無 防 備 条 例 は戦 争 に 協 力
しない自治体の宣言

６月１８日﹁地域からの平和構
築〜無防備地域宣言を！﹂シンポ
ジ ウム は約 １ ００人の 参加 者で
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運動に確信を深め︑現在全国１５
自 治体 に拡 大し た平和 無防 備条
例 直接 請求 を１ ０ ０自 治体 に拡
大し︑
必ず条例実現を勝ち取る展
望 を手 にし たシ ン ポジ ウムでし
た︒
発言要旨を紹介いたします
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いるか︒東京都の予算を見ると
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現在は全ての地域で貫か れ︑ジ
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人取締り⁝とある︒国民保護条
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措置が定められた ︒自衛 隊が市
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国 立の無防備条 例直接請求は
大きな運動ですば らしい︒組織
を使わず毎日街頭に立ち ︑語り
かけながら市民に 理解を 求めア
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たい︒
国 民保護計画に ついて国立市
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る︒しかし︑自衛隊は敵と闘い自
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自 らの判 断で具体 化すべ きで平
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府 の言い なりにな るので なく ︑

治 体当局 は住民保 護の方 策を政

が報告されました︒

で成立しておらず︑南風 原町議
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箕面市の方からは︑無防備地域
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に平和無防備条例の直接請求署

矢野秀喜︵全国ネット事務局︶
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ンの取り組みや︑ 国立市 ︑沖縄

しを取り戻してい るピー スゾー

堺市・向日市からは︑年内

国 民か ら政 府に戦 争を しな い宣
以上の報告の後︑意見交換
が活発に行われた︒沖縄ネット

市川市・竹富町の首長意見書は

つ くろうと してい る政府 に対し ︑

県竹富町の 平和無 防備条 例運動
に学びます

をつくりたい方︑関心がある方︑

民の自治と平和力を高める取り
組みを討議します︒平和な地域

請求再チャレンジを展望する市

＊ 発 言 要 旨 は 事 務 局 責 任 で ま と め ま し た︒

言させているもので︑
平和無防備
条 例は 戦争 に協 力しな い自 治体

間違っている︒①無防備地域宣言

民 衆の対 案として 相互理 解と共
存 の非戦 の地域・ 列島を つくり

大谷ホール

ぜひご参加ください︒

京阪電鉄「五条」下車徒歩８分

の宣言だ︒住民が発案するにふさ

は 国が すべ きも の②条 例は 地方
自治法︑武力攻撃事態法︑国民保

だ すシン ポジウム と分野 別討議

８/６分野別討議
9:00〜12:30

８／５〜６ 全交ｉｎ

護法に違反としている︒

を ︑全交 ︵平和と 主主義 をめざ
す 全国交歓 会︶京 都大会 で開催

住民自治で平和に生きる権利・
無防備地域宣言条例を！
①平和無防備条例直接請求運動
の１００自治体へ の拡大 をめざ
し︑一人からでも始められる運
動であること
②条例実現への率直な討議
③直接請求を終えた自治体での ︑
国民保護計画の具体化を許さな

13:00〜16:30
ひとまち交流館京都

わしい条例である︒

① は 国際 赤 十 字コメ ンタ ー ル
に より 自治 体が宣 言で きる こと
します︒

１日目︵８／５︶シンポジウム

フィリ ピンの住 民の相 互理解

２日目︵８／６︶分野別討議
戦争国家づくりを許さない〜

は明らかであり︑
文民保護の諸原

然である︒

﹁民衆の力〜自治が平和を切り
拓く﹂

法︑国民保護法とも無防備地域宣
言を排除する規定はなく︑自治体

と 対話で 政府軍と 武装勢 力の軍

い取り組みを始めとして︑直接

地下鉄烏丸

３

京都駅から徒歩 10 分
線「五条」下車徒歩 2 分

則遵守から自治 体の判断 に 政
府・軍当局が同意を与えるのは当
②は住民の生命・財産を守る
事 務が 地方 自治 法 に反 して ない

が 国民 保護 の独 自 措置 をと るこ

事紛争を起こさせず平和な暮ら

シンポジウム
８/５

のは明らかであり︑武力攻撃事態

とは当然の適法な裁量である︒
自

場所 時間

