発な討論がされました︒
新規分会紹介ではキズナ
ックス分会の紹介があり︑
分会旗が授与されました︒
決議では代議員の無記名
投票による年間スト権を確
立し︑ 年度活動報告及び
年度の運動方針案︑﹁辺
野古新基地建設阻止︑平和
と民主主義を取り戻す﹂特
別決議案及び大会宣言案が

会

﹁ハマキョウレックス︑
長澤運輸事件について﹂
正規と非正規社員の賃金
以外の手当ての差別が問題
になっているが︑定年後の
再雇用で働く労働者の賃金
も仕事の内容が変わらない
のに大幅に削られるなどの
不合理な格差の是正を目指
し労働条件の向上を行うべ
き︒そのためには定年を
歳にまで引き上げるべき︒
副委員長
南 修三

大

18

﹁大会特別投稿ビラ﹂
﹁知ってはいけないー隠
された日本の支配構造﹂矢
部宏治著４コマ漫画と﹁沖
縄の戦後米軍基地の支配の
構造と辺野古新基地建設の
目的﹂ ㌻が配布された︒
﹁日本の米軍について﹂

言

提案され︑満場一致で採
択︑確立されました︒
また︑役員改選では松本
委員長が退任し︑新たに真
島書記長が中央執行委員長
に選任され︑松永副委員長
が書記長に選任されまし
た︒
最後に真島新中央執行委
員長の団結ガンバローで散
会しました︒

発

米軍の基地がある国は他
にもあるが︑自国の航空法
を守らず︑自由に米軍機が
飛べるのは日本以外にな
い︒日米地位協定の問題と
米軍基地について︑配布ビ
ラで学んでいただきたい︒
﹁産別最賃独禁法問題﹂
ストライキをする前に運
動をしっかりするべき︒
世間にアピールする必要
がある︒運動あってのスト
ライキじゃないと効力がな
いのではないか︒
副委員長 中山 寛治郎

﹁長時間労働について﹂
働き方改革関連法案が可
決された︒厚生労働委員会
では︑年間３３００時間︑
月間２７５時間に見直すよ
う要請されているがそれで

大阪市港区築港
12

１−１２−２７
０６ −６ ５ ７４ −８ ４２ ４

13

も月１０２時間の時間外労
働が可能となり︑附帯決議
の年間９６０時間︑月間平
均 時間の時間外規制には
程遠い︒加えて︑トラック
運送事業者では改善告示違
反が ％︑労基法違反に至
っては ％という実態は異
常であり︑そんな業界に希
望を持って飛び込んでくる
若者がいるわけがない︒
副委員長
松本 栄二

80

﹁日検闘争について﹂
労働委員会からの団交拒
否の救済命令交付が遅れて
いるが︑年内には出される
予定︒指定事業体の直接雇
用の問題︑組合員の賃金カ
ットの問題で運動を行って
いるが︑組合からの文書は
一切受け付けず︑我々が行
くとすぐに当局に通報する
などまともな組合運動を会
社が妨害している︒港運協
会に対してもっと問題解決
に向かって取り組んでほし
いということをアピールす
るべきである︒
書記長
河野 照宜

84

全港湾関西地方

阪神支部

89
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２０１８．１０．５
ＮＯ．６２３ 号

０ ７８ −３ ０３ −０ ８ ００

９月 ・ 日に︑全港湾
第 回定期全国大会が沖縄
のかりゆしアーバンリゾー
ト那覇で開催されました︒
阪神支部から代議員８
名︑特別代議員８名︑傍聴
名が参加しました︒
議長団選出後︑代表挨拶
に立った松本中央執行委員
長は﹁自民党が身勝手なこ
とができるのは労働組合が
弱いからであり︑全港湾が
労働組合の先頭に立って活
動を活発に行ない︑日本の
労働運動をしっかりつくっ
ていく必要がある﹂と呼び
かけました︒
来賓挨拶に立った全国港
湾の糸谷委員長は﹁中央団
交において港湾産別最賃に
ついて日本港運協会は︑独
占禁止法を盾に︑交渉に応
じようとしないなど極めて
不誠実な態度である﹂と批
判し︑労働委員会に提訴し
たが︑前進しない場合は︑
ストライキで解決を目指す
が︑その中心単組は全港湾
であると高く評価された︒
また︑次週の全国港湾定
期大会での活発な討議を要
請されました︒
質疑討論では阪神支部か
らも代議員︑特別代議員を
合わせて８名が発言し︑活
17
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２０１８年度の運動方針を確立

65

﹁平家物語﹂に
歌がある︒︿も
え出るも枯るる
もおなじ野辺の
草いづれか秋に
あ はでは つべ
き﹀◆芽吹いたばかりの若
葉も枯れ落ちた葉も草木は
みな同じ︒すべてに等しく
寂しい秋がめぐる︒祇王が
詠んだこの歌は︑﹁秋﹂に
﹁飽き﹂をかけ人心の移ろ
いやすさを表したとされる
◆政治家としての実りやつ
まずきを振り返ると︑この
方も秋に縁が深い︒初めて
内閣を立ち上げたとき︒世
の不評と自らの病によって
総理を辞したとき︒自民党
総裁に返り咲いたとき︒◆
安倍首相が総裁選で連続３
選を決めた︒陣営の組織力
と締めつけで﹁人の従ひつ
くこと︑吹く風の草木をな
びかすがごとし﹂︵平家物
語︶の勝ちぶりが予想され
たが︑結果を見てみたら少
し違った◆安倍氏５５３
票︑対する石破氏は２５４
票︒数の上では確かに大差
がついたが︑陣営は﹁６０
０票﹂を視野に入れている
と︑そう伝えられていた︒
少なからぬ人の心が移ろっ
たことを安倍一門はどう見
るだろう◆首相はこれから
の政権運営について﹁謙虚
に丁寧に﹂と語っている︒
言葉が行動をともなわない
なら︑すぐに冷たい﹁秋
︵飽き︶の風﹂が吹く︒

40

想

れからの組合活動と仕事を
続けていく上での視野も広
がりました︒
日本コンテナ輸送分会
柏木 聖

全国各地方から集まった
皆さんが︑議題に沿った諸
問題について真剣に議論し
ていることと︑２日間では
収まらないほどの質疑の多
さに大変驚きました︒
大運分会
上田 周一

いを聞くことができ︑あら
ためて全港湾の偉大さを感
じました︒支部の方々とも
交流ができ︑今後の活動に
もプラスになると思いまし
た︒
大洋運輸分会
飯田 恭介

全国港湾第
９月 ・ 日に豊橋シー
パレスにて全国港湾第 回
定期大会が︑総勢２９５
名︑阪神支部からは 名が
出席のもと開催されまし
た︒
糸谷委員長は挨拶の中で
﹁沖縄知事選では在日米軍
沖縄辺野古新基地建設が最
大の焦点となるが︑立候補
された玉城デニー氏や基地
建設反対の運動を労働組合
としてどのように支援でき
るのかを大会を通じて議論
を深め︑自公政権ノーを明
確にしていく﹂と宣言され
ました︒更には︑日本港運
協会の独禁法問題にも触れ
られ﹁労働委員会の見解が
重要となるが︑最低賃金を
含めた産別協定を日港協が
受け入れられないとなれ
ば︑ストライキ等どのよう
な行動がとれるのかを統一

交流会を含め︑先輩方の
話を聞いて︑まだ４年目の
私には色々勉強になりまし
た︒自分も先輩方のように
なれるか不安もあります
が︑頑張りたいと思いま
す︒
菱倉分会
菊田 直希

回定期大 会

していく︒そして︑港湾の
自動化についても︑人手不
足は事実かも知れないが論
理のすり替えをさせてはな
らない︒労働者に対してど
のように還元できるのかを
考えさせる必要がある﹂と
述べられました︒
玉田書記長は 年度の主
な取組み及び経過の中で
﹁災害続きである日本では
物流の大切さが再認識され
ているが︑港湾物流へ政策
では︑港湾労働者の雇用と
労働条件向上の政策が脱落
しているので︑港湾産別協
定の発展と取組の重要性﹂
を述べられました︒
質疑討論では阪神支部か
らも４件の質疑がありまし
た︒松本副委員長からは︑
自然災害発生時の港湾労働
者の安全最優先に向けたル
ールの策定について︑坂本

11

初 参 加 者 感
会場の大きさや参加者の
多さに圧倒されました︒討
論は各地方より多数の質疑
が出され充実した大会であ
ると感じました︒今後の執
行部の活動へ活かしていき
たいです︒
執行委員
池口 光洋

議題討論に入ると質疑の
多さに驚きました︒中でも
阪神支部からの発言は要点
を簡潔にまとめ分かりやす
く伝えられていたので︑勉
強になりました︒
執行委員
中嶋 敦允

沖縄セメント工業のたた
かいの報告などがあり︑他
の地本︑全国で様々なたた
かいが行われていることを
実感しました︒
全日検神戸分会
河本 英博

いろいろな方の意見や思

17

11
10

可を免除するとなっている
が︑安全と円滑な通行を無
視し︑海上コンテナ内陸輸
送が容易になり︑そちらに
集まっていく恐れがある︒
﹁運賃料金について﹂
適正運賃の強化︑標準貨
物運送約款が改正された運
賃と運送依頼の料金を別で
請求できるように変わった
ので全港湾として徹底して
いくべき︒
副委員長 井ノ元 宏樹

﹁辺野古新基地建設
反対について﹂
﹁戦争するための基地づ
くり﹂は断じて容認できな
い︒安倍政権に対し強い怒
りを持って抗議し︑新たな
基地をつくらせないという
決意の下︑９月の沖縄県知
事選挙では沖縄県民の命と
くらし︑沖縄の地方自治と
日本の民主主義と平和を守
るため︑オール沖縄の県民
と連帯して︑たたかうこと
を全港湾として宣言してい
ただきたい︒
執行委員
矢野 佑樹

自分達だけじゃない一緒
にたたかう仲間がいる大切
さ︑ありがたさ︑たくさん
の支えてくれる多くの仲間
が必要だということを感じ
ました︒組合員が心を一つ
に長期にわたり港湾産別を
たたかって勝ち取った力は
凄いと思いました︒港湾課
題を一緒に考え︑同じ種別
の方との繋がりもでき︑こ

20

﹁コンテナの内陸輸送
について﹂
各地方調査の結果︑また
それに基づいた対策など報
告がなく︑議案書にも全く
書かれていない︒内陸輸送
は港湾労働者の職域を守る
ことが前提であって︑全港
湾の最大の課題として将来
を見据えて運動に取り組む
べきである︒
書記次長
久保田 稔

﹁特定外来生物
について﹂
議案書の運動の経過と総
括︑運動方針にも一切書か
れていない︒この問題は解
決したわけではなくこの先
取り扱うべき問題であるた
め︑運動方針に記載するべ
きである︒
副委員長
坂本 幸治

﹁海コン特殊車両の
通行について﹂
生産性革命のためにトラ
ック通行道路などでは重点
支援を実施するため︑道路
法改正をして フィート
コンテナトラックの通行許

19
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副委員長からは特定外来生
物への対処についての質疑
をされ︑﹁現場で働く労働
者の安全の確保が何よりも
最優先されるべきと認識し
ており︑行政や事業者に対
して︑対策を急ぐ様声高に
発信していく﹂との答弁が
ありました︒
井ノ元副委員長は︑液体
輸送のフレキシブルバッグ
使用による漏洩問題で︑運
動の成果により一定のガイ
ドラインが策定された事に
感謝の意を述べられ︑﹁今
後もタンクコンテナ輸送へ
の切り替えを継続する事︑
加えて重要特定道路におい
ての通行許可不要によって
発生する問題について危惧
している﹂との訴えがあり
ました︒
中山副委員長は独禁法問
題に触れられ︑﹁ストライ
キや法廷闘争を否定はしな
いが︑労働組合として宣伝
行動や運動で世間にアピー
ルし︑難局を突破する方法
もあるのではないか﹂と説
かれました︒
総括答弁で糸谷委員長は
﹁多くの質疑について︑新
執行部で協議し︑取組んで
いく﹂と述べられました︒
役員改選では︑さらなる
運動の強化・発展のため︑
委員長代行職を新設し︑全
港湾の前委員長である松本
耕三氏が選出され︑大会が
終了しました︒
執行委員
入江 友規

２０１８．１０．５．ＮＯ．６２３号（３）

戦争をする国づくりで沖縄が再び戦場に⁉

改めて平和の大切さを実感

自民党総裁選の結果︑安
倍晋三氏 首(相 が)３選され
ました︒総裁の任期は２０
２１年までの３年間です︒
安倍氏は総裁選で︑﹁次の
３年間︑日本の新しい国づ
くりに挑戦したい﹂と︑改
憲も内政・外交政策の見直
しも︑自らの任期中に成し
遂げる考えを強調しまし
た︒安倍氏が成し遂げよう
としていることは危険で
す︒改憲や暮らしの破壊を
許さない︑国民のたたかい
を強化するときです︒
とりわけ危険なのは改憲
です︒憲法９条に自衛隊を
明記するなどの改憲案を︑

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

自衛隊の憲法への明記
は︑﹁戦力不保持﹂﹁交戦
権否認﹂の９条２項を空文
化し︑無制限の武力行使に
道を開きます︒
安保法制＝戦争法の成立
を強行して３年がたちまし

９月 日︑二日間にわた
る全港湾第 回定期全国大
会を終えた阪神支部の参加
者︑総勢 名は大会の疲れ
をものともせず︑沖縄視察
観光を行いました︒
最初に訪れたのは沖縄を
４５０年間に渡って統治し
ていた琉球王国の中心的シ
ンボルの首里城︒
首里城は︑琉球王国の国
王とその家族が居住する
﹁王家の居城﹂と同時に︑
王国統治の行政機関であっ
た﹁首里王府﹂の本部でも
ありました︒
また︑首里城とその周辺
では芸能・音楽・美術・工
芸の専門家が数多く活躍し
ており︑琉球王国の文化芸
術の中心でもありました︒
太平洋戦争の際には︑日
の脅威﹂という口実が崩れ
てもあくまで９条改憲を行
おうとしています︒
防衛省・自衛隊の組織的
隠蔽︵いんぺい︶が明らか
になった南スーダンに派兵
されていた自衛隊部隊の実

本軍の駐屯地・各種の学校
等として使用されました
が︑１９４５年︑アメリカ
軍の攻撃を受けて全焼して
しまいました︒
戦後︑跡地は琉球大学の
キャンパスとして使用され
ましたが︑大学が移転され
首里城の復元事業がすすめ
られて現在に至っているそ
うです︒
２０００年 月には︑日
本で 番目の世界遺産とし
て首里城は︑文化遺産に認
定され登録されました︒私
たちが訪れた日も朱塗りの
塗り替えやあちこちで修復
工事が行われていました︒
首里城を後にし︑次に向
かったのは沖縄ワールド︒
鍾乳石の数が１００万本
以上で国内最多︑全長は５
14

89

31

11

12

た︒戦争法の最大の口実に
なってきた北朝鮮の脅威を
めぐり︑米朝首脳会談が開
催されるなど朝鮮半島で劇
的な緊張緩和への動きが起
こり︑その根拠は大きく崩
れつつあります︒﹁北朝鮮

態も︑戦争法の危険を鮮明
にしました︒戦争法に基づ
き武器使用が認められた
﹁駆け付け警護﹂任務が付
与され︑自衛隊員が﹁殺
し︑殺される﹂危険をさら
に高めました︒今も自衛隊

９条改憲をさせるな！戦争
する国造りを許さない！
大の課題としたことは重大
です︒
改憲派の﹁産経﹂の世論
調査でも︑自民党の改憲案
を秋の臨時国会に提出する
方針に賛成は３８・８％︑
反対は５１・１％です︒

主張

次の国会に提出すると言い
出しました︒
３年の任期中に国会での
改憲発議や国民投票を含
め︑改憲実現に﹁チャレン
ジ﹂したいと期限を切った
のです︒安倍氏が改憲を最

うるし塗りの修復工事が行われる世界遺産首里城

は戦争法発動のための訓練
を重ねています︒海外での
無制限の武力行使を可能に
する﹁戦争する国﹂づくり
を本格的に狙う首相の姿勢
は重大です︒
９条改憲を許さず︑戦争
法の一刻も早い廃止と立憲
主義の回復が急務となって
います︒
引き続き政権を担当する
安倍政権とのたたかいが重
要です︒自民党総裁の３年
の任期を待たず︑﹁アベ政
治を許さない﹂機運を上げ
る運動で一刻も早く退陣さ
せることこそ︑国民には最
良の対策です︒

０００メートルで国内最大
級といわれる天然記念物の
玉泉洞は︑県民で知らない
人がいないほどの有名な観
光鍾乳洞だそうです︒
沖縄本島には約２０００
の石灰岩で形成された鍾乳
洞があり︑沖縄方言で﹁ガ
マ﹂と呼ばれます︒沖縄戦
では︑住民や日本兵の避難
場所として︑また野戦病院
として利用された﹁ガマ﹂

玉泉洞のある沖縄ワールド

のイメージが強く︑観
光鍾乳洞があるのは初
めて知りました︒
バスを降り立った一行
は︑あたり一面に漂う牛
舎の臭いに辟易とし﹁こ
んなとこ食欲わかへんな
〜﹂との言葉をよそに︑
昼食のバイキングでは︑
食欲が旺盛となり︑新鮮
な島野菜やハーブ︑魚介
類など沖縄食材を味わい
ました︒
最後に向かったのは︑ひ
めゆりの塔︒島袋淑子さん
は１９４５年３月︑大日本
帝国軍の看護要員として戦
場に動員された女子学生
﹁ひめゆり学徒隊﹂２２２
人のうちの１人︒現在は
﹁ひめゆり平和祈念資料
館﹂の館長を務めます︒
当時︑彼女たちは包帯を
巻くなどの基本的なことし
か教わっていなかったにも
かかわらず︑運ばれてくる
兵士たちは重傷でとても助
けられるような状態ではな
かったと言います︒当時
歳だった島袋さんは︑みん
な１週間後には学校に戻れ
ると思っていたといいま
す︒沖縄の住民の４人に１
人が犠牲になった激戦地︒
ひめゆり学徒隊のうち︑
日間の沖縄戦を生き延び
ることができたのは半数に
も満たなかったそうです︒
敵兵が近づく中︑日本兵に
壕から出るよう命じられ︑
砲弾の雨の中に出て行って
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死んだ人︑崖から海に飛び
込んだ人︑投降するより手
りゅう弾で自爆を選んだ人
たちもいたと言います︒
島袋さんたちは壕に残っ
てみな一緒に死ぬことを望
みましたが︑日本兵に外に
出されてしまい︑すぐに殺
されたり重傷を負ったりし
た人たちもいました︒
島袋さんたちは負傷者を
一緒に連れて行くことはで
きず︑置き去りにせざるを
得なかった⁝と今も死んだ
友人の夢を見て︑叫びなが
ら目を覚ますそうです︒
島袋さんは︑辺野古の新
基地建設や憲法改正等々の
一連の政府の動向に沖縄が
再び戦場となるのではない
かと恐れているそうです︒
あまりに悲惨な戦争時の
資料や写真にみな寡黙にな
りひめゆりの塔を後にしま
した︒沖縄視察観光は︑改
めて平和であることの大切
さを考えさせられるものと
なりました︒
副委員長
谷口 利之

黙祷を捧げる(ひめゆりの塔にて)

翁長雄志沖縄県知事の急
逝にともなう沖縄県知事選
挙が９月 日告示︑ 日投
票でたたかわれました︒
この選挙は︑沖縄県名護
市辺野古への新基地建設の
強行を許さず︑基地負担の
軽減を求め︑平和で豊かな
島の実現を願う沖縄県民の
未来をかけた選挙です︒
同時に︑憲法９条に自衛
隊を明記し︑戦争する国に
邁進している安倍政権の暴
走︑立憲主義を踏みにじる
強権政治への審判の意味を
もつ重要な選挙です︒
６月 日の﹁沖縄全戦没
者追悼式﹂で翁長知事は︑
唯一地上戦が行われた沖縄
の心が平和の希求にあるこ
と︑在日米軍専用施設面積
の ％が沖縄に集中する苦
悩を語り︑ 年以上も前に
合意した辺野古への移設が
普天間飛行場問題の唯一の
解決策と言えるのかと糾弾
し︑﹁辺野古に新基地は造
らせない﹂という決意は沖
縄県民とともにあると宣言
しました︒
この宣言の延長線上で︑
辺野古埋め立て承認撤回に
向けた手続きが開始されま
したが︑その直後の急逝で
した︒
13
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分かるかな？
状と今後の予定︒②震災
後︑高台への居住地移設に
伴い新旧集落地域が点在す
る事になったが︑住民の足
を守る町内のコミュニティ
ー交通にどう対処された
か︒また︑それら施策への
住民の評価はどうなのか︒
③地域住民の広域移動の確
保として実施されたＢＲＴ
︵バス・ラピッド・トラン

【問 題 】

うどんに１こ カレーライスに２こ みそ汁に３こ入る
ものって何でしょう？

６２２号の回答

﹁９ 里＝３ ５・４ キロメ ー
ト ル︵これを センチに なお
す︶﹂

６名の方から応募があり︑５
名の方が正解でした︒
以下の５名に図書カードを進
呈します︒

西田哲也・柳田彩加・塚原美琴
・平田育稔・河上あゆみ︵ジャ
パンエキスプレス︶

６２３号の締め切り日は︑
月 日︵木︶です︒
ふるってご応募ください︒

ジット︶について︑利用す
る住民の評価や速達制・定
時制の確保状況︒また規制
緩和後︑公共交通でも撤退
の自由が原則認められてお
り︑鉄路でないバスにはな
お更の懸念があるように思
われる︒ＪＲとの関係や対
応も含めての現状︒④三陸
復興道路や復興支援道路な
どの高速道路の建設が進ん
でいるが︑その状況ならび
に活用策について︒⑤震災
後︑人口流出が続いている
が現状はどうなのか︒また
人口減は税収減につながる
が予算配分率等の推移につ
いて︒など意見交換がされ
ました︒
現地で生活する住民の一
刻も早い復興を心より願う

5

とともに︑今後発生する南
海トラフ大地震による大規
模災害に備え︑各分野で対
応していく為にも︑被災地
の経験に基づく実践や問題
の克服に向けた取り組み等
を学び活かしていきたいと
考えています︒
副委員長
南 修三

11

ど︑戦争する国への暴走を
さらに強めています︒
その情勢下での沖縄県知
事選挙で︑自公と日本維新
の会は︑国政選挙並みの取
り組みを行っています︒

進に大きな役割を発揮して
こられました︒
﹁戦後の米軍基地被害を
体現する人であり︑固い信
念をもった政治家﹂です︒
残念ながら今号﹁歩み﹂
の編集日が９月 日︒選挙
期間中での作成となり︑皆
さんがこの記事を読む頃に
は︑新知事が決まっていま
す︒
沖縄県知事選挙で翁長知
事の遺志を引き継ぐ玉城デ
ニー氏が勝利し︑本土の
﹁市民と野党共闘﹂の発展
に繋がる事を祈念します︒
書記次長
久保田 稔

長とし交運共闘の仲間 名
が参加しました︒現地の復
旧状況を見て回り︑盛り土
による地盤のかさ上げや大
型の治水堤防の建設は進ん
でいますが︑地域住民の日
常生活面ではなかなか進ん
でいない状況で完全復旧に
はまだまだ時間が必要
である状況でした︒
今視察では南三陸町
町長の佐藤仁氏とのヒ
アリング調査も行い︑
①国の施策として︑当
初震災後の５年間行わ
れていた﹁調査事業﹂
について︑どのように
活用されたか︑また現

11

﹁オール沖縄﹂の
玉城デニー勝利へ
翁長知事の後継候補とし
て﹁オール沖縄﹂の総意で
立候補した玉城デニー氏
は︑２０１５年夏の安保法
制＝戦争法反対のたたかい
以降︑国会前をはじめとす
るたたかいに繰り返し参加
し︑市民と野党の共闘の前

公共交 通機関 復旧状 況視察

震災 を 教訓 に自 然 災害 に備 え る
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大阪交通運輸労働組合共闘会議
大阪交通運輸労働組合共
闘会議︵以下︑交運共闘︶
では︑陸・海・空・港湾の
官民の職場で働く仲間たち
が結集し︑安心安全な労働
環境を目指し日々奮闘して
います︒その運動の一環と
して︑未曾有の大規模災害
となった東日本大震災の復
興状況を３年前に視察しま
した︒今回はあらためて３
年の期間を経て岩手県と宮
城県で生活する住民の足を
守る交通政策の現状と課題
について視察調査を行いま
した︒
調査団は関西大学︵社会
安全学部︶西村弘教授を団

視察調査団一同

翁長知事は生前︑﹁イデ
オロギーよりアイデンティ
テイ﹂︑﹁基地は沖縄経済
の最大の阻害要因﹂との立
場で︑保守と革新が共闘す
る﹁オール沖縄﹂の力で︑
﹁普天間基地の即時閉鎖と
撤去︑県内移設断念︑オス
プレイ配備中止﹂の建白書
の実現をめざし邁進されま
した︒
市 民 と野 党 共 闘
発 展 の原 動 力
知事就任後も︑政府の様
々な妨害や︑機動隊などを
動員した基地建設の押し付
けを跳ねのけ︑安倍政権と
真っ向から対決し続けた原
動力は︑﹁オール沖縄﹂の
組織でありました︒
沖縄のたたかいは﹁戦争
法反対︑野党は共闘﹂の市
民連合の運動に引き継がれ
﹁市民と野党の共闘こそ安
倍政権と対決する道﹂との
共感が高まり︑その後の国
政選挙に大きな影響を与え
ました︒まさに﹁オール沖
縄﹂のたたかいはオールジ
ャパンのたたかいです︒
安倍政権は︑辺野古への
土砂投入強行の姿勢を示
し︑自民党総裁選挙で憲法
９条改憲発議を公言するな

被災時の姿そのままに

２０１８．１０．５．ＮＯ．６２３号（４）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部
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