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　菅首相がようやく退陣を表明した。コロナ対策の失敗と内閣支持率の低下のなかで「総裁選

先送り解散」の奇策を用い権力延命を目論んだが、党内の反発を買い、最後は安倍にも切り捨

てられ、自爆退陣という惨めな恰好となってしまった。以前から私たちは「菅退陣」を求めて

いたが、遅きに失した感である。

　マスコミは連日、総裁選一色の報道でまさに自民党の広告 PRショー化していて、自民党の

支持率が上昇したというが、ちょっと待ってほしい。そもそも菅は「安倍政治を継承する」と

して首相になった男である。７年８カ月続いた前安倍政権で、菅は一貫して官房長官として安

倍の悪行を支えた。オリパラリックの開催に固執し、感染対策を怠り、感染者を拡大させた責

任は、首相を辞めたからといって、その責任が消えるものではない。総裁選は岸田、高市、河

野が立候補しているが、いずれも安倍や麻生の支援を得るために恭順の意を示し、安倍路線の

継承を競っている。高市はもともと政治信条が安倍直系のウルトラ右派で、「敵基地攻撃論」

からもっと踏み込んで、「先制攻撃で基地を殲滅する」という超過激な主張は論外で、「サナエ

ノミクス」とかなんとかを聞くと頭がクラクラしてくる。河野も持論だった「脱原発」や女系

天皇容認論を封印し、安倍、麻生にスリ寄っている。彼には、総裁選に出る前に、まずはワク

チンの確保と接種の促進という本来の自分の仕事に専任すべきである。という訳で今の自民党

ではだれが新総裁になって悪政は変わらないことは明らかである。自民党は総裁選にかまけな

いで臨時国会を開き、しっかりとコロナ対策を論議すべきである。

　今なお自宅療養待機者が１４万人いるというが、国はその人たちを見捨て、言わばその人た

ちに「死ね」と言っているに等しい。自国民を守れない政権には下野してもらうしかない。９

月８日に市民連合と野党４党による「政策協定」が発表された。「原発のない脱炭素社会の追

及」、「消費税減税」、「科学的知見に基づいたコロナ対策」などの政策実現にむけ、野党候補者

の一本化などの選挙協力で、今度こそ来る総選挙で政権交代を実現させよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記：滝沢寿隆

ホームページ

http://unionpeace.main.jp/

メール

info@unionpeace.main.jp



2

　２０２１年　９月１５日　　　　　　　　　　　　　　

平和 ･人権 ･環境　

■8月15日、千鳥ヶ淵戦没者墓苑にてフォー

ラム平和主催による「戦争犠牲者追悼、平和

を誓う 8.15 集会」が行われた。始めに、戦

争犠牲者への黙祷を行い、フォーラム平和の

藤本共同代表から、「誓いのことば」が述べ

られた。次に立憲民主党、社会民主党、立憲
フォーラム、戦争

をさせない 1000

人委員会よりそれ

ぞれ、 「誓いのこ

とば」が述べられ、

その後を、献花を

行った。ユニオン

平和からは、滝沢事務局長が代表して献花を

行った。戦後 76周年にあたり、戦争により

310 万人が命を落とした人びとの思いを受

け止め、二度と戦争を繰り返さない、その決

意を新たにする追悼式であった。。

■ 8月 18日、新宿駅西口小田急百貨店前で、

「STOP! 改憲発議 総がかり行動 緊急署名街
頭宣伝」を行った。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。菅政

権は無策からコロナ感染は全

国に蔓延させた。医療崩壊は、

最悪の状態に進んでいる。ここはピークでな

い、悪い方に加速している。早急の国会開催

で臨時的病床をつくなど対策が必要である。　　

　しかし、政府は 8月 17日の菅首相の記者

会見で明らかなように、全く国民の命を軽視

した。宣伝行動は、菱山さんの司会で、「今

日のコロナ感染は過去最多、さっきまでオリ

ンピック、来週からはパラリンピック。無理

な開催と政府の無策がコロナを拡大した。

■ 8月 19日衆議院議員会館前で定例の国会

19日行動(共催：戦争させない・９条壊すな！

総がかり行動実行委員会 ) が行われた。『臨

時国会た

だちに開

け！オリ

パラ強行

でなく、

いのちと
暮らしを最優先に！憲法改悪反

対！菅政権退陣！」をスローガ

ンに声を上げ、コロナは人災！

国会開けと訴えた。

　菱山さんも司会で、コロナ禍で、オンライ

ンの併用で開催でも、「国会を直ちに開け」

と声を上げよう。「今日は 30 分の開催時間

ですが、頑張って行きましょう！」と訴えら

れた。リレートークは、小田川 ( 憲法共同セ

ンター )、白眞勲参議院議員 ( 立憲 )、山添拓

参議院議員 ( 共産 )、福島みずほ参議院議員

( 社民 )、鴨下僧侶 ( 沖縄から ) さんらが発言。

戦争犠牲者追悼集会 

菱山さん

菱山さん

新宿西口

１９行動

国会前

１９行動

国会前
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■ 8月 19 日高田馬場駅早稲田口で、核兵器

禁止条約に参加を求める街頭宣伝行動を行っ

た。核兵器禁止条約は、20 年 10 月に発効

に必要な 50 ヵ国の批准に達し発効された。

唯一の被爆国の日本は菅首相が拒否をしてい
おり、コロ

ナと同様に

命を軽視す

る菅首相に

批准の実行

を訴え、炎天下の中、24名が参加した。広島・

長崎原爆平和式典で「署名考えず」と菅首相

は発言！米国による広島、長崎への原爆投下

から 76年を迎え、松井一實広島市長、田上
富久長崎市

長は、それ

ぞれの地の

平和公園で
「原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」を開催した。

両市長とも平和宣言で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

求めた。

　しかし、菅義

偉首相は平和式
典の挨拶で「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。菅発言は、日本が、被爆地である

という国民の意識とも大きな隔たりを一層鮮

明とすることとなった。街頭宣伝はリレー

トークで行われ、それぞれの立場で、炎天下、

それを上回る熱意で発言された。

■ 8月 28 日東京 ( 星稜会館 ) で、共同テー

ブルキックオフシンポジウム「いのちの安全

保障を考える」が開かれた。

　先の発足会見 (8 月 16 日 ) では、「ひどい

政治が続いている。だが肝心の野党の顔を見

えない。私たちの思いと野党がずれている。
野党にはっきり目鼻立ちを

つける運動が必要だ」と発

起人代表の佐高信さんはこ

う切り出した。共同テーブ

ルの理念、「非正規社会か

ら脱却宣言、命の安全保障
確立に向けて」の趣旨と「社民党、新社会

党、緑の党をはじめ、基本政策が一致する政

党・政治団体・市民団体と日本を変えるため

にネットワークを強化する」を訴え開会した。

　発起人挨拶は、佐高信さんが、パネリスト

は、植野妙実子 ( 中大名誉教授 )、竹信三恵

子 ( 和光大名誉教授 )、山城博治 ( 沖縄平和

センター )、神田香織 (講談師 )さんらが発言。

連帯挨拶では、リモートで 6人、政党挨拶

では、福島瑞穂 ( 社民党党首 )、岡崎宏美 ( 新

社会党委員長 )、漢人あき子 ( 緑の党全国運

営委員 ) さんらが出席した。

　最後に、白石孝 (NPO ワーキングプア理事

長 ) さんが、「政治団体が集まれば良いわけ

でなく、それぞれの政党の目的意識から組織

拡大も支持率を上げることができます。共同

テーブルが始まりました。期待に応える共闘

を目指しましょう」がまとめた。

高田馬場駅前

街宣行動

リレートーク
横断幕も掲載

岡崎新社会党委員長

パネル討論会会場
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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

■ 9月 4日、韓国・朝鮮人犠牲者追悼式が

行われた。1923 年の関東大震災直後に起き

た朝鮮人虐殺の犠牲者を追悼する式典が横網
町公園で行われ

た。 「関東大震災

朝鮮人虐殺 98 年

犠牲者追悼式典」は、小池百合子都知事が理

由説明もなく、四たび追悼文を寄せなかった。

「全ての震災犠牲者を追悼している」と天災

と人災をひとくぐりにした言い逃れで、虐殺

を否定する。何の罪もない、デマ宣伝などに

操られ、304 人もの朝鮮人と日本人、中国

人を含めた民が殺された。亀戸警察署に連行

され、練武場に集められ銃殺された。手をつ

けたのは陸軍。銃撃音が知られるとまずいと

判断すると、3人集め一緒に銃剣で刺し殺す。

地獄絵が繰り広げた。妊婦も構わず殺された。

　苦しみの中で虐殺された朝鮮人の民が眠る

のは、京成線八広駅近くの荒川河川敷で、追

悼の花を捧げた。

■ 8月 31日参議院議員会館に、厚労省担当

官 6名を迎え、福島瑞穂議員をはじめ、社

会民主党と新社会党等と報道関係者が集まっ

た。コロナ陽性者の「自宅療養」をやめ、国
の公的責任による臨時病院の

病床増で入院治療を求める要

望書」を読み上げ、代表して

担当官に手渡した。

　4 月 9 日、JR 御茶ノ水駅聖橋口で、「最

低賃金は全国一律 1500 円！」、6 月 17 日、

品川駅港南口で、「不当解雇撤回、早い解決

を！」、8 月 19 日高田馬場駅早稲田口で、

核兵器禁止条約に参加」「沖縄問題」など、

この間連続リレートークによる街頭宣伝を
行ってきてい

る。訴え続け

よう！多くの

方の参加をお

願いします。

追悼式典

追悼式典

福島社民党首

参院会館内

御茶の水駅前（第1回）


