自衛官・家族のみなさんへ

自衛官のみなさん
イラク出動命令は拒否できます！

意見広告

憲法の禁じるイラク出動が始まりました。この派兵は違憲、違法。絶対にまち
がっています。平和を願うわたしたちは、
この派兵に人間の良心において反対
します。
自衛官は入隊時に、
「我が国の平和と独立を守る」
と、宣誓しています。
自衛隊のイラク派兵は、この自衛隊法からして「契約義務違反」です。
自衛官のみなさん。
あなたが、戦場であるイラクへ、米占領軍の支援に、派兵されなければなら
ない義務はありません。
あなたは、この違法な出動命令を拒否できるし、そのことによる処罰を受
けることもありません。今からでも遅くはないのです。勇気をもって行動し
てください。

自衛官人権ホットライン

「殺されるかもしれない、殺すかもしれない」と小泉首相は言い放ちました。
自衛官の誰が、イラク国民に銃口を向けたいと思っているでしょうか。交戦
権を放棄した不戦の憲法にも、
自衛隊法にも違反して、それを強制しているの
は小泉首相と政府です。
「わたしは戦地に行って、
殺し殺されるために、
息子を育てたのではない」
「夫の命はそんなに軽いものではない」
（ホットラインへの声）
小泉首相。この母の、妻の、
心の叫びが聴こえないのですか？

自衛官である前に一人の人間として、
「制服を着た市民」
として考えましょう
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「イラクに大量破壊兵器は、なかった」
（ケイ証言）
わたしたちは、アメリカと石油のための戦争に派兵された、自衛隊の即時撤
退と派兵の中止、自衛隊の戦地からの引揚げを求めます。
自衛官・家族のみなさん。
わたしたちは、人間としての誇り、平和に生きる願いを、みなさんととも
にします。わたしたちは、黙って愛するひとを、戦地に送り出してはならな
いのです。
だから、希求します。みずからの良心にてらして考え、勇気ある行動を‥‥と。
未来を創るこどもたちのために。
［賛同者氏名］
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カンパ、
ご支援のお願い
写真●広河隆一

これからの本格的な活動のため、資金が必要です。さらに、今後の活動
として、イラク現地に「在イラク自衛隊監視センター」設置を決定しまし
た。出来うるかぎり、イラクの人たちや自衛官の声をお伝えします。重
ねて、カンパ・ご支援をお願い致します。

●ご相談は

市民が自衛官の人権を守る
相談機関を開設！
この「ホットライン」は一過性のものではありませ
ん。自衛官と家族のみなさんの生命・人権・生活
の問題に長期的に取り組むため、開設しました。
（発起人73名、賛同人等個人287名、団体 4、2月1日
現在）
相談に耳を傾けるスタッフには、20年近くに
およぶ自衛隊勤務経験者もいます。 匿名で構いま
せん。もちろん秘密は厳守します。私たちは、自
衛官とその家族のみなさんの悩み・不安・訴えに
真剣に耳を傾け、一緒になって考え、共に解決の
道を探っていきたいと思っています。安心して御
気軽に相談をお寄せ下さい。

「米兵・自衛官人権ホットライン」連絡センター
●共同代表

いいだもも 今川正美 色川大吉 大野和興 尾形憲 小田実 瀬戸内寂聴
鶴見俊輔 ダグラス・ラミス 武建一 水田洋 小西誠（事務局長）
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