集団的自衛権行使へ道ひらく
閣議決定阻止! 緊急富山県集会
CiC 前広場
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2014 年 6 月 19 日

開会 18:30
司会 松浦晴芳（安保廃棄県実行委員会事務局長）
呼びかけ人あいさつ
アジア子どもの夢代表
川渕映子
富山大空襲を語り継ぐ会代表幹事・医師
田中悌夫
連帯のあいさつ
富山県平和運動センター副議長・県教職員組合委員長
佐幸 明
安保廃棄県実行委員会代表委員・新日本婦人の会県本部会長
広瀬妙子
集団的自衛権行使容認の閣議決定を許さない
県平和運動センター副議長・自治労県本部委員長

◇

がんばろう
中村博明

デモ行進
19:00
CiC 前広場西側より出発→市電通り南下→安住橋信号左折→
県庁裏通り→県民会館前信号左折→CiC 前広場で解散

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[この間の取り組み経過]
2014 年 5 月 23 日 記者会見・県民アピール発表
5 月 29 日 集団的自衛権行使容認阻止、秘密保護法廃止緊急集会
6月
県内の市町議会への請願（富山市・高岡市・氷見市・射水市・
小矢部市・魚津市・上市町・朝日町の 8 市町）
6 月 12 日 各政党への FAX 要請
6 月 13 日 記者会見・県議会請願
6 月 16・18 日 地元国会議員への要請
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
呼びかけ人（50 音順）
6 月 19 日現在（22 人）
青木新門（作家・詩人）
青島明生（弁護士）
安念鉄夫（元砺波市長）
奥村義雄（富山大学名誉教授）
金井英子（反核医師の会世話人代表・医師）
川渕映子（アジア子どもの夢代表） 鈴木邦雄（富山大学名誉教授）
滝沢 卓（音楽家）
瀧澤 弘（富山大学元学長）
田中悌夫（富山大空襲を語り継ぐ会代表幹事・医師）
土井由三（元小杉町長）
冨樫行慶（僧侶）
中本昌年（富山大学名誉教授）
久泉迪雄（富山県歌人連盟名誉会長）
藤井治紀（彫刻家）
福島重雄（弁護士）
星野富一（富山大学名誉教授）
宮井清暢（富山大学教授）
向井嘉之（ジャーナリスト）
山本直俊（弁護士）
柚木春雄（元入善町長）
横山善一（現代造形作家）

賛同者（50 音順）
6 月 19 日現在（190 人）
淡川典子
阿尾多美（新日本婦人の会小矢部支部）
青木美保子
青山了介（民主青年同盟富山県委員会委員長）
赤星ゆかり（富山市議会議員）
足立千恵子（富山民医連事務局長）
阿部行道（僧侶）
飯野義直（日中友好協会富山支部）
井加田まり（県議会議員）
池田克己（富山県革新懇事務室長）
石川たかね
石須大雄（高岡市議会議員）
石橋 剛（富山県全自交労連委員長）
伊藤厚志（会社員）
伊藤冴子
稲村 功（朝日町議会議員）
岩城光造（富山県民主医療機関連合会会長・医師） 岩場達夫（司法書士）
上田 武（高岡市議会議員）
上野眞紀子（憲法 9 条ファンクラブ）
碓井憲夫（上市町議会議員）
宇治谷明美（Ｉ女性会議富山県本部事務局長）
内島正義（全港湾伏木支部委員長）
永崎 暁（僧侶）
大島俊夫
太田真治（反核医師の会世話人・歯科医師）
大谷むつ子
大塚修治（全日本年金者組合富山県本部書記長）
大成勝代（声楽家）
大野尚一（富山民医連理事）
大橋國昭（農民運動富山県連絡会会長・国民の食糧と健康を守る運動富山県連絡会代表）
大橋陽志子（9 条平和小杉の会）
岡崎信也（富山市議会議員）
岡田龍朗（魚津市議会議員）
小熊清史（反核医師の会世話人副代表・歯科医師）
小栗絢子（反核医師の会世話人・医師）
尾塩真澄美
尾塩良明（自営業）
小原悦子
折橋英明（富山県商工団体連合会会長）
鍛治富夫（弁護士）
嘉地政見（富山民医連労働組合委員長）
勝田登志子（公益社団法人 認知症の人と家族の会富山県支部事務局長）
勝山敏一（桂書房代表）
角川真人（滑川市議会議員）
香取 瀧（消費税をなくす富山県の会）
金村 正（僧侶）
金平直巳（高岡市議会議員）
亀谷達夫
亀谷律子（新日本婦人の会富山支部）
川岸正徳（富山県農協労委員長）
川島留美子（新日本婦人の会富山支部）
菊 賢一（弁護士）
瘧師浩元（日本国民救援会富山県本部事務局長） 久郷道枝
窪 邦雄（劇作家）
黒田英夫
黒部信也（反核医師の会世話人副代表・医師） 小池勝彦（富山県平和委員会事務局長）
小島啓子（射水市議会議員）
小林和仁（全水道富山県支部委員長）
後藤智文（立山町議会議員）
才藤抱一（日中友好協会富山支部事務局長）
斉藤正美（富山大学非常勤講師）
佐伯昭夫（憲法 9 条ファンクラブ会員・自営業）
酒井桂之（上市町議会議員）
境 欣吾（農民運動富山県連絡会書記長）
酒井康也（氷見市議会議員）
坂林加奈子（弁護士）
坂本洋史
坂本義夫（弁護士）
佐幸 明（富山県教職員組合委員長）
沢村 理（射水市議会議員）
篠原 巌（元富山大学教員）
柴田健次郎（富山県高等学校退職教職員協議会長）
志摩愛子（元富山市議）
柴田恵美子（富山大空襲を語り継ぐ会）
菅沢裕明（県議会議員）
鈴木明子（9 条平和小杉の会）
砂田喜昭（小矢部市議会議員）
高池慶麿（僧侶）
高崎佳代（9 条平和小杉の会）
高木睦子（Ｉ女性会議富山県本部副議長）
高瀬充子（新日本婦人の会高岡支部）
高田律子（とやま虹の会労働組合委員長）
高田敏美
高野善久（富山県労働組合総連合事務局長）
高見 章（日中友好協会富山支部）
高宮利枝（新日本婦人の会高岡支部）
瀧内英二
瀧 邦彦（反核医師の会世話人・医師）
滝沢孝子（新日本婦人の会富山県本部）
武島直子（弁護士）
竹島政信
竹島由美子

田尻 繁（県議会議員）
多田裕計（前砺波市議）
田中 彰
田畑和子（9 条平和小杉の会）
辰口光萬（建設運輸交通一般労働組合富山県本部委員長） 谷口貞夫（氷見市議会議員）
谷口弘義(黒部市議会議員)
塚田邦夫（反核医師の会世話人・医師）
塚本協子（夫婦別姓訴訟原告）
辻井秀子（Ｉ女性会議富山県本部議長）
辻森正顯（僧侶）
津本二三男（射水市議会議員）
土合 聡（国鉄労働組合富山県支部委員長） 土肥明美（新日本婦人の会富山県本部）
飛世悦雄（魚津市議会議員）
仲尾信博（僧侶）
中川真由美（新日本婦人の会福光支部）
中島晃子（9 条平和小杉の会）
中島 満（南砺市議会議員）
中瀬益雄（原水爆禁止富山県協議会事務局次長）
中田 亮（全日本年金者組合富山県西和支部書記長）中野布佐子（<株>朝日熱学男女賃金差別裁判元原告）
中松清孝（富山県地方鉄道労組委員長）
中村博明（自治労富山県本部委員長）
中村万喜夫（弁護士）
中本悦子（新日本婦人の会富山県本部）
中山雅之（富山市議会議員）
鍋島美恵子（9 条平和小杉の会）
新里登茂子（9 条平和小杉の会）
西野明彦（全造船機械富山県委員長）
西山貞義（弁護士）
野上達夫（高岡市議会議員）
能沢吉晴（消費税廃止富山県各界連絡会事務局長） 埜田悦子
橋本文一（黒部市議会議員）
長谷隆夫（自治労連富山県事務所代表）
沙魚川万紀子（別姓訴訟を支える会富山・代表） 浜野信宏（僧侶）
原田清美（新日本婦人の会富山県本部）
針山和雄（手話通訳士）
春山然浩（弁護士）
火爪弘子（県議会議員）
広瀬 信（富山大学教職員組合委員長）
広瀬妙子（新日本婦人の会富山県本部会長）
福井礼子（新日本婦人の会魚津支部）
藤井慶輝（僧侶）
藤田誓寿（僧侶）
古門澄正（氷見市議会議員）
古川松男（治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟富山県本部会長）
古沢利之（滑川市議会議員）
古野利夫（9 条平和小杉の会）
古野睦子（9 条平和小杉の会）
古道吉男
法土和子（新日本婦人の会新湊支部）
堀内昭世
堀内喜亨
堀江節子（ライター、コリアプロジェクト）
堀口 尚（日中友好協会富山支部長）
増川利博（富山県高等学校教職員組合委員長）
又市秀治（団体役員）
松井勝弘（富山県国家公務員労働組合協議会議長）
松浦五朗（元大学教員）
松浦晴芳（富山県アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会事務局長）
松浦広子（新日本婦人の会富山県本部）
松浦万里子（元大学教員）
松田俊弘（入善町議会議員）
松田理恵子
丸山哲司（弁護士）
水越久男（国民の食糧と健康を守る運動富山県連絡会事務局長）
水谷敏彦（弁護士）
水野達夫（滑川市議会議員）
水野洋子
水間秀雄（朝日町議会議員）
美谷克己
道永秀雄
道永麻由美
宮崎さゆり（詩人・環境活動家）
向富士子（スペースよへさ）
村石 篤（富山市議会議員）
村藤美枝子
本木英子
八十島元一
八尾三紀夫
矢野博明（反核医師の会世話人・医師）
山口和子
山口 登（富山信用金庫職員組合委員長）
山崎 彰（富山県平和運動センター議長）
山崎乙吉（富山県障害者<児>団体連絡協議会長） 山下清子
山本一三（弁護士）
山本美和（反核医師の会世話人・医師）
吉田 修（富山の医療と福祉と年金をよくする会事務局長）与島明美（富山協立病院院長・医師）
米倉浩三（コープとやま労働組合委員長）
渡辺キミ代（新日本婦人の会富山県本部）

2014 年 6 月 日
議会
議長

様

請願者
集団的自衛権行使容認に反対し、秘密保護法の廃止を求める
アピール呼びかけ人代表
土井由三

（射水市橋下条 246）

青島明生

（富山市駒見 100）

連絡先:青島明生 富山中央法律事務所
富山市堀端町 1-12 TEL 076-423-2466

紹介議員

憲法解釈を変えて集団的自衛権行使を容認することに反対する
意見書採択を求める請願
［請願の趣旨］
安倍首相は 5 月 15 日、自分と同じ考えの人を集めた私的諮問機関「安保法制懇」の報告をもとに、従来の政府の憲
法解釈を変更して「集団的自衛権」の行使を容認する「基本的方向性」を表明した。更に与党協議を経て夏までに閣
議決定を行い、関連法案の提出をめざしている。
「集団的自衛権」とは、日本が攻撃されてもいないのに、アメリカなど「同盟国」が起こした戦争に参戦するもの
で、
「戦争放棄、交戦権の否認」を定めた平和憲法に明確に違反し、これまで政府が取ってきた「専守防衛」政策をう
ち捨て「戦争する国」をつくるものである。また国民主権のもとで、憲法を尊重し擁護する義務を持つ権力者が、
「憲
法解釈の変更」によって、これまで積み重ねられた平和政策を公然と破ることは、立憲主義、
「法の支配」を踏みにじ
るものであり到底許されない。
首相は記者会見で、
「限定的」
「必要最小限」と述べているが、憲法上の制約さえ「私が決める」と解釈で変更しよ
うとする首相の言葉では何の歯止めにもならない。首相の姿勢は、
「厳しさを増す安全保障環境」を口実に、軍事一辺
倒の対応に固執しており、これでは、地域の緊張を高め戦争の危険を増すだけである。
「国民の命と暮らしを守る」た
めに何よりも必要なことは、近隣諸国との友好と対話、外交による平和の体制づくりである。どの世論調査でも「解
釈改憲」には国民の大多数が反対しており、その声を無視して憲法の実質改憲・破壊を強行することは、まさに暴挙
である。
［請願事項］
１ 憲法解釈を変えて集団的自衛権行使を容認することに反対する意見書を採択すること。

