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日退教発 15‐33号 

2015年 8月 14日 

 （FA送信 5枚）  

日本退職教職員協議会 

各単会 会長様 

日本退職教職員協議会 

会長 西澤 清 

戦争法案廃案！辺野古新基地建設阻止！労働法制改悪阻止！脱原発社会実
現！８・９月期のとりくみについて 

（日退教発 15-31 号 8 月 3 日付と重なる行動があります） 

 

安倍首相自身が「国民の理解が進んでいない」と認めながらも、衆議院での強行採決におよんだ

戦争関連法案は、現在参議院での審議が行われています。衆議院での議論と同じく、法案の違憲性

や論理的崩壊はもはや言いつくろうことのできる範囲を超えています。しかしながら、議会内の勢

力で言えば、賛成派が過半数を超えていることには変わりません。9月 27日の会期末まで予断を許

さないなか、政府・与党を圧倒する「戦争法案廃案！」の声を、日本全国であげていくことが求め

られています。 

平和フォーラム・戦争をさせない 1000人委員会が参加する「戦争させない・9条壊すな！総がか

り行動実行員会」は、8月 30日（日）に 10 万人国会包囲・全国 100万人行動を提起しています。

あわせて以下に示す戦争関連法案廃案を求めるとりくみが企画されています。さらに連合も安倍政

権 NOの行動を提起しました。 

また、辺野古新基地建設は県と政府の 1か月の協議期間が設定され、工事は中断していますが、

簡単に協議がまとまるとの予想は難しく、引き続き新基地建設反対の行動を継続していくことが求

められています。平行してとりくみをすすめます。 

 

（Ⅰ）「戦争法案」の廃案にむけたとりくみについて 

 

○再 １ 戦争法案廃案！ 安倍政権退陣！8.30 国会 10 万人・全国 100 万人大行動(参加要

請) 

(1) 日時 8月 30日（日）14時～16時 00分 

(2) 場所 国会議事堂周辺(日退教は国会議員会館前 衆議院第2議員会館前あたりを目安  

に。若干位置取りが変わる可能性あり。) 

(3) 主催 戦争させない・9条壊すな！総がかり行動実行委員会 

(4) 参加要請 関東ブロック各単会 1～3名（茨城 1、栃木 1、群馬 1、山梨 1、 埼玉 2、

千葉 2、千葉高 2、東京 3、東京高 3、神奈川 2、 神奈川高 3、静岡 1） 

○新 【各県域における「全国 100万人行動」への参加について 

8 月 30 日（日）の国会包囲 10 万人行動に連帯して、集会、駅頭情宣、パレードなど

が各県域（県域をまたいで）企画されています。各単会は各地域行動への積極的な参加を

要請します。 
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○再○新 ２ 戦争させない・9条壊すな！総がかり行動 木曜日連続行動(紹介) 

(1) 日時  8月 6日、13日、20日、27日、9月 3日、10日 

(2) 場所  衆議院第 2議員会館前あたり、（日退教・日教組の旗を目印に） 

(3) 主催  戦争させない・9条壊すな！総がかり行動実行委員会 

(4) 参加要請 紹介（事務局は参加予定です。） 

 

○再 ３ 「みんなで安倍政権に NO! 国民の声 怒りの 8・23大集会」(仮称) 国会包囲 １

万人「人間の鎖」行動(参加要請) 

(1) 日時  8月 23日（日） 10：30～12：00（10時過ぎにご参集ください） 

(2) 場所  国会周辺（退職者連合・日退教は参議院議員会館前あたり） 

(3) 主催  実行委員会（連合・退職者連合ほか） 

(4) 参加要請 関東ブロック近県各単会1～3名（埼玉 1、千葉 1、千葉高 1、東京 3、 

東京高 3、神奈川 1、 神奈川高 3、） 

 

 

○新 ４ 「安保関連法案の成立阻止！ 安倍政権の暴走を許さない 9.7 日教組結集集会」・

「国会前座り込み行動」（紹介・参加要請） 

(1) 日時 9月７日（月） 

・「安保関連法案安保関連法案の成立阻止！ 安倍政権の暴走を許さない

9.7日教組結集集会」（紹介）11：00～12：00 

・「日教組：国会前座り込み行動」(参加要請)13:30～15:00 

(2) 場所 ・「日教組結集集会」は、日本教育会館（３Ｆホール） 

      ・「日教組：国会前座り込み行動」は、国会議事堂周り（位置詳細は確定

次第参加要請単会あて連絡いたします。） 

(3) 主催  日教組 

(4)  参加要請 「日教組：国会前座り込み行動」関東ブロック近県各単会2名（埼玉 2、

千葉 2、千葉高 2、東京 2、東京高 2、神奈川 2、 神奈川高 2、） 

 

 

○新 ５ 参議院段階での採決阻止の山場の国会前座り込み行動・連続行動(紹介) 

※このあたりの日程が最大の山場になることが予想されています。 

１ 国会前座り込み行動 

(1) 日時 9月 14日（月）～18日（金）13:00～17:00 

※13:00～13:30、16:30～17:00は各党国会報告や発言を予定。 

(2) 場所 国会正門前 日退教は、正門前より憲政記念館側（日退教・日教組の旗を

目印に） 

(3) 参加要請 紹介（事務局は 14.15 日参加できません。その他の日も全時間帯参加でき

日教組は 8月 17日からの週を 1回目、8月 24日からの週を 2回目として、各県・高教組およびそ

の支部による街宣統一行動日を提起しています。街頭演説、デモ、キャラバン、ティッシュ配布な

どです。日退教各単会は現職と協議・打ち合わせのうえ、この行動に参加します。 
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ないことがあります。） 

 

2 戦争法案廃案！連続行動 

9月 14日（月）～18日（金）は、上記座り込み行動と連動して連続行動を展開します。 

(1) 日時 9月 14日（月）～18日（金）18:30～19:30 

(2) 場所 国会正門前 日退教は、正門前より憲政記念館側（日退教・日教組の旗を

目印に） 

(3) 参加要請 紹介（事務局は参加予定です） 

 

上記 1・2 の 9 月 14 日からの行動については、国会情勢によって追加・変更の可能性があります。

また、8 月 31 日（月）または 9 月 7 日（月）からの週に、大きな動きがあることも予想されます。

その場合には、あらためて緊急の行動が提起されます。国会情勢が流動的な中での提起であること

をご了解下さい。 

 

（Ⅱ）沖縄に連帯した辺野古新基地建設阻止のとりくみ 

○新 １止めよう！辺野古新基地建設 沖縄県民の民意を無視するな！8.31集会(紹介) 

(1) 日時 8月 31日（月）18：00～ 

(2) 場所 豊島公会堂（ＪＲ山手線、東京メトロ丸の内線、有楽町線［池袋駅］東口 5

分） 

(3) 内容 沖縄からの訴え 安次富浩（ヘリ基地反対協共同代表） 

仲村未央（沖縄県議会議員） 

特別アピール  湯浅一郎（ピースデポ・海洋物理学） 

「本土から沖縄への埋め立て土砂の搬入を許さないとりくみ」 

(4) 主催 辺野古への基地建設を許さない実行委員会／フォーラム平和・人権・環境 

／沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック／ピースボート 

(5) 資料代 500円が必要です、 

(6) 参加要請 紹介（事務局は参加できません） 

 

○新 ２ 止めよう！辺野古新基地建設 許すな！日本政府による沖縄の民意の圧殺 

『止めよう！辺野古埋立て９．１２国会包囲！！』（参加要請） 

(1)  日時 9月 12日（土）14時～ 

(2)  場所 国会周辺 首相官邸前付近に日退教・日教組の旗を目印にご参集ください。 

(3) 主催 止めよう！辺野古埋め立て ９．１２国会包囲実行委員会 

協力 戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会 

(4)  参加要請 関東ブロック近県各単会1～2名（埼玉 1、千葉 1、千葉高 1、東京 2、 

東京高 2、神奈川 1、 神奈川高 2、） 

 

（Ⅲ）労働法制改悪阻止のとりくみ 

○再 １ 労働法制改悪阻止！ 怒りの国会前座り込み行動(参加要請) 

(1) 日時  8月28日（金）11：30～13：30（集合11：00） 

(2) 場所  参議院議員会館前（日退教・退職者連合の旗を目印に） 
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(3) 主催  連合 

(4) 参加要請 関東ブロック3単会 各2名（東京 2、東京高 2、神奈川高 2、） 

 

（Ⅳ）脱原発社会実現にむけたとりくみ 

○新 １ 9・23 さよなら原発 さよなら戦争 全国集会(参加要請) 

(1) 日時  9月23日（水・祝日）13：30～ （デモ 15:15～ 

(2) 場所  代々木公園B地区（日退教・退職者連合の旗を目印に。 

             後日詳細発文します） 

(3) 主催  さよなら原発一千万署名 

(4) 参加要請 関東ブロック各単会 1～2名（茨城 1、栃木 1、群馬 1、山梨 1、 

 埼玉 2、千葉 2、千葉高 2、東京 2、東京高 2、神奈川 2、 神奈川高 2、

静岡 1） 

 

集会・活動スケジュール(国会周辺) 

8月20日（木）18時30分～19時30分 戦争法案反対国会前集会（連続行動第 14 回） 

場 所： 衆議院第2議員会館前  

8月23日（日）10時30分～12時 「みんなで安倍政権にNO! 国民の声 怒りの8・23大集会」 

場 所： 参議院議員会館前 

8月27日（木）18時30分～ 19時30分 戦争法案反対国会前集会（連続行動第 15 回） 

場 所： 衆議院第2議員会館前  

8月28日（金）11時30分～13時30分 労働法制改悪阻止！ 怒りの国会前座り込み行動 

場 所： 参議院議員会館前 

8月30日（日）14時00分～16時00分 国会包囲 10 万人 行動 

場 所： 日退教の場所は衆議院第2議員会館あたり 

8月31日（月）18時00分～ 止めよう！辺野古新基地建設 沖縄県民の民意を無視するな！8.31

集会 

場 所： 豊島公会堂 

9月 3日（木） 18時30分～19時30分 戦争法案反対国会前集会（連続行動第 15 回） 

場 所： 衆議院第2議員会館前 

9月 7日（月） 11時00分～12時00分 「安保関連法案安保関連法案の成立阻止！ 安倍政権の

暴走を許さない9.7日教組結集集会」 

 場 所： 日本教育会館３Fホール 

13時30分～15時00分 日教組：国会前座り込み行動 

       場 所： 国会議事堂周り（位置詳細後日） 
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9月10日（木）18時30分～19時30分 戦争法案反対国会前集会（連続行動第 16 回） 

場 所： 衆議院第2議員会館前 

9月12日（土）14時00分～ 止めよう！辺野古新基地建設 許すな！日本政府による沖縄の民意

の圧殺『止めよう！辺野古埋立て９．１２国会包囲！！』 

 場 所： 首相官邸前 

9月14日（月）～18日（金） 参議院段階での採決阻止の山場の国会前座り込み行動・連続行動 

 13時00分～17時00分 座り込み  

 18時30分～19時30分 連続行動 

 場 所： 国会正門前より憲政記念館側 

9月14日・15日は午後から地公退・退職者連合高齢者集会があります。（別途要請済み） 15日のデモ

は国会請願デモを予定しています。 

9月23日（水）13:30～ 9・23 さよなら原発 さよなら戦争 全国集会 

 場 所：代々木公園B地区 

8月31日（月）・9月28日（月）は日退教第6次沖縄交流「辺野古キャンプシュワブ前座り込み行動」が

あります。(別途要請済み) 

発文番号の訂正について 

発文書番号の重なりがありました。訂正願います。 

発文書 15-31号のうち 

「第 22 回五者合同学習会」・「第 21回日退教組織活動交流集会」への参加について 

を 15-32号に訂正いたします。 

 


