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ユニオン平和の取り組み活動

さよなら原発から始まる「平和・人権・環境」
全国の地域ユニオンが結集しで、職場の人権を守る

雇用破壊を許さない労働運動を進めよう

平和フォーラム新宿西口街宣行動

2019年3月21日～12月4日
ユニオンネット平和センター
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さよなら原発（3月21日／東京・代々木公園）

脱原発を呼び掛ける「さようなら原発全国集会」が 3 月 21 日、東京都渋谷区の代々木公園で開かれた。汗ばむ
陽気の中、約 1 万人が参加。「福島の原発事故は終わっていない」と声を上げ、集会後、渋谷や原宿の繁華街をデ
モ行進した。「『さようなら原発』一千万署名市民の会」の主催。各地で脱原発を目指して活動する人たちが登壇

し、原発の危険性や東京電力福島第一原発事故での避難者の窮状を訴えた。避難者支援に取り組む「避難の協同セ

ンター」世話人で、自身も福島県から避難している熊本美弥子さん（７６）は「避難先の住宅の無償提供や家賃補

助の打ち切りは、正しい政策と言えるのか」と切実な思いを語った。

平和フォーラム全国総会（4月25日／東京・日本教育会館）

３月・４月の活動報告
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憲法集会（5月3日／東京・有明臨海公園）

日本国憲法施行から七十二年となる憲法記念日の三日、東京都江東区の有明防災公園（東京臨海広域防災公園）

で護憲派の「５・３憲法集会」が開かれた。約六万五千人（主催者発表）の参加者が、安倍晋三政権が二〇二〇年

を目標に進めようとしている九条改憲に、「許すな改憲発議」と反対の声を上げた。司会の講談師神田香織さんは、

新元号の「令和」が連日のニュースをにぎわしていることに触れ「異常な改元騒ぎの陰で何が起きているのか。手

を打たなくては」と呼び掛けた。登壇した音楽評論家の湯川れい子さんは「私は八十三歳だが、九条を守るため残

り時間をかけたい。あらゆる理屈を超えた日本、世界の宝だ」と決意を表明。沖縄・辺野古新基地建設をめぐる県

民投票の会代表の元山仁士郎さんは「反対が圧倒的なのに工事は進んでいる。なぜ民意は反映されないのか。民主

主義って何なのか」と疑問を投げ掛けた。集会後、参加者は「憲法守れ」と声を上げながら周辺をデモ行進した。

千葉県憲法集会（5月25日／千葉・弁護士会館）
5 月 25 日、13 時 30 分、千

葉県弁護士会館に山城博治さ

んを招いて、千葉県憲法集会

が開かれた。講演をした山城

さんは、得意の歌を交え沖縄

の民意を踏みにじる安倍政権

の政策を糾弾した。

沖縄での内地戦で亡くなっ

た多くの県民は日本軍に殺さ

れている」などと、軍隊は国

民を守らない。集会後は、山

城さんを先頭にして千葉市内

をパレードした。

５月の活動報告
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辺野古新基地反対（5月25日／国会正面）
「沖縄軍事にＮＯ！戦争とめよう」～国会包囲に 5000 人。5 月 25 日昼、東京・国会周辺で『止めよう 辺野古新

基地建設 ９条改憲 安倍政権の暴走』国会包囲行動がおこなわれた。同日、全国各地２９都道府県３５箇所でこの

趣旨のデモや集会の行動があった。 暑い日差しが照りつけるなか、国会周辺に 5000人があつまった。

憲法審査会を開くな！ハラスメント法案（5月23日／衆院議員会館前）

今国会では、憲法審査会を巡り攻防が激化していま

す。与党は、5 月 23 日に「国民投票法改正案」の質疑
と採決をすることを提案していました。そうした中、

緊急に、「総がかり行動実行委員会」と「全国市民ア

クション」が共催する「5・23 国会議員会館前緊急行
動」が呼びかけられました。結果的には、22 日に与野
党の幹事懇談会を開催しましたが、国民投票での CM
規制をめぐり話し合いがつかず、23 日の衆院憲法審会
開催は見送りとなりました。しかし、昼（12：00～ 12
：35）の緊急行動であったにもかかわらず、300 人の
方々が集まり、国会に向けて「安倍 9 条改憲 NO ！憲
法審査会開催を強行するな！」の声を上げました。主

催者の高田健さん、共産党の赤嶺政賢議員、立憲民主

党の小西洋之議員、社民党の福島瑞穂議員らが発言し

ました。
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JAL闘争・関東キャラバン（5月20日～30日／JAL本社前他）

2010 年大晦日の JAL の 165 名のパイロットと客室乗務員の整理解雇は、経営破綻に乗じて、もの言う労働者を
排除し、原則的な活動を行っていた組合を潰す目的で行われた不当な解雇だった。解雇に至る過程で JAL が労働
組合のストライキ権に介入した行為が、2016 年 9 月最高裁で不当労働行為であると断罪され、この解雇が違法な
手続きによる不当な解雇だったことが明らかになった。私たちは解雇問題解決を求めてきたが、2018年 5月 14日、
JALは 2020年就航の格安航空会社（ZIPAIR）設立に伴い解雇問題解決に向けて協議を行うと発言した。今までに 10
回の協議が行われたが、会社の対応は経験者の再雇用募集や ZIPAIR の募集への応募であり、「被解雇者の優先的
雇用はしない」「解決金の支払いに応じる考えにはない」というものだった。これでは解決にならない！ 私たちの

要求は希望者全員の職場復帰である。JAL に真の解決を迫るため 5 月 30 日には JAL 国民支援共闘主催で本社大包
囲行動が行われ、約 600名が結集し、約 150本の幟旗がはためいた。

小林勝20条裁判（5月30日／東京地裁）

小林勝 20条東京地裁判決(三木素子裁判長)が 30日 13:10 にあった。原告の提訴を棄却する不当判決だった。傍
聴に駆けつけた支援者たちからは「不当判決」「裁判所は死んだのか」など怒りの声が渦巻いた。原告は不当判決

を許さず、東京高裁に控訴した。6 月 10 日、原告と弁護団は先の東京地裁の不当判決を不服として東京高裁に控
訴手続きを行いました。また、6 月 21 日には「支援する会第 3 回総会」を開催(詳細は支援する会ニュース 7 月 3
日号参照)し、不当判決を許さず、東京高裁での逆転勝利を勝ち取るため、裁判闘争・団体交渉・大衆行動の三位

一体を更に強化しようと誓い合いました。
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安倍9条改憲ＮＯ！3000万署名（6月2日／東京・新宿駅西口）

戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会」と「安倍 9 条改憲ＮＯ！全国市民アクション」との共催
により、6 月 2 日、新宿西口で安倍 9 条改憲ＮＯ！ 3000 万署名総がかり大街宣行動を実施、128 名が参加し、201
筆の「安倍 9条改憲ＮＯ！」の署名が集まりました。この日の大街宣は、新宿西口付近の三カ所でリレートーク・
各代表のスピーチが行われ、署名版を持った 140名を超える人々が並び、駅頭を通行する人々に署名への協力を訴
えました。津和崇さんもマイクを握り 10分にわたりうったえた。

６月の活動報告
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朝鮮半島と日本の非核化（6月7日／東京・日比谷野音）

昨年、朝鮮半島で南北首脳会談とシンガポールで米朝首脳会談が実現し、長期

にわたって政治的・軍事的な緊張状態が続いてきた朝鮮半島に対話による平和の

兆しが現れている。しかし、日本の安倍政権は、東北アジアの平和の確立につな

がるこの変化の積極的な推進役になっていないばかりか、阻害物になっている。

朝鮮半島の非核化、日本の朝鮮に対する過去の植民地支配と侵略による加害の歴

史を直視したうえでの真の友好の実現に向かって、今こそ広範な市民の連帯が求

められている。このような趣旨の下、「朝鮮半島と日本に非核・平和の確立を！」

市民連帯行動実行委員会が主催して 7 日（金曜日）に日比谷野外音楽堂で集会と
デモ（銀座）を行った。

JAL不当解雇撤回 職場に戻せ座り込み（6月11日／東京・JAL本社）

株主総会発言の約束を守り、今すぐ争議の解決を！のスローガンで 1 都 7 県を回る関東キャラバン 5 月 30 日ま
で成功させて、6 月 11 日からは、JAL 本社前座り込みを決行した。肌寒い雨の中、天王洲アイル JAL 本社 2 階ス
カイウォークに原告団はじめ支援者の座り込みで埋めた。原告団、支援者が JAL に早期解決を訴えた。座り込み
は週末の金曜日まで取り組まれ、連日支援者でスカイウオークをうめた。
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安部改憲を吹っ飛ばせ院内集会（6月10日／東京・参院議員会館）
院内集会・安倍改憲を吹っ飛ばせ！～自民党改

憲 Q ＆ A 徹底批判。改憲問題対策法律家６団体
連絡会、安倍９条改憲 NO ！全国市民アクション
の共催で、6 月 10 日 18 時に開かれた。立憲野党
の国会議員も駆けつけた。報告は 4 件！① 9 条改
憲小沢隆一氏②緊急事態条項飯島滋明氏③合区解

消永山茂樹氏④教育充実清水雅彦氏がテーマ別に

話した。テーマ別にテンポの速い報告が説得力が

あった。

市民と野党が訴える街宣（6月14日／東京・新宿駅西口）

市

市民連合街頭宣伝『市民と野党が訴える』

新宿西口街宣が、14 日 18:30 から市民連合が
主催となって開かれた。立憲野党の共闘で安

部政権を終焉させ、民主的政治を取り戻そう

と決起した。宣伝車に立ったのは、社民福島

さん、立憲福山さん、国民小宮山さん、共産

小池さんが嘘つき安部政権を批判して、参院

選の勝利を呼びかけた。



- 9 -

安部政権を終わらせよう院内集会（6月19日／東京・参院議員会館）
6月 19日 17時から参議院議員会館内で「安部政権を終わらせよう」
立憲フォーラムなどの主催で、高野孟さんを講師に招き講演会が開

かれた。アベノミクスを猛烈批判し、昨今の武器爆買い、年金不足 2
千万円問題など政治の裏側から、安部政権の問題点を暴露した。辻

元清美衆議院議員ほか、国会議員も駆けつけた。

国会前１９日行動（6月19日／東京・衆院議員会館前）

6 月 19 日の「19 行動」は、18:30 から今年最高の 3500 人が国会議員議員会館前に結集した。各政党国会議員、
市民連合がマイクを握り「安部政権退陣」を迫った。菱山南帆子さんのコールで参院選勝利を訴えた

日通株主総会抗議行動（6月27日／東京・日通本社）
株主総会のピークを迎

えた 6 月 27 日、東京新橋
に本社を置く日本通運の

株主総会が開かれた。労

働契約法 18条を無視して、
無期転換申し込みのでき

る 18 年 4 月 1 日の前日に
雇い止めを物流トップ企

業の日通がした。9:00 か
ら 1 時間にわたり、日通
経営陣と株主総会出席者

に対して、法を守リ安心

できる雇用を行い、O さ
んの職場復帰を訴えた。当該のお互いさまと支援者が 20 人余り結集してチラシ配布とマイクで訴えた。出席株主
のチラシ受け取りは良好だった。
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「選挙に行こう」街頭宣伝（7月3日／東京・新宿駅西口）
参議院選挙の公示を前にした 3 日

18:30 から、新宿駅西口で「選挙に
行こう」街頭宣伝が行われた。主催

は市民連合！「選挙に行こう！」パ

ンフレットを配布して危険防止の呼

びかけた。司会は菱山南帆子さん。

弁士は山口二郎さん、内田雅敏さん

らでリレートークした。市民と野党

の共闘で必ず安部政権を打ち倒そう

と、菱山さんの団結頑張ろー！

井関２０条裁判高裁判決（7月8日／香川・高松高裁）

井関農機 20 条裁判の判決が本日 8 日、高松高裁であった。原告の訴えていた地位確認、賞与を棄却した。被告
の訴えていた諸手当の見直しは、棄却した。諸手当は地裁判決より前進した。原告は地位確認と賞与が認められな

く最高裁に上告する気持ちを表明した。

選挙に行こう市民連合（7月11日／千葉・JR津田沼駅南口）
11 日、11:00 から JR

津田沼駅南口で、「選挙

に行こう」を呼びかける

宣伝行動をした。千葉 2
区市民連合が取り組んだ

もので「大切な一票を有

効に使いましょう」「投

票に行きましょう」チラ

シを手渡しをして呼びか

けた。千葉では共産党の

浅野ふみ子さん、立憲民

主党の長浜ひろゆきさん

を市民連合が推薦する。3人定数を 3分の２を野党で取ろうと奮闘している。

７月の活動報告
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原発ゼロ院内集会（7月12日／東京・衆院第２議員会館）

7月 12日、12時から、衆議院第 2議員会館で、「原発ゼロ・エネルギー転換に向けた緊急院内集会」が開かれた。
主催は市民連合などで、明日香壽朗さんと補足説明に飯田哲也さんが「未来のためのエネルギー転換研究グループ

としての原発・エネルギー政策提言について」のテーマで報告と質疑応答した。飯田さんは科学的研究から、原発、

石炭に固執する経団連、経産省のドグマを破り、日本経済再生のエネルギー民主主義を確立しようと提起した！

「選挙に行こう」街頭宣伝（7月15日／東京・新宿駅西口）
投票率を高く

することが、野

党勝利に不可欠

だと、15 日 14 時
から、新宿駅西

口で「投票率 UP
のための緊急街

宣」を市民連合

などの呼びかけ

で取り組んだ。

報道機関の世論

調査によると野

党の劣勢が伝え

られる。20 代の投票率は 30%台。「投票に行こう」「選挙で民意を伝え
よう」を呼びかけチラシを配布した。菱山南帆子さんの司会で進めら

れ福山さん、高田さんらのリレートークで「投票に行こう」「投票率ア

ップ」を訴えた。
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国会前１９日行動（7月19日／東京・衆院議員会館前）
参議院選の投票が

押し迫る 19 日、18
時 30分から 19日行
動が行われた。参加

者は 1500人！
参加者全員「安部 9
条改憲 NO ！辺野古
新基地建設断念 -
を！年金払え！参院

選勝利！ 7・19国会
議員会館前行動」に

声をあげた！選挙戦

の最中、共産党山添

参議院議員、共産党

山添参議院議員も駆

けつけて。投票率を

上げよう！改憲派の

3 分の 2を阻止しよう！声高くコールした。

関西生コン事件緊急報告院内集会（7月26日／東京・参院議員会館）

昨年の 7月 18日の「恐喝未遂」のでっち上げで、組合員が不当逮捕されたことが端を発した「関西生コン事件」
報告院内集会が 26 日、16:00 から参議院議員会館で開かれた。冒頭に全日建連帯書記長小谷野穀さんから、あま
りにひどい不当逮捕の繰り返しなど、生々しい国家権力の組合弾圧が報告された。「関西生コンを支援する会」の

共同代表である海渡雄一弁護士から、「国連人権理事会恣意的拘禁 WG への申し立ての理由と根拠について説明が
あった。韓国の労働者も出席して、韓国にも類似の労働者弾圧事件はあり、「諦めず追求と闘いを進めてほしい」

と連帯発言があった。「仲間を返せ」の署名は 1140 団体、2 万 3 千筆が集計された。これらの輪を広げ労働者の権
利を本物にしないといけない。
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被爆７４周原水禁広島大会（8月4日～6日／広島・平和公園周辺）
被爆 74 周年原水禁広島大会は、8 月 4 日

～ 6 日の日程で開催された。ユニオン平和
は、組織として初参加で、3人を派遣した。3
人ともフル参加で、全ての日程をこなした。

スタートは 1530 分からの折り鶴平和行進
で、平和公園をスタートして、開会集会会

場の広島県立総合体育館まで「核のない世

界」訴えでも行進をした。2 日目は 8 会場
で分科会が催された。午後からも別途分科

会が開かれ 3 人が参加した。3 日目は平和
公園で開かれる「平和記念式典」に出席し

た。安倍首相も出席したが「核兵器禁止条

約」に参加すること避けた。世界唯一の被

爆国日本の首相としてあるまじき卑劣な総

理大臣だ。

11 時から開かれた「まとめの集会」（閉
会集会）が開かれ、「核のない世界」「日本

の核兵器禁止条約」の批准すること強く求

めた。7 日からは長崎に舞台を移し、長崎
大会が開かれる。

開会集会（県立総合体育館） 折り鶴平和行進

戦争犠牲者追悼（8月15日／東京・千鳥ヶ淵戦没者霊苑）
第二次世界大戦の敗戦、1945 年から 74 年
目の 8 月 15 日、「戦争犠牲者追悼、平和を
誓う 8・15集会」を、東京都千代田区の「千
鳥ヶ淵戦没者墓苑」で開催しました。無名

戦役者の遺骨を納めた納骨場所(六角堂)の

前で、アジア・太平洋の人びととの和解と

共生をめざして、非戦の誓いを新たにする

ためです。正午に約 300 人の参加者全員で
黙とうをした後、平和フォーラムの福山真

劫共同代表は誓いの言葉として、栗原貞子

さんの詩「ヒロシマというとき」を引用し

「『ヒロシマといえば、ああヒロシマとや

さしくは返ってこない、アジアの国々の死者たちや無告

の民がいっせいに犯されたものの怒りを噴き出すのだ』

とあります。いま『正しい歴史認識を欠落させた安倍政

権』は、唯一国交のない朝鮮民主主義人民共和国から相

手にされず、日朝国交正常化への展望はありません。日

韓関係は、日本軍慰安婦課題や徴用工課題で、戦後最悪

といわれる事態を引き起こしています。」、「市民運動、

労働運動も、日韓・日朝連帯、９条空洞化・条文改悪阻

止、沖縄新基地建設阻止、貧困・格差なくせの闘いに取

り組みましょう。」と語りました。

８月の活動報告
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国会前１９日行動（8月19日／東京・衆院議員会館前）
参議院選後、初めて

の 8月 19日、18時 30
分から、安部政権を

退陣に追い込む「19
日行動」が行われた。

参加者は 1600 人！開
会あいさつは高田健

共同代表、「野党と市

民の共闘」で改憲勢

力の議席を 2 ／ 3 以
下に抑えた。自信を

持っていいことだ」

等を訴えた。コール

は、参加者全員で「安

部 9 条改憲 NO ！辺野古新基地建設断念-を！ホルムズ海峡に自衛隊を送る
な！」などの声をあげた。立憲野党から立憲民主党佐々木副代表、共産党

から山下副委員長が駆けつけ連帯のあいさつをした。

東京東部労組大久保製壜スト（8月23日／東京・墨田区）

8 月 23 日 9 時、全国一般東京東部労組大久保製壜支部がストライキを決行
した。降りしきる雨にも負けず当該組合員と支援者が 200 人結集した。大久
保製壜支部金澤委員長の響き渡る声に思いを一つにした。労基署の指導を反

故して 3 人の仲間が労災にあった。会社は安全に目も向けず利益第一主義を
貫く。5 項目の申し入れをしても扉に鍵を閉めて受け取り拒否する。当該組
合、支援者の決意と連帯挨拶が大久保製壜所に響きわたった！

7 月 7 日、大久保製壜所（東京・墨田区）で倉庫の製品多段積みが原因の
重大労災事故が発生した。3名が受傷し、2名は腰椎・両足骨折などいまだに
入院中だ。会社側は門のすべてに鍵をかけ申し入れ書も受け取らず、ロック

アウトしてきた。しかし約 200 人の労働者たちは「会社は謝罪せよ」と元気
にコールしながら、グルッと会社敷地の周りを一周した。
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小林勝２０条裁判、中央学院大学オープンキャンパス駅頭宣伝／
（９月１日／千葉我孫子市・ＪＲ我孫子駅）

９月１日、１１時からＪＲ我

孫子駅北口で、中央学院大学の

オープンキャンパスで、駅頭宣

伝をした。

「中央学院大学生の皆さんへ、

我孫子市民の皆さんへ、大切な

お知らせ」をスローガンに、駅

頭宣伝を繰り広げた。Ａ４三つ

折りの呼びかけチラシを配布し

ながら、卑劣なパワハラ、誇大

広告等々、学園の人を踏みにじ

る経営と教育とはかけ離れた大

学運営を厳しく非難しました。オープンキャンパスに訪れた学生、市民の皆さんがチラシを受け取ってくれた。

小林勝20条裁判（9月11日／東京高裁）
小林勝 20 条裁判の二審が、9 月 11 日東京高裁で開かれた。この裁判は 5 月 30 日東京地裁で原告の訴えを一蹴

して不当判決を下した。高裁では専任と非専任の格差がひどいものかを立証させる。この裁判は小林勝さんだけの

問題ではなく、全国の非専任に影響をきたすもので、地裁判決を覆えす判決を勝ち取らなければならない。第 1回
の口頭弁論は双方から、控訴主旨、答弁書の確認したところで、原告から義務違反について追加の申し出などをし

た。裁判長から次回を集結にしたいと発した。次回は予定なら集結で 11月 11日、15時(424号室)を予定する。

関生コンプライアンス・シンポジューム（9月14日／京都）
異常なほどに労働組合を弾圧を続ける警察権力の問題にメスを入れるシンポ

ジュームが京都で開かれた。今やどの企業もコンプライアンスを厳粛に進めて

いるにもかかわらず、権力と資本が一体になって労働者を攻撃する実態は異常

だ。専門家、労働者が問題提起を受けて関西生コンの攻撃は何を目的にしてい

るのか議論した。シンポジュームの主催は、全日建連帯。協賛は平和フォーラ

ム。

９月の活動報告
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さよなら原発（9月16日／東京・代々木公園）
さよなら原発全国集会が 9 月 16 日、雨上がりの東京代々木

公園に市民、労働者たち 8000 人を集めて開かれた。前環境大
臣が発した「汚染水は海に放出しかない」は参加した福島の皆

さんが激しく抗議した。落合恵子さんの基調「はっきり原発を

なくそうと言おう！」にみんながが集中した。15 時過ぎから 2
コースに分かれデモ行進をした。

国会前１９日行動（9月19日／東京・衆院議員会館前）
「 嫌 韓 や め

ろ ！ 憲 法 守

れ」のコール

響く〜戦争法

強行採決から

まる 4 年。争
法強行採決か

らまる 4 年、
大軍拡予算反

対！韓国敵視

を煽るな！安

倍９条改憲Ｎ

Ｏ！辺野古新

基地建設は断

念を！ 9・19 国会議員会館前行動が行われた。節目の 4 年(48 回目)とな
った 19 日行動は、第 2 衆院議員会館前から国会図書館まで続く 3000 人
が参加した。菱山南帆子さんのコールで始まり、野党(立憲・国民・共産

・社民)議員が台風 15号見舞いとトランプ追従と嫌韓を煽る安倍政治を厳しく批判した。市民、学者からも連帯挨
拶があり、憲法守らない安倍政権を糾弾した。最後に高田健さんから行動の提起があった。① 10 ／ 4 (臨時国会

開会) 国会前集会 12:00。② 10 ／ 19(土)行動は 15:00。③ 11：3(日)全国統一行動、国会正門前。菱山さんのコー
ル「嫌韓やめろ」「憲法守れ」「がんばろー！」が響いた！
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たんぽぽ舎30周年 小出裕章記念講演（9月22日／東京・神保町）
９月 22 日、13

時 30 分、たんぽ
ぽ舎３ 0 周年記念
の集い「命と大地

を放射能から守れ

－原発やめよう

みんなの想い」（東

京都 千代田区ベ

ルサール神保町)

で開れ、会場を満

席(260人)にした。
小出裕章さん(元京大原子炉実験所助教) に

よる記念講演が始った。テーマは「原発に

しがみつく日本 なぜ？どうする？」。開会

の冒頭にたんぽぽ舎柳田真さんと鈴木千津

子さんの共同代表から挨拶があった。「持続

は力！ 30 年は多く皆さんの協力があったか
ら！原発をみんなで無くしましょう」。小出さんの講演(90 分)が始まった。「チェルノブイリ原発事故を例に、事
故は国境をも超え、時間を費やしても戻ることはない。この恐ろしい原発を政府は無くそうとしない。優秀なプル

トニウムを欲しがり核武装を追求をやめない。福島原発事故で発令された「原子力緊急事態宣言」は続いている。

にも関わらず原発再稼働をこだわる。政府もマスコミも隠している」など、「70 年代〜 80 代に集中して原発が建
設された。当時を生きた会場の皆さん(団塊世代)の責任は重い。再稼働反対頑張りましょう！」と参加者の奮起を

呼びかけた。

ＪＡＬ本社前アピール行動（9月25日／東京・ＪＡＬ本社前）
JAL不当解雇撤回裁判闘争団(職場
に戻せ)は9年を迎えている。JAL植
木会長と赤坂社長は、「早い解決を」
と昨年コメントした。それから1年
を過ぎても何ら進展がない。そん
なJALは、東京オリンピック・パラ
リンピックの公式スポンサー(60億
円)になった。良いイメージだけを
売ってブラック体質は変わらない。
9月24日から「本社前連続アピール
行動」を開始した。アピール行動
は12月9日(12:00～13:00を基本)ま
で続き抗議行動を取り組む。25日
も12:00からのアピール行動で通行
の皆さんに「早期の職場復帰」を
訴えた。
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日通労契法18条（雇い止め）裁判（9月26日／東京・東京地裁）
9 月 26 日、日通の無期転換逃

れで解雇された Oさんの裁判が東
京地裁 510 ❗号法廷でありました �
労働契約法 20 条で闘うメトロコ
マース・中央学院大学小林勝の仲

間や解雇撤回を闘う JALとユナイ
テッド闘争団の仲間も駆けつけ

て、傍聴席は全て埋まりました。

次回はいよいよ証人尋問、12月 16
日 13 時から東京地裁 510 号法廷
です。力を合わせて Oさんの解雇
撤回・職場復帰を勝ち取りましょ

う。

全労協30周レセプション（9月29日／東京・大田区産業プラザ）
全労協結成 30 周年記念レセプションが 9

月 29 日、18 時より東京・大田区産業プラザ
で開かれた。会場には 300 人あまりが出席し
た。「働く者が主役の労働運動を！」を結成

以来貫き労働戦線の一翼を担ってきた。開会

にあたって全労協渡辺洋議長が挨拶に立っ

た。「組織労働者が非正規の労働者に声をか

け、力をあわせるとき、全労協がその一翼を

担い、全国の仲間と団結を勝ち取りたい」。

続いて来賓挨拶を受け 30 周年記念を祝って
乾杯した。
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ＪＡＬ本社前アピール行動（10月2日／東京・ＪＡＬ本社前）
9年を迎えている「JAL不当解雇撤回裁判闘争団(職場に戻せ)」
は、9 月 24 日から始めた JAL 本社スカイウォーク(天王洲アイ
ル)抗議行動も 7日目を迎えた。10月 2日も 12時から行動を始
めた。山口団長始めパイロット、客乗の当事者たちから、「早

い解決で職場に戻してほしい」と悲痛の訴えが続いた。支援者

の連帯挨拶を受け、山口団長の替え歌「およげたい闘争団」が

断続的 4回も披露された。(動画参照)
解決が越年しないよう宣伝行動は以下ように続く！

【今後の行動予定】

あいちトリエンナーレ文化庁前抗議（10月2日／東京・文化庁前）
10 月 2 日、18 時

30 分から文化庁前
で緊急抗議集会が

市民連合の呼びか

けで開いた。短期

間の呼びかけにも

関わらず 230 名も
の市民が集まった。

共産党からは本村

さん、吉良さん。

立憲民主党から大河原さん。作家の雨宮処凛さんも。NY
から駆けつけた方も！行動しなきゃ！という思いがビシバ

シ。企画してよかった！

◆ 10月:3・9・17・21・24・25・28・29・30・31日
12時〜 13時。

◆ 10月:4・7・8・10日。
10時〜 11時。
※ 12時〜 13時(議員会館前)
◆ 10月:16・18日。
11時〜 12時。
◆東京総行動 10月 11日
JAL本社 17:15〜 17:45
◆有楽町 JALプラザ前
10月 23日 15:00〜 15:30
◆羽田空港アピール大宣伝

11月 10日 12:00〜 13:00
第 1ターミナル到着通路
◆ JAL本社大包囲行動
12月 9日 18:30〜 19:30

１０月の活動報告 ユニオン平和
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国会開会「安部政権打倒」（10月4日／東京・衆院議員会館前）
『消費税増税絶対反対！大軍拡予算反対！韓国敵視を煽る

な！改憲発議許すな！辺野古新基地建設は断念を！ 10・4 臨
時国会開会日行動』( 共催：安倍９条改憲ＮＯ！全国市民ア

クション・戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委

員会)は、臨時国会の開会する 10 月 4 日、12 時から衆院議員
会館前に 450 人が集まり開催した。菱山南帆子さんの司会で
始まり、佐藤さんの「9 条守れ改憲反対」「嘘つき内閣今すぐ
退陣」のコールが開会した国会にこだました。はじめに藤本

泰成平和フォーラム代表から「安部政権のやり方はひどい。

国民無視のやりたい放題。絶対に安部辞めてもらいたい」続

いて、国会議員が挨拶に立った。小池晃参院議員(共産)「安

部政権は、国会を開いたら憲法改悪ふざけるなと言いたい」。

水岡俊一参院議員(立憲)「戦争法を強行裁決した安部政権を

今こそ打倒しましょう」。

吉田忠智参院議員(社民)「3
年ぶりに戻りました。予算

委員会を軽視してきた安部

政権を追求します」伊波洋

一参院議員(沖縄)「沖縄離

島の基地建設を進めてい

る。憲法改悪を阻止する」

など力を込めて挨拶した。

市民と労働組合からも共闘

の挨拶が続き行動提起があ

った。① 3000 万人署名の
広がを続ける。②「憲法を

生かす」を訴える。③改憲を許さない。これらを踏まえ⑴ 10 月 19日(土)行動は 15時から衆院議員会館前。⑵ 11
月 3 日(日)14 時、国会正門前。国会が開会して、いつ解散するかわからない情勢にある。野党と市民の共闘で安
部政権打倒！して、安心して生活できる社会を作ろうコールを国会にぶっつけた！

関西生コン事件院内集会（10月10日／東京・参議院議員会館）
関西生コン事件は、労働組合が当然な権利としている組合活動を

お警察権力を使い、闘う労働組合を潰す攻撃！ 10 月 10 日(11:30 〜
12:00)参議院議員会館で、関西生コンを支援する会(平和フォーラム
内)が主催となり、「組合活動を禁止する裁判所」をテーマに院内集

会が開かれ会場をいっぱいにして、民主主義を否定する権力の横暴

を止める集会となった。冒頭、長尾秀樹議員(立憲)が支援の挨拶を

した。壇上には事件担当の太田弁護士をはじめ、佐高信(評論家)宮

里邦雄・内田雅敏・海渡雄一(弁護士)福山(平和フォーラム)の各氏

が座った。共謀罪を先取りして、この 1 年間で述べ 79 人もの逮捕者
を出し、未だ 5 人拘留されている。検察の送検内容を丸呑みにして
拘留を重ね、保釈後の接見も禁止する。暗黒社会に等しい悪行を繰

り返している。司会をした勝島さんから「大衆運動から関西生コンの問題を解き明かそう」と述べ閉会した。
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ユナイテッド闘争団の控訴審（10月11日／東京高裁・弁護士会館）
会社合併に伴い 2016 年に行われたユナイテッド航空の整理解

雇事件。解雇されたのは子会社コンチネンタルミクロネシア航

空で働く日本人客室乗務員だった。経営は順調で整理解雇の理

由はなく、日本の組合を嫌った「組合差別の解雇」だとして、

当該は「ユナイテッド闘争団」をつくり裁判に立ち上がった。

しかし、2019 年 3 月の東京地裁判決は、会社の主張を丸のみに
した「不当判決」だった。この判決に失望して 4 名の原告のう
ち 2 名が戦線から離脱。残った吉良紀子さんと千田正信さんは
厳しい状況に追いこまれたが「おかしいことはおかしい」と控

訴の道を選んだ。弁護団も指宿昭一弁護士を中心にした新しい陣容になった。そして 10月 11日午後、東京高裁で
初めての控訴審が開かれた。2人の当該を応援しようと 50席の傍聴席は支援者であふれ、入れない人が続出した。
会社合併に伴う複雑な経緯で行われた解雇事件のため、指宿弁護士は「組織変更図」をつくって裁判官に詳しく説

明。ユナイテッド航空グループが巧妙な手口で解雇をすすめたことを示した。やりとりの中で野山宏裁判長から「本

件は雲をつかむようでわからない。教えてほしい」との発言があった。指宿弁護士は弁護士会館の報告集会で「飛

行機の事件だから雲と言ったのかわからないが、その発言をきいて一審では負けたが高裁ではイーブンな状況に押

し戻していると思った」と自信をみせた。当該の吉良紀子さんは「一発結審をさせなかったのはよかった。まっす

ぐ前をみて信じる道をすすみたい」、千田正信さんは「納得できないから闘う。あきらめなければ何かが見えてく

ると思う」と決意を述べた。弁護団の萩尾健太弁護士も意気込み十分だった。記者のインタビューに「この争議は、

ユナイテッド航空というグローバル企業と米国乗務員組合という大労組を相手に少数組合がたたかう構図。グロー

バル時代ではますますこういうやり方がはびこるだろう。そうしたやり方を許さないやりがいのある裁判だ」と語

っていた。

東京総行動（10月11日／ＪＡＬ本社）
10・11 東京総行動(主催:けんり総行動実行

委員会・大森進実行委員長)が 8:45 に総務省
と厚労省を皮切りにスタートした。厚労省か

らは、2 コースに分かれ、トヨタ東京本社で

合流した総行動は、2 官庁と 9 企業を走破した。不当労働行為と雇
用破壊の抗議をしてきた。17:15には、最終地 12番目の抗議企業、
JAL 本社に到着した。台風 19 号の接近で時折り風雨も激しくなる
中、200 人あまりが集まり、主催する大森実行委員長の挨拶で始ま
った。航空連の宣伝カーの壇上には、青柳中部全労協議長、客乗

争議団内田団長、ネットワークユニオンの寺田さん、パイロット

山口団長が次々に早期解決を迫る訴えをした。途中で、「早期の職

場復帰と争議解決」を迫る要請書を JAL本社に申し入れた。鈴木圭子副団長の団結ガンバローで閉会した。
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院内・院外集会「原発動かす資格無し（10月15日／衆院議員会館）
10月 15日(火)、「関電に原発を動かす資格なし！闇の原発マネー

徹底追及！市民緊急行動」と題して、院内集会と院内集会(主催は

さよなら原発 1000 万人アクション実行委員会など)が衆院議員会館
で開かれた。院外集会は 16:30 から始まり、徹底解明には身内の匂
いのする第３委員会設置はダメ！原子力からの撤退を求めて、主催

者から挨拶が続いた。河合弘之映画監督「原発マネーがジャブジャ

ブばらまかれた。電気代を上乗せして許せない」鎌田慧さん「国策

だからなんでもまかり通る。政府と電力会社の責任は明らかで徹底

追及が必要だ」。小田川義和さん「絶対に原発ゼロ基本法案を成立

させることを野党共闘で進めてもらいたい」。佐高信さんからも話

された「電力会社と自民党政権との長い癒着は、反原発の人たちを

葬ってきた。関電はその真っ只中いた」。立憲野党から発言が続い

た。葛西さん(共産)、山崎さん「立憲」から、原発ゼロ基本法案を

絶対に通すことを力強く話した。菅直人(立憲)「電力会社が使う金

は儲けだけじゃない。全て再稼働のため。許してはいけない」と訴

えた。 福井現地からの報告として、宮下正一さんからあった「関

電を良くする会の内部告発があり、共同通信の報道により明らかに

なった。これがなかったら闇のままだった。みんなで腐敗を追及し

よう」声高く呼びかけた。会場は満席になり 100 人が参加した。院
外集会が引き続き 18:30 から、第２議員会館前で開かれた。はじめ
に臨時国会の開かれている国会にコールをぶつっけた。集会も 100
人人が参加した。主催 3 団体の挨拶の後、福島瑞穂(社民)、藤野保
史(共産)両議員が再稼働反対、関電と政府の腐敗構造を追及して、

原発ゼロ基本法案の審議を強く目指すと挨拶した。この後、市民の挨拶とコールで閉会した。

ＪＡＬ本社前アピール行動（10月17日／東京・ＪＡＬ本社前）
9 月 24 日から始まった本社前連続アピ

ール行動は 4 週間目に入った。17 日も 12
時から本社スカイウォークに原告団と支

援者 20 人あまりが集まり道ゆく人に歌と
今年中に解決をアピールした。アピール

行動は断続的に 12 月 9 日の JAL本社大包
囲行動まで続く。
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メトロコマースとユナイテッド（10月18日／東京・御徒町公園）
全労ユナイテッド闘争団・東部労組メトロコマース支部は、「日本の裁判所に物申す！労働者への差別を許さな

い！」スローガンを持って、闘いに勝利しようと共同で「10.18 上野デモ」を共同で取り組んだ。18:30、台東区御
徒町公園で、当該の組合員と支援者 300人が結集して開会をした。当事者たちの決意を受け、デモ行進は長い隊列
を組み、JR 上野駅前のメトロ本社を行進、御徒町駅から湯島駅を通り池之端まで 90 分のコース。当事者たちは宣
伝車から降り、一人ひとりがマイクを握りチンドンの音楽に乗せて、不当解雇、不当差別を訴えた。20:30、池之
端公園で団結がんばろー！で解散した。

19日国会行（10月19日／東京・衆議院議員会館前）
国会前 19 日行動は、土曜日にあた

り、15 時から始まった。今回のスロ
ーガンは、「憲法審査会始動させる

な！辺野古新基地建設やめろ！「嫌

韓」あおるな！東北アジアに平和と

友好！ 10・19 国会議員会館前行動」
2500 人が結集した。集会は、高田け
んさんの挨拶から始まり、福島瑞穂、

立憲民主党は石川大我、共産党、田

村智子議員挨拶。政府の台風 �
対策の遅れと不備、人命より改憲が

優先。関西電力の原発マネーの政治

家へのワイロと癒着問題、国会に説

明無しでの中東への自衛隊の派遣等

の問題に参加者の怒り沸騰の感じ。11
月 3 日の憲法集会成功に向け、頑張
ろうのこぶしをあげた！
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10.30首相官邸前緊急行動（10月30日／東京・首相官邸前）
１０月３０日、首相官邸前（東京都千代

田区）で「自衛隊の中東派兵やめろ！緊

急抗議行動」が開催された（主催・総が

かり行動実行委員会）。緊急のよびかけに

もかかわらず、２５０人が集まった。今

回の自衛隊中東派兵は、「調査」目的とい

う理由から閣議決定だけで実行に踏み込

もうとしている。しかし、「アメリカの有

志連合に入らないからと言って、アメリ

カに協力しないわけではない」（共産党井

上議員）。安保法制下の自衛隊派兵である

ことに注意をしなければならいないということが、強調された。また「今回の問題は、自衛隊の戦略的狙いがある

のではと思います。それは、中東、アフリカへの自衛隊の影響力を拡大するという狙いです」（JVC・今井高樹さ
ん）という指摘も重要だ。この動きは、自衛隊を明文化する憲法改悪と並行して進められているのである。主催者

の「総がかり行動実行委員会」は、「全国で様々な行動を起こしていきましょう」（主催者・岸本啓介さん）と行

動を提起した。

ＪＡＬ本社前アピール行動（10月31日／東京・ＪＡＬ本社前）
JAL 不当解雇撤回本社スカイウォークのアピール行

動は 1 ヵ月が過ぎた。10 月 31 日も 12:00 から、職場
復帰を求めて 1 時間のアピール行動をした。山口団長
から話があった。オリパラ公式スポンサー(人権・環

境)に 60億円を注ぎ込む JALに資格はないと、28日に
五輪組織委員会(電話など非公開)を訪問した。対応し

た者は、名も名乗らず冷徹に追い返す態度が見られ、

驚いたと話した。今後もアピール行動は続く。早期の

解決を目指そうと誓った。
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朝鮮幼稚園外しＮＯ！（11月2日／東京・日比谷野音）
朝鮮幼稚園はずしに NO！すべての幼児に教育・保育

の権利を！のスローガンのもとに、11 月 2 日全国集会
が日比谷野外音楽堂で開かれた。今月 10 月 1 日から始
まった「幼児教育・保育無償化」制度（5 月 10 日「子
ども・子育て支援法」改正が可決・成立）の適用から、

朝鮮幼稚園をはじめとする外国人学校幼児教育施設が

排除されました。日本政府は制度の理念として「全て

の子どもが健やかに成長するように支援する」ことを

謳いながら、①各種学校は「個別の教育に関する基準」

がないこと、②「多種多様な教育」を行っていること

を理由に、朝鮮幼稚園を適用から排除(現在 89 園、う
ち朝鮮幼稚園は 40 園)しました。「高校無償化」に続く
露骨な朝鮮学校はずしです。政府はこれまで一貫して

在日朝鮮人の民族教育を否定し、排除し続けてきまし

た。今回の「幼保無償化」制度からの排除は明らかに、こうした民族差別の延長にあるもので、到底許すことので

きないものです。そして、11月 2日（土）13時から日比谷野音にて、民族差別への反対、「幼保無償化」制度の適
用を求めるための大規模集会＆パレードが開かれた。5000 人規模の集会＆銀座パレードを通じて、ともに差別反
対の声を上げた。

11・3憲法集会（11月3日／東京・国会正門前）
安倍改憲発議阻止！、

辺野古新基地建設やめ

ろ！、東北アジアに平和

と友好！、11・3 集会が
国会正門前で開かれた。

小田嶋共同代表の挨拶か

ら始まり、立憲逢川、社

民福島議員など立憲野党

各党代表からの挨拶の

後、参加者からのスピー

チがあり、「安倍は異常

なまでに改憲に執着して

いる。憲法は発議されてから、74 年になるがまだ根付いていない感
じがする。今が正念場だ頑張ろう。」、「市民と野党は共闘から市民

と野党で政権を」等のスピーチ。集会の閉めに高田健共同代表から

「安倍は来週の国会の憲法審査会で改憲を俎上する動きをするかも

しれない。緊急の要請行動があれば参加してほしい」と訴えた。参

加者は 1万人。

１１月の活動 ユニオン平和
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小林勝20条裁判我孫子集会（11月6日／千葉・我孫子南近隣センター）
今日は我孫子南近隣センターに於いて

「中央学院大学これでいいのか！真実を伝

える報告会」を開催しました。告会に先駆

けて、大学周辺を重点的に宣伝カーで周り、

我孫子駅北口でのハンドマイクによる宣伝

とチラシ配布行動を行いました。報告会は

チラシを見て駆けつけてくれた数人の我孫

子市民の皆さんと共に、小林勝裁判の訴訟

代理人でもある河村洋弁護士から「東京地

裁江原判決の誤りをただす」と題して講演

していただき、判決の不当性と控訴審で勝

利すべく、現局面で何をなすべきか共通認

❗識を図りました � 原告からは全国の非常勤講師の実態と中央学院大学における賃上げや不法行為の摘発改善の闘
いと、裁判を通じて非常勤講師の地位改善を勝ちとるために何としても闘い抜く決意が明らかにされました。

第５６回護憲集会（11月9日～11日／北海道・函館）
「平和・人権・自由 すべての生命を尊重する社会を」テーマ

にして、憲法理念の実現をめざす第５６回護憲大会が北海道・函

館市（函館アリーナ）で２０００人を集めて開催された。ユニオ

ン平和から代表（伊藤光隆さん）を派遣した。前日に初雪が降り、

北海道の大地は寒かったが、大会会場の函館アリーナの中は熱気

で満ちていた。開会総会は、来賓として谷口諭函館市副市長、逢

坂誠二衆議院議員、連帯挨拶は辻元清美衆議院議員、吉田忠智参

議院議員、山本和代連合副事務局長。逢坂議員は「民主主義、立

憲主義の危機」を、辻元議員は「憲法を私たちだけではなく安倍

自民党にも守らせよう」と、吉田議員は「改憲阻止、衆議院選挙

の一本化」を訴えた。その後、関西生コンに対する弾圧反対の特別報告が、全日建連帯の小谷野毅書記長からあり、

「憲法改悪の先取りを許さず、支持する会の拡大」に大きな拍手が送られた。開会総会の最後に、勝島一博実行委

員会事務局長より基調提案がなされた。①憲法改悪に反対し平和憲法を守るとりくみ②憲法の空洞化を許さず理想

化をめざすとりくみ③関西生コン。大会２日目は、分科会が行われた。７つの分科会が設けられ、①非核・平和・

安全保障、②地球環境ー脱原発に向けてー、③歴史認識と戦後補償、④教育と子どもの権利、⑤人権確立、⑥地方

の自立・市民政治、⑦憲法、私は「教育と子どもの権利」に参加した。子どもの権利条約は今年、国連が全会一致

で採択してから 30年、日本が批准してから 25年。子どもの権利条約は、私達がやることの強力な後ろ盾となる。
活かしているか。また、子どもが本来持っている力を信頼するか、当てにするかどうかが分かれ目となる。

ＪＡＬ不当解雇撤回裁判（11月10日／東京・羽田第1）
11 月 10 日 羽田空港アピ

ール行動✈� 165 名の参加で
《JAL 日本航空の不当解雇
争議解決への要請行動》を

しました！ 行動に参加して

くださいました皆様、本当

にありがとうございました。

原告団は年内解決を目指し

て全力で頑張っています。
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Ｊオスプレーはいらない（11月10日／千葉・船橋市）
11 月 10 日の 13:30、船橋市で「オスプレー

はいらない！ 11.10 習志野・八千代・船橋市民
連合」が 470名の参加で開かれた。来賓には、
共産党志位委員長、国民民主党青木参議院議員

と並んで新社会党宮川が安部政権今すぐ退陣、

オスプレーは、いらないをアピールした。集会

後は、1キロをデモ行進した。

小林勝20条裁判結審（11月11日／東京・東京高裁）
11月 10日、15時に中央学院大学非常勤講師小林勝さん 20

❗条東京高裁第二回控訴審が開かれました � 原告・被告の証
拠調べが終わり、結審となりました。判決日は 2 月 5 日 13
時 10 分東京高裁 424 号法廷です。それまでに裁判所は和解
のテーブルを設け進めていく方針です。原告・弁護団は専

任化はもとより、定年まで働くと共にそれに見合う解決金

を要求して臨みます。支援する会では今後、「高裁への公正

な判決を求める団体署名」や大学への専任化要求をとハラ

スメントでっち上げ・組合つぶしを辞める等の要求団体署

名を取り組みますので、勝利するまで、ご支援・ご協力を

お願いしますす。次回は判決になり、2 月 5 日（13 時 15 分
・424号法廷）

関西生コン弾圧華対全国集会（11月16日／大阪・西梅田公園）
１１月１６日(日)１

４時から、大阪市西梅

田公園に、関西生コン

弾圧に反対する「声を

あげよう！弾圧許すな

全国集会」に１２００

名の仲間が結集した。

呼びかけ人を代表して

藤本泰成さん（フォー

ラム平和・人権・環境

共同代表）が主催者あ

いさつ。続いて全日建

連帯中央本部・菊池進

委員長がこの間の弾圧の経過を報告、関西生コン支部の被弾圧当該 2名も壇上に立った。さらに、沖縄平和運動セ
ンター・山城博治議長が発言、関西生コン支部のこれまでの沖縄反基地運動支援にお礼を述べた後、「辺野古でも、

立っていれば公務執行妨害、おばーが痛いと手を振り上げれば暴力で逮捕、どうなっているのか」「天皇がもうひ

とつ戦果を挙げるために、20 万人の沖縄の命が犠牲になった、われわれにも権利がある」と現在も続く沖縄差別
を弾劾、会場は発言に聞き入った。続いて「表現の不自由展・その後」をつなげる愛知の会 高橋良平さんが発言、

色々な人々がこの問題を取り組んだが、日本の過去のアジア支配が本来の問題ではないのか」と発言した。
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私物化を許さない！官邸前緊急行動（11月18日／東京・首相官邸前）
「安倍首相による政治の私物化を許さない！安倍政権の

退陣を要求する官邸前緊急行動」が 11/18（月）18:30 ～
首相官邸前で開かれた。「息を吐くように嘘を吐く」安部

首相の特徴！ 嘘がばれても責任をとらず的外れの回答で

逃げる。安倍首相退陣コールが響く中、緊急にもかかわら

ず 600人が結集した。菱山南帆子さんの「安倍退陣コール」
から始まった。杉尾秀哉（立憲）、柚木道義（無所属）、田

村智子（共産）議員が駆けつけ、「桜を見る会」での安倍

首相の回答にならない嘘を繰り返すことを批判した。柚木

議員は安倍首相のお膝元の山口県まで出向き、帰路の羽田

空港から駆けつけた。現地調査で「旅行会社は 5000 円の
宴会にはノータッチ」が明らかになった。ただちに安倍首

相の退陣を求めて参加者全員でコールした。

19日国会行（11月19日／東京・衆議院議員会館前）
「安倍改憲発議反対！辺野古新基地建設やめろ！自衛隊の中東派兵

反対！東北アジアに平和と友好！」国会 19 日行動(11/19(火)18:30・
衆議院第 2 議員会館前を中心)が、前日の「安部首相退陣緊急行動」
に引き続き連夜の国会行動になった。いつものようにコールから始ま

り、山本さんの男性コール「安部政権は直ちに退陣」が国会に響こだ

ました。国会で安部政権を追いつめる野党議員がそろい踏みした。日

吉雄太(国民)打越さく良(立憲)山下芳生(共産)福島瑞穂(社民)高良鉄

美(沖縄)各議員が「嘘つき首相は直ちに退陣」をそろって強い声で訴

えた。市民、ジャーナリスト、学者、沖縄からも「市民の声を潰す」

「世界に通用しない海外派兵を進める」「憲法をがないがしろする安

部首相は糾弾すべき」「辺野古の海に力づくで土砂を不法投棄する」

などの声を聞き、参加者がより強く安部政権の退陣をコールした。途

中演壇に立った上司高校生 3 ン人のリレー平和トークは胸を打たれ
た。参加者は 2600人だった。
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東京東部けんり総行動（11月28日／東京)
今日は冷たい雨が降り続く中、

❗東京東部けんり総行動に参加 � 錦
糸町駅北口での出発集会を皮切り

に、大久保製瓶所・日本通運本社

・電力中央研究所・国交省・JAL
プラザ前とバス 2 台で移動し、要
請や抗議行動を行った。力を合わ

せて、全ての争議に勝利しようと

団結を固めた。

権力私物化許さない！（11月28日／東京・首相官邸前）
「権力私物化を許さ

ない！官邸前緊急行

動」が 11 月 28 日(木)
18:30 から首相官邸前
で開かれた。 菱山南

帆子さんの「安倍退陣

コ―ル」から始まり、

主催者を代表して小田

川義和共同代表が挨

拶、続いて「桜を見る

会追求委員会」の黒岩

字洋委員長(立憲)、田

村智子(共産)、柚木道

義(無所属)、福島みず

ほ(社民)議員から、「安

倍は予算委員会に出て

説明しろ」、「逃げきり

は許さない」、「マスコ

ミは正しく報道せよ」、

「反社会的勢力(ジャパンライフ会長を招待した)」、「公職選挙法、政治資金規制法違反は明確だ」、「年内中に安

倍を退陣させよう」などが訴えられた。労働者、市民からも発言は続いた。最後は高田健共同代表から「緊急要請

にも関わらず 400 人が集まった。12 月 4 日にも集会を予定している。安倍退陣まで頑張ろう」と行動提起があっ
た。最後は官邸に向かって、退陣コ―ルをした。
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ＪＡＬ本社前アピール行動（12月2日／東京・ＪＡＬ本社前）
不当解雇された 19 年 12 月 31 日から 9 年を迎えようとしている。9
月 24 日から始まった JAL本社前スカイウォークアピール行動は 41回
を迎えた。雨模様の昼(12:00)に鈴木圭子さんの訴えから始まった。会
社は、組合との団交の場で「いい加減に本社前での行動は止めてほし

い」と泣き言をこぼした。「そんなことを言う暇があったら解決が先

だろ」と山口団長は吠えた。本社前アピール行動は 9 日の本社包囲行
動まで続く。

郵政20条裁判追加訴訟（12月2日／東京・東京地裁）
12 月 2 日、13:30 に「東日本 20 条裁判・新たに追加の訴
訟」裁判(清藤健一裁判長)が東京地裁で開廷した。第 1 回
口頭弁論は、原告からの意見陳述が行われ、次回の期日を

決めた。この裁判は、「有期契約の原告 3 人が同じ業務に
従事する新一般職正社員と各種手当て及び休暇等の労働条

件の相違について、不合理なものかということを主たる争

点」に労契法 20 条で闘うもの。今後は郵政裁判をわかり
やすく整理するために、①最高裁上告審(福岡・東京・大

阪)②追加訴訟③集団訴訟(20条高裁判決以降の全国職場で
の格差を是正する 20 年 2 月以降提訴する)郵政産業労働者
ユニオンは、総力を上げて格差改善に勝利しようと誓った。

次回期日は、2月 20日 15:00、631号法廷。

権力私物化許さない！（12月4日／東京・首相官邸前）
「安倍政権の私物化を許さない！桜を見る会徹底追求！」第 3 弾 12.4 官邸前大
行動が 12 月 4 日、18 時 30 分から首相官邸前で行われた。参加者は 3 回の緊急
集会で最大の 1000 人が集まった。憲法擁護実行委員会の宮川さんの司会で始ま
り、最初は官邸に向かって「首相は正直に話せ！」のコールをぶつけた。総がか

り実行委員会の高田健共同代表から「アフガニスタンの復興と平和に向け尽力し

た中村医師が殺害された。安倍改憲の根っ子には戦争できる国作りががある。中

村さんの訃報に哀悼するとともに彼の意思を引き継ぎ頑張ろう」と挨拶された。

引き続き野党各党の国会議員が立ち、吉田忠智(社民)宮本徹(共産)伊波洋一(沖

縄の風)杉尾秀哉(立憲)議員から連帯する挨拶があった。「自民党、公明党は安倍

は逃げきった、逃げ勝ったとか言っているがとんでもない。逃げきりを許さず今

後も追求する」「安倍は説明責任を果たそうとせず、そのうち国民はまた忘れる

だろうとなめきっている。」「安倍政権は戦後最長ではなく戦後最悪政権だ。これ

以上民主主義が壊れたら日本は壊れてしまう。一刻も早く辞めさせよう」 との

発言があった。その後、各界からの活動状況報告と怒りの発言も続いた。最後は

総がかり実行委員会の勝島一博さんから今後の行動提起を受け「安倍は出て来

い」、「安倍は退陣」「逃げきりを許すな」などを参加者全員でコールをした。

１2月の活動 ユニオン平和
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ＪＡＬ本社大包囲行動（12月9日／東京・ＪＡＬ本社前）
12 月 9 日 18:30、東京・天王洲にある JAL 本社を包囲する大集会が 132

本の旗の下、650 人の結集で開かれた。不当解雇から 9 年「職場に戻せと
訴え続けてきた」思いを当事者、当該組合、支援者が JAL 本社にぶっつけ
た！ パイロット山口宏弥団長は、「解雇はみせしめだ。アルコール問題

もみせしめだ」と会社の姿勢を批判した。客乗の内田妙子団長も「解決な

しに年は越せない。原告の苦しさを知ってほしい」と訴えた。熱気に包ま

れた本社前は、当事者、当該組合、支援者が一体となって「早期解決」「職

場に戻せ」のコールを JAL本社に訴えた！

「９条改憲NO！３０００万人署名（12月12日／東京・新宿駅西口）
STOP!安倍 9条改憲 NO 3000万署名 、総がかり街宣 行動が、12月 12
日 18:30 〜 19:30 の日程で行われた。場所は、新宿西口小田急百貨店
前を中心に、戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会、

安倍９条改憲 NO ！全国市民アクションが二ヶ所に陣取って、署名の
呼びかけとチラシを配布した。押し寄せる波のように行き交う人。喉

が枯れるほど声を張り上げても立ち止まってくれない。それでも、そ

っと近寄り署名してくれる人がいる。1 時間で 10 筆だった。画板を持
った人はおよそ 30 人(動員者はおよそ 60 人)で 100 筆は優に超えた。
福島瑞穂議員も駆けつけマイクを握った。最後は皆んなが集まり、気

合いを入れて「憲法を守ろう！次もガンバロー！」で終わった。

日通労契法18条（雇い止め）裁判（12月16日／東京・東京地裁）
日通労契法 18 条裁判(雇い止めを許さない)

の証人尋問が 12 月 16 日 13:10、東京地裁で開
かれ、傍聴席を満席にした。それでも 40 名以
上が法廷に入れなかった。今回の争点は、「雇

い止めを暴露して職場復帰を勝ち取る」こと

にある。法廷は主尋問から始まり、原告の O
さんを被告側弁護士は、錯乱を招く尋問を繰

り返した。それでも Oさんはしっかりと答え、
反対尋問含めて 4 時間を要した。裁判長から
「証拠調べは終わった。次回は和解勧告」だ

として、1 月 28 日(13:00 〜 15:00)に行う。海
渡弁護士は、「頭の良い裁判長で期待もあるが

油断もできない」、O さんは、「大勢の人が来
ていただき感謝してます。職場復帰を目指し

て頑張ります」と決意を述べた。
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ＪＡＬ本社前アピール行動（12月16日／東京・ＪＡＬ本社前）
12 月 17 日 12:00、JAL 本社ス

カイウォークで、解雇撤回アピ

ール行動を再開した。「解決を越

年をさせない」そんな思いを持

って、アピール行動は始まった。

165 名を解雇した 10 年 12 月 31
日から、まる 9 年を迎えようと
している。原告団、労働組合、

支援者は、年を越さない解決を

目指して、9 月 24 日から 12 月 9
日の本社大包囲行動まで JAL 本
社前で訴えてきた。再開初日の 17
日も、小雨模様の天王洲スカイ

ウォークに原告団、支援者が集まり天王洲野村証券ビルで働く人、JAL 本社で働く人々に訴え、「明日も来ます」
と挨拶をしてアピール行動を終えた。

国会前１９日行動（12月19日／東京・衆院議員会館前）
自衛隊の中東派兵反対！「桜を見る会」うやむやにさせない！

権力私物化反対！安倍内閣退陣国会 19行動は、12月 19日、18:30、
衆院議員第 2 会館前で開かれた。毎月続く 19 日国会行動は、「嘘
を重ねる安倍首相を絶対に逃さない」の思いを共有して行動開始

した。いつものように菱山南帆子さんのコール「戦争反対！桜を

見る会徹底追及！」で始まった。共同代表の小田川義和さん「節

目の集会として今年最後の 19 日国会行動を盛り上げて行きたい」
主催者挨拶をした。国会議員から福島瑞穂議員(社民)「危ない所

に行く中東派兵を調査研究と言う。嘘つくな！」日吉雄太議員(立

憲)「法務委員会に所属しているが、河合法務大臣に質問した翌日

に辞任。説明もしないそんな安倍政権を打倒しましょう」柚木道

義(無所属)「今日も桜見る会ヒアリングに出てきた。安部総理後援会を税金で招待とんでもないこと、許さない！」

宮本徹(共産)「核合意を離脱したトランプ！危機を煽るのは米国。中東派兵より米国を抑えるのが安倍政権の役割

りだ」市民からは辺野古の海を守る立場から、毛利孝雄さんから「辺野古の海はドンドン埋め立てで汚されている。

諦めず抵抗して沖縄の海を守りたい」。行動計画提起は高田健共同代表「23 日、中東派兵の閣議決定をしよとして
いる。反対する官邸前集会を 8:00から取り組む。今日の集会参加者は 2200人。3000万人署名は今がチャンス頑張
りましょう！」で閉会した。

ＪＡＬ大望年会（12月20日／東京・文京区民センター）
12 月 20 日 18:30、東京・文京区民センターで、JAL 不当

解雇撤回「大望年会」が 223 人の参加で開かれた。開会の
冒頭は、「不当解雇の経緯」を綴った記録動画から始まる。

最初の挨拶は、不当解雇された客乗の林さんから「9 年間の
苦しみと頑張り、仲間の支え」を語った。乾杯の後は、「あ

すなろさん」の歌と語りが会場を盛り上げた。歓談は続き

裁判争議団(パイロット・客乗)の一人ひとりが 9 年間の思
い、辛みそして、職場復帰を諦めない決意を涙と笑顔を交

えて語る根性を見せてくれた。パイロット副団長の閉会挨

拶は力がこもった。「年の瀬の迫る 20日であるが、職場復帰を諦めず都内 6駅宣伝行動までには解決の報告をと思
っている」最後まで諦めず、頑張る決意を見せた。
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ユナイテッド裁判（12月23日／東京・東京高裁）
昨日はユナイテッド解雇争議第 2 回控

訴審が、東京高裁 825 法廷であり、お互
いさまの仲間たちと傍聴参加傍聴席は満

杯どころか、入れない仲間たちが控室か

らも溢れた。関心の強さと運動の拡がり

を感じた。次回 3回控訴審は 3月 9日 16
時から何と東京高裁大法廷の 101 号法廷
に決まり、今回を超える結集を勝ち取り、

逆転勝利を勝ち取ろう誓った。

佐野ＳＡの労働者を支援する会（12月23日／栃木・佐野市勤労会館）
12月 23日(月)18時 30分、佐野市勤労会館

で、「佐野サービスエリアの労働者を支援する

会結成大会」が開かれた。東北道佐野サービ

スエリア(上り)で働く労働者が「雇用と職場

環境」が脅かされている。2 回のストライキ
と団体交渉などで会社に譲歩を迫るが、逆に

加藤委員長の解雇、8 月ストライキの損害賠
償請求。組合を分断する不当労働行為を止め

ない。組合は新たに 81%のスト権を立て、解雇撤回、要員確保と賃金引き上げを掲げて
頑張る姿勢でいる。そんなケイセイ・フーズ労働組合を支援しようと「支える会」が地

元の佐野地区労を始め、近隣労働組合が集まり結成された。結成大会は、18:30 に開会さ
れた。小川幸男さんの司会進行で進められ、事務局長に任命された嶋田泰治さん(わたら

せユニオン)から経過が報告された。出席した山口宏弥さん(JAL)、鳥井一平さん(中小ネ
ットワーク)から連帯の挨拶があった。当事者を代表して加藤正樹委員長(ケイセイ・フ

ーズ)から挨拶があった。「労働組合に素人な自分がここまできたのは、あまりにも職場

の労働環境が悪すぎる。人もいない、設備も悪い等々。これは何とかしないとの思いか

ら始まった」「一つひとつ改善提案するも、なかなか進まない。会社が妨害してくる等々

で解雇。8 月ストライキになった。一度は戻ったが、経営者は変わっても同様な攻撃は続
いた」とこれまでの思いを語り、「3 月末の契約更新が NEXCO とできなければ、会社は
なくなり組合員は途方に暮れる。今後は NEXCO への働きかけと世間に訴えるストライ
キで譲歩を迫りたい」と理解と支援を訴えた。参加した組合員一人ひとりからも一言の

挨拶があった。会場では、「支援する会」の入会が進められ、支援する声が続いた。小沼

清さん(佐野地区労議長)の音頭で「勝利するまで団結ガンバロー」閉会した。「佐野サー

ビスエリアの労働者を支援する会」の入会申込みは、佐野地区労内(栃木県佐野市浅沼町

796佐野市勤労者会館内・0283-22-2633）個人一口千円／年、団体一口三千円／年。

ＪＡＬ本社前アピール行動（12月27日／東京・ＪＡＬ本社前）
2010年 12月 31日、JAL パイロットと客室乗務員 165人が不当解雇された。解決と職
場復帰を願い苦闘の 9 年を迎える。笑顔で職場復帰を迎えたいと 12 月 27 日、12 時本
社前スカイウォークで今年最後のアピール行動をした。アピール行動は、年明け続も

ける。【1月の日程・12時〜 13時】JAL本社前アピール行動 8・9・10・14・15・16・17
・20・21・22・24・27・28・29・30・31 ※ 23 日(12 時〜 13 時)は、オリパラ組織委員
会前宣伝行動(勝どき)。解決、職場復帰まで当事者、支援者が最後まで頑張る決意を

示した。
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自衛隊中東派兵反対！（12月27日／東京・首相官邸前）
12月 27日午前 8時、首相官邸前で 、

「自衛隊を中東に送ろうとする閣議決

定に反対！」の緊急行動が開かれた。

呼びかけは、戦争させない・９条壊す

な！総がかり行動実行委員会。朝の早

い緊急行動にも関わらず首相官邸前に

は、300 人が結集した。安部首相は、
調査研究の名を借り、「戦争の火種」を

作ろうとしている。早速、コールが響

く。「戦争反対」「自衛隊を中東に送る

な」「閣議決定絶対反対」の声が首相官邸を突き刺す。はじめに、高田健共同代表が安倍首相を糾弾した。「自衛

隊の脱法行為を許さない。そもそも中東の火種を作ったのはトランプ。安部首相はトランプに意見を言わないとい

けない」。国会議員から挨拶が続く。山岸一生(立憲)「安倍政権は情報を出さない。桜も中東派兵も同様だ」福島

瑞穂(社民)「仕事納めのどさくさに紛れの閣議決定は許さない。調査研究なんて嘘だ」井上哲士(共産)「7 年目の
安倍長期政権が中東派兵。武力行使を進める。自衛隊員の命まで奪おうとする。絶対反対しよう」市民団体から挨

拶があった。千葉県オールー習志野「連日の街宣行動で市民の政治への関心が高まっているのを感じる。戦争の火

種を作る安倍政権を倒そう」。今後の行動提起があった。① 1月 19日 52回目を迎える 19日行動② 1月 20日 12:00
(予定)国会開会日③ 1月 21日 18:30新宿西口街宣行動。最後も安倍政権打倒のコールで閉会した。

『STOP!安倍改憲発議 総がかり行動 緊急署名街頭宣伝』1/29(水)18:30
新宿西口小田急百貨店前を中心に「安倍 9条改憲 NO ！ STOP

改憲発議！総がかり署名街宣が行われた。菱山南帆子さんの進

行で始まった。国会審議を無視した閣議決定で、自衛隊の中東

派兵を強行した安倍政権は、憲法 9 条に自衛隊の明記加える改
憲を進める。「中東派兵絶対 NO!」「憲法を守ろう」と署名を呼
びかけた。国会議員も駆けつけてた。近藤昭一(立憲)福島みず

ほ(社民)武田良介(共産) 柚木道義(無所属)。そして憲法学者の

清水雅彦(日体大教授)が日本憲法の大切さを訴えた。最後に総

がかり行動共同代表の高田健さんから、行動提起と改憲発議に

反対する訴えをして署名行動を終えた。

2020年
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『許すな政治の私物化!STOP改憲発議!新署名スタート!安倍政権を退陣させる!2.6市民集会』2/6(木)18:30
東京・北区の北とぴあ・さくらホールで開かれた。

主催は「安倍９条改憲 NO ！全国市民アクション」改
憲発議をストップさせて安倍政権を即時退陣させよう

と 900 人が集り、新たな署名運動をスタートさせた。
記念講演は古賀茂明さん。日本を沈没させる安倍政権

のタイトルでプレゼンを進めた。「韓国への輸出規制

とコロナウイルスで中国などからのインバンドは見込

めなくなり、地方都市は苦境に立つも安倍は改めない。

安倍は習近平国賓来日を前に中国批判できない。マス

コミも批判しない。その裏には、「日本が一致団結」

の思い込みがマスコミを支配する。マスコミのだらし

ない醜態がある。安倍は韓国嫌い。しかし、韓国とは

貿易黒字でお得意先なのだが、中国、韓国からの訪日

が減っても構わずに、バッシングを続ける。「アイア

ムノット安倍」で、菅官房長官の怒りで、テレ朝を降

ろされた。安倍は牢屋に入と思わないから、嘘を続ける。おかしいことがおかしいと感じさせない世間が怖い。そ

んな状況がある。日本は経済成長のできない国になっている。アベノミクスは大失敗、騙されるな安倍に！」を語

った。宮子あずささん「人間は年をとればとるほど生きたい。医療費が高いなどで命を無駄にできない。その根本

が憲法だと思う」立憲野党からも挨拶が続いた。小池晃(共産)「憲法を変えろは民意でない。コロナウイルスを改

憲につなげる。許さない」杉尾英哉(立憲)「嘘をつく総理大臣はいらない。私の選挙区長野では自民党参議院議員

がゼロになった」柚木道義(無所属)「一緒に頑張りましょう」福島瑞穂(社民)「検事総長の定年延長は許さない。

本当に怒っている安倍政権を退陣させよう」。各分野からは、「武器輸出問題」「日韓問題」「沖縄問題」の報告が

あった。最後は高田健共同代表から行動提起があった。「このまで、自民党に改憲発議をさせなかった。安倍は任

期中に新しい憲法を公布しようとしているが絶対に許さない。権力の私物化を許さない。新しい改憲発議反対の署

名運動を成功させよう！」に会場から熱い拍手が響いた。

2・14東京けんり総行動」の到着地点、天王洲アイルにあるJAL本社前 2月14日
けんり総行動に加わる争議団、支援者が続々と結集した。けんり総行動

は、8：45 総務省をスタートし、厚労省はじめ不当労働行為を肯定する官
庁に抗議を続けた。その後も経団連、ブラック企業のトヨタなど社前抗議

を続けた。18:00、JAL 本社前の抗議集会は仲間で溢れた。「特別協議開始
から 1年 9ヵ月何も決まらない。応募の機会を与える。全員不採用。解決
金を支払う考えはない。これで解決できるか」と支援共闘会議は怒ってい

る。中部全労協議長の青柳義則さんが「今年こそ解決する。東京オリパラ

の公式スポンサーである JALは解決なしにその資格もない。がんばろー」
と連帯挨拶を送った。乗員団長の山口宏弥さんが怒りと団結を訴える挨拶

をした。「毎年大きな利益をあげている。それでも解決しない。3 ヵ月か
かり、やっとオリパラ組織委員会と会うことが決まった。皆さんと頑張り

ます」最後は本社ビルに向かって「今すぐ解決を」と訴えた。3月 15日 12:00
〜 13:00(第 1ターミナル 8番バス停でアピール行動を取り組む。
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検証シンポジウム・関西生コン事件を考える」
、2/15東京(田町交通ビル)、 2/16大阪(阿倍野市民学習センター)

【東京発】13:30〜 16:30
ためになるディスカッションだった。関西生コンは、常に「権

力の迫害」にあってきた。権力は関西生コンへの攻撃を通じて、

今は何処までの攻撃が出来るのかを試せるかのリトマス試験紙

にされてきた。関西生コンが闘い取ってきたのは、労働者の労

働条件や権利だけではなく、生コンの品質も守ってきた。労働

者が多様化する中で労働組合は、市民との繋がりを強め、大衆

が求めるものと結合した要求や運動を取り組む課題がある。「労

働組合は煩いが、安全を守っているんだから多少の煩さは我慢

しろ！と言うぐらい労働組合は自信を持って欲しい」との印象

が残った。

【大阪発】13:30〜 16:30
シンポジウムは平和フォーラム藤本泰成共同代表の司会で開

会した。冒頭の挨拶は、佐高信（評論家／「関西生コンを支援

す会」共同代表）「関ナマ事件は特権を持つ安倍と人権の私た

ちの闘いだ。頑張りましょう」。続いての報告は、位田浩（関

西生コン弁護団）「労働法学から見た関西生コン支部事件」テ

ーマに組合の歴史と組織・運動について説明した。「大手ゼネ

コンに値を叩かれ続けられた。中小の生コン企業と組合が手を

結び大手に対抗して適正価格を勝ち取る成果から、大手ゼネコ

ンの逆襲が始まった。言いがかりとでっち上げ(恐喝・業務威

力妨害)で、逮捕、起訴された。大阪、京都、滋賀、奈良事件

などについて、きめ細かく説明した。ストライキ、抗議行動に

徹底的に弾圧をしてきた。「労使合意の解決金」を恐喝罪に、「非

正規労働者が組合に加入すると保育園に提出する就労証明書を拒否。問題を質すと「強要未遂」で逮捕するなどの

報告があった。パネル討論 は、パネリスト 20分の持ち時間で報告を受けた。吉田美喜夫（立命館大学法学部教授）
「労働組合の価値と本質」について話した。申 惠丰（青山学院大学法学部教授）「国際人権法の観点」から話した。

「警察が組織対策課が捜査しており凶暴罪を先取りしている」から始まり、ILO の歴史を踏まえて条約が作られ、
結社の自由と反組合行動の禁止などがある立場から関西生コン攻撃が不当であることが明らかになる。関西生コン

委員長、副委員長、未決であるにも関わらず 500 日を超える拘留が続くのは異常だ」竹信三恵子 （ジャーナリス

ト）「メディアがどう取り扱っているか」をテーマに話した。「メディアが警察の論理だけを垂れ流し、労働者の

権利を全く触れない。メディアが取り上げない理由がある。刑事事件の労働運動を避ける理由がある。SNS など
のヘイト拡散が根底にある」海渡雄一（弁護士）は東京に引き続く出席で、コーディネーターをした。「関西生コ

ン事件は国鉄分割民営化の闘いの続きだ。ストライキで抵抗する関ナマ支部を目の敵にしてくる。本当にひどい労

働組合攻撃であることを世間に広げないといけない」と結んだ。3 時間に及ぶシンポジウムは、最後まで会場を集
中させた。関西生コン事件は、今後の労働組合を映している。弾圧の危機感と労働組合の団結作りが不可欠だと共

通認識を持った。全日建連帯菊地委員長「権力の弾圧に負けず、連帯する労働者の団結で勝利を勝ち取ります」の

決意で閉会した。
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国会19日行動
嘘とごまかしの政治は許さない！官邸の検察人事介入糾弾！自衛隊は中東沖から撤退

せよ！安倍 9 条改憲発議 NO ！安倍政権退陣！」をスローガンに、2.19 国会議員会館前
行動が、2 月 19 日、18:30 に開会した。菱山南帆子さん「疑惑もみ消し反対！武力の行
使絶対反対！稲田改憲宣言やめろ！改憲発議必ず止めよう！」のコールで開会した。近

藤昭一(立憲)「法制局、検察人事なんでも介入する。ホテル問題でウソの上塗りを平気

で国会で述べる。こんな安倍政権は早く倒しましょう」柚木道義(無所属)「紹介のみ」

山添拓(共産)「桜の全体で嘘を言い続けている。安倍首相にウソをつく動機がある。こ

れだけウソがハッキリしている政府はいらない」。森弁護士が「黒川を定年延長させて、

検事総長ポストに据えようとするなど検察人事を歪めている。私利私欲は許さない」杉

浦ひとみ弁護士「稲田朋美は、男女平等を進めるために憲法改正しよう。国会議員に女

性をなど、もっともらしく行脚している。稲田朋美自民議員に騙されるな」。行動提起

は高田健共同代表「安倍とのつばぜり合いのとき、絶対に手を抜けない。皆さんと一層に総行動を取り組みましょ

う」。本日の集会参加者は 1800人です。コロナ等で急変がない限り、安倍政権がある限り行動はやめられない。頑
張りましょう！最後は、菱山南帆子さんの「桜を見る会徹底追及！政治の私物化許さな

い！」の安倍政権弾劾コールで閉会した。

自衛隊中東派遣に反対し閣議決定の撤回を求める集会』
2020年 2月 20日文京区民センター 3A

講演：半田滋氏 永山茂樹氏。2/20(木)18:30～ 文京区民センター 3A。#0220中東派遣反対
集会 #自衛隊の中東派兵反対。各種共有ボタンで拡散を！

京葉ユニオンが結成！
2020年 2月 28日 船橋市勤労センター

2月 28日 18:30、船橋市勤労市民センターに 30人が集ま
り、京葉ユニオン結成総会が開かれた。労働者の生活は、

政治は悪化の一途をたどり憲法で保障される主権と基本的

人権、平和主義が脅かされている。国鉄闘争から学んだこ

とが生かしきれていない。国鉄闘争から 30 年の節目とし
て、京葉ユニオンの結成を意義あるものにしたいと、金澤

壽さんの司会で進められた。「新型コロナウイルス感染の

危惧から、何もかも施設の閉館、春闘行動の中止。自粛し

て良いのかの大いに問題がある」。主催者を代表して、二

瓶久勝さんが挨拶をした「安倍の一声で学校が公営施設が閉鎖された。春闘も闘え無くなる。安倍はオリンピック

目当てがハッキリしている。こんな政権は早く終わらさないといけない。皆さんの協力で京葉ユニオンを成功させ

たい」。記念講演は、加藤晋介さんが立った「日本労働運動と地域合同労組の意義」をテーマに、「この 1週間で株
価が下落した。安倍の終わりだ。唯一支持されてきた株高。株価の信用が失った。中世から近代までの資本主義と

労働組合の生い立ちを時系列に話した。200 万円に満たない労働者が年金など払えない。合法的に搾取している。
自由が建前の資本主義は、弱い者を作り出す。対抗原理として、社会主義と労働組合が登場した。日本の戦後に生

まれた総評。底辺を支え、階級的労働運動を進めてきた官公労が地区労が消えた。政権は持株会社を認めさせた。

派遣法を作り労働者を裸にした。小選挙区が民主政治を潰した。民主党政権は自民党と同じ政策で自滅した。安倍

の再登場は景気が後追いがあり、「モリカケ」などをしのいだ。しかし、新型コロナウイルスで安倍は終わった。

株価のちょう落、学校も工場も閉鎖！安倍を叩き潰すとき。資本主義のグローバル化で資本は儲けを吐き出さない。

与党の多数派、野党の多数派を握る政権に、そうそう勝てない。寄ってたかって野党共闘でしか勝てない。勝った

ら直ぐに小選挙区制を止める。あまりにも合理化が進み労働者が居なくなった。ＩＴが拍車をかける。アメリカと

手を切れ。戦争しなければ中国、朝鮮と経済で仲良くできる。自公を叩き、労働者に依拠する地域労働運動を作り

職場に関わる。地域合同労組、地域の組織づくりで、バラバラを解消する。頑張りましょう」坂口智彦さんから、

結成趣意書が読み上げられ、加入の呼びかけをした。役員の確認と発展を誓って団結ガンバローで閉会した。


