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憲法解釈変更しないでと陳情、賛否同数で議長が否決
あきる野９条の会が市議会へ陳情書
「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」としてきたものを、安倍政
権が閣議決定で変えるのは憲法 99 条、立憲主義の立場から許されないと
して「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書に関
する陳情」あきる野市議会に提出。6 月 19 日の本会議での審議には傍聴者
が詰めかけ傍聴席は満席になりました。総務委員会での審議状況の詳しい
報告と質疑ののち、討論に入り、自民党志清会の子籠議員が「立憲主義は
理解できるが、行使も解釈変更も賛成なので、陳情には反対する」と反対
討論。共産党のたばた議員、政和会の合川議員、民主党の中村議員が賛成討論を行いました。傍聴者は賛成
討論に共感の拍手を送りました。採決の結果、共産、公明、民主、政和会の 10 人が賛成し、自民党の２つ
の会派 10 人が反対。賛否同数となり議長決済で不採択となりました。議長が不採択を宣言すると傍聴席か
ら「憲法を守れ」の声が上がりました。傍聴者は「否決にはなったが提出
してよかった」「自民党の中には国際緊張を高めるようなことはしてはな
らないが、賛否は明らかにしたくないといった議員もいた。もう少しで採
択だった」「自民党議員は立憲主義の立場もあいまいで、憲法を守る気が
ない」「自民党が過半数を占める議会はとんでもない」「たばたさん、合
川さん、中村さんの賛成討論には感動した」「この結果を市民に知らせ、
集団的自衛権反対、解釈改憲反対の運動を強めよう」と話していました。

オスプレイの横田飛来で、市がＮＯを国に要請
あきる野９条の会が市に緊急申し入れ・２０人が参加
台風避難を口実に 8 月 6 日～8 日にオスプレイが横田基地に 6 機飛来と
の情報が入り、20 人が参加して市へ 7 日緊急申し入れ行いました。市は
「飛来しないように」「輸送機などの上空飛行の緩和」を国に要請書を提
出しました。台風口実の飛来は中止になりましたが、19 日の飛来で市は
「改めて強く飛来しないよう」国に要請しました。あきる野 9 条の会は①
オスプレイを呼び寄せる展示主催「北海道航空協会」にオスプレイを展示
しないよう FAX を送る ②15 日の防衛省交渉に参加 ③福生市の福東ト
モダチ公園での監視・抗議行動に参加するようを訴えました。抗議集会
には 300 人が参加、20 日の福生フレンドシップパークでの座り込みには
121 人、21 日の監視行動には 50 人が参加しました。その後も国と米軍
は横田基地へのオスプレイの状態化をねらい 8 月 9、10 日には人員輸送
として飛来の情報。これにも市は国に「飛来することが無いよう改めて
強く要請」しています。9 日にはトモダチ公園で抗議行動がおこなわれ
あきる野から 10 人が参加しています。今、あきる野市の上空での米軍
大型輸送機の低空飛行訓練に、不安の声が上がっています。

九条の会がアピール。
私たちも声をあげましょう

会」が、その先頭にたって、創意と工夫をこらして
多様な行動に立ちあがることを呼びかけます”と 7
月 5 日にアピールを発表しました。また、臨時国会
の冒頭となる 10 月を全国統一行動月間に指定し、こ
の期間に全ての九条の会が最低限 1 回は何らかの行
動をするよう呼びかけ、11 月 24 日は日比谷公園を埋
め尽くす、大規模な集会とパレードを行ないます。

“私たちは主権者として、集団的自衛権行使容認の
閣議決定に対して、きっぱりと「NO」の意思を示し、
「戦争する国づくりは許さない」との声を全国の草
の根からあげるときです。全国のすべての「九条の
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平和行進があ
きる野をゆく

あきる野でも多くの団体・個人といっしょに、集団
的自衛権反対、海外で戦争するための法案反対の声
を上げるよう準備を進めます。

東京のつどいに 1200 人
「“戦争する国”ゴ
メンです」。九条の会
東京のつどいが 6 月
４日なかのゼロホー
ルで開かれ 1200 人が
参加しました。ざ・
五人囃子の演奏に聞
き惚れ、松元ヒロさ
んのコントに爆笑し
ました。講演した孫
崎享さんは「安倍政権は選挙公約と逆なことをやっ
ている。集団的自衛権の行使は自衛隊を米軍の傭兵
として使うもの。対米従属が強い首相だが、それを
隠すようにナショナリストのふりをしている」と。
青井未帆さんは「憲法 9 条があり、自衛隊が海外で
一人も殺さなかったことで、国際的な評価を得てき
た。憲法の理想を安倍政権に突きつけるのが私たち
の責務です」と。小森陽一さんは「イラク戦争のこ
ろは少数だった“憲法を変えなくてもいい”という
世論を、九条の会の地道な運動で多数にしてきた。
安倍政権の暴走をストップさせるために共同を広げ
よう」と呼びかけました。都内の九条の会が登場し
て５人が決意表明。あきる野は、幟を 3 本たてて署
名行動や市議会への陳情、五日市憲法草案を東京・
日本の宝に、横田基地ＮＯ・オスプレイＮＯの運動
を強め、九条を守り生かそうと報告しました。

オスプレイＮＯ!で防衛省交渉に
7 月 15 日、日本
平和委員会がセッ
トした防衛省交渉
に前田事務局長が
参加しました。
防衛省は「オスプ
レイは本土に広く飛行する。安全性への配慮は行う
のが前提だ」と答えましたが、安全性は「確認した」
と述べるだけでどのように確認したのかは答えられ
ず、
「ていねいに説明し、理解を得ていく」というも
のの地元への説明も行なおうとしません。
「５市１町
と同じ情報をあきる野市にも提供するように」
「あき
る野市上空での大型輸送機などの飛行訓練をやめる
ように」と要求。防衛省は要望があれば情報を伝え
ると答えたものの、
「飛行訓練は安保条約上必要なも
の。米国とは平成 11 年 1 月に低空飛行は合意されて
いる、オスプレイについてもおととし 9 月に合意さ
れている」と今後も飛行訓練を行う姿勢を強調しま
した。安全性など市民への「十分な説明」も「丁寧
に説明し理解を得ていく」というだけでした。

今年も原水爆禁
止国民平和行進が
行われ、7 月 19 日に
あきる野市役所から福生公園まで約 50 人が行進しま
した。5 月 6 日に北海道の礼文島を出発し、山梨から
甲武トンネルをぬけ檜原に 17 日に入り、あきる野を
通って東京上野公園に 24 日に到着しました。全国を
行進し、8 月 4 日に広島･平和公園に集結しました。

「河北新報」編集局長が
五日市憲法を訪ねて署名記事
6 月下旬「河北新報」（宮城県を中心とするブロッ
ク紙）の編集局長を「五日市郷土館と深澤家の土蔵
を案内した。河北新報は 7 月 1 日に「集団的自衛権
きょう閣議決定」
「民権無視の横紙破り」という編集
局長の署名文を 1 面に掲載。五日市憲法草案、五憲
の会を紹介し、案内した鈴木富雄さんや前田事務局
長のコメントを載せて「首相に読んでもらいたい千
葉起草の条文がある。『第５章 国憲ノ改正』。憲法
を改正する時は特別会議を召集すること、両議院の
３分の２の議決を要すること…。要は『きちんと手
続きを踏みなさい』と書いてある。権力者による恣
意的な改正を禁じている」
「草莽（そうもう）の臣た
ちが理想憲法に込めようとした自由民権の気風から、
安倍首相はいま最も遠い位置にある」と結んだ。
解釈変更に新聞各社は、在京 6 紙は朝日・毎日・
東京が反対、ブロック紙や地方紙は賛成は 3 紙、反
対は 40 紙。多くは立憲主義の否定、平和主義の危機
に警鐘を鳴らしている。

❒おしらせ❒

 9/4 戦争させない・九条壊すな総がかり行動：日比谷


野音 18：00～
9/11～13 第 12 回平和をめざす戦争展 in 立川：講演
/青井未帆さんなど(チラシ同封)。
10/25 横田基地もいらない市民交流集会


❒事務局だより❒
 あきる野９条の会賛同署名
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累計は 1,046 名。
「戦争をさせない全国署名」は 498 名、
「憲法 9 条にノーベル平和賞を」は 315 名です。
集めた署名がありましたら事務局まで。
6 月 10 日、渋谷公会堂で行われた九条の会 10 周
年講演会には 2000 人が参加しました。
6 月 16 日の日の出九条の会主催の小森陽一先生
講演会には 150 人が参加、大盛況でした。
定例 A9 サポーター会 次回第 103 回は 9 月 13
日午後 3 時からです（毎月第 2 土曜日）。
インターネットで発信中 あきる野９条の会 検索
でホームページやブログ“事務局だより”をご覧くださ
い。✎

▼福東トモダチ公園での抗議集会（7/19）

◆ＰＤＦだけのおまけのページ◆
❏6・４九条の会 東京のつどい

▼都内各９条の会が登壇（7/21）

❏6・１０九条の会１０周年講演会

▼頭上を飛ぶ。２機同時に離陸（7/21）

❏おしらせ
❏6・１５ 日の出九条の会小森陽一先生講演会

❏オスプレイ NO!! ７.１９抗議集会

▲横田基地を離陸するオスプレイ（7/19）
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