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「米兵・自衛官人権ホットライン」連絡センター

自衛官のみなさん
　イラク出動命令は拒否できます！

自衛官人権ホットライン

［賛同者氏名］

●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）

意見広告自衛官・家族のみなさんへ

電話　03－3369－3977（受付時間14：00～20：00）

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。

カンパ、ご支援のお願い

●ご相談は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体◆宇治平和の会　カトリック市川教会・有志63名Ｐart２　
　　　　　　　　　　　　　　　　全日建運輸関西地区生コン支部　全日建運輸近畿地区トラック支部　全日建運輸近畿地方本部　
　　　　　　　　　　　テロ特措法・海外派兵は違憲市民訴訟の会　名護サポーター・東京　西東京平和遺族会の３名　日中友好元軍人の会　
　　　　　　日本キリスト教団神奈川教区基地・自衛隊問題小委会　ピース・ニュース　一坪反戦地主会・浦和　平和をつくろう・ネットいわて〔有志〕　
　　　　　南山職員組合国際校分会　「協同・未来」編集部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人◆阿 笙子　相川 晴彦　相川 祐一　相沢 一正　相澤 好則　青木 茂和　青木 みち子　青木 裕一　

　　　　　　　　　　秋山 淳子　芦沢 健　芦沢 正気　芦沢 正見　雨宮 新　新井 治　荒木 健次　新崎 盛暉　五十嵐 福子　生田 あい　井口 仁　池内 了　池側 恵美子　池見 恒則　
　　　　　　　　池谷 豊　石井 喬　石川 文恵　石崎 キク　石田 甚太郎　石橋 篤　板倉 聖宣　板坂 耀子　板橋悦子　市川 宏　市来 豊子　一瀬 毅　伊藤 敬子　伊藤啓子　伊藤 千枝　
　　　　　　伊藤 伝一　伊藤 成彦　伊藤 嘉昭　井上 輝子　井上 祐子　井之川 巨　今井 けい　今井 省三　今堀 和友　色川大吉　岩井 忠熊　岩井 好子　岩崎 正芳　岩永 達郎　岩淵 達治　
　　　　岩淵 宏子　岩本 俊夫　上田 海南子　上田 典男　上野 洋三　上原 成信　上原 治子　鵜沢 昌宏　宇沢 弘文　牛丸 喜美子　打田 茉莉　内山 美樹子　浦島 悦子　江原 茂雄　大江 志乃夫　
　　　大岡 成子　大木 真理子　扇谷 智恵子　大信田 時子　大信田 尚一郎　大島 孝一　大島 静子　太田 武二　大谷 ツネ子　大谷 禎之介　大塚 晴子　大野 英二　大野 和興　大野 裕　大橋 晴夫
　
　　大前 健三　岡 稔彦　岡崎 不二夫　岡田 良子　岡部 伊都子　岡村 ひさ子　尾形 憲　尾形 雅子　小川 泰子　小栗 英俊　小山内 美江子　小野 寿子　加地 章江　片岡 顕二　片野 令子　勝守 真
　
　 門脇 潔　金子 広太郎　鹿野 政直　鎌内 路子　鎌田 實　神沢 利子　神山 菜水穂　栢野 礼子　川上 純平　川崎 浹　川島 進一　川那部 浩哉　川村 晃生　きくち ゆみ　菊池原 博　きさらぎ やよ
い
　岸谷 和　北 孝夫　北田 幸恵　木谷 公士郎　北村 文子　杵渕 智子　きみこ　木村 聖哉　木村 まり　喜安 朗　金重 博昭　金重 良子　銀林 浩　銀林 美恵子　日下 力串田 文子　久城 育夫　国本 
衛　
倉田 実　栗木 黛子　栗原 彬　栗山 次郎　来栖 宗孝　黒川 陽子　桑畑 耕助　甲田 四郎　高良留美子　高地 幸代　高地 秀征　古今亭 菊千代　小島 邦夫　小園 優子　谺 雄二　小西 誠　小林 伸子
　
小林 史枝　　小林 正子　小林 裕子　小林 義朗　小宮山 藍　子安 宣邦　小山 保夫　近藤 和也　吾郷 健二　斉藤 慎吉　斎藤 貴男　斉藤 敏　斉藤 美智子　斎藤 稔　斎藤 竜太　早乙女 勝元　坂井 
千恵子阪上 孝　坂本 俊六　酒本 雅之　佐々木 賢　佐々木 伸二　佐々木 泰　笹渕 いづみ　佐藤 敏昭　佐藤 備三　佐藤 龍市　佐野 幸子　澤田 兪之介　三宮 克巳　塩川 喜信　塩沢 美代子　汐見 
稔幸　
篠田 浩一郎　四宮 由美子　柴岡 泰光　柴田 作治郎　柴田 高好　芝原 拓自　柴山 洋子　澁田 三孝　渋谷 直人　島 あけみ　嶋崎 静枝　清水 茂　清水 雅彦　白井 邦子　白岩 敦子　白澤 菜佳子　
新川 健三郎　進藤 享子　進藤 広志　末永 英美子　菅原 節子　杉田 明宏　杉山 隆保　杉山 三枝　鈴木 英二　鈴木 尚子　鈴木 雅子　須藤 紀子　諏訪 義英　関口 澄子　背高女 開西　　川 宏子　
薗田 香融　染野 節子　　染矢 清亜　高榎 堯　高木 玲子　高野 美芽　高野 ゆう子　高原 砂知　高山 好秋　武内 一枝　竹内 啓一　竹内 澄代　竹内 康人　竹林 滋　田代 靖子　田所 泉　田中 和恵
　
田中 万代　田辺 二郎　谷 泰　谷合 佳代子　田平 正子　田村 ゆかり　田室 武勝　槌田 春美　塚田 悦子　塚本 清一　辻 キミ枝　土屋 公献　堤 江実　鶴見 和子　寺尾 光身　寺尾 浩次　寺尾 安
子　
遠丸 立　戸沢 充則　歳納 明子　歳納 敏宏　都築 忠七　富川 智英子　富永 誠治　友常 克樹　豊田 利幸　鳥海 豊　中川恒郎　中島 忍　中島 順子　中野 菁子　中村 和恵　中村 マユミ　中村 凉子
　
中山 研一　中山 敏雄　永島 晴美　長塚 進吉　長沼 秀世　長浜 ミツ子　永原 慶二　那須 雅之　なだ いなだ　奈良本 英佑　新居 弥生　新倉 三喜男　西 賢一　西川 長夫　西川 正雄　西谷 修　
西本 勝美　西山 勲　沼田 清　根本 三郎　野木 裕子　野添 憲治　野田 弘　野田 正彰　野田 隆三郎　野村 亜紀子　野村 彰　野村 原樹　野村 晋一　羽賀 正明　萩原 恭二　長谷川 啓　長谷川 修
児　
　長谷川 利一　羽田 澄子　浜口 猛比古　林 伸子　林田 真理子　早見 慶子　原口 清　原崎 敏　馬場 京子　東 栄蔵　樋口 広明　秀村 冠一　日野 啓介　広河 隆一　広瀬 明美　深谷 由美　
　　府川 幹夫　福井 和代　藤江 三千　藤尾 靖之　藤田 敏夫　藤野 梢　藤本 寿彦　藤吉 行雄　藤原 英司　藤原 留香　古川 清治　古川 斉（猛造）辺見 栄　星川 一恵　星川 淳　星野 啓次郎　
　　　堀 かつ子　堀 世紀子　堀場 清子　本田 和代　本田 都南夫　本田 徹夫　増田 都子　増田 れい子　松下 理香子　松田 一樹　松野 寛太郎　松原 徑子　松原 伸子　松原 博　
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意見広告賛同者（敬称略）
個人　474名　　
団体　15

　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

殺
サ
ナ
イ
デ
、
殺
サ
レ
ナ
イ
デ

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。

「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？

「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。

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。

市民が自衛官の人権を守る
相談機関を開設！

坏谷

FAX　03－3366－4650

ホームページ　www.jca.apc.org/gi-heisi/
デザイン●佐藤俊男


