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金正恩同志が希望に満ちた2021年の新春を迎え、

全ての人民に親筆書簡を送る
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敬愛する最高指導者金正恩同志は、希

望に満ちた新年2021年の新春を迎え、全

ての人民に親筆書簡を送った。

親筆書簡は次の通りである。

「新年おめでとうございます。

新年を迎えて、全ての人民に謹んで祝

賀の挨拶を送ります。

全国の全ての家庭の大事な幸福がより

素晴らしく花咲くことを切に願うととも

に、愛する人民の貴い安寧を心底から願

います。

私は、新しい年にもわが人民の理想と

念願が実現する新しい時代の到来を早め

るために奮闘するでしょう。

困難な歳月の中でも、変わることなく

常にわが党を信じ支持してくれた真情に

謝意を表します。

偉大な人民に仕える一途な衷心が変わ

りないことを今一度誓いつつ。

金　正　恩
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親愛なる代表者の皆さん!

われわれの数百万の党員が愛国忠誠の心を燃やし、真心を尽くし

て準備し、待ちこがれていた朝鮮労働党第８回大会は、朝鮮革命の

発展において極めて重要かつ責任重大な時期に招集されました。

私はまず、代表者の皆さんと全党の党員、全国の人民と人民軍将

兵の限りない忠誠心を込めて、朝鮮労働党の創立者、建設者であ

り、わが党と国家と人民の永遠なる領袖である偉大な領袖金日成

同志と偉大な指導者金正日同志に最も崇高な敬意と最大の栄光を

捧げます。

代表者の皆さん!

第７回党大会で確定された社会主義建設の当面の目標と任務を遂

行するため、わが党と全人民が新たな進軍を始めてから５年の歳月

が流れました。

この期間、いまだかつてなかった最悪中の最悪が続いた難局は朝

鮮革命の前進に大きな障害をもたらしましたが、わが党は自己の闘

争綱領を実現するための頑強で正確な実践行動をもって大きな勝利

を収めました。

総括期間に一層強化されたわれわれの主体的な力と一段と高まっ

た国の対外的地位は、社会主義建設の新たな高揚期、壮大な激変期

が到来したことをはっきりと示しています。

昨年８月に開かれた党中央委員会第７期第６回総会は、革命発展

の新たな推移と当時の主観的・客観的情勢の要求を深く分析、判断

し、今回の党大会の招集を決定しました。

今の困難な状況で党大会を招集するのは、内外情勢の変化、発展

に及ぼす影響からしても、社会主義政権党であるわが党の闘争展望

からしても、大きな意義を持つ特記すべき政治的出来事です。

党大会の招集に関する歴史的な決定が公表されると、全国の人民

は大きな感激に包まれて熱烈に支持し、われわれの偉業を敵視し妨

げようとするあらゆる反動勢力は甚大な打撃を受けました。

それは、党の最高会議の招集そのものが革命を勝利の次の段階に

導いていこうとする朝鮮労働党の確固たる自信の表れであり、国家

の将来を担って自己の責務を立派に果たすことによって、人民の大

いなる信頼と期待に応えようとする強烈な意志、厳粛な誓いとなる

からです。

わが党中央委員会は、朝鮮労働党第８回大会を活動する大会、闘

争する大会、前進する大会にするということを全世界に明らかにし

ました。

これは、総括期間の中央委員会の活動を厳正に総

括し、朝鮮式社会主義の建設で新たな勝利を得るた

めの正確な闘争方向と任務を今一度確定し、そのた

めの実際の対策を講じるということを党員と人民に

対し約束したものです。

この５年間の苦難と栄光に満ちた闘争の道程で、

わが党が革命闘争と建設事業において収めた成果は

決して少なくありません。

第7回党大会以後、5000年の民族史に特記すべき

奇跡的な勝利と出来事をもたらすことによって、祖

国と人民の運命を永遠に頼もしく守ることのできる

強力な保証を手にするとともに、経済建設を促進

し、人民生活を向上させうる一連の有意義で貴重な

成果と土台も築きました。

しかし、国家経済発展５カ年戦略の遂行期間は昨

年終わりましたが、ほとんど全ての部門が目標をは

なはだしく達成できませんでした。

社会主義建設で絶え間ない新たな勝利を収めるた

めに闘うわれわれの努力と前進を阻害する様々な挑

戦は、外部にも内部にも依然として存在しています。

現在の折り重なる困難を最も確実に、最も早く突

破する妙策は、まさにわれわれ自身の力、主体的力

量を全面的に強化するところにあります。

欠点の原因を客観にではなく主観に求め、主体の

役割を強めて全ての問題を解決する原則から出発し

て、今回の党大会では、総括期間の経験と教訓、誤謬を全面的に掘り

下げて分析、総括し、それに基づいてわれわれが遂行できる、また必

ず遂行すべき科学的な闘争目標と闘争課題を確定する予定です。

われわれにはこれまでの成果も大切ですが、それに蓄積した苦い

教訓も極めて貴重なものです。

これらは全て金銭では買えないものであり、今後の新たな勝利の

ための貴重な元手となります。

われわれは、血と汗をもって得た勝利と成果は一層奨励し、拡

大、発展させ、苦い教訓は繰り返されないように予防しなければな

りません。

特に、そのまま放置しておくとより大きな障害、ネックとなる欠

点を思い切って認め、二度とそのような弊害が繰り返されないよう

に断固たる対策を講じなければなりません。

今回の党大会はこのような胆力と信念に基づいて開かれました。

第８回党大会が闘争の大会としてその活動を着実に進め、正しい路

線と戦略戦術的方針を打ち出すならば、朝鮮革命は新たな飛躍期、高

揚期を迎えることになるでしょう。

また、この大会を分水嶺として、国家の復興、発展と人民の幸福のた

めの朝鮮労働党の闘争は新たな段階へ移行することになるでしょう。

代表者の皆さん!

党中央委員会は、今回の大会を活動する大会、闘争する大会、前進

する大会にする準備を着実に進めるためにこの４カ月間次のような活

動に主力を注ぎました。

まず、第７回党大会の決定の実行状況を全面的かつ立体的に、細部

にわたって分析、総括し、今後の前進と発展のための経験と教訓を汲

み取る活動を行いました。

そのために党中央委員会は、非常設中央検閲委員会を設置し、下部

に派遣して実態を把握し、現場で働く労働者や農民、知識人党員の意

見を真摯に聞くようにしました。

実態調査は、グループを各道に派遣して実態を把握させた上で、各

省・中央機関に方向別、部門別に派遣して迅速に、全面的に、具体的

に行うようにしました。

実態調査グループは、第７回党大会の決定の貫徹で誤りを犯したの

は何か、十分できることもせずに怠ったのは何か、実利的に行ったの

は何で形式的に行ったのは何か、間違ったことがあればその原因は何

か、党の指導において欠点は何かといったことをはじめその真相を解

剖学的に調べました。

党大会の準備期間、党中央委員会の各部署と全国の党組織は、この５

年間の活動状況を総括した資料とともに、今後の闘争

目標と計画に関する革新的かつ具体的な意見を党中央

委員会政治局と大会準備委員会に提出しました。

この過程でわれわれは、大衆こそ優れた師だとい

う貴重な真理を今一度確認し、党大会の準備を進め

ながら党組織と党員の意見を広く聞くようにしたの

が全く正しかったということを確信しました。

このような活動は、われわれの党大会が名実共に

全ての党員の総意を反映させた革命的大会、戦闘的

大会となり、今後採択される党大会の決定が全党の

組織的意思となるようにする上で重要な意義を持ち

ました。

党大会の準備活動の一環としてこの５年間の党の

財政活動を分析、総括し、改善対策を研究する活動

も行いました。

また、わが党の規約で、以前の古いもの、他人の

ものを機械的に踏襲して現実とかけ離れていた諸問題

を、発展する革命の要請と主体的な党建設原理に即し

て是正するための深みのある研究を行いました。

これとともに、第７期党中央指導機関のメンバー

の活動状況を全面的に検討し、党の強化、発展と革

命活動にどのほど寄与したかを評価しました。

党大会を控えて全党的に、基層党組織と道・市・

郡党委員会、同等の機能を果たす党委員会で指導機

関の活動総括を着実に行い、今後党大会の決定の貫

徹において中核的役割を果たせる党員を基本にして

党大会の代表者を選出する党会議も成功裏に行われ

ました。

朝鮮革命の新たな闘争の道を示す第８回党大会の

ために、全党の党員と全国の人民は正面突破戦の意

気高く党創立75周年を大慶事として輝かせ、忠誠の

「80日間戦闘」に総決起し、目覚しい成果を達成し

て党大会の開催の成功を保障しました。

党大会を前にした尊厳ある自己の党に栄光と力を

添えるために誠意と努力を尽くしたわが党員と人民

の高い政治的熱意は、今の世界ではどこにも見られない強い革命性

の表れです。

非常に困難を極めた昨年の一年間、かつてなく長引いている史上

初の世界的な保健危機の中でも難関を果敢に乗り越えながら防疫活

動で全人民的な自発的一致性を堅持し、それを愛国的義務として防

疫の安定的形勢を一貫して保障し、自然災害復旧闘争にこぞって立

ち上がって全国各地に２万余世帯の立派な住宅を新しく建設したそ

の偉大な功績は、わが党の戦闘記録集に今一つの誇らしいページを

残しました。

この他にも、われわれの党員と各階層の勤労者は全国各地の多く

の戦域から、貴重な数々の成果が記録された戦闘成果報告書を党中

央委員会に送ってきました。

私は、幾多の困難を乗り越える苦難に満ちた闘争の中で、党の周

りに磐石のごとく結集した団結の威力を一層強く発揮し、燃えるよ

うな愛国献身と偉大な勝利をもって第8回党大会をしっかりと守った

全党の党員と全国の人民、人民軍将兵に心からの謝意と戦闘的な挨

拶を送ります。

そして、栄えあるこの席を借りて、総聯（在日本朝鮮人総聯合

会）をはじめとする海外同胞組織と全ての海外同胞に温かい挨拶を

送ります。

私は朝鮮労働党第８回大会の名で、党の強化、発展と祖国の富

強・繁栄のために、人民の幸福と子孫の未来のために貴い命を惜し

みなく捧げた革命同志たち、ここに参加できなかった忘れえぬ戦友

たちを敬虔に追憶しながら全ての愛国烈士に崇高な敬意を表しま

す。

親愛なる代表者の皆さん!

今われわれは、この上なく光栄で聖なる使命を担い、極めて重要

で責任重大な時に意義深いこの大会場に集まりました。

白頭で切り開かれたチュチェの革命偉業を今一度新たな勝利へと

飛躍させる偉大な転機、栄えある朝鮮労働党の75年の執権の歴史を

80年へとしっかりとつなぐ決定的な時期に立っており、数百万の朝

鮮労働党員と数千万の朝鮮人民の運命と未来、英知と知恵を代表し

てこの場に列しました。

厳しい挑戦と不安定が続くこの世界で、わが朝鮮を最も強大で裕

福な道に導き、わが人民に幸福をたぐり寄せる早道を指し示すべき

重任がわれわれに負わされています。

今、この５年間の革命活動を総括し、新しい道を切り開くた

めの闘争路線と戦略戦術的方針を確定する本大会に対する全党

の党員と全国の人民の関心と期待、熱望は非常に大きくて熱い

ものです。

常に党と運命を共にし、党を絶対的に信頼して従い、惜しみない

献身と努力をもって第８回党大会を守った人民の大きな信頼と期待

に必ず応えるために、われわれは大会の活動において最大の責任感

と熱情を発揮すべきでしょう。

本大会には、第７期党中央指導機関のメンバー250名と全党の各級

組織から選出された代表者4750名が参加しました。

代表者の構成を見ると、党および政治活動家の代表1959名、国家

行政・経済部門の活動家の代表801名、軍人の代表408名、勤労者

団体の活動家の代表44名であり、科学、教育、保健医療、文学・芸

術、出版・報道部門の活動家の代表333名、現場で働く中核党員の代

表1455名となっています。

代表者のうち女性は501名で、10パーセントを占めています。

大会にはまた、オブザーバーとして2000名が参加しました。

朝鮮労働党の聖なる歴史において８回目となる今回の大会の全て

の参加者を代表して、本大会が偉大な金日成同志と金正日同志の革

命思想と偉業に徹底的に忠実であることを厳粛に誓いつつ、

本大会がわが党の強化、発展と社会主義偉業の遂行において、国

力の強化と人民の生活向上のための闘争において、画期的な飛躍を

もたらす踏み台、歴史的な里程標になるものと確信しつつ、

全ての代表者の真摯で、責任のある積極的な参加を望みつつ、朝

鮮労働党第８回大会の開会を宣言します。
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2021年1月5日から12日にかけて、朝鮮労働党第８回大会が革命の首

都平壌で行われた。

１月5日午前9時、朝鮮労働党と国家と人民の偉大な首班であり、

チュチェ革命の卓越した指導者である敬愛する金正恩同志が、党中

央委員会政治局委員たちと共に大会の幹部壇に登壇した。

瞬間、会場は天才的な英知と傑出した指導力、強靭な胆力と意志を

身につけて朝鮮労働党と人民を輝かしい勝利と栄光の道へと確信に満

ちて導く金正恩同志を仰いで、全ての参加者が上げる嵐のような「万

歳!」の歓呼は大会場を揺るがした。

大会には、第７期党中央指導機関のメンバーと全党の各級組織から

選出された代表者たちが参加した。

金正恩同志が朝鮮労働党第８回大会の開会の辞を述べた。

金正恩同志は、全ての代表者と全党の党員、全国の人民と人民軍

将兵の限りない忠誠の心をこめて、偉大な領袖金日成同志と偉大な

指導者金正日同志に最も崇高な敬意と最大の栄光をささげた。

金正恩同志は全ての代表者を代表して、本大会がわが党の創立者、

建設者であり、偉大な領袖である金日成同志と金正日同志の革命思想

と偉業にあくまで忠実であろうことを厳かに宣誓し、朝鮮労働党第８回

大会の開会を宣言した。

愛国歌が荘重に奏楽された。

大会は、執行部を選挙した。

大会は、全ての党員と人民、人民軍将兵の一致した意思と念願をこ

めて、金正恩同志を第８回党大会の執行部に推戴した。

大会は、幹部壇のメンバーを推薦した。

朝鮮労働党８回大会執行部のメンバーと、総括期間中、第７回党大

会の決定貫徹のための闘いで自分の責務を全うするために努力した党

中央指導機関のメンバー、重要戦闘単位の模範的な活動家が、参加者

の熱烈な拍手の中で大会の幹部壇についた。

朝鮮社会民主党中央委員会委員長、天道教青友党中央委員会委員

長、反帝民族民主戦線平壌支部代表が幹部壇に招待された。

大会は、秘書部を選挙した。

大会は、次の議題を承認した。

　第１ 朝鮮労働党中央委員会の活動総括

　第２ 朝鮮労働党中央検査委員会の活動総括

　第３ 朝鮮労働党規約の改正について

　第４ 朝鮮労働党中央指導機関の選挙

朝鮮労働党第８回大会は、第１議題の討議を始めた。

金正恩同志が朝鮮労働党中央委員会第７期活動報告を行った。

参加者たちは、朝鮮革命の内的原動力と発展潜在力を余すところな

く発揮し、立ちはだかるあらゆる障害と難関を成功裏に乗り越える方

略をはっきりと示した党中央委員会第７期活動報告を大きな感動の中

で受け止めた。

金正恩同志の報告を真剣に聴取しながらすべての参加者は、新たな

発展期、跳躍期に入った朝鮮革命が提起している重大かつ責任ある闘

争課題を自分の部門、自分の単位の活動と結び付けて深く研究した。

大会では、第１議題に関する討論が行われた。

討論者たちは、朝鮮革命の前進方向と闘争目標を明示した党中央委

員会活動報告は、現段階における社会主義建設の新たな飛躍と勝利を

確実に保証する偉大な実践綱領であると認め、これに全幅の支持を表

明した。

すべての参加者は、総括期間の活動過程に得た経験と教訓を今後の

前進と発展のための大切な元手、強固な基盤として、新たな５カ年計

画を無条件徹底的に遂行するという決意を固めた。

大会は、第２議題を討議し、決定書を採択した。

大会では第３議題「朝鮮労働党規約の改正について」を討議し、決

定書を採択した。

大会は、第４議題「朝鮮労働党中央指導機関の選挙」を討議した。

党中央委員会の委員、委員候補の候補者を推薦する合理的な方法が

決定され、候補者の推薦と選挙が行われた。

司会者がまず、全ての党員と党大会に参加した代表者の一致した意

思と念願をこめて、金正恩同志を党中央委員会の委員に推戴すること

を丁重に提起すると、全ての代表者は嵐のような「万歳!」の歓呼と

割れるような拍手をもって全幅の支持、賛同を表明した。

推薦された候補者全員が党中央委員会の委員、委員候補に選挙された。

大会は次に、朝鮮労働党の強化、発展とチュチェの革命偉業の遂行

(16ページにつづく)
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朝鮮労働党中央委員会第７期活動報告を行う金正恩同志　
                       チュチェ110(2021)年1月

敬愛する金正恩同志は、朝鮮労働党第８回大会で第７期党

中央委員会の活動を総括する報告を行った。

金正恩同志は報告で、第７期中央委員会の活動状況を全面

的に深く分析、総括し、社会主義建設の画期的前進のための

新たな闘争路線と戦略的・戦術的方針を打ち出し、祖国統一

偉業と対外関係を進展させ、党活動を強化、発展させるため

の重要な課題を提起した。

金正恩同志は党中央委員会の活動報告の序論で、朝鮮労働

党第７回大会が付与した重大かつ栄誉ある使命を果たすため

に党中央委員会が総括期間に行った指導活動について、概括

的に言及した。

報告は、厳しい対内外の形勢の中で経済活動をはじめとす

る各分野の活動に深刻な欠陥が現れたが、これは新たな発展段

階、社会主義偉業の前進過程に現れた偏向であり、われわれの

知恵と力で十分に是正し解決できる問題であると指摘した。

1 総括期間に収められた成果

金正恩同志は報告の第１の体系で、総括期間に党と人民が

収めた大きな成果について誇り高く総括した。

報告ではまず、総括期間に人民大衆第一主義政治を具現す

る過程で収められた成果について総括した。

金正恩同志は、第７回党大会の決定を貫徹するためのこの

５年間の闘争で収められた最も輝かしい成果は、朝鮮革命の

第一の原動力である政治的・思想的力がかつてなく拡大、強化された

ことであると指摘した。

報告は、党中央委員会が人民大衆第一主義を国家の強固な政治風土

や党風、国風として定着させるための用意周到な政治攻勢を展開した

ことについて分析した。

金正恩同志は、白頭の革命伝統でしっかりと武装し、その偉大な

伝統に基づいた不屈の攻撃精神、パルチザン精神をもって難局を打開

し、開拓路を切り開く全党的・全社会的な気風を確立したこと、そう

して朝鮮革命家の貴い闘争精神と気質が確固と継承されるようにした

ことは、総括期間に収めた重要な成果の一つであると強調した。

報告では、党と国家の全ての活動が人民に対する献身奉仕で徹底的

に一貫したことについて指摘された。

金正恩同志は、信頼と献身、報恩と信義に満ちた朝鮮労働党の人

民大衆第一主義政治によって、朝鮮革命の政治・思想の陣地が強固に

なり、いかなる障害や挑戦も切り抜けられる不可抗力的な力が蓄積さ

れ、人民大衆中心の朝鮮式社会主義の優越性と生命力ははっきりと実

証されたと言及した。

報告は、情勢がいかに厳しく難関が折り重なっても、そして内在す

る欠陥があるとしても、人民大衆第一主義政治をしっかりと具現すれ

ば、不利な全ての主観的・客観的要因を十分に克服し、社会主義建設

で提起される膨大な課題を容易に解決できるということが総

括期間に再実証された貴重な哲理であると強調した。

金正恩同志は報告で、党と人民が総括期間に、自らの力を

増大させるための闘争で収めた成果について総括した。

金正恩同志は、第７回党大会が強調した自力更生の精神

とその実現のための闘争方針は、各党総会でより深く具体化

されて実践に具現され、この過程にわが党の自力更生の戦

略は、敵の卑劣な制裁策動を自強力の増大、内的原動力の強

化の絶好の機会に反転させる攻撃的な戦略、社会主義建設に

おいて恒久的に堅持すべき政治路線として深化、発展したと

し、自強力を増大させて社会主義建設を促すための全人民的

な闘争の中で、自力更生はチュチェ朝鮮の国風、朝鮮革命の

唯一無二の闘争精神として一層強固になったと強調した。

報告は、自らの力を絶え間なく増大させるためのこの５年

間の闘いで収めた成果は、長期にわたる極悪な制裁・封鎖と

ひどい災難の中で自力で成し遂げたものであるため、平穏な

時期の経済建設の数字とは比べられない数十倍の強力な奮発

力、発展力の結実であり、難関を乗り越えて蓄積した自強力

があるため、社会主義強国を目指して進む朝鮮労働党と人民

の荘厳な進軍は、より大きな幅と深さを持ってより勢いよく

加速するだろうと指摘した。

金正恩同志は報告で、国家の核戦争抑止力と自衛的国防力

を強化するための闘争で収めた成果について言及した。

報告では、核武力の近代化目標の達成を志向した完全に新

しい核能力を備えるための革命的な大転換を主導した歴史的

過程について詳細に言及された。

金正恩同志は、総括期間中、すでに蓄積された核技術が

より高度化されて核兵器を小型軽量化、規格化、戦術兵器化

し、超大型水爆の開発が完成し、2017年11月29日、党中央委

員会は大陸間弾道ロケット「火星砲15」型の試射の大成功に

よって、国家核武力完成の歴史的大業、ロケット強国偉業の

実現を全世界に誇り高く宣言したと述べ、既存の常識では20

年や30年かかっても成し遂げられない国家核武力建設大業の

完成を、経済建設と核武力建設の並進路線が提示されてから

４年で、そして第７回党大会が行われてから１年で立派に実

現したのは歴史にまたとない奇跡であり、第７期中央委員会

が党と革命、祖国と人民に対し、次代に対して立てた最も意

義ある民族史的功績であると指摘した。

報告は、党中央がより強力な核弾頭と弾頭制御能力が向上

した全地球圏打撃ロケットの開発を決心し、この歴史的課題

を国防科学者の愛国忠誠心に依拠して立派に貫徹したことに

ついて指摘し、朝鮮労働党創立75周年慶祝閲兵式で11軸自走

発射台車に装着されて公開された新型の巨大なロケットは、

われわれの核武力が到達した最高の近代性と打撃能力をあま

ねく誇示したと指摘した。

報告は、総括期間中、敵のヒステリックな軍事力増強策動に
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対処し、国防科学部門で新たな先端兵器システムを相次いで開発、完成

するようにして、国の軍事技術的強勢を不可逆的なものにし、戦争抑止

力、戦争遂行能力を最高の境地に引き上げたことについて総括した。

報告では、総括期間中、国防科学研究部門で多弾頭個別誘導技術を

さらに完成するための研究が最終段階に入っており、新型弾道ロケッ

トに適用する極超音速滑空飛行戦闘部をはじめとするさまざまな戦闘

的使命を持つ弾頭の開発研究を終え、試験製作に入るための準備を行

っていることについて指摘された。

また、中型潜水艦武装の近代化目標の基準を正確に設定し、モデル

改造して海軍の現存の水中作戦能力を著しく向上させうる確固とした

展望を開き、新しい原子力潜水艦の設計・研究が終わって最終審査段

階にあり、各種の電子兵器、無人打撃装備と偵察探知手段、軍事偵察

衛星の設計を完成したことについて、そして、人民軍を世界最強の軍

事力を保有する強兵に飛躍させる上で大きな意味を持つ国防研究成果

を収めたことについて誇り高く公開された。

報告は、国防科学部門、軍需工業部門で遂げられた飛躍的発展は、

朝鮮の国家防衛力を世界の前列に堂々と立たせると同時に、全般的朝

鮮革命を上昇させるための党中央の戦略的構想を実現する上で大きな

意義を持つと評価した。

報告では、総括期間中、人民軍を最精鋭化、強兵化するための活動

において大きな進展が遂げられたことについて総括された。

金正恩同志は、総括期間中、党中央委員会は国家核武力建設の大

業を立派に完成し、国家防衛力の強化において大きな変革をもたらす

ことによって、わが国を名実共に世界的な核強国、軍事強国に浮上さ

せ、諸大国がわが国家と民族の利益をほしいままに駆け引きしようと

していた時代を永遠に終わらせたと強調した。

金正恩同志は報告で、総括期間中、共和国の対外的地位が飛躍的に

向上したことについて総括した。

金正恩同志は、アメリカの狂気じみた攻勢とそれに追随する勢力の

必死の圧迫・封鎖策動によって、総括期間中、わが共和国を巡る対外

環境は建国以来、かつてなく厳しかったと述べ、最悪の形勢の中で党

中央委員会は、自主的芯をより強く堅持しながら国の最高の利益と尊

厳を侵そうとするいかなる企図も断固排撃し、革命的原則をいささか

も譲歩しなかったし、このことは共和国の自主権はいかなる者も侵害

できず、自主権の尊重を抜きにしたわれわれとの関係改善は絶対にあ

り得ないということを全世界に知らしめたと指摘した。

そして、党中央委員会は、大胆な路線転換と攻撃的な戦略で国際社

会が共感する平和の気流を醸成して対話の雰囲気をつくり出し、共和

国の国際的地位を高めるための霊妙な対外活動を策定、指導したと言

及した。

報告は、朝鮮労働党が長い歴史的根源を持つ特殊な朝中関係の発展

に優先的に力を入れることで、中国との親善関係を新世紀の要求に即

して発展させ、社会主義を中核とする朝中親善関係の新たなページを

開いたことと、伝統的な朝ロ関係の新たな発展を重視し、両国間の友

好・協力関係を発展させるための対外活動を行って、ロシアとの親善

関係を拡大、発展させうる礎石を築いたことを強調した。

金正恩同志は、党中央委員会が行った積極的な対外活動は、国際的

範囲で社会主義偉業を強力に促進し、自主と正義、平和守護の新たな

政治の流れを主導していくわが党と国家の地位と威信を大きく誇示し

たと指摘した。

報告は、領土や人口もさほど大きくなく、帝国主義反動勢力の四面

包囲の中にあるわが共和国の対外的地位で飛躍的な向上という変化が

生じたのは、わが党と人民が長期間の苦難に満ちた闘争によってもた

らした貴い結実であり、ひたすら自分の党の路線と政策を絶対的な真

理として信じて従い、困難で厳しいほど党の周りにより固く結集した

人民の偉大な団結が生んだ大きな歴史的奇跡であると強調した。

２ 社会主義建設の画期的前進のために

金正恩同志は報告の第２の体系で、総括期間中、経済・文化建設と

国防建設、国家社会管理、勤労者団体の活動状況について欠陥と教訓

を主として分析、総括し、今後の新たな前進と発展のための重要な課

題を提起した。

金正恩同志はまず、国家経済発展５カ年戦略の遂行状況と新たな展

望計画に対する厳正かつ詳細な分析を行った。

報告では、厳しい対内外情勢が持続し、予想外の挑戦が重なるにつ

れて経済活動を革命的に改善できなかったことから、国家経済の成長

目標を甚だしく達成できず、人民の生活向上において明確な進展が遂

げられなかった結果が厳しく総括され、各部門に山積している不振状

態とその原因について指摘された。

金正恩同志は、党と国家の活動全般を、新しい革新、大胆な創造、

絶え間ない前進を志向し、奨励する方向へ確固として転換し、われわ

れの前進を妨げる古い活動体系と不合理かつ非効率的な活動方式、障

害物を断固として取り除くための措置を講じるべきであると強調し、

こうすることによってのみ、今後達成すべき国家経済の展望目標をは

じめとする社会主義建設を目指すわれわれの闘いを、人民に実際の福

利をもたらす偉大な革命活動にすることができると言明した。

報告は、今後５年間の経済分野における闘争戦略を明示した。

国家経済発展５カ年計画の総体的方向は、経済発展のキーポイント

に力を集中して人民経済全般を活性化し、人民の生活を向上させうる

強固な土台を築くことである。

新たな５カ年計画の中心的課題は、金属工業と化学工業をキーポイ

ントとして捉えて投資を集中して、人民経済の各部門で生産を正常化

し、農業部門の物質的・技術的土台を強固にし、軽工業部門に原料、

資材を円滑に保障して一般消費財の生産を増やすことに設定された。

報告は、国家経済の現況と潜在力に基づいて、持続的な経済上昇と

人民の生活の明確な改善、向上へ進むことを目標として作成された新

たな５カ年計画を上程した。

新たな５カ年計画は、現実的可能性を考慮して国家経済の自立的構

造を完備し、輸入依存度を下げ、人民の生活を安定させるための要求

を反映している。

金正恩同志は報告で、主要経済部門別の現況と整備・発展に関する

問題について具体的に言及した。

金正恩同志は報告で、新たな５カ年計画の期間に人民の食衣住問題

の解決で必ず突破口を開き、人民が肌で感じられる実際の変化と革新

を起こすという党の確固とした決心を明示した。

報告では、市・郡の自立的かつ多角的な発展のための重要な政策的

問題が提示された。

金正恩同志は、国家存立の礎石であり、国と人民の尊厳と安全、平

和守護の確固とした保証である国家防衛力を持続的に強化するという

革命的立場を厳かに言明した。

報告は、朝鮮半島と世界の平和と安全を保障しようとする一念から、

地域の緊張激化を防ぐために朝鮮労働党と共和国政府は善意の努力と最

大の忍耐力を発揮したが、アメリカの対朝鮮敵視政策は弱まったのでは

なく、むしろより甚だしくなっていることについて分析した。

報告は、強力な国家防衛力は決して外交を排除するのではなく、そ

れを正しい方向へ進ませ、その成果を保証する威力ある手段になると

強調し、当面の情勢の中の現実は、軍事力の強化では満足というもの

はあり得ないということを今一度実証していると分析した。

報告は、人民軍が全軍金日成・金正日主義化を軍建設の総体的任

務として捉え、朝鮮労働党化した革命的な党軍、先端化した近代的な

軍隊、国と人民の頼もしい守護者に鍛え上げるための重要な課題を提

示した。

報告では、国防工業を飛躍的に強化、発展させるための中核的な構

想と重要な戦略的課題が言及された。

核技術を一層高度化する一方、核兵器の小型・軽量化、戦術兵器化

をさらに発展させて、現代戦で作戦任務の目的と打撃対象に応じてさ

まざまな手段として適用できる戦術核兵器を開発し、超大型核弾頭の

生産も持続的に進めるとともに、1万5000キロ射程圏内の任意の戦略

的対象を正確に打撃、掃滅できる命中率をさらに向上させて、核先制

および報復打撃能力を高度化するという目標が提示された。

近いうちに極超音速滑空飛行戦闘部を開発、導入する課題、水中お

よび地上固体エンジン大陸間弾道ロケットの開発を計画通りに推し進

め、核長距離打撃能力を向上させる上で重要な意義を持つ原子力潜水

艦と水中発射核戦略兵器を保有する課題が上程された。

そして、近いうちに軍事偵察衛星を運用して偵察情報収集能力を確

保し、500キロ前方縦深まで精密に偵察できる無人偵察機をはじめと

する偵察手段を開発するための最重要な研究活動を本格的に推し進め

ることについても言及された。

報告は、国防科学技術を高度に発展させ、先端兵器と戦闘技術機材

をより多く研究、開発して人民軍を従来の構造から先端化、精鋭化さ

れた軍隊に飛躍的に発展させることを、今日、国防科学部門に提起さ

れる基本課題と規定した。

報告では、国家防衛力を打ち固める上で、重大な事業である全人民

抗戦準備を完成することに関する深みのある課題が言及された。

金正恩同志は報告で、科学技術の発展を促して自力富強、自力繁栄

の活路を確実に切り開くための課題を提起した。

報告は、科学技術の発展を社会主義建設における中核的な課題、最

善の方略と規定し、科学技術重視路線を貫徹する過程に現れた偏向を

全面的に分析し、新たな５カ年計画の期間に達成すべき各部門の科学

技術発展目標とその実行方途について言及した。

金正恩同志は報告で、総括期間中、社会主義文化建設で収められた

成果と経験、欠陥と教訓について指摘した。

報告では、社会の全ての構成員を力強い存在に育て上げ、前進する

革命に活力を与え、社会主義建設を成功裏に推し進める上で重要な役

割を担っている教育、保健医療、文学・芸術、出版・報道、スポーツ

部門の総括期間中の活動状況が分析、評価された。

教育を、われわれの未来を安心して任せることのできるものにする

という教育の総体的目標が今一度強調され、新世紀の教育革命を力強

く促して共和国を教育強国、人材強国にするための教育発展目標と具

体的な課題が上程された。

報告では、社会主義保健医療を最も優れた先進的な人民保健医療に

発展させて、人民によりよい医療上の恩恵を提供するための具体的な

計画が言及された。

報告はまた、総括期間の文学・芸術部門の活動を深く分析し、文

学・芸術の各部門で一大革命を起こしてチュチェ文学・芸術の新しい

開花期を開くための課題を提起した。

出版・報道部門では、社会主義建設の新たな激変期、高揚期の要求

に即して、新たな新聞革命、報道革命、放送革命、出版革命の炎を強

く燃え上がらせて、党大会が打ち出す思想と路線、政策の真髄を全人

民に深く認識させ、党大会の決定貫徹へと総決起、総発動させるため

の報道戦、言論戦を力強く展開し、スポーツ部門では、尊厳ある国家

の権威と地位にふさわしく果敢に発奮して、共和国をスポーツ先進国

にすべきであるとの課題が提起された。

報告では、非社会主義・反社会主義的傾向を一掃し、全国に社会主

義的生活様式を確立する活動を全党的・全国家的・全社会的な活動と

して展開して、人々の精神道徳生活領域で革命的な転換をもたらすこ

とが重要な問題として言及された。

金正恩同志は報告で、共和国の地位が急速に高まり、革命が新たな

段階に入っている現実に合致した、国家社会制度を一層強固にし発展

させるための課題を示した。

報告は、朝鮮式社会主義制度の本質的特性に即して国家の人民的性格

を強め、統一的・科学的・戦略的管理を実現し、社会主義法治国家建設

の要求に即して全社会に革命的順法気風を確立し、司法・検察、社会安

全、保衛機関が社会主義制度の頼もしい防衛者として体制防衛、政策防

衛、人民防衛の聖なる使命と責任を果たすことを強調した。

金正恩同志は報告で、党の紐帯であり、外郭団体である勤労者団体

組織を強力な政治組織、社会主義建設の威力ある力に強化するための

重要な課題を提起した。

報告では、勤労者団体組織が思想教育団体としての本分にふさわし

く同盟の内部活動を基本として捉えて、全同盟を党の革命思想でしっ

かりと武装させ、特に青年同盟を党の交代者、後続部隊としてしっか

りと準備させることが強調された。

3 祖国の自主的統一と対外関係の発展のために

金正恩同志は報告の第３の体系で、祖国の自主的統一と対外関係の

発展のための重要な問題について言及した。

報告は、当面の形勢と変化した時代の要請に即して対南問題を考察

し、北南関係に関するわが党の原則的な立場を明らかにした。

報告は、今の北南関係の冷却局面はどちらか一方の努力だけで解決

される問題ではなく、時間が経てばおのずと解消されることでもない

と判断し、真に国の平和と統一を願い、民族の運命と次世代の将来を

憂慮するならば、この重大な状況をこれ以上座視してはならず、破局

に瀕した現在の北南関係を収拾し改善するための積極的な対策を講じ

なければならないと強調した。

報告は、北南関係に関する原則的な立場を次のように明らかにした。

北南関係で根本的な問題から解決しようとする立場と姿勢を持たな

ければならず、相手に対する敵対行為を一切中止し、北南宣言を慎重

に受け止め、誠実に履行しなければならない。

報告では、以前良好に進展していた北南関係が一挙に凍りつき、対

決状況に逆戻りした主な原因が指摘された。

金正恩同志は報告で、対外関係を全面的に拡大、発展させるための

朝鮮労働党の総体的方向と政策的立場を明示した。

報告は、現在の国際情勢と共和国の対外的環境について深い分析を

行った。

報告は、総括期間中、朝鮮労働党の対外活動の主たる総括と結論

は、不法無道にのさばる敵対勢力と強権を振りかざす大国に対しては

強対強で立ち向かう戦略を一貫して堅持すべきだということについて

確言し、国家の戦略的地位にふさわしく対外関係を全面的に拡大、発

展させ、社会主義建設を政治外交的に確実に保証することを現段階に

おける対外活動の総体的方向と規定した。

報告は、アメリカで誰が権力の座に就いてもアメリカという実体と

対朝鮮政策の本心は絶対に変わらないと指摘し、対外活動部門で対米

戦略を策略的に樹立し、反帝自主勢力との連帯を引き続き拡大してい

くことを強調した。

また、対外宣伝部門の役割を強めて敵の反動的攻勢を粉砕し、国家

の地位を高める問題について言及した。

報告は、対外活動部門で社会主義諸国との関係を一層拡大、発展さ

せ、自主性を志向する革命的党や進歩的党との団結と協力を強化し、

世界的範囲で反帝共同闘争を果敢に展開して、国家の対外的環境を一

段と有利に変えることについて指摘した。

報告では、朝鮮半島と世界の平和と安定をしっかりと守り抜こうと

する朝鮮労働党の確固とした意志が表明された。

報告は、新しい朝米関係樹立のキーポイントは、アメリカが対朝鮮

敵視政策を撤回するところにあるとし、今後も強対強、善対善の原則

に基づいてアメリカに対するだろうという朝鮮労働党の立場を厳粛に

言明した。

また、共和国は責任ある核保有国として、侵略的な敵対勢力が共和

国を狙って核を使おうとしない限り、核兵器を濫用しないだろうとい

うことを今一度確言した。

4 党活動の強化、発展のために

金正恩同志は報告の第４の体系で、総括期間中、党の強化、発展の

ための活動で収められた成果を総括し、時代と発展する現実の要求に

即して党活動を改善、強化する上で提起される課題と方法を示した。

報告は、全党に党中央の唯一的指導体系が確立し、党の戦闘力と指

導力が一段と強化され、党の基礎が全面的に細部にわたって整備、強

化されたことが総括期間に党活動で収めた貴重な成果であると評価し

た。

報告では、朝鮮革命が新たな発展期、跳躍期に入った状況に即し

て、党活動で根本的な革新を起こすための重要な課題と方法が言及さ

れた。

党中央の唯一的指導体系を確立するための活動を主眼として捉え、

引き続き深化させることを第一の課題として明示した。

報告は、党の内部活動を着実に行い、党と革命隊伍の一心団結を全

面的に固めることを重要な課題として上程した。

報告では、党の基本的な中核の力量、革命の指揮メンバーである幹

部の陣容を打ち固めることに主眼を置き、幹部が思想的に変質しない

ように教育と統制を絶えず強化することについて、そして党勢拡大で

党の原則、客観が認める厳選の原則を徹底的に守って党隊伍を質的に
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強固にすることについて強調された。

また、党の基層組織である初級党と党細胞を強化することに引き続き

大いに力を入れ、党生活の手配と指導を党活動のキーポイントとして捉

えて着実に行うことについて、大衆との活動に力を入れて広範な大衆を

党の周りに一層しっかりと結集させることについて指摘された。

報告は、発展する現実の要求に即して思想教育活動の形式と方法を

抜本的に改善するための課題を提起した。

報告では、革命と建設に対する党の指導、政策的指導を強化するた

めの課題が言及された。

報告は、党活動において抜本的な改善をもたらすための方途を提起

した。

金正恩同志は報告の最後の部分で、党中央委員会の活動報告を通じ

て活動で収められた成果と欠陥、その原因と教訓について、今後の闘

争方向と具体的な方法について深みのある認識を持つようになり、集

団討議を経て共通の見解に基づく戦略的・戦術的方針を確定できるよ

うになったと指摘した。

金正恩同志は、全ての代表者が党の指導思想に立脚し、強い党的責

任感を持って提起された内容と問題を深く研究、討議するものとの期

待を表明し、偉大な金日成・金正日主義の旗印を高く掲げて党中央

の周りに固く団結し、社会主義建設における新たな飛躍と勝利のため

に、偉大なわが国家のために、偉大なわが人民のために力強く闘って

いこうと熱烈に呼び掛けた。

党と革命の活動全般を新たな高揚へと引き上げる上で提起される綱

領的指針を全面的に明示した金正恩同志の歴史的な報告は、全ての大

会参加者の全幅の支持と賛同を受け、社会主義偉業の勝利の前進と明

るい前途を確かに約束している。
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において決定的意義を持つ最も重大かつ責任ある問題を討議した。

朝鮮労働党総書記の選出に関する提議を李日煥代表が行った。

彼は、金正恩同志を朝鮮労働党の首班として戴くのは時代の厳粛な

要求であり、数百万の党員と人民の確固たる信念であると述べ、全党

と全人民の総意を集めて金正恩同志を朝鮮労働党総書記に推戴するこ

とを本大会に丁重に提議した。

朝鮮労働党第８回大会は、金日成・金正日主義党の強化、発展と

チュチェの革命偉業の新たな勝利の前進を成し遂げようとする全ての

代表者と全党の党員、全国の人民と人民軍将兵の一致した意思と願い

をこめて、金正恩同志を朝鮮労働党総書記に推戴するという決定を全

会一致で採択した。

党中央委員会指導機関の選挙が終わった後、朝鮮労働党中央委

員会第８期第１回総会が行われ、その決定の内容が党大会に報告

された。

第８期中央委員会指導機関のメンバーから選出された党大会決

定書草案作成委員会が、党大会の報告で示された課題を徹底的に

貫徹するための問題を研究、討議する代表者たちの部門別協議会

を指導した。

金正恩同士が第８回党大会に関する綱領的な結語を行った。

朝鮮労働党第８回大会は、第１議題に関する決定書「朝鮮労働党中

央委員会第７期活動報告に提示された課題を貫徹することについて」

を全員賛成で厳かに採択した。

朝鮮労働党総書記金正恩同志が、朝鮮労働党第８回大会の閉会の辞

を述べた。

『インターナショナル』が荘重に奏楽された。

朝鮮革命の発展で要となる重要な時期に開催された朝鮮労働党

第８回大会は、現段階においてわが党と人民が進むべき正確な前

進方向と科学的な戦略的・戦術的方針を打ち出し、その実現のた

めの強力な牽引力を確保することによって、全党が強固な全一体

を成し、絶え間なく創造し、革新していく朝鮮労働党の革命的面

貌と戦闘的気概をあまねく誇示した。

(9ページからつづく)
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朝鮮労働党総書記 金正恩同志

敬愛する金正恩同志は、天才的な思想的・理論的英知と非

凡かつ特出した指導力、崇高な品格を身に付け、祖国と人民

に対し最も輝かしい業績を積み上げた朝鮮革命の卓越した指

導者であり、尊厳ある共和国と人民の偉大な象徴、代表者で

ある。

金正恩同志は、金日成・金正日主義党建設の思想と革命発展

の要求に即して朝鮮労働党の指導力と戦闘力を再整備し、人民大

衆第一主義政治を具現して、わが党を名実共に革命の強力な政治

的参謀部、精鋭化した鋼鉄の前衛隊伍、真の母なる党に強化し、

発展させた。

金正恩同志は、短い歴史的期間に共和国の総合的国力と地位を

最高の境地に至らしめる民族史上、最も特筆すべき業績を積み上

げた。

金正恩同志の賢明な指導によって、革命と建設に関する偉大

な実践綱領と戦略的・戦術的指針が豊富にもたらされ、チュチ

ェ朝鮮の第一国力である一心団結が全面的に打ち固められ、国

家社会制度の人民的性格がより明確になった。

金正恩同志は、主体的な軍事思想と霊妙な軍指導によって共和

国武力を不敗の革命的党軍、最精鋭の強兵に非常に強化し、国家

核戦力完成の歴史的大業を立派に実現した。

国家防衛力をいかなる侵略勢力も侮ることができないように

強化して、祖国と人民の安全と未来をしっかり保証した金正恩

同志の業績は、民族万代にかけて末永く称えるべき愛国功績で

ある。

金正恩同志は、国の経済全般を整備、補強し、人民経済の自立

化、現代化を実現するための闘争を賢明に導き、祖国の地に自力

自強の数多くの記念碑的建造物を建て、革命と建設の各分野で大

飛躍、大革新の時代を開いた。

人民のための苦労、人民のための創造をこの上ない楽しみ、革

命を行う誇りと見なし、人民のための滅私奉仕の道程を休みなく

歩み続けた金正恩同志の献身的な指導によって、人民の福祉増進

と生命安全のための最も優れた施策が復元され、国の津々浦々に

世界がうらやむ人民の別世界が築かれた。

金正恩同志は非凡な外交知略と霊妙な対外活動によって、自主

と正義、平和を守り、世界政治の流れを主導している。

朝鮮労働党第８回大会は、金日成・金正日主義党の強化、発

展とチュチェの革命偉業の新たな勝利の前進のために、全ての代

表者と全党の党員、全国の人民と人民軍将兵の一致した意思と願

いを反映させて、金正恩同志を朝鮮労働党総書記に推戴すること

を決定した。
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朝鮮労働党中央委員会第８期第１回総会が1月10日、党中央委員

会の本部会議室で行われた。

朝鮮労働党総書記金正恩同志が総会を指導した。

総会には、第８回党大会で選挙された党中央委員会の委員、委

員候補が参加した。

党中央委員会の各部署と道・市・郡党委員会、省・中央機関の

責任幹部がオブザーバーとして出席した。

党中央委員会第８期第１回総会では、朝鮮労働党総書記を首位

とする党中央委員会政治局と政治局常務委員会を選挙した。

党中央委員会の書記たちを選出し、書記局を構成した。

総会では、党中央軍事委員会を選挙し、改正された党規約に従

って党中央検査委員会の選挙を行った。

党中央委員会の各部長と党中央委員会機関紙『労働新聞』の責

任主筆を任命した。

総会ではまた、党内に新たな規律監督体系を設けることに関す

る議題を重要な問題として研究、討議した。

金正恩同志は、今回の第８回党大会で党中央検査委員会の権能

を高めることにしたのは、全党に厳格な規律と革命的紀綱を確立

して、わが党を革命を行う党、闘争する党、前進する党として一

層強化することに重要な目的があると強調した。

総会は、党中央検査委員会の権能を高め、党内の規律を強化す

るための監督・調査活動を専門に受け持つようにした状況下で、

その実現を保証する機構的対策として執行部署を設けることを決

定した。

総会は、党中央委員会から各道・市・郡党委員会に至るまで、

党規律問題を専任する部署が設けられ、活動を始めれば、党組織

規律に違背したり挑戦し、規約と職能に違反する傾向と革命的党

風を弱めるあらゆる傾向が大いに抑止されるだろうと分析した。

金正恩同志は、党規律監督活動を受け持つ部署が堅持すべき活

動原則と方法、基本課題を明示し、国家の規律と法の執行において

改善をもたらすための党の指導も強化して、党と国家の規律を確立

する活動を統一的に、同時に推し進めることについて言明した。

金正恩同志は、規律違反問題と苦情申し立て・請願問題の処理

にあたって、常に党と革命の利益の見地から、党と大衆の一心団

結を防衛し強固にする見地から活動を作戦し、展開していくこと

について強調した。
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党中央委員会政治局常務委員会委員

党中央委員会政治局委員候補

党中央委員会政治局委員

最高人民会議常任委員会委員長
崔 龍 海

内閣総理
金 徳 訓

党中央委員会書記
趙 甬 元

党中央委員会書記
李 炳 哲

党中央委員会書記・宣伝扇動部長
朴 泰 成

党中央委員会書記
チョン・サンハク

党中央委員会書記・勤労者団体部長
  李 日 煥 

朝鮮人民軍総政治局長
クォン・ヨンジン

党中央委員会書記・経済部長
金 頭 日

党中央委員会書記・科学教育部長
崔 相 建

党中央委員会組織指導部長
 金 才 龍

社会安全相
李 永 吉

外 相
李 善 権

党中央委員会経済政策室長
チョン・ヒョンチョル

内閣副総理
楊 勝 虎

国家計画委員会副委員長
パク・ジョングン

平壌市党責任書記
金 栄 煥

最高人民会議常任委員会副委員長
太 亨 徹

党中央委員会法務部長
キム・ヒョンシク

党中央委員会農業部長
李 哲 萬

党中央委員会幹部部長
ホ・チョルマン

党中央委員会軽工業部長
朴 明 順

党中央委員会規律調査部長
朴 太 徳

国 防 相
金 正 官

国家保衛相
鄭 京 擇

党中央委員会軍政指導部長
呉 日 晶

党中央委員会統一戦線部長
金 英 哲

第２経済委員長
呉 秀 容

朝鮮人民軍総参謀長
朴 正 天
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朝鮮労働党第８回大会の部門別協議会が、1月11日に行われた。

各部門別協議会では、党中央委員会の活動報告に提示された課題を

貫徹するための決定書草案の研究が行われた。

朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員をはじめとする党中央

指導機関のメンバーが部門別協議会を指導した。

各協議会では、社会主義建設の各分野で達成すべき今後の５年間の

闘争目標と課題を貫徹するための実践的問題が真摯に討議された。

代表者たちは、党と国家の活動全般を新しい革新、大胆な創造、絶え

間ない前進を志向し、奨励することに確固と転換させるためには、自己

の部門、自己の単位の科学的かつ現実的で動員的な発展の方向と具体的

な方途を見出すことが切実な問題だということをひとしく認めた。

社会主義建設の新たな活路を開くための基本戦線である経済部門

で、内閣が国の経済司令部として内閣責任制、内閣中心制を円滑に

運用し、国家経済の主要命脈と全一性を強化するための活動を強く

推し進め、経済管理を改善する上で提起される差し迫った問題が討

議された。

代表者たちは、党大会の報告で提示された社会主義文化建設の革新

的な方向と当該の課題に照らして自己の部門、自己の単位の発展戦略

を研究した。

また、国家防衛力の強化のための重大な戦略的課題を実行する上で

提起される諸問題が協議された。

代表者たちは、時代と発展する現実の要求に即して党活動に抜本的

な転換をもたらし、勤労者団体組織を強化するという党の指導思想に

立脚して問題の討議に熱中した。

十分な研究と積極的な集団討議の下に行われた各協議会では、党大

会決定の貫徹を保証できる科学的かつ革新的な意見がまとめられた。
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親愛なる代表者の皆さん!

朝鮮労働党の歴史において８回目となる本大会は、革命と建設の新

たな高揚期、激変期を切り開くための当面の闘争計画と党を強化し発

展させるための重要な問題を上程し、真摯な討議を行いました。

本大会はまず、第7期党中央委員会の活動状況を全面的かつ立体的

に、細部にわたって分析、総括し、社会主義建設の画期的前進のた

めの新たな闘争路線と戦略・戦術的問題について深みのある討議を

行いました。

報告と討論、部門別協議会では、党と国家、軍隊の活動と社会生活

の各分野に内在している偏向や欠点が具体的かつ痛烈に批判、総括さ

れ、それを克服するための厳かな決心と意志が表明されました。

そして、新たな5カ年計画期間に達成すべき目標と課題の遂行方途

を見出すための研究と討議が活発に行われ、この過程で提出された

建設的な意見が党大会決定書草案作成委員会に総合されました。

第１議題の討議を通じて、わが党と国家と人民が今後、何をどう

すべきかということがより明確になり、朝鮮革命の新たな勝利を勝

ち取るための闘争方略が一層確実なものになりました。

わが党がこれまでの党大会とは異なり、今回の大会で自己の活動

を肯定的な面ではなく、批判的な立場に立って冷静に

分析、総括したことは、総括期間に収めた成果に劣ら

ぬ大きな意義を持ちます。

本大会では、第７期党中央検査委員会の活動総括も

批判的に厳正に行い、党事業と党活動で以前の古いも

のや、現実とかけ離れていた諸問題を党建設の原理に

合うようにわれわれの方式で是正するための決定的な

対策を講じました。

党建設と党活動の原理、発展する現実の要求を正確

に反映して朝鮮労働党規約を改正することによって、

党の指導力と戦闘力を強化し、健全な発展を成し遂げ

るための重要な基盤が築かれました。

本大会が第８期党中央委員会を党と革命に忠実で実務能力のある

人たちで構成し、党内に新たな規律監督体系を樹立したことは、わ

が党が革命の強力な参謀部としての使命と役割を果たす上で画期的

な転機となります。

代表者の皆さん!

本大会で私は、代表者の皆さんと全党の党員の厚い信頼を得て、

朝鮮労働党の最高指導職責を再び担いました。

全党員が私に尊厳ある朝鮮労働党総書記の重責を任せてくれたこと

を最大の光栄と思いながらも、恐縮で重い気持ちを禁じえません。

私は、偉大な金日成・金正日主義党を代表し責任を持つという聖

なる使命感を深く自覚し、党大会が打ち出した闘争綱領を実現するた

めに全力を尽くすこと、偉大なわが人民を私の運命の天のごとく見な

し、真の人民の忠僕として為民献身の道で決死奮闘することを厳かに

誓います。

代表者の皆さんの全幅の支持と賛同を得て選出された第８期党中央

委員会は、全党の党組織と党員の高い期待と信頼に従い応じて朝鮮式

社会主義の建設で新たな勝利を勝ち取るために正確で洗練された自己

の指導力を発揮し、時代が与えた任務を忠実に完遂するでしょう。

代表者の皆さん!

今日、朝鮮革命の外部的環境は依然として厳しくて

鋭く、今後われわれの革命活動が順調に進まないこと

もあるでしょう。

しかし、最悪の条件と試練の中で他人には想像もつ

かない偉大な勝利を収めたわが党と人民にとって克服

できない難関はありえません。

われわれは新たな信念と勇気を持って党と革命隊

伍、国家の威力を全面的に強化するための闘争を力強

く繰り広げて、持続的な前進と発展の道に速やかに入

らなければなりません。

社会主義建設の主体的な力、内的原動力を一段と強

化し、各分野において偉大な新たな勝利を達成しよう

というのが朝鮮労働党第8回大会の基本思想、基本精

神です。

言い換えれば、われわれの内部の力を全面的に整備

し再編成し、それに基づいて全ての難関を正面突破し

て新たな前進の道を切り開かなければならないという

のが、本大会を通じて再確認された朝鮮労働党の革命

的意志です。

朝鮮革命に提起された重大な歴史的課題は、全党が

以民為天、一心団結、自力更生を今一度肝に銘じ、さらに高く掲げ

ていくことを求めています。

以民為天には、全党が人民に奉仕することを党建設と党活動の出発

点、不変の原則とする革命的党風を確固として堅持するというわが党

の恒久的な要求が反映されており、一心団結と自力更生には、朝鮮革

命の生命線と前進の原動力に関する思想的・理論的観点と政策的要求

が集約されています。

「以民為天」「一心団結」「自力更生」、まさにここにわが党の

指導力を強められる根本的秘訣があり、わが党が大衆の中に一層

深く根を下ろすための根本的方途があり、われわれが唯一に生き続

け、前途を切り開くことのできる根本的保証があります。

私は、今回の党大会で何らかのものものしいスローガンを掲げる

よりも、わが党の崇高な「以民為天」「一心団結」「自力更生」と

いう三つの理念を今一度銘記することで、第8回党大会のスローガン

に代えることを提起します。

全党が新たな道程を歩み始める強い覚悟と自信、熱情を抱いて、

党大会が指し示した歴史的な進軍方向に沿って勇敢に進まなければ

なりません。

何よりも、新たな国家経済発展５カ年計画を必ず遂行するために

決死の闘争を繰り広げなければなりません。

社会主義経済建設は、今日、われわれが総力を集中すべき最も重

要な革命課題です。

われわれが現在直面している難局を打開し、人民の生活を一日も

早く安定、向上させ、自力富強、自力繁栄の確固とした保証をもた

らすためには、一番の難題となっている経済問題から早急に解決し

なければなりません。

まず、経済部門の主要攻略対象を正しく定め、そこに力を集中し

なければなりません。

新たな国家経済発展５カ年計画の中心的課題は、金属工業と化学

工業を経済発展のキーポイントとしてとらえて、基幹工業部門間の

有機的連係を強めて実際の経済活性化を促し、農業部門の物質的・

技術的土台を強固にし、軽工業部門において原料の国産化の比重を

高めて人民の生活を一段と改善することです。
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金属工業と化学工業部門から正常の軌道、活性化の段階に確実

に押し上げるための活動に力を集中し、それに基づいて他の部門

も共にもり立てる方向へ進まなければなりません。

金属工業と化学工業の発展を先行させるという原則に立って、

国家的な経済組織活動を綿密に行うべきです。

何の見積もりもなしに国の経済力を分散させるのはでなく、鉄

鋼材と化学製品の生産能力を大幅に伸ばすことに最大限合理的に

活用できるように、経済の作戦と指揮を強めることが重要です。

全ての経済活動を、人民の生活をバランスよく安定、向上させ

ることに指向させなければなりません。

ここでも基本となるのは、農業生産に引き続き力を入れて人民

の食糧問題を基本的に解決することです。

新たな5カ年計画期間に農業部門が一層奮闘し、国家的な投資を

増やして穀物の生産目標を必ず達成しなければなりません。

特に、今後2～3年の間に毎年国家義務買付け計画を2019年度の

水準に定めて必ず達成し、将来は買付け量を増やして人民に正常

に食糧を供給できるようにすべきです。

軽工業部門では新たな５カ年計画期間に、原料、資材の国産

化、再資源化をキーポイントとしてとらえ、消費財の生産を増や

して人民の生活向上のための闘争で新たな前進をもたらさなけれ

ばなりません。

軽工業部門に原料、資材を供給する全ての部門で生産を正常化

できるように、国家的な経済技術的対策をしっかりと講じなけれ

ばなりません。

次に、全ての部門、全ての単位では、新たな国家経済発展5カ年

計画を遂行するための具体的な課題と方途を見出し、確実に実行

しなければなりません。

党大会は総括期間の教訓に照らして、今回は客観的かつ厳正に

検討し、現実に最大限近づけて実現可能な新たな闘争目標を示し

ました。

全ての部門、全ての単位で今後の条件と環境を先を見通して判

断しながら段階別、年次別の計画から綿密に作成することが極め

て重要です。

当該単位でいったん計画を立てた後は、その実行のための科学

的かつ具体的な作戦と指揮を実現して、どんな事があっても無条

件に遂行し、国家的に人民経済計画の遂行状況を指標別に厳格に

掌握、推進、総括する強い規律を確立しなければなりません。

新たな国家経済発展5カ年計画遂行の成否は、経済管理をいかに

改善するかにかかっています。

党中央の経済部署と内閣、国家計画委員会、工場、企業をはじ

めとする全ての部門が協力し、経済管理を改善するための決定的

な対策を講じるべきです。

テストケースとして研究、導入している方法と、経営管理、企

業管理をしっかりと行っている諸単位の経験を結び付けることを

はじめ、われわれの実情に合っていて、かつ最良化、最適化の効

果を現す経済管理方法を研究、完成する活動を積極的に推し進め

なければなりません。

新たな５カ年計画期間中、国家の統一的な指揮と管理の下に経

済を動かす体系と秩序を復元し、強化することに党的、国家的な

力を注ぐべきです。

党大会以降にも特殊性を云々し、国家の統一的指導を妨害する行

為に対しては、単位を問わず強い制裁を加えなければなりません。

内閣と国家計画委員会は、人民経済の自立性を強め、生産を増

大させる立場に立って部門と工場、企業が生産的連係と協同を円

滑に実現できるように経済の組織と指揮を強めるべきです。

科学技術の実際の発展をもって、経済建設と人民の生活向上を

確実に保障しなければなりません。

科学技術は社会主義建設を牽引する機関車であり、国家経済の

主たる発展の原動力です。

科学技術部門では、国家経済発展の新たな５カ年計画を達成するた

めの重点課題、研究課題を目標に定め、ここに力を集中すべきです。

新たな５カ年計画期間中、国の科学技術水準を一段と引き上げ、科

学者、技術者と生産者の間の創造的協力を強めて、経済建設と人民の

生活向上で提起される科学技術上の問題から一つ一つしっかりと解決

していかなければなりません。

市・郡の自立的で多角的な発展を促して地方経済を発展させ、人民

の生活水準を向上できる土台を築くべきです。

現在、農村をはじめとする市・郡の住民の生活は非常に困難で立ち

遅れています。

これからは、地方経済の発展と地方人民の生活向上に注目していく

考えです。

国家的に全ての市・郡に毎年１万トンのセメントを保障する活動を

強く推し進めなければなりません。

国家経済指導機関は、市・郡が自身の経済的土台を円滑に構築でき

るように、地元の特性に即して発展できるように特恵措置を講じると

ともに、正しい指導と援助を追い付かせるべきです。

農村で思想、技術、文化の3大革命を力強く推進し、国家的支援を

増やして農村基盤を決定的に固め、農業生産の物質的・技術的土台を

強固にし、文化的で裕福な社会主義農村に変えなければなりません。

新たな５カ年計画期間に教育と保健医療の発展に国家的な力を注

ぎ、中央と地方とを問わず、人民が社会主義教育制度と保健医療制度

の優越性を肌で感じられるようにすべきです。

全党的、全国家的、全人民的に強力な教育と規律を先行させて、社

会生活の各分野で現れているあらゆる反社会主義的・非社会主義的傾

向、権力乱用と官僚主義、不正・腐敗、税金外の負担などあらゆる犯

罪行為を断固阻止し、統制しなければなりません。

国防力を質的、量的に一層強めることを重要な課題としてとらえて

いくべきです。

核戦争抑止力をさらに強化するとともに、最強の軍事力を備えるこ

とに全力を尽すべきです

人民軍の最精鋭化、強兵化に引き続き拍車をかけて、いかなる形態

の脅威と不意の事態にも国家防衛の主体としての使命と役割を果たせ

るようにしっかりと準備させるべきです。

国防科学技術をより高い水準に引き上げ、軍需生産の目標と課題を

無条件に遂行して、新たな５カ年計画の期間に、わが党の歴史的進軍

を最強の軍事力をもって保証すべきです。

今日、われわれに提起された責任ある、重大な革命課題をしっかり

と遂行するためには、何よりも党を強化し、その指導的役割を一層強

めなければなりません。

全党の党組織が忠誠の前衛隊伍として強化され、革命的に、進取的

に活動し、当該単位の政治的参謀部としての役割を円滑に果たす時、

党と革命発展の偉大な全盛期が開かれるのです。

全ての党組織は、党の内部活動に力を入れて、幹部の陣容と党隊列

を精幹化、精鋭化し、党生活の指導を一層強めることによって、党の

組織的・思想的基礎を不断に固めなければなりません。

わが党が活動する党、闘争する党、戦闘力のある党になるように、

全党に整然とした党活動体系を打ち立て、斬新な党活動の方法を確立

すべきです。

党組織が決起して、新たな闘争路線と戦略・戦術的方針を貫徹する

ための組織・政治活動を本格的に、力強く繰り広げ、当該単位の活動

で舵取りの役割を果たさなければなりません。

経済実務にとらわれて行政代行をするような傾向を打破し、革命と

建設で提起される全ての問題をあくまで党的方法や、幹部と党員と勤

労者の精神力を発揮させる政治的方法によって解決することを違える

ことのできない鉄則としなければなりません。

特に、組織指導部、宣伝扇動部をはじめとする党中央委員会の各部

署が党大会の決定貫徹のための党の指導、政策的指導を綿密に攻

勢的に強化すべきです。

革命の指揮メンバーである幹部は、前進する隊伍の先頭に立っ

て自分の責任と本分を果たさなければなりません。

幹部の能力と役割に一つの単位、一つの部門の運命がかかってい

ます。

今日、朝鮮革命の前途に横たわっている幾多の難関と試練、わ

れわれの世代に課された強国建設の大業は、幹部が重荷を担い、

優れた活動能力と熱情、献身性を発揮することを求めています。

今こそ、党と国家の苦悩と心配を少しでも軽減するためにこつ

こつと努力する幹部、ひたすら革命と仕事しか知らず、人民のた

めになる事なら一つでも多く成し遂げようと奔走する幹部、任さ

れた仕事で目に見える実績を上げる幹部が必要な時です。

全ての幹部は、自分の党性、革命性、人民性が実際の活動能

力と実績によって評価されるという覚悟を持ち、党大会以後の

壮大な道程の初めからしっかりと手はずを整えて取り組むべき

です。

全ての幹部は人民の期待を片時も忘れず、一日一日を誇らしく良

心的に総括できるように発奮し、また発奮しなければなりません。

幹部は、分からないことがあれば謙虚に学び、能力が足りなけれ

ば徹夜してでも水準を高め、活動において自己満足や停滞を絶対に

許してはならず、自分自身に対する要求の度合を絶えず強めて闘争

気風と活動態度において革命的な改善をもたらすべきです。

全党の党員が党大会が示した課題貫徹のための闘いで中核的・

先駆的役割を果たすべきです。

党員が発奮し、決起して今日の苦難を先頭に立って真っ向から突

破すれば、克服できない難関、占領できない要塞はありません。

全ての党員は、不屈の精神力と英雄的闘争によって、祖国解

放戦争の偉大な勝利をもたらし、困苦欠乏に耐えながらも戦後

の復興建設を短期間に立派にやり遂げた戦勝世代の精神を受け

継いで、最も困難で骨の折れる部門で一役買わなければなりま

せん。

第８回党大会が打ち出した聖なる闘争目標と課題を立派に遂行

する上で、新しく選出された党中央指導機関のメンバーと代表者

の皆さんに担わされた任務は最も重いものです。

新しく選出された第8期党中央指導機関のメンバーは、いつどこ

にあっても党員と人民の貴い信頼と期待を片時も忘れず、党大会

の課題貫徹のための闘いで強い責任感と献身性を発揮して充実し

た活動結果をもたらすべきです。

代表者の皆さんは、自分自身が直接討議、決定した党大会の課

題が自分たちの持ち場と職場で立派に貫徹されるよう心魂を傾

け、粘り強く闘わなければなりません。

党と革命の差し迫った要求を誰よりもよく知っている代表者の

皆さんは、党大会の思想と精神を大衆の心に深く植え付け、率先

垂範して大衆を立ち上がらせ、自己の部門、自己の単位の活動で

著しい発展をもたらすべきです。

代表者の皆さん!

社会主義偉業の新たな勝利を勝ち取り、赫々たる前進を遂げる

には、より困難な正面突破戦を覚悟しなければなりません。

敵対勢力はさらに躍起になってわれわれの前進を阻もうとする

でしょうし、世界はわが党の政治宣言と闘争綱領がどのように実

現するかを注視するでしょう。

党の構想と決心を徹底した実践的行動をもって実現する全ての

党員と人民、人民軍将兵の燃えるような忠誠心と一心団結の不敗

の力がある限り、われわれの勝利は確定しています。

ともに、第８回党大会が示した闘争綱領の立派な実現のために、

栄えある朝鮮労働党の強化、発展とチュチェ革命偉業の勝利の前進

のために、偉大なわが人民のために一層力強く闘いましょう。
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　親愛なる代表者の皆さん!

　わが党の強化、発展と朝鮮式社会主義建設の道程で極めて重要な時

期に行われた朝鮮労働党第8回大会は、代表者の皆さんの高度の熱意

によって、上程された全ての議題を十分に討議、決定し、その活動を

終えることになります。

　大会の全期間、代表者の皆さんは最大の党的自覚と責任感を持って

問題の討議に誠実に参加し、建設的な意見を積極的に提起して意思を

一致させながら、活動する党、闘争する党、前進する党としてのわが

党の戦闘的面貌を余すところなく示しました。

　今まで全党的に重要な政治的な集会や大会合が数多く開かれ、その

たび党中央の政策と思想に対する参加者の熱意が極めて高く発揮され

ましたが、今回の第８回党大会のように満場が問題の討議に心酔し熱

中する、このような高い参加熱意に接するのは初めてです。

　全ての代表者がみな一人のように、わが革命活動の成敗と自分自身や

子孫の運命を結び付けて苦心し心配しながら、討議される全ての問題を

積極的に真摯に研究し、緊張した大会の活動に積極的に参加しました。

　私は代表者の皆さんが、大会を見守るわれわれの数百万の党員と数

千万の人民の期待がこもった心と視線をつねに自覚し、革命活動の前

進と発展のために重い責任感を一緒に抱き、最も正確で最も力強いわ

れわれの闘争方向と戦略・戦術を確定することに心魂を傾けたことに

非常に感動し、そこから大きな力を得たばかりでなく、これをたいへ

んありがたく思っています。

　第８回党大会が確定した革命的な路線と当面の闘争計画は、全ての

党員と人民にわれわれの明日への大きな希望を抱かせ、大衆を新たな

闘争と偉勲へ奮い立たせるであろうし、わが党を組織的、思想的に一

層強化し、革命と建設全般に対する指導力を強める上で決定的な転換

をもたらすでしょう。

　代表者の皆さん!

　今回の第８回党大会を通じて、折り重なる挑戦と試練の中でも一つ

の思想・意志で固く団結し、新たな闘争目標を目指して絶え間なく前

進し、飛躍するわが党と人民特有の団結力と革命的熱情が今一度力強

く発揮されました。

　第８回党大会を防衛するために全党の党員と人民、人民軍将兵は、

自分の職場と哨所をしっかり守り、類ない活動成果をもって今回の党

大会への熱烈な支持と期待を表明しました。

　私は、第８回党大会の成功を保障するために高度の緊張を堅持し、

限りない献身性と革命性を発揮した全ての党員と人民、人民軍将兵に

本大会の名で熱い感謝を送ります。

　代表者の皆さん!

　朝鮮労働党第８回大会は、偉大な金日成・金正日主義の旗印を変

わることなく高く掲げ、勝利への確信と勇気を持ち、必ず朝鮮式社会

主義の富強・発展を成し遂げようとする革命家の確固不動の意志を誇

示した闘争と前進の大会となりました。

　大会は、鋭い内外情勢の変化と、それが朝鮮革命に及ぼす主観的・

客観的環境を細部にわたって分析し、この５年間の活動を正しく総括

し、それに基づいて、当面の新たな環境と革命情勢に立脚して国家の

経済的土台の再整備と発展、そして国家社会制度の強化のための科学

的で正確な戦略・戦術的方針を提示することによって、党と国家の活

動全般の前進方向を明示しました。

　これは確かに、われわれの前進のための新たな原動力をもたらし、

明白な里程標を立てたことになり、従ってわれわれの聖なる偉業を力

強く牽引する契機になったと確信します。

　第８回党大会は、党の強化、発展においてもきわめて重要な意義を

持ちます。

　わが党の強化、発展の道程で今一つの偉大な過程を経たわれわ

れは、いつにもましてわれわれの闘争に対する確信と自負に満ち

ており、われわれ自身が担った責任の重大さを今一度深く感じて

います。

　党大会の決定は、朝鮮式社会主義の建設で新たな勝利を勝ち取るた

めのわが党の戦略・戦術であり、朝鮮労働党が革命と人民に立てた誓

いであると同時に、偉大なわが人民が党中央委員会に与えた至上の命

令です。

　われわれの党員たち、代表者の皆さんは、党大会の決定にこのよう

な崇高な観点で接し、重くて栄えあるものとして受け入れなければな

りません。

　国家経済発展５カ年計画をはじめ本大会で決定された課題をどのよ

うに貫徹するかによって、社会主義偉業の前途が左右されます。

　われわれは、党大会が打ち出した綱領的課題を無条件貫徹して朝鮮

革命を今一度高揚させ、一日も早く人民により良い、安定した生活条

件と環境を提供しなければなりません。

　われわれは、党大会の決定貫徹のための全党的な学習を組織して、大

会で確定された闘争課題と任務を徹底的に受け止め、果敢な闘争を展開

して社会主義建設を新たな段階へと移行させなければなりません。

　それゆえ各級党組織は、党大会の文献と決定で武装するための集中

的な学習を組織し、その貫徹のための討議と組織・政治活動を着実に

行い、党大会の決定を貫徹するための戦術を綿密に立てて力強く闘わ

なければなりません。

　まず党員大衆を先に奮い立たせ、彼らが先駆的な闘争を繰り広げて

集団を新しい奇跡と偉勲へと導くようにし、全ての単位、全国が党大

会の決定貫徹のために沸き立つようにしなければなりません。

　新しく改正した党規約に対する全党的な学習を行って、党組織と党

員が党活動と党生活の全ての過程と契機に党規約上の規範を遵守する

気風を確立すべきです。

　代表者の皆さん!

　われわれの前途には依然として幾多の試練と難関が横たわって

いますが、われわれの決心は確固たるものであり、未来は楽観的

です。

　わが党はこれまでと同様、今後とも変わることなく人民大衆第一主

義に限りなく忠実であり、社会主義建設における絶え間ない新たな勝

利を獲得するために全力をつくすでしょう。

　偉大な金日成・金正日主義を百戦百勝の旗印として高く掲げた朝

鮮労働党が革命と建設を正しく導いており、党と人民大衆の一心団結

の不敗の威力がある以上、朝鮮革命はいかなる困難も乗り越えて力強

く前進するでしょう。

　ともに、社会主義の偉業、チュチェの革命偉業の勝利への確固たる

信念を抱き、党中央委員会の周りに鉄のように団結し、革命の新たな

勝利を目指して力強く前進しましょう。

　私は、全党の党組織と党員、全ての人民と人民軍将兵の高度の戦闘

力と団結力、強い愛国的熱意と堅忍不抜の努力によって、本大会が提

示した闘争戦略と方針が立派に貫徹され、朝鮮式社会主義の建設で画

期的な前進がもたらされるものと確信しつつ、朝鮮労働党第８回大会

の閉会を宣言します。



32 33 

金正恩同志が第８期党中央

指導機関メンバーと共に

錦繍山太陽宮殿を訪れる
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金正恩同志が党大会代表者と

共に朝鮮労働党第８回大会

慶祝大公演『党をうたう』を

観覧する
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朝鮮労働党第８回大会記念閲兵式が

盛大に行われる

閲兵隊員と群衆の熱烈な歓呼に応える金正恩同志　チュチェ110(2021)年1月

1月14日の夕、平壌の金日成広場では朝鮮労働

党第８回大会記念閲兵式が盛大に挙行された。

革命の銃剣を握り締めて第８回党大会をしっ

かり守った誇りと栄誉を抱いて閲兵縦隊が、威

風堂々と入場した。

広場につながる大路には、共和国武力の強大

無比の地位を誇示することになる機械化縦隊が

整列していた。

歓迎曲が奏される中、朝鮮労働党総書記・朝

鮮民主主義人民共和国国務委員長・朝鮮民主主

義人民共和国武力最高司令官である、敬愛する

金正恩同志が広場の幹部壇に登壇した。

金正恩同志を仰いで上げる「万歳！」の歓呼

の声と「金正恩」「決死擁護」の喚声が天地を

震撼させ、敬意の花火が打ち上げられた。

金正恩同志は、歓呼の声を上げる閲兵隊員と

観衆に手を振って応え、温かい挨拶を送った。

第８期党中央指導機関のメンバーが幹部壇に

ついた。

朝鮮労働党第８回大会の参加者と特別客が招

待席についた。

歌謡『かがやく祖国』が奏される中、21発の

礼砲が発射された。

朝鮮民主主義人民共和国の金正官国防相が演

説を行った。

続いて、国旗掲揚式が行われた。

朝鮮労働党総書記金正恩同志に、李炳哲党中

央軍事委員会副委員長が第８回党大会記念閲兵

式の準備ができたと丁重に報告した。

共和国武力の威力を誇示する力強い行進曲

が響き渡る中、朝鮮人民軍総参謀長朴正天

元帥が乗った指揮車を先頭にして閲兵式が

始まった。

金正恩同志は、国家防衛の基本的勢力、革命

の主力部隊として社会主義祖国と党と革命を武力

をもって擁護し、先頭に立って党の指導に従う頼

もしい人民軍将兵に戦闘的な挨拶を送った。

全軍の金日成・金正日主義化を軍建設の総体

的任務とし、人民軍を朝鮮労働党化された革命

的な党の軍隊、先端化された近代的な軍隊、国

家と人民の頼もしい守護者としてさらにしっか

り鍛え上げ、革命武力強化の最盛期を切り開い

ていく最高司令官同志を仰ぎ、閲兵隊員たちは

「万歳！」の喚声を上げた。

卓越した指導と優れた英知をもって祖国と人

民により明るい未来を開いてくれた偉大な党中

央に敬礼をささげながら、航空兵たちが壮快な

閲兵飛行を行った。
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党の命令にはひたすら「わかりました」と応

える人民軍将兵の忠誠心が強く燃え上がる中、

装甲車縦隊を先頭にする機械化縦隊の閲兵行進

が始まった。

観衆たちは、人民と次世代が強大な国で幸せ

を思う存分享受できる自存と繁栄の新しい時代

を開いた不世出の英雄金正恩同志に最大の栄光

と最もあつい感謝の挨拶をささげた。

閲兵式が終わると再び嵐のような「万歳！」

の歓声が天地を揺るがせ、花火が打ち上げ

られた。

金正恩同志は、熱狂的に歓呼する観衆に手を

上げて温かく答礼した。

朝鮮労働党第８回大会記念閲兵式は、全党、

全軍、全人民を党大会決定の貫徹のための革命

的大進軍へと力強く鼓舞激励する意義深い契機

となった。
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朝鮮労働党第８回大会を祝って

花火が打ち上げられる
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内 閣
副総理

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議

第14期第4回会議が行われる

内閣事務長、相

中央検察所
所 長

内閣副総理・国家計画委員会委員長
パク・ジョングン

内閣副総理
チョン・ヒョンチョル

内閣副総理
キム・ソンリョン

内閣副総理
リ・ソンハク

内閣副総理
パク・フン

内閣副総理・農業相
チュ・チョルギュ

建設建材工業相
ソ・ジョンジン

逓 信 相
チュ・ヨンイル

資源開発相
キム・チュンソン

採取工業相
キム・チョルス

鉄 道 相
チャン・チュンソン

化学工業相
マ・ジョンソン

電力工業相
キム・ユイル

内閣事務長
キム・グムチョル

軽工業相
チャン・ギョンイル

財 政 相
コ・ジョンボム

保 健 相
チェ・ギョンチョル

文 化 相
スン・ジョンギュ

中央銀行総裁
チェ・ソンハク

中央統計局局長
リ・チョルサン

労 働 相
チン・グムソン

対外経済相
ユン・ジョンホ

都市経営相
イム・ギョンジェ

商 業 相
パク・ヒョクチョル

国家建設監督相
リ・ヒョククォン

金日成総合大学総長・教育委員会
高等教育相　リ・グクチョル

中央検察所所長
ウ・サンチョル

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第4回会議が1月17日、

平壌の万寿台議事堂で行われた。

会議では、最高人民会議第14期第4回会議の議案を決定した。

第１議案が討議された。

朝鮮労働党中央委員会の委任によって、内閣総理金徳訓代議員が提

議した内閣成員が全員賛成で任命された。

第２、第３議案に関する報告と討論が行われた。

討論者たちは、朝鮮労働党第８回大会の思想と精神を体し、自立的

経済の潜在力と威力を一層強化して国の経済全般を活性化し、人民の

生活において新たな転換をもたらす決意を表明した。

会議では、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議の法令および決定

が採択された。
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金正恩同志が朝鮮労働党第８回大会の代表者と記念写真を撮る
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金正恩同志が第８回党大会記念閲兵式の参加者と記念写真を撮る
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金正恩同志が第８回党大会記念閲兵式の参加者と記念写真を撮る
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金正恩同志が第８回党大会記念閲兵式の参加者と記念写真を撮る
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金正恩同志が第８回党大会のオブザーバーと記念写真を撮る
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金正恩同志が第８回党大会の

成功の保障に貢献した護衛・

安全・保衛部門の将兵と

記念写真を撮る
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金正恩同志が第８回党大会の

成功の保障に貢献した護衛・

安全・保衛部門の将兵と

記念写真を撮る
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金正恩同志が新しく選挙された第８期党中央指導機関メンバーと記念写真を撮る
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金正恩同志が新しく任命された内閣成員に会い、記念写真を撮る
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金正恩同志が第８回党大会の

成功の保障に寄与した出版・

印刷部門の勤労者と

記念写真を撮る



朝鮮労働党第８回大会が指し示した進路に沿って、朝鮮式社会主義の新たな勝利のために力強く前進しよう

　　－平壌市軍民連合大会が行われる－
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裏表紙: 朝鮮労働党第８回大会を祝って花火が打ち上げられる




