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働き、生活できる

労働条件を獲得しよう

　安倍首相がついにというか、ようやく辞めた。遅きに失した感があるが、彼は７年８カ月の

在任中、政権を私物化し、日本の平和と民主主義を蹂躙し続けた。特定秘密保護法、安保関連

法、共謀罪を始め、自身が関与したモリカケ問題、桜を見る会

疑惑に対しても嘘、隠蔽、そして公文書を改ざん、破棄するな

ど歴代政権のなかで最悪の政権だと語られるだろう。

　退任の理由は、「体調不良により職務が遂行できない」とい

うことだが実際は内政、外交が上手くいかないことに加え、コ

ロナ対応の失政が止めを刺し、病気を理由に２度目も政権を投

げ出した。悲願であった憲法改正は在任中に達成することはで

きなかったが、今度は「敵基地攻撃能力」保有に意欲を示した。

地上イージスの配備断念を受けた代替策で、今までの自民党の

専守防衛路線から大きく逸脱するもので、より周辺国との緊張

が高まる危険性があることは明白である。後任には菅官房長官が就任するが、彼は「安倍政権

の継承」を主張している。それは「続、安倍政権」の延長を意味すること

に他ならない。今後も９条改憲反対、菅内閣退陣に向けた闘いが続くが頑

張ろう。

　私事ではあるが北海道の父が８月末に亡くなった。享年９５歳で大往生

と言えるが５月に体調を崩し、日赤に入院していた。ずっと「家に帰りた

い」と話していたと聞くが希望は叶わなかった。自粛規制で見舞いにも行けず、死に目にも会

えなかった。コロナ禍とは言え無念である。父は戦争にも行き、平和の尊さを話していた。そ

れが私の政治と運動との関わりの原点でもある。合唱
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■コロナ禍

の 必 要 か

ら、オンラ

インによる

会議が広まっている。労働運動でも、「場所

の確保ができない」等々から、今回、リモー

トによるオンライン会議労働者講座には、8

月 18 日の第 1回は基本編で、30人が受講。

講師は松原明さん ( レイバーネット共同代

表 )、「伝えたいことを伝える。当事者が発

信して、運動に役立てる。実際に体験して学

びましょう」と呼ぶかけ、zoomの基本的使

い方が行われた。

■「いのちをまも

れ！臨時国会ただち

に開け！敵基地攻撃

は憲法違反！安倍改

憲発議とめよう！安倍内閣退

陣を！」のスローガンの下で、

8.19 国会議員会館前行動が

開かれた。安倍首相の体調不

安が飛び交う

中、主催者を

代表して菱山

南帆子さんが

いつもの元気な声で、参加者を奮い立たせた。

福島瑞穂 ( 社民 )「44 か国が批准している核

兵器禁止条約を被爆国である日本が拒否をし

ている。早期の批准で 50か国の批准実現に

加わるべきだ。憲法を生かせる政治にしま

しょう」。と挨拶がされ、参加者数 900 人が

発表された。次回の 19 日行動は 9月 19 日

( 土 )15 時、国会正門前で行う。

■ 8月 23 日、ユ

ニオンネット・埼

玉の大会が開かれ

た。冒頭に、新組
合員の K さんから「突然の懲戒解雇で、ユ

ニオンに加入した経過と『労働運動が何もわ

からない自分』が組合員の皆さんの励ましで

頑張る決意を持てた」と報告した。渋谷委員

長挨拶は「コロナ禍で労働環境がが大きく変

化した。労働相談も多く、組織もない個人対

応に追い込めれている。ユニオンに大きな課

題を突きつけられ

ている」。大会は、

代議員の質疑を経

て閉会した。
■ 8月 24 日～ 25 日「国会を速やかに開き

主権者の声を聞け」をスローガンに、「衆議

院議員会館前・座り込み・リレートーク」が

開かれた。主催は、議員会館前市民座り込み
実行委員会。「感

染予防対策と補

償はセットで生

活保障を」「コ

ロナ疑惑でピン

ハネを許さな

い」のプラカー
ドを掲げてスタンディングをした。各分野か

ら安倍政権を糾すトークが続いた。第 2部

は荒畑正子さん ( 埼玉 ) の司会で再開した。

福島瑞穂議員も駆けつけ、「国会を開かない。

逃げる安倍さんは、責任放棄で辞めていただ

きたい」と安倍政権を批判した。「経産省前

テント村から抗議を続けている。続けること

が力だ」。トークと座り込みは明日も続く。

♯国会開け♯憲法 9条守れ♯軍備より生活

が第一♯庶民の声を聞け

Zoom講習会

議員会館前

菱山さん

議員会館前

ユニオンネット埼玉大会

議員会館前

議員会館前
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■ 8月 27 日、18 時「できるだけ早く解雇

争議を解決したい」の発言を受け、「JAL は

赤坂社長発言の実行」を訴え、都内 6駅で

駅頭宣伝を展

開した。錦糸

町駅では、争

議団の細井さ

んの司会で

「理不尽な整理解雇の名で職場を追われた。

今年こそ職場に戻して、争議の解決を」と訴

えた。地元から、葛飾区、江戸川区、江東区

の労働組合が支援の声を送った。「解雇から

10 年、JAL は今こそ 165 名を職場に戻せ」

「JAL 争議の解決が解雇を止める」などのトー

クが続いた。9月 22 日は羽田アピール行動

を予定している。

■8月27日、

「今すぐ国会

開け、改憲発

議反対緊急署

名」の駅頭宣

伝を津田沼駅南口で市民に呼びかけた。主催

は新社会党と日本共産党の地域支部。両党

の市議会議員も含め 6人のリレートークで 1

時間、「憲法を守ろう」「国民の安全を守るコ

ロナ対策を」等々を訴え、改憲発議反対の署

名もお願いした。署名は 14筆だった。

■【関東大震災韓国・朝鮮人犠牲者追悼式】が、

墨田区の荒川河川敷で５日に営まれた。犠牲

者が眠る荒川河川敷を渡る鉄道橋は、何十年

も電車の運転をして

きた。それだけに思

いも強く残る。楽団

の音色が写真を通じ

て心を打った。

■ 9月 9日、「不当解雇されて 30 年・国鉄

闘争から引き継ぐもの」( 主催 : 壊憲 NO!96

条改憲反対連絡会議 ) をテーマに討論集会が

開かれた。集会の前段は、水道橋駅東口で、「コ

ロナ PCR 検査の完全実施」を呼びかけ、街
宣署名行動を取り組ん

だ。集会は、主催者挨

拶は関口広行さん ( 国

労高崎地本委員長)「財

務省の公文書改ざんで

赤木さんが犠牲になっ
た。赤木さんはかつて、国労組

合員。分割民営化で辞めた経歴

の持ち主。報告者は 3 人、始

めは二瓶久勝さん、二番手は金澤壽さん ( 元

全労協議長 )、最後の報告者は倉林誠さん ( 国

労高崎地本書記長 ) 討論は 6人。質問に報告

者３人が的確に答えて返した。二瓶久勝さん

の団結頑張ろうで閉会した。

■ STOP! 改憲発議 総がかり行動 緊急署名街

頭宣伝が、9月 11 日、新

宿駅西口で「戦争させな

い・９条壊すな！総がかり

行動実行委員会」の共催で

行われた。安倍首相の突然
の辞任、しかし

「ポスト安倍」が

誰になっても安倍

亜流内閣！市民と
野党の共闘で

政権交代をさ

せないと国民

の生活は良く

ならない。行
動は菱山南帆子さんの司会で、「安部首相は

政権を放り投げた。多くの悪事をしてきたか

千葉・津田沼行動

菱山さん

新宿西口宣伝行動

金澤顧問

小林副代表

歴史を忘れてはいけない
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　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

ら、早く辞めるべきだった。安部の 8年を

取り戻し、改憲発議反対の署名にご協力くだ

さい」と挨拶。その後、共同センター（桑村・

高橋）の発言。戦争させない 1000 人委員会

から「多くの国民の声を集め政治を変えたい。

自民党の悪政を明

らかに野党共闘の

政権を作りましょ

う」、と挨拶。最

後に、高田健 ( 共同代表 ) が発言し閉会した。

■関ナマ国家賠償訴訟は、国と３県を相手

取って、今年 3月に東京地裁に提訴した。8

月 21 日に東京地裁第 1回公判を受けて、勝

島一博さん ( 関西生コンを支援する会事務局

長 ) から「①地元での支援する会を広めてい

ただきたい。②闘争パンフと本の購入③団体

署名を広めてほしい」。開会挨拶は藤本泰成

さん ( 関西生コン支援する会共同代表 )、原

告からの報告は、武建一さん ( 関西生コン支

部委員長 ) 弁護団から海渡雄一弁護士 ( 関西

生コン支援する会共同代表 ) と太田健義弁護

士から「国賠訴訟を東京でやることに意気込

みを感じ引き受けた。関西生コンは産別運動

をする。全ての組合員が平等と位置づけ、正

規も非正規もない。権力者は、その労働運動

を認めず組合弾圧をした。関西の裁判所でな

く東京でやる意義がある。長い国賠訴訟にな

るが頑張りたい」。最後に菊地全日建本部委

員長から、「武委員長始め長期勾留が解けた

のは、皆さんの支

援と思っていま

す。この弾圧を跳

ね返し、全員の無

罪判決を勝ち取り

ましょう」の挨拶

で閉会した。

● 9月 12 日、神保町区民館で「高裁に提訴

して現職復帰するまで闘い続ける！」をテー

マに、ユナイ

テッドで解雇

争議を闘い続

ける吉良紀子

さんに話し聞

く学習交流会

が開かれた。

参加者は 28 人。吉良

さんたち原告は、東京

地裁の不当判決に高裁

に控訴した。10月 19

日に第 3 回の控訴審

がある。参加したみん

なが、踏みにじられ、

頑張ってきたことに支援の思いを強くし、闘

いに学ぶことができた。

関ナマ事件支援集会

ユナイテッド航空
不当解雇争議報告

原告の吉良さん

新宿西口宣伝行動


