安保破棄ニュース
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％になり、全国平

途でした。しかし、結果は５８

日開票を期待しながらの帰
を解決するその第１歩が、
「辺野古新基地を許さない」ことである

商業など沖縄経済のエンジンが必要なのです。沖縄での大きな矛盾

均の２倍以上と報告されています。普天間基地をなくして、産業や

日に開きました。

(

)

時～ 淀屋橋
日（土）府内１００か所宣伝

日（火）

日（月）

（当面の行動日程）
２月
３月

時～ 近鉄上本町駅前

ースを発行することも決めました。

共同の行動としてやっていこうということになりました。共同ニュ

当面、各団体が行う定例宣伝などを、

という思いをこの会議でも確認しました。

ろう！」ということでなければいけない。

自分のこととして署名を集める主体とな

りました。
「受け身ではなく、全ての人が

という訴えかけにしようということにな

なく、
「あなたの署名が戦争を止める！」

の提案で、
「署名にご協力ください」では

ました。大阪ＡＡＬＡ理事長の澤田さん

めの宣伝物をつくろうということになり

平和友好団体として、署名を訴えるた

初めて。
」などの声が出されました。

られることがない。こんな楽しい署名は

響く。反応は行動に比例している。
」
「断

各団体の取り組み交流の中で、
「打てば

を１月

阪の平和友好団体として、署名推進会議

０００万署名）を成功させるために、大

「戦争法の廃止を求める統一署名」
（２

５７票差（前回は９００票差）

ています。沖縄県では、
「子どもの貧困」が約

2016.2.5

ことを再度確認しながらたたかいを進める決意です。

30

Ｎｏ．４６６

の大差で負け、シムラ恵一郎さ
んを市長に送ることはできませ
んでした。いつもの沖縄と違っ
て雨・風が激しく、寒い中での
支援行動による身体の消耗と敗
北の痛手も重なり、しばらく疲

％台で

名 野党は９名 が、地盤押さえを徹底したと言われています。朝日
新聞や琉球新報の社説では、
「再選されたが辺野古容認でない」と
強調しています。
まだ、沖縄統一連や翁長知事を支えるウマンチュの会などの総括
文書が発表されていないので、分析はできません。でも宜野湾市の
抱える問題は根深いと感じ
ました。
米軍が住民から土地を奪
って普天間基地を建設し、
年以上が経過しました。

宜野湾市のウィーキペディ
アには、「基地不動産業は、
本市においては活発であ
る」と。実際私たちが担当
した「伊佐」地域は、マン
ションやアパートが林立し
ていました。昨年、著書「沖
縄の覚悟」をまとめた来間
(

)

泰雄 沖国大名誉教授 さん
は、軍用地料引き上げの功罪を指摘しています。人間は不労所得を
得ることで、堕落していきます。
「基地経済」に頼れば、平和と人
権、自由と人間尊厳の問題を損なうのだと批判します。こうした背

２７

労感が芯から取れません。
琉球新報は、出口調査の結果
％ が 反 対、 賛成は

で「普天間飛行場の辺野古移設
に つ いて
世論調査では、賛成が

辺野古反対を表明している公明票を取り込み、同時に与党市議

た。安倍政権の対応とは違い、独自性を主張したことで、県内では

政府が決める問題だから賛否を表明しないという戦術をとりまし

営は、
「普天間の固定化反対」は叫ぶが、辺野古新基地については、

し、反対の人の３割が佐喜眞氏に投票したとしています。佐喜眞陣

るのが気になりますが‥。しか

あるのに比較して高くなってい

１０

・２％」と報道。沖縄全体の

５６

景を持つ自治体で、翁長知事が代執行裁判の冒頭陳述で延べた「魂

１２ １２

16
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２４

３３

の飢餓感」の言葉を改めて深める議論が必要と思いました。

１９ ２３ １５

宜野湾市長選挙を終えて
世界一危険な普天間基地、その周りの住居を頼って住民が増加し

平和友好 10 団体署名推進会議開く
1 月の 23 定例宣伝行動を 25 日の月曜
日に行いました。
宜野湾市長選挙の結果を受けての宣伝
行動でしたが、なおさら声を上げていか
なければいけないという思いでの宣伝行
動でした。
この冬一番の寒さの中でしたが、それ
でも立ち止まり、思いを語りながら署名
をしてくれる人もいました。
２月の大阪安保 23 宣伝行動は、２月
23 日（火）です。12 時から淀屋橋で行い
ます。平和友好団体の戦争法廃止署名の
統一行動にもなっています。多数の参加
で、宣伝・署名行動を成功させましょう。

70

・
古に基地はつくらせない」

・

大集会を主催した国会包囲行動実

国会包囲行動」をこれまでを大きく上回る規模で成功させよう

行委員会と総がかり行動実行委員会の共催により、「止めよう辺野古！
２・

是非ご参加ください。

沖縄だけの問題ではないという思いをしっかりと広げていくためにも、

パート２を開催します。エル大阪南館７３４号室です。沖縄の問題は

３月４日（金）午後６時半から、
「辺野古新基地は許さない」学習会

と準備がすすめられています。

21

翁長雄志知事の辺野古埋め立て「承認
取り消し処分」の取り消しを求めて国土
日午後２時から、福岡高

交通相が提起した代執行訴訟の第３回口
頭弁論が１月
裁那覇支部（多見谷寿郎裁判長）で開か
れました。
多見谷裁判長は弁論終了時に県と国双
方に和解を勧告しました。県弁護団によ
ると、行政事件訴訟で和解勧告が出され
るのは異例。和解案は「根本的」と「暫
定的」
の二つの解決案が示されたという。
現在のところ県、国双方とも拒絶する意
思は示していません。しかし、
「非公開」
で進められることに批判が強まっていま
す。
日、稲嶺進名護市長への証

また多見谷裁判長は翁長知事への本人
尋問を２月
日に行うことを決めまし

日に結審します。

人尋問を同
た。同
現在もゲート前や海上での反対運動が
続いているのに、機動隊に守られて、埋
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め立て工事が進行しているのは、翁長知事の取り消し処分に対して、

集めています。ご協力お願いします。

国が代執行と同時に「執行停止」を命令したからです。この「執行停

多くの青年がツアーに参加できるよう、カンパを

日に裁判を提訴しまし

のことが学べます。

月

沖縄の現状を自らの目で見て感じることで多く

止」処分を不服として、沖縄県は昨年

加する予定です。

た。これが二つ目です。

う大阪青年沖縄ツアーをおこないます。１８人が参

翁長雄志知事の承認取り消しを国土交通相が執行停止したことをめ

２月１９日～２２日の日程で、
「沖縄の声をきこ

ぐり、国地方係争処理委員会が県の
不服審査申し出を却下したことを受
け、県は２月１日、国を相手取り福
岡高裁那覇支部に提訴しました。地
方自治法に基づき執行停止の取り消
しを求める内容で、執行停止が違法
だと裁判所に判断を求めることで辺
野古新基地工事を止める狙いがあり
ます。これで合計三つの裁判が並行
します。
「オール沖縄」に呼応して中央レ
ベルでの共同もすすめられています。

カンパのお願い

２９

２９ １５
25

29
（大阪青年沖縄ツアー）

２９

12

２０１６年
2月
11 日（木）建国記念の日不承認の集い
(13:30∼アウィーナ大阪)
13 日（土）大阪安保 2016 年度幹事会（総会）
大阪革新懇総会
14 日（日）安保破棄全国代表者会議（東京）
15 日（月）大阪安保 50 周年誌編纂委員会(13:00∼)
「わかもの集まれ！！沖縄いこかの会」
（19:00∼大阪平和委員会）
平和友好団体共同署名行動
（12:00∼上本町）
19 日（金）～22 日（月）
「沖縄の声を聞こうツアー」
（大阪青年沖縄ツアー）
23 日（火）23 定例宣伝行動（12:00∼淀屋橋）
24 日（水）5・3 集会実行委員会(18:30∼エル大阪)
25 日（木）平和友好団体署名推進会議
(10:30∼大阪平和委員会)
26 日（金）大阪安保 50 周年誌編纂委員会(13:00∼)
27 日（土）大阪多喜二祭(13:30∼クレオ大阪東)
3月
２日（水）常任幹事会(10:00∼大阪安保)
４日（金）
「辺野古新基地は許さない」学習会Ⅱ
（18:30∼エル大阪南館 734 号室）

昨年、３回の国会包囲行動や、
「辺野

当面の予定

11

沖縄の声を聞こうツアー

辺野古埋め立て反対！で

