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「日米軍事一体化」がすすみ、「戦争で
きる国」になることで、 
 例えば 
自衛隊が海外で戦争⇒ 
自衛隊員の死傷者⇒ 
自衛隊への志願者の減少⇒ 
徴兵制、とならないと言えるか。 
野中 広務氏（元自民党幹事長） 
加藤 紘一氏（元自民党幹事長） 
小池 清彦氏（元防衛省官僚）が主張。 
 
 
 
 

 



①徴兵制 
•現代のハイテク化した戦争では「徴兵制」
は不要と安倍自公政権は主張。 

  しかし、ハイテク化しているので、子ど
もや女性でも可能。 

「飯島さんでも３日あれば軍人として利用
できる」 
元自衛官の発言（２０１６年４月）。 
80歳を超えた女性でも、車の運転ができ
れば「使い捨て」の兵士にすることが可能
。    

   



「女性」も戦場に 
『週刊女性』２０１７年５月３０日号 

今まで女性自衛官は戦闘部隊に配備されなかった。 

砲撃で服がなくなる⇒裸にされる 

戦闘相手に身体拘束されたら大変な目に。 

しかし２０１７年４月１８日、稲田防衛大臣は普通科中
隊や戦車中隊の実戦部隊に女性自衛官を配備する
ことを決定。 

「安倍自公政権の『女性活躍』の実態は、女性も戦場
に送ることといえます」（『週刊女性』２０１７年５月３０
日号）での私のコメント）。 

 

 



 
②「民間人」の戦地派兵 
 「戦闘による死傷者が出て志願者が
減った場合、やむをえず〔徴兵制
が〕導入されるかもしれません。そ
れよりも医師や看護師、運送業や
建築業に携わる民間人を強制的に
動員させる“徴用“の方が実現が高
いと言えます」 

『週刊女性』2013年1月15日号での
私の発言。 



看護師 
• 朝鮮戦争時、看護婦が九州だけでも千
名、全国で数千名が米軍博多キャンプ
の野戦病院で米軍看護師の指揮下、ま
たは韓国の戦場に。 

・湾岸戦争（1990年～91年）の際、アメリカ
の要請で日本は50人の中東医療派遣
団を派遣。 

・2012年1月29日、長崎空港での実働訓
練に医療関係者だけでなく、看護学生も
参加 

 
 

 



2014年7月1日、集団的自
衛権行使容認の閣議決
定の時、18歳の女子生
徒に自衛隊からパンフ
レット送付 

『きっと見つかるきみの
夢』 

このパンフで、 

女性自衛官 

看護師 

になることを奨励。 

 



【１】「日米軍事一体化」（１）安保法制 

「日本兵は海外で戦う権利
を得る」 

The Times，2015年7月17
日付 

第二次世界大戦以降はじ
めて日本軍が海外で戦う
のを認める法律
Washington Post,2015年
7月16日付 



①安保法制定の背景 
ゲイリー・ホール（元海軍少将、米海軍協会
常任理事） 





2015年4月30日、安倍首相
は米議会で夏までの安全
法成立を約束。 

→アメリカの肩代わりを日
本がするため、アメリカは
歓迎。 

・STARS AND STRIPES，
2015年5月14日付 

 すでに日本の自衛権の
計画に頼っているアメリカ
の防衛予算（US defense 
budget already counting 
on Japan self-defense 
plan） 
 



お金がないと・・・・・・ 
百里基地F4戦闘機4機（空自）と三
沢F16戦闘攻撃機5機の訓練中止 



第３次日米ガイドライン（2015年4月27日） 

日本と米国の軍事的な役割分担につ
いての約束 

 

 ・日本が攻撃されていない場合の共
同武力行使⇒集団的自衛権 

 ・「捜索・救助」「機雷掃海」「艦船防
護の護衛作戦」「船舶検査」 

  
 などをアメリカに約束。 



・「捜索・救助」は英文ではCombat Search 
and Rescue Operaｔion。敵軍に捕らえられ
た味方兵の奪還作戦も含む。 

 

• 「安全が確保される場合に限り」（国際平和支
援法案8条6項）、目の前で戦闘行為が行わ

れている現場でも「捜索救助活動」（国際平和
支援法2条3項但書）との不自然な規定。 

 

「捜索救助活動」は「駆け付け警護」にも。 

 



②安保法制の内容 
「集団的自衛権」の行使容認 

「集団的自衛権」とは？ 

 

「自国と密接な関係にある外国に対する
武力攻撃を、自国が直接攻撃されても
いないにもかかわらず、実力をもって
阻止する権利」 

（1981年鈴木内閣政府答弁書） 

 



憲法の平和主義と集団的自衛権 
  「集団的自衛権」は認められない

というのが６０年近くにわたる歴
代自民党政権の憲法解釈。 

 たとえば、 

・1954年6月3日 衆議院外務委員
会での下田武三条約局長答弁。 

・1981年5月29日政府答弁書など。 

 



ところが・・・・・・ 

安倍自公政権は歴代政府の憲
法解釈を変更。 

 

「集団的自衛権は認められる」
との解釈（2014年7月1日） 

 



•2018/2/20 

安保法制の内容 

・集団的自衛権の行使容認 

  ⇒アメリカと一緒に戦うことが可能に 

・日本の防衛に関係のない、世界中で
の武力行使を認める法律。 

2016年11月に安倍首相は南スーダンに
派兵される自衛隊に 「駆け付け警護」  
「宿営地の共同防護」を命令 

 日本防衛に全く関係のない武力行使 

  



【２】「日米軍事一体化」「日米海外派兵
の出撃基地化」する九州・沖縄 
 

・無差別殺人の象徴であり、アナ
ン国連事務総長が「市街地で市
民が犠牲になる危険が明白な戦
闘」と批判した、米軍等のファル
ージャ攻撃（2004年4月、11月）。 

 



【米軍の行為の一例】 

・自宅の前で非武装の市民を後ろから射殺 

・白旗を手にした老女たちを狙撃 

・家から逃げ出そうとしている女性や子どもを狙撃。 

・救急車の運転手を射殺。 

2004年4月の攻撃ではサッカー場2面が墓場に。半
数は女性や子ども、老人。 

 

こうしたファルージャ攻撃をしたのはどこの部隊？ 

 

 



ファルージャ攻撃の主力は沖縄の海兵隊！ 

 

佐世保を母港とする強襲揚陸艦エセックスなど 

が沖縄に寄港、海兵隊や攻撃ヘリなどを搭載。 

 

米海兵隊はファルージャ攻撃を「沖縄での訓練 

の成果」と発表。 

 

イラク戦争の際も沖縄、佐世保は米軍の出撃基 

地、訓練基地。 

現在、沖縄、九州の「出撃基地化」「訓練基地化」が格 

段に進行。 

 



 
 

 
 

（１）沖縄 

辺野古の新基地建設、高江のオスプレイパ
ッド建設 

 

安倍自公政権は 

「基地負担の軽減」「抑止力の維持」と言う
が・・・ 

 

実は基地機能の強化、基地負担の増大。 

 



【普天間基地】 

・ 米軍のヘリ部隊がイラクやアフガニスタンに出撃
の際、嘉手納基地で弾薬。 

・オスプレイ２４機 

・年間維持費：２４０万ドル。 

【辺野古新基地】 

・陸からも海からも爆弾を積める施設。 

・オスプレイ１００機。 

・強襲揚陸艦ワスプ（佐世保）接岸可能。 

 ワスプにはF35B搭載可能。伊江島や北部訓練場 

（東村、国頭村）でF35Bの訓練。 

・耐用年数２００年。 

・年間維持費：2億ドル。日本の税金で負担。 



新基地建設に反対する市民には 
警察などが暴力 



沖縄の要塞化 

• 与那国駐屯地の新設（沿岸監視隊
の常駐2016年3月） 

 

・宮古島、石垣島に警備部隊、ミサイ
ル運用部隊の配備計画。 



 

（２）日米「出撃基地化」「訓練基地
化」が進行する九州 

 ①「出撃基地化」 

佐世保（米海軍） 

強襲揚陸艦ワスプ配備 

（2018年1月） 

岩国のF35B搭載可能 

沖縄の海兵隊の輸送任務。 

⇒米国の戦争の出撃拠点 

日出生台演習場での米海兵
隊の実弾射撃訓 

練に使用する弾薬の提供 

⇒兵站基地 

 



米だけでなく、日本の出撃拠点！ 

「水陸機動団」創設 

（2018年3月予定。 

相浦駐屯地、佐世 

保）。日本版海兵隊 

とも言われる。 

 



・湯布院駐屯地、玖珠駐屯地にも 

「水陸機動団」の部隊 

 

・北熊本駐屯地（陸自第8師団の司
令部）は「機動師団」に改編。 

 
 



そして佐賀 





生活などへの影響は？ 



• 高遊原（熊本）、日出生台（大分）な
どが陸自オスプレイの暫定配備地
や訓練地の候補地として浮上。 

 

 オスプレイはアメリカで「未亡人製造
機」とも酷評。 

 



②日米「訓練基地化」が進行する九州 

『琉球新報』２０１６年８月２４日付 

 

安全保障関連法が施行され、集団的自衛権の 

行使を念頭に、米軍と自衛隊との運用一体化 

が進められている。・・・・・・最近目立つのは、自 

衛隊と米軍の共同訓練である。 



日米共同訓練 
・大矢野原演習場、高遊原分屯地（熊本）、日 

出生台演習場（大分）で海兵隊と日米共同訓 

練。 

 

・築城基地（福岡）、新田原基地（宮崎）では 

 日米戦闘機の共同訓練。 

 

・板付基地（米軍）は米軍機の中継基地 

 

 

 

 



・熊本、宮崎、福岡、大分にはイエロール
ート（米軍機の低空飛行訓練ルート）が
設定。 

 
 
・鹿屋基地（鹿児島）では米軍空中給油機
の訓練の想定。 

 
・馬毛島（鹿児島）では米空母艦載機の陸
上空母離発着訓練(FCLP）の候補地。あ
るいは九州北部に変更の可能性（岩国
から馬毛島の間）。 

 
 

 



「沖縄の負担軽減」を名目に九州でも 

米軍の訓練が行われているが、実際 

に沖縄の負担は減ったのか？ 

 

「沖縄の負担軽減」を名目とする「九 

州の沖縄化」、「全国の沖縄化」を日 

米両政府は推進。 



【長崎県】 

①佐世保 

・強襲揚陸艦配備など 

②相浦駐屯地（陸自） 

・「水陸機動団」（日本版海兵隊） 

【佐賀県】 

③佐賀空港 

 「水陸機動団」の兵站基地 

 オスプレイ17機、目達原駐屯

地から戦闘ヘリ５０機の移駐
、米海兵隊の空港活用計画。 

 最大７０機体制なら木更津に
並び陸自最大の航空基地。 

 

  

【福岡県】 

④板付基地（米軍） 

 米軍機の中継基地 

⑤築城基地（空自） 

 日米戦闘機の共同訓練 

【大分県】 

⑥日出生台演習場 

 米海兵隊との共同訓練 

⑦湯布院駐屯地 

 「水陸機動団」教育隊 

⑧玖珠駐屯地（陸自） 

「水陸機動団」戦車上陸大隊 

 

 
 

  

 

 



【熊本県】 

⑨北熊本駐屯地 

陸自第8師団の司令部。 

「機動師団」に改編。 

⑩大矢野原演習場 

  高遊原分屯地 

 海兵隊と日米共同訓練 

 

熊本、宮崎、福岡、大分に 

はイエロールート（米軍機 

の低空飛行訓練ルート） 

が設定。 

 

 

 

【宮崎県】 
⑪新田原基地（空自） 
・日米戦闘機の共同訓練 
・1個飛行隊（F15）から2個
飛行隊（F15、F35B）に。  

【鹿児島県】 
⑫鹿屋基地 
 米軍空中給油機の訓練。 
⑬馬毛島 
米空母艦載機の陸上空母 
離発着訓練(FCLP）の候補 
地。あるいは九州北部 
（岩国から馬毛島の間）。 
 



（３）「日米軍事一体化」「戦争できる国づく
り」の「仕上げ」となる憲法改正 

安倍首相などは自衛隊を憲法に明記しても、「現状を認
めるだけ」と主張。 

 

いまの自衛隊：安保法制制定（２０１５年９月）で世界中
での武力行使が任務。 

 

憲法改正で自衛隊を明記⇒世界中の武力行使を任務
と 

する自衛隊を憲法上、認めたことに。 
 
憲法改正による自衛隊の明記は「日米軍事一体化」 
「戦争できる国づくり」の完成！ 



【２】「日米軍事一体化」「戦争でき
る国づくり」の問題 
（１）絶えない米兵犯罪 

『朝日新聞』2012年10月17日付 



 

1953年に日米間で 
「裁判権放棄密約」 

•「日本にとって著しく重要と考え
られる事件以外については第1次
裁判権を行使するつもりがない」
という密約。 
 

•法務省が刑事局長名で検事長や全
国の検事正に対し、米兵関連の犯
罪を起訴猶予にするようにとの通
達（1953年10月7日付） 

 

⑤  



「裁判権放棄密約」の効果 
『東京新聞』2014年1月3日付 



 

『東京新聞』２０１２年１０月８日付 
米兵による強姦事件の賠償は日本が。 



・米兵などの犯罪をできるだけ起訴しないとの
日米両政府の約束に納得できるか？ 

• 米兵の犯罪の補償を日本の税金ですること
に納得できるか？ 

・1950年代、岐阜、各務原基地周辺の海兵隊
が殺人や強姦などの凶悪犯罪。 

 →男性が女性をガードするような状況。 

 反米基地闘争が起こり、米海兵隊は沖縄に。 

 沖縄で海兵隊は殺人、強盗、強姦など。 

 沖縄の人に我慢しろと言えるか 

 



（２）墜落事故（2004年8月沖国大） 



（３）沖縄での米軍騒音 
【嘉手納基地周辺】 

約1万人が高度の睡眠妨害。 

約1000人が高血圧症と推計。 

約30人が心臓血管系疾患。 

4人が死亡（『沖縄タイムス』2016年8月22日付） 

【高江】 

• 夜11時過ぎでもオスプレイが飛来。 

 睡眠不足の子どもが学校で集中して授業を受け
られない状況 

• 大人も寝不足状態で仕事をせざるを得ない状況。 



米軍や米兵の犯罪、墜落事故、騒音などは
九州と無関係か？【一例】 

 

『長崎新聞』2018年
2月2日付 

 

「組合員の安全に関
わる。何度言って
も米海軍は聞いて
くれない」（地元
漁協の組合長の発
言） 



OBS大分放送（2018年1月29日） 



米軍や米兵の犯罪、墜落事故、騒音などは
九州と無関係か？【一例】 

【犯罪に関して】 

・朝鮮戦争やベトナム戦争の際、板付基地
付近で墜落事故、強姦や強盗などの犯罪
。 

・日米共同訓練の際、大矢野原演習場や日
出生台演習場付近では通学する子どもた
ちをタクシーで送迎など。 

【騒音】 
新田原の騒音。佐世保のLCAC、大矢野原演
習場での夜間訓練など。 

 



（４）アメリカの戦争でアメリカ人の代わりに日本
人が「血を流す」可能性 

 
•  朝鮮戦争の際のアイゼンハワー大統領：
「アジアでどうしても戦争が避けられない
のであれば、アジア人同士で戦わせろ」。 

 

• ベトナム戦争でのニクソン大統領 

 「アジア人同士で戦わせる」 

 

 



 

安倍晋三・岡崎久彦対談『この国を守る決意』（扶桑社、
2004年）63頁での安倍氏の発言 

 

• 「軍事同盟というのは、“血の同盟”です。日
本がもし外敵からの攻撃を受ければ、アメリ
カの若者が血を流します。しかし今の憲法解
釈のもとでは、日本の自衛隊は、少なくともア
メリカが攻撃されたときに血を流すことはない
わけです。……日米安保をより持続可能なも
のとし、双務性を高めるということは、具体的
には集団的自衛権の問題だと思います」。 

 



「他国民のために血を流すバカはいな
い」 

 田母神俊雄『座して平和は守れず』 

（幻冬社、2009年）80頁 

というが、いた！ 
米国の戦争に日本人の生命、特に自衛官の生命 

を差し出す安倍首相などの政治家による「戦争で
きる国づくり」「憲法改正」を認めてよいか？ 



ベトナム戦争でアメリカの代わりとなっ
た外国人兵 

国防総省「〔ラオスの〕 

モン族の兵士の10％が 

死んだ。彼らがいなか 

ったら、27万人の米兵 

が死ぬことになっただろ 

う」 

今度は日本の自衛隊！ 



（６）戦場に行かされる自衛隊員 

２０１６年7月10日南スーダンジュバの戦闘の状況 



 
遺書を書いた自衛隊員 

 



自衛隊のリスク 

①負傷した場合のリスクに対応できる？ 

 戦場では手足を失う可能性 

アメリカの衛生兵はモルヒネを投与し、簡
単な外科手術 

 自衛隊の衛生兵は痛み止めすら打つこ
とができない。（元自衛官） 

 医師法、薬事法の改正？それとも医師・
看護師も戦場へ？ 



（７）徴兵制・民間人徴用の可能性 
 自民党の政治家や防衛官僚が危惧するように 

海外の戦争で死傷者⇒ 自衛隊への志願者の
減少⇒徴兵制 

という事態がないといえるか。 

「かつて私は隊員募集の幹部自衛官から『昔の
日本軍みたいに赤紙一枚で徴兵ができれば
よいのにな、いずれ近い将来、隊員不足を補
うために徴兵する時代が来る』と聞いたことが
あります」 

清末愛砂・飯島滋明他編『ピンポイントでわかる 
自衛隊明文改憲の論点』（現代人文社、2017
年）２８頁での末廷隆成元自衛官の発言 

 



【４】自衛隊を明記する憲法改正 
の問題点 

（１）自衛隊が世界中で戦うことを認めることに 

 

安倍首相などは「現状を認めるだけ」と主張。 

 

いまの自衛隊：安保法制制定（２０１５年９月）で世
界中での武力行使が任務。 

 

憲法改正で自衛隊を明記⇒世界中での武力行使
を任務とする自衛隊を憲法上、認めたことに。 



「自衛隊は、違憲かもしれないけれども、何か
あれば、命を張って守ってくれ」というのは、
あまりにも無責任です」（2017年5月3日安倍
首相発言） 

①憲法違反の疑いを指摘される自衛隊、 

 

②憲法改正により、世界中での武力行使が憲
法上の任務とされる自衛隊、 

どちらを自衛官は望むか 

 



 
元陸上自衛官末延隆成氏の発言 
清末愛砂・飯島滋明他編『ピンポイントで分か
る 自衛隊 明文改憲の論点』（現代人文社、

2017年）27頁 
 

• 憲法改正について肯定的な発言をする
自衛官は上級幹部自衛官に多いです。
最前線に行かず、防衛関連企業に天下
りした政界進出する幹部自衛官と、実際
に戦場に行かされ死傷する一般自衛官
の考え方は異なります。 



イラクに派兵された自衛隊の某隊長 

 現地が危険になったので、撤退したいと隊長に打診 

                ↓ 

隊長は許可せず。「現場に来て確認してほしい」と打診 

                ↓ 

 隊長は「部族長との会議」などの名目で現場には来な
かった。 

 

 隊員たちはその隊長を「牟田口さん」と呼んでいた。 

その隊長とは？ 

※牟田口とは、補給を全く無視した無謀な作戦で歴史
的敗北を喫した「インパール作戦」（１９４４年）を立案・命
令した牟田口廉也。退却路は日本兵の死体だらけで「
靖国街道」と呼ばれた。 

 

 



飯島滋明、清末愛砂、榎澤幸広、佐伯奈津子『安保法制を語る
！ 自衛隊員・ＮＧＯからの発言』（現代人文社、２０１６年）から 

• 「安保法制の最大の被害を被るのは現場の
自衛官です。殺し殺されることになる。そうい
う姿を家族にも見せたくない。無論、遺体とな
って帰りたくない」（元航空自衛官の水上学氏
の発言。前掲２０頁）。 
 

• 「安倍首相、隊員の命はあなた方のオモチャ
ではありません。犠牲になる自衛隊員の流す
血、そして家族の涙に対し、あなた方はどう
責任をとれるのですか？ 」（元陸自の末延
隆成氏の発言。前掲３０頁）。 



そして自衛隊の家族や関係者は 
・イラク派兵の際の小牧基地周辺では 

 

イラクに派兵された小牧基地の空自隊員の妻
が動揺。 

 

・妻の動揺が子どもにも影響。 

 

・授業に集中できない子ども。 

・登校拒否になる子ども。 

 がすでに出ている。 
 



【６】中国・北朝鮮は脅威？ 
①軍事的には冷戦下でのソ連の方が脅威だっ
たが、それでも「海外での武力行使が必要」と
いう議論は出なかった。 

②中国や北朝鮮と本当に戦争するつもり？ 

 大都市に人口が集中する日本が戦争可能か 

 日本に80発の核攻撃の可能性。 

 中国や北朝鮮が脅威なら、原発再稼働は支離
滅裂。  

 サイバー攻撃で日本は壊滅的破壊。 

 戦争などと考える方がよほど平和ボケ 



• もちろん、普通の人間は戦争を望まない。し
かし・・・・・・国民を戦争に参加させることは、
常に簡単だ。・・・・・・国民には、脅威にさらさ
れていると言い、平和主義者には愛国心が
欠けており、国を危険にさらすと批判すれば
いい。この方法はどんな国でも効果がある」 

 （ヒトラーの後継者ヘルマン・ゲーリング） 

 ソ連や中国の脅威をあげ、戦争遂行体制を作
り上げるのは自民党の常とう手段！ 



• かつてソ連脅威論が唱えられたとき、テ
レビで「ソ連は〔北海道の〕ここら辺から
上陸する」などとヘリコプターに乗りなが
ら発言するなど、「ソ連の脅威」をあおる
軍事評論家も。  

• しかしソ連は日本だけを攻撃する意思
はなかった。 

・「旧ソ連には、日本のみの侵攻計画は全
くなかった。米ソの核戦争が勃発したと
きには、横須賀、佐世保、嘉手納、三沢
などの米軍基地を標的としていた」（冷
戦後のロシアのコズイレフ外相発言） 
 



北朝鮮の脅威？ 
『池上彰緊急スペシャル 迫る北朝鮮
の脅威 どう守る日本！？ 知られざ
る自衛隊の現実』（２０１７年８月４日放映） 

 
「完全シュミレーションからできることは
限られていることがわかります。まず
は撃たせないようにすることが大事。
そのために必要なのが外交努力であ
り、これがいま最も求められている」 

（池上さんのコメント）。 



 

「米軍基地」は「日本を守る」どころか
攻撃対象 

・米軍基地があるために攻撃対象。 

・冷戦時代はソ連、いまは北朝鮮が 

「沖縄」「佐世保」「横須賀」「三沢」を攻
撃対象と名指し。 

・2001年のアメリカへのテロの際など、

標的になると認識された沖縄への観
光客が激減。沖縄経済に打撃。 
 



• 「日本を守るために米軍が日本に駐留
しているわけではない」（1982年4月
21日米上院でのワインバーガー国防長
官）などのように、アメリカ軍は日本
を守るために日本に駐留しているわけ
でないとたびたび発言。 

 

・米国は米国の軍事目的のために日本を
利用。 

 



• 「〔特攻〕隊員の多くは、戦争をしてはならない。
平和な日本であるように、ということを言って
いました」（特攻基地知覧で「特攻の母」と言
われた鳥濱トメさんの発言）。 

 

・二十有余ノ今日ニ至ル迄厚キ御愛情ヲ受ケ、 

何一ツ孝行モ出来ズ御心配バカリカケ申シ訳
御ゴザイマセン。 

厚ク御礼申シ上ゲマス。 

（北海道出身特攻隊員1945年4月3日出撃戦死
23歳） 



過去の話ではない「自衛隊員の遺
書」 

●様（●には妻の名前） 

•楽しい人生ありがとう。 

・犬達の事をよろしく御願いしま
す。 

・体を養生して幸せに長生きし
てください。 

・色々とありがとう。感謝してい
ます。 隆 

飯島滋明、清末愛砂、榎澤幸広ほか
『安保法制を語る！ 自衛隊員・Ｎ
ＧＯからの発言』（現代人文社、２０
１６年）２９頁 



こうした特攻隊員たちの思いを無にし、再び海
外で戦争のできる日本にしても良いのか。 

 

安倍氏の言う「積極的平和主義」の名目で、再
び海外で戦争のできる国にしても良いのか。 

 

・子どもや孫の世代のため、私たちは真剣に政
治にとりくむことが必要。 

 



【６】どうすべきか 
（１）徹底的な基地反対運動 

 

【韓国では】 
2011年に未成年者への米兵の強姦事件が
続発、韓国市民の怒りが爆発。 
 
2012年の米韓合同委員会で「24時間以内
起訴ルール」削除。 
 



【イラクでは】 

 

刑事免責特権を求めるアメリ 
カとそれを拒否するイラクの 
交渉が決裂、4万人のイラク 
駐留米兵は2011年度末までに 
完全撤退。 



「ドイツでも、韓国でも、イラクでも、地
位協定に関してアメリカの譲歩を引き出す
最大の要因となったのは、受入国の「国民
感情」です。「ここで譲歩しなければ、反
米感情あるいは反米軍基地感情が高まって
まずい」と判断したとき、アメリカ側は譲
歩する」伊勢﨑賢治・布施祐仁編『主権な
き平和国家 地位協定の国際比較から見る
日本の姿』（集英社、2017年）240頁。 

旧安保条約の改定にアメリカが応じたのは、
日本各地での反米基地闘争の影響 

 



安倍首相発言 
2013年5月14日参予算委員会 

• 「他国との地位協定との比較においても、
日米地協定が接受国側にとり特に不利なも
のとなっているとは考えておりません」 

• こんなことでは市民を守れない 

・沖縄をはじめとする基地問題を多くの市民
に周知させるとりくみ 

・沖縄をはじめ、連帯して基地反対運動！ 



こうした思いをする遺族を２度と出さな
いためにも 

・「〔前略〕この事件を最後に米軍人、軍属
の事件がなくなりもうこれ以上私達のよ
うな苦しみ、悲しみを受ける人がいなく
なるよう願います、それは沖縄に米軍基
地があるゆえに起こる事です、1日でも早
い基地の撤去を県民として願っています。                            
平成28年11月17日 娘の父より 」 

2016年4月におきた、元米軍属による強姦殺
人事件の犠牲者（20歳）の遺族の手記       

                        



（２）憲法改正国民投票に対して 

「秘密保護法」強行採決 

原発再稼動」 

「安保法制」強行採決 

「共謀罪」強行採決など、 

安倍自公政権による「反民主的政治」 

国民意志が直接表明される「国民投 

票」は良いと思う人は多いかも。 



１９３３年７月１４日にヒトラーが制
定した法律 

「政党新設禁止法」 

（右上） 

「国民の敵・国家 

の敵の財産没収 

法」（右下） 

「国民投票法」 

（左上） 



• 「プレビシット」：主権者である国
民の意志を聞くためではなく、権
力者の地位や政策を国民意志
の名目で強化するために悪用さ
れる国民投票。 

 

・ヒトラーやナポレオン1世、3世は
国民投票を悪用して自己の地位
や権力を強化。 



•二人のナポレオン、ヒトラーとフラ
ンコ、1978年のチリでのアウグス
ト・ピノチェト、2002年のサダム・
フセインなどによる国民投票。 

 

Bernard Chantebout,Droit 
constitutionnel,26edition,Dalloz,
2009, p.208. 



・憲法改正を目指す安倍首相
や自民党に都合の悪い結果が
出る可能性が高い時に国民投
票を行うか？ 
 
 
 



国民投票で負ければ、 

2016年6月、イギリスの国民投票でEU
離脱という結果。 

⇒キャメロン首相は辞職。 
2016年12月、イタリアで憲法改正国
民投票が否決。 

⇒レンツィ首相は辞職。 
2015年5月17日の「大阪都構想」の住
民投票で反対票が多数 

⇒橋下徹氏は辞職。 



・国民投票が行われるのは、権力
者にと都合の良い結果が出る可
能性が高い時と警戒する必要性。 

・自衛隊を明記する憲法改正も、
安倍自公政権が北朝鮮の脅威な
どを吹聴し、一部の御用メディアも
「憲法改正」に必要性をさんざん報
道したあとの可能性。 
 



改憲手続法（憲法改正国民投票法）
の問題点 

（１）改憲賛成派が大々的に宣伝できる一方、改憲
反対派の見解が封じられる危険性 

 ①「国民投票広報協議会」（法11条など）の構成
は会派ごと（法12条3項） 

 ②「国民投票運動CM」は投票14日前まで可能（
法105条）。 

 ③「意見表明CM」は直前まで行われる可能性。 
   圧倒的な経済力を持つ団体などがテレビCM
を買い占め、憲法改悪に関する意見を一方的に
宣伝し、国民を洗脳する状況が生じる可能性。 



④公務員や教師が地位を利用して国民投
票運動を行うことが禁止（103条） 

⑤「組織的多数人買収及び利害誘導罪」
で禁止されるのがどのような行為か不
明確。 
⑥国民投票の際の公平原則（105条）。 

２０１６年２月１０日の政府統一見解などで
安倍自公政権は、「政治的に公平でな
い」テレビ局に対し、放送法１７４条に基
づく「業務停止命令」、電波法７６条１項
を根拠とする電波停止の可能性を示唆 



（２）不十分な周知機関                                                                                                                                          
国会が憲法改正を発議してから 

 60～180日に国民投票（2条）。 

 

（３）少数の国民意志による憲法改正
の危険性 

「最低投票率」「最低得票率」の定め
がない。 



・2019年夏には参議院選挙。 

 

・自公が3分の2の議席を失えば、憲
法改正は遠のく。 

 

・2018年にも憲法改正国民投票の可
能性。 

  



そこで以下の①②を同時に 

①国民投票に持ち込ませない状況づく
り  ⇒多くの学習会、3000万人署名 

 

②「自衛隊明記の危険性」を十分に市
民に認識・定着させ、国民投票がなさ
れても「否決」に追い込む状況づくり 

 



①憲法改正に反対する市民 

②憲法改正に賛成する市民 

③憲法改正の是非について意見がない市
民 

 

③の市民に「自分に関係ない」と思わせな
い説明の必要性。 

 「分かりやすい説明」 

 



ご静聴、ありがとうございました。 
 

飯島滋明（いいじま しげあき）１969 年生まれ 

【今日の内容に関連する主な文献】 
 本講演で紹介した2冊以外には、 

・安保法制違憲訴訟の会『私たちは戦争を許
さない』（岩波書店、２０１７年） 

・前田哲男・飯島滋明編『Ｑ＆Ａで読む日本軍
事入門』（吉川弘文館、2014年） 

・清末愛砂・飯島滋明他編『ピンポイントで分
かる 自衛隊 明文改憲の論点』（現代人
文社、2017年） 

 
 


