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【平和行動 in 沖縄】
〇青年委員会委員長：今井　大（四国電力労組）
　 2日間の平和行動 in 沖縄を通じて感じたこと
は、第 1に、米軍基地の在り方は、自らの生活に
も直結するということでした。

　米軍基地の設置から、所有車、家など生活する
うえで日本人なら必要となる各種税金（固定資産
税、重量税など）が非課税であり、それは国民（市民）
の税金で賄われているということを知り、当然貴
重な財源でもあるから正しい使われ方をしている
か、もし不用な部分（＝不用な基地）があるので
あれば、縮小・整理をしていく必要があると感じ
たからです。しかしそこには、対等な関係とは言
い難い「日米地位協定」がある、ことを知り一筋
縄では解決できないということも実感しました。 
　第 2に、普天間基地周辺の危険さと早急な対応
が必要ということです。しかし、その移転先候補
である辺野古新基地は、地盤改良工事等でいまだ
膨らむ建設費、国民投票の結果からも満場一致で
の移設とは言えない状況でもありました。また、
移転先として県外や県内、様々な候補地が上がっ
ては難航した歴史を鑑みても、それ以外の画期的

な代替案もない状態でもあり、ますます普天間基
地周辺住民（＝多くの働く仲間）が危険にさらさ
れる状態が続き、とても難しい課題であることを
実感しました。 
　第 3に、戦争は二度と起こさないということで
す。 チビチリガマのように、人が自ら命に手をか
けるという選択をしてしまう戦争・誤った教育な
どは二度と起こしてはならないと改めて強く感じ
ました。 
　まとめとして課題解決策に至る以前に、自分自
身もそうだが、沖縄の難しい課題を十分に理解し
ていない人が多いと感じているし、理解するため
には、今回の平和行動 in 沖縄のような課題に気づ
き、考えることのできる場を継続的に実施する必
要性があると改めて実感しました。また、今回参
加者として自らの役目は自主的にこの課題につい
て、より興味を抱き、課題と向き合っていくことや、
今後接する人達に自分が五感で感じたことを自ら
の言葉で発信していくことで、多くの人が沖縄で
起きている課題を認識するきっかけづくりにつな
げていくことだと感じたとともに、実践していく
ことだと思いました。 

〇女性委員会幹事：楠瀬　智都世
　（高知競輪競馬労組）
　平和行動 in 沖縄に初めて参加させて頂きました。
　沖縄について少し予習して行ったのですが、考
えていたものをはるかに超えており、何度もテレ
ビ等で見た光景ではあるが直接自分の目で見るの
とでは全く違っていました。
　辺野古の美しい海上での工事の様子や広大な嘉
手納基地、戦闘機の騒音、市街地のど真ん中にあ
る普天間基地には、オスプレイがたくさん並んで

　「安心して暮らし、働き、労働運動に携わることのできる社会」の実現には、「社
会が平和で安定していること」が大前提であり、そのための平和活動の一環として
連合では、平和行動を実施しています。

【第1回男女平等リーダーセミナー】

　 8月31日三翠園にて、講師にＮＰＯ法人ファザーリングジャパン代表：安藤哲也氏を招き
「働き方改革は、生き方改革」～人生100年時代のライフワーク・マネジメントはイクボスか
ら～と題して「男女平等リーダーセミナー」を開催した。
　講演では、安藤さんの家庭生活における苦い経験を披歴しながら、「現在、起きている社
会の構造的変化また自分自身の生き方問題に直面しており、働き方改革は、生き方改革（ラ
イフ・ワーク・バランス）であり、経営者の意識改革、管理職のダイバーシティマネジメン
トが求められている」と述べた。
　また、「人間の能力は、起床時間から13時間を過ぎると低下する。長時間労働は生産性を
落とすとともに、過労死を引き起こすことになり残業を前提にした働き方は改めるべきであ
る。そうしないと、ワーク・ライフ・バランスも男女平等参画社会も実現できない。職場で
共に働くスタッフが抱える子育てや介護などの問題をきちんと見守りながらキャリアを応援
していくと、会社の生産性は必ず上がるので、多様なライフスタイルを尊重することが大切
であり職員の幸福度を上げれば成果は必ず出る。そして、そのボス自身も人生を楽しむこと
ができる。イクボスが増えれば、社会は変わる！」と講演を締めくくった。
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いて私には異常で恐ろしい光景でした。
　ピースガイドをしてくれた沖縄の20代青年が、
「僕は生まれた時から基地があったのでそれが普通
だと思っていた。」と言っていました。私たちは、
常に基地のない平和な暮らしが普通と思っていま
す。これが沖縄の現状だと思い知らされました。
　たくさんの方々に平和行動を体験して欲しいです。

【平和行動 in 広島】
〇青年委員会幹事：濱口　和也（とさでん交通労組）
　 8月 5～ 6日平和行動 in 広島に参加しました。
　私は、これまで広島原爆ドームに行ったことも
なく、平和行動への参加も初めてでした。
　広島平和記念公園に到着し、原爆ドームを見た
とき、戦争の悲惨さを物語っておりなんとも言え
ない気持ちになりました。
　まず、1時間程度の「ピースウォーク」に参加し、
平和公園内の各モニュメントを見学し、連合広島
青年・女性委員会のメンバーの詳細な説明を受け
ました。また、原爆ドームが被爆の悲惨な思い出
につながることから、取り壊しを望む声もあった
が、さまざまな活動により保存する事になったこ
とも始めて知りました。
　その後、広島上野学園ホールへ移動し、「被爆74 
年 連合2019平和ヒロシマ集会」、「2020年核兵器不
拡散条約再検討会議」に向けたシンポジウムに参

加しました。そのなかで、被爆者の貴重な体験の
話を聞かせていただき伝えていかなければならな
いと思いました。
　 2日目は、午前 8時に広島平和記念公園に行き、
厳重な警備のなか「広島市原爆死没者慰霊式なら
びに平和祈念式」が行われました。デモ隊なども
いて少し驚きました。
　今後も機会があれば積極的に参加して行きたい
と思います。

【連合高知結成30周年記念行事「親子ふれあい社会見学バスツアー」】
＜8月21日＞サニーマート生鮮・惣菜工場、ヤンマー農機製造㈱高知工場
＜8月22日＞とさでん交通㈱、四国電力㈱高知支店
＜8月23日＞高知東郵便局、ＪＲ四国
＜8月24日＞ひまわり乳業㈱南国工場、高知県立森林研修センター
　連合高知は、2019年11月に結成30周年を迎えることから、実行委員会において記念行事
の企画・検討を行い上記日程で親子約200名の参加があり好評であった。加盟する労働組合、
企業側の協力に感謝申し上げます。

【連合高知災害ボランティア第Ⅵ期養成講座＜第1講座＞】
　 9月14日高知市勤労者交流館にて、連合高知災害ボランティアチームの組織拡大に向けた
ボランティア養成講座を開講した。連続講座となる今回の第 1講座には、高知県ボランティ
アNPOセンターと高知港湾防災プロジェクトから講師を迎え、座学と命をつなぐ避難所運営
ゲーム（ＨＵＧゲーム）を中心に講義を受けた。
　座学では、ボランティアの心得と災害ボランティアの基礎知識を中心に学習した。午後に
は参加者が３班に分かれて「命をつなぐ避難所運営」と題して人権に配慮した避難所配置ゲー
ムを行った。このゲームでは、高知県におけるボランティア活動の第一人者である山﨑代
表から避難所における物資の公平的配分や社会的弱者への配慮などについて説明を受けなが
ら、机上演習を行った。
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