
1

　２０２０年　１１月１５日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニオン平和

平和 ･人権 ･環境　

ユニオンネット平和センター（略称：ユニオン平和）
〒 101-0048　東京都千代田区神田司町 2-15-9 武蔵野ビル 2F労働相談室気付
　　　　　TEL 070-6576-2071　　　　　FAX 03-5577-7263

発行責任者　齋藤隆靖　　　編集責任者　滝沢寿隆

平和

人権

環境

２０２０年１１月１５日号
働き、生活できる

労働条件を獲得しよう

　アメリカの大統領選挙にようやく結着がついた。４年間のトランプの政権化のなかで米国は人種間

差別と分断、対立がより深刻化した。トランプのコロナ対策の軽視により感染者が９７０万人（死者

２３万人）と世界で１番多い国となった。ちなみに何もしないと言われている日本は感染者が１０万人

である。しかし大統領が変わったからといって日米同盟が変わるものではない。辺野古新基地問題が解

決するわけでもなく、トランプは沖縄の米軍基地の思いやり負担の増強や戦闘機の爆買いなど軍事同盟

に関して金で求めたが、北朝鮮に強行姿勢であるバイデンはより現実的な対応、つまり対中国を見据え

た軍事戦略の見直し等により、沖縄の軍事基地の再編強化、固定化がより進むのではないかと懸念され

ている。安倍はトランプのポチと言われたが、菅もまたバイデンにすり寄るだろう。

　ところで今、日本学術会議会員の任命問題が議論になっているが、国会での菅首相の答弁は支離滅裂

で、「お答えを差し控える」「人事についてなので言えない」の連発で、「説明をせず国民が忘れるのを待つ」

戦略である。１１．３憲法施行７４周年国会前大行動と学術会議問題抗議集会で参加者が発言していた

様に、憲法第２３条、「学問の自由」の否定は、言論の自由、個人の権利の否定、ひいては国に逆らわない、

従う人間つくり、全体主義となる。その事は。歴史が示している。ヒトラーは最初、教育者、宗教者を

弾圧したが多くのドイツ国民は自分とは関係ないものと傍観していた。結局、最後はその国民の自由も

剥奪された。

　また米国に話は戻るがトランプを落選させたアメリカの民意は日本に比べて高いのだろうと感じ

た。日本の政権はトランプと変わらず酷いが、マスコミが政権に懐柔、屈服されて正しい報道がされて

いないため政治の本当の事は知らないし、考えられない様にされている。特に受信料を取る「皆様の

〇〇〇」の報道は酷い。政権交代は受け皿のできない野党にも問題があるが、国民一人一人の政治的民

意を高めるしかない。そのためにも今こそ声を挙げよう。集会に行こう。政治を変えよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝沢寿隆
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■ユナイテッド解雇撤回闘争

　10月 19 日ユナイテッド航空解雇裁判控訴審

が8ヶ月ぶりに開かれた。高裁前で宣伝行動は、

降りしきる雨にも

かかわらず 100

人の支援者。次回

の口頭弁論で原告

吉良さん 40 分、被

告 40 分の陳述が行

われることとなり、

次回の第 4 回口頭

弁論日程は 1 月 29

日。

　そして 10 月 23

日には銀座デモを

行った。会場の「築

地川銀座公園」には、350 人を超える支援者

がつめかけた。「仕事を奪うな！私たちを空に

戻せ！！」をスローガンに取り組まれた。

　指宿、萩尾弁護

団からは、アメリ

カ流の首切りがま

かり通れば、日本

も首切り天国にな

る。そうはさせな

いユナイテッドの

闘いがある。最後は原告の千田さん、吉良さん

の「解雇されて 4年半です。怒りは収まらず
大きくなっていま

す。絶対に仕事を

取り返すまで闘い

ます」という決意

で終了した。

■ 10・19 国会議員会館前行動

　いのちをまもれ！学術会議の任命拒否撤回！
敵基地攻撃能力

保有反対！改憲

反対！ 10・19

国会議員会館

前行動が 10 月
19 日第 2 議員会館前

で開かれ、雨の中でも

900 人が集まった。

主催の菱山南帆子さん

から、「憲法違反を続

ける菅政権は、ショー

トリリーフではあり

ません。安倍政権の

8年余りを安倍エンジ

ンとなり支えた菅、杉

田は本丸であり確信犯

です。草の根からの運

動で菅内閣を倒しましょう。」と挨拶。発言は、

吉田 ( 社民 )、小池 ( 共産 )、小西 ( 立憲 ) 国会

議員等からされた。

■臨時国会開会日行動

　10 月 26 日、臨時国会開会日行動が、衆議

院第 2議員会館前で開かれた。「いのちをまも

れ！敵基地攻撃能力保有反対！学術会議の任命

拒否撤回！改憲反対！共謀罪廃止！総選挙勝

利！ 」 の ス

ローガンに

400 人 が 集

まった。

　発言は、伊

波（ 沖 縄 の

　コロナ禍ではあるが、三密、リモートを使いながら、この 1ヶ月も多くの行動が取り

組まれた。安倍亜流菅内閣の本質も見えてきた。コロナ禍で労働 ･生活が破壊されている

事実。そして憲法改悪、学術会議任命拒否、敵基地攻撃能力保有など戦後民主主義の破壊。

トランプは負けた。菅内閣を闘いで追い込み打倒していこう。

高裁前宣伝銀座デモ

吉良さん

高裁前宣伝

銀座デモ

指宿弁護士

銀座デモ

銀座デモ

国会前

菱山さん

国会前

国会前
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風）、福島（社民党）、田村（共産党）、近藤（立

憲民主党）の国会議員、海渡雄一さん（共謀罪

廃止代表）、大江京子弁護士は「学術会議の人

事介入に文句を言いた

い。憲法と法に従い 6

人を会員に戻すべきで

す。」と発言がされた。

■外国人技能実習法 3年を検証

　10月 30 日、参議院議員会館で、「外国人技

能実習法 3年を検証する！、守ろう！外国人

労働者のいのちと権利！をテーマに開催され
た。在留す

る外国人労

働者数は、

2 0 1 9 年

10 月時点

で 165 万

人と過去最高になったが、その実態はどうなっ

ているか迫る集会となった。

　開会挨拶は指宿弁護士 ( 外国人技能実習生問

題弁護士連絡会共同代表 )、立憲野党の国会議

員が 10人駆けつけてくれ、代表して石橋議員

（立憲）が挨拶。　技能実習生の訴えと支援団

体はリモートで、①ベトナム人技能実習生（女

性 2人）と岐阜一般労働組合 3人②札幌地域

労働組合③ミャンマー人技能実習生2人（女性）

と在日ビルマ市民労働組合が出席した。移住連

代表の鳥居一平さん、二平章さん ( 連合政策推

進局長 )、水野英樹 ( 日本弁護団幹事長 ) が発

言された。最後に「外国人労働者は地域におけ

る「生活者」。共生のためのインフラ整備は緊

急課題。、外国人が安心して日本で働き、くら

せるよう、政府は国民的な議論を行うべき」と

集会アピールを確認した。

■憲法と法律を守る思いを共有

　11 月 3日、国会正門前で『平和といのちと

人権を！ 11・3 大行動　憲法が生きるコロナ

後の社会』( ネット配信 ) が開かれた。憲法公

布の日にちなんで「憲法と法律を守る思い」を

共有した。出場者は、司会者に古今亭菊千代さ

ん（落語家）、主催者挨拶は高田健共同代表、

連帯挨拶に福島瑞穂さん（社民党 )、高良鉄実

さん（沖縄の風 )、岸ま

きこさん（立憲民主党）、

山下芳樹さん（共産党 )、

瀬戸大作さん（格差問題、

朝鮮大学生（民族差別問

題）、清水雅彦さん（憲
法問題）、伊藤真美さん（医療問題）、佐野通夫

さん（教育問題）、北原みのり（女性問題）と

沖縄からのメッセージ。
　最後に、藤本泰生（共同代

表）が「憲法の理念に守られ

権利が保障される。安倍前

首相が中身のない「美しい
国」でなく、格差のない社会、貧困のない、差

別のない社会、多文化、他民族共生、誰にも恥

じることない社会をつくるために、今日発言を

していただいた皆さんから明るい未来を感じさ

せられました。憲法の理念の実現を目指し恥じ

ない社会をつくる。私たちは、そのことでつな

がり合っていることを確認しようではありませ

んか。総がかり実行委員会は様々な場で皆さん

と協力、共闘して頑張っていきます。3000 人

の参加者とオンラインでも広くつながりを持て

た」との閉会挨拶で終了した。

■第 57 回護憲大会

　11 月 7 日～ 8日の日程で、「憲法理念を目

指す第 57回護憲大会」が滋賀県で開催された。

今回の護憲大会はコロナ禍で、例年 3日間の
日程を 2 日間に短

縮。参加も代表参加

に絞り、オンライン

配信を活用した。

　「まもろう、平和

国会前

海渡弁護士 福島議員

ベトナム人技能実習生

指宿弁護士

菱山さん 浅野さん

11.3大行動

行
動
へ
の
参
加
者

57回護憲大会
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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

と人権！すすめよう、民主主義と共生！」をメ

インに 14本のスローガンが掲げられ定刻通り

開催された。主催者の勝島実行委員会委員長か

ら「自民党の憲法草案を示

す中、立憲野党と市民の共

闘で阻止してきた。それで

も敵基地攻撃論などなんで

もありの軍事政策に怒りを覚え

る。また法律を無視、国会無視で

解釈で法を変える。皆さんと頑張

り憲法を守っていきます。」と挨拶がされた。

　続いてビデオメッセージも入り、「新型コロ

ナウイルス感染症と日本の人権状況」について

パネルデスカッションが行われた。2日目は、

「憲法課題をめぐる取り組み・各地からの報告」

のテーマで進められた。実行委員会から「2日

間の日程で憲法を守ることの意義を共有でき

た。菅政権、自民党は改憲策動を進めている。

コロナ禍の対策こそやるべきこと。時期総選挙

で野党政権奪取に向けて頑張りましょう」。

■関西生コンを支援する会滋賀現地報告集会

　11 月 8日、滋賀県教育会館で、平和フォー

ラムが主催となって呼びかけ「関西生コンを支

援する会滋賀現地報告集会」が開かれた。◆司
会は勝島一博フォー

ラム共同代表 )、主催

者挨拶は、藤本泰成

フォーラム共同代表が

「全国支援する会とし

て挨拶します。今日は小谷野書記

長、太田弁護士から経過と問題点

を提起していただきます。支援の

輪を広げるためによろしくお願い

します」。と挨拶。全国からの連帯挨拶は、神

奈川、徳島、静岡の平和運動センターからさ

れ、お礼の挨拶を武健一関西生コン支部委員長

が行った。

■ JAL 本社大包囲行動

　11 月 10 日 JAL 本社大包囲行動を行った。

JAL に解決を決意

させる為に天王洲

アイルにある JAL

本社前に、当該争

議団をはじめ、支援者 350 名が結集した。

　清岡全労連副議長、福島瑞穂参議院 ( 社民 )、

星野 ( 太田区労協 ) が挨拶。成田乗員組合副委

員長が要請文を本社に申し入れる。　当該の山

口宏弥団長、内田妙子

客乗団長から、10 年

間を闘い続けてきた。

2年半前に解決を言っ

てからも何もし

ない無責任体質

に怒りさえ覚え

る。8年ぶりの

団体交渉労使交
渉に出た。社長は「金銭は無い」頑なに拒否す

る。「あっても地上職」をか考えている。勝つ

まで頑張ります ! と決意表明がされた。

2日目各地の報告

宮川さん

関ナマ滋賀集会

武委員長

JAL 本社大包囲行動

JAL 本社大包囲行動

鈴木さん
滝沢さん小林さん


