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　ユニオンネット平和（略称：ユニオン平和）が２０１９年 4 月○○日に結成された。そして、

この組織は、平和フォーラムに加盟した。

　事実は順番が逆であり、この間、平和フォーラムからユニオン単独でなく、複数のユニオン

が連携して加入しないかとの誘いがあり、急遽ではあったが、護憲フォーラムの総会（４月

２６日）に会わせて結成することとなった。護憲フォーラムは、１９８７年の総評解散時に、

連合では取り組まない課題の集合体として、護憲・原水禁運動を中心に人権の闘いも含めて取

り組んでいる。組織構成としては、自治労、日教組、私鉄総連、全水道と旧総評系の大労組と

横並びに位置しており、ユニオン平和は大きく背伸びをして加盟した。

　では、なぜ背伸びをしたか。非正規雇用労働者が 4 割を超えた原因である安倍新自由主義

労働政策は、非正規雇用労働者の改善をすること無く、労働者を犠牲にしている。環境を犠牲

にしている。沖縄、福島、広島、長崎を犠牲にしている。

　しかし、多くの労働者は、生活不安と長時間労働の中で、職場でもものが言えず、平和 ･ 人

権 ･ 環境について学習したり、考えることさえもできないでいます。私たちユニオン平和は、

ユニオン運動の中に、平和 ･ 人権 ･ 環境の視点を生かし、働き、生活できる社会とする展望を

創り出していきましょう。
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働き、生活できる

労働条件を

　　　獲得しよう
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　７月１９日、参院選勝利に向けて国会前行

動が取り組まれた。１５００人が参加、ユニ

オン平和も参加

＜主催者挨拶・福山真劫さん＞

　「総がかり行動実行委員会」は 2014 年 12

月に結成、4 年 7 か月にわたり闘ってきた。

＜ 19 日行動＞は 46 回目だ。

　当面の課題は 4 つ。

　①憲法９条改憲を許さない。

　通常国会で提起を阻止した。3 分の 1 以上

をを獲得しよう。

　来週ボルトンが来日する。彼はイラク戦争

を実行した。今、イランへの侵略戦争をやろ

うとしている。そのため「有志連合」に日本

を参加させようとしている。参加させてはな

らない。アベの暴走を止める必要がある。

　②沖縄の課題

　県は国を提訴した。沖縄だけでなく、東京・

全国で闘いを作り上げることだ。秋には、日

比谷で大集会を開く。

　③東北アジアの非核・平和を作り上げる

　戦前日本は何をやってきたのか。侵略し支

配した。北朝鮮と国交ないのも日本だけだ。

　慰安婦、徴用工は日本に責任がある。にも

かかわらず一方的に経済制裁をしている。

　韓国に対する差別意識を利用している。許

せない。

　④参院選真っ只中

　「議論する方かしない方か、どちらを選ぶ

のか」などというアベは許せない。

　彼らの 3 分の 2 を割らせることだ。私た

ちの 3 分の１以上を当選させることだ。

　特に、秋田、福島、沖縄で

は絶対勝ちたい。

　知り合いがいたら伝えてほ

しい。
国会前行動
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　沖縄では、昨年の翁長知事ご逝去から、玉

城デ二ー知事の誕生、今年になっても県民投

票での圧倒的な意思、さらには屋良朝博氏の

沖縄３区衆院補欠選挙での勝利などにより、

再三きっぱりとした辺野古新基地に反対する

民意が示されている。しかるに、12 月から

土砂の投入が続き、政府は「沖縄に寄り添う」

と言いながら、「沖縄には沖縄の民主主義が、

政府には政府の民主主義がある」との言葉に

よって、沖縄の人々を踏みにじっている。

　またこの間、大浦湾にある軟弱地盤の問題

６月１０日に、土砂
全協が署名を提出

や活断層問題も明らかになって

おり、政府は現実的に今後新基

地を作ることは出来ないことも

明らかである。

　県外土砂の外来種対策も確定

せず、そもそも全体の工期も費

用も明示できないまま、辺野古

側の浅瀬への県内土砂の投入が

続く。こんな公共事業が許されるのか。なぜ

止まらないのか、止められないのか。一方で、

高江でも改修工事が再開され、米軍との共同

使用・共同訓練が予定される南西諸島への自

衛隊基地工事も進む。

　更に先日ジュゴンの死骸が発見され、2 頭

も不明です。餌場となっている海の破

壊の影響とも考えられる。「マヨネー

ズ並み」と言われる軟弱地盤は、現在の工法、

技術では改良出来ず、費用も 2 兆円を越え

る。

　ユニオン平和は、フォーラム平和・人権・

環境に加盟しているユニオンの集合体です。

平和・人権・環境に係わる諸課題の理論 ･ 情

報・行動を発信していきます。

　加入は、団体、サポーター会員として、個

人単位での加入もお願いしています。

　是非ご参加ください。

会費－年会費

団体：一口　１０００円
個人：一口　１０００円
　※団体個人とも、可能な方
　　は複数口お願いします。
※サポーター会員証を発行しています
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＊月例・防衛省前申し入れ・抗議行動

・日時　８月５日（月）18 時 30 分～ 19 時 30 分

・場所　防衛省正門前（市ヶ谷）

・呼びかけ　辺野古への基地建設を許さない

実行委員会

＊平和の灯を！ヤスクニの闇へ　第 14 回

キャンドル行動

・日時　８月 10 日（土）13 時 30 分～　

シンポジウム「今、ヤスクニと植民地責任」他

高橋哲哉さん／竹内康人さん／渡辺美奈さん

／金世恩さん…。沖縄戦遺族からの訴えもあ

ります。

　19 時～　キャンドルデモ

・場所　在日本韓国ＹＭＣＡ（水道橋）

・参加費　1,000 円

・主催　平和の灯を！ヤスクニの闇へ キャン

ドル行動実行委員会

＊警視庁機動隊の沖縄派遣は違法・住民訴訟

－結審になります（添付⑦）

・ 日 時　 ８ 月 27 日（ 火 ）14 時 30 分 ～　　

傍聴券抽選のため 13 時 50 分までに集合

・場所　東京地方裁判所 103 号法廷（霞ヶ関）

・主催　住民監査請求実行委員会

＊静かな空 ! 安全な生活を ! 爆音訴訟勝利 1 

８.31 神奈川集会

・日時　８月 31 日（土）15 時 30 分～

・場所　やまと公園（大和）

・呼びかけ　厚木基地爆音防止期成同盟／第

５次爆音訴訟団／神奈川県央共闘／神奈川平

和運動センター

　8 月 4 日（日）平和公園に集合し、折鶴平

和行進 が実施されます。その後、被爆 74 周

年原水爆禁止世界大会 ･ 広島大会の開会総会

が行われます。

　翌８月５日は、午前中に８つの分科会が開

催され、午後は、ひろば・フィールドワーク

が９つ開かれます。

　※ユニオン平和の柴﨑眞吾さんが広島大会　

運営委員として、ワークショップ（話芸で考

える平和と核）を担当します。

　※５日は、国際シンポジウムも開かれます。　

　2017 年 7 月 7 日、国連総会において「核

兵器禁止条約」が、採択されましたが、日本

政府は批准に反対しています。日米の軍事一

体化は、日米統合軍との声も聞かれるほど深

化をしています。では、東北アジアにおける

安全保障を日本はどのように向き合うのか。

　日本政府は、エネルギー政策の根幹に、使

用済み核燃料から抽出したプルトニウムを利

用する「核燃料サイクル計画」を位置づけて

います。結果、国内外に 47 トンもの余剰プ

ルトニウムを抱え、諸外国からは、「日本は、

核兵器保有国」との評価もあります。

　日米原子力協力協定の継続にともなって、

余剰プルトニウムの削減を方針に据えた日本

は、核燃料サイクル計画・プルトニウム利用

政策をどの様に考えていくべきなのでしょう

か。ユニオン平和は、プルトニウム利用に反

対し、核燃料サイクル計画を否定しています

が、こうした内容が国際シンポジウムで行わ

れます。

　８月７日はは、被爆 74 周年原水爆禁止世

界大会・長崎大会 開会総会が行われます。

翌８日は、８つの分科会、午後には７つのひ

ろば・フィールドワークが実施されます。  

　９日は、長崎大会が閉会し、その後、被爆

74 周年 非核平和行進が実施されます。

　※ユニオン平和からは、柴﨑眞吾（お互い

さま）、宮川幸男・清水明子（東葛ユニオン）

の 3 名の方が参加します。後日報告します。


