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２００８．１０，０５ 

あきる野市中央公民館 音楽室 

 

 

「海外派兵恒久法の 

危険なねらい」 
 

 

プログラム 

 

1：00 開場 
1：30 開会：司会  
1：35 ＤＶＤ上映「イラク 戦場からの報告」 
2：10 紹介 沢田研二さんの「我が窮状」 
2：15 あいさつ、講師紹介  
2：20 講演「海外派兵恒久法のねらいと改憲の動き」  

講師 吉田 健一先生（三多摩法律事務所弁護士） 
3：45 質問ほか 
4：00 閉会のあいさつ、訴え 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲法九条で平和を守る あきる野９条の会 
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１．ＤＶＤ上映「イラク 戦場からの報告」 西谷文和（2007 年、32 分） 

 

西谷文和さん：1960 年京都市生まれ。立命館大学理工

学部中退、大阪市立大学経済学部卒業。吹田市役所勤務

を経て、現在フリージャーナリストで「イラクの子どもを

救う会」代表。イラクやアフガンで撮りためた映像や写

真を各地で紹介している。著作に、ＤＶＤ「戦争あかん

①」「戦争あかん②」、ブックレットに「危ない！この先

は崖っぷち」（共著・憲法９条メッセージプロジェクト）、

新刊に「戦場からの告発」（せせらぎ出版・写真）など。 
イラクの子どもを救う会ホームページ http：
//www.nowiraq.com/ 
 
 

２．紹介ビデオ 沢田研二さんの「我が窮状」（2008 年、約 4分） 

 
ジュリーこと沢田研二さんが発売したア

ルバム「ＲＯＣＫ’Ｎ ＲＯＬＬ ＭＡＲＣＨ」の９

番目の曲が「我が窮状」という題だ。９月１

３日の朝日新聞「ひと」欄に「還暦に憲法へ

の思いを歌う」と紹介された。記事の中で「６

０歳になったら、言いたいことをコソッと言

うのもいいかな、と。いま憲法は、改憲の動

きの前でまさに『窮状』にあるでしょう。言

葉に出さないが９条を守りたいと願ってい

る人たちに、私も同じ願いですよというサイ

ンを送りたい」とコメントしている。 

「我が窮状」 作詞：沢田 研二，作曲：大野 克夫  

麗しの国 日本に生まれ 誇りも感じているが  

忌まわしい時代に 遡るのは 賢明じゃない 

英霊の涙に変えて 授かった宝だ 

この窮状 救うために 声なき声よ集え 

我が窮状 守りきれたら 残す未来輝くよ 

麗しの国 日本の核が 歯車を狂わせたんだ 

老いたるは無力を気骨に変えて 礎石となろうぜ 

諦めは取り返せない 過ちを招くだけ 

この窮状 救いたいよ 声に集め歌おう 

我が窮状 守れないなら 真の平和ありえない 

この窮状 救えるのは静かに通る言葉 

我が窮状 守りきりたい 許し合い 信じよう 

 



 - 3 - 

３．学習会「海外派兵恒久法のねらいと改憲の動き」 

2008.10.05 
三多摩法律事務所弁護士 吉 田 健 一 

１ はじめに 
   海外派兵恒久法―石破案～与党プロジェクト、民主法案 
   イラク派兵撤退表明とアフガニスタンの動き・・・自衛隊の海外派兵と改憲 
   憲法審査会を早く動かし集団的自衛権の行使について議論を！(９／３０麻生 

首相) 
 
２ 進めてきた自衛隊の海外派兵 
 

(1) 自衛隊の発足と制限 
  (政府見解) 自衛のための最少限度の防衛力を保持することは禁止していない 
  ◇専守防衛 
   ①急迫不正の侵害、②他に適当な排除手段なし、③必要最小限の実力行使 
   ◇海外派兵の禁止 

海外派兵をなさざる決議(１９５４年６月２日参議院本会議) 
本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛

好精神に照らし、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 
   ◇集団的自衛権の禁止 

集団的自衛権―「自国と連帯関係にある他の国家が攻撃を受けた場合に、その

国にかかわる自己の重大利益の侵害を理由として、自らは武力攻撃を受けてい

ないにもかかわらず反撃を加える権利」 
(2) ＰＫＯ法(１９９２年)←湾岸戦争 

   ５原則―停戦合意、受入同意、中立、撤退、必要最小限の武器使用 
(3) 周辺事態法(１９９９年)～武力攻撃事態法(２００３年) 
(4) 特措法による派兵 

   アフガニスタン戦争→テロ特措法(２００１年) 
   イラク戦争→イラク特措法(０３年) 
 
３ イラクでの自衛隊の活動は憲法違反 名古屋高裁判決 
 

(1) 自衛隊の活動は戦闘地域での武力行使→憲法９条１項違反 
＊武力行使  
「我が国の物的人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為」 
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＊国際的な武力紛争 
「国又は国に準ずる組織の間において生ずる一国の国内問題にとどまらない

武力を用いた争い」 
(2) イラク・バクダッドは戦闘地域―具体的な事実を詳細に認定 

   万単位の軍隊(イラク軍・米軍)による大規模な掃討作戦・攻撃、空爆など 
   武装勢力の実態 一部地域の支配、民兵組織や装備・実力 
   米兵４０００名の戦死、市民２２万人もの死亡 

(3) 武力行使と一体となっている自衛隊の活動 
   バグダッドの掃討作戦のため米軍等との調整のうえ定期的に空輸―密接に連 
   携 
   現実的な攻撃の危険を伴う離発着で支援の活動 
 
４ 派兵恒久法の危険性 

(1) 海外派兵の条件緩和 
   特措法・期限でなく、いつでも、どこでも・・・・ 

(2) 自衛隊の武力行使 
 ●安全確保活動 

「暴力を用いて人の生命若しくは身体に危害を加え又は建造物その他の物を破壊す

る行為を防止する」などして安全を確保する活動 
「イラク人による米占領軍への抗議・抵抗運動の鎮圧」 
「フセイン軍残党による米軍掃討作戦」 
「武装解除や敵の部隊を打ち破る攻撃」(参院外交防衛委小泉首相答弁)。 

  ●警護活動 
「国際平和協力活動が円滑に実施されるなどのために、人・施設・物品(警護対象)
の警護を行う活動」   警護対象に対する侵害行為の予防、制止など 
「燃料や武器弾薬の輸送・補給部隊の車列を装甲車などで反撃し撃退」 
「駆けつけ警護」―他国の軍隊などが攻撃を受けた時 

 ●船舶検査活動 
   規制対象の輸送の有無を確認するため、船舶を停止させての立入検査や質問を 

する 
  ●人道復興支援、●停戦監視、●後方支援 

(3) 武器使用 
   任務遂行のため、抵抗抑圧・・・非武装の市民に対しても殺傷行為を容認 
 
 ＊民主党法案の危険性 
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    派兵恒久法制定を指示、アフガニスタン派兵、海外での武器使用の拡大 
 
５ 戦争する国づくりと改憲策動 

(1) 集団的自衛権行使へ 
   ０８／６ 安保法制懇報告―ミサイル防衛等、かけつけ警護等 

(2) 海外で活動、米軍と一緒に戦争できる体制・装備 
   海外派兵を本務(自衛隊法「改正」防衛省設置２００７年) 
   イージス艦、空中空油機、ヘリ空母、輸送艦、中央即応集団など 

(3) 米軍再編～米軍・自衛隊の一体化 
 キャンプ座間への米陸軍第１、横田基地に航空自衛隊の航空総隊司令部移

駐･･･ 
(4) 有事法制、教育基本法「改正」、自衛隊の情報保全隊の活動など 
(5) 改憲手続法～国民投票法へ 

   国会に憲法審査会を設置して改憲議論を(改憲派) 
自主憲法制定議員連盟、９条の会に対抗する草の根の運動を提起 

    
６ 海外派兵恒久法～改憲を許さないために 

(1) 海外派兵恒久法の危険性～改憲への道 
新テロ特措法や海外派兵の動きに対する批判 
派兵恒久法の危険な内容を明らかに 

   名古屋高裁違憲判決を活かそう 
  イラク戦争と自衛隊―大義名分もない戦争、国際的批判、知らされない活動 
  平和的生存権の保障―基本的人権が平和の基盤なしには存立し得ない、 

    法的な権利 生命・自由の侵害、戦争被害や恐怖、戦争協力の強制の禁止 
(2) 憲法を活かす活動を 

   どんな国をつくろうとしているのか 戦争、貧困・格差と憲法 
税金を何のために使うのか 米軍再編や思いやり予算、海外派兵のための装備   

(3) 草の根からの９条改憲反対の声を 
世論の流れ、９条の会作り、多数派の結集 
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お願い･お知らせ 

 
◆憲法九条を守る賛同署名を推進しましょう 

市民の皆様へのアピール 
日本国憲法を変えようとする動きが強まっています。 
2004 年 6 月、日本の知性を代表する９人が九条の会をつくり、日本国憲

法を守るという一点で手をつなぎ、「改憲」のくわだてを阻むため、一人ひ

とりができる、あらゆる努力をいますぐ始めようと九条の会・アピールを発

表し、全国民に賛同と連帯を呼びかけました。 
私たちは、九条の会の高く掲げた理念と呼びかけに心から賛同し、「憲法

９条で平和を守る あきる野９条の会」を結成しました。 社会的な見方、

政治や宗教についての見解、様々な立場などの相違点を越えて、憲法九条を

守るという一点での共同を、すべてのあきる野市民の皆様に訴えます。 
市民の皆様の、アピールへのご賛同とあきる野９条の会へのご参加、活

動の大きな発展のための募金を心からお願い申し上げます。 
日本と世界の宝、憲法９条をごいっしょに守りましょう。 

2005 年 4 月 29 日 憲法９条で平和を守る あきる野９条の会 

→受付に賛同署名カードがあります 

 

◆九条の会東京連絡会発足集会 
１０月２４日（金） 午後 6 時 30 分から豊島公会堂で行われます。 

HP は http://www.9jo-tokyo.jp 

 

◆九条の会第３回全国交流集会 
１１月２４日(月・祝日) 午前 10時 30 分から日本教育会館で行われ

ます。 

憲法九条で平和を守る 

あきる野９条の会 
発行 ／ 200８年 10 月５日 

事務局 〒197-0814 二宮 1421-4 
電話 042-558-7857（前田） 

Ｅﾒｰﾙ：info@a9akiruno.net 
ホームページアドレス 

http://a9akiruno.net/ 


