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A WC山口麻田茂樹

1. なぜ、撤回できたのか．膨利したの市、

1）秩問、山口県民の連続し伺いによって措置固に遣い込んだ。

①阿武町長はぶれなかった.(2 0 1 8年9月20日滋会で反対表明） 焼事組合、

f町長の会』 など阿武町長を支え緩It~こ．

自治体の首長が町の命濯をかけて反対を買いた倉味は大きい～ィージス・アショア

昆舗は、町づくりの方向性と相反するとして～

②阿武・萩の各団体の個性ある配備反対の取り組み

I町長の会JfJ島事組合」「自治会Jによる絶域ぐるみの闘いとして組織化。

『平和を圏直う福貨の会lf住民の会』 f電賀市の未来を考える会Jr絡がかり行動阿武荻』

の独創的な闘い

③防衛省、山口県に対して、 1阿武・厳だけの陶姐でない1『余県各地で住民説明会を側

倍しろJと迫る取り組み

⑤鎗がかり行動やまぐち呼びかけの全県自治体．会｛山口県議会も）への配備費量制のま育

厭運動 （配備徹個で未発｝ 歌田県民の飼いを学ぶ．

©~民党・保守島盤のやで、 山口県量院選阿武厳遇措量区において、 蔵弁鶴子候補と共に配

備反対の還挙冊ふを取り組み、阿武萩全績を走り回り2側反対！－訴える．

＊泡緩ぐるみの闘いを支え、全県ぐるみの闘い＂•

2) 自衛隊による町の乗っ取りを批判した． 自衛隊軍事カによる国防（．｝を批判。

① 「山口駐屯地むつみ演習場使用に関する覚書協定書j(l961年、その後． 市町村

合併で改定）Jを守れ．

一演習畿を東アジアの軍事Zを引き起こすミサイル主審員也へ大転換させることは、 協定

書遣反だ．験後の反A地闘争（50年代～60年代初頭）の秋吉台米軍射舟場阻止、む

つみ演習渇綾竃阻止の織烈な闘し、．その成果を薄いだ闘いでもある．その結果、 阿武町

は、北ゲー トの進入路しか繊習場1こ編入できていない. (fむつみ村史』『阿武村史J)

”に、阿武町は拓般のI.I(史～ 『うもれ木の実J～

合 I生産物を線市商事へ送り届けることが国防だ.J~町長の会、 食事組合婦人部）

② 「町づくりの方向性』『地下水脈 ・めぐみの水Jr電磁波による人体、農業に与える膨

.J f集荷選別繍への.・Jから、 『源的の町Jf自衛隊A の町づくりA の加勢JIイージ

スシステム防衛ために泡援金体を轡備・軍事統制すること、 国民保理店法制への動員など

を激しく批判．

③自衛隊の魁ベい体質 （f（日米軍の｝ 軍事織密なので答えられませんJ）、 うその上塗り

の拙劣さ．



3) 朝鮮民主主翁人民共和国のミサイル勇道場などの暗亀岡llカの向上に対して、政府・

防傷省はパニックに陥り、配備計画を、『火急的、すみやかにJすすめることを至上命

題としたこと．

①地織の住民の不安、 疑問、安全・安心に向き合う湊勢なし．同織に、東アジアの平和とそ

こで伎む人身の生告書、平和を一顧だにしない f_fl，による平和、国防.Jを:E弘
あげくの果てに、f4宛のうち1発でも迎隼出来れば．（例えば）8 0万人のうち20万人

を教える！（住民貌明会にて） と．

②弾道弾ミサイル CB聞をイージA ・アショアで迎墜することできない。

飽和攻’庫、移動式ミサイル、 機円形軌道、巡行ミサイル、そして、海上、海中発射BMに

は無効．防衛態勢の伺から見ても、米本土、グアム、ハワイのE市街から総定されているもの。

③米国トランプ政権・ 周防総省のインド太平徐軍事犠略ー中国軍事包囲鞍絡の主カである

米海軍空母打撃軍訪衡の主任務に加えて、 種目、酬ともに‘ 道事陣ミサイル防相隙，~U）任務

を念書置に優先させたこと． 海自 It . イージス＆~83'体制でも不足と．（山村海白書JUl長発

煙）米海軍、持基自は、今でも、イージス・ アショア海入を求める。

③安倍内網と付度する防衛官僚｛制服組内局｝ による暴走も。

レーダー選定～米海軍司事入のS円 6型レーダー（レイセオン掛か、あるいは、 日本の特設

による宣伝パンフレットに依拠したSPY7塑レーダー（LMSSRlかを巡る軍艦の争防

～米海軍のスパイ レーダーとの相互互模住の欠落から～

＠自衛隊の指書官管制能カ ・指簿管綴情報共有~カの欠理事 日米軍事一体化と戦争共同指

療所 ｛調書Eメカエズム｝の平時・験時の穣働の観点からイ｝ジス・ アショア配備を撤回

⑥米軍岩国基地所属の米海軍鐙綾織である早期電fl¥t・ E2Dと日米イージス.隊との管制能

力の共有（情報ネットワーク「ユフカ』 との連携の観点、から）

2005年米軍再編中関報告は、その目的を梅.の前方展開力の確保とし、15 l!O陶に

わたり西太平洋 ｛対中国寧事包囲験略）での軍事練習と戦争準備を進めて来た．

米軍は、主敵の中国への軍事包閤へのシフトへとより転倹している。日米の軍事1'i:I届・役割

の伝換が画策されてきた．第1列島線を巡る攻防1立、自衛隊が鉢 ｛主力単）で、米軍が盾 僅

•l へとシフトされ，てきたe

台 「20 I 7年防衛省自衛隊の展開に関するイメージ図J策定と展開について、 2015

4手新ガイドライ締結前に、 園会で暴露された。小野寄元自方衛大臣認める。

2.闘いは、連続してニ務へ

4娠後まで民意を観弄する河野防衛大臣を務真由しよう》

河野太郎防衛大臣』立、 6月15日にイージス ・アショア昆備計画の aプロセス（手続き）

の停止．を表明したの

1kいで、配備候補地である、山口県 （1 9日）秋岡県 （21日）に紡れ、お綻びと説明

の行脚を行い、陳謝した。
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山口県庁には、 村附県知事、阿武町、萩市の首長、織畏に説明とお詫びを行い、実質的

な斯念を表明せざるを得なかった． 敗北を認めず、 『敵~地攻蛾能力確保のキャンペ』

ンj へと紙較しTニe 旧日本軍と同じやり口である．

阿武・萩の住民や山口県民にl直後にも、間接にもII~を行ったわけではないの

既に、 12自には、安倍晋三首相、ついで、自民党二階幹事長には鰍告を終えていたの

自民党国防郁会・安保網釜会、NSC （国家安全保鱒会縫）、及び、 2υ17年12月、

配備の悶織決定を行っていたその内臓への報告をもって、正式に配備撤回を行う という

ものであった．

防衛省l立、 どこまでも政府・ 自民党には向き合うが、 最後の最後まで住民、 県民に向き

合うものではなかった。河野防衛大臣が、涙を流し陳2射したのは、重量議院秩回選挙灰で

寺岡 静さんに敗北した自民党の候摘に対してのみ。 民意を銅弄したこと、地峨に深刻

な分断と不信を残したことをおびるものではない．要するに、東アジアの政治・軍事情

勢の変化に対応して、『ブースターの落下位置は制御できないjf奏用対効果』を名目I::. 

よ り効率的で、 攻司量的な軍備・.事録勢への転換を図り たいということで、 － 13.~備’韓

国を行ったというのが実相だろう。

配備断念の噌ーの理由止した『ブースター｛長さ 170C曲、 a；径53c也、重さ 200キ

ログラムのミサイノレ発射補助推進装置・第I!I単） の落下彼置をYプト・ハード両面にお

いて制御できないJと認めた．そもそも、防衛省は米軍と繍霊し、また、その運用実績

に基づく知見から、 『山口駐屯地むつみ演習場内に砲実に落とせるJと強弁していたる

6巡に獲る住民説明会や3図の演菅渇内での現地調査の毛見当島、そして、 地元歯車会 （全員

協畿会）で激しい批判にさ らされていた。また、秋図では、ブースタ｝問題が特に問題

になったわけではない。また、「メインピームが人体に~耳障を与えるこ klまないeJ「地

ド水脈に~·はあたえない，J 「百台の尚喜J の憾と副査の牡撲さなど念館びたものでも

ない．

今年2月～4月、防衛波宮’が米国現地での“米.illとの調盤と知見を得て、 制御困難と

判明した”とき久 ついに、阿武・ 萩の町長、市民、 県民による闘いによって、政府・

防衛省みずからが、虚偽答弁をしていたことを自己暴霞するまでに追い込んだe

駄目県民．山口県民の2年半の地上での生活・産業活動、そして平和的生存権を求めた

闘いこそが、弾事道事事ミサイル防衛態勢の3の主主のーっとしてきた陸上イージλ ・システ

ムの筒演習渇A の闘のめりの配備強行を阻止した主要な要因である．

日米の安全保障政策にスト ップを婚けた~·は多大。すぐさま、沖縄の辺野古新基地

建訟を同織にス トγプしないのは、 沖縄差別だとの声が‘沖縄をはじめ‘ 各地で反某地

を問う仲間から上がった。

そして、『国の安保体制・戦争動員を緩否することが出米るのだ』という高場感の中で、

6月19 目、河野防衛大臣に対して、 山口県内各地から集まった人hは、~の闘いの方

向をも示していた。
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政府・防衛省は、 「時間と費用を緩み合理的に判断し、 配備プロセスを停止するj とし

た。ならば、沖縄・ 辺’~tiへの新墓地鐘設はもっと時間と費用が秘かるのだ。 同様に、

合理的な判断を下し、 工事の中断から撤包へと向かへ ！奄美島、宮古島、石垣島の対ll

対空ミサイノレ~地ltli'Iまもっと危険だ ！ミサイルは東アジアの平和にいらなL、 1 緊急

行動に集まった約40名の仲間は、河野大臣来庁から退出まで訴えたe

4イージス撤回の経験を全国へ》

防衛省は、配備問題で、むつみ演習場を『最適地候繍地j 「調査・検liの結果．候補地

として妥当であるJどして、住民の平和的生存権や町作りの取り組みを審有罪し続けた。

山口県政・萩市政は図の出先機関かと、言わざるを得ない状況であった。

村岡県政は、阿武町長の反対の意志に対して、「現時点の恩いを述べられたものj とし

て侮辱とも思える言動に終始した。過疎対簸として自衛隊のカを沼ー用出来るとまでいう。

畿道萩市政もまた、右犠者専門会議を発起きせ、 『おおむね妥当J（：の見え透いたま喜餓

へと市民を誘導しようとしていた。

山口県致、幸良市政の体たらくを見魅し、中居・四国防衛局は、旧むつみ村地区におい

て、2度も非公開の説明会を開催し、住民間の分断や不信感を煽ってきた。 本年5月に

は、旧むつみ村区の線量k派を広げるために．誘致派の畑に烏猷の侵入実餓を抱録するた

めとして、 ，a気相&I茸置を補助事業として強行してい。配備反対を掲げる阿飲町民の会の

会員を個別に切り崩すことも行った。

住民への分断攻寧や配備強行の経過・意図、その暖と隠簸の全体を検liEしつつ、2幕

の働いへ進む取り組みが始まった。

阿武・荻の住震は、「不安でいっぱいであったが、 徹包できてうれしb、。』「恥し、 今配

備されれば、野菜生廷をやめようと考えていたが‘とてもうれli，、。Jと、全国放送で

も放映されている。阿武町民i立、ぶれない町長を支え、阿武町の未来を決する闘いとし

て配備反対を貫いた．反対闘争を担った町民の中から、 防衛省と阿武町、萩市との I演

習場の目的変更には、事前首品調書が必要であるりとした覚寄協定番を蔦ろにした防衛省

に対して実効性ある臨定嘗の得策定を求める声を伝え聞く。

いま、阿武町の農業法人による虚業生産・加工や町っくり、町聖堂による移住・定伎を

促進できる魅力ある町っくりの努力を．町の命還をかけた取ワ組みと して継続している。

阿武・萩の町民・市民、そして山U県民は、自衛隊軍事力の飛語的強化 （一駐屯地の演

習場から東アジアの.. 鉱を引き起こす穏のミサイル基地建設）をー且撤回させた。

国家による配備容認への民意の再編、地方自治体と民意を戦争飯事争へ事再編させなかっ

た闘いの経厳を伝えることは大切である．

f我々の言ってきたことに間違いはなかった』『防衛省は見てきたようなクンを重いJ

と、 阿武町民の会は、阿武町長とともに闘った方向性に自信を深めている．今、 特B.

の大宝の福賀スイカa-集荷し、都市郵の消費者に送り局付ることが出来るようになった

と喜びあっている。これが私たちの国防であるともの 政府防衛省tJ、閣防のためのミサ
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イル基地が必要だという国防論や、自衛隊が町づくりに加努したいと繰り返し述パてき

た。 その凶防論の社損aを批判したということ．そして、 地元の飼いに共感し、支えて

きた阿武・萩の住民・所長と地織の平和同体や、「阿武..i:だけの問題でないJとして、

防衛省、山口県Iこ『全県各各地で続明会を捌けJと粘り強く県民lこJ!t冒し続けた闘いの

勝利でもある．

8月4目、自民党の『抑止力向上に関する縫l!'Jは、 It基地 （先制｝攻司書館カの纏保

に向けた 『あらたな取り組みj を、 政府・防衛省へ求めている。併せて、地方自治体を

動員して、シェルター （地下選媛施鐙）等の確保、凶民保議法制の発動に怠で及んでい

る。 戦争態勢構築とは．軍備糟強とセットに地戚（！）市民や行政の、それへの鳳服と動員

を岡崎に引き起す。だから、 山口一全国の人々に、 この経験を伝え、地械からb正司書を呼

びかけ・n、きたい。

4言いたい主主題の庖防省、使いまくる血税をゆるすなB

教府・防衛祖ti主何ら反省と検証言ど行っていないし、出来なb、。逆に、・・民怠”を嫌悪

し．戦争動員のために、 “民意”を再び、‘査官遺産地先制攻掌カの確保m をとおした国防態

勢へと再編・解体しようとしている。

そもそも、政府防衛省l:l:.、朝鮮民主主総人民共和固めミサイル戦闘能力向上に恐怖し、

パユァクに焔いっていた。イージス型車入の理由を「火念的、 速やかに。敵を圧倒し、 反

隼をなよさせる軍備をJ（防衛省戦略企画課長玄事長賓室発言、住民説明会資斜）として

いた。 そして、今、同じ痩闘で、“敵基地先制攻忽カの確保” を叫んでいるe

安f密政権・防衛省は.!ICJE筆者の トランプ政指によるバイアメ リカンに引きずられ、

ロキードマーチン （LM）祉のイージス・アシ，ァを対外有償軍事援助ぽMS）による

特注で購入する貨を強行した。すでに、 FNSを中心とした後年度支払いの借金は、 5

兆円を超えていた。

総麟6584億円といわれているイージス・アショアの見積もりは、これだけではないの

敷地造成J：~匹、宿舎建般、さらには、レーダーの試作実験、ミザイル試射実験、その.i!

撲のための総合試般の費用を加えればー兆円をも超えるものと予想される．それは、｛契

約価格及び履行期限はあくまでも鬼績もりであり、米国t.l二れに拘束されなbリとする

政府間取引によってである，

しかも、レーダーの選定にあたり、 すでに米海軍が海入を決定し、生産されている SPY

-6型レーダー（レイセオン他）でなく、 実績のない営業パンフレットに依悔した

LMS81t（正式認証されでば SPY-7裂レーダー）の購入を念いだ。 SPY・7レーダーを

役入予定はアラスカの米－~地など少ない。ぞれさえも配備は不破実である。 中国への

軍事包囲のさ．カ米判事..の前方展開にあって、それとの陸自導入のイージスシステムは軍

事情報の相互互豊島伎がないのである。当初からわかっていた二とであるが、今になって

LMSSRの不備を蕗めた．そもそも、イージス・アショアでは、偽造ミサイル CRM>

迎事は不能である。

主
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米軍再編 ｛日米軍再編）は、日米軍の.ii事一体化を進めために、 調整メカ三ズム （戦争

共同指留所）の実際の稼働を20 l 5年新ガイドライン締結内容の中心としたの

2020隼から l0年聞を経て恥、 LMSSRレーダ｝では、 ..において最も大切lと震

われる指揮管制絡カ・錯揮管制情報が共有はできず、 軍事一体化が担保出来ないと判明

したということだろう．

宣言僚政権と付度ずる防衛宮僚、 書いたい放題の自民党国防都会・’剖畢調査会。そして、

い去、 防衛度重量、政府自民党、防衛省、国防僚と言われる殺は、マスヨ ミにチクリ合い。

責任転員車を公然化している。

《各地反築地闘争が繋がり、安保闘争をB

いま、東アジアでの米中の致治・経済対立．そして、 軍事対立の澱化は、深刻な験争司区

銀へと進展している．

米政府・国防総省に追随する安倍政権は米海軍空母打’陸軍の防衛を主任務とした泌自イ

ージス舷隊（綾強の護衛艦として君事して｝の任務に、 2017年朝鮮戦争危機には．縛

道勝ミサイル防衛の任務をも急逮付与したのそして、陸上イージ九システムを含む弾道

体ミサイルによる“防衛と攻態” の態勢の急速な構築を優先した。東アジアと地織の平

和、そこに住む人々の生活、生盤、社会活動など一蹴だにしたことはないe 米軍や軍備

会社も悶様である。トランプ政権 ・国防総省は、インド太平洋箪幕戦略の強化、その主

散とする中国A の軍事包囲を、日米同盟の任務としている。 中国は、とれに抗して海寧

カの大強化を図り、“第一列島市展、第二列島線の死守と膨張”という軍事死守線ライン

殉保のために、米海軍による f航行の自由作験jとの全面的対立へと向かおうとしてい

る．米中は双方に、演習と駿争圧力の全面的展開という畿争危機を深めている．政府 ・

防衛省は、 日米同盟一日米軍の軍事一体化の鯵進に前のめりだ．

2 0 l 5年新ガイドラインと圏内法盤備のための安保法制の強行は、日米両首（0）役割の

鮮舗を含むものである。つまり、政府・防衛省は、第一列島線の攻防において、鉢を自

衛隊≫1fll.い、米軍Eが盾になる戦争シナリオを構惣し、それを実態化する軍事態勢＆念ピ

yチで進めている。

いわゆる国防族と言われる議員の中からは、敵基地どころか、戦争策源地を先制攻隼す

る総勢っくりを叫び、務総を含む都市機能全体の破織を伴う国防（輸）態勢っく りへと

すぐさま伝換すべきであると言う。

それは、勇ましい曾棄と裏腹に、中国と米国の東アジア地織での双方の軍事攻努を前

に、恐怖し、無餅隈に軍備増強を図り、機争当事固と立ち極る舞うことであるe

織的な宛言が、 香田洋二元自衛’I~世長の 『トラの尾を踏む敏基地攻隼 （蛤｝ ば、なん

らの抑止にならない．逆に割高滅的反gを受けるだけだ。 高貴の攻.カをゼロにする軍事費E

!I:-っく りへの覚悟はあるのかj と、 言いたい放題である。

いずれにせよ、民衆の命や生活に一顧すら出来ない、『国家・園長の平和を守るlとい

う 自民党・安倍政線全体の rw事による平和論』 を徹底的に批判し、政府打倒のJlr~発

0 



信しよ う。 東アジプにおける軍鉱競争に抗する取り組み、つまり、 戦略的な総括・視点

は、 東アジアの民衆同士の相互交流であり、 厳司Eで平和をもとめない組みであるe これ

を基礎とした国際的な共同行動の取り組みこそ “変化”への線本的なとり くみであるc

モして、 験.に通事める政府打倒を倒せ。

地緩での反戦平和を求める団体、 人h k共に、書店り幽された “配備撤回”の地平を堅

持し、 地峡ぐるみ、全国ぐるみのより強力な安保闘争の組織化へ。

米海軍と海兵隊の統合された米軍基地の火強化と福岡岩田市政による I草地との共存J

を矩合ずる岩国市民の飼い、山陽小野岡市植生地E互における宇宙警戒レーダー位置強行

に枕織する飼いを支持する。山口県令｛本が、東アジアでの核軍拡鏡争の前進基地になる

ことを拒否する闘いへ”

7 



山口県知事 村岡嗣政様

却却年6月8日

イージスふあんクラプ・山口
共同代表 岡村 寛

共同代表 三鴻 翠

共同代表 .弁梯子

本軍事局 山岡市矢原1015番組

B-106 

T闘..0創ト5750-2690l'AX083-.{123--0747 

イージス・ア泊ア（ミサイルシステム）配備について要望と質問

村岡属歌山口県知事におかれましては、ヨロナ舗の渦中、県政の各分野において奮闘努力してお

られますこ左に心から寄生怠を重量します．

さて．防衛省による量産市むつみ自衛隊演習婦におけるイージス・アシ冒ア＝ミサイル基地の配備

計画につきまして、 3月6田村岡嗣Jk山口県知事に質聞いたしましたところ、 4月15固に文書国答

をいただきました。昨年12月24伺の回答と関係、山口無理止の衿縛を見出すことができないばかり

か、園の強引かつ依った防衛政策によって、県民の安心・3健全治t風前の灯となっているこkへのB

.不是に禽傍いたしました．

rl'うベきことは言う』『鎗元市町と連続しながら』留に raeな対応を鎗〈求めていくJと述べ

ておられますが．配備を前提とした条件盤備へと鶴導することは周題です．県民一人ひとりが主循

者である民主主績に反する行為と雷えます。そとで、さらに貴闘をさせていただきます。

配

l. 山口市など県内での住異lllJI会開催の固への要情

複数回申し上げましたが、量産市・阿武町のみで開催される説明会に．他の自治体の県民が参加す

ることは、往復の長距館長時間、勿宅h•宅質調1：.及ぶ司事の理由により非常に鍵しいのが実情です．

イージス・アショア毘備問題は、県民の安心安全に関わる極めて.大な問題である以上、山口県

には、園に積極的に開催を求める責務があるのではないでしょうか．

「開催を求める考えはありません」という回答は、県民への脱明責任を綾察するばかりでな〈、

県民の人織を値観しているとしか思えません．

直接的に~’が考えられる山口司すなど、線内各地での住民混層司会開催を困へ要舗してくださるよ

う再度求めます．

a.むつみ演習緑使用に関する覚書についての県の見解

むつみ村が広均配合併し萩市となった盆似)6隼に更新した覚司書には‘山口県の名事事lまありません。

し；かし遡ると、自衛隊慣習易自書畿の鑑賞車を鑑みれば、山口県は決して第三者ではありません．む

／／ 



しろ、機績的に富再検に関与しています.1961年当初の使用に関する覚書績給に山口県は当事者とし

て明記され、現在も．自治体として持続的責任を負っていることが分かります。

厳司； .阿at町だけが当事者ではなく、 山口県には.い行政責任があるのではないでしょうか。『見

解を申し上げる:n:wにありませんj との閲答には納得できません． 山口県の見解を再度明らかにし

て下さい。

3. 山口県知事の官民明•Eと筒否判断

国の f防衛政策を噂重量する一方で、県民の安心・安全を守る立織1を立ち位置に掲げておられま

す． 地元市町である萩市・阿食町と連携しながら、 f固に対し、住民のj患いを踏まえた真象な対応を

強〈求めていく』との回答をいただきました。

国や肪術省による一方的なR明に基づき、傭うた判断材斜から導かれるMった判断をすることな

く、県民・住民の声をしっかり聴き、各分野の研究者の意見を偲健分併し．国と対等に対脅すること

が、 山口県知事に求められる基本的な姿勢ではないでしょうかa

現在、箇の防衛政策は、様々な視点から批判を受けてい~す． 国米聞の不平等な関係性がもたら

した、米国製量生.の大量減入もそのひとつです。防衛費の右肩上がりにより、本来の活かされ方を

覇軍われた税金は、~練者である県~l)t支払ったものです． 留に f住民の思いを織まえた.’Eな対応

を強〈求めてjいただき、憲法理且念に沿った政治相IJIWiである、 イージス・アショア置at・t£否を明確に

示してください。

... 反対を表明している阿武町長のt-'1をどう復えているか

町民の総量llこ5づいた阿武町長の反対象患I立当初から現在まで鑓らいでいません． 山口県は f組

元市町と遺書障しながらJとSの回答でも述べておられますように、地元首長の明砲な反対意思を算

..し、首長が意図するところを固に鱗えることが山口県の務めではないでしょうか。

『園においては、地元の不安や懸念をしっかりと受け止め、 2草細かっ丁寧な銭明を重ねていただ

くことが必要j と述ペておられますが、 地元首長が反対しているのは圏の鋭明不足が原因であると

の考えですか．『了寧な12明Jを重ねれば同窓が得られると想定しておられるのですか。国と処方は

対等です。地方自治を笹視する委”は’Fされません。

II!!元首長である阿武町長の敏治判断、即ち反対窓E患を事重する方法を具体的に示して下さい。

以上

／。L


