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命活動を破壊することで原爆ぶらぶら病 はじめ原爆症を 起こ
し、健康・生命を奪うことによって、人 類とは一ミリと して
相容れないものです。
帝国主義戦争・核武装と新自由主義・ 原発ルネッサン ス推
進によって原発というこれほど反人民的 なものに利潤と 延命
を求めること自体が彼らの危機を深める ものです。その 推進
が支配階級の分裂と危機を深め、何より 全労働者人民の 反原
発・反失業の「生きさせろ」の大衆的決 起を巨大に生む もの

の破壊者に転落しているなかで、こ の資本・権力を全 労働者
国主義・新自由主義そのものと真っ向か ら闘うものにな り、

反原発・反失業と国鉄を一つに闘うこ とは、資本主義 ・帝

です。

人民の団結した力で打倒し、全てを 労働者人民の手に 奪い返
彼らを崩壊させ倒すものになります。
この中心は青年労働者、学生であり、 それは今日の青 年労
働者の大多数を占める非正規労働者の根底的決起です。

労働者の団結を破壊し権利を奪い 資本が利潤をむさ ぼる新
あり、その最大の力は青年部の再建であ り、自治会再建 の闘

闘う労組を甦えらせ、全労働者人民の決 起をかちとる闘 いで

この闘いは資本・権力と一体となった 体制内派を打倒 し、

自由主義の末に、大恐慌を生み、職 を奪い、賃金を下 げ、生
いです。
人間労働は本来、自然と人間、人間と 人間の関係を豊 かに
つくり出しつつ、誰もが人間らしくいき られる営みその もの

ルの崩壊は世界の通過体制のみなら ず戦後世界体制そ のもの

界を引きずり込もうとしています。 とりわけ、基軸通 貨・ド

いう恐慌対策は、財政危機・国際デ フォルト・大破綻 へ全世

す。大恐慌を巨額の財政投入・金融 緩和によってのり きると

人間らしく生きる社会をつくる力を持っ ています。そし て今

の主人公として自己を解き放って、その 労働によって誰 もが

本・権力をその団結した力で打倒し、全 てを奪い返し、 社会

こそが、搾取し収奪し働く場も生活する 場も生命をも奪 う資

その労働によって生産を担い、社会を 動かしている労 働者

をつくり出していくものです。

を崩壊させるものであり、そのなか で株大暴落が起こ り、世

すぐにも、そのような社会を実現し運営 することのでき るも

込み、一時的な景気浮揚・バブル的 浮揚はあっても、 結局そ

局的なものであっても天文学的な財 政投入・金融緩和 に突っ

が引き起こした大恐慌をのりきるた めに、それがどれ ほど破

全ての資本と権力を打倒し、全てを奪い 返して労働者人 民が

通して職場、学園、地域、全世界で闘う 団結を強め拡大 し、

ている全現実への怒りを解き放って立ち 上がり闘い、闘 いを

このことに絶対的な確信を持って、資 本とその権力が 強い

のを私達は生み出しています。

れによってより深刻な過剰資本・過 剰資金を生み、大 恐慌を

帝国主義の戦争・核・沖縄基地と闘い 、そして今日の 新自

補い合い、助け合い、力を合わせて、誰 もが人間らしく 喜び

彼らは、この大恐慌・大破局を乗 り切り、利潤と延 命を図

由主義と共に闘いっていることへの星野 無期との闘いは 、格

より深刻化し、世界経済の大収縮・ 金融化・ブロック 化ー争

るためには、それがどれほど自らの 危機を深化させる ことに

闘を通して、共にそのように闘うことで 、全ての闘う労 働者

をもって生きられる未来の社会を取り戻し、実現していこう。

なろうとも、リストラ・解雇、非正 規化・賃下げ、大 増税に

名解雇撤回闘

国労５・ 臨大闘争弾圧控訴審弁護団長

争を支援する全国運動 呼
｣びかけ人
す｢べて の原発いますぐなくそう！ 全国会議
呼びかけ人

国｢鉄分割・民営化に反対し、

動労千葉顧問弁護団長

弁護士・第二東京弁護士会所属

◆葉山 岳夫

を、未来を手にしよう。

共にあらゆる困苦を勝利のための糧と し、日々闘い、 勝利

とを可能にしています。

とり、闘う労働者人民の力で、再審無罪 ・釈放をかちと るこ

そのなかで無実を証明する一郎丸写真 の証拠に開示を かち

人民、国境をこえた絆をつくり、勝利へ進んでいます。

ます。
このことへの労働者人民の根底的 決起が、チュニジ ア・エ
ジプト・中東革命であり、帝国主義 中の帝国主義とい える英
帝での暴動的決起、米帝の中東支配 の要・イスラエル での大
ストライキ決起、中国国鉄労働者の スト決起はじめ全 国的暴
動的決起であり、そして日本におけ る反原発・反失業 の大衆
的決起です。
日帝は、大失業・低賃金・大増税 と戦争・核武装・ 原発に
大恐慌・大破局ののりきり、利潤・延命をかけています
原発事故は、それを根底から破綻 させています。原 発は、
核の制御が不可能であると同時に、 何よりその核分裂 生成物
の放射能がその外部被爆よりも内部 被爆によって、微 量でも
生命の源のＤＮＡを破壊しガン化す るだけでなく、極 めて微
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発事故によって生活・生命を根こそ ぎ奪うしかなくな ってい

よって搾取・収奪を極限化し、争闘 戦から戦争・核戦 争・原

闘・戦争と言う大破局に突入しようとしています。

起こっていることは、新自由主義 が生んだ膨大な過 剰資本

界の株式総額７兆ドルが吹き飛んでいます。

大恐慌の激化・深化は、さらに一 線を越えようとし ていま

らかに人間社会の破壊者になっています。

資本主義・帝国主義は、その歴史的 寿命が尽きていま す。明

活を破壊し、さらに戦争・核戦争・ 原発事故まで引き 起こす

て総決起していく歴史的大会です。

る只中で、学生が青年労働者と一つ にその闘いの牽引 車とし

闘う労組をうち立て、全世界の労働 者人民と一つに総 決起す

し、人間本来の社会を取り戻してい く闘いに、職場生 産点で

恐慌・大失業・生活破壊と戦争・原 発事故によって人 間社会

今大会は、資本主義・帝国主義が 歴史的生命力が尽 き、大

37

弱な電気エネルギーで行われている 細胞の化学反応に よる生

27

｣
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三里塚芝山連合空港反対同盟顧問弁護団

東日本大震災と原発 事故に

回全国大会に結集されたすべての皆さん に連帯

救援連絡センター代表
全学連第
のメッセージを送ります。３・

弁護士・第二東京弁護士会所属
元日放労長崎分会委員長
法大弾圧裁判弁護団長

◆鈴木 達夫

ともに闘いましょう。

プロレタリアートと連帯して、全 世界を獲得するた めに、

しています。

千の学生大衆を結集した巨大な闘い が必ず実現できる と確信

衆ととけあい、組織する、地をはう ような闘いによっ て、数

来を切り開くものと確信します。全 学連の皆さんの、 学生大

全世界のプロレタリアートと連帯 した闘いこそが人 類の未

す。新自由主義打倒の先に未来があります。

大恐慌の二番底に向かって奈落の底 に転落しようとし ていま

末期帝国主義である新自由主義は、 全世界で国家破産 、世界

問われています。 NAZEN
の中心軸をになう全学連の皆さんの闘
いに、人民は、大きく期待し、連帯 しようとしていま す。最

た福島人民とどのようにして連帯し て闘うかが私たち 全てに

しみ、怒り、被曝の事実を前にして 、第三の原爆攻撃 を受け

可分一体です。東北とくに福島の人 民の言葉に表わせ ない苦

新自由主義打倒、原発容認の野田超 反動内閣打倒の闘 いと不

をもたらしました。すべての原発を いますぐなくす闘 いは、

視、安全性無視、利潤追求第一主義 の新自由主義がこ の災害

よる災害は、新自由主義による階級 的犯罪行為です。 人命無

11

全学連が、反原発と反戦政治闘争 の先頭に立つ姿こ そ、日
本階級闘争の最もオーソドックスな 形だ。戦後一貫し て、学
生のたたかいは、屈辱の日々を強い られるプロレタリ アート
人民にとり、生き方の「灯台」であり、絶望を跳ね返す「光」
であった。
法大１１８名逮捕者全員の完黙非 転向は文字通り歴 史的快
挙として、その団結の輝きが同世代 の弁護士をも奮い 立たせ
ている。
全国大学で学生自治会を再建し、 政治と自由を学生 の手に
奪還しよう！その熱き戦いは必ず全 人民の心をとらえ ること
に確信を！！

◆森川 文人
弁護士・第二東京弁護士会所属
法 大弾圧 裁判弁 護団 ・ ４
｢ ・ 集 会弾圧 裁判

｣

国
｢ 鉄 分割 ・ 民 営 化 に 反 対 し 、 名 解 雇 撤 回 闘
争を支援する全国運動 呼
｣びかけ人
す
｢ べての原発いますぐなくそう！ 全国会 議 ｣
呼びかけ人
動労千葉顧問弁護団
憲法と人権の日弁連をめざす会
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主任弁護人
凄い時代です。生きることが困難な時 代であり、未来 も展
望もありません。但し、この体制のまま では。すなわち 、生
きていく為に、この体制自体をぶち壊し 、新たな時代を 、主
体的に切り開く、歴史的な瞬間を迎えつ つあるというこ とで
す。
２０１１年がどういう年だったかとい うことを、後で 振り
返れば、世界史的に見れば、蜂起と革命 が始まった年と いう
ことになるでしょう。日本に居る私たち は、震災と原発 事故
を抱え、新自由主義の矛盾が混乱を深めています。
どう迎え撃つか。どう未来と展望を掴 むか。すべては 君た
ちの主体的な選択です。もちろん、この 時代を生きるす べて
の人々の選択でもあるので、私も選び、 行動したいと思 いま
す。
革命と言われる社会現象は、社会内に 潜在していた諸 矛盾
が爆発的に露呈する、つまりリアルなも のを押しとどめ てい
た殻が破れて社会の本当の中身が溢れ出 る現象である、 とす
る定義がありますが、今、まさに、殻が 破れつつあり、 原子
力村などの暴露により階級対立が明確になっています。
後は、私たち次第です。殻をすべて破 り、リアルなも のを
露呈させ、革命により新しい時代を共に切り開きましょう！

◆西村 正治
弁護士・第二東京弁護士会所属
法大弾圧裁判弁護団・副団長
富大弾圧裁判弁護団
チュニジア、エジプトに始まり、全世 界を席巻しつつ ある
青年労働者・学生の革命的蠢動は、新自 由主義の実験場 チリ
のゼネスト、そして民族主義・排外主義 の呪縛を打ち破 って
１００万人デモを爆発させたイスラエル と、止まるとこ ろを
知らない。まさに時代は、青年・学生の 革命の時だ。若 き青
年・学生共産主義者こそ、新たな時代の 革命の主体であ り、
指導部だ。
われわれ弁護士戦線も、新執行部を樹 立して勇躍日本 革命
の最前線に躍り出る全学連の同志たちと かたく手を結び 、日
本革命、世界革命のためにともにたたかう。

◆河村 健夫
弁護士・東京弁護士会所属
法大弾圧裁判弁護団
大会開催おめでとう！
世に暗雲がたれ込めようとも、それを 切り開く力が青 年た
ちの中にあります。
偏狭になることなく広く討論をして、 持てる力を現実 の行
動に変えていって下さい。

◆藤田城治
弁護士・第二東京弁護士会所属
法大弾圧裁判弁護団
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す｢べての原発いますぐなくそう！ 全国会議 呼｣びか
け人

年前に著した「水俣が映す世界」で次のように 書いて

長年にわたり、水俣病の治療に尽 くしてきた原田正 純医師
は、
います。
「水俣病は鏡である。・・・水俣 病の小なる原因は 有機水
銀であり、中なる原因はチッソが廃 液を垂れ流したこ とであ
り、大なる原因は人を人として扱わなかったことにある。」
現在生じている原発事故・非正規職 の大量解雇などな ど、現
在生じているありとあらゆる矛盾に ついて、そっくり 言葉を
入れ替えることが出来ます。
資本・企業の利益の追求のために 、人間を疎外し続 けたこ
と、この矛盾があらゆるところで噴出しています。
大なる原因を見据え、一緒に闘っていきましょう。

◆大石 又七
ビキニ水爆実験被爆者・元第五福竜丸乗組員
す
｢ べての原発いますぐなくそう！ 全国会 議
呼びかけ人
みんなで真剣に考えましょう
ご存じない方も居られるかと思い ますが、福島第一 原発事
故は今から五七年前に起きたビキニ 事件の原点にさか のぼっ
て考えなければ正しい答えは出てこないと思っています。
誰がなぜ、この核兵器にも匹敵す る危険な原発を、 地震大
国である日本に導入したか、私はビ キニ被爆者として ビキニ

｣

事 件 を 調 べ て い る う ち に い ろ い ろ な こ と が 分 か っ て き ま し た。
当時アメリカは占領した敗戦国の 日本をどのように して共
産圏の侵攻を防ぎ強固な防波堤にし ようとしていたか 残され
ている資料から見えてきました。
先 ず 、 世 界 各 国 大 半 が 天 皇 の 戦 争 責 任 を 主 張 し て い る 中 で、
連合国軍最高司令官マッカーサー元 帥は天皇に戦争責 任を負
わせると日本国民はばらばらになっ てしまい砦として の役目
を果たさなくなる。「天皇制と財閥 を残し、温存させ て日本
をアジアの工場にする（家電や車を 作らせアメリカに 輸出さ
せて引きつける）。そして多額の政 治資金を提供し、 反共産
の保守大連合を実現させ、強力な親 米政権を作り上げ る。そ
れをメディアが支える」という政治 ・心理作戦を行っ ていた
というのです。
そして、そのあと原子力発電の素 であるウランを提 供し自
由諸国の軍事ブロックを築こうとし てＣＩＡの職員を 日本に
派遣し、読売という大きなメディア を目標に打診して きまし
た。
これを知った読売新聞社主の正力 松太郎氏は、日本 中が核
実験反対で燃え上がっている矛先を 変え、復興させる にはこ
れしかない、原子力の平和利用、平 和利用といって自 分の持
つメディアをフルに利用し、原発導 入の宣伝を大々的 に行い
ます。しかし、そのうらで彼が描い ていたことは原子 力発電
や原子力船「むつ」を成功させた後 に総理の座を得よ うとし
ていたというのです。
政界でも中曽根康弘代議士が青年 将校などと言われ ながら
危険が伴う原発を調査もしないでア メリカの意向に沿 って原

発導入の先頭に立ち、ビキニ事件の三日 後に二億三千五 百万
円の原子力予算を国会で通過させます。 彼の原発の中に は核
兵器がちらついていたのだと思います。 アメリカの思惑 と、
日本の思惑は違うところにありましたが 導入という点で は一
致しました。
原発を日本に導入した経緯を知れば今 起こっている大 事故
の責任、賠償の方向性も見えてくるはずです。
申し遅れましたが、私は第五福竜丸と いうマグロを捕 る漁
船の元乗組員です。アメリカが一九五四 年三月一日に広 島型
原爆の約一〇〇〇倍という巨大な水爆実 験をビキニ環礁 で行
い、その爆発で発生した『死の灰』を大 量にかぶり、そ のと
きの灰を日本に持ち帰ったことから太平 洋や大気圏が強 力な
放射能で汚染されていることが分かり大事件に発展してしまっ
たのです。
このビキニ環礁は負の遺産としてこの 度、世界遺産に 登録
されました。
一九四六年から一九五八年にかけてア メリカ軍だけで も、
このビキニとエニウエトク環礁を使って 六七回の大気圏 核実
験を行い、合わせて一〇〇メガトンの核 爆発を繰り返し まし
た。
水爆は巨大な爆発威力だけではありま せん。爆発と同 時に
二七種類もの恐ろしい放射能を撒き散ら します。この一 〇〇
メガトンの爆発は、なんと広島型原爆を 毎日一個ずつ一 八年
間落とし続けた量というから驚きです。 それらの放射能 は半
減期が何十年というもので人間の骨の中 に入り込み、染 色体
を傷つけながら体の内側から攻撃すると いう内部被爆を 起こ
していました。染色体を傷つければ死産 や奇形児の原因 を作
りだし、子孫へと繋がっていきます。
これが放射能の恐ろしいところです。 骨の中では造血 細胞
が白血球や赤血球、血小板などを作りだ して人間は生き てい
ます。それらを時間をかけながら破壊し 、がんなどを作 り出
していました。白血病や骨肉腫を起こす と恐れられたス トロ
ンチウム九〇（福島原発事故後からも見つかり始めました）、
甲状腺がんを起こすヨウ素一三一（マー シャル島民は五 年か
ら一〇年後にも甲状腺がんを発病して亡 くなっています ）、
遺伝子を狂わせるセシウム一三五、中に は半減期（半分 にな
るのにかかる時間）が二万四〇〇〇年か かるというプル トニ
ウム二三九も含まれています。重要な点 は、目に見えな い放
射能というミクロの世界であるというこ とです。半減期 の長
い放射能が食物連鎖や風などに乗って地 球を漂い、誰の どこ
に取り付くかは現在の医学では計り知ることはできません。
一九四〇年代から五〇年代にかけて各 国の核実験が地 球上
のあちこちで始まりました。大量の放射 能が大気圏や地 球上
に振りまかれています。そのことを裏付 けるように六〇 年頃
から世界でがん患者が急増し、日本でも 今死亡率のトッ プは
がんで、年間三五万人といわれています。
私は、この放射能がその一因になっていると思っています。
貴方もすでに被爆者になっているかもしれません。
私たち二三人の乗組員のうち、半数が すでに被爆と関 係あ
るがんで亡くなりました。
私も肝臓がん、最初の子どもは死産で奇形児、今も白内障、
気管支炎、不整脈、肺には腫瘍を抱え臭 覚も消え、三二 種類
もの薬を飲みながら命をつないでいます 。しかし日米政 府は

4

20

この大事な事件を被爆者や被害者の 頭越しに、わずか 九カ月
原発導入に関わってきた者たちは、原 発に有利な計ら いを

これから膨大な財源が必要になります。
してその見返りに利権、政治献金や地位 など、甘い汁に たっ

で 政 治 決 着 を 結 ん で 解 決 済 み に し て し ま い ま し た 。 そ の た め、
私たちはその時点から被爆者ではな くなり亡くなって も発病
自分たちの思い違いで大勢の人たちが苦しんでいるのです。

ぷりありついてきたはずです。

偏見を恐れて、被爆者であることを 隠し東京の人ごみ に隠れ
責任を感じるなら、溜め込んだ財産や資 産はすべて差し 出し

しても援助も治療も原爆手帳も受け ていません。私も 差別や
ていましたが、退院後に、仲間たち が一人ずつ亡くな って行
（せめて

パーセントは）、苦しんでいる人たちに頭を 下げ

き自分にも次々と不幸が襲ってくる 。この恐ろしさが 何事も
事者が声を上げなければ又必ず同じ ようなことが起き る、と

なかったかのように忘れられていく ことの悔しさが募 り、当
の指導者たちとちっとも変わっていない 、これが日本人 の特

だと思います。それでないと帳尻が合い ません。太平洋 戦争

て自ら仮設住宅に入り、発電所の中で陣 頭指揮をとるの が筋

練を重ねている自衛隊は、日本国憲法に 従って今すぐに でも

を結び、毎年五兆円もの税金を使って人 を殺すための軍 事訓

あと一つ言いたいことがあります。ア メリカ軍と軍事 同盟

質なのでしょうか。

思うようになりました。
それからは放射能と内部被爆、核 兵器と原発の怖さ を何十
年も伝え続けてきました。
ビキニ事件は日米間の政治がらみ のため、元漁師で 洗濯屋
の親父が一人で訴えてもなかなか振り向いてはくれません。

のヘリコプターが今、一〇〇機二〇〇機 現地に出動して いた

やめ、災害救助隊に名前も内容も替える べきだと思いま す。

私は言いたいです。東海村の原発 とビキニ事件は大 きな関
ら多くの命が救えるのに、飢えと寒さに 震えているあそ こに

東日本大地震が三月十一日とうと う牙をむきました 。そし

わりをもっているのに今は誰の口か らもビキニ事件と いう言
はヘリコプターなら行ける、有事なのだ 。自衛隊は何を して

私は何年も前から子どもたちにこのこと を言い続けてき まし

葉が出てきません。当時、核、放射 能の恐ろしさをあ れほど

いるのだ。イライラしながら見ていまし た。核兵器を積 んで

て恐れていた原子力発電所が高さ十 五メートルの大津 波で破

教え警告し平和運動の原点まで作っ たのに、事件を隠 した結

他国を攻撃する最新鋭のハイテク飛行機 は要らない。ミ サイ

た。災害地の現場からテレビで映し出さ れるたびに、救 助隊

果がどうなりましたか。二万三〇〇 〇発の核弾頭が出 来上が

ルやたくさんのレーダーを搭載して人を 殺しにいく四〇 〇〇

壊され、大災害の上に放射能が襲い掛かっています。

り、人類を脅かしています。
億円もするイージス艦も要りません。

大災害が発生して五日後に、北沢防衛 大臣が自衛隊の 出動

こともあろうに自民党政権は被っ た膨大なビキニ事 件の被
害額をわずかな見舞金に変え、国際 法違反の責任も問 わず、

を検討していると言いました。この間に どれだけの住民 が苦
憲法九条を持つ日本が世界に貢献しな ければならない のは

アメリカの核実験を容認し、協力す るなどと国会で発 言し、
本テレビの重役だった柴田秀利各氏 たちが水面下で原 子力技

強力な災害救助隊だと思います。毎年繰 り返される災害 に一

しみながら死んでいったか。悔しかったです。

術やウラン、原子炉をアメリカに要 求し東海村に導入 したの

刻も早く出動し、助け、喜ばれ、信頼さ れる救助隊。こ れこ

それらの擁護を取引材料にして正力 松太郎、中曽根康 弘、日

です。後にアメリカ国立公文書館か らそれらの資料が 見つか

そが核兵器や戦争を無くして平和に向か う早道で、二一 世紀

３・

東日本大震災後の全学連大会は意義深いもので ある

ジを送ります。

法大弾圧闘争に勝利した全学連のみなさんに連帯のメッセー

◆国鉄水戸動力車労働組合

の人類が目指さなければならない目標だと思っています。

り明らかになりました。
原発導入には、当時大勢の人たち が日本列島は活断 層が網
の目のように走っている、「危険だ から危ない」とい って反
対しました。その答えが今出ている のです。もし直下 型地震
だったら、原子炉の破壊がおこり北 海道から沖縄まで 、いや
世界中に被害は広がっていたはずです。
ビキニ事件以来半世紀以上、歴代 の自民党政権は核 兵器と
放射能の恐ろしさを隠したまま安全 だ安心だといって 国民に

しょうか。それは学者も各政治家も 同じで、自ら原発 は安全

当たりにして初めて驚き、恐れおの のいているのでは ないで

そのため大人になっても怖さを知 らず反対もしない 。目の

双葉町の住人が一時帰宅しましたが、

ことをまざまざと示しています。福島県

変な危機の中に突入しています。福島第 一原発事故は、 その

今まで通用していたことが全く通用せ ず、資本家階級 は大

と同時に、重大な大会であると考えています。

で安心だという幻想をいつの間にか 信じてしまい、こ の凶器

う放射線量が観測されました。もう帰る ことができない こと

キロ圏の大熊 町、

を利益を追求する企業に持たせてき ました。自己が起 きても

がはっきりしました。

した。
難問の廃棄物の処理方法もまだで す。ビキニ事件後 に生ま

難問を力を合わせて解決させ、後に 言いたいことがあ るなら

党だ保守だなどと言っている場合で はありません。目 の前の

にして足の引っ張り合いをして国会 で騒いでいます。 今は野

責任でもあるかのように、苦しんで いる被災者をそっ ちのけ

を蹴落とすことではなく、新自由主義を 打ち倒す中でし か生

ために闘うことではないか。計算して大 企業に入って、 仲間

かく社会に目を向け、青年が生きていけ ない世の中を変 える

なということに対し、法大闘争は大勝利 してきました。 とに

今学生に必要なことは何か？抵抗する な、逆らうな、 怒る

設してきた結果が福島第一原発事故を引き起こしたのです。

党、連合、全労連、東電などが、全部グ ルになって原発 を建

大学の御用学者ども、自民党、民主党 、日本共産党、 社民

ミリシーベルト とい

3

存分に言い合えばいいのに。

れ、原発導入の経緯を知らない政治 家たちがまるで現 政権の

30

5

50

企業には賠償する能力などないこと は素人にも分かっ ていま

教 え て き ま せ ん 。 こ れ こ そ が 流 言 飛 語 以 上 の 重 大 な 責 任 で す。

11

大学は学生のためにある、大学資 本の金儲けのため にある
る時代、本定期大会は歴史の転換を強制 するきわめて重 要な

激し続けています。学生運動の発展が歴 史的に要求され てい

をしている全学連の闘いは、労働者を激 励し、労働運動 を刺

の で は な い 、 抵 抗 を 忘 れ た 青 年 た ち に 本 格 的 に 火 を つ け よ う。
大会になると思います。

きられないということだと思います。

動労水戸は国鉄分割・民営化攻撃に 勝利したと言える と思い
じまり、連合の翼賛化が進む中でその最 先頭を走る決断 をし
年間解雇撤回闘争を闘い続けた闘争 団組

合員の組合員資格を７月定期大会で剥奪 しました。私た ち原

表明する証として

た国鉄労働組合は、苦悶する資本主義体 制を擁護する立 場を

労働運動が叩き潰されてきた歴史は国 鉄・分割民営化 には

ます。解雇できなかった動労水戸組合員を、 JR
は解体 ・屈服
年という年月を経て 、つい
させる事が出来ませんでした。
を絶対
JR

にハンドルを取り戻しました。次に 闘うのは、不当労 働行為
を開き直って、金を値切り、昇進差別をやってきた
に許さない闘いに立ち上がるということです。
の説明もなく、組合員資格を奪われたの です。この腐り きっ

告団４名は解雇撤回闘争を闘い続けてい るにもかかわら ず何

最高裁勝利レセプションを開催しま す。是非参加して くださ
た指導部に変わる指導部は、私たち「共 に闘う国労の会 」が

日福島県いわき市において、運転士登用差別 事件・

い。ここから、外注化攻撃阻止、分 割民営化絶対反対 の闘い
組合権力を奪取する以外にありません。 国鉄闘争も私た ちに

代表 入江 史郎 田中 康宏
回定期大会の開催、おめでとうございます。

情勢と真っ向から対決し、反原発闘争の高揚を 最先

全学連第

◆全国労働組合交流センター

いたします。

全学連の更なる強固な団結と発展を祈 念してメッセー ジと

闘争全国運動とＮＡＺＥＮと全学連で革命を実現しましょう。

ワードはＮＡＺＥＮと全学連の発展にあ ると思います。 国鉄

大恐慌に悶絶している帝国主義・資本 主義を打倒する キー

組織破壊攻撃との闘いも激しくなります。

動の発展で切り開きます。電車の検査修 善業務全面外注 化の

の幕開けです。ともに闘いましょう。

解雇撤回・ＪＲ復帰を闘う国労秋田闘争団
鉄道運輸機構訴訟原告
国鉄闘争に対する全学連の支援連 帯の闘いに、心か ら感謝
申し上げます。
ご存じのように、昨年の「４．９ 政治和解」による ペテン
的「和解文書」すら足蹴にして、Ｊ Ｒ資本は６月中旬 「一人
も雇用しない」と政府に「回答」し てきました。これ を受け
て４者４団体は自ら闘争放棄を宣言し、６月末に解散。
国労本部執行部は７月大会を、会 場内のホテルには 私服刑
３・

頭で切り開いてきた全学連の皆さんの闘 いに深く敬意を 表し
今次大会は、未曾有の大弾圧との死闘 に勝ちぬいてき た５

排除し、権力の完全防衛のもとで開 催を強行。そこで の委員
決断と実践に移すときがきている」 ということからか ら始ま
名中

年間の法大闘争の勝利を内外に宣言する 歴史的な大会で ある

り 、 出 席 代議 員

す。

塗り替えていく力となることを確信しています。

せん。ＪＲの職場では国鉄分割・民 営化による矛盾が 集中し

政権です。野田は、組閣後の記者会見で 「来年４月まで に原

クに、原発推進、大増税、公務員大量首 切りを進める超 反動

菅政権に代わって登場した野田政権は、経団連と連合をバッ

ています。青年労働者を軸とする怒 りの団結を徹底的 に組織

発を再稼働する」と宣言しました。全原 発の停止・廃炉 か、

だが私たちはダテに

する中で組合員資格を奪い返し、労 働組合を現場労働 者の手

フクシマの怒りと反原発闘争の圧殺か、 倒すか倒される かの

努める」と言い、鉄鋼、造船などでつく る基幹労連は、 「国

核禁会議「平和アピール」は、原発への 「国民の信頼回 復に

進してきたのが、電力総連や電機連合で す。連合・原水 禁・

被曝労働を下請け労働者に押しつけ、 労使一体で原発 を推

に取り戻して労働運動を必ずや甦ら せる決意です。そ れが全
へ攻め込み、全原発を

・６日比谷１万人集会の成功へ 共に進

反原 発 闘 争 の 大 爆 発 で ９ ・

激突が始まりました。

９．
停止に追い込もう！

撃しよう！全学連大会の成功を祈念 して、簡単ですが 連帯の
メッセージとします。

ー

闘争へ総

の責任で再稼働させろ」とわめいていま す。反原発闘争 の帰
趨を決するのは、労働組合をめぐる攻防です。
労組交流センターは、職場生産点から９・

そして、反原発の闘いと一体で、国鉄闘争全国運動の 巨大

全国会議」運動の主力部隊となって闘う決意です。

マの怒りをわがものとし、「すべての原発いますぐなくそう！

原発闘争への労働運動の歴史的決起を切 り拓きます。フ クシ

決起し、連合・全労連幹部の反動的思惑 をぶっ飛ばして 、反

19

◆羽廣 憲

反革命への反撃として東北大学を先頭に全力 で闘わ

国労小倉地区闘争団
鉄建公団訴訟原告
３・

れている全学連の皆様に敬意を表します。
菅政権を倒し、続いて野田政権の 打倒に向かって日 々奮闘

11

11

19

く可能な時代と情勢に突入しているからです。

年の闘争をしてきたわけでは ありま

してきた法大闘争の地平が、「原発推進 と被曝強制の先 兵」

名の賛成で、解雇者の組合員資格 を剥奪

12
25

する規約改正を強行決定しました。 私たちがこのかん 、声を

社民党や共産党系

63

と化した大学を学生の手に奪還し、「反 原発闘争の砦」 へと

51

大にして批判してきた、これが４者 ４団体路線の正体 なので

と思います。新自由主義大学と対決する 闘う団結をつく りだ

名の絶対反対の発言にも係わらず、

ます。

事を徘徊させ、会場外には制服警官 を配置して一般組 合員を

72

長挨拶は、なんと「『連合』への加 盟を真剣に議論し 、．．

11

◆小玉 忠憲

かかっています。動労千葉と共に国鉄闘 争を国鉄闘争全 国運

月

24

25

貴全国大会の成功を祈念します。

18
11
11

6

9

全学連の５年半の激しい法大闘争は、 俺たち東京西部 ユニ

つ時代がやってきました。

装請負弾劾の闘いを先頭に、反失業 の闘い、「外注化 阻止・
オンが、本気で職場で闘おうと挑戦して きた闘いと完全 に重

な発展を切り開きます。動労千葉・ 総連合の外注化阻 止・偽
非正規職撤廃」の闘いをすべての産 別からつくりだし ていき
一言で いえ

なります。その中で不屈に法大当局・国 家権力と闘う姿 は、
常に私たちを奮い立たせてくれました。 団結！

ます。
労働者を使い捨てにする外注化・非正規化こそ、新 自由主
ば私たちの武器はこれしかありません。 しかし敵は労働 者や
正面の敵だけならともかく、労働組合に も東電労組や連 合の

義の核心であり、青年から未来を奪 っている元凶です 。原発
法人税は免除、労働法制は解体す る被災地の「復興 特区」
幹部のように、資本や国家に労働者を売 り渡したり分断 する

学生を団結させないためにありとあらゆる手立てを使います。

と、「大阪都－関西州」を掲げる橋下「維新の会」の「職員・
連中、足を引っ張るものもいます。まあ 、はっきり言え ば、

下請け労働者の被曝労働は、その極致です。

教育基本条例」は、道州制－公務員 ３６０万人首切り 攻撃、
ることの方が多いかも知れません、です よね！。しかし ！労

カッコ良く勝てる事の方が少ないし、ち ょいと困難にぶ つか

動労千葉の青年組合員をはじめと するＪＲ平成採の 決起、
働者を絶対に蔑視しないこと、闘って団 結を拡大するこ とが

９割非正規化攻撃の始まりです。断固、粉砕あるのみです。
郵政非正規ユニオンの闘いを先頭に 、今秋、新自由主 義と決

闘争と全学連の闘いはたびたび俺たちを この原点に立た せて

われわれの団結の中にこそ労働者の未 来があること、 法大

勝利の道です。

・６労働者集会一万人 結集の

着をつける勝負にうって出ます。二 千万青年労働者の 総反乱
を切り開いていきます。
全国労組交流センターは、
くれました。
俺たちはこの数年で、ストライキも経 験し、非正規ば かり

日の日程で、第２３回拡大全国運

営委員会を開催します。交流センタ ー青年部を再建し 、青年
の職場の分会も立ち上げ、また激しい分 会破壊攻撃や、 雇い

日ー

の階級指導部を陸続と生み出して、 階級的労働運動の 牽引車
もケンカ真っ最中で闘い続けています。 青年部も職場で の労
働強化や分断と闘い抜いてユニオンの先 頭で闘っていま す。
くり、運び、運営しているのはすべて俺 たち労働者です 。こ

日々過酷な労働現場で搾取されながらも 、この社会で物 をつ

◆入江 史郎

たちも９月

・６日

日の東日本大震災・原発事故・・ ・世

車を乗り回していたり。「こんな大学お かしい！」と声 をあ

大学の金儲けのために学費が流用された り、教授たちが いい

に健康に影響はないという論理を主張する教授ばかり）とか、

い（例えば、この期に及んでもなお原発 は安全だとか、 直ち

ありました。高い学費を払っても、正し いことは教えら れな

労働者と一緒ではないか」という討論が されたという報 告が

発労働者と自分たちを切り離すものでは なくて、学生も 原発

れました。先日のＮＡＺＥＮ会議では全 学連の学生から 「原

青年労働者が中心となってスタッフ会議 を行う関係性が 築か

そう全国会議（通称ＮＡＺＥＮ）』では 、未来を担う学 生と

８月５日に広島で結成された『すべて の原発いますぐ なく

労働者階級の闘いで打倒する以外にありません。

公務員制度改革を強烈に進めていこうとする超極悪政権です。

への展望です。菅政権の次に登場した野 田政権は原発推 進・

拡大していることがなにより決定的であ り、それこそが 未来

未来を担う全学連のみなさんが今こそ意 気軒昂と輝き組 織を

界の帝国主義が音を立てて崩壊していく 激しい情勢の中 で、

世界大恐慌・３月

◆合同一般労働組合 東京北部ユニオン

祈ります。原発なくして世の中変えよう！！

ニオンの連帯と団結は未来永劫に不動で す。大会の大成 功を

全学 連とわが東京西 部ユ

回大会を成功させます。

全学連に負けず に俺

月は日本と世界を変える巨大な「ケンカ 」で

日には、第

10

す。俺たちは職場を土台にやります！

11

比谷には、大動員を競い合おう！

11

今年の９～

の誇りを取り戻し、労働者は社会の主人 公であり、社会 を変
える力があるんだと確信して闘います。

国
｢ 鉄 分割 ・ 民 営 化 に 反 対 し 、 名 解 雇 撤 回 闘
争を支援する全国運動 呼
｣びかけ人
す
｢ べての原発いますぐなくそう！ 全国会 議 ｣
呼びかけ人
全学連が、名実ともに、

年もやっている者が言えた義理 ではあ

11

全日本、
学生自治会、
総連合、
となることを願ってやみません。

ます。
３・

で、福島原発の爆発とともに、俺たちが生き ている

歴史的な２０１１年の全学連大会の 開催、おめでとう ござい

大会に集まった若いイキの良い学生の皆さん！！

◆一般合同労働組合 東京西部ユニオン
吉本 伸幸）

りませんが。

中央執行委員長を

それでは、おもしろくありません。

とはないでしょうか。

時代を担う者の集まりが、全て予 定通りに終わるよ うなこ

1047

ス タン ダ ード ・ヴ ァ キュ ーム 石油 自 主労 働組
合中央執行委員長
全国労組交流センター・共同代表

た社会を変革するために、ともに闘いましょう。

青年労働者・学生の力で、核と原発を廃絶し、この腐りきっ

止め＝解雇、組合つぶしの解雇と、幾た びも闘い抜き、 現在

実 現 に む け、 ９ 月

11

としての労組青年部運動を復権させていく決意です。

10

商品として競争させられ軽んじられ てきた歴史に終止 符を打

25

7

11

（執行委員長

26

この社会の本質がムキ出しになり、 いよいよ労働者が 労働力

11

げたら逮捕される。我慢して大学を卒業しても就職率は

％

前後。どうにか就職できても非正規 雇用で年収は２０ ０万程
度。いつ首を切られるかもわからな い、そんな中で将 来に展
望を持てず、年間３万人以上が自殺に追い込まれている・・・。

うな議論だったそうです。

の反原

を世界に発信することで本当に世界革命 を手繰り寄せる こと
、９・

月１万集会に向かっ て共

ができる情勢に来ていると思います。９・
発の大デモ、大集会を勝ち取り、
に進撃しましょう。
日に第５回大会を成功させ、合 同・

一般労組全国協本部事務所、郵政非正規 ユニオンの本部 のあ

いのメダルの裏側にある、外注化・非正 規職化された職 場の

原発デモは『反原発・反失業』を一 体のスローガンと して掲
個々の闘いを闘い抜くと同時に、雇い止 めという雇用形 態そ

は派遣法撤廃、雇い止め解雇粉砕です。 特に雇い止め解 雇の

労働者を組織化し闘うことです。非正規 職撤廃の闘いの 具体

げながら運動を作っていこうという 方向性で一致しま した。
のものの在り方を粉砕する闘いを貫き、 青年労働者を組 織化

その報告を受けて、９月

その会議に初めて参加した青年労働 者は「いろいろな 問題を
して 月１万結集の先頭に立つ決意です。共に闘い抜きましょ

じたそうです。

日に開催 された

「つまり、資本主義社会そのものが ダメってこと？！ 」と感

動 労 千 葉 主催 の 集 会 に 参 加 し 、 交 流 会 で 議 論 を 深 め る 中 で

いなということがわかりました」と、８月

て来たのですが、今日の話を聞いて そういうわけにも いかな

考えたらキリがないから僕は原発問 題だけを考えよう と思っ

日の（もしくはこれから の）反

る拠点労組として飛躍を実現したいと考 えています。合 同・

東部ユニオンも８月

19

運動は単に原発に賛成か？反対か？を巡る運動ではなく
AZEN
て 、 学 生 が キ ャ ン パ ス を 取 り 戻 す 、 労 働 者 が 職 場 を 取 り 戻 す、

こういう現状そのものが原発労働ではないかと。だから、

11

一般労組の任務は動労千葉の外注化阻止 、偽造請負粉砕 の闘

N

11

そういう運動と一体の運動としてあ るのではないか？ そのよ

28

70

う。団結。

回定期全国大会の開催をなんぶユニオンは 心か

◆なんぶユニオン（執行委員長 金子 浩）
全学連第

前進させていることは、今後膨大に 結集してくる全て の労働

の開催と成功は新自由主義大学の息の根 を止める大会と して

この５年あまりの法大闘争に勝ち抜き 、本年の全学連 大会

ら喜び、熱いエールを送りたいと思います。

者階級にとっての希望となっていま す。今年の全学連 大会で

本年の大会で新たな執行部を確立すると聞いております。

勝ち取られると思います。

論がなく進む運動などありません。 疑問や悩みや自分 自身の

回定期全国大会に結集された全学連の闘う仲間の みな

の大地震と大津波は、新自由主義の何たるかを 余す

万人にも達する人命を奪い、数十万の 労働者を街頭に 放り

ところなく暴露しました。地方切り捨て のすさまじい現 実は

・

ジをお送りします。

さんへ、動労千葉・国際連帯委員会より 熱い連帯のメッ セー

第

◆動労千葉・国際連帯委員会

す。

なんぶユニオンは大会の成功を祈念し てメッセージと しま

の原発再稼働を阻止しよう。

被災地フクシマの労働者人民と共に野 田政権打倒！す べて

日 の新宿
月６

日の明治公園集会を突破口にしながら、 多くの

くことに階級闘争の魅力があると思います。９月
デモと９月
大衆を闘う学生運動・労働運動に組織しよう！そして
日の集会は日比谷野音のみならず、 日比谷公園を埋め 尽くす
ほどの大結集を勝ち取りましょう！ ！私たち、東京北 部ユニ
オンも全学連のみなさんとともに闘います。

以 降、

回定期全国大会おめでとうございます。 本大会

◆東京東部地域合同労働組合執行委員長
（合同・一般労組全国協議会事務局長）
小泉 義秀
全学連第
が成功裏に勝ち取られることを確信しています。３・

全学連の仲間の皆さんは被災地の東 北大学を先頭に全 力で階
級闘争の先頭に立って闘い抜き、歴 史的な大会を勝ち 取られ
ていることに心から感動しています 。特に法大におけ る大弾
圧をうち破り、法大の中から１年生 をはじめ新たな仲 間を獲
得し、法大から新たな全学連の指導 部を生みだす勝利 を実現
しようとしていることは、全国の学 生に勇気を与える のみな

出し、そして人類史上未曽有の原発事故 を引き起こし、 福島
の全て、その農地、森林から海、空まで をも奪い尽くさ んと
しています。
事の大きさに一瞬立ちすくみつつも、 動労千葉を支援 する
月

会の全国展開の一環として、翌日の 月 日には支援する会・
東海が結成され、

日には“労働者の力で被災地を 救援
しよう！すべての原発を撤廃せよ！震災 解雇許すな！生 き抜

・

に立ち上げられた国鉄闘争全国運動と

月

日

くために闘おう！”の闘いの檄が動労千 葉から発せられ まし
た。
昨年

16
につきました。

信を与え、闘いの「よりどころ」として 確固たるポジシ ョン

に発足した東日本大震災救援対策本部が 、私たちに自信 と確

3

らず、多くの青年労働者の共感を呼 んでいます。東部 ユニオ
ンの仲間も法大包囲デモに参加し、 法大闘争を共に闘 う中で

3

～

・

闘争

そして全学連を先頭とする青年労働者 の闘いは、「政 治休
・

20

鍛えられてきました。

14

戦と挙国一致」の大反動の闇を食い破り

3

新自由主義攻撃は青年労働者と学 生をモノのように 扱い、

13

として鮮烈な登場を果たしました。“闘 いの中で展望を ひら

17

生きていけない現実を強制してきま した。新自由主義 は大破

3

12

3

産しながらも、より絶望的にその攻 撃を仕掛けてくる 以外に
生きのびることのできない、帝国主 義の最末期の姿で す。エ
ジプト革命は今やイスラエルで１０ ０万デモを実現す る事態

72

11

壁など、あらゆるものをさらけ出し ながら全体で前進 してい

も例年以上の激しい討論がなされる と思いますが、議 論や討

学生と青年労働者が原発事故に対 する怒りで団結し 運動を

72

30

11

3

8

11

に発展しています。日本において全 学連が７２回大会 の成功

11

6

11

2

11

19
72

く”このあり方は、
～

・

・

文科省闘争など福島のお母 さんた
のは、１００人を超える大弾圧をかちぬ いてきた法大闘 争を

弾圧の際には、共にたたかいぬきました が、ここで実感 した

真正面から労働組合と学生運動の あり方が問われる 時が到
来しました。原発を推進し、
／年を許容して子どもたち
mSv
を見殺しにする労働組合でいいのか ！重層的な外注化 ・非正

だなということでした。弾圧は逆に組織 の団結を固めま した
しパワーアップさせてくれました。反原 発のたたかいに 思い
ー９ ・

をたたかいぬいて

月労働者国際大会を大き

切って飛び込み、職場のたたかいと地域 を結んでいきま す。
９・
くきりひらいていきたいと思います。み なさんと共に進 みま

ています。

回定期大会の開催おめでとう ござ

月

日までに

日、応能応益家 賃に

西郡支部１０００名建設をなんとしても 実現することを 宣言

私たちは第

回大会で、全国のきょう だい、仲間と共 に、

０００名建設を宜言するところまで来ま した。木当に感 謝し

もに新自由主義とたたかう新たな解放運 動を実現する支 部１

社会変革のエネルギーを肌で感じ私たち は元気をもらい 、と

います。いつも西郡闘争に参加していた だき、学生や若 者の

全学連のみなさん、第

◆部落解放同盟全国連合会・西郡支部
（支部長 岡邨 洋）

ジとします。

全学連の大拡大・大発展を！大会の成功を祈念してメッセー

規職化と民営化で利潤を貪る資本と 真っ向から対決す る労働

の機運が全国の職場にみなぎりだしています。
そして、放言・虚言・暴言の限り を尽くす御用学者 どもを
その椅子から引きずりおろし断罪す る闘いが、反原発 闘争の
奔流の中で全学連の仲間たちにより 開始されています 。この
闘いは「教育の民営化」と対峙して 闘う学生自治会を 必ずや
の動労千葉の緊急アピールは２００万に達す るブロ

全国大学に甦らせるでしょう。
・
番底に転げ落ち る帝国主義とその 新自由

グに引用され、全世界を席巻してい ます。反原発・反 失業の
叫びは、大恐慌の
主義攻撃と根底から対決する全世界 の労働者人民の鬨 の声で
す。
動労千葉・国際連帯委員会は、全 学連のみなさんと 共に国
際主義の旗を高く掲げ共に闘い抜く ことをここに改め てお誓
しました。
この宣言に恐怖した八尾市は、

反 対し 、 供 託し て た た かう 仲 間 に 対し て 、 ８ 月

28

月

日の岡邨、辻西、田中さん たち

を感じます。震災も原発事故もこれ までの資本主義最 末期の

今、数千万人の単位で人々の価値 観が大きく動いて いるの

学校まで統廃合するとはゆるせない」と 西郡廃村攻撃に 、怒

療センターを売りとばしたら生きていけ ない」「小学校 、中

万円もする。入れない。出て行けと言う ことか」「八尾 北医

たら生活できない」「機能更新計画で住 宅を建て替えて も

新自由主義の破綻の結果ー階級的な 犯罪だということ を人々

情勢下、応能応益家賃で追い出してどうして生 きて
11

ぶを奪い返して、人間の共同性を取 り戻し社会のあり 方をも

決に屈せず、絶対反対の団結、この拡大 こそが住宅を取 り戻

八尾市の差し押さえ攻撃や明け渡し攻 撃、裁判所の不 当判
し、生きていく道であることがみんなの 核心となって徐 々に
広がり始めています。懇談会の度に、新 しい人が参加し てき
ています。

に重要だと思います。その際、法大 闘争をはじめこの 数年間

今全国の大学から学生自治会をつく りあげていくこと が本当

のために今も闘っているのだ。ムラの者はいないではないか。

執行実力阻止を闘いぬいた花屋の森本さ んのところには 「何

ラスを割るなどの嫌がらせを始めてきています。２／

これに恐れる解同本部派は、供託者に 、脅しや、車の 窓ガ

の全学連のみなさんの資本や国家権 力・大学当局と全 力でた

よそ者ばかりではないか。」と言ってき ましたが、森木 さん

強制

たかってきた力が本当に生きてくる のではないでしょ うか。

が「ムラの者はどんどん増えてる。労働 者との団結を広 げて

三里塚
20

いって、かならず住宅を取り戻す」と返 したら、ガック リし

26

日、供託者は、八尾市が送り付けてきた催告書 に対

て立ち去りました。
月

25

私たち婦人民主クラブ全国協議会 も、８月末に全国 総会を
開催しました。みなさんと気持ちは一緒です。５・

8

心から期待しています。

全 学 連 の 新 執 行 部 を 樹 立 す る と 聞 き ま し た 。 す ば ら し い で す。

弾劾して焼け野原から続々と学生自 治会が誕生したよ うに、

ぶっ飛ばそう。敗戦後、戦争協力し た学問・学者を徹 底的に

御用学者や御用大学、資本の手先 のインチキ学問な んかを

のではないでしょうか。

う一度すべてつくりなおすというこ とを模索しはじめ ている

いけというのかという怒りが噴出してきています。

・

りが噴出してきているからです。

いことを日々多くの人々が実感し、 自分たちでたたか いを求

ははっきりと見ています。政府・資 本には解決能力な んてな

を切り拓いてきたと思います。

しかしこの攻撃は、なんの勝算もない 、敵の恐怖のあ らわ

です。

に対する明け渡しの高裁の反動判決に次 ぐ、許しがたい 攻撃

送り付けてきました。

『滞納家賃』を全額払うか住宅を明け渡 せ」という催告 書を

29

7

い致します。

◆婦人民主クラブ全国協議会
（代表・丹治孝子）
全学連第 回定期全国大会開催おめでとうございます。

72

会として、特別大きな意義をもって 開催しておられる と思い

東日本大震災と福島原発事故 後の大

26

れとしか言えません。「応能応益家賃でこれ以上家賃が上がっ

今年の大会は、３・

7

の職場で実現して行こう！小なりと いえども、こうい う闘い

す。

20

私たちも一緒に実感し、いっしょにたた かいを学んでき たの

集会を 大成功

・

の“フクシマから世の中を変える”反

ちとの固い連帯をつくり出し、全国 運動
・

5

23

原発・反失業の荒々しい闘いとなって大爆発しました。

させ、

6

5
19

組合につくり変えよう！動労千葉の 反合運転保安闘争 を自ら

11

6
2

ます。震災・原発事故直後からのみ なさんの奮闘が今 の情勢

11

9

19

6
14

め行動を開始しています。労働者階 級が資本家階級か らぜん

3

8

11

11
72

6

3

８月

日、品川支部第５回大会にご参加頂きありがと うご

ざいました。決意表明の中で「新自由主 義と対決する新 たな

して「団結破壊はゆるさない、全員 に説明しろ」「八 尾市と
地区協の結託ゆるさない、裁判所も 腐っている、我々 は負け
全学連運動の建設」と高らかに宣言しま した。熱い息吹 ・パ

ないぞ」と八尾市を
宅管理課はその迫力にグラグラで、 何一つ答えられま せんで
した。

礼を述べさせて頂きます。ありがとうございました。
東日本大震災・福島原発事故」は、２万人に 及ぶ

死者・行方不明者と、数十万の被災者、 数百年にもわた るで

「３・

が、これに屈せず分断を打ち砕き、 絶対反対の団結で みんな
あろう放射能の日本国中への汚染。今や 、民主党政権、 資本

ぬか」「戦争か革命か」を賭けた歴史的 決戦に突入して いま

の 怒 り と 結 び つ い て い く と き １ ０ ０ ０ 名 建 設 に 火 が つ き ま す。

全学連のみなさん、全国大学に学 生自治会をよみが えらせ
す。正義は私たちにあります。死力を尽 くした闘いが求 めら

家、東電への、労働者人民、農・漁民の怒りは燎原の炎となっ

若者の怒りを爆発させよう。世界中 で学生や若者が新 自由主
れています。日本革命運動の主流派とし て登場するかに 勝利

解放同盟本部派、全国連本部を打ち 倒し、新自由主義 とたた

義に怒り、革命の最先頭で闘ってい ます。今大会を歴 史的大

名の起訴、２ケタを 超え

法大闘争を突破口とした学生運動の高 揚。動労千葉を 先頭

全国の大学・学生の決起を陸続と生み出しています。

返してきました。今や、法大闘争は学生 運動の頂点とし て、

る停学・退学処分という「弾圧の暴風雨 」を人生賭けて 打ち

てきました。１１８名の逮捕者、

若き全学連の戦士は、この間、法大闘 争の死闘に勝ち 抜い

の帰趨がかかっています。

月集会の大結集を勝ちとろう！

回大会に結集された若き戦士の皆さんに 、心よ

◆部落解放同盟全国連合会・杉並支部
全学連第

にした国鉄労働者の不退転の決起。そし て「国鉄全国運 動」
新たな部落解放運動の建設。三里塚の空 港絶対反対の闘 い。

の拡大。闘う労働組合の結成。全国連西 郡支部を中核と した

義の破産を究極的に明らかにしまし た。福島第１原発 事故は

沖縄、反原発、反失業、「作る会」系教科書採択阻止の闘い。

の東日本を襲った震災被害と原発事故は、新 自由主

収束するどころか、今も大量の放射 性物質がまき散ら され、

全学連の若き同志の皆さん。本大会に 残念ながら参加 でき

あらゆる闘いは、一歩も譲れない人類の未来賭けた闘いです。

を根こそぎ破壊し、棄民化してもか まわないという、 恐るべ

ませんが、常に共に闘い抜いていること を申し添えてお きま

放射能汚染が拡大しています。東電 をはじめとする巨 大資本

き事態が進行しています。この国家 と資本による犯罪 を徹底
す。全学連第

・６労働者

回大会の成功を祈念して連帯のメッセー ジと

的に弾劾しなければなりません。フ クシマの怒りをわ がもの
いたします。

新自由主義による民営化＝労組破 壊・団結破壊の攻 撃は、
一方で部落解放運動の根絶を意図す るものとしてもあ りまし
た。私たちは、既成の解放運動がこ の攻撃に屈服し、 体制内
勢力に転落するなかで、西郡支部を 先頭に新自由主義 とたた
かう部落解放運動を実践的・路線的 にかちとってきま した。
そのたたかいは、動労千葉を先頭と する階級的労働運 動と、
法大闘争をはじめとする学生の皆さ んのたたかいと軌 を一に
したものでした。私たち杉並支部は 、全学連の皆さん のたた
かいと共に歩んできたことを誇りとしています。未来に向かっ
て躍進する全学連の皆さんと共に、 私たちも大いなる 飛躍を

狭山集会の大成功から

月労働者集会の成功に向けて、一切の力を集中しよ う。

72

」とは何でしょうか？新自由主義の破綻ということ

いによって粉砕されました。そこに「３・

」が襲いかかり、

反革命さえも、動労千葉やあくまでも不 屈に闘う原告団 の闘

小泉構造改革政治が破産し、民主党政権による「国鉄４・９」

にとどまらず、帝国主義の支配体制の根本からの崩壊でした。

「３・

全学連大会の大成功を心よりお祝い申しあげます。

◆北島 邦彦
（東京西部ユニオン・前杉並区議会議員）

共に闘わん。

11

」と対峙する労働者人民の 構え

反革命」とも言われています。階級主 体の

全学連に結集する学生のみなさん！未来 はあなたたちの もの

な前進を開始していることに、心の底か ら感動していま す。

あり方が問われている状況下、全学連が 新体制をもって 新た

情勢は「３・

方向性を決定づけました。

りも早くかけつけた全学連の行動は、そ の後の被災地支 援の

の基盤を形づくりました。被災地の闘う 労働者のもとに 誰よ

連の闘いは、やはり「３・

戦にも脈々と流れているものです。法大 決戦を軸とする 全学

だからこそ国鉄決戦です。そしてその 闘いの質は、法 大決

日本帝国主義の最弱の本性を露呈させました。

11

かちとっていく決意でいます。
・

狭山闘争の階級的復権をかちとり 、狭山第三次再審 闘争に
勝 利 し ま しょ う 。

として共にたたかっていきましょう。

たちが発したこの言葉をいまこそよ みがえらせ、階級 の戦士

あれ、人間に光りあれ」（水平社宣 言）、若き水平社 の戦士

集会１万人結集の大爆発をかちとり ましょう。「人の 世に熱

11

◆部落解放同盟全国連合会・品川支部
（支部長 佐々木 幸子）

11

29

回定期大会開催おめでとうございます。

11

10

11

へ、ともにたたかっていきましょう。

として、原発の再稼働を絶対許さず、「全原発の停止・廃炉！」

共に猛然と進撃しましょう。

３・

33

労働運動、部落解放運動を大前進させよう！革命をやろう！

会としてともに勝ち取り、新自由主 義を打ち倒す学生 運動、

て爆発しています。新自由主義との全面 対決、「生きる か死

本当に村が動き始めています。敵 も凶暴化してきて います

トスに深い感銘を受けました。この場を 借りてあらため てお

時聞にわたっ て弾劾しぬきまし た。住

27

かう新たな部落解放運動を登場させていくときが来ました。

11

2

り連帯のメッセージを送ります。

72

の利益を守るためならば、かけがえ のない人間の生命 や生活

11

全学連大会第

72

10

11

です。ともに闘いましょう！

◆国賀 祥司（泉佐野市議会議員）
全学連大会に結集されたみなさん。

の反原発闘争の大爆発勝ち取り、労働運動

日

◆ドイツ・ＫＲＤ
（レーテ・デモクラシーのための委員会）
親愛なる日本中の学生、同志、友人のみなさんへ
みなさんの大会がすばらしいものになること、そして

週間前に全学連と動労千葉の代表団 がここドイツを 訪問

ングリッド、ローラはあなたたちと連帯します！

ＲＤ（レーテ・デモクラシーのための委 員会）のモニカ 、イ

のデモが大成功することを祈っています 。ドイツの私た ちＫ

11

本大会が、新自由主義のキャンパ ス支配を覆す、３ ００万
学生の団結体としての学生自治会の 歴史的復権に向け 、飛躍
のステップとして、みなさんの情熱 と若いエネルギー で大成
功することを確信しています。

と巨万の決起に発展し

万円から上がらない

て必死で反対運動をやってきました 。多くの青年労働 者が、
才になっても毎月数万円の奨学金返済をかかえ、「 これで

たまるか」と闘いを継続しています。
市長は９月、賃金カット（８％） の３年延長、４年 間で１
００人以上の人員削減、新採ゼロ、 消防署まで退職不 補充、
現業・保育所・事務の民営化・非正 規化方針を出しま した。
まさに「半分の人数で倍働け」、９ 割非正規化の「道 州制」
を、労働組合をつぶしてやろうとし ているのです。こ れは泉
佐 野 だ け の こ と で は な く 、 全 国 で 同 じ 攻 撃 が 激 化 し て い ま す。
青年と腐りきった資本主義社会は 非和解です。団結 してこ
、９ ／

ともに闘わん！

／６労働者集会１万人の大結集を実現しよう！革命 にまっ

しぐらに突き進もう！

団結！ がんばろう！

ません！

月にドイツに来てく れた

私たちはともに、教育の民営化に対し て闘わなければ いけ

化に対して闘っています。

全世界的な新自由主義攻撃によってもた らされた教育の 民営

チリでは今まさに、１００００人以上 の学生・労働者 が、

能であることを示しました。

アラブの革命は、大衆運動にこそ力が あること、変革 は可

間らしい生活のために闘っています。

スペインとギリシャでは、人民が常に 街頭に飛び出し 、人

イギリスでは、青年が権利のための暴動を開始しました。

ます。

き起こしたこの非人間的なシステムに対 してたちあがっ てい

世界中のいたるところで、人民がフク シマの原発事故 を引

いけません！

私たちはともに、核の軍事利用・平和 利用をとめなけ れば

れるからです。

ンへの核廃棄物の輸送を阻止するために 、大きな闘争が 行わ

らいいなと思っています。フランスから ドイツのゴアレ ーベ

私たちは、全学連の同志たちが

くりあげていくための大きな一歩になりました。

ひとつだと実感しました！ 今回の訪独は、国際的な運動をつ

この訪問全体をとおして、私たちは改 めてどこでも闘 いは

名になっています。

したイベントを報道したので、全学連は 今ドイツでとて も有

情報を共有し、ともに闘っていますよね 。多くの新聞が こう

ベントも成功を収めました。すでにドイ ツの多くの人た ちと

働運動の活動家たちと知り合い、さまざ まなグループと のイ

そこで彼女たちは反核活動家をはじめ 多くの学生運動 ・労

ン、ベルリンなどを回りました。

してくれ、私たちとともにマンハイムや ケルン、ゴアレ ーベ

2

原発事故と青年労働者の半数を非 正規に追いこんで いる現
在の新自由主義＝資本主義社会は、 完全に終わりを迎 えまし
た。真の意味で、革命情勢が到来しました。
問題は、私たちが、ブルジョアジー や腐った政治家た ちにた
だちにとって代わる主体的準備を、 いかに早く整える かにか
かっていると思います。そのために 、新自由主義と真 っ向対
決する闘う労働組合と学生自治会の 歴史的復権をかち とりま
しょう。それが可能な時代が来ました。
福島・東北の人々を先頭に、大震 災と原発事故を経 験した
、９／

労働者・学生が、「この社会を根本 から変えよう」と 膨大な
規 模 で 闘 いを 開 始 し 、 ９ ／
ようとしています。
日本学生運動の壊滅をねらった法 政大学大弾圧をは ねかえ
し 、 国 際 連 帯 の 先 頭 に 立 つ 全 学 連 の 飛 躍 に 大 い に 期 待 し ま す。
「原発事故による健康リスクは、 全く考えられない 」「放
射線の影響はニコニコ笑っている人 には来ません」と 、被爆
二世でありながら、デマで福島をはじめすべての子どもたち・
若者の命や未来を奪おうとしている 山下など腐敗した 御用学
者。こんな輩がデカイ面をしてのさ ばり、害毒をまき 散らし
続けていることなど許せるでしょう か。「原子力村」 の拠点
である大学を変えるのは、学生運動 の力にかかってい ると思
います。
泉佐野では、関西空港の破たんを 労働者と住民に犠 牲転嫁
する「財政健全化」＝「道州制」攻 撃に対して、青年 労働者
代 の労働

を中心に闘いを続けています。新市 長は５月、市職員 の給与
～

20

11

19

を一挙に２割も削減する攻撃をかけてきました。
者 を 、 実 質非 正 規 と 同 じ 、 手 取 り
16

状態に叩き込もうとしたのです。私 は職員といっしょ になっ

13

の社会を自らの手で根本から変えよう！未来を奪いかえそう！
９／

19

をぬり変える外注化阻止決戦に突入 した国鉄闘争を先 頭に、

11

11

11

は生活できない」「市長を絶対許さ ない」「未来を奪 われて

30
11

◆福島大学学生
沖縄の「反原発闘争」は一体で「反基地 闘争」です。日 々の
職場闘争は「基地あっての沖縄」イコー ルして「会社あ って
な情報が存在するため、何が正しいのかわからない状況になっ
通して「基地撤去・解雇撤回」というか つての基地労働 者の

一長一短ではいかないけれども、私達 は職場実践・議 論を

の労働者」というイデオロギーとの闘いです。

ており、考える事が出来なくなって います。その中で 、わか
闘いを甦らせ、「反スターリン主義」の 旗の下で戦後労 働運

現在の福島では、安全だと言う人 、危険だと言う人 と様々

らないからこそ安全側をとりたいと 避難を決断された 方もい
動を乗り超える闘いを開始しています。

島の闘いは始まったばかりだと思い ます。皆さんのご 協力を

てくる。これから出てくるであろう 子供達の健康被害 も、福

も良いのか？ 除染もやるほどに、完全には無理なのがわかっ
と豪語しています。三里塚と一体で沖縄 に襲い掛かって くる

野田政権は来年にも新基地建設の為に「 埋立て申請をす る」

辺野古新基地建設を巡る闘いも大きく動き出しています。

年間闘い抜いてきたおばぁ達は「このまま では

う意味ではとても厳しいし、激しい。

を賭けた大闘争の真っ只中にその身を置 いています。そ うい

皆さん、私達は「反原発・反基地」と いう何百年先の 未来

仲間を広範に組織し、団結を拡大する以外にありません

を掲げた、全国の闘う労組と学生組織が今まで以上に突出し、

これと立ち向かうには、「反原発・反戦・反基地・反失業」

感じ、訴えてきています。

政府に勝てない」と労働運動と政治闘争 の危機的状況を 肌で

辺野古で

ということです。

が多く存在します。復興をというが 、放射能を気にし なくて

ますが、いろんな状況の中で、どう しても避難出来な い人と

｣

よろしくお願いします。

◆花澤 俊之
弁護士・第二東京弁護士会所属
法大弾圧裁判弁護団
す
｢ べ ての 原発 いま す ぐな くそ う ！ 全 国会 議
呼びかけ人
時は満ちた。
私たち弁護士も闘い、表現の自由 を、そして君たち を全力

・

を全国
11

最後まで共に闘いましょう

全学連第七十二回定期全国大会おめで とうございます 。日
本最大の国難に対し貴方達は東北大を先 頭に沈着正確に 原発

私の母も主人の文も友達の一発の爆弾 でひどい火傷で 二、

希望も持てると思います。

い。むごい言い方かもしれませんが、何 くそと気を張れ ば又

気の毒なこととは思いますが、余り気を 落とさないでく ださ

の援助もなく必死でいきてました。フク シマの方は本当 にお

まで何とか生きてきています。戦時中の ように何の支援 も何

も何もわからないままそこの水を飲み物 を食べそこに住 み今

わないといけないと思います。原爆にあ った私たちは放 射能

ない様にした責任は彼等にあります。絶 対に責任は取っ て貰

してきました。何が安全なものですか。 フクシマを誰も 住め

した時から又中曽根達の原発平和利用の うそっぱちも大 反対

である私はその放射能の恐ろしさを知っ ています。私は 被爆

にまき散らし色も臭いもない悪魔の気体 。ヒロシマの被 爆者

フクシマの事故はチェルノブイリに匹 敵する汚染をそ の地

反対闘争に力を入れられ闘ってこられた事に敬服いたします。

｣

1

!!

しかし、だからこそ私達は無限の展望を 持った明日を作 る
人として生きることが出来る
うではありませんか
明日の ・ は沖縄でもデモをやります

9

月集会へ数万・数十万の隊列を作り 出そ

!!

全労働者・全学生の未来を賭けて明日 のデモへ打って 出よ

!!

反戦被爆者の会
す｢べて の原発いますぐなくそう！ 全国会議
呼びかけ人

◆下田禮子

う

!!!

11

三日の内に亡くなりました。川口も防火 用水の水槽にも 死体

12

16
11

で大爆発させて、

9

で死守します。

の「人災」 と原発

月集会

!!

◆沖縄北部合同労組・うるまユニオン
執行委員長 富田 晋

働者・学生のもとに明かされました。
同時に新自由主義攻撃の中で未来 と自由を奪われ、 非正規
そし て、本質的にはそ の新自

労働を強いられてきた青年労働者と 学生を先頭に全国 で革命
の火は燃え広がっています
いが大きく爆発しています。
私達は今までの常識に囚われることなく、さらに

チ ッ ク な の は 失 敗 し て い る 。 よ く な い の で は 」 と 言 っ て く る。

者が社会の主人公が次の社会だ」と 訴える。すると、 「共産

システムの社会なら良いのか」と言 ってきます。私が 「労働

発の地域もそうだ。そういうシステ ムが悪いのなら、 どんな

地・原発反対とは言えない。沖縄は 基地で繁栄してき た。原

職場の仲間は「もちろん戦争は反 対だ。しかし、一 概に基

なります。

職場の仲間と討論する中で「原発 ・基地・失業」の 議論と

べく悪戦苦闘の日々です。

私自身は自分の外注化職場におい て、労働運動を甦 らせる

「ＮＡＺＥＮ・沖縄」結成に向けて闘う決意です。

に向けて大きく前進することを求め られています。沖 縄でも

11

!!

全学連大会に結集された学生の仲 間の皆さん、お疲 れ様で

・

す。大会の開催を心から祝福致しま す。沖縄より共に 闘う決
意を込めたメッセージを送ります。
資本主義社会と新自由主義攻撃が
11

事故によって、未来まで奪う存在で あったことが全世 界の労

3

由主義と真っ向から闘ってきた私達 を中心に「反原発 」の闘

!

がいっぱい。爆心地は何千度の熱で 灰も残らないくら いでし
た 。 で も 私 た ち は 必 死 に 、 反 戦 反 核 を 信 条 に 生 き て き ま し た。
若い学生さん。今からが正念場です。
原発は戦争の為の物です。若い人 を戦争で死なせる わけに
はいきません。闘って闘って戦争の 起こらない平和の 世にし
て下さい。
大災害の時でさえ友達作戦とか言 って戦争の準備を するア
メリカに取り入る政府が許せません。
若い方に負の遺産が多すぎると思 いますが、皆さん で力を
尽くして下さることを期待します。
大会の成功をお祈りしています。
我々は体が資本です。ご自愛下さいませ。

回定期大会を迎えられた全学連へ心からの敬意 と熱い

◆自衛隊の海外派兵に反対し二度と侵略戦
争を許さない共同行動委員会
（反戦共同行動委員会） 代表 三角 忠
第
連帯のメッセージを送ります。
大失業と戦争に労働者階級人民を 叩き込む新自由主 義の凶
悪な本性が
･東日本大震災、とりわけ福島第一原発の爆発
によって誰の目にも明らかになりました。
11

号機をはじめ、 再稼動・新規建設 促進に

3

さ な け れ ばな り ま せ ん 。
･～
･ の連続決起の先頭に全
学連が起ち切ることを確信し、わが 反戦共同行動委員 会もそ

界の労働者階級人民の反戦反核のう ねりを私たちがつ くり出

今こそ「核と人類は共存できない 」ことを突きつけ 、全世

動き出そうとしています。

強行した北海道泊

者のクビ切り・給与１割削減などを 矢継ぎ早にしかけ 、再開

大運動をかき消し、復興増税を公然 と打ち出し、公務 員労働

した「原発なくせ」の労働者・農民 ・漁民・学生の反 原発の

誕生した民主党野田政権は、フク シマの怒りとそれ と結合

3

11

9

19

･全国労働者集会１万人の結集をつくり出しましょう。
全学連の若き諸君！ 全世界の労 働者人民が団結し 、共に

生き、共に闘い、世の中を切り開く 今秋決戦に猛然と 起ち上
りましょう！
※三角忠さんは す
｢べての原発いますぐなくそう！ 全国会議
発起人でもあります

｣

れ と ガ ッ チ リ ス ク ラ ム を 組 ん で 闘 い ま す 。 そ の 闘 い を 通 し て、

9

13

72
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6

