安保破棄ニュース

日の開会から６カ月間、安倍政権が暴
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万９７９人（全有権者の８．

を明確に示すことが重要と、ますます県民の意識は高まっています。

埋め立て工事を中止するように要請するなど、主権者として「民意」

７２％）に達したことが発表され、県民投票が実施されるまで辺野古

署名は県内全市町村で法定数を超え、

しかし一方、５月から取り組まれていた県民投票条例制定を求める

しょう。

めさせようとしており、県を相手取っての様々な訴訟を構えてくるで
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日に閉会しました。

異常極まりない国会は１月
走を続け、７月
いよいよ「沖縄の問題は、全国の問題」と私たちが立ち上がり、

月６日～９日には年金者組合・

日に稲嶺進氏を迎えて「沖縄連帯のつどい

月の沖縄県知事選挙に勝利することが求められます。
大阪安保では、９月

１１
in

安倍政権は今回の通常国会を「働き方改革国会」と銘打ち、同時に、

2018.8.9
日に大阪安保事務所で、
「近畿圏安保破棄実行委員会合同会

月

日に開催します。

を持とうということになりました。

演習反対などを近畿で協力して取り組んで行くために、今後も集まり

京都のＸバンドレーダー基地問題や、滋賀のあいば野での日米合同

という交流を目的として集まり、それぞれの状況を出し合いました。

から出席がありました。沖縄県知事選挙支援をどのように取り組むか

議」を開きました。兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、大阪の６府県

７月

近畿圏安保破棄実行委員会合同会議開く

します）

（選挙支援行動の呼び掛けは、中央安保での会議の後、正式にお伝え

いします。

皆さまの行動参加とともに、沖縄選挙支援カンパへのご協力をお願

ています。

そして、もちろん、今回も沖縄県知事選挙を名護で闘う用意を進め

大高連と共に「沖縄県知事選応援ツアー」を呼び掛けています。

おおさかⅡ」を開催するとともに、

１８

昨年５月３日、自衛隊明記の９条改憲案とともに「２０２０年を新し
い憲法が施行される年にしたい」と改憲の目標時期を明言した安倍首
相の発言を受けて、自民党憲法改正推進本部が議論を進め、憲法改正
に向けての発議を狙っていました。
しかし、大きく発展している市民と野党の共同、そして野党共闘に
より行われた森友・加計学園をめぐる国政の私物化疑惑や自衛隊の日
報隠蔽など、ウソと欺瞞を許していては議会制民主主義・国民主権は
成り立たないとの追及によって、彼らの自由にはさせず、追い詰めて
います。
財界が強く求めていた「裁量労働制の対象者拡大」については、法
案を裏付けるはずのデータのねつ造を暴いて撤回させ、
法案から削除。
憲法については、全国で３千万署名が大きく広がり、
「憲法を守らな
い安倍政権には憲法を論議する資格がない」と野党が共闘して憲法審
査会でも論議させず、発議を断念させ、大きく彼らの計画を困難にさ
せています。
ところが、安倍首相はなおも改憲への執念を示しています。
それならば、国会閉幕後も収まることなく、森友・加計問題につい
て「納得していない」次の国会でも「追及すべきだ」とする国民世論

Ｎｏ．４９６
次回は、

度
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１０

気温

３８

１２

通算３６５回目となる「大阪安保２３定例宣伝行動」
を７月２３日に実施しました。昼の淀屋橋、影のない猛
暑の中でしたが、時間を３０分間に短縮して行いまし
た。３人の弁士からうったえをしてもらい、
「辺野古新
基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去を求め

を束ね、市民と野党の共闘をさらに拡大・強化して、退陣まで追及し

日、ついに翁長知事は辺野古への米軍新基地建設のための

ようではありませんか。

７月

埋め立て承認について、「公有水面埋立法の効力を存続させるのは公益
に適合しない」として、
「撤回」を表明しました。
撤回の理由は、承認の条件とした留意事項に従わず、事業全体の設
計や環境保全策を示さずに事業に着手した点やサンゴを移植せずに護
岸工事を進めたことなど、事前協議をせずに工事を進めているのは義
務違反だとすることに加え、承認後明らかになった大浦湾側の軟弱地
盤の問題、周辺の建物が米国防総省の高さ制限に抵触するという点、
さらには、稲田元防衛相が固定翼機が使用するには新基地の滑走路が
短いために、別の民間空港などの使用の日米協議が整わなければ普天
間飛行場が返還されないと発言したことも指摘し、埋立法が定める要

１２

22

件に加え、
「国土利用上適正かつ合理的」と言える条件を充たしていな
い点です。
日には土砂の投入をして県民を諦

２４

22

国は、何が何でも予定通り８月

１７

１１

る請願」署名の呼びかけと
ビラ配布の行動でした。
毎月の
「２３宣伝行動」
は、中央区安保と岸和田安
保もそれぞれの地域で行っ
ています。
次回は、8 月 23 日に行い
ます。多数の参加をよろし
くお願いします。

２７

・
松井大阪府知事が５年前に

『オスプレイのこと、もっと知りたい』
『絶対反対や』…
日 木 午後４時から近鉄八尾駅で、マイク宣伝をしなが

ご注文、お問い合わせは、安保破棄大阪実

央実行委員会 頒価４００円）があります。

レイと日米安保」
（編集・発行：安保破棄中

保がわかるブックレット⑮改訂版 オスプ

オスプレイに関しての学習に最適の、「安

の課題だと思っています。

し、署名はもっと少ないので、いかに運動を広げていくかが、今後

常的に取り組んでいますが、オスプレイについては宣伝自体少ない

八尾では３千万署名、核兵器廃絶署名、原発反対の署名など、日

もっと多くの人に知らせる必要がある

人、もっと詳しく教えてという人など、会話がはずみました。

空港に来て訓練するという話はもう終わったのではないかという

人の受け取りもよく、オスプレイのことは知らないという人、八尾

ら６人が約１時間で１５０枚のビラを配布しました。学生など若い

６月

)
(

八尾空港でオスプレイの訓練
をしたらどうかと八尾市に提
案したことで、これは許せな
い問題だとの声があがり、知
事への抗議と同時に八尾市へ
の反対要請を行いました。八
尾市は危険な八尾空港での訓
練には反対と明言し、市議会
も一致して反対決議を決めま
した。民主団体が相談して６
月に「オスプレイ来るな連絡会」を結成しました。結成目的は①オ
スプレイの八尾空港受け入れ反対②日本全土からのオスプレイ撤
去を求める、の２点です。以降ほぼ毎月、参加団体による「事務局
会議」を続け、八尾駐屯地の動きやオスプレイをめぐる意識の共有
行委員会へ、電話、ファックス、メールで。

で送って下さい。

回を数えます。

かメールで、大阪安保ま

化を図ってきました。事務局会議は今年の７月で

定です。
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19

部以上購入で割引があります。

文受付開始しました。９

あまり大した取り組みはできていませんが、これまで映画「標的の

「千歳のとうきび」ご注

村」上映会、街頭宣伝、学習会などを行ってきました。

安保破棄大阪実行委員会

昨年から米軍と自衛隊がまるで競うかのように軍用機の事故を

います。

頻発に起こしており、オスプレイの事故はもちろん、緊急着陸など

より値上げさせていただいて

は常態化してきました。米軍は横田基地に５機のオスプレイを配備

○場所：大阪国労会館 1 階ホール

し、米軍は勝手気ままにオスプレイの訓練を強めています。また

月中旬まで取り組む予

機のオスプレイを自衛隊が佐賀空港に配備する計画もあります。

○日時：2018 年 8 月 30 日（木）１８：３０～

17

５日(水) 大阪安保常任幹事会(10：00～大阪安保)
９日(日) 沖縄県一斉地方選挙（名護市議選・東村議選など）
18 日(火)「沖縄連帯のつどい in おおさかⅡ」
(18：20～エルおおさか南館・稲嶺進氏講演)
21 日(金)大阪安保 23 定例宣伝(12：00～淀屋橋)

米朝会談などで、朝鮮半島に平和の兆しが出ているのに、安倍政
権は日米安保の維持・強化をはかり、軍事
予算を増やすなど、時代の流れに逆行する

時、注文数をファックス
方々の積極的なご参加よろしくお願いします。

電話番号、お届け希望日
是非、加盟団体、関係団体、地域実行委員会、個人幹事の

と送付先の、住所、氏名、
す。沖縄県知事選挙支援の動きも本格化してきます。

ご注文は、注文する人
2018 年の秋以降の活動について、方針を議論し、決定しま

大阪安保夏の事業活動

2018 年後半幹事会

動きを強めています。こんな情勢のもと、

※発送料金値上げにより、昨年

52

９月

１０
２５本入り：４，７００円
１０本入り：２，６００円
（送料込み）

３日(水)大阪安保常任幹事会(10：00～大阪安保)
21 日(日)那覇市長選挙投開票
23 日(火)大阪安保 23 定例宣伝(12：00～淀屋橋)

事務局長 奥村 正憲

オスプレイのことをもっともっと市民に知

10 月

オスプレイ来るな八尾連絡会

11 日(金)「土砂投入許すな！沖縄県民大会」
20 日(月) 大阪総がかり 19 の日行動(18：00～なんば高島屋前)
23 日(木) 大阪安保 23 定例宣伝行動（12:00～淀屋橋）
26 日(日) 「沖縄県知事選挙勝利をめざす
加盟団体・地方実行委員会代表者会議」
(13：00～16：00 全労連会館ホール)
国民救援会結成７０周年「総会」
30 日(木)「大阪安保後半幹事会」(18：30～ 国労会館 1 階)
31 日(金) 「辺野古支援＆名護市議選支援行動」
（～9 月 2 日）

ってもらいたいと思い、久しぶりの宣伝を

8月

行いました。

当 面 の 予 定

