の残業時間を見かけ

現在︑教員を含む 上減らすだけで︑教

との批判は強い︒

地方公務貞の変形制 員の苛酷な職場環境

労基法は︑労働時 変形制法案は︑自治 わざるを得ない︒

労使協定不要！

その原因は︑業務

間︑週40時間と定め 労働時間を延ばし︑

間について1日8時 体が条例で学期中の

労基法の基本原則
は労使対等である︒

その分︑夏休み期間 教員︵公務員︶は労働

︵実習・学校行事・職
を除き時間外労働を ている︒

員会議・非常災害等︶

いる︒今回の教員の 労死促進法案﹂と言

されず︑超勤4項目

労働手当などが支給

は適用除外になって を固定化する︑﹁過
︵16年まで︶で認定

でいる︒その極めて

長時間労働にあえい ともいう︒

労死ラインを超える された過労死は63人

校で3割の教員が過

中学校で6割︑小学 人に上る︒10年間

過労死を促進するだけの改悪
公立学校の教員に﹁1年単位の変形労
働時間制﹂を導入する教職員給与特別措
置法︵給特法︶の改定案は11月19日の衆院

本会議で可決︑参院に送られた︒変形労
る労基法違反の悪法である︒

働時間制は長時間労働を固定化・助長す

命じることはできな
変形制はこの原則 中に休日としてまと 基本権を制限されて
の例外︵36協定に めてとることを可能 いる︒今回の改定案
残業代が出ないの よる︶を認めるもの とするものであるだ は︑さらに労使協定

いとなっている︒

だから使用者による で︑業務の繁閑に合 けでなく︑その適用 をも適用除外とする

時間管理が曖昧にな わせ年間を通して所 に労使協定を必要条 労基法違反の悪法で

ある︒給特法を廃止

見かけ上減らし

し︑労基法に基づい

い人員で過重な業務 仕組みだ︒﹁残業代

変形制は︑労基法 た︑真の教員の働き

るだけでなく︑少な 定労働時間をならす 件としていない︒

が常態となっていれ 固定・働かせ放題
るのは当然だ︒

って何ができるのか︒

って日米同盟の関係か

代不払いの脱法手段 を取り払い︑繁忙期 くてはならない︒

ば︑長時間労働にな 制﹂と膏われ︑残業 の労働時間規制の枠 方改革を推し進めな

中東派兵の根拠とす 襲だから問題なかろう やホルムズ海峡周辺は ない海外で違憲の行為

る防衛省設置法4条の ということだろうが︑
かなり危険だ︒そんな を行うことが容易にな 何もできないし︑問題 ら出さざるを得ないと
﹁調査・研究﹂目的に どう考えても妥当でな 所に調査・研究に行く って非常に危険だ︒
いう議論が自民党内に
をこじらせるだけだ︒
いし︑適切ではない︒
というのはこれまでと
イ ラ ン は 1 9 7 9 年 あるいは︑日本船籍の あるが︑年内に決定す

ついて調べてみると︑

の革命で今の体制がで タンカーが攻撃を受け るというのは︑来年の
さらに自衛隊が海外 きた︒そのときからア たと政府は喧伝してい 米大統領選挙を付度し

日本海周辺の警戒活動 今回︑ホルムズ海峡で は次元が違う︒

の根拠になっていた の活動は避けると言っ

なんの利益もない上に
問題をこじらせるだけ

国会での議論もない︒

国民的議論はおろか

意図が見え見えだ︒

て9条改憲地ならしの

活動の実績を積み上げ

また︑自衛隊の海外

り ︑ あ る い は 2 0 0 1 ているが︑イエメン沖 に出てしまえば︑国民 メリカとイスラエルは るが︑日本船籍のタン たものだ︒

に横須賀から出た米艦

年9月の同時テロの際

ときもこの根拠で出し

隊に自衛隊が同行した

た実績がある︒
政府としては前例躇

騨頑胆藤井正希さん

21日 長南書記長︑早 23日 岩中副委員長︑

26日 岩中副委員長︑

岩中後援会各支部三役 山口県本部﹁囲む会﹂︒
︳
三一⁚日
日
岩中副委員長︑熊本県
会議︒富山副委員長︑
11月20日 岩中副委員 党東京都本部連続講座 5野党会議︒長南書記
長︑部落解放荒尾地区 ﹁元徴用工問題−和解 長︑教員年間変形労働
市民共闘会議定期大 への展望﹂︒長南書記 制集会
会︒長南書記長︑機関 長︑党神奈川県本部打 25日 岩中副委員長︑
岩中後援会音楽の集い
紙編集会議
ち合わせ

朝駅頭宣伝︑野田市民 長南書記長︑党荒尾総 荒尾社会科学研究会︒
長南書記長︑千葉県オ
支部集会・学習会
オンブズマン会議
24日 岡崎委員長︑覚 ンブズマン会議
22日 岩中副委員長︑

だったこともあり︑新 も11月17日に応援に駆

力を尽くして松本さん

得票数は次の通り︒

社会覚も候補者擁立に けつけた︵写真︶︒

乱﹄とエンゲルスの

スの﹃フランスの内

︵投票率47・67％︶

11万1397

松本 顕治

17万3758

の擁立に成功︑野党共 当 浜田 省司

闘が成立した︒選挙戦

では野党の幹部が相次

いで高知入りし︑新社

会党の岡崎宏美委員長

る︒中国も変質

高知県知事選

薗幽

し労働者国家の三原

序文︑それらを究明

ソ連が崩壊して30 則に整理したレーニ

でも社会主義は消え で明らかだ▼独占資

年︑欧州でもアジア ンの﹃国家と革命﹄

任期満了に伴う高知

し大資本家階級

る︒DSA︵ア

者が急増してい

の中に社会主義

た米国にも青年

不変かと思われ

する︒何世紀も

級の闘いも成長

して︑労働者階

てしまい︑反動的国 本に抗する反作用と

のグローバリゼ

家独占資本主義

ーションが地球

県知事選は11月祝日投

るに至り︑失業

が生まれ支配す

をおおってい

や立憲民主党︑国民民

メリカの民主的
溢れている︒中国が 社会主義者︶の会員

者や半失業者が

開票の結果︑新社会党

主党︑共産党︑社民党

見本のごとく喧伝さ 人だったが︑最近急

社会主義や共産党の 数は16年時点で5千

が野党統一で推薦した

日本は平和主義︑中 新人の松本顕治さん

の目が届かない︒イラ 敵視していた︒イラン カーだから狙われたわ 政府の外交の範囲内で
ク派兵時に航空自衛隊 VSアメリカ・イスラエ けではない︒アメリカ 決める話ということの
が行って給水︑給油活 ル連合軍にサウジアラ と一緒になって武力行 危険性を指摘しなくて
動をする名目でありな ビアも加わって︑いざ 使すれば︑今度は狙い はならない︒

がら武装兵を輸送して こざがずっと続いてい 撃ちされる︒

︵35歳︶は︑自公推薦

自衛隊を出すことは 立の立場に立って平和

の根本原因はマルク く前進しよう︒︵兎︶

れ︑世界の労働者階 増して今や6万人と

級は混迷している▼ なっている︒我々も

この間︑2回無投票

にさらす︒安易に出す の益に全くならず︑危 歩及ばなかった︒

そこに自衛隊が加わ べきではない︒百歩譲 険にさらすだけだ︒

決できなかった︒

た︒名古屋高裁で違憲 解決できるのであれ 正に日本の船舶の航行 外交・和空父渉を尽く で元総務省総括審議官
ば︑とっくにしてい に危険をもたらすし︑
す国になるべきだ︒自 の浜田省司氏︵56歳︶
判決が確定している︒

さらに国民の目の届か

法ができているので︑

ソ連崩壊︑中国変質 混迷から脱して大き

いた︒6割はそうだっ る︒それがもし軍事で

野党統一の
松本顕治さん

深刻な実態認識から 量に見合った教員数
出てきた﹁改革﹂だ ではないことだ︒時

給特法で教職員調

過酷な労働実態
まで以上に過労死を が︑その方向は間逆 間外手当制度がない
ために労働時間の管
公立学校教員に導 もたらしかねないも であり︑改悪だ︒
入されようとしてい のだ︒法案は衆院文
1カ月以上の病気 理・把握がなされて
る﹁1年単位の変形 科委員会で11月15 休暇を取得した病気 いないことにある︒
給特法制の弊害
労働時間制﹂︵変形 日︑与野党の合意の 休職者数は1万70

■

1

︼

文科省の調査でも 休職者は約8500 る代わりに︑時間外

うち精神疾患による 整額︵4％︶を支給す

制︶を導入する改定 ない中︑委員長職権 00人を超え︑その
役割を否定し︑これ

案は︑労働基準法の で採決された︒

日日関山頭日払筆言
安倍政権は︑中東情勢の緊迫化と日本に

関係する船舶の安全確保を口実に︑米の
﹁有志連合﹂の呼びかけに応える形で派兵
の検討を進めており︑年明けにも海自護衛
艦を新たに派遣する方針という︒11月7日

には有志連合が始動したが︑参加国は米英
豪やサウジアラビアなど7カ国︒防衛省設

置の﹁調査・研究﹂に基づく派兵には自民
党内にも異論があると伝えられ︑国会の議

論・承認もない脱法行為に批判・反対の声
が広がっている︒11月1日には憲法研究者

125名が連名で声明を出した︵本紙11月

あと一歩

さらに特定秘密保護 る︒それが40年間も解 自衛隊員の生命を危険 衛隊を出すことは日本 を猛追したが︑あと一

ホームページに掲載されています︒

なお︑﹁声明﹂は﹁憲法ネット103﹂の

12日号既報︶︒記者会見での発言を本紙編
集部の責任で要旨を掲載します︵順不同︶︒

民主的社会主義

大健闘も

（2）
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刊
週
（改題）第1140号（第3種郵便物認可）

問題に関してはこれま がら培ってきたような立ち戻るべきだ︒

安保法も無祝した運用

し︑電力需要の大き 沖でM8・2級の津

子会社︒ここで発電 評価﹂を公表︑福島
い関東地区に売りさ 波地震の可能性を指

動するためには︑この な っ て い る ︒

■ ¶〟詞詞皆野

12月1日 岩中副委員

い
﹂
29日 長南書記長︑政 集

策委員会

長︑党九州ブロック代
⁝11月27日長南書記 30日 岩中副委員長︑
覚熊本県本部執行委員 表者会議︒富山副委員

盲︑機関紙編集会議

ブロック党学校

会︑覚荒尾総支部﹃週 長︑長南書記長︑関東

荒尾梨の花ユニオン総 刊新社会﹄拡大行動︒

ばくことができるの 摘していた︒これか
ら試算された﹁最大

M28日 岩中副委員長︑

高さ6・1mの防披

沸騰水型で︑しかも の水戸市など6市村 は大きな魅力だ︒

障したため︑ディー

また︑東電柏崎刈 15・7m﹂の津波の
運転開始から41年も の同意が必要となっ
たっており︑廃炉と ている︒これらのこ 羽原発の再稼働には 可能性を経営者は知
自治体同意を無視 を前提にした工事を い︒その再稼働に弾 京地裁は改善措置を

福島原発事故の刑 りも独占資本の利潤

一﹁議会報告＆音楽の 総支部会議

たのは同じ遊女の起

の男に︑仲間が見せ

囲内﹂に収めること

表向き﹁TPPの範

物の関税引き下げを

う︑日本車への追加

口頭で確認したとい

る▼中でも両首脳が

一見︑色よい返事の

もコメの例外扱いも

わしい︒ただの口約

関税回避は大いに疑

のが私の商売︒騙さ

つ変えず﹁客を騙す

た遊女は︑顔色ひと

︵
広
島
発
︶

国交正常化運動に積極
的に取り組むことなど
を内容とする﹁広島ア
ピール﹂を採択した︒

づき過去の清算を行っ
て国交正常化すべき﹂
などの発言があった︒
最後に︑幼保を含む
朝鮮学校無償化を実現
することを当面の闘い
とし︑今後も在日朝鮮
人の人権保障を実現す
るために闘うことを通
して︑日朝友好・日朝

︵02年9月17日︶に基

﹁朝鮮学校無償化裁 終戦宣言の採択や核脅
判の現状と課題﹂と遷 威を及ぼさない等の宣
して広島弁護団の秋田 言をすべきだ﹂と米国
智佳子さんの特別報 に求めること︑日本に
告︑浅井基文さんの記 は︑﹁日朝平壌宣言

﹁宴の日義平和云講禦削酎猷鋸

広島市で
全国集会

朝鮮統一支持運動

一駅頭宣伝

会︒長南書記長︑早朝 富山副委員長︑福田光 2日 長南書記長︑党

ゼル発電機2台で原 壁に到達した波の高

すべき老朽原発だ︒

う少し高かったら︑

第二に︑関東地方 進めるのは︑人間の みをつけるためにも 怠ったままの運転を

旧経営者に﹁無罪﹂

多くの人間の命よ

その後︑外部電源 すべての電源が壊滅

ればかりか︑もし大

いうのが本音だ︒

が回復し︑3月15日 し︑福島第一と同じ

源を確保した︒

とを無視して再稼働 新潟県民の抵抗が強 りえていたのに︑東

子炉冷却に必要な電 さは5・4mで︑も

機用海水ポンプが故 の2倍以上だった︒

ク老朽″再稼働目論む暴挙
東海第二原発︵茨城県︶の再稼働をめ

ざす日本原子力発電︵垂曇に︑墓男電
力が2千2百億円も支援することを決め

た︒再稼働に必要な安全対策費などが膨
らんだためと原電は大手電力に総額3千

5百億円の支援を求めている︒

日本原電は﹁︵冷

が居住しており︑そ はない︒

には4千万人が︑30 命と尊厳を踏みにじ 原電の沸騰水型原発 とがめずに︑旧経営
キロ圏内には百万人 っているというほか を再稼働させたいと 者を無罪とした︒

ない形を取りながら︑

日米が望む軍事共同・

協力に踏み出すように

なっている︒これは安

2015年の安保法 るということを決め

和を作り出すという矛 に軍事活動を行う際の 参加ということが出て いけないということを

請文︒そこへ現れた

いる︒武力によって平 の議論の中で︑国際的 た︒今回︑有志連合に 条件を満たさなければ

平和主義﹂にもなって

倍首相の言う﹁積極的

要員の主催者挨拶に続遍告があった︒
し︑憲法も否定する ないか︒
き︑朝鮮総聯の南昇華 朝米関係について
が︑安保法自体も乗り
︵発言は11月1日の
副議長の挨拶︑基調琴は︑﹁6・12︵18年シ
越えてしまった運用に記者会見でのもので豪を北川広和事務局長シガポール︶共同宣言
す︒文責は編集部︶ 嘉行った︒
這基づいて朝鮮戦争の

第三に︑原電は9 事裁判で東京地裁は を上に置く論理であ
間の注水と︑水蒸気 却機能がすべて失わ
事故が起きれば︑福
統一支持日本委員会﹂
核化・平和構築につい
島県民に二重の深刻 電力の出資で作ら 東電の旧経営者を無 る︒安倍政権もこの
を逃すための弁操作 れた︶福島第一の事
︵議長＝日森文尋元衆 て﹂があった︒
な被害をもたらす︒
れ︑最大株主は東電 罪にした︒
論理に立っている︒
の綱渡りの繰り返し 態になった可能性は
院議員︶は11月15︑16
今年の集会は︑全国
で︑冷温停止までに 否定できない﹂とし
再稼働には新協定に ホールディングス
の両日︑広島市内で朝 で裁判闘争が繰り広げ
02年に国の地震調 我々はこれを許すわ
よって︑30キロ圏内 で︑東電の事実上の 査研究本部が﹁長期 けにはいかない︒
かかった時間も通常 ている︒東電と同じ
鮮統一支持運動第37回 られている朝鮮学校無
全国集会を開き︑全国 償化の問題が取り上げ
から約200人が結集 られたことが特徴で︑
﹁有志連合に﹂に加わら 追求すべきものだ︒
で日本がイランなどと形での国際秩序への頁 の 法 律 を 守 ろ う と し て 2 0 1 5 年 の 法 律 を した︒集会では︑日森 各地の闘い・取り組み
議長︑日朝友好広島県 の報告︑加えて︑民族
ホルムズ海峡周辺の 友好的な関係を築きな献こそ大事で︑そこに いないのではないか︒自民党自身が無視する
民の会の横間洋海代表団体と日常的な交流の
5条件をないがしろにような乱暴な派遣では

源も自動停止し︑非 状態となった︒その

これは三重に問題 は原子炉が自動停止 に原子炉水温が10 状態になっていたと
だ︒第一に︑この原発 した︒常用の外部電 0℃未満の冷温停止 推察される︒
は9年前に被災し︑

全電源が壊滅寸前 転に必要な電源を確

過酷事故寸前までい 常用ディーゼル発電
った前科がある︒
機3台を起動して運
2011年3月11 保したが︑津波によ
日の東日本大震災で ってディーゼル発電

憲法研究者の発言

甜開鮎椒森健さん

た︒その重み︑今回の

別の男も︑やはり瓜

KO法以外の活動をど を使うと思っていた︒

盾する考え方が現実化 協力法︑それまでのP きた際︑当然その法律 自民党が提案して決め

二つの文痛緒絶唱っ

法が成立した後︑集団 していると考える︒

古典落語で﹁年季

られ︑自衛隊の海外派 万民の平和的生存権︑

は区別しているが︑参 上一体化しているが︑

国連以外の単位で活 加のための要件が厳し 少なくとも︑この5条

ことを決めた︒

この法律はPKOと 派遣は有志連合と事実

ていた⁝︒郭噺﹁三

憲法が考える世界の うやっていくかという

枚起請﹂の

的自衛権の行使が認め

が明けたら夫婦にな

幕開きであ

騙される方が

だが︑現代でも空

よ﹂︒お説ごもっと

が︑ならば

ィンウィン﹂と悦

束を真に受けて﹁

色をなす

れる方が悪いんだ
る﹂は︑遊女が上客

束ではないと首相は

兵への地理的な限定も 武力に依存しない平和

をつなぎ止める常套

ばならない︒

ようだが︑実は解釈

撤廃されて曖昧になっ 主義に真っ向から対立 動する場合は︑平和活 くなっていて︑停戦合 件を満たしていなけれ

どうして協

入る朴念仁を尻目

る▼こちら

ないのか︒自分ファ

﹁騙される方が悪い﹂

に︑強欲な大統領は

句だ︒夫婦約束を神

ところが︑5条件を

でも覆せる諸々の伏

ースト大統領の舌先

派遣先の国︑地域が日

行き交ったのか︒安

線付き︒これで﹁バラ

とほくそ笑んでいる

定に明文化されてい
を渡すのも手練手管

倍首相が﹁ウィンウ

三寸など︑遊女の起

に違いない︒︵萬尋︶

次第で米側がいくら

形になっている︒調査

のひとつ▼今日も今

ンスの取れた協定﹂

請文よりも信用が置

は︑どんな起請文が
・研究という形で︒自

ィン﹂と胸を張る日

けまいに▼三枚起請

仏に誓う﹁起請文﹂
ことなど5条件ある︒
2015年の法律で

日とて︑ぞっこんの

めでたいにも程があ

と自賛するとは︑お

綿海大胆永山正掛さん

国際的な単位として行 民党自身が2015年

にも発効する︒農産

米貿易協定が年明け

本の参加を認めている 満たせないのでこんな

た︒海外で自衛隊が武 するものであり︑これ 動協力法に基づいてや 意ができていること︑
界の平和的な秩序とい

力を行使する危険が非 からのグローバルな世
常に強くなっていき︑

日本国憲法が目指して

日本政府は表向き いる世界の荏り方こそ

︒
る

共同声明に尽きる 現実味を帯びてきてい うことから考えると︑
が︑2015年の安保

関連法︑いわゆる戦争

ク武力で平和″が現実化

に り約 も
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4割を獲得したのは 致できていない現実

からの成果である︒

政権への期待を大き

野党共闘が実現した があり︑国民の野党
知事選告示後の11 く膨らますことは難

りではなく︑高知の には戸惑いがあった 月19日︑中央で﹁立 しいことも予想され

憲野栄と市民連合の る︒それでも立憲野

からの共闘の発展に までもなく︑県政を

前任の尾崎県政 意見交換会﹂が行わ 党は︑候補者の一本

信任を受けていたと

﹁13項目の共通政

事実︑自公陣営は いう︒有権者は︑尾 策﹂を捷示し︑野党

きなかった︒

という空気を克服で 関の調査では9割の の参院選に当って︑

そのために立憲野

なければならない︒

た努力を活発化させ

が︑国政の代理選挙 は︑選挙中の報道機 れた︒市民連合は夏 化や政権交代に向け

県政へ﹂と訴えた

ことは高知で決める のは当然だろう︒

挙では有権者の意識

今回の高知県知事

目に低い投票率︵47 も前提ではあるが︒

しかし︑過去二番 が大きく異なること

ることができた︒

つながる財産をつく 担う知事選と国政選

野党共闘の成果を総選挙に
与野党対決で注目された高知県知事選

は︑野党共闘の実を上げ︑今後の闘いに
大きな教訓とともに反省点も残した︒短

の統一候補・松本顕治氏の闘いを振り返

期決戦だったが︑新社会覚を含む5野党
・67％︶の中で︑松

選で野党は︑﹁埼

前任知事の後継指名 崎県政の﹁継承か中 各党から賛同を得 党は︑これまでの国

本氏は自身が闘った

現地では︑これま 今夏の参院選より得 玉︑岩手の知事選で

野党共闘への模索 発展・深化が必要で 母体と既存の政党の

けて野党共闘のより われず︑選挙を闘う

にわたり無投票で信

それでも松本陣営 あることは共通認識 分離など︑小選挙区

あり︑前任者は2期 公候補を選んだ︒

を受けた官僚候補で 断か﹂と主張した自 た︒次期衆院選に向 政選挙の常識にとら

での野党共闘にはな 票数を微減させた︒

の二連勝を足がかり

り︑今後の闘いの方向を探りたい︒

共闘の前進・深化
高知県知事選は︑
党重量長や55人の野 が設置され︑県内各 を含め︑野党共闘に けて︑野党共闘の前
任されてきたことを

新社会党の岡崎宏美 かった共同選対本部 低投票率だったこと に︑次の衆院選に向

に駆け付け︑野党共 つくるまでに﹁野党 審判であったことを いう位置づけだっ

ている︒

党国会議員らが応援 地区にも共同選対を 対する県民の厳しい 進を期した﹂選挙と

歳の若い共産党籍の

と言われても︑県民 候補者が︑得票率で 5％﹂を巡っても一

倍政権の言いなり﹂

考えれば︑急に﹁安 は善戦健闘した︒35 になっている︒
比例並立制下での柔
しかし︑﹁消費税 軟な戦術が求められ

﹁安倍政権の言いな

7日 岡崎委員長︑加

長南書記長︑早朝駅頭 藤︑岩申︑富山副委員

サモラ弁護士講演︶︒

令部のあるキャンプ・

ク会議

相総支部・東葛ブロッ

場﹂に想定した演習と

縄・南西諸島を﹁戦

本部

9日 岡崎委員長︑党

るま市︶も使い︑陸自

大規模な共同演習に

コートニー︵沖縄県う 見られる︒

第三機動展開部隊の司

5日 長南審記長︑覚 執行委員会︵8日まで︶

仙12月4日 岡崎委員 宣伝 機関紙編集会議 長︑長南書記長︑中央

︻金習絡逼町

ヤマサクラ77に抗議

戦争ゲーム
許さない〃〃

月30日に朝霞駐屯地︑

総隊︵司令部は朝霞駐 対して市民団体が︑11

首都圏を中心に︑大 屯地︶も参加した︒

陸自総隊には︑﹁離 12月8日に東京都練馬
規模な日米共同軍事演
区︵いずれも東部方面
衛隊版﹁海兵隊﹂であ 隊司令部がある︶で︑

習が12月8日から16日 島奪還作戦﹂を担う自

陸上自衛隊朝霞駐屯 る水陸機動団が直属し 演習反対の集会デモな

の闇行われた︒

J
■
−
べ
⁚
・
﹂

主義路線を導入し︑

ーに師事し︑新自由

地︵埼玉県朝霞市︶で ている︒こうしたこと どアピール行動に取り
行われた日米共同方面 からヤマサクラは︑沖 組んだ︒

隊指揮所演習︵ヤマサ

クラ閂︶は︑現場指揮

いた︒安倍晋三首相

格差社会の端緒を開

になりかねないやり方 官クラスの指揮能力を

試す演習で︑陸自東部

人が死去した▼1人 継続だ▼もう1人は

最近︑2人の著名 の路線はその模倣・

方面隊を中心に隊員5

000人︑米陸軍第一

訂正 前号で東海大 師団など米兵1600

◇

︵文責は編集部︶

食糧安保という観点 は問題がある︒

イランでの緊張が起き 全保障論が財界や自民 は37％まで落ちた︒

憲法上の問題で言え ているが︑日本政府が 党から出てきた︒

とくに80年代の中曽 からすると︑日本の食

9桑に反するわけであ 闇に入って話し合いで 根政権の時に総合安全 の安全保障は非常に危
って︑その発動も起き 解決することだ︒さら 保障論を追求して︑例 うい状況になってい

その延長線上に今回 ば︑戦争法はそもそも すべきことは︑両者の

をやってきた︒

を作りたいということ という問題がある︒

同を深化させ︑これ ないと考える︒言う

闘の本気度を示した と市民﹂の共闘と共 直視しなければなら た︒松本陣営は︑

闘いであった︒

無難
そして︑﹁調査・研

の派遣がある︒

だ︒101歳だ

中村哲医師だ︒

生まれた巨星・

の中曽根康弘元首相 日本の民衆の中から

は︑風見鶏のあだ名 本当の英雄であり︑

が︑﹁巨星墜

演習では西部方面隊

健軍駐屯地︑米海兵隊
るが︑自然災害からの て訂正します︒

政権は︑国家の安全保 安全保障会議をモデル て膨大な被害が出てい ていました︒お詫びし 司令部のある熊本市の

た場合︑歴代の自民党 いてもアメリカの国家 台風15号︑19号によっ 名前が﹁正樹﹂となっ

究﹂で出しておきなが かねないという意味で に安全保障問題を考え えば国家の枠組みにつ る︒あるいはこの間の 教授の永山茂樹さんの 人が参加した︒

ら︑何かあった時に も問題がある︒
＊

では︑本来どうすべ 障︑そして軍事の安全 にして﹁安全保障会

るべきだという総合安 策によって食料自給率 衛隊を出したい︑戦争

つ﹂などと最大

の代表としてア

ペシャワール会

フガニスタンで

30年にもわたっ

て人道支援に取

誰も真似のできない

凶弾に架れた︒

り組み︑現地で

保障制度の充実

ーガンや英サッチヤ

がれるだろう︒︵羊︶

壊したことだ︒米レ ん︑世界中で語り継

行して労働運動を破 人柄は現地はもちろ

鉄の分割・民営を強

を怒らせたのは︑国 歳で中断されてしま
ったが︑その業績と

た︒そして︑勤労国民 大事業と熱意は︑乃

には後ろ向きだ

者であり︑社会

い軍事大国主義

核武装も辞さな

れている︒彼は

級の賛辞が贈ら

： 皐巨星や墜つ

憲法研究者の発言
﹁戦争法﹂で規定され

ゲーム」とシュプレヒコールを上げた＝11月30日

刊
遇

声明を捕捉する形で 規定から中東まで出せ

安全保障を考えなけれ
ばならない︒
＊

先日亡くなった緒方

貞子さんが言ってきた
ことは︑﹁人間の安全

歴厚だ︒国家の安全
私は総合安全保障論 保障だけではない︑人

議﹂を作った︒

戦争法の発動1改憲へと

﹁調査・研究﹂の派兵から

3点︑発言したい︒1 るはずがない法的根拠 た集団的自衛権の行使

湾岸戦争の際の掃海

点目はやり方︑2点目 で出すこと︒

は憲法との関係︑3点
にかく自衛隊を海外に

目は︑ではどうするか 艇の派遣︑その後のと

という観点から︒
1点目は︑防衛省設 出したいということで

置法にある﹁調査・研 PKO法を作った︑あ
例えば︑1970年

究﹂という︑本来この るいは特措法を強引に ができてしまう︒そう きかだが︑憲法は﹁国 保障を考えてきた︒

作ってアフガン戦争で いうなかで︑安倍政権 際協調主義﹂を掲げ︑

ックを受けて︑これか は使いたくはないが︑

の﹁支援﹂︑イラク戦 のもとで憲法9条をと 9桑が典型であるよう 代︑2度のオイルショ には批判的で同じ言葉 間の安全保障︑あるい
争後のイラクへの派遣 にかく変えたいという に﹁軍事によらない平

らの安全保障は軍事だ 総合的な安全保障を考 についても考えていか

はそれ以外の安全保障

というように︑とにか 動きがあり︑改憲の議 和﹂を追求している︒

ら離脱してアメリカ・

そうであるなら今 けではない︑政治・経 えた場合︑本当に軍事 なくてはならないので
く自衛隊を出して実績 論に結び付きかねない
回︑アメリカが一方的 済・文化︑いろんな観 だけでいいのか︒例え はないか︒そうした観
に﹁イラン核合意﹂か 点から安全保障を考え ば︑この間の政府の政 点からも︑とにかく自

那体猷清水雅彦きん

東武東上線朝霞駅前の集会の後、陸自朝霞駐屯地
に向けてデモ行進する市民。「許さないぞ！戦争
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イギリスでは︑コ

ービンの労働党が

さて︑日本では移

民・難民への排外主

今のところ︑市民主

んでくるからだ︒

動しているが︑DNA

﹁桜を見る会﹂など

＊

韓国政府の行政安全

遺骨の埋葬地が初めて た︒先日︑同課長のフ
明らかになり︑遺骨の アン・ドンジュン氏が

つちのと亥の日に3日 犠牲になった朝鮮人の 遺骨奉還課が新設され

る︒旧暦の8︑9月の も触れたが︑沖縄戦で 部に︑強制動員犠牲者

古い村落に︑シチ︵節 時の責任問題で明け暮
祭︶という祭祀があ れた感がある︒以前に

西表島の祖納という 身近なところでは︑戦 ければならなくなる︒

め︑複雑な過程を経な

絡みになってくるた

鑑定などになると行政

導でカンパを集め︑活

英子

義拡大の条件はな

主流は混迷を深めて

﹁反緊縮﹂を鮮明に

安里

掲げて右翼ポピユリ い︒しかし︑安倍政権

と環境の危機下の混 てのような単純な階

のは︑集会でインタ 排 外 主 義 の 極 憂 量に流入した移民労

いる︒左派を支える れた3州の議会選で いない︒しかし︑大 ズムの様相を強め︑

秋にドイツで行わ ストの政雇は許して 自体が右翼ポピュリ

とんだ︒ベルリンの 級対立ではない︒I

若者中心の社会民主 して第2党に︑連立 離脱への過大な期待 額のバラマキや嫌韓

A−Dが軒並み急伸 働者への不安もEU 政権の末期症状を巨

主義勢力だ︒

ーナショナルを歌う

れる旧来の製造業の

生存と環境の危機

にわたって行われる︒

あの世に舟を漕ぎ︑
新自由主義的だっ 吹が︑試行錯誤しな

祖霊を呼びよせ︑ミル 発掘作業を行うことに 非公式に沖縄を訪れ︑

に対抗する民衆の息

奪い取った︒各国に

ク︵弥勤︶神を先頭に なった︒

自由にしたことが︑

に享見られて脱皮し 希望と勇気を与えて

た旧労働党から若者 がらも若者や女性に

少女たちが着飾って練

り歩き︑豊鏡を引き寄

せる︒3日にわたって

獅子舞や棒術など多く

の芸能が演じられる︒

ち揃って︑神の前に実

った作物を供し︑それ

本部町の朝鮮人遺骨の

の際︑私たちも同行し︑

1万人に近い朝鮮人 長を表敬訪問した︒そ

11月23日と24日︑本

れた遺骨は皆無だ︒

また︑10月には那覇

埋葬地も案内した︒

で同課の委託財団の主

犠牲者遺骨に関する国

催で︑﹁日帝強制動員

かれ︑韓国や日本から

際シンポジウム﹂が開

も多くの研究者が集ま

日韓関係は厳しいも

り︑提言がなされた︒

しており︑その影響を

沖縄の地で強く感じ

死を心から悼む︒ガン 行ったが︑来年2月に り︑日本政府が植民地

を蘇らせた中村暫氏の た︒今回は30人ほどで できるのはわずかであ

に水を引き︑緑と食料 所の発掘作業が始まっ が︑受け止めることが

アフガニスタンの台地 部町健塁の海を望む場 る︒小さな市民団体

干ばつで干からびた

今︑切実に思う︒

ことだろう︒師走の かわらず︑故郷に還さ を巡って活発に動き出

たら︑どんなに幸せな が犠牲になったにもか は︑植民地時代の清算

さを世界中が共有でき が強制連行され︑多く のがあるが︑韓国で

を分け合って頂く豊か

県の子ども生活福祉部

国家主義をもたらし がらEUを主導し︑

巨額のバラマキで は前進しよう︒

COヨ

なぐ京都︵京都市長

ったのだ︒ムラ中がう

市民の新しい政治の実 ビデオメッセージ＝山 ＊保育あり＝事前申込
昔の正月はこのよう
現を﹂ 1月5日︵日︶ 太太郎れいわ新選組代 みは 弧072︵24 に迎えた︒今の私たち
2 ︶ 6 3 1 5 E ヨ a i r は正月は1月と思って
14〜16時 堺市産業振 表 コーディネーター
興センターセミナー室 ＝笑福亭竹林さん 参 ‖QYDO㌫○忘ni音y． いるが︑そうではなか

︒
だ

私たちも2020年

た︒格差の拡大に追 経済的に最も安定し たコービン労働党の いる世界にならい︑

諸国の共同とは逆の ﹁緊縮﹂財政を強いな

制定し労働力移動も 政党・左翼党の票も 働党は大敗した︒

EUが共通通貨を た︒A−Dは労働者 勢が不鮮明だった労

共同と逆の方向も PDは劇的に敗退し 総選挙で離脱への姿 切ろうとしている︒

政権政党CDUとS を生み︑12日実施の キャンペーンで乗り

白人労働者の不満

の壁︑排外主義の壁 敗退し不安にさらさ

壁の代わりに︑格差 T化や国際競争力に

壁崩壊30年︑新たな﹁壁﹂が
今年はベルリンの壁が崩れてから30
年︒地球の3分の1の人口を占めた社会

主義世界体制が後退し︑﹁歴史の終焉﹂
が声高に叫ばれた︒しかし格差の壁︑排
﹁先進﹂諸国の政治

が世界中に生まれ︑

排外主素と国益第一

は旧来の対立関係と は︑﹁壁建設﹂による

由主義の宣言だ︒だ は異なった様相を一

かし複雑な形態の階級対立が強まった︒

外主義の壁が世界中にでき︑新たな︑し

﹁歴史の終焉﹂説
主義を掲げるトラン

ねじれる階級対立 プ共和党を生み︑岩

とは︑社会主義とい が︑3世紀も前の古 気に強めた︒

う﹁不自然なシステ 典派経済学の観念で

ム﹂ の失敗によっ 社会がうまく成り立 米国の共和党と民 盤支持層となった︒
て︑資本主義・市場 つはずもなかった︒
他方︑民主党の大
主党の二大政党の対
事実︑﹁市場にす 抗関係は︑階級の対 統領候補予備選は左

■堺からのアピール
﹁さよなら安倍政権

連は︑﹁自衛隊員の生 隊員にとって大変な問

ジーやマザーテレサな は韓国など東アジアの 時代と戦中︑戦後の反

簡単ではなく︑私たち

同作業を行う︒しかし︑

としているだろうか︒

縄県︑厚労省などが絡 毎月未に掲載します

﹁沖縄だより﹂は︑

◇

︵あさとこえいこ︶

り︑この重圧は続く︒

ど︑人はかくも美しく 若者たちも集まり︑共 省と責任を果さない限

＊

さて私たちは︑どの は試行錯誤︑議論の連

神保町﹂と﹁政界メモ なれるのだ︒
帳﹂は年内で終了し︑

載します︒

第二︑第一二の月2回掲 ような新年を迎えよう 続だ︒遺骨問題は︑沖

新年から﹁斜断記﹂を

活発化する
韓国の動き

経済こそ人類の最終

安倍政権

さよなら

い打ちをかけたのが たドイツですらこう 行方が注目される︒

どういう形で︑どれ

難民流入だ︒

・研究﹂という︑書わ

収﹄ 討論﹁安倍政権

1月5日堺でシンポ 4 映像﹃政治の私物 加費500円
化・税金使った大量買

﹁桜を見る会﹂に見

一切議論ができない形 られる政治の私物化や

政権を倒そうと大阪・

大きな問題︒今こそ国 悪政ストップへ︑安倍
もう1占ば︑声明の 堺で1月5日︑シンポ

国会が関与できない 民的な議論が必要だ︒

行うのではないか︒

実績を穣むという形で にしているのは非常に 戦争法強行など数々の

い日本政府にとっても

事的な面を加速させた ということについて︑

になるし︑自衛隊の軍 査・研究﹂をするのか

せるという意味で国益 自衛隊がどういう﹁調

の海外出動を日常化さ を出すのか︑出された

衛隊の派遣は︑自衛隊 くらい︑どういうもの

アメリカにとって自

証明したという新自 年の中間決算が生存 た︒とは言え︑かつ てのセレブの民主党

■
4

﹁渡りに船﹂ではな

この間の報道には︑

凰

︼

到達点であることを べてをゆだねた﹂30 抗関係へと再編され 派系が優勢で︑かつ

蘭

衛艶閣
刊
週

2点言いたい︒

声明に︑﹁今回の自
衛隊派遣は︑自衛隊の く︑﹁日本が板挟みに

海外派遣を日常化させ なっている﹂︑あるい ような︑組織法の防衛

要請があるが︑イラン

平和的生存権は全ての人に

たい日本政府が︑アメ は︑﹁アメリカの強い 省設置法にある﹁調査 最後で︑この自衛隊派 ジウムが開かれる︒

リカからの有志連合へ

の参加呼びかけを﹃渡

りに船﹄で選択したも

の﹂とある︒

ばマジックワードを使 命・身体を徒に危険に 題だ︒平和に生きる権
との関係もあるので︑
有志連合とは一線を画 ってやろうとしてい さらすことも意味す 利はすべての人に保障

されているはず︒

13日 富山副委員長︑

十一1 日h H＝
に代わる新しい政治を
選︶街頭集会︒岩中副
どう作るか﹂ パネリ
委員長︑中央校区協役
スト＝森山浩行・立憲 12月11白 岩中副委員
長︑荒尾市議会傍聴 員会︒長南書記長︑野
民主党衆院議員︑吉田
︵13日も︶︒長南書記 田まなぶ友の会交流会
治・国民民主党元国交
長︑機関紙編集会議︑
15日 岡崎委員長︑国
副大臣︑宮本岳志共産
鉄闘争センター四国合
労働相談
党前衆院議員︑長崎由
宿︵高知︶︒富山副委
12日 岩中副委員長︑
美子社民党大阪代表︑
﹁桜を見る会をただす 員長︑憲法を生かす北
！怒りの熊本県民集 区市民の会月例行動
上げていきたい︒
会﹂︒富山副委員長︑
17日 長南書記長︑千
＝おわり
党北総支部木曜塾︒長 葉県オンブズマン会議
︵発言は11月1日の
南書記長︑早朝駅頭宣
﹁声明﹂発表の際の記
お知らせ ﹁今週の
伝︑選挙制度集会

国家の安全保障では 者会見での要旨です︒

なのかということを考 なく︑一人ひとりの生 ﹁声明﹂全文は﹁憲法 党都本部連続講座実行
えると︑国家の安全保 命や生活︑自衛隊員の ネ ッ ト 1 0 3 ﹂ の H P 委員会︒長南書記長︑
障のコマのように使わ 生命や生活を危険にさ を参照ください︒﹁発 憲法を活かす会千葉
れて出されていく自衛 らすようなことに声を 言﹂の文責は編集部︶
14日 岡崎委員長︑つ

誰のための平和主義

している﹂というもの る︒自衛隊法に基づく る﹂としていること︒

法を区別すべきだ︒

があるが︑そうではな べきで︑組織法と実体

いのではないか︒

頑牒頑教鰍稲正樹さん

戦後責任問題
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