議員︵民進︶も︑稼働中の
川内原発の原子炉が弾道ミ
サイル攻撃を受けた場合の

で憲法九条が生まれたのは

﹁この人たちの犠牲のもと

−く﹁﹂︑どすんてら∪↓左︐J 栴占犀言

放以降︑﹃想定外﹄はもう

通用しない︒いたずらに身
近な脅威をあおる前に︑冷
静に原発の危険性に言及す

るべきだ﹂

ブックで安保法制を批判し

声を上げる自衛隊OBは

た︒その葺き込みが共感を
集め︑今年二月には安保法
制の違憲性を問う訴訟の原
告に加わった︒

﹃︵安保法に︶おれも反対

くと︑ほとんどの人が

多くはないが﹁個人的に聞

間違いない︒それを曲げて
っ
た
︒

自衛隊では︑手塩にかけ

だけどな﹄と言う︒自衛隊

て育てた後輩たちが頑張っ

ている︒西川さんを慕い︑

ている人も多く︑責められ

に関連する会社に再就職し

ない﹂とおもんばかる︒

子ども三人を自衛官にした

たちが例えば南スーダンで

ほとんど交流はなかった︒

務が長いが︑米軍関係者と

知人もいる︒﹁そういう子
負傷したり︑戦死したら申
し訳ない︒日本を守るため

集団的自衛権は遭う﹂と力

で︶一番いい土地を取りや

隊幹部が﹁︵佐世保の中

米軍基地の前を通った自衛

米軍基地もある佐世保勤

だったら諦めもつく︒でも

を込める︒﹁米軍の後押し

に言ったことを覚えてい

がって﹂と吐き捨てるよう

をするために外に出て行っ
て戦争するんですから︒こ
れには絶対︑私は反対だ﹂

る︒幹部でさえ︑複雑な感

情を抱いていると知った︒
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ー＝ノ月てk Jワニでトで 蝶の九州電力訓内原発1︑

来 軍 と ．＿＿＿＿〇〇〇 ・体 う支保就 守 閥∴三。三三三繋三三三

九州電力川内原発1号機︵手前︶と2号機＝鹿児

島県薩摩川内市で︑本社横﹁おおたか二世﹂から

」 ＿海自時代「9条に守られた」

ミサイル落下の恐れが緊急 2号機と愛媛県の四国電力
発信された場合︑頑丈な建 伊方原発3号機だ︒
物への避難などを呼びかけ
国会でも過去︑原発への

放射性物質の放出量と避難
計画の必要性が及ぶ範囲な

第二次安倍政権が集団的自
衛権をめぐる憲法解釈の見
直しを進めているニュース
に︑心が騒いだ︒﹁私は平
和な時期に入隊して︑平和
に終わった︒憲法九条に守
られたからだ︒その解釈を

どう考えるべきか迷い︑

変えるとはどういうこと
﹂
か

れた︒太平洋戦争が終結す

佐世保市内の海軍墓地を訪
るまでの六十年間に亡くな
った十七万人の戦没者が眠

3）試。払甘いと担国縫を蓄
はいけない﹂との思いが募

る︒先人たちの墓標を前に

さ平ねえとでが立済得者
iれ和せ、「は増大的るが米
て憲て若国なえの徴だ学園
い法い者がいる学兵め黄で
る老いた守 〇日費制にやは
一五年夏︑西川さんは元
自衛官と明かしてフェイス

＼／i／議当然㌔寒子孫潔薗蘭
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る︒ちなみに二〇二ハ年二 ミサイル攻撃の可能性は取

」のづも と固い」 悲是てが
化 反 斗

聞

e
グ与を
（第3種郵便物認可）

言i円！

想定外

−

よう訴える︒﹁憲法は七十
同法制に基づく自衛隊の出

も平和的生存権が侵害され

動差し止めを求めている︒
四月二十五日までに起こさ
れた訴訟は十七地裁で二十
一件︑原告総数は五千九百

ることによる損害賠償と︑

年以上︑日本の平和をつく
ってきた︒結果は出ている
じゃないですか︒それをな

ぜ変えなければならないの

実際︑安保法制により

日本の役割ですよ﹂

﹁駆けつけ肇護﹂の任務が
﹁米国の戦争﹂に巻き込ま

武器を使用して反撃できる

月︑政府が決定した運用指

とする内容だ︒昨年十二

ユニバーサルマナー検定3・2級in赤坂

針には日米英同訓練も含ま

れていた︒
軍事評論家の前田哲男氏
は﹁安保法制が実施段階に

二十三日から西太平洋で行

有するよう安倍首相に壁書

前田氏は﹁専守防衛なし

すらしている︒

法解釈を上書きし︑同法制

し︑憲法九条は今も現存し

を正当化すること︒しか

ている︒国民の恐怖心をあ

照らし合わせ︑同法制の是

おることで︑安保法制あり

非を考え直すべきだ﹂

2級15i．000円（税込）

入った﹂と指摘する︒先月

・ビンソンと︑海上自衛隊

われた米原子力空母カール

の護衛艦二隻による共同訓

練はその先駆けだったとい

反撃していただろう︒もは

う︒﹁訓練中に攻撃されれ
ば両頭を根拠に︑自衛艦は

やいや応なしに戦争に巻き

いう人もいる︒それでも︑
安保法制のような憲法破壊

は︑絶対に許してほならな

いという点で一致してい
る﹂と強調する︒

同法制の実施で﹁平和的
生存権の侵害﹂は現実味を
帯びてきた︒杉浦氏は﹁米
に高い攻撃力を持つ︒自衛

軍の方が自衛隊よりはるか

くるが︑国民は現行憲法に

きの憲法解釈を押しっけて

いは安保法制を実施して憲

国に武力攻撃などやめるよ
う進言すべきだ︒国民は安
倍政権に全権委任したわけ
ではない﹂
今回の米艦防護は︑安保
法制で新設された自衛隊法
九五条第二項に基づく︒平

崩しどころか︑交戦国を目
指して突き進んでいる﹂と
懸念する︒﹁安倍政権の狙

時から日本の防衛に当たる

隊を護衛に当たらせる意味
はなく︑本来なら政府は米

道ミサイルの発射拠点を破
壊する酸基地攻撃能力を保

同代表の杉浦ひとみ弁護士
は﹁自衛隊を合憲と考える

日本の母子が乗る米艦のパネルを示し、
集団的自衛権の行使容認への転換を表明
する安倍首相＝2014年5月、首相官邸で

人︑正式な手続きを踏め

′

ば︑改憲を考えてもいいと

房＼藷

込まれかねない﹂
この機に乗じ︑﹁専守防
衛﹂をなし崩しにする動き
も目立つ︒自民党安全保障
調査会は三月︑北朝鮮の弾

甲十十： 一事〕一子∴ 議題陸戦／読

攻撃された場合︑自衛隊も

17等5月31日〈水）

か︒平和国家を広げるのが

付与された︒だが︑昨年七

亙∴量

回田株式会社ミライロ 遠田ひろ実他
図3絞 ま000削溌込）

合繊／振舞00−12：0049：30受付開始）
2級 篤：00−18）：00（12：40受付開始）

集団的自衛権の行使を認
める安保関連法が昨春︑施
行されて以降︑﹁戦争がで
きる国﹂への既成事実化が
進んでいる︒
南スーダンの国連平和維
持活動︵PKO︶派遇では

月に陸自部隊が﹁戦闘﹂と

五十八人︒今後︑鹿児島︑
釧路︑那覇の各地裁で渥訴
が予定され︑原告はさらに
増える見込みだ︒
その顔ぶれは市民や憲法
学者︑元判事など多様で︑
西川さんのはかにも元自衛

／i憩 ミグ、− 潔 畠べ＝ ∴．誼∴∴∴∴∴ ∴∴ 泌
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米艦などを院議し︑米艦が

東京都潜区赤坂十2−2

れる懸念は高まっている︒
同様の危機感から︑安保法

訴訟を担当する弁護士ら

で相次いでいる︒

官や家族が加わる︒憲法観

∵．辛

と．﹁︐∴∴し︐

国雄き古本財団ビル2階大会議室

制を違憲とする訴訟も全国

棄した﹂と言う日報も実は

でつくる﹁安保法制違憲訴
訟の会﹂によると︑いずれ

も護憲に限らない︒同会共

あった︒右往左往する政権
に︑西川さんは﹁われわれは

戦闘訓練をやってきた︒衝
突訓練なんてやってない︒
日報をなくしたとか廃棄し

たなんて︑聞いたことがな

い﹂と不信感を募らせる︒
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﹁衝突﹂と言い続け︑﹁廃

の憲章を定める﹂

懇書

ニ

北朝鮮の弾道ミサイル発

射などを受け︑政府は日米

の連携強化を強調︒西川さ
んの目には国民の不安を利

用した動きに映る︒﹁日本
は戦争をし︑原爆を落とさ

れ︑それから平和を築いた

国︒本来ならアメリカと北

態醒暇蔚

ずでしょう﹂と冷静になる

朝鮮の仲裁をする立場のは

物質脅寒l
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政権国民の恐怖心あおる
1日午前、横須賀市沖を航行する海上自衛隊の
護衛艦「いすも」㊦。上は停泊中の米海軍補給
艦。両艦は同日午後、房総半島沖で合流した

日報に記した状況を政府は

重宝長講二二∴二一坤∴争畢工−

