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け て大き く舵を 切る安倍 政権の

憲法無視・集団的自衛権行使容認
の閣議決定に対する緊急抗議行動
の取り組みについて

断じてこれを容認できない。
国鉄労働組合は、集団的自衛権行使を
容認する今回の閣議決定を断固糾弾する
とともに、戦争参加を進める立法手続き
と政策に反対して声明を発した。
各級機関においても政府・与党に対し、
緊急に抗議・決議文等を送付するなどの
取り組みを行うこと。
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