです。党組織はインテリに、党のインテリ政策の本質と

正当性を十分に理解させ、かれらのなかに深く入って話し合ったり、難問の解決をはかりながら、かれ

らとの活動を積極的にくりひろげるべきです。 
 青年との活動を正しくおこなうべきです。 
 人は青年、時代にどんな教育を受けるかによって革命家にもなれば、そうならない場合もあります。

青年は感受性が強いので、周囲の環境の影響を多く受けます。青年は進取の気性に富み、正義感が強い

ので、よい影響を与えれば、それをよく受け入れます。われわれは青年を正しく導いて、党と領袖に限

りなく忠実な真の青年前衛に育てなければなりません。 
 東欧諸国では、青年にたいする教育を正しくおこなわなかったため、多くの青年が帝国主義者と反動

たちに翻弄され、反社会主義策動に深くまき込まれています。一部の国では、青年がブルジョア思想の

影響を受け、映画や小説なども革命的なものではなく、退廃的なものばかり見ています。 
 わが国では青年にたいする教育を正しくおこなってきたので、青年の思想・精神状態はすこぶる健全

です。わが国の青年は党を積極的に支持しており、党の呼びかけであれば、いかに骨のおれるところで

もためらうことなく駆けつけて、奇跡と革新を起こしています。 
 西海閘門、北部鉄道、光復通りなど、記念碑的建設で英雄的偉勲を立てたのも青年であり、同志と集

団のために生命をためらうことなく捧げたのも青年です。こんにち青年は、社会主義建設のすべての分

野で輝かしい勤労の偉勲を立てています。われわれは、青年が党と領袖に限りなく忠実な青年前衛に育

っていることに自負をいだいてしかるべきです。 
 われわれは青年との活動で達成した成果に満足することなく、ひきつづきこの活動に大きな力を傾け

るべきです。 
 青年が反動的なブルジョア思想に毒されないようにすることは、現段階の青年にたいする思想教育で

提起されるきわめて重要な問題です。最近、帝国主義者は反社会主義策動をいっそう悪辣にくりひろげ

る一方、わが国にも退廃的なブルジョア思想を流布させようとしており、南朝鮮の反動たちは「吸収統

一」を夢想して、交流の看板のもとに共和国北半部にブルジョア自由化の風を吹き込もうとしています。

東欧諸国の場合をみても、帝国主義者が吹き込むブルジョア自由化の風にまず毒されるのは青年です。

青年がブルジョア自由化の風に毒されれば、社会主義への信念を失い、資本主義への幻想をいだくよう

になり、最後には祖国と人民を裏切る道に転落するようになります。われわれは青年のあいだで、党と

領袖への忠実性教育に主眼をおいてチュチェ思想教育をさらに強化することにより、腐りきったブルジ

ョア思想の足がかりとなるささいなすきも与えてはなりません。 
 党組織と社労青組織は青年のなかに深く入り、かれらが何を考えており、どんな本を読み、どんな歌

を好むのかといったことを知り、対象のレベルと特性に即して教育活動に具体的に取り組むべきです。

青年に退廃的で修正主義的な歌をうたわせないためには、かれらの心理にあった革命的で生活になじん



だ歌を多く創作して普及することです。わたしは当該部門の幹部に課題を与えて、労働者の生活を反映

した革命的で生活になじんだ歌を創作させました。剣徳鉱山の労働者の生活を形象化した歌謡『いまは

言えない』は、生活に密着して上手につくられた歌です。こういう歌が多ければ、青年は退廃的で修正

主義的な歌をうたわないでしょう。党組織と社労青組織は、青年との活動をかれらの心理にあわせて、

多様な形式と方法でおこない、青年が反動的なブルジョア思想にいささかも毒されないようにすべきで

す。 
 青年にたいする教育を革命実践と密接に結びつけておこなうのは、かれらを共産主義的革命家に育て

るりっぱな方途です。われわれは青年を労働と国防の実践のなかで鍛え、不屈の革命闘士に、役に立つ

共産主義的革命人材に育てなければなりません。 
 大衆との活動を正しくおこなうためには、勤労者団体の機能と役割を高めなければなりません。党組

織は、社労青、職業同盟、農業勤労者同盟など、勤労者団体との活動を正しくおこない、その機能と役

割を高めて、広範な大衆を党のまわりにかたく結集しなければなりません。 
 党員と勤労者のあいだで、われわれの方式で生きる思想教育を強化すべきです。 
 わが党はすでに久しい前に、「われわれの方式で生きよう！」という戦略的スローガンを示しました。

このスローガンが示されて以来、朝鮮人民の思想的・精神的品格と社会主義建設には大きな転換がもた

らされました。このスローガンはいま、わが党と人民のゆるぎない信念となり、意志となっており、社

会生活の各分野で大きな生命力を発揮しています。 
 キムイルソン同志は、「われわれの方式で生きよう！」というスローガンは非常にりっぱなものだと

述べています。われわれは今後も、「われわれの方式で生きよう！」という党のスローガンを高くかか

げ、社会主義・共産主義建設を朝鮮の実情と朝鮮人民の要求に即して進めていくべきです。 
 「われわれの方式で生きよう！」というスローガには、わが党が革命と建設において一貫して堅持し

ている、自主的立場と創造的立場が全面的に具現されています。われわれの方式で生きるというのは、

一言でいってチュチェ思想の要求どおり、革命と建設において主体性を確立することを意味します。 
 われわれの方式で生きるためには、革命と建設の主人であり、担当者である党員と勤労者の思想的観

点と思考方式から正さなければなりません。党員と勤労者にたいする思想教育を強化して、われわれな

りの思想的観点、われわれなりの思考方式を確立してこそ、かれらが外国のものに好奇の目を向けたり

せず、自分の頭で思考し、行動し、すべての問題を朝鮮の具体的実情と朝鮮人民の要求に即して解決し

ていくことができます。 
 複雑な現情勢に主動的に対処するためにも、われわれの方式で生きる思想教育を強化しなければなり

ません。最近、帝国主義者と反動勢力は、わが国で社会主義がいかなる風波のなかでも微動だにせず、

生々発展しているのを目の上のこぶのように思い、わが国の社会主義を中傷しようと悪辣に策動してい

ます。わが国の社会主義制度にたいする帝国主義者と反動勢力の反革命的攻勢を粉砕するもっとも強力

な武器は、われわれの方式で生きようという党の戦略的スローガンです。われわれは党員と勤労者にた

いする思想教育を強化し、社会主義建設のすべての分野にわれわれの方式で生きようという党のスロー

ガンをりっぱに具現して、帝国主義者と反動勢力の反革命的攻勢をチュチェの革命的攻勢をもって粉砕

し、わが国の社会主義制度をあくまで固守し輝かせていくべきです。 
 われわれの方式で生きるための思想教育で大切なのは、すべての党員と勤労者がわが党の路線と方針

で武装し、それを活動と生活にりっぱに具現していくようにすることです。 
 チュチェ思想を具現しているわが党の路線と方針は、われわれの方式と資本主義の方式、修正主義の

方式を判別する唯一の基準であり、われわれの方式で生きるための綱領的指針です。党員と勤労者がわ



が党の路線と方針で武装すれば、社会主義建設をつねにわれわれの方式で進め、修正主義、現代社会民

主主義など、あらゆる反革命的思想要素を正確に見きわめ、それと仮借なくたたかうことができます。 
 わが党はチュチェ思想の旗のもとに革命と建設を指導する過程で、全社会のチュチェ思想化方針と三

大革命路線、革命と建設にたいする党の指導を確固と保障する方針、チョンサンリ（青山里）精神、チ

ョンサンリ方法とテアン（大安）の事業体系のような独創的な路線と方針をいくつもうちだしました。

われわれは今後も、党の示した独創的な路線と方針に依拠して、社会主義・共産主義建設をわれわれの

方式で進めなければなりません。 
 すべての党員と勤労者は、党の路線と政策をよく知り、そのとおり思考し行動することを鉄則とし、

生活化、習性化すべきです。党員と勤労者は党の路線と政策を絶対的なものとして信じ、無条件にあく

まで実行するというかたい覚悟をもって積極的にたたかうべきです。党員と勤労者は党の路線と政策を

あくまで擁護し、それに反する行為にたいしてはいささかも譲歩せず、妥協のないたたかいをくりひろ

げなければなりません。 
 われわれの方式で生きるための思想教育で大切なのは、朝鮮民族第一主義の精神を高めることです。 
 わたしがすでに言っていることですが、朝鮮民族第一主義はわれわれの領袖、わが党が一番であり、

われわれのチュチェ思想と朝鮮式社会主義が一番であるという誇りと自負であり、党と領袖の偉業、社

会主義偉業をされに輝かせていこうという高い自覚と意志です。 
 朝鮮民族第一主義の精神を身につけてこそ、外国のものに好奇の目を向けたり外国のやり方をまねよ

うとせず、すべてをわれわれの方式で進めることができます。われわれは朝鮮民族第一主義の精神をさ

れに強く発揮して、党建設と政権建設、軍建設と経済建設、文化建設をすべてわれわれの方式で進めな

ければなりません。われわれが朝鮮民族第一主義の精神で、すべてをわれわれの方式でりっぱに進める

ならば、帝国主義者と反動勢力はわれわれの内部にブルジョア自由化の風や修正主義、現代社会民主主

義の風を吹き込むことはできません。いま帝国主義者と反動勢力は、朝鮮では人民を朝鮮民族第一主義

の精神で武装させ、すべてを自分のやり方で進めているので、ブルジョア自由化の風や修正主義、現代

社会民主主義の風を吹き込むことができないと悲鳴をあげ、朝鮮民族第一主義を誹謗しています。われ

われは帝国主義者と反動勢力が朝鮮民族第一主義を誹謗すればするほど、それをさらに高くかかげるべ

きです。 
 党組織は、党員と勤労者のあいだで朝鮮民族第一主義の精神をさらに高く発揚させる思想教育を片時

も怠らず、ひきつづき強化しなければなりません。 
 党員と勤労者がわれわれの領袖、わが党が一番だというかたい信念をもつようにすべきです。朝鮮人

民は領袖、党の指導を受けることによって、自己の運命を自主的に切り開いていく尊厳ある民族になり、

どんな風波のなかでも紆余曲折を経ることなく、まっしぐらに勝利の道を歩んでくることができたので

す。党組織は、党員と勤労者に党と領袖の偉大さを深く体得させ、かれらが党の指導に忠実にしたがう

ようにすべきです。 
 党員と勤労者に、わが党の唯一の指導思想であるチュチェ思想が一番だという確固たる観点と立場を

堅持させるべきです。朝鮮人民はチュチェ思想を革命と建設の指導指針としてきたため、民族自主精神

を強く発揮し、革命と建設を成功裏に推進することができました。朝鮮人民の朝鮮民族第一主義の精神

は、ほかならぬチュチェ思想をもっている誇りと自負です。党員と勤労者がチュチェ思想の学習を原理

的に、幅広く深くおこなうことによって、それをゆるぎない信念とし、革命と建設にりっぱに具現して

いくようにすべきです。 
 党員と勤労者が朝鮮式社会主義が世界でもっともすぐれているという誇りと自負をいだき、それをさ



らに輝かせていくようにすべきです。われわれはチュチェ思想を指針に、世界でもっともすぐれた朝鮮

式社会主義を建設し、「社会主義の模範」を創造しました。党員と勤労者に朝鮮式社会主義の本質的特

性と優越性を正しく認識させ、かれらに世界でもっともすぐれたわが国の社会主義制度で暮らす大きな

誇りと自負を深くいだかせるべきです。 
 党員と勤労者に朝鮮民族第一主義の精神を植えつけるのは、かれらが朝鮮式社会主義をされに輝かせ

ていくようにするためです。党員と勤労者のあいだで社会主義的愛国主義教育を強化し、かれらが社会

主義祖国を限りなく愛し、祖国と民族の隆盛発展のために献身できるようにすべきです。 
 われわれの方式で生きるための思想教育で重要なのは、事大主義、修正主義などいっさいの古い思想

を一掃することです。 
 事大主義と修正主義は、われわれの方式で生きるうえで有害な作用を及ぼすもっとも大きな障害です。

事大主義と修正主義に毒されると、自国のものを見くびって外国のものに好奇の目を向けるようになり、

最後には社会主義をむしばみ、資本主義を復活させる重大な結果をまねくことになります。党員と勤労

者に事大主義と修正主義の本質と弊害を明確に認識させ、かれらが社会主義をむしばむささいな要素も

適時に見きわめ、克服していくようにすべきです。事大主義と修正主義の要素は、はびこる前に集中攻

撃を加えて掃滅しなければなりません。 
 われわれの方式で生きるための思想教育は、対象の特性に応じてさまざまな形式と方法でおこなうべ

きです。党員と勤労者に、われわれの方式で生きようというスローガンを示した党の意図を最近の国際

情勢と結びつけて深く認識させ、われわれの方式で生きるにはいかにすべきかを現実と結びつけて具体

的に解説すべきです。 
 党の宣伝活動家は、われわれの方式で生きるための思想教育を実情に即しておこなうことによって、

すべての党員と勤労者が社会主義にたいするゆるぎない信念をもち、革命闘争と建設事業に新たな転換

をもたらすようにすべきです。 
 党活動家の権柄と官僚主義を決定的に一掃すべきです。 
 権柄と官僚主義は大衆の創意性と積極性を麻痺させ、大衆を党から遊離させるきわめて有害な活動方

法です。権柄と官僚主義をなくさなくては、党と民衆の一心団結を実現することも、党活動を新たな高

い段階に発展させることもできません。権柄と官僚主義を一掃するかどうかは、党の存亡にかかわる根

本的問題の一つです。 
 わが党は党活動家の権柄と官僚主義を一掃することについて再三再四強調し、それをなくすための一

連の措置を講じました。とくに昨年は、党活動家の権柄と官僚主義を一掃するため、党機関の指導員制

を部員制に替える積極的な措置をとりました。その後、党活動家は覚醒し、権柄と官僚主義を一掃する

ために努力しています。しかし、これは、まだ党の要求する高い水準でおこなわれておらず、党活動家

の権柄と官僚主義は完全になくなっていません。権柄と官僚主義を一掃することが強調され、思想闘争

会議などがおこなわれたときはそれが少しはなくなったかのように見えても、すぐさま逆もどりしてし

まいます。 
 権柄と官僚主義を一掃するためには、党活動家が党機関の指導員制を部員制に替えた党の意図を明確

に認識し、それに即して活動しなければなりません。党機関の指導員制を部員制に替えたのは、党活動

家の権柄と官僚主義をいかにしてなくすかをずいぶんと考えたうえで講じた措置です。昨年、東欧諸国

の党が帝国主義者と反動勢力の反社会主義策動に抵抗もできず一夜にして崩壊したのは、それらの国の

党活動家の権柄と官僚主義がはなはだしかったので、党が民衆から遊離したことと少なからず関係して

います。もちろん、わが党はこれまで権柄と官僚主義を一掃する闘争をねばり強くくりひろげてきたの



で、それはかなりなくなりました。しかし、人民に奉仕しようというスローガンをかかげているわが党

には、権柄と官僚主義のささいな表現も許されません。党活動家は、党機関の指導員制を部員制に替え

たことを単なる実務的な問題とみなしてはいけません。党活動家はこの措置が党活動家のあいだにあら

われる権柄と官僚主義を根絶するために講じた重要な措置であることを明確に認識し、党の意図を実行

に移すため意識的に努力しなければなりません。党活動家が党に真に忠実であろうとするなら、党に心

配をかけないようにすると口先だけでいわず、権柄と官僚主義を完全になくさなければなりません。党

への忠実性は口先ではなく、党に方針を貫く実践的行動にあらわれなくてはなりません。権柄と官僚主

義をなくせない党活動家は、忠誠と孝心について語る資格がありません。 
 党活動家のあいだに、民衆にたいする観点を正し、かれらと苦楽をともにする美風が高く発揚される

ようにすべきです。権柄と官僚主義は、民衆を見くびり、蔑視する反人民的観点にもとづいています。

党活動家は、民衆を革命の主体とみなし、教師とし、大衆から謙虚に学び、かれらの創造的力に依拠し

てすべての問題を解決していく立場と態度をとるべきです。党活動家は「人民に奉仕する！」という党

のスローガンを信念とし、人民の利益と幸せのために献身する真の党活動家になるべきです。 
 キムイルソン同志の著作と党の文献には、党活動家が大衆のなかに入って活動するうえで指針とすべ

き根本問題が原理的に明らかにされているだけでなく、大衆との対話の仕方や下部の活動家への任務の

与え方など、具体的な方法まですべて明示されています。党活動家は、キムイルソン同志の著作と党の

文献の学習を着実におこない、主体的な大衆工作方法を深く体得しなければなりません。党活動家は抗

日革命闘士の回想記と経験資料の学習を地道におこない、かれらの大衆工作方法を見習うべきです。 
 権柄と官僚主義は非常に根深く執拗なものであるため、それを根絶するには思想闘争を強化しなけれ

ばなりません。党組織は、党活動家のあいだに見られる権柄と官僚主義の表現を形態別に、個人別に探

して正しく教育し、かれらが深刻な自己批判を通じて自ら是正するようにすべきです。党活動家のあい

だに、欠陥を是正せず、ひきつづき権柄と官僚主義をふるう傾向があらわれるときは、見過ごすことな

くそのつど思想闘争をくりひろげて徹底的に克服しなければなりません。党活動家のあいだに、大衆の

意見に耳を傾けず、主観主義的に押しつける行為や、行政・経済活動家を無視して独善的にふるまい、

怒鳴りつけたり追及したりする行為、党の権能を悪用して利己主義的行為をする傾向など、党の権威を

損ね、党から大衆を遊離させる傾向があらわれたときはそれを重大視し、思想闘争会議や党会議で強く

批判して是正させるべきです。権柄と官僚主義的行為を批判しても、是正しない活動家にたいしては決

定的な措置を講じるべきです。 
 模範による感化教育は、人々を教育するうえでわが党が一貫して堅持している方針です。 
 党活動家だからといって、批判ばかりすべきだという法はありません。党活動家のなかには権柄や官

僚主義をふるわず、母親のような品性で老練に活動して、大衆から愛されている活動かも少なくありま

せん。党組織は大衆との活動で模範を示している党活動家についての生き生きとした資料を会議や講演

会、出版物を通じて広く宣伝して、活動家が自ら自分の欠陥を知り、かれらの模範を見習うようにすべ

きです。 
 われわれは、今年を党活動家の間で権柄と官僚主義を根絶する年に定め、一大旋風をまきおこして根

本的な転換をもたらさなければなりません。 
 人民軍との活動の強化に深い関心を払うべきです。 
 人民軍との活動を正しくおこなうことは、人民軍を党と革命に限りなく忠実な党の軍隊、革命の軍隊

にし、党の威力を強化して、国と民族の自主権を守るためのきわめて重要な活動です。 
 党は軍隊を掌握できなければ、政権を維持することも、革命を指導することもできません。軍隊を掌



握した党であってこそ不敗の威力をもって革命と建設を勝利に導くことができます。革命を指導する党

は決して軍隊と分立してはならず、一つの統一体をなさなければなりません。革命を遂行する党におい

ては、党の権能はとりもなおさず軍の権能であるといえます。わたしは今後も、党と軍隊を掌握して革

命をあくまで遂行する考えです。党と軍隊は人民の運命であり、生命です。 
 党組織は人民軍との活動を正しくおこなって、人民軍が党の軍隊としての使命と任務をりっぱに果た

すようにすべきです。 
 軍事を重視する社会的気風を確立しなければなりません。古来、国事中の最大の国事は国を守ること

であり、軍事を重視しなければ、国が滅びるといわれてきました。過去わが国が日本帝国主義侵略者に

侵略されたのも、軍事を重視しなかったためです。歴史の教訓は、軍事を重視してこそ、国と民族の尊

厳を確固と守ることができることを示しています。 
 社会的に軍事重視の気風を確立することは、軍人の軍隊服務の自負心を高め、戦闘士気を鼓舞するう

えでも重要な意義をもちます。党組織は、軍事を重視してこそ人民軍をされに強化し、社会主義建設を

促進することができるということを明確に認識し、軍事活動で提起される問題を優先的に解決すべきで

す。 
 人民軍を愛し、積極的に援助しなければなりません。われわれは、軍人が吹雪や冷たい雨にうたれ、

祖国の防衛線をかたく守っているおかげで、安心して社会主義建設を進め、幸せな暮らしをしているの

だということを片時も忘れず、軍人をわが子のように愛し、心から援助しなければなりません。ことに、

人民軍部隊が駐屯している地方の党組織と活動家は、援軍活動を負担に思ったり厄介なことと思ったり

せず、自分のことのように誠心誠意をつくすべきです。 
 除隊軍人を引き立て、かれらの生活条件を十分に保障すべきです。除隊軍人は、栄誉ある軍隊服務を

終えて社会主義建設に参加している人たちです。とくに除隊将校は、うら若い年で銃をとり、長期間、

祖国防衛の前哨で党と領袖、祖国と人民のために献身してきた忠実な人たちです。党は数年前、除隊将

校の問題を解決するための画期的な措置を講じ、かれらの生活を保障すべく党中央軍事委員会の命令ま

で下達しました。党組織は、党の意図どおり除隊将校をはじめ除隊軍人を大いに引き立て、かれらの生

活に不便がないよう難題をそのつど解決してやるべきです。 
 戦傷栄誉軍人との活動にも深い関心を払うべきです。戦傷栄誉軍人は、党と領袖、祖国と人民のため

に犠牲をかえりみず勇敢に戦った党の戦士です。かれらは、以前もりっぱに戦い、現在も楽天的に生活

しながら革命の花を咲かせています。昨年の全国戦傷栄誉軍人芸術サークル総合公演を観て分かると思

いますが、戦傷栄誉軍人は不自由な身でありながら生活で悲観を知らず、自分の力と才能をつくして受

け持った仕事を誠実に遂行しながら、変わることなく革命の道をたくましく歩んでいます。実際、戦傷

栄誉軍人は仕事をしなくても非難する人はいません。しかしかれらは、昨日の功績も今日の偉勲のなか

に輝くのだという革命的人生観をもち、党にしたがって革命闘争をつづけています。実に、わが国の戦

傷栄誉軍人は殊勝な人たちです。われわれは戦傷栄誉軍人を尊敬し愛し、かれらの生活にささいな不便

や不自由もないよう、こまやかに見守り、極力援助すべきです。戦傷栄誉軍人と一生をともにすること

を決心し、その妻となり夫となって、すべてをつくしている人たちの美談を広く宣伝すべきです。 
 社会主義経済建設で新たな高揚を起こさなくてはなりません。 
 社会主義経済建設をりっぱに進めることは、現在わが党に提起されている重要な革命課題です。社会

主義経済建設をりっぱに進めてこそ、わが国の社会主義の威力をさらに強化し、人民生活を向上させる

ことができます。朝鮮人民はもっとも誉れ高くはりあいのある政治生活と健全かつ豊富な思想・文化生

活を営んでいますが、これから経済建設をりっぱに進めて豊かな物質生活まで享受するようになれば、



他をうらやむことはなにもないでしょう。こんにちわが党は、社会主義経済建設で勝利の万歳の声がさ

らにたからかに響くことを望んでいます。 
 われわれは、今年、経済建設をりっぱに進めて生産を正常化し、人民生活を画期的に向上させるべき

です。 
 キムイルソン同志が今年の新年の辞で述べているとおり、生産を高い水準で正常化する運動を力強く

くりひろげなければなりません。 
 人民経済の先行部門である採掘工業と電力工業、鉄道運輸の発展に全力を傾けるべきです。 
 現在、石炭と功績、電力の不足と輸送の渋滞のため、工場をフル稼働させることができず、建設の速

度を速めることもできないありさまです。埋蔵量が豊富で有望な炭鉱、鉱山に力を集中し、いま進行中

の発電所建設を促進して操業期日を繰り上げ、鉄道の重量化と現代化を実現し、輸送の組織と指揮を綿

密におこなうべきです。国の動脈であり人民経済の先行者である鉄道を早急に発展させ、原料と資材を

積んでおきながら運搬できずに生産の正常化に支障をきたすことのないようにすべきです。 
 人民経済の先行部門である採掘工業と電力工業、鉄道運輸の発展は、主人であるこの部門の幹部と生

産者大衆の仕事ぶりにかかっています。主人がその役目を正しく果たさなければ、いつになってもこの

部門は他の部門に先んじて発展することができません。採掘工業と電力工業、鉄道運輸部門の幹部と勤

労者は、この部門が先んじてこそ国の全般的な経済が急速に発展し、全国が生産と建設でわき立つよう

になることを胆に銘じ、計画を日別、月別、四半期別に間違いなく遂行しなければなりません。 
 採掘工業と電力工業、鉄道運輸部門を発展させるためには、この部門にたいする支援を強化しなけれ

ばなりません。政務院の各委員会、部は、採掘工業と電力工業、鉄道運輸部門に供給することになって

いる設備と資材を最優先的に提供すべきです。すべての部門、すべての単位が、採掘工業と電力工業、

鉄道運輸部門への物質的支援と労働支援も十分におこなうべきです。 
 人民経済のすべての部門、すべての単位で生産正常化のためのキーポイントをとらえ、それに力を集

中すべきです。生産の正常化に難問があるといって、腕をこまぬいていては、いつになっても生産は正

常化されません。政務院の各委員会、部から職場、作業班にいたるまで、すべての単位では生産の正常

化で解決を要する問題を探し出し、生産者大衆の革命的熱意と創造的積極性を汲みあげて、一つひとつ

解決していかなくてはなりません。 
 人民生活の向上にひきつづき大きな力を入れるべきです。 
 人民生活を向上させることは、チュチェの社会主義制度の優越性を全世界に誇示し、朝鮮人民の心に

社会主義勝利の信念をさらに確固と植えつけ、帝国主義者とブルジョア復活主義者に打撃を加えるため

にも、これ以上後まわしにすることのできない、さし迫った要求となっています。 
 人民生活を向上させるには農業に力を注がなければなりません。 
 農業実績を上げることは、人民が白米の飯に肉汁を食べ、絹の服を着て瓦ぶきの家に住めるようにす

るというキムイルソン同志の構想を実現するうえで第一義的に解決すべき問題です。農業実績を上げれ

ば、食糧と家畜飼料の問題が解決され、人民に白米のご飯と肉汁を十分に食べさせ、軽工業を発展させ

て商品の問題も解決することができます。 
 耕地の地力を高める運動を大衆的運動として力強くくりひろげる一方、農村に各種の肥料と農薬、農

業機械と燃料油、ビニール・シートなどの営農機材と物資を営農に支障をきたさないよう、適時に供給

しなければなりません。 
 農業をチュチェ農法の要求どおり科学技術的に営むべきです。チュチェ農法は科学的農法であり、集

約農法です。これまでの経験は、いかなる不利な自然・気候条件のもとでも、農業をチュチェ農法の要



求どおり科学技術的に営めば、農業生産を増やすことができることを示しています。農業部門では今年、

いかに不利な自然・気候条件のもとでも、チュチェ農法の要求どおり農業をりっぱに営んで必ず大豊作

をおさめなければなりません。 
 軽工業は人民生活の向上のために力を注ぐべき重要な部門です。 
 現在の軽工業部門の工場の生産を高い水準正常化し、向上を現代化し、一般消費物資の生産を大衆的

運動をとしてくりひろげ、一般消費物資をより多く、よりりっぱに生産すべきです。人民経済の各部門、

各単位では、軽工業部門に必要な原料、資材を優先的に生産しなければなりません。 
 一般消費物資の問題を解決するためには、軽工業部門への投資を大幅に増やさなければなりません。

今年はなんとしても、政務院の各委員会、部が外資を多く獲得して軽工業部門に振り向けるべきです。

わが国の軽工業の潜在力はきわめて大きいので、この部門に投資を集中して生産を正常化すれば一般消

費物資の問題は十分解決することができます。 
 一般消費物資の問題を解決するためには、必要な商品も輸入しなければなりません。発達した亜国々

でも、多くの商品を輸入しています。今年は一般消費物資の生産に国家的な投資を多くし、一部の商品

を輸入すれば、人民の生活はより豊かで文化的なものになるでしょう。 
 平壌市に商品を十分に供給する画期的な対策を講じるべきです。 
 輸入した商品は平壌市に多く割り当て、市民に供給すべきです。 
 平壌市民に新鮮な水産物を供給する対策を立てなければなりません。輸出水産基地で水揚げされる水

産物も焼く八〇％は平壌市に供給すべきです。平壌市に供給基地を一つ設け、市内の水産物商店と機関

に契約によって水産物を供給することもできます。 
 平壌市民に野菜と果物も新鮮なものを切らさず供給すべきです。キムイルソン同志は今回の黄海南道

党委員会拡大総会を指導したとき、クァイル郡で生産される果物を平壌市に供給する措置を講じました。 
 今後、平壌市に新鮮な水産物や野菜、果物を供給するため、大型トラックで地方から平壌まで直送す

る輸送隊を組織する考えです。 
 商品価格を正しく定めるべきです。 
 いま、活動家は価格制定と財政管理の仕方を心得ていません。輸入商品は国産品より値段を少し高め

に定めて、求める人にだけ買わせるべきです。水産物や野菜、果物などの値段も、季節と鮮度によって

差をつけるべきです。水産物を運び込んだら、鮮度のよいものは高く売り、鮮度の悪いものは冷凍庫に

入れて、その鮮度によって安く売るべきです。野菜や果物も新鮮で上等なものは高く売り、そうでない

もの安く売るべきです。今後、工業製品は現在のように卸売りシステムを経て商店で単一価格で売らせ、

水産物や野菜、果物はなどは鮮度により一定の範囲内で価格を調節して売らせることも考えられます。

水産物や野菜、果物などを季節と鮮度によって値段に差をつける問題を専門家と協議してみるのがよい

でしょう。 
 住宅建設をひきつづき推進すべきです。 
 都市と農村に近代的な住宅を大々的に建設することは、わが国をチュチェの祖国の面貌にふさわしく

一新し、人民に文化的で安定した生活条件を保障する重要な事業です。住民が同居をしたり一間の家で

不便な生活をしては、文化的で安定した生活をしているとはいえません。 
 住宅は時代的美感にあい、人民の生活に便利なように、近代的に建設すべきです。住宅は国家的に大

都市に力を集中して建設すると同時に、期間、企業所が地元の資材と余裕労働力を動員して建設すべき

です。 
 キムイルソン同志の誕生八〇周年までに、平壌市での五万所帯の住宅建設を無条件終えるために奮闘



すべきです。これは、党が人民に約束したことであり、この約束は誰もたがえる権利がありません。統

一通りの建設をはじめ、首都の住宅建設に資材と労働力を集中し、支援を強化して完工期日を繰り上げ

るべきです。 
 平壌市の住宅問題と同時に、交通問題も円滑に解決すべきです。いま平壌市では交通問題がネックと

なって、市民の出退勤を不便にしています。平壌市の交通問題を解決するため、路面電車と大型バスを

大量に輸入する計画です。平壌市には地下鉄があるので、路面電車と大型バスまで利用できるようにな

れば、平壌市の交通問題は円滑に解決されるはずです。平壌市の路面電車の線路工事を速く終えるべき

です。 
 社会主義経済建設で新たな高揚を起こすためには、党員と勤労者のあいだで自力更生、刻苦奮闘の革

命精神を高く発揚しなければなりません。 
 自力更生、刻苦奮闘の革命精神は、いかなる障害と難関が立ちはだかっても、革命と建設を自力であ

くまで遂行しようという不屈の革命精神です。自力更生、刻苦奮闘の革命精神は、いかに困難な革命課

題であっても自分の底力を発揮し、責任をもって遂行しようという主人としての態度であり、いったん

はじめたことは結末をつけるまでやりとおす頑強な闘争精神です。自力更生、刻苦奮闘の革命精神は抗

日革命の血みどろのたたかいのなかで生まれ、革命のきびしい時期が到来するたびに強く発揮されまし

た。朝鮮人民は、自力更生、刻苦奮闘の革命精神で日本帝国主義者に奪われた祖国を取りもどし、新し

い朝鮮を建設し、その精神でアメリカ帝国主義侵略者を打ち破って国と民族の尊厳を守り、破壊された

経済を復興し、社会主義建設を力強く推進して、この地に世人のうらやむチュチェの社会主義祖国をう

ち立てました。これまで朝鮮人民は、強固な土台があったり、誰かの援助があったからではなく、自力

更生、刻苦奮闘の革命精神を強く発揮し、自力で経済建設を進めてきたのです。昨年、八〇〇キロの水

路工事場や首都の住宅建設場をはじめ大建設場で勝利の万歳の声を高らかに響かせたのも、自力更生、

刻苦奮闘の革命精神を強く発揮したからです。 
 われわれはこれまで、自力更生、刻苦奮闘の革命精神で戦って勝利してきたように、今後もこの精神

を強く発揮してさらに大きな勝利を達成しなければなりません。帝国主義者とブルジョア復活主義者は、

なんとしてもわが国を国際的に孤立させ、社会主義経済を窒息させ、わが国の社会主義制度を崩壊させ

ようと悪辣に策動しています。現情勢は、自力更生、刻苦奮闘の革命精神をいつにもまして強く発揮す

ることを求めています。すべての党員と勤労者は、「党が決心すればわれわれは実行する！」というス

ローガンを高くかかげ、自力更生、刻苦奮闘の革命精神を発揮し、社会主義経済建設で新たな奇跡と革

新を起こして、敵の反社会主義策動を粉砕し、チュチェの社会主義制度をさらに強固にし、英雄的朝鮮

人民の栄誉と尊厳をいま一度全世界にとどろかせるべきです。 
 活動家と勤労者は、提起される革命課題を自力で解決するという確固たる観点と立場を堅持すべきで

す。今年、朝鮮人民に提起されている経済課題はきわめて膨大で力に余るものです。誰もこの課題を肩

代わりしてはくれません。いまは誰も他人を援助しようとせず、また他人を援助できる状態でもありま

せん。にもかかわらず、一部の幹部は工場建設の課題が提起されると、設備を自力でつくろうとはせず、

輸入しようとばかりしています。以前は廃墟のなかからも自力更生、刻苦奮闘の革命精神を発揮し、党

の要求であればなんでも自力でつくりだしたものですが、いまはそうではありません。活動家と勤労者

は、経済建設で提起される課題をいかに困難な状況のもとでも自分の力と技術、国内の資源を動員して

遂行するという確固たる観点と立場を堅持すべきです。活動家と勤労者は自分の力を信じようとせず、

他人に頼ろうとばかりする依頼心を根絶し、難関に屈して闘争を放棄したり、有利な条件がととのうの

を待つ消極的な態度に反対して断固たたかわなければなりません。 



 内部の潜在力をことごとく動員して、最大限に増産し節約する運動をひきつづき力強くくりひろげる

べきです。自力更生、刻苦奮闘の革命精神は、困難な状況のもとでも内部の潜在力をことごとく動員し、

最大限に増産し節約して、課された経済課題を無条件あくまで遂行するうえで強く発揮されなければな

りません。生産の潜在力は生産者大衆の革命的熱意と創造的積極性にあります。潜在力を探し出し、増

産し節約する運動は事務室で計画数字を下達するような実務的な方法ではなく、生産者大衆の思想を啓

発する方法でおこない、この運動をかれら自身の運動に確固と転換させるべきです。人民経済の各部門、

各単位で、戦後のチョンリマ（千里馬）大高揚期のあの勢い、あの気迫で、ないものはつくりだし、不

足するものは探し出し、現有の労働力と設備、資材でより多く、よりりっぱに生産し建設しなければな

りません。 
 党活動家と経済幹部は、党員と勤労者のあいだで自力更生、刻苦奮闘の革命精神を発揮させる活動に

綿密に取り組むべきです。いま自力更生、刻苦奮闘の革命精神で生活したたかう気風が強く発揮されて

いないのは、それについて強調されなかったり、党員と勤労者の思想的覚悟ができていないからではあ

りません。人々が自力更生、刻苦奮闘の革命精神で生活したたかおうという覚悟をもっていても、組織・

政治活動を綿密にしなければ、それは強く発揮されません。自力構成、刻苦奮闘の革命精神は、組織・

政治活動を綿密にしてこそ、大衆的に、集団的に強く発揮されます。人民経済の各部門、各単位では闘

争目標を正しく立て、責任幹部が先頭に立ち、党員と勤労者が自力更生、刻苦奮闘の革命精神を強く発

揮するようかれらを奮い立たせるべきです。一つの目標を達成したのち、気を緩めずひきつづき新たな

目標を示し、その達成へと党員と勤労者を立ち上がらせて、自力更生、刻苦奮闘の革命精神がひきつづ

き強く発揮されるようにすべきです。 
 社会主義経済建設で新たな高揚を起こすためには、科学技術の発展に大きな力を注がなければなりま

せん。 
 科学技術の発展は、国の経済を急速に発展させるキーポイントです。科学技術が発展すれば、生産工

程の現代化を促進し、原料と資材の問題も実情に即して解決し、製品の質も世界的レベルに引き上げる

ことができます。 
 現在、わが国の科学技術は急速な発展をとげていないので、経済発展に転換がもたらされていません。

製品を一つ見ても、改良されたり現代化されているものはこれといって見あたりません。少なからぬ工

場、企業所では、技術装備の改善は難しいとして、新製品を開発して生産せず、従来からの製品ばかり

生産しています。工場、企業所には設計士をはじめ多くの技術者がいますが、かれらは何をしているの

でしょうか。資本主義社会であれば、そんな人は工場から追い出されているはずです。 
 経済幹部は科学技術にたいする観点を正し、この部門に積極的に投資し、すべての条件を十分にとと

のえて国の科学技術を１日も早く世界的レベルに引き上げなければなりません。経済幹部は科学技術を

発展させ、古い設備をたえず改善し、製品の質を高めるべきです。 
 社会主義健在建設で新たな高揚を起こすためには、経済幹部が経済活動の指導を正しくおこなわなけ

ればなりません。 
 経済建設に関するわが党の路線と方針はすべて正しいものです。いま経済建設で高揚が起こっていな

いのは、経済幹部が問うの路線と政策を実践するための指導を綿密にしていないからです。 
 キムイルソン同志は、農村に行っては農民と分けへだてなく席をともにし、提起される問題を肉親の

心情で相談に乗り、水田の温度を測ったり、稲苗の葉や枝の数、稲粒の数も一つ一つ数えてみたりしな

がら、農業を科学的、技術的にこまかく指導しています。しかし、農業部門の幹部は営農指導を 
キムイルソン同志の教えどおりこまやかにせず、おざなりにしています。農業部門には、チュチェ農法



にもとづいて農業を科学的、技術的に指導する活動家はそう多くありません。工業部門の幹部は、電力

の不足が提起されると、それを解決しようと走りまわり、ガソリン不足が問題になると、その解決のた

めに奔走するというふうに経済活動を指導しています。一言でいって、いま経済幹部の経済指導は急場

しのぎの指導、現場監督式の指導であるといえます。 
 経済幹部が経済指導をいまのようにしては、経済活動は改善されません。経済幹部は、経済活動は自

分が党と人民から負わされた重大な任務であることを胆に銘じ、経済活動にたいする指導に新たな転換

をもたらすべきです。 
 経済幹部は経済組織活動を綿密にすべきです。 
 経済活動は綿密な手配りが裏づけられてこそ成果をおさめることができます。これまで経済幹部は剣

徳鉱山の生産をもりたてるべきだとしきりに強調しましたが、綿密な経済組織活動に裏づけられていな

かったので、生産実績は上がりませんでした。しかし、全国の社労青組織と社労青員が決起して支援し

はじめて以来、少しずつ上昇しています。経済活動がスムーズにいかないのは、経済幹部が貴族化し、

官僚化して、経済組織活動に本腰を入れないからです。経済組織活動さえ綿密にすれば、経済を速やか

に発展させることは十分可能です。経済幹部は下部の実態を具体的に把握したうえで経済組織活動を科

学的におこない、ささいな手ぬかりもないよう綿密にしなければなりません。 
 経済幹部は経済組織活動のみにとどまらず、それが確実に実行されるよう下部の活動家への要求の度

合いを強めるべきです。活動において要求の度合いを強めるのは官僚主義ではありません。わたしは党

中央委員会の責任幹部をはじめ、身近の活動家にたいし要求の度合いを強めています。かれらはわたし

からしばしば批判を受けていますが、それを同志愛のあらわれと思い、活動をさらに改善しようと努力

しています。 
 経済幹部のあいだで敗北主義を徹底的に克服すべきです。 
 敗北主義は難関に屈してわれわれの前進を妨げる有害な思想です。いかに困難な環境のもとでも経済

活動を正しく指導し、経済活動の成果をもって帝国主義者と反動勢力の反社会主義策動を粉砕するため

には、敗北主義を徹底的に克服しなければなりません。 
 経済幹部の敗北主義は、人前ではとにかくやるといい、裏では上部が難関を解決してくれなければど

うにもできないといって頭を働かさず、動きもせず、腕をこまぬいていたり、自分が直接解決すべきこ

とを上下左右になすりつけたりすることにあらわれています。一部の経済幹部は、自分が種を播き、丹

精して収穫を得ようとせずに泣き言ばかりいい、ともすれば党中央委員会の活動家を動員して援助して

ほしいと提起しています。これは自分のなすべきことを党中央委員会の活動家に転嫁する行為だといえ

ます。経済幹部が、自分のなすべきことを自分が責任をもって解決しようとしないのは、職務怠慢とい

えます。職務怠慢も敗北主義のあらわれとみなすべきです。経済幹部に見られる敗北主義的傾向を解剖

学的に分析してみる必要があります。 
 敗北主義は社会主義への信念が確固としておらず、民衆の力を信じないところから生じるのです。経

済幹部は社会主義への信念をゆるぎないものにし、民衆の力を発揮させて課された経済課題をあくまで

遂行しなければなりません。経済幹部は、わが国の社会主義経済制度とテアンの事業体系の優越性をゆ

るぎない信念とし、生産者大衆のなかに入って、かれらの革命的熱意と創造的積極性を大いに発揮させ

るべきです。 
 経済幹部のあいだで敗北主義との思想闘争を強化すべきです。いま経済幹部の敗北主義は職務怠慢、

泣き言、要領主義などさまざまな形であらわれているため、敗北主義との思想闘争はさまざまな古い思

想と古い活動方法と作風に反対する闘争と結びつけておこなわなければなりません。 



 経済幹部は政治・実務水準と科学技術水準をたえず高めるべきです。 
 経済幹部は、科学と技術が飛躍的に発展し、経済規模が日ましに大きくなる現実的状況に即して、政

治・実務水準と科学技術水準を高めてこそ、経済指導を正しくおこなうことができます。しかし、経済

幹部の水準は、発展する現実に追いついていません。今度、黄海南道行政・経済指導委員会の責任幹部

について調べてみた結果によると、大部分が戦後の復興建設期と社会主義基礎建設の時期に科学技術や

経済管理知識を習得した人たちでした。 
 経済幹部は行政・経済部門で長期間活動して豊かな経験を積んだ活動家でかためられていますが、か

れらは発展する現実に即して自分の科学技術知識水準を高めるために努力しなかったので、水準はきわ

めて低い状態にあります。以前は、経済幹部が新しい科学技術を学習するため人民大学習堂にもよく通

いましたが、いまはそうしていないようです。経済幹部の自習と自己修養の問題が宿題となっています。 
 経済幹部は、党の路線と政策に精通するための学習を熱心にすべきです。経済幹部は重要な会議に参

加してキムイルソン同志の教えを直接受けたり、日ごろキムイルソン同志の教えと党の方針の伝達を多

く受けるのですから、その過程でそれを正しく把握し、キムイルソン同志の教えと党の方針を実行する

活動を通じて、それを血とし肉とし、信念としなければなりません。経済幹部は気をひきしめて活動す

る一方、時間を割いて党の路線と方針の学習を系統的に、全面的におこなって精通していなければなり

ません。またつねに科学技術書や各種の新聞、雑誌を持ち歩いて学習し、科学技術水準と文化水準を高

め、情勢にも明るくなければなりません。 
 われわれはキムイルソン同志を高く仰ぎ、革命と建設を促進して社会主義祖国をさらに輝かせていく

べきです。 
 わたしは、あらゆる努力を尽くして党と革命にあくまで忠実であることを誓い、誰ががなんと言おう

と党を導いて全人民を一つに団結させ、われわれに提起された革命課題を必ず遂行して、この地に繁栄

する社会主義･共産主義社会を建設するでしょう。 
 わたしはみなさんを信じ、みなさんはわたしを信じ、ともに一心一体となって党の強化、発展とチュ

チェの革命偉業の最終的勝利のために力強くたたかいましょう。 


