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「国葬強行」した首相岸田を直撃した
武道館に肉薄するデモの確信をテコに

自民党・統一教会の「反共同盟」粉砕！岸田政権打倒！
「国葬強行」の内実を暴いた実力闘争の爆発

９月27日、読売、産経などの改憲紙の世論調査でも
過半数を超えた「国葬反対」の声を無視した首相岸田
は、武道館での「国葬」を強行した。

外国の要人（特にＧ７）の半数近くが欠席する中で
も国葬を強行した岸田は、お涙頂戴の前首相菅の弔辞
などを前面に押し出し、虚勢を張った。

だが、９月23日から「改憲・戦争阻止」を掲げた「国
葬反対」集会・デモが連続した。その闘いの押上げで、
27日当日は大きな盛り上がりを見せた。

27日、錦華公園を出発した実行委員会のデモは、武
道館を目の前にした九段下交差点で、腰の入らないネ
トウヨの介入を跳ね飛ばし、これまた力の入らない警
察の規制を許さず、武道館に肉薄する実力抗議行動を
勝ち取ったのである。

ロシアのウクライナ侵攻を奇貨とした「国葬強行」
の背景に、安倍―菅―岸田の米帝隷属の「台湾有事」
をデッチあげ、琉球弧への自衛隊配備、ＧＤＰ比２％
軍事予算の狙い。

相次ぐ物価の高騰、明日の飯にも事欠く人民を尻目
に、またもや「観光誘導」の愚策「go to travel」（消
費税撤廃だ！）。こうした「怒り」がついに爆発した。「死
せる安倍、岸田を走らす」（纐纈厚の至言）を失敗させ
たのである。

岸田は居直るが、統一教会炎上！

山上の一発で死んだ安倍は、自民党と統一教会（名
称変更など本質は変わらない）の抜き差しならない関
係を浮上させた。

両者の関係は、単なる「お友達」とか「選挙の際に
お世話になる」問題ではない。戦後米帝が敗戦国日本

が反共防波堤国家になるなら占領を解きますと言って
単独講和たるサンフランシスコ条約（沖縄を外して）
を結んだことが、その後の日米関係を根本から規定し
ていることに由る。

統一教会も、韓国に本部があるように、表面上は、
日本の朝鮮に対する侵略加害の責任を、莫大な献金に
よって罪をあがなうことを教是としながら、本質的に
は、反共産主義そのものであり、1970年代～ 80年代、
社会的には勝共連合、キャンパスでは大学当局の黙認
の下に暗躍した原理研は、大きくは自民党政権の庇護
下にあったのだ。

霊感商法の被害は、マインドコントロールされた反
共産主義エセ宗教団体＝統一教会の闇が、いかに自民
党とつながっているかをも暴露した。10月３日から、
国会でも立憲民主はじめ、山際衆院議員、細田衆院議
長の統一教会との「親密さ」を一応追及しているが、「日
米軍事同盟は自民党と基本的には変わらない」立憲の
追及は、統一教会の深い闇には迫れない。

アメリカの反共政策が自民党と統一教会に深々と根
を下ろしているが、このような「安全保障政策」が立
憲もまた同一だからだ。

「国葬反対の闘い」を岸田政権打倒へ！

国葬は終わったが闘いは終わらない。岸田は図に
乗って、原発依存、新増設を発表した。安倍の「原発
はベースロード電源」という虚言をさらに転換させよ
うとしている。ウクライナ・ザポリージュ原発の危機
を奇貨とし、菅の「カーボンニュートラル」を追い風
として原発推進だ。

あれこれ迷うことなく、岸田政権打倒に闘いを集約
しよう。国境を越えた国際労働者階級の「自国帝国主
義打倒」の闘いこそ、全世界の労働者解放の道だ。
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ロシアウクライナ侵攻の最中岸田はどこへ！

本年６月、ロシアのウクライナ侵攻が、連日のよう
に新聞・テレビで報道されているさなか、日本の首相
岸田は、こっそりとスペインで開催されたNATO首
脳会談に出席した。

安倍―菅―岸田と続く日本の戦争突入、軍事大国化
の決定的踏み込み、として注目されなければならない。

2015年、第二次安倍政権の下、閣議決定で新安保法
制を強引に進め、９月国会成立。安保条約が正面から
憲法９条の「戦力不保持、交戦権の否認」を打破る戦
争突入へと行き着いた。さらに2020年には安倍が主導
したクアッド（ＱＵＡＤ。日米豪印の４カ国）で「自
由で開かれたアジア太平洋」という対中国封じ込め戦
略に積極的に乗り出したのである。

こうした集団的自衛権の行使。その内実は、アメリ
カの対中国封じ込めに日本が直接参加することを表明
し、沖縄南西諸島の自衛隊配備・ミサイル基地化を図
っていったのである。

しかし、６月岸田のNATO出席は、クアッドをさ
らに拡大し、NATO（北大西洋条約機構）と軍事的・
政治的に連携し、米帝主張の「アジア版NATO」を
完成させ、自衛隊を、米軍（陸・海・空軍、海兵隊）
の補完部隊として直接「台湾有事」に参加する、歴史
的な第一歩となったのだ。

在日米軍の増強と軍事予算の突出

「世界の憲兵」を自称してきた米国の軍隊は、海外
でその駐留兵力をどのように再編してきたのか。
「対テロ戦争」を呼号し、新たな戦争の火種をまき

散らし、デッチ上げた「フセイン核隠し」も世界中に
暴露された。昨年ついにアフガンからすべての米駐留
兵力を撤収せざるを得なくなった。

2011年には、米軍海外駐留兵力は34万人であったが、
2021年には17万人と大きく減少している。

しかし、2011年に日本のそれは４万８千人であった
のが、2021年には５万５千人とかえって増加している。
その大部分は沖縄に集中していることを見ても、如何
に「台湾有事」を創り上げているかがわかる。

すべてが対中国敵視の米世界支配戦略の具体化・軍
事化である。

このために、朝鮮民主主義人民共和国（以下朝鮮）
のミサイル発射などを口実に、日米韓合同軍事演習を
くり返している。だが、本命は朝鮮ではなく「ならず
者国家の最後の番長」中国にある。対中国への「先制
的敵基地攻撃能力」（「反撃能力」などとトンチンカン
な言葉替えでゴマカしているが）を発揮する時期が来
たと広言している。そのために、日本の軍事費は飛躍
的に増大しているのだ。

2012年には、4,7兆円であった軍事予算は、本年８
月来年度防衛相の概算要求は、金額の確定したものだ
けで過去最大の５兆６千億円に達している。さらに金
額を明示しない約100項目の事項要求を提示した。こ
の事項要求には、複数の長距離射程ミサイルが盛り込
まれ、少なくとも６億５千万は下らないこと確実。次
年度以降はさらに膨張すること必至。

それを裏付けるように、すでに「いずも」「かが」な
どの実質空母を完成させた上に、この概算要求には、
いま配備されているイージス艦８隻の他に、新たに、
巨大なイージス艦を建造することが発表されている。

まさに「敵基地攻撃能力」の面目躍如ということ。
ここまで戦争国家・軍事大国化が進んでいることを直
視しなければならない。

沖縄が戦場に！「不沈空母」を許すな！

すでに「闘華」紙上でたびたび言及してきた沖縄の
「辺野古新基地建設、南西諸島への自衛隊配備」が何
を意味するか。米軍駐留兵力が世界一、の上に、沖縄
を捨て石に。自衛隊の実戦配備は、自衛隊兵士を米帝
の邪悪な世界支配のために「命を投げ出せ」と迫って
いる。沖縄の住民には、かつての沖縄戦の悪夢の再現
だ。「軍隊は民衆を守らない」。これが４人に一人が死
んだ沖縄民衆の総意だ。先般行われた沖縄知事選挙で
は、前回まで「辺野古新基地建設」を争点隠していた
自民党候補、今回ははっきりと「辺野古基地建設」を
争点にした。結果、前回よりも６万票も差がつく玉城
デ二―の大勝であった。なによりも、沖縄の民意が辺
野古基地新設だけではなく、「台湾有事」を創り上げて、

首相岸田のNATO首脳会議出席は
米帝の中国封じ込め政策に直接参加する宣言だ

「アジア版NATO」を許さず闘おう！
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再び沖縄を「不沈空母」にしようとする米・日帝の戦
争突入に、はっきりとＮＯを突きつけたのである。

岸田「新しい資本主義」の馬脚が・・・

岸田は、昨年の秋、自民党総裁―首相指名に打ち勝
ち、総理大臣に就任した。

直後の長広舌。「新しい資本主義」だ。これは、折
からのコロナ禍が長引き、円安も手伝って、賃金上昇
もままならない労働者の現状をアベノミクスの焼直し
に過ぎない「（経済）成長なくして分配なし」を呼号
して、危機に瀕している日本の資本主義を救援できる
かのように宣言した。

だが、ちっとも「新しくない」資本主義論は、とっ
くに行き詰まり、白井聡の「永続敗戦論」で米帝屈服
の姿が明らかになり、斎藤幸平の新資本論で資本主義
の宿痾があぶり出され、安倍―菅―岸田の資本主義危
機の脱出宣言が破綻していることを認めざるを得なく
なったのである。

安倍は資本主義の危機を経済政策のあの手この手で
打開できないことを突きつけられ、結局は「戦争突入
で国難打開」という、かつてのアジア太平洋戦争突入
の悪夢再現に走ったのである。

岸田も結局「新しい資本主義」が、格差拡大、99％
の労働者人民が生きていく困難に打開することができ
ないことを知った安倍の戦争突入をさらに具体化する

「台湾有事」をつくりだし、「挙国一致内閣」（２月ゼレ
ンスキー国会演説ｰスタンディングオベーション）と
いう戦争宣言で生き延びようとしているのだ。

本年は「日中友好宣言50周年」にあたる。今こそそ
の「平和宣言」の原点を活かすことが必要だ。中国民
衆はかつての日本の侵略加害＝2000万人以上の虐殺、

「三光作戦」に対し「日本鬼子」（リーベングィズ）と
呼んだが、岸田は「鬼畜米英」に代わって「鬼畜中国」
と敵意をむき出しにしているのだ。

何という中国侵略加害の逆説か。資本主義の危機を
中国侵略によって打開しようとする「加害国日本」の
再来に他ならない。

戦争をまき散らし、儲けているのは誰だ⁉

それは米帝の心臓にあたる米軍産複合体である。米
国もまた、何十兆ドルの債務を抱えて、危機は頂点に
達しつつある。

しかし、米軍産複合体は、世界の通信技術の知的財
産を独占するグーグルなどと共に、アメリカの危機を
救う主役だ。

ウクライナへの武器供与。直接軍を派兵させなくと

ブリタニカ闘争

10月７日（金）の昼12時から１時間、10月の社前闘争
を行った。10月に入ってからは25度を上回るような暑
い日が続いたが、当日は一気に12月の気温に。おまけ
に朝から雨が降って冷たい現場闘争となった。それに
もめげずに結集してくれた支援と共に雨の中のマイク
情宣、ビラまきを貫徹した。

三番町東急ビルはこれまでにない緩い管理体制で、
ゼッケンを着けて８階のブリタニカ・ジャパンへ団交
要求に行っても、だれも咎める者がいない。貸しオフ
ィスに徹底したビルと思わせるような管理体制だ。

ガラス張りのジャパンの社内。残念ながら今回は須
藤みゆき社長の姿は見当たらない。６～７人の男女社
員が仕事をしていた。いずれも今まで見かけない顔ば
かりだ。「不在」の須藤社長、原尻労務担当に代わり、
これまで通り女性社員に団交要求書を託したのである。

も「ウクライナ負けるな。停戦交渉には乗るな。米を
中心にしたNATOがついているからな」と戦争継続
を煽り、ロッキード・マーチンをはじめとした軍需産
業が武器を提供している。

その元凶が米軍産複合体。ロシアのウクライナ侵攻
をくい止めるためではなく、たとえ、ウクライナの兵
士、住民が死のうとも戦争継続せよ、とゼレンスキー
の背中を押しているからだ。

日本岸田も、結局はこの軍産複合体が「戦争の火種
を絶やさない=台湾有事」に直接参戦し、そのために
米国の武器を爆買い。

こんな戦争を煽る米日帝国主義を、労働者人民が「戦
争反対」の声を国際連帯でつくり上げ、打倒しよう！
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組合活動日誌

月 日 曜 活動内容

９ 10 土 武蔵学園社前闘争

12 月 大同測量 久留米西団地情宣

16 金 ふじせ サクラ損賠裁判

22 木 三里塚東京行動

23 金 刑事訴訟ＩＴ化討論会
国葬反対リレートーク・デモ

24 土 全都反弾圧集会

25 日 安倍国葬反対 集会＆銀座デモ　

26 月 国葬反対 院内大集会 14：00 ～

27 火 国葬反対 当日集会・デモ
11：00 集会　12：00 デモ

28 水 日中友好50周年集会

29 木 定期執行委員会

10 １ 土 奈須重雄講演会・731学習会

６ 木 三里塚東京行動

７ 金 ブリタニカ社前闘争

９ 日 三里塚現地闘争

12 水 多摩社労士事務所裁判・立川地裁

スケジュール

月 日 曜 活動内容

10 17 月 第二次韓国サンケン闘争終結報告集会
18：30 ～ 日本教育会館 ★

21 金 労働法制改悪阻止　厚労省前情宣
12：00 ～ 13：00

22 土 組合定期大会

23 日 命どう宝　団結まつり ★

24 月 安倍晋三元首相の「国葬」を検証する
14：00 ～ 16：00 参議院会館101会議室 ★

11 ６ 日 11・6 全国労働者総決起集会
12：00 ～ 日比谷野外音楽堂

日米韓合同軍事演習反対 防衛省デモ
14：00 市ヶ谷外濠公園集合 ★

９ 水 サンケン弾圧第一回公判
13：30 埼玉地裁

★は左に詳細案内掲載

◆ ◆ ◆ ユニオン東京合同のお知らせ ◆ ◆ ◆

闘争カンパをお願いします！
郵便振替口座
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