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今 一人ひとりが立ち上がろう

野田政権は福島第一原発事故の収束も不十分なま
ま︑そこから何の教訓を得ることもせず︑大飯原発
の再稼働を強行しました︒また︑今年に入って２回
も 墜 落 事 故 を 繰 り 返 し︑
﹁欠陥機﹂ と指摘されてい

国民の命を脅かす欠陥機

レイ配備を正式決定︑７月

日には日本へのオスプ

何ら問題はない﹂とし︑６

運用する権利を日米安保条

米軍が部隊や装備を配備・

ように︑日本のどこでも︑

権限はない﹂と述べている

例﹂案が出さ

に関する条

的行為の制限

﹁職員の政治

大阪市で

オスプレイは︑開発・試

に着陸するための﹁オート

も︑エンジン停止時に安全

ます︒

地で本格運用するとしてい

行︑

月

下旬には岩国基地で試験飛

約が保障するもので︑日米

れた︒この条

への配備のため︑７月１日に輸送船によりアメリカ
験段階から墜落事故を繰り

個人が勤務時間以外や︑

﹁オスプレイ﹂
の配備を許すな

月初旬には普天間基

安保の有害性が浮き彫りに

例では︑職員

を出発しました︒国民の命を脅かすこうした動きに

勤務地域以外で行う行動

も制限される︒首相官邸

いま︑沖縄県では仲井眞

前での大飯原発再稼働反

県知事をはじめ︑全ての自

治体がオスプレイ配備に反

対の集会への参加や消費

いつ墜落するかわからな

対し︑８月５日には超党派

税増税反対の運動も政治

い欠陥機の被害を受けるの

は︑沖縄県や岩国市だけで

で配備に反対する県民大会

活動だ▼厚労省の生活基

ロ ー テ ー シ ョ ン︵ 自 動 回

摘されている欠陥機

はありません︒米軍は沖縄

が開催されます︒また︑山

転︶機能﹂の欠如などが指

です︒

全 土 と ６ つ の ル ー ト︵ 本

口県や岩国市︑広島県︑徳

返し︑今年に入って２回も

しかし︑米国政府

州︑四国︑九州︶で低空飛

墜落︑米国議会や国防省で

脱原発！大飯原発の
再稼働を許すな！

行などの訓練を計画︒さら
て︑世論の大半を占める反

られる７つ目のルートの存

に中国山地を飛行するとみ

画に反対するなど︑全国で

島県の首長が配備・飛行計

い﹂と答えた人が

礎 調 査 で︑
﹁生活が苦し

以降の反原発運動
対の声を踏みにじり︑つい

％と

では︑多くの市民が立ち上
に７月１日︑大飯原発３号

受国通報﹂として通告され

オスプレイの配備は﹁接

備を許さない声を広げまし

命を脅かすオスプレイの配

ています︒大阪でも国民の

訓練に反対する声があがっ

危険な欠陥機の配備・飛行

住民のくらしに深刻な影

補助金の打ち切りなどは

まであった施設の廃止や

このような状況で︑これ

過去最多になっている︒

終文書を国際

と安全﹂の最

低下を招き︑業務に関わ

それが︑住民サービスの

ば︑何も言えなくなる︒

処分の対象となるとすれ

す︒

ましたが︑これは森本防衛

響を及ぼす︒これに︑反

世論に訴え︑

ることに口を閉ざすこと

く〝抗議の声〟を〝大きな

確実なものに

は︑仕事への誇りややり

的に参加者が増加していま

することで

がいさえも奪い去る▼ひ

ば︑他の原発も次々

のまま許してしまえ

間︑府下すべての自治体を

庫県に引き継ぐまでの８日

日に大阪に引き継がれ︑兵

そも憲法でも認められた

見を持ち行動することは

権利であり︑規制するこ

に発展させる

また︑今年

とは許されない▼条例案

くの人がビラを受け取り︑

は東日本大震

当然のことであり︑そも
な ど︑
﹁原発も核兵器もい

災による原発

ことです︒

に増え︑運動の前進が感じ

に苦しむ人々を生み出さな

ら︑これ以上︑放射能汚染

職場で取り組んでいます︒

みやグッズ販売の普及を各

加のためのカンパの取り組

と︑そして︑世論を無視

づくりを発展させるこ

役立つ仕事ができる職場

の撤回と︑住民のために

いことや原発のあり方など

事故の経験か

今年の原水爆禁止２０１

た︒

２年世界大会の意義は︑こ

ことが必要だ︒

し独断で住民の生活を脅

と核兵器・原発は共存でき

︵ま︶

悲惨な原爆被害や原発事故

ない﹂ことを広く訴えてい

を考える重要な世界大会で

府職労は︑原水禁世界大

きましょう︒

の世論の盛り上がりと結

会成功に向けて︑代表団派

かす政治の流れを変える
討会議で核保有国も含め世

遣を行うことを決定し︑参

を体験した国として﹁人類

界の国々 の合意となっ た

もあります︒

﹁核兵器のない世界の平和

び︑２０１０年ＮＰＴ再検

とれる平和行進となりまし

らない！﹂との思いが着実

たくさんの声援が送られる

向けて国際世論を広げよう！

平和な世界︑核兵器のない世界に

す︒そして︑

とりの人間として︑今の

音〟 と表現する姿勢に対

核兵器禁止条

政治や社会情勢に対し意

し︑怒りの声はさらに大き

われましたが︑福島の原発

約交渉開始の

す︒ツイッターやインター

事故もあり︑脱原発の世論

流れを飛躍的

ネットなどを通じて幅広い

今年も８月６日広島をめ

が大きく高まっ ているも

く 広 が り︑
﹁原発なくせ﹂

ざして︑北は北海道︑南は

と︑市民の関心も高く︑多

人々が﹁今こそ自分も声を

沖縄から国民平和大行進が

の運動は最高潮に向けて大

行われています︒平和行進

上げなければ﹂と呼び掛け

この間︑野田政権が抜き

きく前進しています︒

打ちで改定した原子力基本

年間︑雨の日も風の日も休

は︑核兵器廃絶を求め︑
﹃安全保障﹄に寄与

むことなく半世紀以上続い

に再稼働させていく

回り︑核兵器廃絶︑脱原発
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30

法には﹁原発は国の

するために開発す

ている国民運動です︒
東京の夢の島を５月６日

ことにつながりま

を沿道の人々 に訴えまし

出発した平和行進は６月

す︒未来の日本を守

く︑時には激しい雨に見舞

今年は晴れる日が少な

た︒

していきましょう︒

できることから参加

るために︑みんなで

飯原発の再稼働をこ

記されています︒大

る﹂という一行が追

写真は2012年６月29日付け「朝日新聞」より

に応えて参加しています︒
しかし︑野田政権は﹁暫

対すれば政治活動とされ

ょう︒

61

相が﹁日本政府に条約上の

在も明らかになっ ていま

機の運転が再開されまし

邸前での抗議行動に対して

がり︑大飯原発３号機の再

展開されています︒当初３

﹁大きな音だね﹂とコメン

稼働に反対する首相官邸前

３・

は﹁機体の安全性に

対し︑国民の大きな怒りと行動が広がっています︒

る米海兵隊の垂直離着陸機﹁オスプレイ﹂が︑日本

なっています︒

29

10

た︒また︑野田首相は︑官

ノーモア広島・ノーモア長崎・ノーモア福島

ＭＶ―22

の抗議行動が毎週金曜日に

日︶の

００人程度︵３月

日︶ していま

す︒
﹁国民の声を聞く﹂ と

ト︵ ６ 月

から１万人︑４万５千人︑

言いながら︑官邸を取り巻

参加者数でしたが︑１千人

万人と回を追うごとに劇

29

29
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定的な安全基準﹂ によっ
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平和で安心してくらせる社会を
こ
そ

