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【巻頭言】

米政 府 1期 係 者の コメン

トが報 i芭 直後に流れた 1

「最悪のタイ ミングニと

い う Fヨ 本政府 関係者の

声 をマ スコ ミが垂れ流

し、「綱紀粛 lE」 「再発防

止」の実効性無き掛け声

ばか りが飛び交 うこ

23日 翁長知事 と会談

した安 |キ |ま 撫]事 の IJ米

▲嘉手納基地第一ゲート前抗議行動に4000人 (5/25) 地位協1む 改言Iも オバマ

蛮行 |ま繰 り返された「 20歳の,女性  との前i談要求 :ダ 接ヽ 十 ミットで来

の介が、 /Lン(llitt ifの 手で無残に t) 日したすバマ |ま 25■ r)安 11L′ )会談

奪われた,絶 対|二 許す こと|ま できな  で '心 か二 FI=〔 ::L■ い:奎 i:ま う意 1

いし彼害者が生きた 20を}1は 、「普天  を表りiし たが調:華 の言葉 |ま 無 し:奮

問問題 20年二とこたろ ■クトの主
`E 

目新聞のインタビューで 「一個人に

1ま 、::「 縄 :こ 軍事値民地″tiえ をf主 要し  よる許しがたい行動」で 「米軍関係

考ヒ家■ .し をFt iし ているわ 1ナ で1ま続ける日米同盟であり、iを 高責任者

のオバマ t)安倍 t)、 20歳 の女性の未  ない.と 弁明、
~私

たちプ)軍 をとて tぅ

来を奪った責任から逃れること|ま で  誇 りに思つている」とまで述べてい

きない

元海兵隊員で嘉 手納基地 llll属 の米  はオバマに 「辺野古が唯 一二 と伝え

軍属の男の事情聴取 !ま 16口 から始ま ていた・ この事実を共同記者会見で

つた=「 米軍関係者 を聴取Jの速報を  |ま 隠 し通 した=26日 に'言
ン
占房長官を

最初に伝えたのは 18「110時 52分の  筆頭に結成 された 「

`E罪

防 止予防チ

琉球力i報 電 子版.地元 2紙は、ヤマ  ~ム Jの会合 |ま わずか 6分 で終了、

卜1/D大 手マスコミに先ん じて 19日 朝  中身は 「街路灯の設置な どの検討」

刊から報道 した,「 民間人でゎ り、米  とい う (5/27河 1縄 タイムス).

元海兵隊員によるな性殺害糾弾 r

全基地撤去 !の沖縄の声に、ヤマ トから応えよう !

ヒ激 しい抗議行動が展開されている ,

5月 22口 在沖米軍司全部前に女性た

ちを中心に 2500人 、25日 嘉手納基l也

ゲー ト前に4000ノ、が集まって抗議の

声を上 |ザ た ,26目 「普人間関鎖返還」

「県内移設断念」に加 えて、初めて

「海兵隊の撤選Jを 盛 り,△ んだ県議

会決議が全会一致で採択 された (自

民党 |ま 退席).6月 19日 には数万人規

模の県民大会が予定されている
=

日米両政府が沖縄に軍事値民地状

況を押 しつけ続 ける限 り、基地 と軍

隊あるがゆえのIJ悪事件は繰 り返 さ

れる 「基地の白曲使月1」 を根幹 とす

る
"ソ

ti‐生

`11イ

itと ロシ(安 保、 そ して

2015新ガイ ドラインと戦争法成立で

安保を超 える日米li lT同 讐1に 踏み i△

んだ新 日米国盟を覆す ことti型 野 占

新基地建設阻止か ら全基地撤 去、軍

事植民地状況か らの 自立解放´ヽ と突

きi菫 む沖縄の聞いに真正面か ら向き

合 うこと=問 われているの |ま 、ヤマ

トにliむ 私たちの問いだ行

▲官邸前緊急抗議行動に 400人 (5/25)

兵で 1)軍 の雇用員で もないJと い う 沖縄で |ま
「米兵を基地か ら出すな」

情

評
掛

一．

．，
一
・　
　
」
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厳戒態勢を許さず聞いめく

北村 裕

椰勢志摩サミットに反対、

は じめに

5月 26,27日 、二重県賢島で先進

国 首脳会議 (G7)が 行われた,私た

ちは、伊勢志摩サ ミッ トに反対する

仲間 と共に実行委員会を立ち上げ、

集会 とデモを行いサ ミッ ト反対の闘

いを行つた3

伊勢志摩サ ミッ ト|ま 、アメ リカ等

の諸大国が魔界の支配秩序を維持 し、

相互の利害秩序をはかる談合の場で、

今回 |ま
「対テロ戦争」の推進が緊急

の課題 となってお り、このよ うな一

方的な支配秩序の強行を許す ことは

できない=更 に、新 自由主義路線の

推進による世界経済の破綻への対策

を調整す る場でもあ り、多くの労働

者 。民衆の生活の破壊 を一j曹 もた ら

す もので もある.そ の うえ、安倍政

権 |ま 、サ ミッ トを目実に 「対テ ロJ

治安訓1練 を実施 し、空前の厳戒態勢

を全 |コ 規模で張 り巡 らせた,

5・ 8サ ミッ ト反対集会

5月 8日 (日 )、 伊勢志摩サ ミッ ト

反対集会が南部労政会館において行

われた[集会は、実行委員会を構成

する 2団体か らの発言で開始されたc

「戦争法廃止 !安 倍倒せ 1反 戦実行

委員会 J、
「破防法・組対法に反対す

る共同行動」、それぞれが、伊勢志摩

サ ミッ ト反対実行委員会を立ち上げ

た経緯 と、伊勢志摩サ ミッ トに反対

する決意表明を行つた
`

続いて、東京新聞特報部の田原牧

さんよ り、「中東か ら見た世界の現

在Jと い うテーマで講演が行われた。

現在 中東は混迷 してお り、「テ ロ対

策」では どうにもな らない深亥Jな 事

態になっている.根底には、西欧に

よる「植民地主義」と「差

別」があ り、これをなく

そ うとしない限 り、政 ,台

的な響きのある「反テロ」

で 「イスラム国Jを封殺

することはできない。 こ

れまでの中東の混迷に対

する歴史白雅 過、イスラ

ム国の存在をどう考える

か等、田原 さんの読み方

が語 られた うえで、余計

な恨みを買 うことなく、我 々|ま どう

これ らに付き合 うべきかを考える し

かない、などが話 された。 これに引

き続 き、会場 との間で質疑応答が行

われた,

休憩の後、各戦線よ リアヒ
ー
ールが

行われた,発言 |ま 沖縄 。一坪反戦地

主会関東ブロック、G7茨城 。つくば

サ ミッ トを開 う会、足立昌勝さん (救

援 連 絡 セ ン タ ー 代 表 )、 ATTAC

」apan首
´
都圏、 反安保実行委員会、

辺野古 リレー、「対テロ戦争Jと 天皇

祐1賛 美の G7伊勢志嘩十 ミッ ト:↑ Ⅲ

実行委員会が行つた。

続いて、5月 2日 に関西においてイ千

われた大阪府警公安 二課による一斉

強制捜索を弾劾す るア ヒールが読み

_liげ られた。

最後に、立川 自衛隊監視テン ト本J´

の仲間から、5月 22日 伊勢志摩サ ミ

ッ ト反対新宿デその行動提起がなさ

れ、集会 |ま 終了 した.参力目者 |ま 160

名であつた。

5.22サ ミッ ト反対新宿デモ

5月 22日 (日 )、 伊勢志摩サ ミッ ト

反対新宿デモが行われた。デモの結

集地点の新宿柏木公園にて、前段集

会が行われた.集会は、司会よ り 5

月 26,27日 に行われる伊勢志摩サ ミ

ットの対テ ロ戦争への拡大に対する

率1弾 、5月 19日 に京都 。大阪で 3名

の il]間 の不当逮捕があ り、サ ミッ ト

反対闘争への事前弾圧への弾劾、そ

して、沖縄の元海兵隊員による女性

殺害に対する弾劾 とすべての基地撤

去などが力強く宣言され、開始された。

子さ言は、辺野古実、G7茨城 。つ く

|ザ サ ミッ トを問 う会、 日韓ネ ッ ト、

反安保実行委員会、救援 i菫絡セ ンタ

ー、争議団連絡会議、地域共闘交流

会、「直接行動二の学生より行われ、

最後にサ ミッ ト|二 反対する海外か ら

のア ビール (韓 国、フィリビン、台

湾、アメリカ)が読み上 :ザ られた「

集会に続いて、「サ ミッ ト反対 |」

「対テロ戦争反対 |二 の力強いコー

,と 共 1■ 、デモが捕本公感を轟発 し

て、新宿一帯を行進 した,参加 ノ、員

|ま 250名 .沿道のノ、た ら1■ 、伊勢志

摩サ ミッ ト反対、 ,中縄米軍属による

女性殺害糾弾、安倍政権打任1を訴えた.

デモ隊 |ま 、解散地点の粕木公園に

戻 り、ATTAC」 apan首者|;圏 、5.26,27

のサ ミッ ト現地闘争の訴えを受け、

力強くシュブレヒコールを行い、5。

22新宿デモを終 rし たら

5月 26日 、27日 |ま 、り勢志摩サ ミ

ット反対現地行動が行われた↑

伊勢志摩サ ミッ ト反対 |サ ミッ ト

弾圧糾弾 |「 対テ ロ戦争J反 月 1共

に聞い抜 こう |

=購
‐

=´
‐
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く4。 28〉シンポジウム報告

「沖縄こそく反テ回戦争〉の現場であι
:、

現在進行形の戦場である」

4月 24日 、東京・全水道会館にて

「〈反テロ戦争〉に向か う時代に考え

る一世界史の中の沖縄 /辺野古Jをテ

ーマにしたシンポジウムが開催され、

約 100人 が参加 した.(428)シ ンポ

ジウム実行委員会の主催、九条改憲

阻_上 の会協賛.2013年か ら毎年 4月

に開催され、本年で 4回 目になる.

冒頭、F戦場ぬ止どぅみ』の三 上智

恵監督がブロクで公開 している映像

『 先島台風、本土上陸』上映c主催者挨

拶の後、田仲康博さん (国 際基督教大

学 )、 板垣雄 三さん (イスラーム研究 )、

九り|1哲 史さん (明 治大学)の 3人から、

テーマに沿つて問題提起があつた。

沖縄で生 まれ育った EL■ 仲康博 さん

は 「挑発的に言えば、我々すべてが

テ ロリス トである」 と語 り始めた
=

2001年 9月 11日 のニュー ヨー クの

「テ ロ」直後に在沖米軍基地が最高

度の厳戒状態にな り、沖縄県警 とヤ

マ トか ら派遣 された機動隊が米軍基

地を警 lll」 、米兵 t,銃 口を基地の外に

向けた。 この時、銃 口を向けられた

沖縄の人々は、沖縄戦の体験 を想起

した=沖縄戦では、 日本軍か ら沖縄

言葉を話す ウチナー ンチュがスバイ

として敵視 され、殺害 された例 もあ

つた。「我 々すべてがテロリス トであ

る」 とはこの事態を指 しているc田

仲 さんは、海兵隊基地の中を通 る沖

縄 自動車道にあった 「流れ弾に注意」

の看板、米軍の管制空域を避 けて超

低空飛行の危険を冒 して自衛隊 と共

用の那覇空港に離発着する航空機、

2004年の沖国大への米軍ヘ リ墜落事

故の現場を封鎖占領 した米軍の動き、

沖縄文化講座

機動隊と海保、海 自 (2007年 に掃海

母艦 「ぶんご」が辺野古沖合に登場 )

まで出動 させて強行 され る辺野古新

基地建設等々を列挙 し、「沖縄 こそ

(対 テ ロ戦争)の現場であ り、現在

進行形の戦場である」と指摘、「国家

か ら離脱 し非国民になること、国家

の喉に突き刺 さる刺になることが重

要で |ま ないか」 と挑発的な問題提起

で締めくくった.

板垣雄二 さんは、主催者が掲げた

シンホジウムのテーマ 「〈反テ ロ戦

争)に 向か う時代に考える」 とい う

表現に疑義を呈 した。伊勢志摩サ ミ

ッ トの舞台で (反テ ロ戦争〉への本

格参戦を宣言 しよ うとしている安倍

政権への警戒 と批判を強調 した表現

だが、「
i丑 野古の状況に現れているよ

うに、すでに我 々はグローバルな (反

テ ロ戦争)の真っ只中にいる、とい

う1青勢認識 こそ重要」 と指摘、「1970

年代か らイスラエルが グローバルな

(反テロ戦争〉を始めた。 (反 テロ戦

争〉|ま植民地主義の最後の断末魔であ

り、社会′心理戦争だ」と述べ、(反 テロ戦

争)による「人類共倒れ」から抜け出す

ための「新しい市民革命」を提唱した。

丸川哲史 さんは、 1960年 安保 と

2015年安保闘争を比較 して論 じ、「東

アジアの平和を考える時、『立憲主

義』と『労働 (階級)問題』、『アジ

アの連 帯』 が重 要 な フ ァ クター J

「2015年から 16年にかけて重要課題

としてせ り上がってきた辺野古問題

は、 日本内階級格差の問題 とも言え

るし、アジア連帯の課題にも繋がるJ

と指摘。2015年安保闘争の中で 「中

国脅威論」に対す る有効な反論が見

られなかったことに注意を喚起 した
=

「アジアの平和を考える時、中国が

どうい う存在であるか とい う問いを

避けることはできない」「『 島』 とい

う土壌で考える世界観 と中国のよう

な『 大陸』では、世界観を ll~る 基礎

的な ものが違 うのではJと 発言。丸

川さん |こ よれば、「中国は、南の海 と

西の内陸を、同時に、相互的に考え

る」。中国国内に過剰に蓄積 された資

金 と過剰生産物が、大陸 と海洋に向

かつて巨大な流れ を作 りつつある.

「一帯一路構想」はそのひ とつの方

法だ3そ もそも中国 |ま 、中央アジア、

東南アジアも含み、「東アジア」 とい

う枠を超えざるを得ない。そこで 〈反

テロ戦争)と 関連が生 じるこ「辺野古

で起きていることと、南中国海、中

東や中央アジア、 さらにアフ リカで

起きていることはすべて連動 してい

るもの として分析 し、考察せ ざるを

得ない とい う時代に入ってきている

のではないかLと問題提起した (『 情況』

8・ 9月 号にシンポ全記録を掲載了′定)」

シンポジウム終了後、ヘ リ基地反

対協共同代表の安次富浩さんか らの

メッセージが、辺野古現地闘争に何

度 も駆けつけている学生か ら読み上

げられたc最後に、伊勢志摩サ ミッ

トに反対する実行委員会か ら 5月 の

行動が提起され、17時 に閉会 した。
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伊方から

熊本地震―椰有原発の過酷事故の恐

怖に苛春れ
伊方の家人木健彦

八幡浜でも震度 5弱

去る4月 14目 熊本で震度7の地震が

発生した。(註 )翌 々日 16日 に|ま 更に

大きな地震がやはり震度7で 発生した,

こういうことは前例の無いことと気象庁は

発表し、全ぐ予測のつかない地震である

と表明した.し かも政府の「地震研究推

i■ /4N吉
|`」 li 30 1F以 ノ1にこσ)ようイ11也 震

の起こる確率は 0.1'6未満と発表してい

るところだつた。この地震は中央構造線

の西端で生じたこその後余震 |ま 毎 日の

ように続き、震源域は西南方向=川 内

原発に近づく方向と、大分県へと東漸

する方向へと拡大している。16日 (二 |ま

八幡浜でt)震 度 5弱 を経験した。その

時 誰 もが「伊 方原 発 |ま どうなつてる

か ?Jと思わざるを得なかつた.

[註 ]高 舞l大 の岡村教授 |ま 熊本地震で|ま

過去に例のない上 ド動の大きな揺れ

が観測され (1399ガル )、 仮にlllllい 岩

盤で半減したとしても約 700ガルであり、

基準地震動の 377ガルを遥かに超えるし

伊方での中央構造線 による地震 |ま

1ヽ8,0モ)想 定され熊木地震の比で |ま な

い」「規制委 |ま 熊本地震を検証して審

査を再検言」すべきJと 訴えているし

原発を動かさないことが防災の大前提

愛媛は中央構造線の中で本命視さ

れる位置 |二 あるしそして伊方原発 |ま 中

央構造線の直近にあり(半 島の 5 km先

の沖合)、 そこでの地震はほぼ直下型と

なり、市1御棒の挿入さえ間に合うかどう

かと不安視されている。ここでいつ巨大

地震が起きるかわからないこ

に仲央構造線のこと|ま耳にタコができるほ

どに聞かされてきたが、それが現実性を

もつて身に迫るものとなつたのだcそ し

て南海トラフ巨大地震はこの 30年以内

に 7害1の確率で生じると言われている.

地震による伊方原発の崩壊。過酷事故、

そして大 量の放射能放 出が南 予・|]

国・環瀬戸内地域を覆いつくし、死の土

地。死の海に化してしまうこと:それは今

そこにある危険である「
一方で|ま常にそ

の恐怖 に苛まれ、そういう恐怖とともに

暮ら→
~こ

とを強いらi■ 、他ブプで|ま地震 |ま

止められないが原発災害は人間の手で

取り除くことができる、原発を動かさない

でなくしていくことが防災の大it提であ

り、地域が生き延びていく11で 、最も切

迫した課題、最大の正義であると痛感さ

せられていくこ

地域社会の生存 を巡る一大宣伝戦

規制委と四電は「(原 発の)敷地内で

はそんなに揺れていないからそんなに

心配すること|ま ない、大丈夫 Jと いう白

分たらの 目先の「安全理論」を振りかざ

して、人々の「生き延びていく」ための気1

恵と常識 (社会通念と言つてよい)に |ま

徹底して背を向ける.政府 |ま「戦争ので

きる国として世界ににしていく軍事大 |■
Nl

にとつて不 lll‐ 久な核技術の保持と原発

輸出」のため、四電は「当面の株主利益

のためJ、 地域社会にどのような犠牲を

強いようとも「再稼働 |まやめられないJと

いうのであるt現在 lJLj電 |ま20km圏 28000

戸に対して全匹1国から社員をのべ 1350

人動員して全戸訪間による7月・3号機

再稼働に対する説得活動を展開中であ

る.我 々も全愛媛で、全四国からの応

援を得て20km圏 に対する全戸訪間によ

るマンガバンフの配布活動を展開して

いる。四電との遭遇・競合をもつて、まさ

に中央構造線の地震と原発をめぐる、

地域社会の生存を巡る一大宣伝戦の

中にある。

再稼働阻止は住民の自己決定権要求

人幡浜住民投票署名運動 |ま 住民投

票を求める市民の会に結集した市議■

市民、受任者として奔走した150名 の市

民、とりわけ最大の繁忙期にあるミカン

農家の熱意、そして南予をはじめ愛媛

県下からさらには全四 |=|・ 広島・関西・

東京からの支援を得て大きな焦点を形

成し、有trF者 の 113に達する選管認定

9939筆 有効署名をかち得た,それ |ま 福

島を繰り返して|まならないという意識が、

民主主義の問題― 住民の自己決定権

の要求と結びついて li∫ 民を深くとらえ、

ヒくに 'ミ カンゴ(1のまち1を 自身′)II史 。

文化・誇りとしてtヽろ′、播 1兵 市民にとつ

て譲れないものであった二従つて 9939

筆の署名 |ま 8・ 5「 移t明 会」-9・ 2國 :答 、

そして大城市長体制 (再稼働推 i■ 決議

をした 8名 の ,if議や同要望書を提出し

た商:11会 )への叛旗であり、敢然たる否

定であり、正面からの対立であった=既

存の公的意志に対立する付1会 の意志

がせり_Lが り、それをもう一つの公的意

志として刻印して害1つ て人ろうする1,の

だった.(その意味でそれは地域の率

力iみ 造の変革を|ま らんでいた1)し か ()

それは 30 km～ 50 km圏 (南 予 )プ )|■ 趣を

決する八幡浜の 9・ 2江
=卜

(本 11を ′f破 し

引っ瀾|が していくtり のヒして、市干'全 体

の意志を決する重みをもつていた。だか

ら市長派も住民投票の抹殺 |二 必タビであ

った。1。 28臨 時「if議会 |ま結果は誠 |二 残

念なものであったが、この記憶 |ま 消える

ことなく生き続ける.いつの日か、名護と

同じく「今にして思えば、あれが今 [Jの

出発点であつた」と言える目が奮J来する

であろう.

こういう課題をも含みこみながら、当面i

の再稼働阻止 |ま 闘われる。伊方原発注

しI卜 め訴訟― 仮処分中し立ても広島。

松山。大分と広がっているように、再稼

働阻上の現地行動 1っ 全 llli国 。全環瀬戸

内地域が結束して立ち向かっていぐ

陸海共同の問いとしてっ
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墓延する差11・封Fタト主義を打ち砕こう r

ヘイ トスピーチ対策法案をめぐって

差別・排外主義に反対する連絡会 tヨ 野り|1 蓮

5月 12日 、参議院法務委員会での

審議が続いていたヘイ トスビーチ対

策法案 |ま 全会一致で 由r決 され、衆院

に送 られ今回会で成立することにな

った.本法案の出発点 |ま 、 1人 種差別

撤廃法案二 として、差号llと ヘイ トス

ピーチを許 さない趣 旨で提出 された

ものであった , ところが、 |1公 it当

初、「表現の自由を侵
=す

る春れ_が

あると言つてみた り、一方で
'国

会

前の騒音 {)、 沖縄のヤ ンキーゴーホ

ーム t)ヘ イ ト」 と矮小化 した り、あ

げく|ま
「うち (自 民党)|ま排外主義

者が多いか ら二などと法案に消極的

であった1と ころが、4月 になって自

公案が提出される。その中身は、「不

当な差別的 言動」の彼害者を 「本邦

の域外にある国又 |ま 地域の出身者で

ある者又 |ま その子孫であって適法に

居住するものJと 定義 した,こ れで

は、在 日朝鮮人・韓 IJブ、以外は、非

ili規 滞在の外国人、難民、アイヌ民

族、被差別部落民 1)す べて除外 とな

って しまう.

差男ll撤 廃の基本 |ま 、出身地を問わ

ず、適法化が否かを問わないのは当

た り前のことなのだ.さ らに与党案

では、ヘイ トスピーチを 「違法J「禁

Ih」 とす る文言 t)な く、差別的言動

の解消に 1向 けた地方公共団体の施策

を 「努力義務」にとどめている,何

故 このような、歪曲が行われたのか,

与党 は早期 に刑事訴訟法 の改悪案

(盗聴法の拡大,司法 llR引 の導入な

ど)を今 |工1会 中に強行 したいために、

同 じ法務委員会で懸案事項の 「ヘイ

ト～」に決着をつけたい,そ のため

には対案を出す必要がある.そ t,そ

も現在の 自民党議員の半数以 11が 目

本会議 メンバー、この 日本会議 こそ

が草の根右翼・排外主義集 l ll、
ヘイト

スヒーチが蔓延する 11壌 をつくりだして

いることを見逃して|まならないのだ[

こ17‐l課題で |ま 五日の院内集会が勝

ち取 られ、川崎のハルモニたち、在

ロコリアン弁護士協会、アイヌ民族、

部落解放同盟、移住労働者ネ ッ ト、

沖縄な ど、多様な運動が結集 して、

与党案による差 Bl・ 分断策に対 して

怒 りの声を上 |ガ てきたこ差別・排外

主義に反対す る連絡会 も、人種差弓||

撤廃法に向けて尽力されてきた弁護

士の師岡康子 さんを迎えて学習・討

論会を行い、毎 |■|の院内集会に参加

してきた,そ の過程で、 1'131「 ]、

1千 ノ、の決起でヘイ トデモを包囲 し、

デモ コースを実力で変 更させたオー

ルチ|1崎の市民、在 日の決起に合流 し、

オール川崎 ネッ トか らも院内集会で

の参加、発言がなされ るな ど、街頭

における大衆的カウンター行動 と1上 |

会内外の結合がつ くられた=法案は

その後、野党の修正を受け入れて、

附則 |こ 除外 された対象を入れ るなど

の駆 け引きの末、合意に至った ()の

だc法務委における圧倒的な与党主

導体制のなかで、一定の中身を入れ

込むことができたの |ま運動の力では

ある.そ の上で、差別・排外主義を

打ち砕 く道程 |ま 、 日本会議に牛耳 ら

れた安倍政権を倒す こと抜 きにはあ

りえない。

こうしたなかで 4月 23日 に|ま 、差

別・排外主義に反対す る連絡会主催

による講演集会が 90名 の参加で開催

された。今回のメインテーマ |ま
「草

の根右翼は |コ 境を越えて世界にはび

こる !?～ 仏・
|■l民戦線 !独・ベギ

ー タ !米・ トランブ |そ して「1本 会

議 !」 t講師 |ま 、辻 子実さん、鵜飼哲

さん.ま ず辻 子さんは、靖国問題ヘ

の関わ りを |ま じめ 日本の宗教イf翼 と

政治 とのつなが りを研究 し続 けてき

た。何か と話題の Fl本会議であるが、

その トップに|ま 神社本庁や生長の家

出身者がいて、実働部隊 |ま 新宗教の

人間が多い とい う=そ υ)実態はまだ

全面的に角子明さオ
´
して |ま いないが、 自

民党の票口|と して、また |:こ の1長 改憲

勢力として膨大なに野を形成する.

鵜飼 さん |ま 、欧州に拡がる 「テ ロと

の戦い」「難民排斥」で伸張する極右

レイシス ト、ネオナチ らが、選挙で

も伸びていること、その特

`敗

、 アメ

リカの トランプを支える白人大衆層

とい う構造を見据えなが ら、日境 を

越えた対抗運動の必要性を訴えた.

両者の提起をふ まえての討論では参

加者からも多くの意見が寄せ られた ,

連絡会 |ま 、 年 |こ f可 [可 かグリぢ虫ll ttI理 iと

して、差場||・ 排外主義 をめぐる状況

の洞察・分 1■ と、社会的包囲網を形

成する大衆行動を呼びかけてきたが、

今はとりわけ重大な局面であ り、危

機的ツt,夕とだ とヨ:え る: 熊本地震に際

して 「朝鮮 人が井戸に毒を入れた」

といったデマがネ ット 11に まき散 ら

さオ■、 1970`キ ft(こ 社1会 白勺|こ 多|り ■そら

れたはずの 「部落地夕1総 監上に類 ヒ

たものが出回る (作 り手t)開 きI白:る )、

元卜L幌市議が、アイヌ差別の暴言を

吐き、在特会 らが拡げていること
[′

レインボーパ レー ドに極右の稲 田 ll l

美 (白 民党政調会長)が挨 l拶 するな

ど、これ までの在特会が跳ねて、カ

ウンターが対
‐
抗するといつた構図よ

りひ どい事態だこ シングルイシュー

を越えた連帯・共闘を !
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TPPIき、

経済成長への国家締動員体制

大杉仁

ぼ

報
TPPは国民国家を解体するのか ?

卜1本 (D含 む 12ヵ 口が国境を越えて

経済連携するTPP(環 太平洋経済

連携協定)の 交渉が妥結 し、関連法

案が国会に提出された.TPPIま 統

一 した経済圏を形成す るものなので

日本の国家の危機であるとの意見が
´
F P P ttti運 動の「IIで 語られている[

国境線で |え L‐/1ら れたある 一定の領 il

において国籍を持つ構成員、 1国民」

で形成 され る 「国民国家」 |ま 政治経

済を語るllキ の基本的な Fii位 として語

られてきた 法律や制度を複数の「匡|

民 |=1家 i lFll l:で統一するとい う点で

確かにTPPは 国家を解体する条約

に見える:し か し本当にTPPは 「医|

家Jを解体するのだろ うか ?

私 |ま む しろ 「
|ヨ 民国家」の役害1が

変容する :ぅ のの、ある面では 「
ll l家 1

の機能 |ま強化されると考える.

企業体のよ うな国家への変化

|1本 で |ま 企業競争力強化、企業が

'高

躍 しやすい 「国1に 日本をすると

い う政策が ll‐ ら出さ,・していろ その

象徴 |ま 2016年 4月 より法人税率 |■ 2

39(イ)か ら234%に 引 き ド|デ られた

事だ: さらにTPPも 経済成長の起

爆斉」として|「 ち出された

ア メリカ在千i:の 地 llll学 者のデイ ヴ

ィッド・ハー ヴェィは新 自由主義国

家の特徴 として 「目」力`ある種の企

業体のような もの とな り、国際的な

競争力を強 fヒ するための施策を実施

するとい う共通点を指摘 した.TP
Pが 目指すの |ま ある種の企業 lltの よ

うな 「国家」で |ま ないか ?ア メ リカ

のオバマ政権 |ま アメリカの経済成長

と市場拡大のためにとい う理由か ら

TPPを 推進 してきた=「 1米 で似た

政策が同時進行 している.TPPIま
国境を越えて企業が活動 しゃすい、

利益をあげやすい空間をつくるため、

法律制度を統一し、企業天国の空間を

加盟十数力国で拡大しようという動きだt

人民主権 を解体する TPP
TPPで は企業大 14Lllの 空‖1を つ く

る仕組み として ISDS条 項が設け

ら,tて いるc これはTPP参 力月ITl σ)

法律 。制度が海外投資家の利益を侵

害するとみな した時、企業が参加国

を国際的仲裁機関に訴え、仲裁機関

が認定すれば参加 |ヨ に対 して企業ヘ

の損害賠償を強制できるとい うもの

だP公共性のため、法制度な どで民

主的に規市1を すること自体が否定 さ

れ る3 TPPIま民主主義を破壊す る

ものなのだ「 ノ、民の要求を踏 まえ国

会で法律がつ くられた として (,、 企

業が ISDS条 項で訴えれば法律が

撤 llllさ れて しまう,も はや民主主義が

ないのも同然な状況になりつつある

経済成長への国家総動員体制

政治家がTPPを 語る時に 「日本」

の競争力が強化され、「国民」の生活

|ま 豊かになると語 られ る「 安倍政権

で|ま 「強いl・・l」
「日本を llkり 戻す」と

い う言葉 |ま (Ittlll1 1)使 われている ,

ドイ ツの政 治経 済学者 の ヨア ヒ

ム・ ヒルシュは グローバル化の時代

では世界的な経済競争に打ち勝つよ

うな F・ l家 。社会体制の構築が最優先

課題 とされ、その実現のため 「国民 J

が動員 されていく状況を 「国民的競

争国家」 と表現 したこ

安倍政権は強い 日本をつ くるとの

表現で多 くのノ、民をグローバル経済

での競争に動員 しよ うと形を変えた

ナショナ リズムを利用 しているc「 国

民国家」はグローバルに人民を動員

する装置にな りつつあるのだ3

企業独裁 の牢獄 か ら人民の暮 らし

を大切にする社会に変革 を !

曰本で格差 と貧困の問題が注 目さ

れ るよ うになつて久 しいこ不安定な

雇用 と言われる非正規雇用の害1合 |ま

40%を 超えた と 2105年 12月 に発表

されたr

非正規雇用の拡大は世界中で同時

進行 してお り、例えば韓国は 32.5%

(メ女イ1「 千t il)う ブ`111111見

'マ

ニ月1アゴ(→rill■ 50%,

以上と指摘)=韓国 |ま TPPと 同様に I

SDS条 項を持つ FTAと 呼ば′lる

国際協定をアメ リカと結んだ:企業

競争力を強 fヒ する美名の ()と で不安

定雇用が拡大 したのは「日本_t~韓
F■ l」 も共通する _

日本の_ll場 企業のなかで約 3割 |ま

外国人投資家が株主だ=株 主 tヽ 多 lTI

籍化 したので、 日本の企業は 巨本を

主な市場 として 日本人経営者が 藤本

人の株主の利益を考え運営する と|ヽ

うのは t)はゃ過去の話だ。企業は多

国籍化 した投資家の短期的利害にそ

つて動 く存在だ :

企業が活躍 しゃすい 「国家」 と|ま

多 |』 籍 fヒ した投資家たちとその代理

人である経営層に奉仕する国家、そ

して労働者農 lt― な ど人民をグローバ

ル競争の名の もとに L‐71り 捨てつつ、

多国籍化した企業に奉仕する.国
家」形

成に動員していく体制なのだ

うt4こ 述べた IsDSIこ 見 らオ■るよ

うにTPPは 民主主義 を破壊 し、労

働者農民な どの暮 らしの破壊 と多国

籍企業の独裁的な権ソフを生み出すっ

多国籍企業の天国 とはまさに労働者

農民などノ、民にとっては地獄だ[私
はTPPに は反対だ,共に連帯 し、

人民の暮 らしを大切にする社会への

変革を強 く訴えていきたいと思 う。



2016 6 1 赤 い フ ロ レタ リ / ヽ/ノ

韓国総選挙の結果 と評価

結果 |ま
「与党

'1:勝

、野党縮 小、進

歩消滅」 とい う事前の予想を全 く覆

し、与小野大がどli現 した「 総 じてい

えば、朴性恵政権が審判 された.

投票率 |ま 、前回より 3.8%)ア ップして

いる。′10代 、50代、60代 |ま 変わらない

が 、20代 、30代 が大きくアップ してい

るcセ ヌ リ党の地盤である大邸、釜

山が下から1位と2位になっているこ

比例では、「共に民主党」 |ま 伸び悩

み、国民の党が躍進 したが、 これ |ま

「共に民主党」 と国民の党 |■ 対して

交差投票が行われた ことを意味 して

いる,つ ま り選挙IXで |ま 死に票を避

(ナ
「共に民主党Jに投票 し、比例で

|ま |=1民 の党に投票 した ことを示 して

いる。韓国民衆 |ま 、朴僅恵政権を審

判 したが、同時に朴桂恵政権に対 し

て妥協を続ける 「共に民主党」に対

して ()審判 した とい うことだ
`:

なぜ こうなつたのか

セヌ リ党が敗北 した大きな理由の

つに、 派刻な生ギ想争いの「ブ、紛ん`お

る]|卜 種恵大統領 |ま 、親 |卜 健恵派の

中で も自分に近い真朴派のみを公認

し、多 くの現職議員が外 された.公

認争いの泥仕合に嫌気が さした保守

層 |ま 、選挙に行かなかった
=

朴種恵大統領は 「不通の女 FF」 と

言われ、セ ウォル 号沈没責任 1問 題、

教科書固定 |ヒ な ど、他の意見を開か

ない独善 と傲慢な |」 政運営 7‐l強 行に

批判が集まっていたJ11」 民生活 と民

主主義の破壊に対する怒 りが 1亀 まっ

ていたtl卜 性恵政権が審判 される素

地が非千11'に 大きくなつていた

この選挙 tノ )大 きな争点の つ́ |ニ リ|:

正規職の増大な ど格差拡大の問題が

ある:こ れ |ま 朴撻恵政権の財閥だけ

を優遇す る|■ 財間の経済政策のり(敗

だ[特 に格
=拡

大 t/~早 :で ある若年層

の失業率 |よ深亥1で 、2月 には 125%)、

4月 日寺点 で は 市千年 比 1.1%ナ曽で

118%と なつているこ これが 20代、

30代の投票率が 11が つた理由だ.

1月 に朝鮮は核実験 とロケット

発射を行い、3月 始めにIIl連市1裁

が,夫 i議 さオ■、3月 7「1か ら開ク台さ

れた米韓 合同軍事演習 とい う大

変緊張 した情勢の中で行われ た

が、不思:議 なことにこれ 自体は選

挙の大きな争点に |ま な らなかっ

たtただ韓国の独 自制衣 として、

南北のil解 と交流の象徴 と tン てあつ

た開城 工業 |ヨ 地の操業停 [Lは 、朴樺

恵政権の強行 一本倫の対北政策の失

敗 として大きな問題になつた
[

また投票直前に朝鮮 レス トラン従

業員の集IJ脱 北があったが、北風 |ま

吹か41か った 今回の事件 |ま 1lJ家 情

幸kl院 の介人 tp l旨 右高さえし、 t,は やFl民

が鴨 されないとい ことで |ま ないだろ

うか
=

今 ll・ の選挙で |ま 、いくつかの選挙

区で、「共に民 ヒ党」と正義党の野党

―一本化が行われ、蔚 |11と ll l原 で |ま進

歩勢力 と t)一 本化が行わ,1大 きな 1文

果を 卜l:ザ た

|:卜 1使 恵政権が推進 しようとしてい

る労働法改悪 |ま 、国会審議が ス トッ

フ して未だ |二 町1lLし ている. このよ

うに民主労総プ)ゼ ネス ト、11。 14民

衆総決起にみられ るような聞争の激

化膚i揚 |ま 、その裏の民衆の広範な怒

りの激 (ヒ が 全体の意識、げ1い をか さ

上 1ず し、セ ヌリ党をi菫 い込んだ こと

を見てお く必 要がある :

与小野大になつても問題が

今回の総選挙に際 して、 りtに 民 11

党:|ま 中道層か ら保守層 までを取 り

i丞 もうとして、文在寅が辞任 し、非

常対策委員長 (=選対委員長)に 、

大統領選挙当時、 :卜 性恵選対共 |11本

部長だった金錘 11が 夕t任 した
:

金錘 lilま 、労働法改悪反 1ヽは 明確

にせず、北 1引 鮮赫l壊論 をlll lえ_た り、

11本 軍 i慰安婦1問題で 1主 12・ 28「 |

韓合意履行を要求 した りと、セ ス リ

党 と大きな違いがない セ メ リ党、

「共に民主党」、国民の党、この 3党

|ま憂11念 |ま 違 うんヽ t)し れ′ないが、11々

の政策で |ま セヌ リ党 と大きな違い |ま

なく、3党のお1み 合わせで政策が決 ま

つて くる.何のための 予小野大かわ

か iノミい、

進歩政党の結果 と評価

‐般的に|ま 、院外進歩政党は 1%以

下で全 く展望がない、lE義 党を合わ

せて も、かっての民主労働党、統合

朴模恵政権に審芋u下した韓口縮選挙

尾沢孝司

IXう) 議席 政党別当選者数    (2016.4.14現在)

セヌリ党 共に民主党 国民の党 1三 義党 無所属

選挙区 253 105 110 25 2

上ヒ1列 47 17 13 13 4

合計

(現職 )

増減

300 122

(146)

-24

123

(102)

■21

38

(20)

■ 18

６
　
“

年代別投票率

年代

(歳代 )

第 20代

総選挙%
第 19代

総選挙%

差

20 194 36 2 13 2

30 =19.5 43.3 6.2

40 53.4 5.1.1 -07

50 65.0 65〕 1 -01

60 70.6 69.9 0,7
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軍隊がある限ιI続く人権侵害 r
軒 号外   翼

『

二
=

岬 りん

赤いデイゴの花が咲 くころ、沖縄

の人々の′Lヽ がざわめ く、 と聞 く. 力11

縄戦の記 1意 にさいなまれ るか らだ と

しヽ う

沖縄戦か ら米軍による過酷な軍事

占領、「復帰」=lll併 今後 も継続する

日米共同管理下の軍事植民地状況「
「軍隊 |ま ノ、民を守 らない」 ことを確

信する歴史の証人がいる ,

元自衛官の泥憲不口さん |ま 「兵士に

|ま 迷わず「1の 前の人間1を 殺す ことが

できる F非 ノ、問化詞1練Jが必要」 と

証言している=そ の 「非人|‖1化 諦1練 J

を受けた米軍兵士に とって、女性は

侵略 した 11地 に付随す る 「戦利出1」

で しかない=そ こ|こ ノ、権は認められ

ていない
,

2016年 3月 15日 、 1米 軍兵士の性

暴力事件 (準 強姦 事件)被害者への

=≡ =壺
≡

=壼
壼 ≡ ≡ 菫 ≡

=壼 =≡
進歩党が獲得した得票 (13〈 /)～

10%)に届かないので、展望が

ないと言われている.

今FI進歩 4党が得た比例政党

得票数 |■ 213万票だし2012年 総

選挙の比伊1得票 254万票に |ま 及

ばないが、2014年 地方選挙の時

の広域比例政党得票の合計 223

万票 と大差ない.つ まり200万

票以 [1の 票を進歩政党が維持 してい

るとい うことだ。 この こと|ま 今後の

発展の担保 |こ なる.

今回民主労総は、進歩勢力と共に

「2016総選挙共闘本部」 (労 働者・農

民・貧民を生か した朴僅恵政権審判

2016総選挙共闘本部)を結成 し、安

易な解雇反対など 12大要求掲 げて、

戦略的選挙区 1失補 6名 を定め、12大

|´ 分な対処を求め、米軍の撤選を求

める要求書Jカリリ也・軍隊を許 さな

い行動す る女た ちの会 (共 同代表

高 llJ鈴代・糸数慶子)か ら全国 |二 発

信 さオ■た。3ナ11311に ガ|:覇 市内のホ

テルで観光客の 女性がキャンフ・シ

ュワブ所属の米海軍―等水兵の男に

より性暴力被害を受 |ナ た事件 |二 対す

る抗議・要請書である「

沖縄の抗議行動の速 さ|ま 、戦後 71

年を経た現在 t)、 基地・軍隊が :っ た

らす秦ノブ事件がな くなつていないこ

と|こ 対する、沸点に達す る怒 りがあ

るか らだぅ沖縄県警によると、「復11:」

後の米軍ノ、・軍属による犯罪件数 |ま

58961=、  1111ムまプリ司三「 11グ) 「オi肯 ;さ 」 (411女

は今回の事件で 130件 に達す る「 も

ちろんこれ |ま氷 1当 の一角であ り、
「
摘

発」 されない事件 |ま数知Jれ ない こ

菫 菫 ≡ ≡≡ 菫 ≡ 壼
=≡ 豪 三 壼

=≡

れが軍事 111民 i・ ■モ ■
=:実

だ
=

iE野 古新基地建設を■ きない、絶

対にドll i11す る とい う:Ⅲ ■ _う 人々の強

い思いの限底に |ま 、 lJ「すの存在:こ そ

が、 こうした事件:,事 故を生んでい

る二 とい う祥i:言 lt■ ろ  自衛 1隊げう,|

イ墨百d付青十二月→
~ケ

`●
:感 も、 日本 Jl:二

よる蛮行の記モ |:イすも生々しくちろ

からだ[そ ′):ご t´r、

~減
1縄

|ま現在:進

行形の戦場で■

ジウエ、での
「

i tl:

辺
野
古
で
翻
人
抗
議

要求 を受け人れた 4つ の進歩政党を

支持政党 と定めて臨んだ。

戦略的選挙区の蔚山市北いiで 無所

属のユンジョンオ、東区で無所属のキ

ムジョンフン、慶尚南道昌原市で正義

党の ノフェチャンが、まず進歩 4党 を

含めた民主労総内で候補一本化を進

め、更に 「共に民主党」と:,一 本化を

進めて当選を勝ち取つた=こ のように

今後の労働者の政治勢力化、進歩政党

の発展 |ま lモ 主労総が大 きな カギを握

つている
=

i饉 歩政党 正義党 緑の党 民衆連合党

立候補者

(選 挙区、比例 )

65

(51、  14)

10

(5、 5)

60

(56、  4)

11   ‐        2

19、 2       (2、  0)

当選者

(選 挙区、比例)

6

(2、  4)

0 () (' . 211:i:lll i

面ギ蠍等懲
91.70511〔 :くユジヨンオ

16149%)55621

比例得票率

比例得票数

723%

1,719.891

076%)

182 301

061(I,

145 624

軸 f

0.::集会
シンポジウム

東アジアにおける
6月 11日 (土)13:00～ 17:00
幡ヶ谷区民会館僚勁榊番髪漱 5分

主催 :反戦実行委員会

点
行

一
米兵暴


