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特集・状況展望PARTⅡ琉球弧のかなた
ヤマト帝国鹸治安金煤睦　　　ガリ爛閤戦略

巨］勅陳聴探圏
「魚里人．r公害を逃す乾共同企画　　　　’79年3月

インドのことわざに言う－

「一握りの砂を知る者は宇宙を知る。」

投手久闘争の本質を深く知る時、広く世界を舞台とした、権力の野望と、人民の抵抗との闘争のドラ

マが見えてくる。

「世界はひとつ。」－帝国主義にとって、地球はそっくり収奪の対象である。東亜燃料の横手久島進

出計画は帝国主義の世界戦略の一環である。

人民にとっても「世界はひとつ。」獄中の金芝河、ミンダナオの回教徒ゲ）ラ、抑圧からの解放を

求めて決起する無数無名の人民－ヤマト帝国主義の国内植民地・奄美にナロードニキして、横手久闘

争の渦中にコミューン革命のヴィジョンを実体化しつつある私たちは彼らと同じ地平に立っている。

それでは、琉球弧のかをたにまで視界を拡げて、太平洋とアジアの状況を見渡してみよう。

アメリカ帝国主義謹霊だ
トナムで敗北を喫した結果、地上軍駐留方式から

海空打撃力重視に戦略転換を迫られ、トライデン

ト、巡航ミサイル、中性子爆弾などの「超兵器体

系」を開発すると共に日本一沖縄一台湾－フィリ

ピンーインドネシアーデイエゴ・ガルシャーバー

レーンを結ぶ「島喚防衛線」を最前線とし、その

背後のミクロネシアの島々に核戦略基地を築くと

共に、先進同盟国であるカナダ、日本、オースト

ラリア、ニュージーランドに防衛分担を迫る、「環

太平洋戦略」を採用。

ハワイ州　観光ハワイの陰に、三軍統合・太平洋

総司令部。ポラリス、ポセイドン型原潜母港基地。

ミクロネシア　米軍の核実験場であり、今また環

太平洋戦略の主舞台と在っている。さらに200カ

イリ時代を迎えて、海底石油、マンガン団塊、水

産資源の宝庫とされる、このU．S．A．本土全体

に匹敵する広大を海洋地帯の経済的価値も急に高

まり、国連信託統治期限が81年に切れるのを目前

にして、アメリカは「自由連合」の名目で実質的

マーシャル群島ビキニ、エニウェトク環礁　「世

界平和のため」と称して、島民を追放して、1946
－58年、原水爆実験。1954・3・1の第1回水爆

実験で第5福龍丸被爆、風下のロンゲラップ島民

約300名が「まるでねずみのように」人体被爆実験

される。ビキニへの島民帰還と再追放、人体実験

は今も続く。

ビキニ
／

な永久領土化を図っている。それに対して、島民5000ラド

たちは太平洋民族意識に眼覚め、反核・独立闘争

に立ち上がっている。
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クワジ工リン弼ABM（迎撃ミサイル）基地。ち地球の半分の地域内の目標504ヶ所を同時に正

力l）フォル二ア州ヴァンデンバークで発射したI　確に攻撃できる。〕

CBMを射ち落とす実験場。基地設営に当っては、

島民7000名を巾100m、長さlhのイバイ島に追

放して、「ミクロネシアのゲットー」出現。
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カロリン諸島　東南アジア原発推進のために、核

再処理・貯蔵センター計画をアメリカが日本に提

案。テニアン、グアム、パラオの背後にある位置

関係に注目！

マリアナ諸島　軍部勺要衝であり、まっさきに米

領土化決定。チャモロ族は反基地・反核・独立闘

争にたちあがる。

テ二アン畠　広島・長崎原爆機発進基地。今また

核戦略拠点基地設営。巡航ミサイル配置か？

グアム島　日本資本による観光パラダイスの陰に、

戦略爆撃機B52基地であり、ポラリス、ポセイド

ン原潜前進基地。

パラオ諸島　米軍と共同して、日商岩井・興業銀

行がスーパー・ポート構想と称する、年間6000万

KL中継のCTS、石油精製、原発、淡水化工場

をどを計画。米海軍はトライデント型原潜、海兵

隊演習場、核・毒ガス貯蔵庫を計画。旺ライデ
ント：水中排水量15，000トン。MaRv（機動核

弾頭：ABM回遊能力と終末誘導機能を持ち、着

弾精度、数フィート！〉17発を内蔵した多弾頭ミ

サイル24基を装備し、射程1万h以内の、すなわ

対外投資の仕組

．一説一°●

－貯金■

＋蛙営合理化（言切り）　　　　－

（6号）

圏　注）パラオの偶人815．（00人

面議∴∴∴∴：既）平方マイル

パラオCTS計画

日本帝国主義宝器禁書誓
ンで国民の危機感を扇りつつ、拡張主義的軍事大

国への道を歩み始めた。即事に「総合安全保障」

と称して国益論を扇りつつ、資源収奪全方位外交、

公害産業部門の海外立地を、強大を資本力を武器

として、攻撃的に展開しつつ、国内では、エネ）レ

キー危機を名目として、原発・CTS計画iタファ

ッショ的に推進しつつ、産業構造転換と称して、

非能率部門のスクラップ化と労働弾圧を内容とす

る経常合理化を強行している。



北九州　日中共同油田開発に伴うCTS計画が日　本の経済的治外法権地区。以上あげた他にも、工

白押し。中国炭専焼松浦火力（二基170万KW）、　業団地・自由貿易地域は全土に渡って無勘二〇

玄海原発増設（2号55万KW、3・4号各1207氷：∴満州・（チーチエ）畠　岸・小佐野一派のウォーカ

W）、豊前火力操業など電源開発計画も集中。朝鮮　一・ヒル型歓楽郷計画。

半島有事に備えて佐世保軍港強化、日本海圭瀬の　チーム・スピリット，78　昨年3月に実施された

ために機雷敷設機部隊の板付基地配備決定。　　米日韓合同演習。米軍42000名、韓国軍62000名参

東シナ海1978年、日韓大陸棚共同開発協定発行。加。日本は戦術核ミサイル・ランスの績田通過を

経済制帽よりは政治的・軍事的意味が主体。　含む基地自由使用oチーム・スピリット’79も実施。

琉球弧　南方戦略橋頭壁として、観光・エネルギ
ー・軍事列島化。通産省「民族派」の核燃料パー　‘78

ク構想と、潜在的ミサイル基地。

小笠原諸島　CTS計画、五洋建設調査済。

硫黄島西方海域　20万トンタンカー10隻による洋

上漂泊備蓄。

硫黄島　陸海空自衛隊統合基地計画。日本領土で

あっても、実質上は「海外基地」。

韓国
朴独裁維新体制下で対日経済隷属、日本

資本の加工貿易基地化。地下鉄事件、金

大中事件など黒い日韓ユ藷。KCIA・統一教会

の国民弾圧と国際謀略。

古里（コリ〉　原発一号基59万KW、1977年運転

開始。二号墓65万KW建設中。現尺工業がWH社

と技術提携。1976年には政府は6年以内の原爆保

有計画を発表。

馬山（マサン）自由貿易地区、すなわち外国資

韓国軍備国産化と武器輸出

∴∴∴・
！

（66）



中国
日米と平和条約。日米安保・自衛隊を認

知してソ連包囲網完成を図る。1979年2

月現在、中越戦争中。「4つの近代化路線」と称し

て、外資導入を熱烈歓迎。

憩海・黄海　原油バーター方式による、日米との

共同で海底油田開発。

上海　川鉄が新日鉄の協力を得て、室山製鉄所建

設中。原料鉱はミンダナオ・シシター工場から。

台湾　日本の経済的植民地。部小平副主I帯は日米

の既得権存続を保障。

ベトナム国境地帯1979年2月、中国軍がベトナ

ム侵攻。ソ連は中国に重大警告。

ASEAN
東南アジア諸国連合。1967年設立。

政治的・経済的調整が表看板だが、

対ゲリラ共同作戦に見られる如く、軍事同盟的な

色彩も濃厚。70年代に入って、日本への経済隷属

化が急進展し、「醜いJ－ASEAN」の異名を持

つ。「人口2億4千万のこの地域は、日本にとって

原料供給地であり、貿易市場であり、日本企業の

進出も多い。中東からの原油輸送路でもあり、総

合安全保障のうえで、我国とASEANとの関係

は不可欠である。」（朝日社説要約）

トンド地区スラム街▼

1972年マルコス戒厳令発布。
フィリピン　岸・笹川フィリピン協会設立。

1974年田中訪比して、日比規子通商航海条約発効。

ルソン島北部　チコ川流域ダム開発。世界銀行、

海外経済協力基金をどが融資。西日本技術開発が

企業化調査。少数民族イゴロット族、ボントング

族10万人の聖なる父租の地が水没の危機。

クラーク米空軍基地　ファントム40機、ハーキュ

リー60機、人員6000名。防衛・輸送・支緩活動範

囲は太平洋からインド洋。

スービック米海軍基地　第7艦隊の修理補給基地。

核兵器庫。P3C対潜哨戒機基地。

パタン半島　自由貿易地区。加工貿易地区として、

日系13社（77年〉　進出。労働者の日給500円！W

H社原発607jKW2基計画のうち一号基建設中。

マニラ湾トンド沿岸都市再開発構想。国際港を

建設し、大マニラ市一国際港－バタン自由貿易地

区をハイウェイで結び、合わせて観楽郷マルコス

市を築くという。このクリーン・マニラ・プロジ

ェクトと称する計画で、スラム住民20万人が、家

賃も高く、職も探しようも老いニコ一・タウンに

強制移転の運命に。その手始めとして、太洋漁業

をど日本資本のためのナボタス巨大漁港を、アジ

ア開発銀行の融資で、原因不明の大火が2回続い

たあとに、東洋建設が着工。この計画によって、
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フィリピン人民の歌　と・、二へ？

あ　て　へ　且　は　乙　㌦　く

ら、1÷∴く∴写す∴り　　し　め　十三

章と∴a lを　“直子∴∴ゝ

しt t．∴it．か　つ
C－、

高∵　人，くれ∴三一亀iこ　く　り　亘　　る　q

rL∴‘」、証言工」で　￥∴き　ち∴直　也

住民6000名の生活の場と共（こ、地元漁民、魚市場

関係者の職を奪う。

NDF（民族民主主義統一戦紛　　ルソン島を中

心こ舌動する反帝・反封建・反ファシズム統一戦

線。武闘組織「新人民軍」を持つ。

レイテ島オルモック湾　バイオフィル社（金淵50

％　武田30％　三井物産10％　現地製糖会社10％

出資、キピ糖を発酵させて製造する月産千トンの

リボ核酸を武田高砂工場に出荷）が湾内を有機物

で汚染。金淵高砂工場のPCBの処理工場計画の

可能性もある。

ネグロス島　日米に輸出される砂糖の主産地。

プランテーション農奴の日給280円。

のPSC（フィリピン・シンター会社）1977年操

業開始。オーストラリア、ブラジルから輸入した

鉄鋼石を最も激烈を公害部門である焼結工程を経

て千葉工場へ送る。典型的な「公害輸出」企業。

用地確保の際に、退役軍人投資開発公社の強権で

土地を奪われたナバカーン村の半農半漁の民141

世帯は、山上の高級住宅地アンダム・ムスワグ（
“進歩への準備”の意日　に強制入居させられたが、

職もなく、家賃も払えず再転出続出、流浪の運命

に。PSCはまた製鉄コンビナート計画の手始め

であり、数万人の住民がナバカーン村住民と同じ

運命にさらされている。

タパオ　伊藤忠バナナ積出港。

ミンダナオ自力ガヤン・デ・オロ　川鉄百％出資　農奴の低賃金と農薬被害。
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民放解放戦線　女性部隊
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MNLF（モロ民族館放戦線）　　スペイン統治時

代から反帝闘争を担い続け、今もカソリック帝国

主義に抗してミンダナオ南部13州の分離独立を求

める回教徒勢力の武闘組織。メンバー8万、武装

部隊3万と推定される。1977年停戦交渉がもたれ

たが、国軍の裏切りでゲ）ラ戦再燃。

スールー諸島木口島　回教徒勢力の中心地。1974

年、国軍がホロ市砲撃、難民10万人。

タイ黒帯諾崇．蒜を
警察軍・右翼団体が急襲、虐殺200人。1973年革命

で成立した議会制内閣は崩壊、ダニン戒厳令内閣

成立。「開発途上国では民主制から独裁訓への移

行は、少〈とも経済発展の尺度から見る限りでは、

明らがこ進歩。」（在バンコク日系企業幹部。〉

タイ人民統一戦線　クーデター後、森に入った学

生、労働者、社会党、社会主義統一戦線をどが、

共産党ゲ）ラと合流して、1977年結成、全土に革

命拠点、解放区を拡げている。

ウドン県タプル工ン村　タンパワピー製糖（三井

49％出資、国際協力事業団が超低利融資）が前借

金で農民を縛り、地域専制支配。キビ価格地域格

差是正を中央政府に陳情した農民夫婦を殺し屋が

酬塑三雲三重重要重量曇 ��人間SUPiSHi ��＿　SAMEAS∴MYCOUNTRY，剛？ 
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襲撃。

クワイ川シーナカリン・ダム　貯水量177億トン

（大河内ダムの百倍）、発電予定量54万KW。総工

費2億1600万ドルを世界銀行、海外経済協力基金、

輸出入銀行が融資。日本の電源開発が設計・監督。

ダム本体工事はイタリアのヴイア一二社が落札し

たが、日立、日本電気、富士通、日本鋼管が参加。

メタロン河総合開発の一環であり、クワイ川では

さらに5ヶ所のダム計画がある。これはゲ）ラ対

策でもある。

バンコク　日本製麻サラブ・シコート・ミルが、

製造コストよりも安く本社に麻袋の輸出を続けて

いたが、1977年に賃金未払いのまま計画倒産、幹

部逃亡。その他にも、戒厳令下の労働弾圧にもか

かわらず、東京銀行、富士ゼロックス、JETR

Oなど労資紛争続発。

シャム湾　海底LNG開発と、粗鋼年産120万ト

ン製鉄コンビナート計画。

クラ地峡　水爆〝平和利用〝の運河計画に代って、

CTS・パイプライン・システム計画。

1974・i l〈ンコク反日デモ

白いハト

蓮華重量垂重≡重量塞重量≡≡≡ヨ
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マレイシア言，二㌦（詔書農
人種国家。中国人の共産ゲ）ラが活動。フセイン
・オン独裁政権が国内治安法によって反政府製力

弾圧。国境地帯ではタイと共同でゲ）ラ掃射作戦。

ベラ川テメンゴール・ダム　38万KW発電。220

億円の借款で間組が受注、丸紅、日立、日本工営

が参加。1977年完成。1974年末、ゲ）ラが日本人

宿舎を襲撃、2名死亡。

ペナン島　日本資本による日本人のための観光開

発が魚民から海を奮い、女性から人格を奪い、成

田開港に合せた、前田建設の空港拡張工事が農民

から土地を奮う。

ペナン州　プライをど4工業団地に新日鉄、日立、

東レ、カネボ才、タラl）オン、不二サッシなど二

十数社が進出。プライでは漁村クアラ・シュール

の河口を水銀、カドニウムで重金属汚染。新日鉄

マラヤワタは黒煙を吐くのでブラック・マウント

・フジの異名をもつ。

ベントン市　丸紅30％出資の天然ゴム製造会社L

YLラバー社、1977年操業開始、年産72．000トン

を日本向輸出。

北ボルネオ・サンタカシ　サバ州主要産柴木材

の積出港。70％を日本向輸出。トーメン、日商岩

井、諒松江商など27社駐在。

サラクワ州ビンヅル1968年海底油田発見。1974

年国策石油開発会社（ペトロナス〉　設立、三菱、

シェルと共同でLPG開発、1982年から年間600

万トンを日本向輸出の予定。

マムート銅山　日本の国策企業OMRDサバ社が

鋼だけでも169ppmという猛烈な鉱毒をたれ流しe

サバ州政府は「住民の移転費用として」12億円を

要求。谷中村の再現！

鉱毒のため魚がいなくなったロハン河

海外経済協力事業団
金属工業事業団

〔産鍋7社〕三菱
同和　日本　古河

三井　日銭　住友

シンガポール崇崇三言諾誌
栄した産業都市国家だが、国民総背番号制の非人

間的を高度管理社会。アジア最大の金融市場であ

り、「円経済圏」支配拠点地。加工貿易地として、

日系240社、6，000人進出。

石化コンビナート計画　住友化学を主体にエチレ

ン年産30万トンを国策事業として立案。

ジコロン造船所1963年設立の石川島播磨（IH

I）51％、シンガポール政府49％の合弁会社。

1978．10．12、修理中のタンカーで爆発事故、死者

76人、重軽傷70人、ほとんどが女工。同社では72

年にも5人死亡の爆発、74年には13名死亡の火災

と、事故が相継いでいる。IHIは海外では低賃

金労働者を初歩的安全対策もとらない殺人的作業

藻塩で使役している。一方では、国内では首切り

5000人の大合理化を企んでいる。

MMBシンガポール　日本ミネチュア・ベアリン

グ百％出資。タイから低賃金女性労働者を250人

を奴隷的雇用条件で輸入。

OMRDサバ社　資本金　　　30億円

開発資金　270億円



マラッカ海峡認諾詫諜
ど巨大汚染事故多発。日本のマラッカ海峡協議会

が航路調査、航路、港湾整備計画。自衛隊のヘリ

空母、対潜哨戒機P3C導入に伴って、「マラッカ

海峡生命線防衛論」が現実化。

T匝埠砂〇・
「註郎艦と受

酬蹄締高
とは主，Zも、

プラッ巾考低・希称軍政

インドネシア霊誤霧需
ハルト独裁官軍複合翼賛体制のもとで、総体的汚

職経済と慢性的食料危機のために、産油国であり

をがら世界銀行を中心とする債権国会議の債務奴

隷国家。

プルタミナ（国策石油公社）ストー総裁が卒先

し、大統領も関係した汚職と、ホテル、キャパレ
‾、ゴルフ場まで手を出す、信じ難い程の放漫経

営の結果、1976年10（櫨ドルの借金を残して倒産、

メジャーの債務支配下に。

Iくターン島　マラッカ海峡の小島に、日商岩井、

大協、丸善石油などがCTS計画。

スマトラ・アルン、ボルネオ・パタック両ガス田

主権者プルタミナ、利権者モービル（アルン）、

ハフコ（バタック）、利用者関西電力、新日鉄な

どの共同事業体。日本政府1億9000万ドル、興銀

（ニー訪日誓警嵩誓書繁、鴛
トンをアメリカへ、合計すれば推定埋蔵量の52％

を収醇する契約。1978年4月アルン田タンク火災、

5月パタック田LNG圧縮タンク爆発、続く6月

アルン田世界最大級の爆発事故。

了，しシカ”ス田の加賀英一（ロテンポり誠一qi，さを7員899）
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三三三∴．三∴三「輩 惹紫 

聖藷＿」・、 北夕梱ノ展望妄りゲー 
アサハン・プロジェクト「神の湖」と呼ばれるト

バ湖から流出するアサハン川の43万KW水力発電、

クマラ・タンジュクの年産22万5千トンのアルミ

精練計画。120kmの送電線、港湾、2万人のニュー
・タウンも併設。日本アサノ、ン・アルミ社、資本

金911億円（日本75％、インドネシア25％）、日本

IRliは住友アルミー住友商事、昭和電工一丸紅、三

菱化成一三菱商事、三井アルミー三井物産、日本

軽金属一伊藤忠、日商岩井、四線が参加。事業費

3199億円のうち70％を政府借款、海外経済協力基

金、輸出入銀行の投融資で、インドネシア負担分

の30％も経済協力開発基金が円借款。少数民族・

高地バタック族、海岸マレー族の生活文化を破壊

しつつ強行される、この巨大事業は資金の40－60

％が汚職で消えて難行。

IOj島　独特のヒンズー教文化の鳥も、観光公害

地として、俗化。

（73）

ロンポク島　ロンボク海峡はマラッカに代るタン

カー航路であり、CTS計画および総合開発計画。

但し日本の石油戦略を警戒して、サウジ・アラビ

アが難色を示している。

束チモール　人口60万人。フイティリン（東チモ

ール独立革命戦線）が1975年独立宣言。インドネ

シアは国軍4万を授大して、化学兵器使用をどの

ェコサイド（生態系破壊）作戦で侵村を図ってい

るが、兵士は草原や森のトラノブを恐れて、道か

ら一歩も離れられをいので、国軍支配地は海岸の

都市だけ。

イリアン・シャヤ　人口90万。1960年オーストラ

リアに国連信託、1969年インドネシア併合、1971

年OPM（自由パプア組織）が独立宣言し、「西パ

プア臨時政府」樹立。国軍はガン・シップ空爆

による攻撃の他に、土着民部隊を編成、ゲ）ラを

装って住民を殺傷するといった、きたをい戦術。



正体不明の別会社

建設材日産1000m3

パプア・ニューギニア嵩監
都制」を自称する、この国の国家予算の40％はオ
ーストラリアからの援助であり、笹川良一が「俺

の子飼い」と呼んでいるマイゲ）・ソマリ首相は、

インドネシア国軍が領土深く侵入して住民を殺傷

しても文句も言えない立場。

マダン　本州l製紙JANT社チップ工場の大規模

伐採による自然破壊。現地政府との契約に再植林

義務が謳われているが、「会社が利益を計上する

限り」と但し書き。本社釧路工場へのチップ輸出

価格は国際相場から30－40％値引。

「ふりえだ」開発　住友系ではあるが、正体不明の

探鉱会社。進出に丸紅が一役。全土で鉱物資源探

査活動。

ポート・モレスピー　丸紅、大洋漁業の「そうぶ

社」、月40トンのロブスター（伊勢エビ）をヨー

ロッパ丸紅に、その他雑魚を大量に日本に輸出。

オーストラリア；㍊器霊夢
資源国。日米演州政府、多国籍企業が採掘・濃縮

紬一一一＞；諾

・加工・再処理・投棄の核サイクル基地を計画し

ている。4大労組がイエロー・ケーキ（ウラン資

源）輸出貨物取扱いを拒否するをど、国論分裂。

レンジャー　原住民アボリジニー族の聖地で20万

トン埋蔵のウラン資源発見。今年4－6月から露

天掘り開始の予定。九州i・四国・中部電力が1981

年から6000トン輸入する契約。関西・北陸電力な

ども交渉。

インド
神話のふるさとインドも核汚染。カ

ナダのCANDU炉を使って「平和

目的」の原爆開発。

ガンジスJIl源流　CIAがヒマラヤ山中に放置し

た中国核実験探知装置のプルトニウム電源が雪崩

でガンジス川に転落。聖なる河と崇めつつ、生活

用水として使っている何億もの流域住民にプルト

ニウム汚染の怖れ。

タール砂漠　原爆実験。放射能のたちこめる穴を

人海戦術で埋める。

アフガニスタン露三言信書

デイエゴ・ガルシャ策謀警嘉
トライデント前進基地。

イラン器嵩誓荒業誌
つ、「白色革命」と称する富国強兵策を強行した

が、インフレで国民生活が困窮、ついに回教徒シ
ーア派が爆発、国王は逃亡、1979年2月、シーア

派最高指導者ホメイ二師が亡命先パリから帰国、

革命政府樹立。この間、アメl）カのカーター政権

が政策上の混乱を露呈。日系進出企業170社
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バングルシャブール　イラン近代化のシンボルで　イラン侵略と合理化攻撃を内部告発。

あり、三井グループが社運を賭けた国策プロジェ

クトiIJPC（イラン日本石油化学）コンビナ

＿トも売踊近で面会三脚朔者会議が　バーレーン荒業諾器誓

投資・融資者

三井物産　東洋ソーダ

三井東庄　三井化成

日本合成ゴム

融資3500億円ト

円借款・信用供与

－　　廟資2500億円ト

国営石油化学

特集・状況展望

事業体　　　　　受注者

コンビナート建設：三井造船

東洋エンジニアリング

千代田化工　日立造船など

住宅地建設：三井造船

佐藤工業　　中央ビルト

三井建設など

運輸：　日野パス　日通

労働者

参照文献

ミニ �コミは �ーよりも強Lp 　　　　0 

〇校手久闘争　　　　　　　　　　　　　　　　　g
「えだでく」　　　　　　反公害宇検村青年部

鹿児島県大島郡宇検村平田　新元博文気付。シマンチュウの心を伝える反サツマ・反ヤマト・反公害闘争主体者
たちの機関紙。不定期・・300円（〒120円）

「無我利通信」　　　　　　　　　無我利道場

私たちの生活と闘争を刻々伝えるニュース・レター。不定期・無料（〒50円）

「あしやげ」　　　　　　　　関東奄美青年部
㊨130東京都墨田区両国3－12－8　白金マンション501号。東亜燃料本社攻撃をど在関東シマンチュウの闘争。

「逆流」　　　　　　奄美青年同盟鹿児島支部

鹿児島市下伊敷町2277－11藤井勇夫気付。77年末の緊急特集号にMA－T計画を詳しく暴露。残部少しはある
はず。

○沖縄
「琉球弧の住民運動」CTS阻止闘争を扱げる会
「公害ぬ無ん世ど」　　　CTSを阻止する会
「基地レポート」　　　沖縄・基地をのぞく会

以上いずれも、沖縄県那覇市松尾214くらしの公害を追放する会気付。

「東海岸」　　　　　　　　　金武湾を守る会

沖縄県与那城村屋ケ名1245　安里清信気付。月千時00円。

「沖縄通信」　　　　　沖縄CTSを考える会
〒113東京都文京区向丘1－3－7　日主講座分室内。

詔謹轄黒鼠宿酷」　　物
「蜂寵」　九州住民闘争交流合宿実行委員会　瞳＝二言患」‾11掌

熊本県水俣市場堂　遠見の家気付。報告は年1回。蜂寓は月刊・年間2000円（〒共）

（75）



「炎突」　　　　北部九州労働者安全センター

北九州市八幡西区西神原町4－22。激烈を公害発生地のどまん中から、労働弾庄一公害を告発。100円（〒別）

「筑豊通信」　　　　　　　筑豊と共斗する会

東京都新窟区百人町1－24十4　たいまつ社気付。福岡県田Iii郡間組丁東陽　矢野気付。地域丸毎切り捨てられた
炭鉱地帯の表別をえくる。
「造船労働者は海上CTS建設を拒否する．′」

三菱重工長崎造船労組（第3組合）
長崎市鈍の浦町1－61。上五島洋上CTS計画を内部告発するパンフ。500円（〒別）

「草の根通信」　　　　　　　　　　松下竜一

㊨871大分県中津市船場町。豊前火力絶対剛止。環境権裁判原告・海戦裁判被告の、気軽（こ読めて、それでいて
闘争主体者としての自党が伝わって来る、ユニークな機関紙。佐賀の関漁民・西尾昇氏決起事件の本質を知るた
めにも注島I

「不知火」　　　　　　　　季刊不知火編集室
尋867水俣市湯葺793秒出現気付。水俣病の巨大な全体像を最新部から抱えつつ資本・国家犯罪を追求i　休刊
申、7号まで在庫あり。一部500円（〒120円）

「かずら」　　　反農薬水俣袋地区生産者連合
南876熊本県水俣市袋茂道　大沢忠夫気付。水俣を第2の三里塚にするな！水俣病の国家責任追求と、自立農
業運動。
「風祭」　　　原発を葬り自然の灯をともす会

南890捉児島市郡元1－21－35　鹿児島大学理学部物理学科　橋爪研究室気位Ii開原発を始め、エネルギー政策
に抵抗して、風車発電所を造るドン・キ・ポーチのノ巳、意気。

○反権力・反公害闘争
「公害を逃すな．′」　反公害輸出通報センタ一

割13東京都文京区向丘1－3－7　日主講座分室内。第3世界への公害輸出を告発し、被抑圧人民の生の声を伝
える！78年8・10・11月号、ダマリの「横手久通信」連載。79年3昭には、シリーズ「核と第3世界」にダマi）
が抜穂。日干ii・年間3000円（〒共）

「土の声・民の声」　土の声・民の声編集委員会

自主講座分室内。「資源エネルギー危機キャンペーン」に祝して、乱開発を告発。朋i」・年間3600円（〒共）

「分権・独立運動情報」　　　　　　地域社

副50東京都渋谷区神即丁5竜一1305号。コミューン革命をめざす分権，独立運動情報託筑豊、奄美、沖縄
を詳しく報告0束チモつレ、イリアンジャヤをど世界の分権・独立武装闘争にも詳しい〇年2剛・500円（〒120）

「地域闘争」　　　　　　　　ロシナンテ社

京都市左京区下鴨松ノ木町850地域闘争・自然保護運動・消賭運動当薄着からの報告。日干i上年間3000円。

「イオム通信」「WRIニュース・レター」

WRI日本支部
大阪市あべの区旭町2－12－2　向井孝気付。反権力・反原発非暴力直接行凱　不定期・無料（但し50円切手を
貼った封筒送ること）wRI＝戦争抵抗者インターナショナル。

「NAMAZU」　　　　　WRI日本支部

日本の非暴力直接行動を伝える英文ニュースレター。4号からダマi）のノ／FISHLANDLETTERS〝連載。

原子力
「原子力発電は安全か？」　　久米三四郎講演

ひとりひとりが原子力の恐ろしさを考える会
劃13東京都目黒区中目黒3－13－19　日本消費者連合気付。絶好の入門パンフ。

「反原発新聞」　　　反原発運動会国連絡会

㊨105東京都港区新橋6－11－3　プルトニウム研究会気付。月刊・年間2000円。

「聞いて下さい」　　　　　　　坂田静子

恵382長野県須坂町穀町5290母親として原発への疑問を訴える個人紙。
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