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　６月１８日に第２０４国会が閉会したが、菅内閣は６３法案中６１法案を成立させた。入管

規制法案は、名古屋入管での死亡事件を受け、法案反対の粘り強い行動と世論の動向に配慮せ

ざるを得なくなり成立を断念したが、その他、安全保障や国民生活に直結する法案をろくに審

議もせず数の力で成立させた。特に憲法改正につながる国民投票法改正案は、３項目の付帯決

議がついたが、立憲民主党も賛成のなかで成立したのが特徴的だったと言える。「ユニオン平

和ニュース」も国会行動の記事ばかりだと批判を受けたが、５月、６月は会期末の法案成立に

反対する行動が連日の様にあったのも事実だ。

　コロナ感染が収束しないばかりか変異株が拡大するなかで菅政権は、オリパラリック開催に

向け邁進している。国民の６割が中止、延期（延期はあり得ないが）を求めているなかで、ス

ポンサーであるマスコミも、そこは触れず「観客有りか無観客」かに論点をすり替え、あたか

も開催は規定路線であるかの様な報道をしている。しかし多くの国民は菅政権が国民の命より、

オリパラリックの利権に群がる人たちの事だけ考えていることに気づき始めている。オリン

ピックは「平和の祭典」の理想からかけ離れ、「商業主義者の金儲けための祭典」となっている。

ましてコロナ禍での開催は「ウイルスの祭典」となりかねない。

　菅政権は、コロナはワクチンを接種すれば大丈夫とばかりに、オリパラリック前までに「打て、

打て」と自治体や国民をせっついたが、今や「玉無し、打ち方止め」である。かく言う私も、６月、

自衛隊の大規模接種会場（大手町）で打ってもらったが、流石、自衛隊は打ち方が上手いと思っ

た、国民が困ったときに活躍するのが自衛隊だが、自然災害が多い日本は、「災害救助組織等」

に改編し活躍してほしいと思う。

　７月の東京都議会選挙で、自民党、公明党は過半数に届かなかった。コロナ対策とオリパラ

リックに対する都民の不満、批判の反映である。立憲民主と共産党の選挙区での候補者擁立の

協議も一体の功を奏したと言われている。来るべき総選挙では、今回の都議選での成果を活か

し、菅、自公政権の打倒に繋げたいものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝沢寿隆
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的に梅雨入りをした雨天の中、先の国会では、

コロナ禍に紛れ提出法案 63 本中、61 本が

成立した。その中には悪法が 10

本も含まれ強行採決をした。二階
幹事長はニンマリ！コロナ対策よ

りオリンピック開催を既成路線に

した「菅政権は退

陣」の声が響き

渡った。

　「TOP! 改憲発議 総がかり行動 緊急署名街

頭宣伝」が 6月 17 日に新宿駅で行われた。

共催は「戦争させな

い・９条壊すな！総

がかり行動実行委員

会」。閉会した通常

国会は、自公政権が提案した悪法案を連発、

審議時間を省き強行採決繰り返した。国民の

生活破壊と監視を強化するものだ。荒い手法

で採決させた投票法は改憲を加

速させるもの。さらに緊急事態

条項をコロナ緊急事態宣言と混

同させ、火事場泥棒的に進めて

いる。審議不足と強行採決にそっぽを向いた。

そんな菅政権の退陣と憲法改憲発議をさせな

いためにリレートークと署名行動を行った。

　「オリンピックよりコロナ対策を！自民党

改憲反対！菅自公政権退陣！」をスローガン

に 6月 19 日、衆議院議員会館前で国会 19

日行動が開か

れた。梅雨の

ない北海道を

除いて、全国

　◆ 6月 17 日、品川駅港南口で、「非正規

労働者 2100 万人の雇用格差をなくそう！地

域最低賃金は全国一律 1500 円！」「不当解

雇撤回、早い解決を！」のアピール行動を展

開。横幕、ボード、のぼり旗などを掲げ 30
人が声を上げ、チラシ配布の行

動を、ユニオン平和センター、

NPO 労働相談室の呼びかけで

行われた。地元の品川区、大

田区の労働組合、不当解雇撤

回で闘う「JAL 争議団」も加わ

る。主催者挨拶は、ユニオン平

和 ( 滝沢事務局長 ) から「日本

の最賃は低すぎる。4割に迫る非正規労働者

がいて、女性の比率が多い。これらの背景に

貧困が蔓延している。最賃 1500 円だと年収

でおよそ 280 万円で、何とか生活ができる

段階。非正規労働者の年収平均は 170 万円

でワーキングプア ( 働いても生活できない賃

金 ) を脱出できない。最賃は中央審議会の答

申が大幅引き上げに導かないといけない。声

をだそう」とされた。

新宿駅東南口

望月さん

衆議院会館前

衆議院会館前

菱山さん

品川駅港南口

JAL 争議団

開田さん 山口さん 金沢さん 小林さん 青柳さん 浅野さん 滝沢さん 長南さん
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握った。総行動は再び二班に分かれ拠点を回

り、最終地「トヨタ本社」（解雇・断交拒否・

フィリピントヨタ労組）で合流し、全ての労

働争議の解決を求めた。

みせないまま降着状態が続

いてきた。「加害者が威張

り、被害者が譲歩しないと

いけないのか？」。東部労

組大久保製壜支部は「労働

者の命が守られる安全な職

省からスタート

した。途中２

コースに別れ、

　権利総行動実行委員会が取り組む「東京総

行動」が、都議選告示の６月 25日朝、総務

13拠点を回る。「解雇・雇い止め、裁判訴訟、

団交拒否、不当労働行為」等々、省庁、企業

に解決を訴えた。

ＪＡＬ本社前行動

では、「不当解雇

撤回・早期解決」

を訴え、200 人が JAL 本社に「今すぐ解決」

のコールをした。解決の道筋さえ明らかにせ

ず長期化の原因を作ってきた。そんな情勢を

踏まえ、権利総

行動実行委員

会、原告団、支

援者がマイクを

「人を救えない国」をテーマ

に金子勝さん ( 立教大学経済

学研究科特任教授 ) が話しを

した。6月 26 日、文京区民センターで開か

れた。主催は「許すな！憲法改悪・市民連絡

会」講師の金子勝さんは、コロナ禍にあって、

テンションを高く一声を発した。菅政権のデ

タラメなコロナ対策

は「安心安全」と正

反対！全て自助で押

し通そうとする。PCR検査は無料でさせない。

ワクチン不足は、浅はかな政権の責任。今に

なってワクチン不足でアタフタする。情報の

非公開は、戦時中のメディア化、国民に真実

を知らせない。講演の始まりから、政府のや

り方に怒りが沸騰した。

　全国一般

東部労組が

取 り 組 む

「7・7重大

労災事故 2

周年大久保

製壜所社前行動」が 7月 7 日の午後、墨田

区にある大久保製壜所社前で行われた。開催

時には、当該組合、支援者で埋まった。今回

の社前行動は、　19 年 7 月 7 日、多段積み

製品が崩壊し、組合員が荷崩れに巻き込まれ

命の危険が迫られた。向島労基署の指導もあ

る中、組合員への損害賠償に誠意ある回答を

場環境、労働者がケガを負った場合には会社

が責任をもって補償する労使関係」を築こう

と頑張ってきました。ユニオン平和からは、

「オリンピック強行開催は健康破壊！国民生

活を第一にすること

が第一、菅と大久保

製壜は同じです。連

帯して闘います」と

挨拶がされた。

JAL 本社前

JAL 本社前

JAL 本社前

金子勝さん

市民講座会場

大久保製壜組合員

挨拶をする滝沢事務局長

望月さん

大久保製壜前
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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

　沖縄県名護市辺野古の新基地建設に向けた

大浦湾のサンゴ類移植を巡り、沖縄防衛局の

特別採捕（移植）を許可するよう、農林水産

相が沖縄県に是正指

示したのは違法だと

して、県が指示の取

り消しを求めた訴訟

で、最高裁第３小法

廷（林道晴裁判長）

は 7月 6日、県側の上告を棄却した。一方、

裁判官 5人のうち 2人が反対意見を付けた

ことに、玉城知事は「県の主張を認めた画期

的な反対意見が付されており、これまで県が

主張してきたことは行政法の観点から合理的

であり、正当性があると確信した」と評価し

た。そうした中、「辺野古サンゴ訴訟最高裁

の不当判決」に抗議する集会が、7月 7日、

最高裁判所南門前で開かれた。南門前には、

不当判決に抗議する 65人の市民と労働者が

集った。

　冒頭、主催者挨拶として実行委員会委員長

から「違法な判決をした。5人の判事で 2人

が上告を認めた。決して沖縄県知事の裁量を

否定したものでない」と挨拶された。

　経過報告では、「沖縄

県と国は自然保護で争い

が続いてきた。とりわけ

サンゴの生態に沖縄県の

声を聞かず辺野古新基地

建設を優先するあまりの

不当判決が続いている。

今回初めて最高裁で 2人の判事が上告を認

めた事は画期的だ。この間、地方の決定を上

から国が介入して訴えることはおかしいと全

国知事会も国の不介入を決めた。今後とも野

党共闘で辺野古新基地建設阻止をしましょ

う。頑張りましょう」とされた。

　毛利孝雄さんから「最高裁の不当判決に対

する声明文を明

らかにします」

として声明文を

読み上げ、「近

日に沖縄県知事の不承認を発すれば全力で支

持してゆきます」、頑張りましょうと閉めた。

集会は各団体から発言が続き、最後はシュプ

レヒコールで、最高裁の不当判決を糾弾した。

最高裁前での行動

毛利さん

最高裁に向かって

宮川さん 望月さん


