
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】千葉県千葉市中央区要町 2-8 動労千葉気付  

東京都台東区元浅草 2-4-10 五宝堂ビル 5F 全国労働組合交流センター気付

TEL.043-222-7207  ブログ: http://stop-kaiken.blog.jp/   

TEL. 080-6053-1751（事務局・本山） 

メール：kaikensoshi_daikoushin@yahoo.co.jp  

No.10 

2021/  
10/ 15 

9 月 26 日横浜市開港記念会館

で、「憲法改悪と戦争への道を阻

もう！9・26 集会」を行いまし

た。劇作家坂手洋二さんの講

演。リレーアピールで呼びかけ

人の福島尚文さんから排外主

義、報道の現状について、野本

三吉さんから相模総合補給廠の

歴史などをアピール。 

辺野古新基地建設や南西諸島自

衛隊配備と闘ってきた坂手さん 

は 「 こ れ は 『 沖 縄 問

題』ではなく、日本全

体の問題だ」、基地、戦

争 を な く す 主 体 は 全

国・全世界の民衆であ

ることを鋭く突き出し

た提起でした。 

集会全体は「私たちには社会を変える

力がある」（基調提起）ことを鮮明に

し、自民党総裁選と対決するデモをや

り抜きました。11・7 集会は、沖縄

連帯、基地撤去の闘いの出発点です。 

岸田は１０月８日の所信表明演説で、「国家

安全保障戦略、防衛大綱、中期防衛整備計画

の改定」「海上保安能力やさらなる効果的措置

を含むミサイル防衛能力など防衛力強化」「経

済安全保障」「辺野古推進」「改憲」を並べ立

てました。「新自由主義からの転換」「新しい

資本主義の実現」の本質は、改憲－中国侵略

戦争へととことん突き進むということです。 

 新自由主義と改憲が激突の焦点になりまし

た。「終わらせよう！新自由主義 とめよう！ 

改 憲・戦争」のスローガンを掲げ、動労千

葉・関西生コン支部・港合同の３労組を先頭 

に労働者の団結と運動にこそ変革の力と展望 

があることを実践をもって示す１１・７集会こ

そ、総選挙情勢への回答であり、労働者人民の

真の選択肢です。 

１１・７日比谷野音への 

大結集をつくりだそう。 

 

１１月７日（日） 
１２時 日比谷野外音楽堂 

１５時 銀座デモ＜改憲阻止１万人大行進＞ 
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陸上自衛隊の全部隊を対象に、

約 10 万人、車両 2 万台、航空

機120機を動員する過去最大規

模の実動演習が 9 月 15 日から

11 月下旬まで強行されていま

す。 

 九州南部の演習場に東北・北

海道・四国の 1 万 2 千人もの部

隊を移動展開させ、民間フェリ

ー、JR 貨物の列車なども動員

して補給品等の輸送を行ってい

ます。「自衛隊が部隊の配備にと

どまらず、南西諸島で実際に作

戦を行うための備えを本格化さ

せていることを示す」（9/15 

NHK)というように、明白に対

中国の侵略戦争が想定された実

戦的な演習です。すさまじい戦

争挑発であるとともに、国家総

動員体制への道を開くものです。

絶対に許せません。全国各地で

さらに抗議の声をまきおこそう。 

 

 

 

改憲・戦争阻止！大行進事務局

は全学連と共に、9 月 15 日防

衛省に対して、「陸自演習中止」

を申し入れ、門前で抗議行動を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  10月10日（日）大行進千葉

は「オスプレイはいらない！ 

陸自大演習への出動を許すな！ 

10・10 木更津行動」を開催

し、木更津駐屯地司令に対し

て、陸自大演習中止要求をたた

きつけました。 

 午後 1 時から木更津駅西口で

リレートーク、2 時からデモ行 

 

進、その後駐屯地へ申し入れ

行動を行いました。リレート

ークでは、市民ネットの吉沢

さん、三里塚、全学連、そし

て労働組合から発言が続きま

した。 

木更津は、陸自 V22 オス

プレイだけではなく米海軍

CMV22、海兵隊 MV22 の 

整備拠点として強化される。 

ステルス戦闘機 F35 のエン

ジンを輸送するなど、木更津

駐屯地は、日米一体で中国侵

略戦争を支える基地だ。 

木更津闘争は、日米による

中国侵略戦争をとめる力を持

っている。沖縄に連帯し、首

都圏に反基地闘争を強化しよ

う。(大行進千葉のブログより） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 4 日ヒロシマ大行動が、

海上自衛隊海上幕僚長と第 31

航空群司令宛に申し入れ行動を

行いました。護衛艦「いずも」

の岩国基地への入港に抗議！

F35B の発着艦検証作業中止！

「いずも」「かが」の「空母化」

反対！海外派兵中止！

米軍と合同での侵略派

兵中止！を要求しまし

た。 

10 月初め、四国沖で

海 上 自 衛 隊 の 護 衛 艦

「いずも」の甲板にお

いて岩国基地に所属する米海兵

隊の F-35 B ライトニング II 型

戦闘機の離発着訓練が行われま

した。また、海自トップの山村

浩海上幕僚長は５日の記者会見

で、「改修は空自Ｆ３５Ｂのため

だが、ゆくゆくは米軍Ｆ３５Ｂ

の着艦や相互運用に発展してい

くものだと思う」と述べ、空母

化が日米の連携強化につながる

ことを明らかにしました。 

 

 

 

 

 

民間船で民間の港へ 

第 2 戦車連隊(上富良野)所属の 90 式戦

車及び 74 式戦車が民間チャーター船

「ナッチャン world」によって大分県別

府港に上陸 

「 陸 上 自 衛 隊 演

習」で報道関係者

に公開された、コ

ンテナの受け取り

作業＝4 日午後、

大分県の十文字原

演習場 

 

 

JR 貨物で 

9月20日群馬県倉賀野駅から西大分駅へ

96 式装輸装甲車などを輸送 

陸自の中枢－陸上総隊司令部のある朝霞駐屯地へデモ・申し入れ。 
10 月 23 日（土）10 時、東武東上線朝霞駅南口集合 
 
水陸機動団の相浦駐屯地への抗議行動、佐世保市内デモ。 
10 月 23 日（土）11 時半、相浦駐屯地前 13 時、松浦公園集合 
 
在日米空軍司令部の米軍横田基地へのデモ 
10 月 30 日（土）14 時、福生公園集合 

 



 

 

 

 

 

小池都知事と都議会は、10

月 13 日に都立病院独立行政法

人化の定款案の採決を強行しま

した。絶対に許せません。 

独法化の狙いは、公務員身分

をはく奪し、労働組合を破壊し、

人員削減、非正規化、賃下げな

ど、経営最優先で労働者を徹底

的に使い捨てにしようとするも

のです。小池はコロナだからこ

そ、独法化を進めるべきと完全

に居直りました。それは医療の

考え方を根本的にひっ

くり返し、国家・資本

に利するかどうかで選

別する戦時医療への転

換を狙うものです。 

 小池は来年7月まで

に法人を設立すると表

明しています。しか

し、都庁前では連日、怒りの声

がたたきつけられました。闘い

はこれからです。医療現場・地

域から絶対反対の声を広げ、独

法化を撤回させよう。 

 

 

都立独行法人定款の第十九条（緊急時における

知事の要求）では「必要な業務の実施を求められ

たときは、その求めに応じ、当該業務を実施する

こととする」とされています。神奈川県、埼玉県

の定款では、「災害時」と適応対象を限定していま

すが、東京は「緊急事態」としていることです。

業務委託、派遣労働者を多用し労組を弱体化され、

JR 貨物が戦車を輸送したように、医療の戦争動員

を狙う許せない攻撃です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆１１月１０日（水）夜の１９７１年の沖縄全島ゼ

ネストから５０周年の集会に合わせて、 

１１・１０～１１沖縄現地闘争方針を設定しま

す。 

 ・１１日は、辺野古座り込みへの参加、さらにミサ

イル部隊の連隊本部の設置が狙われている陸上自

衛隊勝連分屯地（うるま市、米軍ホワイトビーチ

と近接）への抗議行動も検討しています。 

 ・１１・７集会の成功と一体で、沖縄闘争の発展を

かちとりましょう。 

10 月 3 日三里塚集

会。市東孝雄さんは

闘う決意を表明し、

成田市内で戦闘的デ

モをやりました。 

 

 

9 月 25 日ウイシュマさん

の VTR 開示を訴え東京,名

古屋,大阪,京都,高知,高崎,仙

台,札幌一斉デモで開示を勝

ち取った。11 月集会へ！ 

 

  

「新自由主義とは 
－なぜ欺瞞の論が登場するのか－」 

   講師：高山俊吉弁護士 

◆10 月 18 日（月）18 時 30 分～ 

         20 時 30 分終了予定 

◆月島区民館・5 号室 

 有楽町線/都営大江戸線・月島駅 9 番出口 

※資料代 200 円 

 

 

 


