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　11・6労働者集会には2200人が参加、戦
争を止め社会を変えるために「労働運動の変
革」を誓い合いました。韓国でゼネストを闘
う民主労総ソウル地域本部、アップルやアマ
ゾンなどで労組結成が広がり鉄道ストライ
キが闘われるアメリカからの参加も。台湾や
中国、トルコ、イタリア、ドイツなどからの連
帯メッセージも寄せらた。軍事クーデターと
闘うミャンマーの仲間も力強いアピールを
行いました。岸田政権が中国侵略戦争に向け
て米韓との軍事演習を繰り返している今、日
韓米を軸にした国際連帯は非常に大きい。
　Jアラートなどで愛国心を煽りながら核ミ
サイルの配備と軍事費２倍化に突き進み、そ
のためには増税を打ち出す。年金・社会保障
公共サービスの削減も一気に進めている。進
行しているのは軍事優先の国家改造であり、
鉄道ローカル線廃止も児童施設などの民営
化もすべてその現れです。これへの溢れる怒
りの先頭で労働組合が立ちあがることが、社
会を変える力です。世界中で労働組合が結成
され、ストライキが始まっています。フラン
スでは原発までストライキで止まりました。

　　◆ 11•6労働者集会の発言から　動労千葉・関委員長　椎名千恵子さん　　　　　　　…２〜３ページ
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　だからこそ労働組合が攻撃される。関西生コン
への「団体交渉を罪とする」刑事弾圧。国家によ
る労組解体攻撃だった国鉄分割・民営化。私たち
の職場で労働者を対立させ労働組合を破壊する
攻撃があります。人員削減に対し「俺よりあいつ
を解雇しろ」などど始めれば、次はもっとひどい
要求を飲まされる。団結して立ち上がることが労
働組合を強くし、労組破壊を跳ね返す道です。
　労働運動の変革こそ最先端の変革です。自らの
職場で仲間と議論を重ね、闘う労働組合を甦らせ
よう。11・6労働者集会はその出発点です。

日比谷野音から 2200人がデモ。東電前を通って東京駅
まで「改憲阻止」「戦争やめろ」（11月 6日）



11・６労働者集会の発言を抜粋・紹介します。

動労千葉・関道利委員長
　私たち３労組は、闘いの先頭に
立つことを止めなかったが故に、
激しい攻撃を受け続けてきました。

関生支部は今まさに、労組活動を犯罪にでっ
ち上げて89名もの組合員を不当逮捕・長期投
獄する戦後最大の労組弾圧を一身に受けなが
ら不屈に闘い続けています。
　動労千葉は、国鉄分割・民営化やその後の
業務外注化攻撃との闘いの中で70名を越える
不当解雇攻撃を受けながら一糸も乱れぬ団結
を守りぬいています。
　港合同は、次々に襲いかかった倒産・組合
つぶし攻撃に対し自主管理と地域全体の組織
化をもって立ち向かい前進してきました。
　私たちの経験が示しているのは、階級的労
働組合をつくりあげることは絶対に可能だと
いうことです。これまで日本の労働運動を支
配してきたのは「労働者は目先の要求でしか
団結できない」という労働者を蔑視する思想
でした。その結果、日本の労働運動は労働者
の権利や戦争、政治反動に対する力強いスク
ラムを次々に放棄するに至った。労働運動再
生に向けた私たちの訴えの根底にあるのは、
こんな現状を打破したいという強い思いです。
◆新自由主義は崩壊　労働運動再生の時
　日本における新自由主義攻撃は、1987年の
国鉄分割・民営化をもって本格的に開始され、
社会全体を呑み込んでいきました。雇用や権
利、鉄道、医療、年金・社会保障制度、教育、
あらゆる公共サービス、社会生活の全てを破
壊し自ら大崩壊しようとしているのです。
　その間、日本の労働運動は後退に後退を続
け、日本の賃金水準は30年間下がり続け、先

進国中最低レベルに落ち込みました。連合は
激しい物価騰貴によって人々の生活が根底か
ら脅かされているというのに、集会ひとつ呼
びかけず、自民党と一体化を深めています。
連合はもはや死んだと言わざるを得ません。
労働者自身の手で労働運動を甦らせるときが
きました。本日の集会を新たな出発点として、
労働者の未来のため、戦争を止めるため、新
自由主義を終わらせるために、全国各地で職
場・地域に分け入って労働者の力を組織する。
◆戦争は歴史の岐路　自国政府と闘おう
　ウクライナを舞台とした米・ＮＡＴＯとロ
シアの戦争は、戦争が三たび世界を呑み込も
うとしている危機、核戦争の危機を衝撃を
もって告げ知らせました。東アジアでは「台
湾有事」を振りかざした米日政府による中国
侵略戦争の危機が迫っています。
　政府は国民に恐怖と憎悪、愛国心を注ぎ込
み、世界中で大軍拡が叫ばれています。岸田
政権は、防衛費倍増、敵基地攻撃能力確保、
南西諸島出撃基地化、改憲断行を叫んで「戦
争のできる国」への国家改造を進め、野党も
含め挙国一致の防衛力強化が高唱されていま
す。「愛国心はならず者の最後の砦」です。
　万策尽きた資本主義の危機こそが、この戦
争を生み出している真の原因です。われわれ
は、東アジアでの戦争を止めるために、アジ
ア・全世界の仲間たちと固く連帯し、日本政
府との闘いに立ち上らなければなりません。
　軍事空港粉砕！　市東さんの農地に対する
仮執行に手を付けたＮＡＡを徹底弾劾し、三
里塚闘争勝利に向けて闘いましょう。
◆ローカル線廃線は分割・民営化の破たん
　国鉄分割・民営化は完全に破たんしました。
ＪＲ旅客６社の全路線の実に６割近くが「廃
線基準」以下に落ち込んだのです。それは、
すべてを競争原理の中に突き落とし、地方、

　１１・６労働者集会に 2200人

「労働者自身の手で
　　労働運動を甦らせる時がきた」
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鉄道を衰退させてきた結果に他なりません。
しかし、国交省とＪＲはそれを逆手にとって、
「ＪＲ在来線４割廃線」に踏み出しました。
岸田政権はそれを単なる地方ローカル線問題
ではなく、すべてを国防に特化していく国家
改造攻撃として打ち出しています。ウクライ
ナ戦争が情勢を一変させ、防衛省は鉄道貨物
の軍事利用の重要性を国交省に直訴し、これ
までと違う次元で動きだしています。
　さらにＪＲ東日本は「鉄道部門４千人削
減」というＪＲ発足以来最大の合理化攻撃を
明らかにしました。３月ダイ改では、働く労
働者の全系統の職名をすべて廃止し、融合化
し、数十キロにわたる広範囲の職場に兼務発
令し始めました。職種も職場も、企業の壁も
すべてとり払って、ドレイのように使おうと
しているのです。
　動労千葉は、20年に及ぶ外注化阻止闘争を
貫き、外注先企業の職場過半数代表をかちと
り、民営化体制を覆す闘いに挑戦しています。
◆４つの課題めぐり広く討議を
　第１に、関生支部への大弾圧、ＪＲの「労
組なき社会化」攻撃粉砕の闘いに全国の力を
結集しよう。この闘いの中に労働者の権利・
未来がかかっていると考えるからです。
　第２に、新自由主義を終わらせる闘いに立
ち上ろう、その鍵を握っているのは労働組合
だと訴えました。ズタズタに引き裂かれた社
会、２千百万人の非正規職、地に落ちた権利、
こうした現実のすべてを作り直すことができ
るのは労働者の団結した闘いだけです。
　第３に、労働組合の本質的な課題として戦
争反対の闘いに立ち上ろうと訴えました。　
　第４に、労働運動の不可欠の課題として、
国境をこえた労働者の国際連帯闘争の発展の
ために闘おうということです。
◆燎原の火のように闘いが広がる時代
　戦争が生み出す激しい政治的反動、急激な
インフレ、食料・エネルギー危機、利上げに
よる激しい経済危機が労働者の生活を破壊し、
世界中の労働者がデモにたち上がり、医療や
介護職場、空港や鉄道、港湾、石油やガス会

社など様々な職場で大規模なストライキを闘
い、これまで労働組合がなかった職場でも組
合を次々に結成しています。新自由主義と戦
争に対する積もり積もった怒りの声が一斉に
噴出し、時代を変えようとしているのです。
　労働運動の変革はこの時代に求められてい
る最先端の変革です。変革は突然奇跡のよう
に起こるものではなく、ときには何世代にも
わたる努力によって起きるものです。しかし、
労働者は社会の主人公です。歴史をつくるの
は労働者です。この場に集まったすべての力
を結集し、新たな一歩を踏み出し、ともに闘
いましょう。

椎名千恵子さん（３・11反原
発福島行動共同代表）
　ザポリージャ原発が砲撃による

火災で外部電源を喪失。原発と戦争は一体の
ものだと改めて思い知らされました。しかし
岸田は原発推進に回帰、暴走。米・韓と自衛
隊は中国への核戦争を想定した演習を繰り返
しています。安倍追悼演説を行った野田元首
相は、2011年暮れ、3•11事故の収束宣言を
打ち出した、福島抹殺政策のトップバッター
です。
　国家は、人民の命、生きる権利や尊厳をも
顧みない。転覆しなければなりません。
　放射能汚染水の海洋放出は、海に向かって
の汚れた爆弾投下、そのものです。トリチウ
ムは猛毒です。水爆の原料となるから米は、
最重要軍事機密として取り扱ってきた。IAEA
を頂点に原子力ムラがその危険性を隠し軽視
してきた。労働者人民の反戦反核の闘いの爆
発を恐れているのです。
　昨日、11.5労働者国際連帯集会に参加して
いた民主労総ソウル本部の保健医療労組原子
力病院支部長は「放射能汚染水を海に流すな
国際署名」を民主労総全体の取り組みとして
提起することを約束してくれました。
　来春の3.11反原発福島行動、福島での闘い
の重要性が決定的に高まっています。3・11
にまた福島でお会いしましょう。
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 岸田政権の原発全面推進政策を許さない

●運転期間延長して次々再稼働を狙う
　岸田首相は 8月24日、首相表明という形で

①原発の新増設、②原発再稼働、③運転期間の

延長、について検討すると打ち出しました。安

倍・菅の前政権すら言わなかったことです。

　ここで極めて重要なことは運転期間「40年　ここで極めて重要なことは運転期間「40年

ルール」の枠を取っ払う点です。「80年まで

延長」とも言われる。そもそも福島原発事故で

爆発した３基はいずれも運転期間40年前後で

した。老朽原発がいかにリスクが高いかは事実

をもって証明されています。40年たっている

と、設備や装置がどうなっているか分からない

と言われます。40年ルールを外すのは核地雷と言われます。40年ルールを外すのは核地雷

を敷設するような破滅的行為です。

　次いで、何も決まっていない「革新軽水炉」

問題です。新増設に関して「革新軽水炉を中心

にした次世代新炉は安全な炉の開発だ」とデタ

ラメを述べています。

　当面の最大問題は再稼働です。原発54基、

うち21基は廃炉決定。残る33基のうち 27基

が審査にかかっており、うち17基は審査に合

格しています。岸田は再稼働を10基、来夏ま

でに７基と指示しました。新潟の東電・柏崎刈

羽と「東京に一番近い原発」＝東海第二もこの

中に入っています。

●規制委員会が政府と共に率先推進●規制委員会が政府と共に率先推進
　この岸田新方針を受けて規制委員会の山中伸

介・新委員長は「運転期間は利用政策であり規

制委員会が意見を述べるべきではない」とゴー

サインを出しました。経産省はこれを受けて 

11月 8日、60年超の容認へ、停止していた期

間などを運転期間から除外する案と、期間の上

原発の新増設・建て替え、運転延長と再稼働　福島事故をなきものにするな

限そのものを撤廃する案を提示しました。しか

も、運転延長の認定は経産省が行い、規制委は

安全審査だけ、と制度を改悪しようとしていま

す。運転判断は経産省という３・11前のあり

方に戻そうというのです。規制委員会の事務局

三役はいずれも経産省出身者です。岸田の言う

「政権が前面にたつ」とはこういうことです。

●米国の新著で「日本は核保有国」●米国の新著で「日本は核保有国」
　岸田新方針は中国侵略戦争－世界戦争を見据　岸田新方針は中国侵略戦争－世界戦争を見据

えた日本の核武装、核戦争体制確立の国家改造

政策の一環です。マサチューセッツ工科大学の

教授(休職中)で現在は米国防省宇宙政策担当首

席補佐官であるヴィピン・ナランは、今年１月

に『SEEKING THE BOMB－Strategies of 

Nuclear Proliferation（原爆を求めて：核拡

散の戦略）』を出版しました。散の戦略）』を出版しました。

「国家が核兵器を追求するために採用するさま

ざまな戦略の最初の体系的な調査」と評されて

います。その中で「日本は核兵器開発を可能と

する強力な民生用原子力プログラムの開発と完

全な核燃料サイクルの制御を得ることにより、

核兵器保有のための技術的基盤を築いている」

として、日本を29カ国の核保有国のうちの一

国に挙げています。米側から見るとそうなるの国に挙げています。米側から見るとそうなるの

です。

　しかし安倍国葬反対闘争に見られるように、

人民の反乱情勢が切り開かれ、岸田内閣の支持

率も30％を切っています。岸田政権打倒は可

能です。11月集会呼び掛けの３労組を軸にし

て闘う労働運動の再建、創造を推し進めましょ

う。国際連帯を強化し、岸田新方針に断固たる

闘いを展開しましょう。

NAZENいけぶくろ　櫛渕秀人



「原子炉が倒れる！」 

２２年５月１９日の水中ロボットカメラの調査で「ペデスタルの

作業用出入り口付近のコンクリートの壁がなく、鉄筋がむき出しに

なっているのが確認された」（左写真）。東京電力は、「過去の耐震

性の評価において、仮にペデスタルの一部のコンクリートが欠損し

ていたとしても、大規模な地震に耐えられるとの結果が示されてい

る」「耐震性については、今後の詳しい調査において、さらに明確

な判断をしていきたい」との考えを示した。全く危機感がない！ 

ペデスタルは唯一圧力容器を支える構造物 

ペデスタルは、圧力容器を下から支えている円筒状の厚

さ１．２ｍの鉄筋コンクリート構造物。下部でペデスタル

構造内の鋼鉄製のインナースカートが格納容器床面を貫

通し、格納容器に溶接され建屋基礎部に達し圧力容器が支

えられている。圧力容器の重量をインナースカートに唯一

伝えて支えているのがペデスタルのコンクリート構造。上

写真は作業用開口部、中央の板状の壁が鋼鉄のインナース

カート、手前が格納容器側、奥がペデスタル内側。この部

分では内外ともコンクリート構造が失われて鉄筋のみ。格

納容器の床から１メートルのインナースカート上部が露

出し隙間が見えている、溶け落ちた燃料デブリが一度ここ

まで達しコンクリートを溶かして噴出したと思われる。コ

ンクリートが溶ける温度は 1200℃～1300℃だが、 水分が 1/3 のため 200℃～300℃で瞬間的に沸騰し

爆発的に崩壊する。ペデスタルの内側では全周にわたってコンクリート構造が崩壊し床面のコンクリー

トも崩壊している可能性が高い。 

東電はペデスタル内部の調査を至急行え！ 

原発で最も耐震基準が厳しいのがペデスタル構造という。ペデス

タルのコンクリートが崩壊していることで耐震構造が失われ、震度

６程度の地震があればペデスタルが圧力容器を支えきれずに崩壊し

て圧力容器が転倒・落下する可能性がある。11年間この危機的状況

が続いている。経年劣化も進んでいる。東電はペデスタル内部の調

査の前にほかの調査をやり最後に１号機ペデスタル内にロボットカ

メラを入れたいという。ペデスタルの危機的状況は今回の調査で初

めて分かった以上、東電はペデスタル内部の調査と耐震解析を至急

行わなければならない。２号機～３号機も同様だ。事故を繰り返す

な！福島原発事故は終わっていない。 

11 年目に明らかになった福島第一 1 号機の危機的状況 

５ 

NAZEN東京 飯塚 
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11月労働者集会で広がった国際連帯!

各地で街頭にたつ！

第８号　2022年11月

署名数

国内1684筆
国外   576筆
●2022/11/11現在の集約
数です。
●NAZEN通信114号６㌻の
署名運動ニュースに掲載し
た署名数に、一部誤りがあ
りました。訂正してお詫び
いたします。

　民主労総ソウル本部　医療保健労組原子力病院（※）支部長・イソジョンさん
が国際署名について「民主労総全体の取り組みにするよう働きかける」

←11月5日の国際連帯集会で仲良くなった
椎名千恵子さんと韓国・民主労総の仲間

（※）原子力病院／ソウル特別市・ノウォ
ン区にある韓国原子力医学院傘下のがん専
門総合病院。1962年原子力研究所（現韓国
原子力研究院）内に作られた放射線医学研
究室として設立された。翌年1963年原子力
研究所放射線医学研究所として改編され、
西大門区貞洞に病院を新築し開院した。
1973年韓国原子力研究所付属原子力病院と1973年韓国原子力研究所付属原子力病院と
して分離された。

●大阪
　10月15日、大阪JR京橋駅前にて。「放射能汚　10月15日、大阪JR京橋駅前にて。「放射能汚

染水を海に流すな！」の横断幕が注目を集め、ア

ジテーションを聞いて多くの人が署名に応じてく

ださいました。「以前に何回も福島に行ったので

他人事と思えない。（放射能汚染水を）海に流し

たら絶対にあかんよ！　頑張ってね」「汚染水の

ことは聞いて知っている。（海洋放出を）やめて

ほしい。あんたも書きや！」と家族にも勧めてくほしい。あんたも書きや！」と家族にも勧めてく

れた人等々、署名をしてくれた方達の怒りは大き

かったです。あちらこちらで討論が行われ、「原

発賛成」と言っていた人が討論して「反対」を表

明して署名に応じてくれたことなど、久しぶりの

「汚染水の海洋放出反対」署名活動を元気に行い

ました。以前に集めた署名を含めて８0筆弱を事

 務局に送りたいと思います。

●東京
　９月１９日、さようなら戦争さよ　９月１９日、さようなら戦争さよ

うなら原発集会。悪天をつき代々木

公園に１万３０００人が結集し、安

倍国葬と原発再稼働に怒りの声を上

げました。自治労をはじめ連合所属

の労組も多く参加。汚染水署名も集

まりました。

署名用紙の
ダウンロードは
こちらから↓↓

NEW!!
放射能汚染水をな
がすな！ノボリ旗
＠1000YEN
購入希望の方はNAZEN
事務局まで♪
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◆東通の工事「早く見通したい」
　青森県下北郡東通（ひがしどおり）村の　青森県下北郡東通（ひがしどおり）村の
畑中稔朗村長は18日、小早川智明・東電社
長と面会し、東通原発の早期工事再開など
を要望した。小早川社長は「できるだけ早
く見通しを示したい」と強調したが、明確
な再開時期には言及しなかった。東京電力
の東通原発は３・11以降、11年以上にわた
って建設工事が中断。畑中村長は２月、東って建設工事が中断。畑中村長は２月、東
電が出席した村議会全員協議会で、遅くと
も本年度中に再開時期を示すよう求めてい
た。　　　　　(10月19日　デーリー東北）

◆柏崎刈羽７号機の配管に穴
　柏崎刈羽原発７号機でタービン関連設備　柏崎刈羽原発７号機でタービン関連設備
の配管（炭素鋼、腐食防止仕様、内径3・7
㍍）に直径約６㌢の穴があり、少量の水が
漏れた。設備に問題がないかを確認するた
め、11年ぶりに作動させた際に判明。新潟
県柏崎市の桜井雅浩市長は記者会見で、東
電に原因究明と他の配管も点検するよう求
めたことを明らかにした。「再稼働以前のめたことを明らかにした。「再稼働以前の
問題」とし、原因などについて納得のいく
説明がなければ再稼働の議論に入れないと
の認識を示した。（11月３日　新潟日報）

2
0
2
2
年
  １０
月
12
日
～
1１月
11日

◆原発事故費12兆支出、想定の過半
　福島第一原発事故後の11年間で、賠償や　福島第一原発事故後の11年間で、賠償や
廃炉作業などの事故対応にかかった費用が
約12・１兆円に上ることがわかった。会計
検査院によると、被災者らへの賠償が７兆
1472億円▽除染関係が２兆9954億円▽中間
貯蔵施設関連が2682億円▽廃炉・汚染水対
策が１兆7019億円。政府は事故の対応費用
を総額21・５兆円と見込むが、すでに半分を総額21・５兆円と見込むが、すでに半分
以上が使われた形だ。廃炉作業は難航し、
賠償額も拡大する懸念があり、今後対応費
用が膨らむ可能性も。（11月８日　朝日）

◆経産省、運転60年超で２提案
　経済産業省は、原発の60年超運転に向け　経済産業省は、原発の60年超運転に向け
た制度改定について、停止期間を運転期間
から除外する案と、期間の上限を撤廃する
案を提示した。政府が検討する長期運転に
関する新制度は、経産省が延長を認定し、
科学的に安全かを規制委が審査する。福島
第一原発事故で、原発の推進政策と規制に
ついて、環境省外局に原子力規制委員会をついて、環境省外局に原子力規制委員会を
つくって規制部分を移した。再び経産省が
運転判断に関与する。

（11月９日　日経）

◆東海第二の広域避難、悩む学校
　東海第二原発の過酷事故を想定し、東海　東海第二原発の過酷事故を想定し、東海
村は10月18日、３年ぶり４回目の広域避難
訓練を実施した。村民290人が約80㌔離れ
た守谷市に自家用車やバス11台で移動。東
海第二から約1・5㌔の村立白方小では、６
年生77人が守谷市の避難所に向かった。学
校関係者が頭を悩ませているのは、いかに
児童生徒を保護者に引き渡すか。子どもと児童生徒を保護者に引き渡すか。子どもと
避難した場合は、時間が長引くほど教員の
負担も増す。教員自身の家族が被災するこ
とも考えられる。　　（11月４日　茨城）

◆敦賀２号機の審査再開を決定
　日本原子力発電が敦賀原発２号機の再稼　日本原子力発電が敦賀原発２号機の再稼
働に向けた安全審査資料を無断で書き換え
ていた問題で、原子力規制委員会は中断し
ていた安全審査の再開を決めた。規制委は
21年８月に、「資料の信頼性が確保されて
いない」として安全審査を中断した。社内
規定の見直しなどによって、原電側に審査
できる資料を作成する態勢が整ったと判断できる資料を作成する態勢が整ったと判断
した。規制委の山中伸介委員長「同じよう
な不備がまた出れば、もう一度審査の中止
もあり得る」　　　　（10月26日　毎日）
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●郵便振替口座 
口座番号 00120-8-763817 加入者名 ＮＡＺＥＮ
●銀行口座からの振り込みの場合　〇一九店　0763817
※振込の際は、「年会費〇人、〇団体分」「保養カンパ」などお書きください

◆東京◆11/19(土)　新宿反
戦デモ／15:30~新宿アルタ前
アピール行動／16:30~デモ出発
／主催︓改憲・戦争阻止︕大行
進
◆広島◆11/20(日)　G7広島◆広島◆11/20(日)　G7広島
サミットに異議あり︕ヒロシ
マで戦争会議をするな︕講演
会　講演︓森川文人弁護士／
14:00~広島弁護士会館３F／参
加費︓500円／主催︓8・6ヒロ
シマ大行動実行委員会
◆熊本◆11/27(日)　福島報◆熊本◆11/27(日)　福島報
告集会　講演︓杉井吉彦医師／
13:30~熊本市中央公民館６F大
会議室／資料代︓1000円(学生
500円)／主催︓すべての原発い
ますぐなくそう︕全国会議
(NAZEN)・熊本
◆東京◆11/27(日)　廃炉デ◆東京◆11/27(日)　廃炉デ
ー集会／17:30～文京区民セン
ター／主催︓とめよう!東海第二
原発首都圏連絡会
◆長崎◆12/2(金)~6(火)　◆長崎◆12/2(金)~6(火)　
吉田和生写真展～フクシマの今と
ナガサキ保養で生き返るフクシマの子

どもたち～／10:30~18:30(6日は
17時まで)／コクラヤギャラリー
３F(長崎市万屋町1-26)／主催︓吉田
和生写真展実行委員会

◆全国◆12/2(金)~4(日) 東◆全国◆12/2(金)~4(日) 東
海第二原発再稼働するな!一斉
行動　第6波／主催︓東海第二
原発いらない︕首都圏ネットワ
ーク

★★全国の仲間の皆様★★
東海第二再稼働反対︕「東海
原発いらない︕動かさないで
︕」第6波一斉行動への取り
組みお願いします。
●実施予定について、事前に●実施予定について、事前に
NAZEN東京から首都圏ネット
ワークに登録します。日時・
場所・団体名を事務局へ集中
してください。
●実施後は、簡単な報告書と
写真をお願いいたします。

全国労働者総決起集会
写真報告

11．12 韓国・民主
労総　全国労働

者大会訪韓闘争速報！
全国民主労働総連盟(民主労総)は

11月12日、ソウル都心・崇礼門一帯で全国
労働者大会を開催。大雨の中、約6万人が参加。日本からも
動労千葉を先頭に、労働者や学生の仲間が参加しています︕

←３年ぶりに海外労組
も参加。韓国・民主労
総、アメリカ、在日ビ
ルマ市民労働組合の仲
間も登壇、熱い国際連
帯を誓った︕

国葬反対で出会った、国葬反対で出会った、
反戦・反改憲のKiNG 
BiSCUiT ENTERTAiN-
ERSも登場︕↓

↑11月6日、日比谷野外音楽堂に全国から2200人が結集。

日比谷公園～東京駅のデモへ︕
「世界の仲間と　戦争とめよう︕　闘う組合よみがえらせよう︕」
「いい加減にしろ　岸田政権!!　もうたくさんだ　新自由主義!!」


