できたての
年史」

５０

周年記念レセ

Ｎｏ．４６８

歳とは思えないぐらい力強く、情熱をこめた講

施行日前後に、全国いたるところで「戦

争法」反対の行動がもたれています。

誰も、決してあきらめていません。
政府は、自衛隊の武器使用要件変更

やＰＫＯの「駆け付け警護」などの任

務追加は見送るなど、参議院選挙を考

慮して遅らせています。
「国民の理解を

得るように努力する」などと、菅官房
長官は発言し、この法制をすすめる姿

人の参加で

筆の署名が集

定例宣伝」も「平和友好大阪連絡会」の署

名共同行動として取り組みました。

３月の大阪安保「

ためにも、２０００万署名を成功させましょう！

うな国にする「戦争法」には、何があっても、絶対多数の国民が反

年を俯瞰する米国と日米安保の

行われました。大阪労連議長の川辺代表幹事の主催者あいさつの後、

狙いについて、
演でした。講演の中で、前事務局長の故竹馬稔さんなどが果たして

２７

英男事務局長、日本共産党衆院議員宮本たけしさんの激励の言葉を

休憩後、ケイ・シュガーさんのうたごえ、来賓の中央安保・東森

うこともありました。また、
「署名をしてくれなくても、雰囲気が

たので、戦争法のことで対話をすると、快く署名をしてくれるとい

して位置づけ、

時から淀屋橋で行います。
１２

ところを出し合いましょう。

出し合いたいと考えています。

日（土）午後２時～３時半
○場所：大阪安保事務所の２階

○日時：４月

気軽にご参加ください

ことがよく分かる内容となっています。

政府の辺野古新基地建設を巡る裁判闘争の

このＤＶＤは、この間の、沖縄県

日本

野古№７」を見て、感想・意見などを自由に

名護共同センター作成のＤＶＤ「美ら海辺

考える機会になればと思います。

間近に控えての開催です。このことの意味も

実は、沖縄にとってだけではない？その日を

沖縄で「屈辱の日」と言われる４月

日。

新基地建設」について学び、それぞれの思う

りわけ、この間、焦点となっている「辺野古

縄の問題をみんなで考えたいと思います。と

第１回目は、安保の問題が強く出ている沖

日（金）

４月の大阪安保定例宣伝は、平和友好連絡会としての共同行動と

温かくなっている」という、行動参加者からの声もありました。

てほしいと訴えられました。歓談・交流に入り、
「映像に見る大阪
安保の五〇年」を紹介した後、スピーチが続きました。苦楽の歴史
を共にした元府高教の川口一夫さん、前母連会長の植田晃子さん、
年史編纂委員会を代表して山上俊夫さん、京都

農民組合の原弘行さん、元吹田安保の野田珠樹さん、元北海道安保
の内山博さん、
安保の田中三郎さん、自由法曹団の西晃さん、新婦人会長の杉本和
さんから、それぞれ思いを込めたあいさつを戴きました。閉会は共
産党府委員会副委員長の代表幹事太田いつみさんが行いました。最
後に、全員大きな輪になり、
「ガンバロー」を合唱して終了しまし
た。
年史」の発刊

周年を迎えるに当たり、
「大阪安保五〇年史」の編纂を

◆「大阪安保
今回、

年安保闘争の国民的高揚の後、安保共闘

行ってきました。３３０ページにわたる本となり、定価２千円＋税
で販売をしています。

の再開を求め、
「安保廃棄」の旗を高く掲げた大阪のたたかいの歴
年史の編纂を通して、大阪安保の位置と今後

史が記されています。読みやすくまとめられていると好評です。
レセプションや

の展望が見えてくるモノになりました。同時に、編纂委員を含む多
くのみなさんの協力がなければ、今回のような大事業はできなかっ
たでしょう。共同や共闘の組織を活かした醍醐味をいかんなく発揮
できたと思っています。
大阪安保に結集され、たたかわれた皆さんの中には、健康を害さ
れている方も多くなっています。末永く、元気にご活躍されること

２８

ｖｓ

６０

を願って、お礼の言葉にかえさせていただきます。

２３

５０

２２

安保廃棄の運動を山にたとえられ、その頂上を高く、すそ野を広げ

受けました。乾杯のあいさつで元共産党府委員長の菅生厚さんは、

まりました。 小学４年生の男の子が立ち止まって訴えを聞いてい

１７

７０

きた大阪安保に対する敬愛を込めた言葉もありました。

２３

の記念講演を行いました。戦後

対するということを、はっきりと分からせる必要があります。その

日本が、アメリカの戦争に協力して世界中に戦争を広げていくよ

発言と全く同じです。

勢は変えていません。辺野古新基地建設強行で沖縄県民に対しての

2016.4.8

安保破棄・諸要求貫徹大阪実行委員会
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日にとうとう「戦争法」
（
「平

２９

和安全法」
）が施行されました。しかし、

３月
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「大阪安保

分から、大阪安保
５０

人の参加のもとに

平和友好大阪連絡会
署名宣伝統一行動

安保破棄ニュース

日（土）午後１時

畑田先生の記念講演

プションが、大阪グリーン会館２階ホールで

３月
３０

国際政治学者の畑田重夫さんが「歴史的転換を迎えた『日米同盟』
」

９３

記念レセプションを終えて
９３

５０

５０
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２６

５０

・
米旗艦ブルーリッジが、２月

日～

日まで大阪港に入港するに際し、大阪市に
対して、入港させない要請書を提出してき
日（金）に大阪市総務部ならびに港

ました。要請書に対する回答と合わせて、
３月
湾局との交渉を行いました。平和委員会、
原水協、非核の会、新婦人、大教組、大阪
安保から８人の参加で進めました。
海上保安庁から通

今回で３度目になるブルーリッジ入港の
経過については、１／
知、
２／１米領事館に核搭載の有無を確認、
市議会に情報通知となった

２／３外務省北米局外務政務次官に同趣旨
で確認、２／
と港湾局から回答されました。これに対して、
Ｑ．なぜ公表が遅いのか Ａ．ドタキャンが多いので、最終ギリギリ
まで確認していて、遅くなる。Ｑ．ということは、大阪港に入港を予
定していた米艦はかなりあるのか？Ａ．１年に１回程度ドタキャンが
あった。
また米軍艦の核兵器搭載の確認について、米国領事館からは「核兵
器が搭載しているかどうかは報告しない」と言うＮＣＮＤ政策の説明

代執行裁判が始まった

月４日に第

１回を開催し、安倍政権の異常なまでの
強権性、翁長知事を先頭とするオール沖
縄のたたかいの歴史を学習しました。第
２回は、３月４日でしたが、ちょうどそ
の日に、安倍政権が裁判所の和解案に従
うことを決め、辺野古の基地建設工事を
中止することになりました。安倍首相の
狙いは、裁判で最終的に勝利できるとみ
たから、
「急がば回れ」という判断をした
としています。しかし、和解案では１９
９９年の地方自治法改正で「‥国と地方
が対等・協力の関係となることを期待さ
れたものである。法定受託事務の処理に

おいて特に求められるものである」と指摘しています。政府が権力的
な「代執行」や国が私人を装う筋違いの「行政不服審査法」を建前に
日に是正指示を沖縄県に出し直しまし

したのかを裁判所は問題にしたのです。
政府側は当初７日、その後
た。本来、国と県の協議を優先することが和解案の精神なのですが、
これを無視したのです。
日以内の採決

よう要請運動が非常に大事で、大阪安保は４月８日に提出します。辺

の処理委員会で公正・公平・中立の立場に立って審査し、結論を出す

にゆだねられていますが、最終的には裁判になるとされています。こ

現在、地方自治法による国地方紛争処理委員会

(

を踏襲しています。外務省は、米外交文書などからおそらく核搭載を

日から

していないと思える。日米地位協定で米艦船の入港を受け入れること
になっているとの答弁をそのまま受けています。
この交渉前に、米ミサイル巡洋艦「シャイロー」が３月

)

に学習会を５月

)
(
日 金 ～

日

日告示、６月５日投票で行われます。

日に行います。

野古をめぐる情勢と法律的な整理で、西晃弁護士 自由法曹団 を講師

(

日まで大阪港入港の情報が寄せられました。１か月もたたない立て続
同時に、沖縄県議選が５月

県議選でのオール沖縄勝利に向けた支援行動が５月
)
(

ください。

日 で取り組まれます。支援に参加される方は、大阪安保まで連絡を

22

けの米艦入港は、戦争法の施行に合わして、大阪港を平時から軍港と
して利用する意図があるのではと追及してきました。しかし、急きょ
日に入港が中止になったと市議会に連絡されてきました。

90
20

)

記

◆核兵器搭載問題と平時からの軍港化反対を掲げて

なり広げるためにご協力ください。

この間の大阪市の米領事館や外務省への核兵器搭載有無の確認対応

(

、平和委員会会議室 谷六

たかいとするためにも、是非ご覧に

では、最後まで不明なまま入港を許可していることです。また、１か
月もたたず米艦船が入港する事態は、大阪港を安易に軍港として利用
できる態様にさせる意図が隠されています。大阪安保は、平和委員会
や原水協、非核の会などと協力して、非核証明書の発行なしの入港を

：

ール沖縄」のたたかいを、自らのた

24

許可していない「神戸方式」についてその現状と課題の学習会を行い

：

～

ます。ぜひ、多数の参加をお願いします。
日 火 、

○「非核神戸方式」学習会
４月

)
(

ＤＶＤ上映「非核神戸方式物語」

下記の通り試写会を行います。
「オ

２６

講演：兵庫原水協：梶本氏「非核『神戸方式』の現状と課題」

されました。
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16
27
です。 沖縄統一連が協力して作成

27
25

○エル大阪５階 研修室１

を描いた長編ドキュメンタリー映画

21

○５月１３日（金）１８時３０分～

「オール沖縄」のたたかいの源流

18

)

大阪安保：植田「大阪港を軍港化させない」取り組みについて

場所:大阪グリーン会館
になっていました。深くお詫び申し上げます。

30

13
（うちなぁぬうむい）

１８

16

12
15:00∼、18:30∼ 2 回上映

「平良啓子さん」の名前が、誤って「平良佳子さん」

00

「辺野古新基地は許さない」
学習会パート３

「沖縄ぬ思い」

港湾局交渉
14

２０１６年
4月
15 日（金）平和友好連絡会 2000 万署名行動
（12:00 大阪平和委員会集合）
16 日（土）憲法会議連続市民学習会③
（講師：中野晃一さん 13:30∼エル大阪）
20 日（水）5･3 集会実行委員会（18:30∼エル大阪）
22 日（金）23 定例宣伝行動（12:00∼淀屋橋）
23 日（土）安保に強くなるゼミナール
（14:00∼大阪安保）
25 日（月）映画「沖縄ぬ思い」試写会
（グリーン会館 15:00∼、18:30∼）
26 日（火）
「非核神戸方式学習会」
（14:00∼大阪平和委員会）
27 日（水）平和友好連絡会会議
（13:30∼大阪平和委員会）
5月
１日（日）メーデー
３日（火）戦争法廃止へ！おおさか総がかり集会
（13:00∼扇町公園）
８日（日）大阪平和委員会 60 周年記念式典
（12:30 開場、たかつガーデン）
11 日（水）常任幹事会(10:00∼大阪安保)
13 日（金）
「辺野古新基地は許さない学習会③」
（18:30∼エル大阪）
20 日（金）辺野古連帯・沖縄県議選支援行動
（∼22 日）
23 日（月）23 定例宣伝行動（12:00∼淀屋橋）
27 日（木）沖縄県議選告示日
6月
１日（水）常任幹事会(10:00∼大阪安保)
５日（日）大阪母親大会（10:00∼エル大阪）

日時：４月２５日（月）

《お詫びと訂正》３月発行のニュース４６７号で、

26

当面の予定

（映画試写会）

19

