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　２０２１年１月、核兵器禁止条約が発効しました。核兵器廃絶への歴史的一歩を踏み出し、核廃絶に向
け、前進させました。しかし、２月２４日に始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻は国際関係の
あらゆる分野に大きな影響を及ぼしました。ロシアのプーチン大統領は「核使用」も辞さない構えを打ち
出し。世界に脅威を与えています。広島・長崎に原子爆弾が７７年前に投下されたが、核兵器保有を威嚇
の材料とし、新たな核兵器拡散のきっかけになることを危惧します。
　６月２１日から２３日、ウイーンで核兵器禁止条約第１回締約国の開催が予定されています。日本政府
はこれまで核兵器国と非核兵器国の「橋渡し」をするとしてきましたが、会議へのオブザーバー参加を含
めた出席には後ろ向きです。岸田首相は核兵器禁止条約について「核兵器のない世界への出口ともいえる
重要な条約」としているにも関わらず、アメリカの核抑止力に頼る状況を変えようとしません。核兵器の
非人道性を訴え、国際人道法に従う重要性を語ることが、唯一の戦争被爆国としての日本の責任です。第
１回締約国会議に積極的に日本は参加すべきです。
　６月１８日・１９日には核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）が「市民社会フォーラム」を開催し
ます。核兵器禁止の声を世界中で上げている広範な市民連帯による集会です。原水禁としてもこの集会に
参加し、発言に機会を得ることで「核と人類は共存できない」ことを改めて世界に発信していきます。
　福島第一原発事故から１１年が経過し、事故の収束が見通せないままです。日本政府は福島第一原子力
発電所から排出されている放射能物質を含む１００万トン以上の汚染水を太平洋に放出計画を承認した。
地元の漁業団体や近隣諸国からも反対の声が上がっているが準備工事が６月から始まる。県民をはじめ漁
業関係者と合意もできない段階での国の対応は不誠実であり、許されものではありません。
　２０２２年「被曝７７周年原水爆禁止世界大会」は、原水禁運動の課題が山積する中での開催です。人
が集まることで、より一層高まる核兵器禁止に向けた熱を、改めて感じる大会となるよう、準備が進めら
れています。
　私たちユニオン平和は２か月に１度の街宣行動を通して、「原水禁運動」に参加しています。本年の原
水禁世界大会に代表派遣をもって参加します。（参加を希望される方はユニオン平和まで連絡ください。）
是非注目をお願いします。
日程　８月４日　広島大会　平和行進他　５日　分科会　６日中央式典参加　散会
　　　８月７日～９日　長崎大会　取り組む予定なし
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　そこに、

巨大原子力

マフェアが

いる。福島

原発事故で

も、事故に

誰一人責任

■ユニオン平和が呼びかけた「5.29 小出裕

章講演会」を 5月 29日、星稜会館で開いた。

「原発再稼働を公然と言い放つ、政治家、マ

スコミ」に危機感を持つ市民、労働者が集まっ

た。
　「地球温暖化防止を掲げ、原子力依存の政

府を許さない」と小出裕章さん ( 元京大原子

炉実験場助教 ) が話しました。小出さんは、

「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

等々を繰り返すが、一つひとつがウソであり、

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」。「化石

燃料は二酸

化炭素を排

出、ウランも同じ。エネルギー浪費社会の廃

止を！」と訴えた。

　【フクシマ原発事故】

　デブリの取り出しは 100 年経っても、取

り出せず、汚

染を消せな

い。 い ま だ

に、原子力緊

急事態宣言も

解除されない

酷さだ。地球温暖化問題で

は、　ウランは他の化石燃

料より少ないし高い。都合

の良い理屈をつけて、原子

力をアピールする。それは、

全部ウソだった。二酸化炭

素とは別に、地球の温度は

上昇している。原子力だけ

はやってはいけない。原子力は、たくさんの
危険がある。二酸化炭素に目を奪われている。

脱炭素、低炭素はその通りで、膨大なエネル

ギーの浪費こそ強調されるべき。原子力推進

者は、いつもウソを続ける。

取らない。全部が国、電力会社、建設会社等々

が一体、グルになりやっている。直接責任を

取る東電さえ無罪になった。これらが利権に

群がり、原子力マフェアを構成している。
　原子力

は、国と

民 間 で

やってき

た。原子

力マフェ

アはどん

な事故でも責任を取らない。福島原発事故で

教訓を得た。地方の自治体は財政破綻から原

発に手を染める。自治体が手を上げ再稼働を

進める。など 2時間の講演が行われた。

　参加者からの質問にも丁寧に答え、改めて、

原発利権の凄さといい加減さが分かった。

　講演の動画は、YouTube 配信しています。

主催者挨拶
斎藤議長

星陵会館会場

小出レジュメより

小出レジュメより

小出レジュメより

講師の小出裕章さん



3

　２０２２年６月１５日　　　　　　　　　　　　　　　

平和 ･人権 ･環境　

■労契法 18 条日通雇い止

め裁判 ( 八木一洋裁判長 )

が、6月 2日、東京高裁で

開廷した。控訴審での弁論

は3回目を数え、この日は、

日通労組役員 ( 当時 ) を証

人尋問に立て始まった。

　今回は証人尋問があることから、いつもよ

り多くの傍聴者が駆けつけて、裁判所前の宣

伝行動にも多数の支援者が駆けつけた。

　裁判所前宣伝行動には、日通弁護団の海渡

弁護士も挨拶をされ、裁判の行方について、

次のような説明がされた。
　今日の証人尋問で労組役

員が出廷すると言っていた

が、「記憶が曖昧で、曖昧

な回答をして追及を受ける

のではないかと思うと耐え
られそうにありません」と出廷を拒否した。

「勾引」( 警察を利用して出廷させる ) の申し

立てもする。労組名義で出ている会社の書

証（乙 15号証）も事実無根がハッキリした。

撤回させる。私たち

は三つ獲得目標があ

る。①組合名義の文

書の撤回、②出頭を

拒否する証人を裁判

所の力で出頭させ

る。③雇い止

めを支持した

であろう中心

人物で当時の

人事部長 ( 現

役員 ) の承認

採用を迫る。

今日はガンガンやります。と話された。

　1時 40 分からの傍聴券の抽選には、支援
者 75 名が並び、

45 名程が傍聴に

参加した。裁判後

は、弁護士会館の
1階で報

告を行っ

たが、後

日 下 記

の「口頭弁論調書」が届いた。内容は、会社

側証人となっていた全日通労組役員が出廷せ

ず、会社は乙 15 号証も取り下げないため、

裁判長から乙 15号証の認定は出来ない。原

告の陳述書を排斥できないと明確な書面が届

いた。

　残念ながら、本社副社長の証人は認められ

なかったが、東京地裁不当判決の事実認定が

崩れたことは事実である。無期転換逃れのた

めに日通が全社的に数千人の有期雇用労働者

の雇い止め（解雇）を行ったことを東京高裁

は正面から受け止めるべきであり、東京地裁

の「業務失注」という根拠のない判決を覆そ

う。

高裁前宣伝行動

海渡弁護士

コミュニティユニオン
  岡本事務局長

峰岸委員長

高裁前宣伝行動

報告会　弁護士会館 1階

日通弁護団

花垣
早田

海渡

口頭弁論調書
裁判長から
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非正規の息子

のこと。非正

規問題を言っ

てくれた共通

認識を持ち、

　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 6月と全国を駆け巡る「おかざき彩

子」、参院選の公示も目前である。
　5 月 20 日から始

まった大阪府行動、

24 日からは、中国

地方 5県 ( 岡山→鳥

取→岡山→広島→山

口→島根 ) を列車に

乗り継ぎ遊説してき

た。それぞれ、各地
で決起集会が開かれ、おかざき彩子は訴え続

けている。5月 29日には千葉、30日は茨城、

そして福島の第一原発事故で被災した南相馬

市から、浪江、双葉、大熊地区を國分富夫さ

んの案内で視察、復興に励む市民の皆さんと

懇談、交流をしてきた。

　日本の社会で、人

間が大事にされてい

ない。生きづらく

なっている。全

国を回って、悩

みの相談が多く

聞かれる。歩い

て反応がある。

頑張る決意が見えたとシングルの母親が語っ

てくれた。健康を壊しても働き続ける辛さが

ある。5・8問題は深刻です。沢山の出会い
から、問題が共有で

きました。

　非正規は15万円、

何が出来ますか？も

がいている人間が多
くいます。1人になったときの救済がない。

よりどころになる政治が絶対に必要です。戦

争はダメです。攻められたらどうするでなく、

平和主義の憲

法を守る。そ

んな国を攻め

る国はあり

ません。9条
が有効と見る人が多くいます。女シングル 1

人でも生きていくは、平和あってこそです。
日本を変えて行きましょ

う。平和主義で。ありがと

うございました。

　おかざき彩子が頑張って

いる。参院選での成果に繋

げ頑張ろう。

広島で

福島原発で

中国地方

鳥取で

広島で

福島で

鳥取で


