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しずおか                                           ２０２０年 １０月 ２９日            

県勤協連ニュース              ３６２号 
                     

静岡県勤労者協議会連合会 

                    TEL・FAX 054-273-5130 

 

                ホームページ   http://kinrokyo.net/shizuoka/ 

                 Ｅ－メールアドレス shizuoka@kinrokyo.net 
 

  

原水爆禁止静岡県民会議 

２０２０年度総会が開催 
～核兵器禁止条約の批准国が 50 ヶ国に到達～ 

 

２０２０年１０月２１日静岡労働会館において、原水爆禁止

静岡県民会議総会が開催されました。例年は７月末に原水禁世

界大会に参加する皆さんの結団式となっていましたが、本年は

新型コロナウイルス感染予防から、原水禁世界大会は WEB方式

とし、全国からの参加は中止となったことから県民会議総会が

延期されていました。 

本年は広島・長崎に原爆が投下されて、日本は敗戦となり終

戦７５周年を迎える年となりました。広島市・長崎市では世界

で初めて原爆が投下され、甚大な被害が発生し、今日に至るま

で原爆症に悩む被爆２世や３世がいます。その後もビキニ被爆

事件、東日本大震災による福島第１原発事故による被害は発生から９年が経ちますが、今だに帰宅困

難者が存在し、汚染水処理問題や原発解体廃炉は何の進展も見られません。 

私たちは「核と人類は共存できない」を合言葉に核兵器の禁止を求めて運動を展開してきました。

この運動は世界の各国にも広がり、２０１７年７月国連におい

て「核兵器禁止条約」が 122ヶ国の賛成で成立しました。この

条約を５０ヶ国締結すれば９０日後に条約として発行します。 

本年１０月２５日、条約批准国が５０ヶ国に達しました。今

後核兵器の廃絶に向かって取組みが始まります。残念ながら世

界で唯一の原爆被爆国である日本政府は批准に反対しています。

誠に残念な態度です。核兵器保有国も条約として批准されれば、

国際条約を無視することはできません。すべての核兵器の廃止

に向けた運動のはじまりです。 

現在、高校生平和大使の活動支援や核兵器廃絶に向けて引き

続き運動を高めていく活動方針を確認しました。     

 

２０２０年度役員体制 

代表委員 橋本勝六 （社民党）  神谷康人（全農林） 

事務局長 鈴井孝雄 （県平和センター） 常任理事 各団体代表者 県勤労協も参加 

 

 

mailto:shizuoka@kinrokyo.net


- 2 - 

 

憲法擁護静岡県民会議第４０回定期総会 
 

同日、憲法擁護静岡県民会議第４０回定期総会も開催され

ました。 

憲法擁護静岡県民会議は、日本国憲法の中で憲法９条に見

られる世界に誇れる憲法を守る取り組みを中心として活動

し、各種差別の是正を目指し正規・非正規労働の差別、LGBT

による差別、コロナ感染差別なども取組んでいます。特に、

２０１５年９月１９日戦争法が強行採決されて、日本の自衛

隊が集団的自衛権を承認し海外にまで派遣できるとしたこ

と。テロ等準備罪の強硬可決などに反対の意思表示として、

毎月１９日行動として街頭行動を展開し

てきています。 

また、毎年５月３日、憲法記念日には「５．

３憲法ホーラム in静岡」と称して憲法講

演会を開催してきています。（本年はコロ

ナ感染予防から１１月３日に開催してい

きます） 

全国や各県段階に「戦争をさせない 1000

人委員会」が結成されていますが、自衛隊

の集団的自衛権を廃止する「安部９条改憲

NO憲法を活かす全国統一署名」3000万署

名の展開し 

32.762筆の照明集約ができました。また、

オスプレイ輸送機の東富士での米軍訓練

に反対し、沖縄県道１０４号線超え実弾演

習が東富士でも展開されてきていますが、米軍の軍事演習を全国展開していくものとして反対してき

ています。 

こうした運動を今後も展開していくことを確認しました。 

 

２０２０年度役員体制 

代表委員  渡辺俊明（県平和センター） 橋本勝六 （社民党） 

事務局長  鈴井孝雄（県平和センター）事務局次長  虫生時彦（社民党） 

常任幹事  各組織代表者 県勤労協も加盟 

 

 

しずおか憲法９条を擁護し実現する会 

２０２１年度定期総会開催 
 

同日、「しずおか憲法９条を擁護し実現する会」は総会を行いました。同会は憲法９条を守ってい

くために各地域で９条を守る会を結成し、地域から平和を大切にするための運動を展開していくこと

を大きな目的としています。そのため県下各地からの報告がされてきました。 

【清水地区】 清水平和の塔の清掃を毎年８月に取組み新聞に紹介されている 

       平和パネル展を 9/23～29 清水はーとぴあで開催(長崎原爆資料館から借用) 
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原爆投下直後の 

広島（写真上）と長崎の写真 

           ⇒ 

【静岡地区】 毎月第４金曜日に定例会開催 桜井規順氏・池ヶ谷道子氏などの報告 

       平和を守る宣伝活動 チラシの作成と配布 

【志太・はいばら憲法９条を守る会】 毎月９の日 駅頭でチラシ配布・スタンデング 

      市民意見広告運動に参加、平和写真展・映画界の開催、 

【憲法９条を守るいわた市民の会】 ホットな学習会の開催 本年度４回開催 

      いわた市民映画祭の開催(本年はコロナ感染予防で開催中止) 

【愛・平和の会】（浜松市） 浜松市憲法を守る会の取組む平和行進は毎月第２日曜日に開催  

      １０月１１日で６４４回を迎えた。航空自衛隊浜松基地に要望書の提出を行った。 

  （文責 橋本勝六） 

 

 

 

 

☆袋井市勤労協 

第１２回平和写真展 報告（そのⅡ） 

 

コロナ禍で不要不急の外出

自粛中の開催となりましたが、

16０名を超える皆さんが来場さ

れました。 

原爆投下直後の広島・長崎の写

真と被爆者・戦争体験者が訴え

る原爆と大戦の真実の写真パネ

ルを展示しました。 

平和を願う来場者メッセージ

を記入した「平和の葉」を長崎

被爆二世・クスノキの周りに貼

り、恒久平和を訴えました。 

 

 

【来場者アンケートの意見感想】 

 

㊛ このような平和写真展は、一度見たからというものでなく毎年毎

年見ることが必要。  

すると見る毎に戦争の悲惨さがわかり、平和の大切さがわかり、自分

に出来ることは何かと考えることになる。 

安倍政権何を考え改憲しようとしているのか。 私も戦後生まれだが、

あの総理のような名声しか考えない安易な考えには絶対なるまいと

誓う。 

㊚ 国民を犠牲にした戦争は二度としてはいけないことが伝わった。 

㊚ 戦争はひどい。勝っても負けても国民は苦しみ、そして死んでい

く。悪魔と政治家だけが笑っている。 

各地区活動報告 
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「核兵器禁止条約」とは？ 

「平和の（葉）」のメッセージにも

書かれていた核廃絶・核兵器禁止条

約は、現在 46 の国と地域が批准し

ています。 更に、5 ケ国が批准に

向けて国内手続き進行中で年内に

も条約の発効に必要な 50 の国と地

域が批准すると言われています。唯

一の被爆国として日本政府の早期

の批准が求められます。 

 

 

 

 

㊚ 平和であることは、他国より与えられるものでなく、国民が自ら求める努力なくして得られるも

のではない事を感じました。 

㊚ 戦争の厳しさ、パネルから見た被爆者のことを思うと身につまされます。 一部の権力者の意思

で国を悪い方向に進めてしまうことは断じて許せない。 

㊚ 学校や各コミセンなどでも展示できるといいと思う。 

〈以上６０～７０歳代の皆さんの声〉 

㊛ 戦争と言っても体験もないし、ピンと来ない自分でした

が、「当時の資料や写真を見て悲惨さが伝わりました。 

自分の息子が戦争に行くようなことが起きないように祈る

ばかりです。」 

㊚ 平和に過ごせる今の日常を大切に生きていかなければい

けないと、終戦日を迎える毎に思いました。 

〈以上４０～５０歳代の皆さん声〉 

 

 

第２回 秋季ＧＧ大会 ９月２６日開催 

秋季大会は、勤協非会員にも呼びかけ「市民大会」として１２５名の参加により広岡河川公園グラ

ウンドで開催しました。 

天気予報が外れ、開始間もなくポツポツと雨が落ちてきた。 元気な皆さんは雨にも負けずプレー

に集中し、２ランド終了時「スコアシートが濡れてボロボロで数字が読めんぞ。」「ボールが水飛沫を

上げているぜ！」「これじゃ続行は無理だな。」との声が聞かれ、やむなく後半の２ラウンドは打切り

とした。 

後半に勝負をかけようとしていた方には申し訳ない結果となったが、ラッキー賞やＨ１競争の景品

等おみやげを貰って足取り軽く帰路につかれました。 

来月の２７回大会に、会員の皆様お誘い合わせの上ご参加下さい。 

 

男性の部  （敬称略） 

優勝 沼野 享史 愛野  

２位 田代 益生 浅羽 

３位 石川 格治 広岡 

４位 岡村  明 萱間 

５位 棒葉 雅明 堀越 

６位 北出  斉 高南 

７位 辻本賢一郎 高尾 

８位 藤田  剛 浅名 

         

 

 

 

女性の部  （敬称略） 

優勝 山本 信子 法多 

２位 井口 容子 睦町 

３位 石川 静子 太田 

４位 浅羽 好枝 高尾 

５位 松尾セイ子 旭町 
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コラム 

第２０回歌声喫茶 ９月２８日（月） 

コロナ禍の開催となったが、21名の参加者は 

合唱と講師のユーモア溢れるお話に楽しい時間

を過ごす事が出来ました。  

 

 

 

（袋井勤協ニュース № 449より）  

 

            ***************************** 

            アベノミクスは「功なき大罪」だ 

        （週刊エコノミスト 2020/09/12 より） 

 筆者は、安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」に功はなく、その全てが罪だと考える。それ

ゆえ「アホノミクス」と評してきた。なぜなら、安倍政権の経済運営は下心政治に基づくものだっ

たからだ。安倍氏が追求してきたのは「戦後レジーム（政治体制）からの脱却」だった。安倍氏本

人がそう言い続けてきた。戦後が嫌なら、戦前に戻るほかはない。

戦前は大日本帝国の世界だった。つまり、安倍氏の目指すところ

は「21 世紀版大日本帝国」の構築であり、それが彼の政治的下

心であった。 

 経済運営も政治的下心にひもづいていた。21 世紀版大日本帝

国を支える強くて大きな経済基盤づくり。それが、安倍政権が目

指すところだった。このような政治的野望を持ったリーダーが指

揮する経済運営に功はない。そもそも政治的動機のために経済政

策を手段化すること自体が大罪だ。 

 経済政策には本来、二つの使命がある。一に「均衡の保持と回復」。二に「弱者救済」である。

経済活動のバランスが崩れると、弱者が窮地に陥る。だからこそ、

経済政策はその第一の使命として、バランスの取れた経済活動の

姿を保つことに常に最大の注意を払っていなければならない。 

 ところが、安倍政権の経済運営は、これらの使命からは遠くか

け離れたところで展開されてきた。 

 金融政策は安倍政権の放恣(ほうし)な政策運営を支えるため

の「財政ファイナンス（中央銀行による財政赤字の穴埋め）」に

徹した。働き方改革は、これまで労働法制によって守られていた

労働者を、「柔軟で多様な働き方」の名の下に、身分と収入が不安定なフリーランサーへと追いや

る企みだ。 

安倍氏は首相になってすぐ、「日本を世界で一番企業が活動しやすい国にする」と宣言した。労

働コストを抑え込み、賃金上昇を伴わない生産性上昇効果を手に入れる。企業にとってそれが可能

になるような環境整備。そのために働き方改革が構想された。「世界で一番企業が活動しやすい国」

は 21世紀版大日本帝国の「強い経済基盤」構築に直結するとの考えからだ。 

経済的国家主義 

「政府と日銀は親会社と子会社みたいなもの。連結決算で考えてもいいんじゃないか」という安倍

氏の発言は恐ろしい。中央銀行が政府の“下部機構”と化して独立性を失う。これは国民よりも国

シルバー川柳 
（歌声喫茶より） 
 

・ 来てやった 貰ってやったで 50 年 

・ 飲んだっけ ちり篭 覗き 確認し 

・ 真っ直ぐに 生きてきたのに 腰曲がる 
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家を第一に考える「経済的国家主義」にほかならない。 

 

 経済政策を担う者は、国民の痛みが分かる者たちでなければいけない。だが、安倍政権の面々は

他者のために流す涙を持ち合わせていない。「ＧｏＴｏキャンペーン」をめぐる迷走をはじめ問題

が続出した政府の新型コロナ対応を見て、それを確認した。つまり、自分たちの得失点ばかり考え

ているから、場当たり的で真摯(しんし)さに欠く対策しか出てこない。アベノミクスの正体は「功

なき大罪」の塊である。              （浜矩子・同志社大学大学院教授） 

***************************** 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆◇県勤協連 掲示板  ◇◆◇ 

◎第５８回県勤協連 研究集会 

日 時  ２０２０年１２月９日（水）１４：００～１５：３０ 

集 合  当日１３：３０ 静岡駅北口駐車場ローターリーに車で迎えに行きます。（駅前交番前） 

     ※直接会場に向かわれる方は事前にお知らせください。 

内 容  静岡県地震防災センター見学（静岡市葵区駒形通 5-9-1 ℡054-251-7100） 

申 込  参加者名を１１月２０日（金）までに、事務局へ連絡してください 

     電話 054-366-6888 Fax 054-366-6889（☜清水地域勤労協の連絡先になります） 

◎先に文書にてお知らせしたとおり、１１月９日の研究集会は上記に振り替えました。 

◎１２月１０日の県連幹事会、懇親会は中止とします。 


