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反戦反核闘争
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｢核戦争阻止･岸田たおせ｣

被爆７７年の８・６－８・９は、
ウクライナ戦争が始まり、現実の
世界戦争・核戦争阻止をかけた決
定的闘いとなりました。とりわけ、
直前に米下院議長ペロシが台湾を
挑発的に訪問し、米軍がＥＡＢＯ
（遠征前進基地作戦）など対中国
の侵略戦争・核戦争の準備を急速
に進める中、同時に岸田政権が改
憲・大軍拡・核ミサイル配備へ突
き進む中で、労働者・学生の体を
張った闘いでこれと真っ向対決す
ることが問われたのです。
「拡大抑止（＝米核戦力の同盟
国・日本への配備）の具体化」を進め、来年５月
には広島サミット開催を決定してヒロシマ圧殺－
反戦反核闘争解体を狙う岸田政権－国家権力・右
翼。８・６ヒロシマ大行動の呼びかけで全国から
結集した仲間たちはこれと対決し、規制・妨害を
打ち破って実力で原爆ドーム前での集会をかちと
り、岸田の式典出席を徹底的に弾劾するデモを闘

８／６朝

い抜きました。８・９長崎にも多くの仲間がかけ
つけ、岸田打倒のデモ・集会をかちとりました。
７月参院選で表れた既成政党の「国を守れ」の
大合唱－「挙国一致」の翼賛国会をぶっ飛ばして、
青年・学生を先頭にした、自国政府打倒と労働者
国際連帯を貫く反戦反核闘争がいま新たに、本格
的に始まったのです。

米日の中国侵略戦争-改憲阻止の大闘争を!
岸田政権は「有事に対応する政策断行内閣」と
称した内閣改造を行い、９月２７日の安倍「国葬」
から年末の国家安保戦略など３文書改訂、歯止め
を外した来年度軍事予算策定－「防衛力の抜本的
強化」を通して、対中国侵略戦争準備、改憲・大
軍拡、戦争国家化へと突き進もうとしています。
それは、日々明らかになる自民党、政界、支配
階級全体の統一教会との深い関係も含めて、新自
由主義・資本主義的支配の大崩壊の中で、戦争以

９月２３日(金･休) １３時００分
芝公園２３号地

※集会後､都心デモ

主催：改憲･戦争阻止！大行進
外の打開の道を失ってしまったからです。こんな
体制は労働者の力で根本的に打倒しよう。
安倍「国葬」粉砕！ 改憲・戦争の岸田たおせ！
９･２３全国闘争－大デモへの大結集をかちとろう。

来年広島サミット
粉砕へ戦闘宣言

〔上〕原爆ドーム前から岸田の式典出席弾劾デモに出発。
〔下〕８月６日午後、広島の労働者・学生、動労千葉や
関生支部はじめ全国の闘う労働組合が結集して集会。

岸田の式典出席を
弾劾し爆心地デモ

８･６ヒロシマ大行動 基調報告
（要旨抜粋）

これまでと全く違う情勢の中で迎えた８・６
闘争となりました。①ウクライナ戦争の開戦と
いう形で、世界戦争のプロセスが具体的に始まっ
た中での、②岸田政権が改憲と大軍拡、核ミサ
イル配備という戦争国家化と中国侵略戦争に向
けた具体的準備に突入する中での８・６です。
この情勢の中、８・６ヒロシマ闘争をめぐる
攻防が新たな段階に突入しています。岸田は来
年５月Ｇ７サミットを広島で開催することを発
表しました。２万人の警備体制をとり、対ロシ
ア戦争の激化・拡大、米日による中国侵略戦争
の準備、そのための会議としてＧ７広島サミッ
トを行う。被爆地広島で核戦争のための国際会
議を開催する。これ以上ないヒロシマ圧殺の攻
撃です。今日のたたかいを出発点に改憲・大軍
拡・核ミサイル配備の岸田政権打倒！ 中国侵
略戦争阻止・核戦争阻止の全国闘争としてＧ７
広島サミット粉砕の大闘争を実現しよう。
世界戦争・核戦争を阻止する日本の労働者の
実践的任務として、職場で労働組合を作り１１・
６全国労働者総決起集会に結集しよう。
改憲阻止の大決戦として９月安倍国葬粉砕の
闘いに立ち上がろう。核ミサイル配備阻止・中
国侵略戦争阻止と一体で、原発再稼働阻止・汚
染水海洋放出阻止の闘いに立ち上がろう。
自国政府の戦争と真っ向からたたかい、核戦
争を阻止し、世界から核と戦争をなくしていく
本物の反戦反核運動を作り出していきましょう。

〔上〕全学連を先頭に 人で岸田打倒を訴え爆心地へデモ。
〔下〕午後、被爆者の城臺美彌子さんを中心に反戦反核集
会。佐世保基地や陸自水陸機動団など侵略拠点化が進む長
崎から世界戦争・核戦争を絶対に阻止する決意を固めた。

７･２３東京
反戦反核集会
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７月２３日、改憲･戦争阻止！大行進 東京の
主催で東京での反戦反核集会を開催し、１００
人が参加。京都府職労舞鶴支部の長岡支部長の
講演が行われ、舞鶴の地で労働組合として反戦
反基地、反原発を闘う実践が報告された。

―対中国の戦争挑発、
軍事重圧の激化―
中国政府の強い反対を無視して強行され

中国の軍事政策、侵略戦争準備を激化させ

◆米軍が東中国海で６月２４日から１週間、嘉手納のＦ
１５、岩国のＦ３５Ｂなど大量の戦闘機を飛行させ、日
中「中間線」を超えて中国本土に接近。米軍は「最大級
の圧力を加える作戦を実行する」と説明（日本政府高官
「米軍による史上最大の対中示威行動だった」）。
◆６月末から８月４日まで行われたリムパック（環太平
洋合同演習）。終盤には、海上自衛隊が安保法制での
「存立危機事態」を想定し、集団的自衛権発動による
「武力の行使を伴うシナリオ訓練」＝実動訓練に初参加。
◆防衛相経験者や国会議員、自衛隊元幹部などが参加し、

てきた（右囲み参照）。これと対決し、米

台湾有事を想定した机上演習（８／６～７）。

日の中国侵略戦争阻止の反戦闘争を！

◆石破ら超党派議員が台湾訪問し蔡総統と会談（７月末）。

たペロシ米下院議長の台湾訪問は、すさま
じい戦争挑発だ。これに対抗して中国軍の
大規模軍事演習・ミサイル発射が行われた。
マスコミは中国の脅威を叫びたてている
が、そもそもこの間、５月日米首脳会談
（バイデンが台湾有事への介入を明言）、
６月ＮＡＴＯ首脳会談（戦略概念への対中
国の明記）などを転換点に、米日政府が対

沖縄－日本全土の出撃拠点化許すな! 反基地闘争の爆発を
中国侵略戦争情勢の激化の中、全国各地で米軍・自衛隊
基地の侵略出撃拠点としての強化が激しく進んでいる。沖
縄闘争を先頭に、全国で反戦反基地闘争を闘おう。首都圏
では９・１０木更津行動、１０・１横須賀（空母母港化阻
止闘争）、１０・２横田デモを連続的に闘おう。

沖縄の臨戦態勢化と事件･事故の激発

（７／
大行進京滋を先頭に）
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海 自舞 鶴基 地に デモ

◆キャンプ・ハンセンに近接する金武町伊芸区の民家に
銃弾が着弾（７／７）。ハンセン内では７月４～１０日
に実弾射撃訓練が行われていた。
◆宮古島で海上保安庁巡視船が機関砲の実弾８発を港か
ら陸地に誤射（７／１９）。

オスプレイの配備を直ちにやめろ!
木更津を戦争の出撃拠点にするな!

９･１０木更津行動
９月１０日(土)１３時００分～
ＪＲ木更津駅西口リレートーク
駐屯地へのデモ、申し入れ行動
主催：大行進千葉 ／ 動労千葉を
支援する会 木更津
木更津駐屯地に暫定配備されている
オスプレイが、７月２６日から九州で
初の飛行訓練を展開。陸自高遊原分屯
地(熊本県)、水陸機動団が配備されて
いる相浦駐屯地(長崎県)、海自大村航
空基地(同)で離島奪還訓練が行われた。
九州への移動途中には給油のために徳
島空港にも着陸した。
オスプレイは米海兵隊の対中国戦争
計画「ＥＡＢＯ」での島嶼への部隊上
陸のための主力を担う。自衛隊もその
訓練を繰り返している。

ミャンマー国軍による民主派４人の死刑執行弾劾！
７月２３日、ミャンマーの民主派活動家４人への
死刑執行が強行された。断じて許すことはできない。
この国軍を支え続け、防衛省による直接の教育訓
練＝殺人訓練をいまも行っている日本政府＝岸田政
権も同罪です。連日の抗議行動に立つ在日ミャンマー
人の仲間とともに、岸田打倒の闘いに立とう！

８／５ 外務省前

国鉄１０４７名解雇撤回! 関西生コン支部弾圧粉砕!

７月１７日、動労千葉、関西生コン支部、港合
同の３労組を中心にした国鉄闘争全国運動の主催
で全国集会が開催された。①新自由主義の打倒、
階級的労働運動の復権をかけた１１・６労働者集
会への結集を呼びかける３労組共同アピール、②
在来線４割廃線を掲げた国家改造攻撃（鉄道の廃
線ととともに医療も教育も破壊して一切を戦争に
集中する攻撃）との全面的対決、③動労千葉の新・
戦争協力拒否宣言を土台に、戦争絶対反対で闘う
労働組合、社会変革の本当の力としての労働組合
を甦らせる可能性と展望が示された。
７月２２日には、鉄道廃線への検討会で提言を
まとめた国土交通省への抗議デモが闘われた(→)。

国交省へデモ(7/22)

鉄道廃線ｰ国家改造攻撃と対決を!
動労千葉の新･戦争協力拒否宣言に続こう!

今後の行動予定

８･２７大坂正明さん奪還集会
８月２７日(土)１８時３０分
江戸川区総合文化センター研修室
主催：大坂救援会、東京労組交流センター
年 ・ ペテ ン的 沖縄返 還協 定 粉砕 の
渋谷 闘 争 に 対 する 政 治 弾 圧で 在 監 中 の 無
実の 大坂 正 明さ ん。 その 裁 判が 月 日
の初 公 判 か ら 始ま り ま す 。超 迅 速 裁 判 と
対決 し 、 改 憲 ・戦 争 阻 止 の闘 い と し て 大
坂さんを奪還しよう！
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９･４三里塚現地闘争
主催：改憲･戦争阻止！大行進 東京
（呼びかけ：杉並区議 ほらぐちともこ）

９月４日(日)１３時 市東さん宅中庭集合
Ｂ滑走路延伸予定地への抗議デモ
主催：三里塚芝山連合空港反対同盟

