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　３度目の緊急事態宣言が５月末まで延長された。菅政権は５月の連休中の人流を抑え込む事で
感染者数を減らし、１７日に来日予定だった「ぼったくり男爵」こと IOC のバッハ会長との会
見に臨むつもりでいたが思惑が外れた。切り札と言われているワクチン接種もようやく始まった
が、接種率は未だ国民の２％以下と先進国のなかで最低を驀進中である。国民に２回接種が何時、
終わるのか全く先が見えない。コロナウィルスもイギリス株、インド株と変異しており、今のワ
クチンで効果があるのかも疑問である。今、国、政府がやるべき事は、ワクチン接種の迅速化、
PCR 検査の抜本的拡充、事業者への十分な補償、医療機関の減収補填、そして東京五輪・パラ
の中止の決断である。国民は長期化する自粛生活、疲弊している。緊急事態宣言を出したいのは、
国ではなく国民の方である。
　このコロナ禍に乗じて５月３日の憲法記念日、改憲派が開いた「憲法フォーラム」で、自民党
の下村政調会長が「緊急事態条項」の創設をまたぞろ主張した。「日本は今、国難だ。今回のコ
ロナのピンチをチャンスとして捉えるべきだ」と、また菅首相もビデオメッセージを送る形で参
加し、緊急事態条項の創設について「緊急時の国家、国民の役割を憲法にどう位置づけるかは極
めて重く大切な課題」と発言。さらに今国会で審議中の国民投票法改正案について「憲法改正の
議論の最初の一歩として成立を目指さなければならない」と強調した。
　問題はそれ以降、事態が動きだし、６日の衆院憲法審査会で国民投票法改正案が立憲民主党の
３項目の付則修正案を与党側が丸呑みして採決され、１１日の本会議で衆院を通過、参院に送ら
れ今国会で成立が確実な情勢になった事だ。改正案の付則には「改正法施工後３年をめどに検討
を加え、必要な法制上の措置を講ずる」とあるが、投票の公平性を確保する「CM規制」や一定
の投票率に達しなかった場合に不成立とする「最低投票率」に関する規定もなく、付則は法的な
拘束力に乏しく、努力義務のような扱いで、国の在り方、国民生活を根本から変える憲法改正に
大きな影響を与える国民投票法がこんな拙速に進められていいのかということだ。菅政権は、コ
ロナ禍のドサクサに紛れて、この法案の他にも国民の個人情報を国が一元化、監視するデジタル
関連法案、入管法改悪法案の成立を目論んでいる。憲法破壊、極悪非道政権を絶対許してはなら
ない。法案廃案、退陣にむけ立ち上がろう。　　　　　　　　　　　　　　　　記：滝沢寿隆
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提出した。山口委員

長は「解雇されてか

ら 11 年、組合結成

に何を今さらとある

を言って海洋放出を閣議決定！

コロナ対策は自助だけのツケが

第 4 波突入！菅政権に国民生

活を守る政策は皆無。国政選挙

が、この 11年 JAL はあまりも不誠実な対応

が続いた。」として、会社との直接交渉の一

歩として、組合を結成し都労委へ申し立てた。

　デジタル庁設置等 6法案に反対する集会
が 4月 20 日、参議

院議員会館前で行わ

れた。政府与党は

「デジタル庁設置等

6法案」を、反対や疑問

の声を無視して衆議院本

会議で可決してきた。私

たちは「デジタル国民監

視法案」を可決させない。菅政権の暴走をス

トップさせると声を上げた。

　コロナ禍で明らかになった労働運動の弱

点」をテーマに、4月 21 日の夜、文京区民

ん ( 中部全労協議長 ) が街頭で訴えた。

　4月 19 日、「国会 19 日行動」は、「いの

ちとくらしと雇用・営業をまもれ！衆参補欠・

再選挙勝利！改憲手続法強行するな！」をス

ローガンに開会した。今国会で、菅政権はデ

ジタル監視法案と入管難民法案、また憲法審

査会での国民投票法案強行採決を狙ってい

で野党に政権交代を

実現しようと声を上

げた。菱山さんの司

会で開会し、高橋さ

　STOP! 改憲発議 総がかり行動 緊急署名街

頭宣伝が 4月 15 日に、新宿駅西口 小田急

百貨店前で行われた。菅政権は、国民を監視

するデジタル庁設置等

6 法案を月内に強行採

決を狙い、原発事故の

汚染水を処理水とウソ

ん ( 憲法共同センター )、土井さ

ん (9 条壊すな実行委員会 )、東京

戦争させない 1000 人委員会、川

村さん（共同センター）、青柳さ

る。国民の生命を軽視

する福島第一原発事故

の汚染水を海洋放出！

絶対に阻止する思いが

国会周辺を取り巻い

た。

　5月 12 日厚労省記者クラブで、結成した

ばかりの JAL 被解雇者労働組合 (JHU) が記

者会見を開いた。「JAL は解雇争議を解決せ

よ！」を目的に、団体交渉を

求めるも拒否する会社に、5月

12 日東京都労働委員会に「不

当労働行為救済命令申立書」を改憲発議阻止
新宿署名行動

菱山さん

新宿署名行動

１９行動

山口委員長

結成記者会見

デジタル庁 6法案反対

文京区民センター コロナ禍労働運動の弱点
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センターに 70人の労働者が集まった。二瓶

久勝さん、指宿昭一弁護士の講演を受け、コ

ロナ禍と資本に負けない階級意識向上と職場

からの闘い構築を目指し団結がんばろうで閉

会した。

　4月 23 日、フォーラ

ム平和第 23 回総会、原

水禁日本国民会議第 97

回全国委員会が開催し

た。ユニオン平和からは、

フォーラム幹事に滝沢さ

ん、原水禁幹事に芝﨑さんが選出された。

　4 月 24 日、成田空

港ロビーで 50 回目の

ユナイテッド就労行動

として労働者、旅行者

にアピールを

した。原告の

吉良紀子さ

ん、千田正信さん、京浜ユニオン、全労とう

しん分会、サンケン電気争議支援する会、中

部全労協が訴えた。

　デジタル庁設置等 6法案に反対する集会

が 4月 27 日、参議院議

員会館前で行われた。

　連帯挨拶は、大門実

紀史議員 ( 共産党 )、福

島みずほ議員 ( 社民党 )、

柚木道義議員 ( 立憲民主

党 ) など多数がされた。

　4月 28 日「2021 メーデー前夜祭」が千

葉で開かれた。菱山南帆子さん ( 許すな憲法

改悪！市民連絡会 ) を講師に

「コロナ禍における格差貧困

の拡大」をテーマに講演を受

けた。コロナ被害者、女性生

活相談村、労働問題も自らの

体験から、搾取による貧困の

広がる矛盾を指摘する労働者

の期待に応える情勢と方向性

を明らかにしてくれた。

　21年日比谷メーデーは ,「働く者の団結で

生活と権利、平和と民主主義を守ろう」とコ
ロナ禍でも、規

模を縮小して会

場の日比谷野外

音楽堂で開催し

た。デモ行進は

中止とになり、新橋駅前 SL

広場に会場を移し、新橋ア

ピール行動が取り組んだ。

　主催者代表挨拶は全労協渡

辺洋議長、全統一労働組合（移住連）鳥井一

平さん、福島瑞穂議員（社民党）、JAL 争議

団鈴木圭子客乗副団長、市民連合菱山南帆子

事務局次長、全国一般東京南部労組中島由美

子委員長、郵政産業労働者ユニオン、最後に

寺島豊日比

谷メーデー

実行委員長

挨拶し閉会

した。

フォーラム総会

滝沢さん
芝﨑さん

千田さん 吉良さん

成田就労行動

デジタル庁設置等6法案に反対

参院会館前

鳰川さん

菱山さん

菱山さん

日比谷野音会場

新橋ＳＬ前宣伝行動
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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。

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

　5月 3日、国会正門前で憲法大行動 ( 憲法

集会 )が行われた。菅政権は「改憲手続法 (国

民投票法 )7 項目修

正案」を強行採決す

る構えでいる。私た

ちは憲法改悪は絶対

に認めない思いを強

く持ち「国会正門前

憲法大行動」に臨ん

だ。

　5月 6 日「改憲手続法 ( 国民投票法 )7 項

目修正案は抜本的再検討を！強行採決する

な！ 5・6 国会議員会館前行動」と「5・6

デジタル監視 6法案に反対する行動」がジョ

イントで開かれた。主催者竹内さの挨拶では

「今まさに、悪法案が国会で採決されようと

しています。立憲の修正案もあるが、もう少

し頑張って欲しかった。私たちはあきらめな

い。会期末まで阻止、廃棄に持って行く！私

たちは、採決に強く抗議します。と訴えた。

　控訴審は絶対に勝つぞ！日通無期転換逃れ

を許さない労契法 18 条

裁判で控訴中の東京高

裁に対し、「公正な判決

を求める署名」を提出

(25238 筆 ) する行動を

した。5月 6日、提出前

の東京高裁正門に、当該

組合のお互いさまをはじ

め支援団体など 30 名が

駆けつけ、「東京地裁の

不当判決を正そう」「非

正規労働者を使い捨てにするな」と参加者の

声を背に代表団が東京高裁に署名を提出。

　入管法改悪強行採決を絶対に

阻止しよう！ 5 月 7 日衆議院

第 2 議員会館前で法務委員会

閉会まで緊急アクションショッ

トイン ( 座り込み ) をした。採

決はいつあるかわか

らない。とりあえず

今日の採決は見送ら

れた。

憲法集会
国会前

国民投票法採決するな

東京高裁前
25.238筆を提出

日通川崎の仲間と交流

衆院会館前

宮川・望月さん


