
住民のI安全・安心jと米 軍基 地は、共存できません l

字川のみなさんへ 2018.3.8 

芋川地温仁ある米軍経ヶ師通信所 (xパンドレ ダ a基地)の運用が関陣されて3俸が経過しました.

限後する航空自衛隊経ヶ節分屯墓地の伍護主夢もほぼ完成し、その強化広大された愛1<，興る人を厩

圧していま<t.

米箪墓地の二期工・11始まろうとしています.三期工事l芯墓胞を"穴固定化するものです.

穴文嫁を取り囲む米軍基地と'"町健軍事地区、3年前にほ害えられなかっ疋大きさになったばかりで

なく、峨争涯が施行されて以降降、実質的回芯ー俸のちのとして働能していこうとしています

[ 東ア押区一個即需白榊白色償仰にあります

〆メIJiり¢トランプ政慣は、朝鮮民主主銭人民共犯国(以下、朝鮮)C:XtJする先制攻穆を否定ぜず、大

規割慢な米健合同事夢演習や日米合同軍事演習を鐸り返してきました.これ仁潤抗して鋭麟ほ骸・弾道

ミザイJL開発を舷レ進俗、東y;Jyの軍事的緊張が却しさを増レてきました，

日本め安倍政惟もまだ日じ朝鮮の脅威Jを姻り立て、東po!p情到の緊迫を翠図として集団的自衛

曜に巴とづく海外派兵や憲涜1&懇仁利用してきました 201BfJ'虚予算で防衛費1;;'5~ 1S2000億円に還

し厳草地攻翠傷力を確保育るだめの星座短慮巡航ミサイJしや空iljCた導入ち機関されていますこれら

{革政府11従来曾ってきたf専守防衛jを大きく逸脱するちので.. 

[ 私たちはどちらを遇ぷ由か?! 平 和か戦争か

h 

a‘平畠方リシビソク開会式での南北選手国の入場 "昨年の白米8同軍・H演習

いま東?ジpc丈備揖ほ大きく変わろうとしていま夢"艇の平!I~リンピロフへのwnOE賢明、 1月じた南

北高位級会談から;:;tlJ::，ピックを経て、3月趨圃から格使団の派遣 4月末仁は南北首脳会践が開催さ

れそうな運びとなっています

をの冨鹿'"、平昌オリユピbフでの朝鮮半島をかたどったコIJYMtを燭げながら入場行進をする噌花

選手団の慢さ子で..選手たちの笑醐手単にヨリンピコフに毎却した喜びだけでほないと思います.
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朝修眼視政慣がa還した日本で凪線府を信じIJJマスコミガこぞって、 r~リンピッヲの陵怠利用疋j 、

応樋固などのfほほえみ外受仁どまされるなj、『北朝鯵への圧力を強化しろJなど、痛ややかな湾軍

や噂通11多〈宛られました.

百の写真降、昨年行われ70日米倉岡軍.演習で米空自Bと8<1>のイ ジス.11革走しています.

E撃を".米"合同軍.演習が何度も実庖されまし10が‘そのたび電に日米含同軍事演・が行われてい

まヲ.また、米暢8問憲司医演習に笹却する米11，.浄縄、佐Tせ保、売圏、初豪川、三沢などのを白米軍軍

関きから多""!l"しています.

字'"にある×パンNレーダ 墓地も演習巳鯵却していると恩われますが、明らかにされていま往ん

安倍酋梱l芯、 rlI力の強化JIct1Jりを叫ぴ、南北が行っている苅障の努力に水をさそうとしていま雪

対話ガ進むと、朝鮮半.の緊強を利用して軍備"頚を虐めようとしていることにとって郁含が患いの

でしょうか? 白眼争になると取り遣しのつnないことになりま~.

払10割基、首匝司匹飽厩・や砲争で陪なく銅語の努刀Eよって...，.グ.，.の平相を遅成~べきだと事えて

いま~

え! 自衛隊11米軍基地を 書置するの?!

1/24 (1.10-1/26 (壷)
，.知山初陣主自衛隊11派遣され、恒ケ師米軍草地の醤.11聞を行った.

自葡障が米軍を守る~'I揮で‘派遣され定都揮が本軍基地内に入って行われたとのこと.

白梅障の主な行副【1) 需 111国わ11国の陪4固めための諸施軍

匂
置園出動 ["1Il雄il;華町長の2J

封書匝となる事暫:

自町障の胆股豆は在日米軍施政 ・官嘩巳伺いて、大'"慢なテロ阻撃が行われるおそれがあり‘

ガつ、その恒曹を防止するため特劃の品贋があると臨める唱吉

n量自由軍件など，

。0&1令制E苔 :内陸組理大臣

母国主的承回 4 不要

$その也 .あらかじめ闘伊都温府県知事的車貝を聴き、防配文臣と国軍公E置圃舎とが

歯蹟曹る

担めら且量五畠橿隈盈円:

ー聾・湿の回準用(質問、避縄などの惜置、立入〈以主は冨霞富がその唱Cいない喝芭のみ〉、

武智使用)

..摘する施胆の大捜樫苗噂老町ぐための武揖便用

辺
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男間後市痩三岡政直穣

米軍Xパンドレーダー墓地問題に関する申し入れ・

費砲に"'1nまして降雨民の笠活を守り、その安全安Jむを実視するために日々.飼されておられ

ることに叡軍を表'"るものです.

"1'ジYで降、米国とQ!挙民主主信人民宍利回(以下、 III・.)の司F・的緊~tJ高まり、 II~の危"が

ヨI~~凡、てきましとしかし、平&;Jリンピックに麟島tJ・JI)l，、鱒忍の文在費大飯舗のI!>tijと・:It首脳

会磁を鹿鴛νたこと、これに文在貫太政・tf横幅""苅応したことによって、問調ヒ沼館初普賢たな涜れ

が笠みZごされてきました.ぞれほまた、"1'ジ?での砲争を固湿したいという句僻半島南花の民衆、，.

?ジ?の民衆の平和への鳳いを反映したらのでちあのま刊した

しかし、米国のトフンプ政悔民主軍事的選択阪を否定ぜ1仁平鹿パヲJンピシク鰻7後、4月にちこれま

で溢則レてきた大規慢な対鍵合同軍事演醤(キー'Jドノルプ/フdールイーグル)を実施レょうとしてい

ま".それ区東アジアでの砲手の危帽を再び高める乞のです臼本(J)安倍蹴緬乞これに悶調し、 rn匿
の定めの刻伝記軍隊手ない』と開通に織り返すばかりが、文夜寅*'"績に本，.8燭軍事演習の予定量

りの買胞を追ってきましたぞして、憲議直恵 自衛憎の湾外派兵を継進していこうとしています.しか

し、武刀で平司副主れまぜん.米B両国にぷる銅鯵への軍事"包囲と厩刷弓、制.揮を自衛のための号

ミサイル開発に追い込んどだ砂でした現在のr;J'広Jピック僻現jと，，，.うべき双況を鞭?ジ?の平相

への伝険俸としていくた必の努力こそが家められているので".

住民の安全・安心を守るべき京丹後市がいま定ますべきこと服、男 に.P:lyでの湖.."反苅レ、武

力Cよってで惨なく苅話によコて・思を院決すべきことを安倍政曜に蔓求"ることです.県?ジ?で

戦争になれぽ、照丹後め米軍基地"真っ先に領闘に怨り、ぽう大な死傷者が笠みだされま"京丹後

市として、ヨ~1'ジÿでの戦争に反対し、対話による平初を求itJるI!!mtを表明してください.

第一に隠、京丹後の住民の命を."し、"1'ジ?の軍.閲緊張を高める一国となってき'"米軍Xパ

ッドレーダー盤胞を顕去"ることですこの米軍・地tfあるたitJに京丹後は東?ジ?での軍."提

重m・前・に狗し".aれ、住民の命と安全tJ働か色れてきています.ぞればかりで隠ありまぜん.xパ
ンドレタ轟"認、yメリカのミサイル防衛 (MD)概胞の処点のひとつで。り、この.胞の存在その

巴のが寮y:Jyのヨ'.9団緊奮を高めてきました.この・旬明存在によって弘たち厄Q.幅広刻する軍

事"包囲と...にm担さ笠られてきたのです目払たちは峨'"の渚在者になることも加書嘗巳なること

乞短否レE円.東?ジyの平和を実現し、S'，1'l憾の佳良の8簡を守るためにXパンドレ ダ墓砲の慣去

をあら危@て璽戒します.
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第三仁、米・..地建..を憂う字川有志の会や私'"ち東部還俗念1.、住民の安全安心を守る'"めに、

陳情や取し入れをこれまでから行ってきましたしかし、京丹後市の"応偲まったく不+分な乞O)~と

どまっていま<tあらためて以下の諸事I頁の実胞を霊求します

11) 沖縄をほ~Ib日本替地で、米軍へ1)0:墜湾・8震や吻舗の落下・Wl1t突発していますその

原因を究明し事被を防JJ:<tるために努力する己とは当然です.そして、ヲ丹後においても

学綬をほじめとしだ住宅地の上空の米軍槍自衛隊磯の飛行を鏡止雪るように防衛省に憂

求すること.

12) 米軍基地理霞の土賂工事について、すみやかに種工目を明らかにし、すべての住民に聞か

れた住民観明会を開催するように防働省に要京すること.

Xバンドレ ダ は、そもそも車電式の移也 知去可権なものと限明されてきました，しか

し、米軍墓地ま強化され続け、二期工事によって11相手さらE固定化完成{じされようとして

います.払たち芯豆地を固定化する二期工事仁良潤しま<t.

(3) 当初め釘束に霞した軍属(主にしイ包宕〉社)a個人唐使個λ遁砲が直書されていません.

集団居住集団通I!という鈎束に毒づいて事態を夜著すること.

1. ) 米軍基地の東側のニ角勉まで基地を広益する計画がすすめられています.墨触を伍闘しな

いという当初め約奈に反するものであ弘不必費な箆張計画なので御園すること

(5) r安全・安心湾総箇箇愈jの公開など、地元住民と米軍・傭衡省ヌア直館苅8きできるシステムを

"充<tること

米軍 XJtドレ タ 11地反苅京13連絡傘

宍悶代表大沼宗則自芥美宮予 上周修遣lJlI顧問仰屠玄

浬絡先 〒602- 8341 京都市上京E四番町121~5 大這宗貿u，ラ

TEL&FAX 075-461-4437 

事務局途絶先 090-1590-9469 (山本純)

開憎闘への申し入れの経蹄

合 2011.10.18 近島中部陪簡局への申し入れ

合 2011.12.11 京丹後市への申し入れ

合 2018.02.06 京都府への申し入れ

発行 米軍Xltポレーダー草地反対・京劃適筒金

進錨先 〒602-3841 京鶴市上京区四番町121-5 大混宗剣方

TEL&FAX 075-461-4437 

， 

以よ



アジアの平和
労 ・市民の闘いで

しよう
• r支持百」の機運を強化しよう。

事.冬期方リンピックへの制僻民主主鍾人民兵

勾因の・8日から隠じまっ定緊張級相ごむフ定河揺

の流れほ 絢国代表団のお糊仁よって4月末の有

北首脳会般が決定され、その後、 5局の米朝曽脳

会腕開催が決定されるなど大きなちのとなりまし

だ.r凋蛾直前Jと君われ級戦争¢危恨の司自走陵に

直置している砺沼医学a危舗の"和銅院決にとって、

大きな町通産です.中置もロシアち 「続際半島の後

-政恵と戦争国家化のために

間鱈ほ解決に向けて正レい方向にすすんでいる」

との牌置をおこなっていま~. -;:~箆 J D直ちに"
犯の実現となるとは答えられまぜん.しかしゅ園

やロジ"が牌..するように r"厳重前Jとまで冨

われてい疋米飯関係の f平均的解決J'"むηて

大きく流れをかえる規一歩であることにほ変わり

がありま匂ん.

朝鮮半島危機を利用する安倍政権を許すな

安情箇割，~・a闘を明書しなかっ足早畠~リンピ

ック関怠式への，加を・町になって決定し叉

を潰拘置大統鎖に r(測量S民主主侵入民兵和国の〉

微笑み外交に惑わされて俗ならないn.大限の圧

力が幽畏Jr米鎗合廻軍司匹演習の実施Jなどと迫り、

「河鱈JのIDぎに対してことごとく厳封してきま

し定.しかしゅ圏、ロシ"、を隠じめ也界のほと

んどの置が、「米側首脳'"策Jを院じ'"とする「河

"'Jの働きを際置し、日本の 廻立化」がa言明と
なるなかで 淡々ながら 1事置する』とヨ健闘tさざ

るをえまゼんでし定

"・と職争画家化を自らの至上命題と..る受信

政争軍とって制膨半島危磁の健銃隠 必要不可欠で

す. 積峨~になる可能性があり、そうなれば白酒

民1ピヲでち訟+万人から級百万人の死.奮が克之

するかち処れなし刈...にもかかわらず、「匡力と制

鶴Jをくり返し主張し、破.，の危制限をあおってき

ましだ.安倍曾倒，."・と戦争国家化のだ占"0ほ

敏+万人 "百万人の礎控が白てち良いと寄えて

いあのでしょうか.あξ，c、!芸、 0"と隠さまったく

裏腹仁、「戦争など起こりえない」と信じ込んでい

否のでレょうか.改憲と戦争国家化の疋@に、輯

S写半島危畿を痢J周守る安倍館組...争になれば"

嶋争となり敏+万人 獄百万メが渇栓になる可能

位についてほ句の冨及もレない安倍首福田照責径

を桝すこと民主でさま~ん.

司~ ?司 吐叫1 を吐豆叶|司¥tiと"a主ヰ号電電吉トスト1

Ho lar on Korean Peninsula and in Easf血sia
血ffainPeace .ifhouf Huke聞eapons



-韓国の労働者、市民と連帯普レ

米韓合同軍事演習に反対しよう。

「商1化首脇会股J，r米捌曾脳S"，"隠刻u半

島におヲる磯争の危畿の固避に市け夫きな恵脈が

あります.しかしトランプ大統領が P伺が起こる

かなんて緩ち分からない.私隠雪ぐに立ち去るか

ちしれないし、ぞのまま席に座って包界にとって

.高のディール〈取引)を成し遂ずるかを5しれな

いJと迎べているように とうなるかま盆蹴が開

値されないとわかりま也ん.

ヨ長胸倉岡軍事演習にしてち~'j ンピック、パラ
リンピックを狭んで延期されている尼げで アメ

り力が中比を表明しているわげでほありま""'.

ζの米総合問司...漬留肱金霊員E慢の抹泌を狙う

「断箇作峨Jを含む靭11民主主健人民共花園へ

の..lSI:DI;:陶ヲだ演習です.ま足臼米安保Eよ

り、.".や知縄などの在日米軍基池がフ"..働し

実質的に隊自衛隊5・OOH大規慢な包米"の軍

..，・醤こほかなりまtさん規問点で隠 白米舗に

よる朝鮮民主主舞人民兵花園に苅替るr.・的燐

発J以外の何簡でちありまぜん.

盆妥.畏が「対騒が継続レて凶る聞手緩賓股や

ミサイル発射などはおこなわないJと発曾してい

るのですから 米側合咽・g漢書ちゅ止し、少し

でを5対極にむ付た平ね的な盟理演を作り出していく

..震があります.

拘留でも多くの労働者民衆が米側合司・夢演

習に反河しています.8本の惣副書 民衆電5これ

らの人々と連婚し 米繍合問軍・河慣習に辰刻して

いく必曹がありま雪.

-東アジアから米軍と米軍基地を撤収させ、

全ての国の核兵器を廃棄させよう
金餐.，更は r"僻半島巳均ずる弊般化こ対する

軍慰を明確にし、制院に珂ずる軍司駆的な・贋が隣

諸閉され俸制間安全が保障されるのであれば織を保

有する理胞がない」と述べています.

これに隊"除峨伏鱒"1::3ちる湖町磯予を銭鎗さ

ゼるためC寧託協定を鱒範することが開点となり

ます.しかし本質釣な解決は 東アジアから米軍

と米軍要地を剤買収さ也ること 中国 ロシ?も含

めTL:f9:兵糧を廃絶さtさることです 7ヲメリカや'"

E、ロシア'"剣u民主主鈍人民終和聞の「級武笈J

'"問題視してそろ臼らの「核保有Jについてほ問題

に..らレていま包ん.これらの櫨置による穣忽占

停制を辞泌さゼ綴実関を廃絶さゼなηれば腐

の平和ほ実現されまぜん.不毛な rffカと制裁J

を酵のさ也、日本、絢園を"'.，巳し定烹7フジyの

労.者、民衆の rlOYジアから米軍と米軍基泊を

撤収さぜ、全ての国の綴兵聴を廃'関する」還御の

~D進が、 賓の平初の実現のた~に必要で雪.

ユニオンネットワーク・京都
干601-8015京都市南区東九呈上倒置町64-1

コ京スコの「也1'!11)~.J に糊

11週哩使が宣隠されまレた.畏

.にね足る日"研究奮の災聞

の努力で実現したちのです

国制Jこにわだ，て酬さ

れだ~^危ちの思相外交の知

恵差、今こそ引き継いで、東?

ジ?の平利を婁現してい〈こ

とが必援です. 食費慢の.~凶

文化的な交B誌が未来Eつなが

否ょう努力しよう

7フンピシャス傷垣ピル 1階 TEl075~691-6191 



AWC I1J 日活動報告 (20 17 ~F 4 月 ....... 2018 ~ド 3 月)

AWC1Il口定例会議毎月第活木幡日

AWC九州山ロ$務局会簾月 1図

AWC九州山口食会 6月"日 W)
AWCJ:合術'"掛m :8月20日(日)-21日{月}

AWC国際集会 ミニ集会 11月25A (土)-ぉ 臼 {日) (市内ピラまき 10月、集会)

11ウオーク 得月 " " 山口耐庖街戦争反対反領反原発のデモ行道

朝鮮学校支包農 水曜日の県庁前庵旬込み行動やピヲまさへ$加

岩国見守る集い"加毎月 1目、 111'1， 21日

純 6 ' 96 礎行~員会 8/6広島脅'"弐奥 {日健岡崎待菌防) 写真展 9 6山口のヒ

ロンマデー 錠島&長島フィ ル ド、 3~反原凝集会への取組

"がかη行動(山口市健会館附) 毎月 1，日頃

その他の敗続時事項

esJ!3日 (水)2017:.訟を守る山ロ集会参剤{審細絶敏 210名) @市民会館

宅情 葱i1，!，':"fる山口集会実行魯員会滋院を話かす市民の会やまぐち

2つの間体が初めて共闘して開催."がかりやまぐ%もe皿
. e;.QQU  (，x) 柑 一軸幅四胎..閉口酔酋@政局 酬・5!113E1(上)-16日〔火}沖縄平和行i1S..Ili

のもmd/" ¥O! f.1l;嫡 Jレの実存l市民行動事行客畠会本10'1τ 併問 5f.H依&圃

での股9組み ⑩持団福祉会館.5，E!27日{土)-犯日(臼}辺勝古土砂搬出反対全国連絡会緩{出席者JOO人)

・6月4a (刷}総がかり行動ペペ主ぐら県民大集会白伯席1;'700人) ..山口市民会館

・e舟 17日(十，，<憾二世の会総会*''t押会{被徹二世の会の集団訴也等について限明)

@パルトピア山ロ

・ 6J1ISI3 (川 連待労組』にせ ~ち 最低賃金を上げるための署名活動 @商底街

・6月20日(火)-21日(水)ホ ヨ〆グ先生と隊司ゲスト 小野谷市自治会集会所に

て地元との交機着地見学

・6月2J日{金} 岩国市長修監喪明院置付働 市役所前に60包〈らいが集まる.

• tj}l 28日(水)山口労・拘との交渉{被職労働や外箇人労働者間姻など}

・7月 17日(}I)-剖 a(木)r山口のこえS辺野古土砂鰻λ銑S施行動と安施会

・ 71130臼{日}上関ネイチャ プロジョRクト股立毘念鰐旗 @際立図書館レクチヤー

ルーム

. ~JJI1H (火)最低賃金膏議会{当司区者意見陳述で参画}

.8月7日 {月}健園ゲストのvi婚 原発組止でー重量



.8 Jj 15目{火)繍閣a;::HI反対限り込み(山口市民館側Iの取組)

.8J!16f3 (水}安保法"O&窓訴E 傍聴席繍席 (4tI'*).絹聞の稲生氏剖川氏阪曾.

@山口砲綾

.8月 22日(火)被爆二世集問訴配 @広島地綾

.8月26" 主)-29ロ《火}原爆展 @さぽらんて

送付ー 併せず岡本政府Jレ帯周政庁?に 1，敵彼殺到貨を止めるよう嵯鱒支決付

."月 15日(日)桜兵務策止国際署名 @i!lilli街

.10 ，q ¥9日{木}山口県知事へ申入 高i1:'1..軍ヘリ確信{問事峰健作修止智柵】

.10 Jl 24日(火)r辺野古伝土砂金送らせない!J山口の二え 実関さんの隊演会

@ふれあいセンター

.JOJ! 26 f3 {ホ}骸爆三世縄問訴後 @広島地銀

.ll月3日《金}市民会館前"*阻止アピーレ

・1I.R3R (金)-50HI)原爆展 (大11"開徹)アエメや恰本も展示.チ連れ来湯

.11 11 23 R (Aミ}連調布労組 やまぐ% 定期大会 @パノレトピア山口

・II舟 21日{月)-28日{火}諸国国際集会に来たAWC関西やrj襲で反原発泡動を L

ている人たらを侃島に貨内した.

.1月7円(n)i虚構労鰍やまぐち縁側き

・ 1月，.，日{日}上関まるごと情物鮪オ プニJグセレモヱー 1∞名参加

・上関町・色合文化センタ "ホール

向 日 f市民連合@やまぐちj姥思鵬首貨集会 .. 師左中野県一氏〈上智大学歓

機)250名$加 @労繍協会館

・ ¥iI 21日(日)99%の民意~いかす県民X集会 @山口市民会館

・2R6AC*1喉聞の縫E・;:$"_ifI: L.... _ B 広賞府の醇価に対L鰍量全守衛."一停の全九

与よムE重量
.2J1¥Lf3l日}全国二世悔の総会 @広島 ・東方 2001

.2J!IIR(伺}思想とf貫教の自由を守る山口県民集会 揚偏東大の高山氏.150 ~民

@加 @敏育会断

.2J113n(火}彼滑二世集団訴訟 @広島地披

.2J! 14日-15B (水 木) ，朝鮮学伎への}補助金省電話会求める会関連絡会鵠@山口

市内 14目、下関市内 15日

.2月25四(日}反原発附段集会 @労慣悔会館

・3，E!7R (水}公有水面埋立訴陸 自然の繍利}訴訟 @山ロ地"'

.31114日出}安保法制賞者訴訟...山口絶稜

・3月 11日{土} 福凋山口白愉体復員との衛僚会 u:itliIR幽砲の織員) @下関市

・ 3)j24日(上)上関原発を燈てさせない山口県民大集会 @鎗続百年記じ念公幽野外音

楽堂


