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　ユニオン平和センターは、4 月御茶ノ水駅、6 月ＪＲ品川駅において、最賃引上げの街宣行

動を行ってきました。8 月は「核兵器禁止条約」たいして日本政府に署名・批准を求め、訴え

る街宣行動である。（時　8 月 19 日（木）１４；００～　場所　高田馬場駅　早稲田口）

　この 8 月上旬は新型コロナウイルス感染の増大とオリンピックのメダル獲得、加熱報道が

続きました。日本「国民」は政府の「緊急事態宣言」発出によって「不要・不急の外出禁止」

といわれ、自由な行動が制限されてきた。しかしながらコロナウイルス感染は東京―全国と伸

び切ったままである。「国民」の多くは「家に閉じこもり」ひたすらオリンピックテレビ観戦

いそしんでではないか？と思われる。

　しかしながら、今年も 6 日ヒロシマ原爆の日、原爆死没者慰霊式平和記念式（平和記念式典）、

9 日ナガサキ原爆の日、同上（平和記念式典）が例年よりコロナのより規模が縮小されたが開

催された。「広島・松井一実市長は、核兵器禁止条約の発効から初めてとなる平和宣言で、日

本政府に一刻も早く締約国となるよう批准を訴え、締約国会議への参加も求めた。菅首相は式

典後の会見で条約参加を否定した。」（東京新聞 8 月 7 日）

　長崎・田上富久市長は平和宣言で1月発効の核兵器禁止条約を「世界の共通ルールに」と訴え、

政府に署名・批准を迫った。国の指定地域外で長崎原爆にあった「被爆体験者」の救済も要請。

菅首相は式典あいさつで「唯一の戦争被爆国」として核廃絶を目指すとしたが、記者会見では　　

「条約に署名する考えはない」と改めて明言した。（東京新聞 8 月 10 日）

　このように政府の「核兵器禁止条約」署名・批准の後ろ向きの姿勢や核兵器禁止運動に対し

て敵対的と思われる対応が、多くの被爆者や関係者に落胆させ、全日本の勤労市民も失望させ、

世界各国から日本政府の対応に疑念が湧くであろう。

　ユニオン平和センターは核兵器廃絶にむけて国際連帯の強化と日本政府に核兵器禁止条約の

署名・批准を求める闘いに奮闘することを誓い合おう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芝崎眞吾（原水禁常任執行委員）
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がいないから産別労組を否定する。産別に対

する無理解がある。恐喝の無罪判決は、検察

のでっち上げを露呈した。検察は求刑を重く

して執行猶予判決を許そうとしない思うが

あった。判決は権力の痛手になった。この判

決は権力のほころびの始まりだ。産別の復権

を勝ち取りましょう」と話された。

●『いのちとくらしと人権をまもれ！オリン

ピックではなくコロナ対策を！自民党改憲 4

項目反対！』が 7 月 19 日、国会議員会館前

で行われた。16 日に梅雨明け宣言のでた東

京は、連日の真夏日。コロナ感染も連日の

1000 人越え、緊急事態宣言下でもその勢い

は止まらない！ 23 

日開会の五輪開会式

前に、コロナ感染は

第 5 波突入！五輪

● STOP! 改憲発議！総がかり行動 緊急署名

街頭宣伝が、7 月 16 日新宿駅西口で行われ

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。関東 1 都 3 県に第

4 波を超えるコロナ感染が広がる勢いなって

いる。菅政権の後手後手の

コロナ対策は失敗だ。それ

でも東京オリンピックの開

催を強行する菅政権！国民

の命を切り捨てる政治は許

さない。署名行動、リレートークは、司会の

菱山さんの「命をないがしろにする菅政権を

次の総選挙で糾弾しましょう」で始まり、憲

法共同センター、1000 人委員会、9 条壊す

な実行委員会、立憲民主党等が挨拶された。

● 7 月 16 日、連合会館で、「関西生コン武

委員長・判決報告集会」が開かれた。

　判決報告では、位田浩主任弁

護士から「今回の裁判は対象事

件が 3 件あった。一番古い恐

喝事件は無罪！現場のバラセメント車を止め

たなどで威力業務妨害。これはストライキ参

加の説得行動を否定した。武委員長の共謀罪

は、組合員の実力行使を想定していたと決め

つけ、共謀罪をでっち上げた。武委員長が学

習会でアウト対策を訴えたことから、組合員

の行動認識は知っていたと決めつけた。共謀

罪が成り立つとした。武委員長は何一つ違反

はしていない。実刑判決は阻止できが、裁判

所は産別労働組合を理解しようと理解しよう

としない。産別労働運動を裁判所に理解させ

る！弁護団は二つの不当判決に即刻控訴し

た。

　海渡雄一弁護士からは「当該企業に組合員

開催はもはや不可能。「国会 19 日行動」は、

希望者にコロナワクチン接種の促進、PCR 

検査の徹底を訴え、菅政権の国民無視の政策

批判とオリンピック中止を声にした。

新宿駅西口

署名活動

海渡弁護士

連合会館
宮里弁護士

ユニオン平和のメンバー
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●第 153 回市民講座 ( 主催 : 許すな！憲法改

悪・市民連合 ) が、7 月 24 日 ( 文京区民セ

送りなった。今回、双方から意見書が提出さ

れた。裁判所としては全て精査に至っていな

いとして、次回（9 月 13 日）の公判に持ち

越しになった。この裁判は、正社員であって

も、入社日、転籍等の実績から、賃金、処遇

等で格差が生じている矛盾を是正する闘い。

　主催者は 1000 

人委員会勝島共同

代表が「労働者の

命が奪い続けら

れている。特に女性の非正規で働く労働者

は深刻だ。」と挨拶され、陽の明るさが残る

18:30 に開会した。

● 7 月 22 日、コロナ禍での開催強行を問う

労働者・市民集会 が、連合会館で開かれた。

「誰のための東京オリンピック・パラリンピッ

クなのか？」のテーマで講演を受けた。

　主催は「壊憲 No ！ 

96 条改悪反対連絡会」、

二甁協同代表から、「オ

リンピックの強行開催に

抗議、コロナ対策を取り

組まず、労働者の困窮が深まっている。政府

は全く手を打たない。」と訴えた。講演は谷

口源太郎氏からオリンピックの政治利用など

について話された。

ンター ) の午後

に開かれた。「コ

ロナパンディ

ミックと公共サービス」をテーマに、大利英

昭さん ( 都庁職病院支部書記長 ) が話しをし

た。コロナ感染拡大、東京では 4 回目とな

る非常事態宣言下で東京オリンピックを強行

開催した。連日の 1000 人越えのコロナ感染

の広がりが止まらず、東京の「医療崩壊」が

進む。一方で小池都知事は都立病院などを独

立法人化し、医療を「効率化」しようとして

いる。病床数の削減など市民の命が脅かされ

る事態など、問題提起を聞いた。最後に、ふ

やふやさんの閉会で「解りやすく、砕けたお

話しに引きつけられました。ますます都立、

公社病院の必要性を理解した」と話された。

西東京バス事件は、４年もの歳月を要してい

る。この裁判は、「正規であっても賃金差別」

「私金所持の処分」など、是正と撤回を求め

た事件。前回公判は、

直前になって被告が

反論を提出したこと

で、原告の陳述が先

●止まらないコロナ感染、緊急事態宣言はオ

リンピックモードとは真逆の状況。レイバー

映画祭は、予防対策が取られて開幕した。

　 7 月 31 日、主催者が選りすぐった 5 本

が上映①グッバイ・マイヒーロー②ユニクロ

/ ジャパ・ガーミンド争議③闇に消されてな

るものか④原発の町を追われて・十年⑤映画

批評家の冒険。①を観劇した。父親の解雇撤

回と闘う姿、生活を支える母親を長男の目が

追った韓国のドキ

メンタリー。日本

の解雇闘争と重な

る。

福島議員

二甁代表

会場参加者

市民講座会場

西東京バス

レイバーネット映画祭
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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

●７月 23 日に開催された「もの言えぬ社会

の到来　沖縄つぶしの『土地規制法』は廃止！

学習集会」で、６月 16 日未明に強行成立さ

れた土地規制法を廃止させる出発点にするこ

とをアピールし

た。

　来年の施行を前にして、まず多くの人が土

地規制法を知っていくことが大切。そのため

に、当集会の録画を配信している。（下記アドレス）

https://www.youtube.com/watch?v=wxcgPlsvCSw

　コロナ禍で

中止の判断を

されたが、結

果として具志

堅さんが靖国仁者までハンガーストライキを

行い、支援の仲間も駆けつけ実施された。

● 7 月 31 日福島大会、8 月 5 日～ 6 日広島

大会、8月 8日～9日長崎大会が開催された。

　広島大会は、完全オンライン開催であった

が、①原水禁運動

の原点である「被

爆の実相」を意

識 し、 ②「 核 兵

器禁止条約」と

「2021NPT 再検討会議」に焦点をあて、③

「3.11 東日本大震災・福島原発事故から 10

年」を回顧し今後に活かすこと、を中心とし

て世界大会は開催された。　

　大会の基調では、核兵器禁止条約（TPNW）

は、国連加盟 193 ヶ国中 122 ヶ国の賛成で

採 択 さ れ、2021 

年１月 22 日、発効

し、現在 54 ヶ国

が批准している。世界各国で、核兵器の製造

に対して投資は行わないとする経済の動きが

見られ、一定の効果をすでにもたらしている。

人類史上初の核爆弾投下から 76 年。核兵器

を「国際人道・人権法」に反する「非人道兵

器」として、核兵器の開発・実験・製造・備

蓄・移譲・使用・威嚇としての使用も含めて

国際法で禁止しています。日本の批准運動を。

会場で意思表示

原水禁世界大会

広島大会

8 月 15 日朝日


