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　次に、総会は、滝沢事務局長の経過及び方針に対する報告提案がされ、
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２０２２年　３月１５日号
働き、生活できる

労働条件を獲得しよう

　３月１０日、ユニオン平和第 4回総会を開

催した。ロシアによるウクライナ侵攻に対して、

即時撤退することを求め、同時にこの問題の背

景を深め、武力によらない解決を確認した。

　総会は、芝崎副代表の司会で、議長に高橋会

員を選出し、疑似が進んだ。主催者挨拶を斎藤

代表が行い、平和フォーラムの参加としてユニ

ホームページ

http://unionpeace.main.jp/

メール

info@unionpeace.main.jp

オン平和を結成した経緯を改めて確認し、ユニオン運動の幅を政治平和の課題に対しても、平

和・環境・人権の観点から拡げていこうと挨拶された。何通かのメッセージが届いたが、代表

して平和フォラム・原水禁からのメッセージを読み上げた。

ユニオン平和第 4回総会

斎藤代表

高橋議長

望月財政担当からの決算予算の提起、早田監査員か

らの報告がされた。参加は、万世橋区民館での開催

と同時に鳥取など数カ所の会員とZoomで共有して

進められ、個々の闘いの報告とユニオン平和の進め

る運動を全国のユニオンと連携し、広めていくこと

が確認された。司会の芝崎副代表
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２０２１年度活動経過報告 

はじめに
　私たちユニオンネット平和センター（以

下、ユニオン

平和）は、昨

年の３月４日

の第３回総会

以降、フォー

ラム平和・人権・環境（以下、平和フォーラム）

が取り組む諸集会を始めとした様ざまな行動

に積極的に参加してきました。しかし新型コ

ロナウイルス感染症は収拾の目途が未だ見え

ず、さらに新たに変異した「オミクロン株」は、

従来のコロナウィルスより感染力が強く、「ま

ん延防止」措置等が長引くなかで、大規模な

集会やデモ、会議の開催が規制され、私たち

の運動や活動にも影響を与えています。

　平和フォーラムは集会や会議については各

種媒体による情報発信やオンライン開催する

など、従来と違う試みを模索しながら取り組
んできました。平和フォーラムが取り組む課

題は、平和、人権、環境と多岐に渡っていま

すが大別すると主な課題としては、１．護憲、

改憲阻止の闘い２．脱原発、再稼働反対の闘

い、３．沖縄辺野古新基地建設反対の闘い等

があります。以下、現状について簡単に記載
します。

　以滝沢事務局長から、１．憲法擁護、改憲

阻止の闘い、２．脱原発、再稼働反対の闘い、

３．縄辺野古新基地建設反対の闘いについて

の報告がされ、幹事会、臨時総会を開催した

経過と趣旨が報告された。

　続いて、組織と財政の現状について、主な

諸集会・諸行動関係については、ユニオン平

和の旗を掲げ、さよなら原発首都圏集会、５．

３憲法集会、被爆７６周年原水爆禁止世界大

会、千鳥ヶ淵　戦争犠牲者

追悼・平和を誓う８．１５集

会、１１．３集会と憲法理念

の実現をめざす第５８回大会

（護憲大会）、STOP ！改憲発議－総がかり行

動　緊急署名街頭宣伝、安保関連法案（戦争

法）に反対、抗議する毎月１９日国会前行動、

JAL 解雇撤回闘争、関西生コン支援の闘い、

ユニオン平和が主催した街宣行動への参加が

報告された。

　次に第１号議である「２０２２年度運動方

針」として、私たちを取り巻く状況、私たち
の目指すものが提起され、具体的な活動目標

として以下の 5点が提案された。

１． 平 和

フォーラムが

取り組む「平

和・人権・環

拡大にむけ闘います。

４． 「ユニオン平和ニュー

ス」の発行と配信、また紙

面の充実を図ります。全国

の会員との情報の共有を図
るため ZOOMなどを使ったオンライン会議

等を進めます。

５． 活動の前進、継続に

むけ、広く仲間に働きかけ

会員の拡大と財政基盤の確

立に努めます。

　続いて、財政担当の望月

会員、監査の早田会員から

境」の活動に積極的に参加し、運動の　前進

に向け寄与します。

２．ユニオン平和主催の学習会の開催や宣伝

行動などを取組みます。

３． 労働者の権利破壊攻撃を許さず、権利

首都圏総行動

滝沢事務局長

会場正面

総会会場

早田監査員

望月財政担当
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それぞれ、決算 ･予算、監査報告がされた。

　参加された会員からは、財政に関する問題、

フォーラム通達の範囲に限らず反戦 ･平和課

題とした市民グループの運動へも、ユニオン

平和の旗を持参し、参加してきた報告がされ

た。また、個々

のユニオンの運

動も報告され、

お互いさまから

は、日本通運の
闘いの現状報告とともに、支援署名などで高

裁段階で 25000 筆を超え、団体署名も緊急

取り組みにも係わらず 42団体以上が集まり

高裁へ提出した報告がされた。署名の多くは

フォーラムを通じて全国各地から集まり、日

本津運の闘いを拡げてきた。また、財政につ

いては、健全に運営されてはいるが、フォー

ラムへの加盟費及び広島での原水禁、護憲大

会への派遣など、ギリギリで運営している状

況から、改善を求める比肩が出された。ユニ

オン平和の旗の販売普及については、一定数

が販売され、全国各地でユニオン平和の旗が

闘争現場に掲げられていくであろう。

　宮川事務局次長から、５月２９日の小出講

演会の取り組みについて要請がされ、ウクラ

イナを理由とした軍事荷担、節電モードから

原発を推進する危険な動向についても報告さ
れ、全録で取り組

むことが確認され

た。最後に、兵庫

のユニオン所属で

もある「おかざき

彩子」候補の推薦

が確認された。

首都圏総行動

地球温暖化防止を掲げ、原子力依存の政府

講演：原発のない世界へ

主催：5.29 小出裕章講演会実行委員会
日時：５月２９日（日）１４時開演
場所：星陵会館 ( 永田町 )　参加費無料
連絡先：090(2241)1303　宮川

　国は原子力行政をこれからも強行すると言

う。① 未来の無限のエネルギー、② 安価な

発電ができる、③ 厳重にするので安全であ

る等々を繰り返す。一つひとつ検証すると、

① ウランは化石燃料よりはるかに少ない。

② 発電単価は昔から高かった。事故、処分

費を含めたら話にならないほど高い。③ フ

クシマ事故が事実をもって否定した。そこで、

彼らは、「地球温暖化防止に役立つ」という

ことを唯一の宣伝文句にした。しかし、それ

は本当か。・・・・大気中の二酸化炭素が増

えている。これらの 2つはおそらく事実で

ある。でも、それらの間に因果関係があるの

か、もし、あるとすれば結果は別に証明しな

ければならない。

ユニオン平和の

「のぼり旗」をユ

ニオン名を記載し

販売しています。

1枚1500円（送料込み）

高さ 180cm×幅 45cm

議案提案

総会会場
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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。

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

　ユニオンネット平和センター第4回総会への

メッセージ

　
　ユニオンネット平和センター第 4回総会の
ご盛会を心よりお慶び申し上げます。
　さて、新型コロナウイルスの感染拡大が続く
厳しい社会情勢に追い打ちをかけるかのうよう
に、ロシアのプーチン大統領がウクライナに対
して侵略戦争の火ぶたを切ってしまいました。
プーチン大統領の主張、理由が何であれ、先制
攻撃をかけたことに満腔の怒りを表明したいと
思います。とりわけ、核兵器の使用をもほのめ
かしていることは言語道断であり、平和フォー
ラムと原水禁は強く弾劾の声をあげていかなけ
ればなりません。
　翻って日本の状況を顧みれば、ウクライナ侵
攻を機に、軍備拡大やあろうことか核兵器の共
有まで安倍元首相らが主張し始めています。絶
対に許すことはできません。
　平和フォーラム・原水禁は、ユニオンネット
平和センターに結集するみなさま方とともに、
また平和を愛する全世界の市民、労働者ととも
に連帯の輪を広げ、核兵器の禁止、平和と民主
主義を世界に広げていく歩みを力強く前進させ
ていきます。
　日本経済は長年の新自由主義政策により、非
正規労働者の拡大と賃金抑制がはびこり貧困と
格差が拡大してきました。そして、コロナパン
デミックによって、より一層深刻な事態に陥っ
ています。しかし岸田政権は、「丁寧な説明、
丁寧な対話」を信条とするとしながらも、基本
的には安倍・菅政権を踏襲し、「新しい資本主義」
を掲げながら、実態は新自由主義政策を推し進

め、貧困と格差の問題を解決しいく姿勢は希薄
です。さらに、憲法改正に向けたとりくみを精
力的に進め、あろうことか専守防衛をも逸脱し
敵基地攻撃能力を保有することも明言していま
す。公文書の改ざんや隠ぺい、説明責任を果た
さない政治、人びとのいのちとくらしをないが
しろにしてきた、これまでの政治から転換を図
り、立憲主義、民主主義の回復を図らなければ、
この国の未来に明るい展望はありません。
　平和フォーラム・原水禁は、厳しい政治・社
会情勢のなか、未来に希望を見出せるように、
みなさんとともに頑張り合いをしていきたいと
思います。
　　最後に、ユニオンネット平和センターに結
集するみなさまのご奮闘とご発展を心より祈念
して、連帯のメッセージとします。
　2022 年 3月 10日
　フォーラム平和・人権・環境
　共同代表　藤本泰成・勝島一博
　原水爆禁止日本国民会議
　共同議長　川野浩一・金子哲夫・藤本泰成

　　　【２０２２年度役員体制】

代表　　　　斎藤隆靖

代表代行　　金澤壽

副代表　　　鳰川静・芝﨑眞吾・小林春彦

事務局長　　滝沢　寿隆

事務局次長　松本久史・宮川敏一

顧問　　　　橘　幸英

幹事　　　　単組代表者

会計　　　　望月牛女子

会計監査　　早田昌二朗・

　　　【平和フォーラム派遣役員】

常任幹事　　滝沢寿隆

執行委員　　芝﨑　眞吾（原水禁国民会議）


