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日本人１０人尖閣に上陸、地方議員ら＝慰霊 必至だ。
第１１管区海上保安本部（那覇市）や
祭参加者、事情聴取―海保
関係者によると、上陸した１０人は船か
時事通信
ら泳いで魚釣島に渡った。上陸後、日の
H24-8-19
沖縄県の尖閣諸島周辺海域での慰霊祭に参加した、日本人の 丸を掲げた。午前９時半ごろに島を離れ、
うち１０人が１９日午前８時前、尖閣諸島・魚釣島に上陸し 泳いで船に戻ったという。海保の係官が
た。関係者によると、上陸者１０人のうち、５人が地方議員。 船に乗り込み、上陸者から事情を聴いた。
尖閣諸島を管理する政府の許可
鈴木章浩東京都議、田中裕太郎東京杉並区議、和田有一朗兵
庫県議、小嶋吉浩茨城県取手市市議、小坂英二東京荒川区議。 を得ずに、島に上陸した場合には、
国会議員は含まれていない。 魚釣島をめぐっては、中国人 軽犯罪法違反になる可能性もあ
る。沖縄県警は上陸した１０人
活動家ら１４人が不法上陸するなどした容疑で１５日に逮
捕され、その後、強制送還されている。中国では１９日、中 が帰港後任意で事情を聴く方針。
関係者によると、約１５０人が
国人活動家逮捕を受け、尖閣諸島の領有権を主張する反日デ
１８日夜、戦時中に亡くな
モや抗議行動が拡大しており、日中関係の緊張度が増すのは
った人たちを洋上で慰霊す
るために石垣島や与那国島
などから約２０隻に分乗し
出港した。
慰霊 祭には 超党 派の「 日
本
の領土を守るため行動す
る議員連盟」の議員も参加。
帰港後 、石 垣市 内で 記者 会
見した 会長 の山 谷え り子 参
院議員 （自 民） は、 １０ 人
が上陸したことについて、
「正当 化で きる もの では な
いかも しれ ない が、 気持 ち
は分か るよ うな 気が する 」
と述べた。
和田 議員 は、 ９月 ２日 、
大阪で行われた報告集会
で、
「上陸できたのはいくつ
もの幸運が重なった。海は

ＴＥＬ ０90-3621-1509
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06-6835-0974
http://mid.parfe.jp/
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救う会大阪 ＮＯ！民主桜組
米国に原爆投下謝罪を求める会
大阪の公教育を考える会
スパイ防止法の制定を求める会
外国人参政権に反対する会・関西
日教組の違法行為を追及する市民の会
竹島を奪還する会・関西
靖国神社に眠る御霊に感謝する会
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「M 情報デスク」サポート団体

凪いで鏡のようだった。まるで奇跡
だ。そしてたまたま私が先頭の船に
乗っていた。躊躇があった。船長の
『今だ！』という声に後押しされ
た。今飛び込まないと一生後悔する
と思ったとき体は飛び込んでいた。
左・・島で慰霊祭をするメンバー。
中央；水島隊長、右端；和田議員。

「M 情報活動報告」編集指針；政治や国際問題、市民活動に全く無縁だった一般の人達に、「おばちゃん語」で政治を届ける

政(府答弁 )
慰安婦問題に関する質問趣意書
一について
参議院議員 山谷えりこ
御指摘の碑に関し、政府として、米国
ニューヨーク州ナッソー郡関係者等に
、 8.10
政府答弁
2012
対し、慰安婦問題についての我が国の
●慰安婦問題に関する質問主意書
立場等を申し入れている。
（内閣参質
第
号）
180
210
（平成
年 月 日提出、政府答弁書 二
平成二十四年五月に建てられた
24
8
2
月
日）
「戦争と女性の人権博物館」に関して
8
10
慰 安婦問題については、平成二十二年十 は、片山さつき参議院議員提出の「従
月 に 米 国 ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー 州 パ リ セ イ ズ 軍慰安婦問題に関する質問主意書」
（第
パ ー ク 市 の 公 共 図 書 館 に 慰 安 婦 記 念 碑 が 百八十回国 会質問第一一八号）に対す
建立され、平成二十三年十二月にはソウル
る
答
弁
書
（
内閣参質一八〇第一一八号）
の日本大使館前に平和の碑・少女像が建て において、
「博物館では、慰安婦問題の
られた。また、平成二十四年五月にはソウ 経緯等について展示されていると承知
ルの「戦争と女性の人権博物館」内に慰安 するが、当該博 物館の開設のために大
婦問題に関する記述が展示され た。さら 韓民国政府が一部、補助金を出してい
に、同年六月には、米国ナッソー郡アイゼ ること、また、当該展示の内容には我
ン ハ ワ ー 公 園 に 慰 安 婦 記 念 碑 が 建 て ら れ が国の立場と相容れないものがあるこ
るなど、相次いでいる。
と等を踏まえ、政府とし て、大韓民国
これまで日本政府は、委員会での答 弁及
政
府
に
対
し
慰
安
婦
問
題
に
関する我が国
び 各 議 員 か ら 提 出 さ れ た 質 問 主 意 書 に 対 の立場等を申し入れた。
」とされてい
する答弁書において、その都度韓国側に申 る。本博物館建設に当たっては、
『日本
入れを行っていると答えている。しかしな 軍「慰安婦」の名誉と人権のた めの「戦
がら、我が国の立場は韓国側に 理解され 争と女性の人権博物館」日本建設委員
ないばかりか、韓国による一方的な諸外国 会』により約千七百件に及ぶ個人と団
へのロビー活動は年々活発化し、慰安婦問 体から寄付が集められ、建設費の約三
題 に 関 し て 事 実 で な い こ と が 真 実 の よ う 分の一が同委員会からの寄付によるも
に世界に広められているこ とを危惧して のだという。政府は当該博物館の展示
いる。
内容は「我が国の立場と相容れない」
よって、以下のとおり質問する。
という認識であると承知しているが、
このように民間から多額の寄付が同博
一 平 成 二 十 四 年 六 月 に 米 国 ナ ッ ソ ー 郡 物館にさ れていることに対する政府
に建てられた慰安婦記念碑について、外務 の見解を示されたい。
省として抗議したのか。
また、寄付を行った団体の中には、自
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治労や教職員
組合の名前もあるが、こうした
事実に対する政府の見解を示されたい。

政(府答弁 )
二について
お尋ねの博物館の開設のために、我が国
の民間の団体等が寄附を行っていること
は承知しているが、このような民間の団
体等の活動について、政府としてお答え
する立場にない。

三
平成四年七月六日と平成五年八月
四日の二度にわたり発表された政府調査
資料「いわゆる従軍慰安婦の調査結果に
ついて」は、調査対象の機関が警察庁、
防衛 庁、法務省、外務省、厚生省、労働
省、国立公文書館、国立国会図書館及び
米国国立公文書館で、合計二百八十三件、
二千頁に及ぶものである。同資料による
と、日本軍が悪徳業者による拉致など違
法な慰安婦募集が行われないように、ま
た、軍や警察がきちんと取り締まってい
たことも明らかである。さらに、同資料
は徹底分析され、平成十九年には冊子に
まとめられている。政府の調査結果を国
内はもとより海外に対しても、広く発信
していくべきと考えるが、政府の見解を
示されたい。

政(府答弁 )
三について
政府は、慰安婦問題について、御指摘の
調査を行い、平成五年八月四日の内閣官
房長官 談話により政府の基本的立場を

表明している。当該調査の結果及び当該
内閣官房長官談話を外務省ホームページ
に掲載するとともに、基本的立場につい
て在外公 館による説明、国際会議におけ
る発言等を行い、対外発信に努めている
ところである。

四 来年度から高校で使用される検定済
教科書のうち、 東京書籍発行の日本史Ａ
では「日本の植民地や占領地では、朝鮮
人や中国人・フィリピン人・ベトナム人・
オランダ人など、多数の女性が「慰安婦」
にかりださ れた。」と記述されているが、
「かりだされた」とは誰によってかりだ
されたという意味なのか、政府の認識を
示されたい。また、このように主語がは
っきりと 示されない記述により、誤解が
生まれる懸念について、政府はどのよう
に考えるか。さらに、本年度から使用さ
れている中学教科書では、事実と異なる
「従軍慰 安婦」に関する記述がすべて削
除されたが、高校教科書では削除されな
かったことについて、政府の見解を示さ
れたい。
右質問する。

政(府答弁 )
四について
教 科用図書の検定は、申請図書の具体的
な記述について、教科用図書検定基準等
に従い、教科用図書検定調査審議会の調
査審議に基づいて、検定の時点における
客 観的な学問的成果、適切な資料等に照
らして記述の欠陥を指摘することを基本

申請図書の著作者等の判断に委ねてい
る。 したがって、御指摘の教科用図書の
記述において誰によって「かりだされた」
かについて述べていないことに関し、お
尋ねの認識及び懸念に対する考えについ
て は、お答えを差し控えたい。なお、本
年度から使用されている中学校の教科用
図書については、平成二十二年度の検定
における申請図書に、慰安婦に関する記
述 がなかったものである。

文

殿
殿
殿
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平成２４年９月５日
主権回復を目指す会
河野談話の白紙撤回を求める市民の会

自由民主党 総 裁 谷垣 禎一
副総裁 大島 理森
幹事長 石原 伸晃
自 民 党 全 議 員

－今こそ決断の好機！自民党は「河野談
話」の白紙撤回を－

要 請

主権回復を目指す会 西村修平

総裁選の争点は「河野談話」の白紙
、 9,5
撤回だ
2012
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【歴史捏造に迎合した「河野談話」】
「強制連行の事実は確認できなかった」
と正論を述べた野田佳彦首相らの発言を
受け、韓国外交通商省報道官は８月２８
日の会見で「おわびと反省」を表明した
平成５年の河野洋平官房長官談話を否定
するものとして、「非常に不適切だ。被
害者自身が証拠だ。これまでの反省を無
効にする行為にしか見えない」と反応し
た。
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慰安婦問題、それは偏に強制連行に行き
着く問題だが、そもそも慰安婦強制連行
の事実が存在しないのだから、日韓双方
がいくら証拠を探したとて出て来るわけ
がない。一方、朝日新聞が詐話師・吉田
清治をダシにフル活用した結果、「慰安
婦強制連行」の韓国世論が沸騰、矛先が
韓国政府に向かった。この世論を沈静化
するために、窮した韓国政府に側面援
助・妥協する形で、自民党政権は「本人
の意志に反する＝強制連行」に謝罪する
「河野談話」を発表した。
「被害者自身が証拠だ」（韓国外交通商
省報道官）、この弁こそ「河野談話」の
全てを物語っている。被害者を偽る元慰
安婦の自己証言でしか強制連行を証明出

来ない。それにも拘わら
ず、これほどのデタラメを、
自民党は資料的根拠も裏付
けもないまま、韓国側の要
請に従って慰安婦募集にお
ける日本軍関与の強制性を
認めてしまった。
日本の統治下にあった朝
鮮半島では公娼制度があ
り、その庇護の下で慰安婦
たちは日々の生業（なりわい）を
営んでいた。その朝鮮人慰安婦ら
が日本人を相手に春を鬻（ひさ）
いだところで、何故に我が日本が
朝鮮人慰安婦らへ「お詫びと反
省」し、金銭補償をしなければな
らないのか。朝鮮人の強請とたか
り以外の何ものでもない。
【「強姦魔」の汚名を着せた自民
党】 その口実を与えたのは偏に、
その場しのぎの問題先送りの産物
である「河野談話」であり、慰安
婦強制連行の歴史捏造を定着させ
たうえに、朝鮮人の強請とたかりに絶対
的根拠を与えた。
従って、日本はこの「河野談話」を突
きつけられたら慰安婦強制連行を認めざ
るを得ない。その場しのぎの問題先送り、
利権分配を生業（なりわい）にしてきた
自民党の伝統的手法が、如何にわが国の
国益を害してきたことか。日本国民に「強
姦魔」の汚名を着せた犯罪的行為、まさ
に万死に値する行為とはこのことを指
す。
相手を慮（おもんぱか）った日本に対
して、韓国は初めて、「河野談話」をタ
テに日本へ謝罪と補償を突きつけてき
た。もう、その場しのぎの問題先送りは
通用しない。亡国の道を行くのか。
自民党本部前

９月５日

「河野談話」の白紙撤回で韓国の歴史捏
造と戦う道か。残された対応は二つに一
つしか道はない。
【総裁選の争点に「河野談話」の白紙撤
回を】
この「河野談話」は当然といえば当然
だが、民主党が政策として引き継いでい
る。民主党は自民党の売国政策を受け継
いでいるにしか過ぎず、自民党が民主党
をあれこれ批判する資格など欠片もな
い。今、自民党に求められている国民・
有権者への最大責務は「河野談話 」の白
紙撤回以外にあり得ない。
自民党は運動方針「前文」において、
「昨年来、私たちが目の当たりにしたも
のは、領土の防衛に対する覚悟もなく、
国家の主権さえも守れない、誇りを失っ
た『日本』の姿である」と言い切ってい
る。「誇りを失った『日本』」とはよく
ぞ言ったものである。盗っ人猛々しいに
も程がある。「失った」のではなく、自
民党が自ら投げ捨てたのだ。他人事のよ
うに責任を民主党に転化するものではな
い。
「河野談話」で、国家の主権も、国民
の誇りもズタズタに切り裂いた張本人こ
そが自民党だ。繰り返し強調するが、自
民党に課せられた最大責務は「河野談
話 」の白紙撤回である。その最大の好機
は来る総裁選の今をおいて他になく、各
総裁選候補者は「河野談話」の白紙撤回
掲げ、党員並びに国民に対してその信を
問うべきだ。「河野談話」の白紙撤回こ
そ総裁選の争点に最も相応しい課題であ
る。
総裁選の各候補者に訴える。「河野談
話 」の白紙撤回を抜きにした、自民党の
政権復帰などは、心ある国民は絶対に許
さない。

の二つをもとにし て、自分の意見を組 すかね？
従軍慰安婦問題
み立てているわけですよ。 だから、
赤旗 あのぉ、ちょっとそれは…。
橋下大阪市長の記者会見
河
野
談
話
で
い
ろ
ん
な
表
現
は
あ
る
け
れ
ど
橋下 いやいや、まずそこをね。この
ブログ高知
、 8.24 も、しかし、二〇〇七年に強制連行を
間のＭＢＳ［毎日放送］の記者と同じで、
2012
示す、それを裏付けるような、直接示
まずきちんと、そこをまず確定しないと。
すような記述、直接のその証拠はなか
自分の気になる一般論と……。
ったということを二〇〇七年の安倍内
赤旗 閣議決定の方が、一般論として
閣のときに閣議決定はされているわけ
は、重い…。
です。 そうであれば、河野談話の中
橋下 当たり前ですよ、そんなのは。
身をもう一度しっかり、疑義がないよ
一官房長官の談話なんかより閣議決定に
うに、内容を見直すのか、それとも二
決まってるでしょ一官房長官の談話じや
〇〇七年の閣議決定が間違っていた
なくてね。閣議決定ってね、内閣全員の
か、 -どちらかですよ。で、僕は、や
署名が必要なんですよ。これは。
っぱり二〇〇七年の閣議決定というの
赤旗 ただ、その官房長官の談話は、
は、河野談話を出した以降、それは日
いろいろ政府として調査した上で、いろ
本政府がそういう閣議決定をする以上
いろな資料にあたって出てきているわけ
はやっぱりそれは責任をもってやって
ですよね。だから…。
いると思いますよ。河野談話は閣議決
橋下 閣議決定もそうじやないです
定されていませんよ。それは河野談話
か。どちらの方の調査の方が信を置かな
は。談話なんですから。 だから、日
きゃいけないんですか。日本政府、わが
本政府が、日本の内閣が正式に決定を
日本国の意思表示として？ そりや談話
したのは、この二〇〇七年の閣議決定
なんていうのはだれでもがやっています
だった安倍内閣のときの閣議決定であ
よ。談話っていうのは。そんなの普通の
って、この閣議決定は 慰[安婦の強制連 記者でちょっと調べればね、普通の知識
行の事実は、直接裏付けられていない ] があれば、談話と閣議決定、こんなの天
という閣議決定が日本政府の決定で
と地の差がありますよそんなのは。
す。河野談話は閣議決定じやないです
それは僕ら公（おおやけ）の仕事をや
から。官房長官の談話なんでね。
っていますから、文書のポジションとい
じやあ、そういう二つの文書が出て
いますか、そういうものは非常に重要な
きたときに、二つの政府からの意思表
わけであってね。 それは、例えば市長
示が出てきたときに、官房長官の談話
が何か意見を出した。これは個人的な意
と、それから政府の、内閣の閣議決定、 見ですとか。 いや意見交換の中で出た。
どちらを尊重するのかといったら、ど
まだきちんとした組織として決定をして
ちらですかね？ 赤旗さん。それでも
いないコメントですというのとね、戦略
河野談話ですか？
会議できちんと決定した意見ですという
談話と閣議決定の法的なその、位置づ
のとでは、これは全然違いますよ。
けなんですよ。まず一般論をどう思わ
官房長官談話というのは官房長官の談
れます？
官房長官の談話と閣議決
話なんです。閣議決定は政府の決定なん
定というのはどちらの方が重いんで
です。官房長官談話は閣議決定していま
赤旗 先日の慰安婦問題なんですけど。
赤 旗の フ ジワ ラ です 。
慰安婦問題で、「強制の事実は今のとこ
ろ確たる証拠はない」 とおっしゃられま
したが、河野談話を見ていると、「軍当局
の要請により設営され」「管理」された慰
安所で「総じて本人たちの意思に反して」
強いられた被害 だという感じで強制の事
実を認めていると思うんですけど、河野談
話については見直すべきだという考えな
んですか。
橋下 じや、二〇〇七年の閣議決定はど
う書かれていました？
赤旗 ……。
［筆者注・「二〇〇七年の閣議決定」と
いっていますが、これは、安倍晋三政権時
代の辻元清美衆院議員の質問主意書への
答弁書（二〇〇七年三月十六日）のことを
いっているようですね］
橋下 いや、だから、そのぉ、自分の関
心のあるところだけ、赤旗は調べて、もう
ちょっと烏の目というか、全体の視野をも
たないと、自分の関心の 持っている河野
談話のところだけをとりあげていますけ
れども、二〇〇七年の閣議決定では、強制
連行の事実を直接示す記述は見当たらな
かったと、そういう閣 議決定が安倍内閣
のときに出されています。
だから、僕は歴史家ではありませんから
ね、すべての資料について、古文書等を含
含めて行政文書を含めて ぜんぶそういう
ことを調べたわけではないので、僕は政治
家として、九三年の河野談話とそれからそ
れについての二〇〇七年の閣議決定、こ
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せんよ。
ただ、官房長官談話を僕はね、いまの
この段階で全否定できるだけの歴史的な
そういう知識とか、僕は歴史家ではあり
ませんから、全否定をするつもりはあり
ま せんけれども、しかし、日本政府が二
〇〇七年に閣議決定をやっているその中
身でね、強制連行の事実はなかった、強
制連行の事実を示す証拠はなかったと。
だから、事実があったかどうかではな
くて、その証拠がなかったといっている
んです。だから僕がいっているのは事実
論じやなくて証拠論なんでね。
だから証拠がないというふうになった
んであれば、証拠をやっぱりちゃんと見
つけてきましょうよというところです。
吉田清治さんのーーあの～何でしたっ
け、名前忘れましたけど著作ですよ、あ
れもあとであれは虚偽の主張だっという
ことが、あとでこう、いろいろそういう
こ とが話題になったりだとか、吉見さん
という方ですか、あの方が強制連行とい
う事実というところまでは認められない
という発言があったりとか、まあこの強
制 連行の事実については、いろんな意見
があるなかでね、それでも日本政府は国
家としての意思表示として二〇〇七年に
強制連行の事実を裏付ける証拠はなかっ
た ということを閣議決定したわけです。
だから、僕は韓国側のほうにね。 事実
の有無を問題視しているわけじやないで
すよと。 証拠の有無なんですと。 だ
から、日本政府が調べた限りでは証拠は
なかったと。
それからチェジュ島のかたの新聞社
か何かが、現地調査、吉田清治さんの事
実について本当かどうかをチェジュ島の
ほうで確認をしたら、そういう事実はな
いと いうような話があったとか、あいや

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 24 年 10 月１５日（136-5）

いやあの、そういう事実がないというね、
そういう報道をチェジュ島の方の新聞社
がしたとか、いろんなあの～、そういう
情 報はもう調べればいくらでもでてく
るわけです。 じやあ、いろんな情報が
あるなかで、じゃあ、強制連行の事実を
裏付ける証拠はあったのかどうかといえ
ば、それは日本政府としてはそういう証
拠はなかったといっているわけです。
で、僕が今回この発言をしたら、韓国サ
イドのメディアが「証拠は河野談話だ」
といってきたわけですよ。
これは、たいーへんな日本政府の大失
態ですよ、これは。河野談話は証拠じゃ
ないんですから、これ僕ら裁判やるとき
に事実の主張と証拠というのは、これ全
然次元の違うものです。
事実の主張というのは証拠があるなし
にかかわらず、事実として、認識を表明
すること。 その認識を表明したことに
関して証拠があるかどうかというのは、
これは証拠の問題なんでね。 だから、
河野談話というのは事実主張の段階なん
ですよね。まだね。 だって、河野談話
はああいうふうにいろんな問題、官房長
官が談話を出されましたけれども、あれ
はそういう認識を表明しただけ。証拠が
あるということではないわけです。
それを韓国側の方が、あの河野談話が
強制連行を裏付ける証拠だというのはこ
れはまったく論理的に間違っています。
だから僕は韓国サイドのほうに強制連行
の事実の有無の問題についてね、証拠が
あるんだったら、出してくださいと。
いろんな証言者がいましたけれども、
この証言者の証言のいろんな変遷につい
ても、いろんなところでそんな情報なん
かでまわっているじやないですか。
だからいまのところは日本においては

客観的な証拠はない。
韓国サイドのほうに証拠があるという
んだったら、それをしっかり出してもら
いたいと。 だから河野談話で重要なこ
とは、軍の関与。 僕はだからね、軍の
関与までは否定していません。
それはあの慰安所というね、そういう
施設の性質からすれば、やっぱり公的な
管理というものはしないと衛生上、秩序
上、それから戦時下っていう状況上、こ
れは公的な管理が必要ですよ。それは。
だって今だって風俗営業というのは公
安委員会の管理下におかれているわけで
すから、風俗営業は。 ある意味、慰安
所という施設の性質からすれば公的な管
理は必要。公的な管理があったというこ
とと、それからそこで働か、働いていた
慰安婦のみなさんが、強制的に連れて来
られて無理やり働かされていたかどうか
っていうのは別問題ですよ。 施設を公
的管理していたことと、慰安婦を無理や
り連れてきたっていうことは別問題。
それから、本人の意思に反してというこ
とをたぶん、赤旗は問題視するんだと思
うんです。河野談話のなかの。
しかし、
「本人の意思に反して」という
のは、これは法律の用語でもね、二つの
意味があって、本人が不本意に感じてい
るという意味とね、それから第三者から
強制的にやらされたっていう、この二つ
の意味が「本人の意思に反して」という
その言葉に入るわけです。 だからこれ
は僕ら裁判でやればそれはどっちなんだ
ということを確定するわけですよ。 こ
んなの当たり前の話なんです。本人の意
思に反してといったときに、これはいろ
んな性犯罪とかそういうときに、本人の
意思に反してという話になったときに
は、それは不本意だったと、本人 は

「強制されたわけではない、やっぱりそこ
で働く」ていう自らの意思で言ったんだけ
れども、でも内心はやっぱり本当はやりた
くなかったんだよというような 不本意の
意味とね。
それから第三者に強制的に無理やりに
やらされたというというのは、これはね、
本人の意思に反してというのは二つの意
味があっ て、これはどちらの意味なのか
というのは、ものすごい重要なので、やっ
ぱり政治家が、そこできちんと法律家がい
なかったのか。 河野談話をつくった作文
者 は誰か知りませんけど、
「本人の意思に
反して」ということを入れちやったものだ
から、不本意という意味なのか 強
｡制の意
味なのか、はっきりさせずに本人の 意思
に反してという言葉を入れたもんですか
ら、これはね、大変な問題になりましたよ。
強制の意味にやっぱりとられかねないで
すよ。だから、河野談話というのはいろい
ろ問題があります。だから僕は、河野談話
をいまの段階で全否定するつもりはない
けれども、軍の関与があったということは
間違いないでしょう。軍が一定の管理をし
ていたということは間違いないでしょう。
そういう資料はいっぱいあるというこ
とも、これも、事実みたいです。
だけれども、慰安婦自体が強制的に暴行
脅迫を受けて連れてこられたということ
は、そういう証拠はないというふうにいっ
ているんですね。あとはね、そういう慰安
婦とか慰安所という問題、これが倫理的に
どうなのかっていうような問題です。
強制的に連れて来られたのでなけれ
ば、慰安所というそういう存在がどうなの
かという問題です、慰安婦という存在がど
うなのかという問題ですけれども、倫理
的にみれば、それはやっぱりかわいそうだ
なと、そういういろいろ不本意にそういう

仕事について、いろいろ心身ともに苦痛
をこうむったということはかわいそ う
だなという思いはそりゃあね、人間とし
てそういう感情が沸き起こるのは当然だ
と思いますけれども、しかしそれを、日
本のわがニッポン国が、軍や官憲が強 制
的に連れてきたということでないという
前提で、そういうしんどい仕事について
大変でしたねっていう気持ちを表すの
は、それは僕は否定しませんけれども、
しかし、強制的に連れてきたわけではな
いということをはっきりした上でね、そ
ういう気持ちを表さないと、このかわい
そうですねというのは、やっぱりこれは
謝罪とはまた別です。
あの、同情と謝罪は違います。
だから、河野談話っていうのは非常に
問題で、僕はやっぱりああいう形で、ち
ょっと 自分の主張をね、大阪市長という
立場では、外交問題だから行き過ぎだっ
たのかもわかりませんが、大阪維新の会
の代表としてね、河野談話と二〇〇七年
の閣議 決定の、この二つの法的な文書を
もとに僕の見解をのべたら案の上、韓国
サイドの方は強制連行の事実は九三年の
河野談話だと言ってきた。 これはたい
へんな日本政府としては大失態で、ただ
ちにこれは是正すべきですね。事実と証
拠は違うんです 河
｡野談話は証拠ではあ
りません。 二〇〇七年には強制連行の
事実を裏付ける証拠はなかったという日
本政府の閣議決定があります。
赤旗 証拠がないという政府の話は、
おそらく公文書とか、そういうのにない
っていう？
橋下 そうですね。
赤旗 それで、そうすると、韓国側の
人とか、いろんな証言があるじやないか
とか、歴史学界の人は、証言の中でも、
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かなり揺れがないようにいろいろ検証し
たものもあるとかいっているが？
橋下 だから、それをたたかわせたら
いいじやないですか。
そのなかで証言者の中から、もう名前
が出ているから出してもいいんでしょう
けど、キムさんという人ですかね。
最初いろんな問題出されたその方は ､
裁判まで起こしたけど、実は自分は身売
りされたんだと。
日本の官憲に強制的に連れて行かれた
のではなくてね、いわゆる公娼制度とい
いますか、そういう慰安所というところ
に身売りされたんだということの事実も
訴状の中に入っていたということもある
しね。 だから、それはね、いろんなそ
ういう証言があったりとか、いろんなも
のがあると思うので、だからそれを整理
したらいいじやないですか。 日本政府
は公文書だけじやないですよ。
いろんなその証言者。河野談話出す前
の証言者にも聞き取りをやったわけで、
その聞き取りも踏まえて、やっぱりその
聞き取りが揺れに揺れて、その証言とい
う ものが客観的な証拠になりえなかっ
たという判断のもとにね、二〇〇七年の
閣議決定をやったわけですから、これは
日本人なんだから、なにも自分たちで証
拠も ないのに、悪い方悪い方に考える必
要ないじゃないですか。 ちゃんとただ
ね、事実の有無をね、いまのこの段階で
確定しなくても、証拠の問題にもってい
って、もう一回だから、日本政府はない
っていっているんだから、あるというな
ら、赤旗が出してきたらいいじゃないで
すか。 こういうものがある、こういう
ものがあると、どんどん出してください。
「赤旗」は、市役所でもとってますか
ら、見ときます。だから、慰安婦の問題

についてはね、二つの問題を間違っちゃ
いけないんですよ。
強制的に連れてきた。これはね僕は、
やっぱりあってはならない、もしそうい
うことがあったんだったら、これは謝ら
なければいけないですよ。強制的に連れ
てきた、強制的にやらしたということで
あればね。 しかしね、慰安所というも
の、慰安所という存在自体について、韓
国側の主張というのは、それがどっちか
がよくわからない。
強制的に連れてきたことを問題視して
いるのか。 慰安婦とか慰安所の存在自
体を問題視にしているのか、もし、慰安
所とか慰安婦だけの問題ということであ
れば、これは日本国だけじやないですよ。
慰安所、慰安婦というのは、もっとい
えば、現代社会にあっても、同じような
状態、これは各国の法制度によっては違
いますけれども、いわゆるそういう性を
商売にするということはこれは世界各国
でもあるわけです。こういう問題につい
て倫理的にそれはよくないとか、働いて
いる人、いろんないきさつがあってそう
いうふうになったことは、それは、かわ
いそうですねと。違う職業につこうとす
るんであったら、それはサポートします
よという話と、強制的に連れきたからそ
れはごめんなさいという話はこれは別問
題ですよ。赤旗の記者のおたくはいまま
で風俗営業にいったことないんですか？
風俗店。ないんですか。ないんですか。
赤旗 はい。
橋下 いままでに？ ああそうです
か。じやあまあ、こんなところではいえ
ないからあれでしょうけど、世の中にそ
りゃ風俗業なんて山ほどあるわけです。
そりや倫理的にね、どうなんだという考
え方はいろいろとありますけれども、

しかし、それは強制的に連れてきて無理や
り働かせたということでなければ、それは
もう倫理の問題ですよ。謝罪の問題とかじ
やないです。
だからこの従軍慰安婦の
問題というものは、やっぱり二つ整理をし
て、慰安婦の問題、慰安所、これを軍が管
理をしていた、それは軍の管理というのは
秩序とか 衛生上の問題でまあ管理をこれ
はしなきやいけないそういう施設だから、
そういう話と、無理やり慰安婦を連れてき
たのかどうかという話と二つ分けて、いま
は 前者にしか証拠がありません。軍が慰
安所を管理をしていましたというところ
の証拠しかない。 慰安婦を強制的に連れ
てたという証拠はない。
そこを暖味に
書いたのが河野談話で、だからそれは河野
談話というものは、慰安婦を強制に連れて
きたことまでを認めたのか、軍が一定の管
理をしていたという ことを認めたのか、
そこをはっきりさせないというのが河野
談話の一番の問題点ですね。これが日韓関
係を一番こじらせている最大の元凶です。
結局、こういうことをやって、こういう
領土問題にまで発展していってしまった。
僕は河野談話というものが、今回の日韓
紛争のなかの一番の問題。まあいわゆる僕
が最近言っている言葉からすればね、日韓
関係を修復する一番のセンターピン。これ
は韓国サイドからしたら、激しい批判が来
ると思います。反発くると思います。 そ
れでいいじゃないですか。日本は日本でし
っかり主張して、証拠のあるなしをしっか
り検討して、証拠が出てきたら、これはや
っぱり日本国家として謝らなければいけ
ない。 証拠がないんだったら、これは謝
る問題ではなくて、それは大変でしたね
と。そのときの状況で慰安婦、慰安所とい
うのはいろんな軍がそういうものを併設
している場合もあれば、その性を商売に

するという職業もある。そういう問題と
して倫理的にどう考えるのかという問題
にすべきであって、謝罪の問題ではない。
だから、そこをあいまいにした日本政府
の態度が一番これ、だめなんですよ。 そ
ういう答弁をつくったことに関して政治
家がきちんとそういう方針を示さなかっ
たということが、今日における日韓関係
をこじれさせている最大の原因だと思
いますよ。 ただ、僕は歴史家ではない
ですから、河野談話と二〇〇七年の閣議
決定の二つの日本政府の認識の表明され
ている、この二つをもっていま僕はそ う
いう立場を表明しているんですけどね。
女性記者 そしたらですね、元慰安婦
のかたの証言は証拠にならないという認
識ですか。
橋下 閣議決定はそうなってますね。
女性記者 橋下さんが証拠にならない
という認識ですか ｡
橋下 証言に信用性があるかどうかで
すね。言ったからといって証拠ではあり
ません。裁判でもそうです。証人が何十
人、何百人 出てきても信用性に足りるか
どうかということが問題で、いろいろ慰
安婦の方が証言者としてでてきましたけ
ども、それは身売りだったというような
そういう話 も四十何人の証言者のうち
半数近くが身売りだったとかいう話だっ
たから、強制の話じやないっていうそう
いう整理をされたこともあるわけです
ね。だから、身売りの話と、ある意味、
家と家族と業者の間でのいわゆる身売り
の話と、政府が国が強制的に拉致、暴行、
脅迫をもって連行したというのは、これ
はまったく別問題です。
女性記者 暴行・脅迫ではなく、だま
して連れてきて。
橋下 それは誰がだますんですか。
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女性記者 あの業者とかも含めて。
橋下 業者は、国じゃないですよ ｡
女性記者 軍の関与で業者が連れてき
ている事実がありますが。
橋下 その証拠はないです。出てきて
いないです ｡
女性記者 たとえば、そういうだまさ
れたといって連れてこられたところが慰
安所だったという場合も強制にはあたら
ないと？
橋下 それは日本政府の問題じやない
ですね。民間業者と慰安婦との問題です。
女性記者 軍の関与で。
橋下 軍が関与していたのはその施設
を、秩序の問題から衛生管理上の問題か
ら管理をするということであって、その
慰安婦自体を、だまして連れてきたとい
う証拠はないのですよ。
女性記者 それが証言者の証言があっ
たとしても、証拠にならないと？
橋下 だから繰り返し言ってるじゃな
いですか、証言が採用されるかどうかは、
信用性の問題ですから。 聞き取り調査
をして、信用性があるかどうか、事実と
照らして確認するわけです。吉田清治さ
んの本、なんでしたつけ。「戦争と犯罪」？
要は吉田清治さんっていう人が、自分
が韓国で女性を縄をくくって連れてき
た、だからごめんなさいと言ったところ
から問題になってきたわけでね、吉田清
治さ んがいくら言っても実際に済州島
で現地調査をやつたらそういう事実はな
かったということになって、吉田清治さ
んがいくら自分はこういう悪いことやっ
たん だ、悪いことやったんだ、韓国の女
性を無理やり連れてきて慰安所で働かせ
たんだといくら言ったとしても吉田清治
さんの言ってることは虚偽ですね、とい
うこ とになったんです。

だから証言というものは、しゃべった
ことがすぐ証拠になるんではなくて、そ
の信用性、事実に照らしあわせてどうな
のかという信用性をチェックしなきやい
けない。
だからいま日本政府といいますかね、
従軍慰安婦の問題で強制連行があったあ
ったと言っている人たちは、客観的な証
拠がないなかで本人たちの証言で「強制
連 行があった、強制連行があった」と言
ってますけど、その証言内容をしっかり
と精査する作業をいま日本政府も韓国政
府もそこをしっかりやらなきゃいけない
と 思いますけどね。
日韓紛争の根底のところにはこの従軍
慰安婦問題があるわけですから、日本政
府はいま領土問題で激しい応酬を繰り返
してますけど もね、激しい応酬を繰り返
しても、結論としては韓国の実効支配を
覆すってことまではなかなかいかないわ
けですから、そうであればね、こういう
機会をとらえ て根っこにある従軍慰安
婦問題についてはもう－回、日本と韓国
でしっかりと証拠の有無について僕は論
戦すべきだと思いますよ。
ここをうやむやにするからいつまでた
ってもね、日韓の関係ってものがね、成
熟してないんですよ。 日本人というか
日本政府としては二〇〇七年の閣議決
定、強制連行の事実はないという、そう
いうスタンスで韓国にのぞむ、韓国は韓
国で強制連行の問題なのか 慰安所の問
題なのかわかりませんけれども、日本は
とんでもないことをやったってことでの
ぞむ、これは日韓ね、レベルの高い関係
になりませんよ。
従軍慰安婦についてはしっかりと強
制連行の事実について証拠があるのかど
うか確認する、強制連行の事実はなかっ

た場合には慰安婦とか慰安所の存在をど
う考 えるのか、当時の社会的状況・背景
から慰安婦とか慰安所をどうとらえるの
かってことをもう一度議論する。この作業
が絶対必要です。
九三年の河野談話は、なんかうやむやに
してしまって、強制を認めたんだか謝った
んだが、何の事実を認めたのか、どの部分
について謝ったのかをうやむやにしたよ
うな形の九三年の河野談話っていうのは、
最悪ですよ。 だから二〇〇七年に閣議決
定ああいうようにしたんであれば、もう一
度、河野談話を全否定しないけれど内容を
もう一回、きちんと明確に確定して韓国の
言い分を聞いて、証拠のあるなしを日韓で
オープンでやりあったらいいじゃないで
すか。 とことんやっぱり、腹の中にたま
っているものを出してね、主張をぶつけあ
わないとね、双方の関係、レベルの高いも
のにいきませんよ。
ＡＢＣ木原記者 日ごろ外交問題はわ
りと慎重な発言されていますが、こういう
問題をどうしてそこまでつっこんで話さ
れるのか。
橋下 そりゃやっぱり韓国の大統領が
現状維持っていうね、外交の大原則を踏み
外したってところがありますよ。
野田首相との間でね従軍慰 安婦の問
題、首脳会談でどういう議論になったのか
僕は知りませんけどね、日本も一九六五年
の日韓基本条約で解決済みというだけじ
ややっぱり裁判所の形式論 理的な判断の
下し方であって、従軍慰安婦についてどこ
が問題で強制連行の事実があったのかど
うなのか、いまの日本政府の立場はこう
で、じゃあ証拠の有無に ついてきちんと
やりましょうよというコミュニケーショ
ンがあったのかどうなのか、僕はわかりま
せんけども、だれか、韓国の大統領も野田

首相もね、きちんと したコミュニケーシ
ョンをとらずにどんどんエスカレートし
ていく。
そんな中でも領土問題について現状維
持をこわすってことは、やっぱり僕は韓
国 側に非があると思うし、それからいま
もう応酬合戦になってますけどね、やっ
たところで実益ないわけですから、早く
この部分については終息はかって、でも
言 うべきこととやるべきことはしっか
りやらないといけない。 でもそのあと
に従軍慰安婦問題、九三年の河野談話と
二〇〇七年の閣議決定の整合性と従軍慰
安婦の強制連行の事実についてのの有無
はね、これはしっかりやらなきやいけな
い。ほんとは、これにエネルギー裂かな
きやいけないと思ってるんですね。
だから、本来は大阪市長という立場で
いうべきではないけれども、やっぱり現
状維持ってものを韓国側が崩してきた、
大統領が竹島に、不法上陸ですよ、わが
日本の立場からすれば。 なんで訪問な
んて言葉使うのかわかりません。 わが
日本国の立場からすれば不法上陸、そう
なれば根っこの部分については一政治家
としてしっかり発言しなければいけない
と思ってますけども、僕は早く隣国 どう
しなんでね、事態の終息をはかって、そ
れからやっぱり一番の根っこの部分、従
軍慰安婦の問題が両国の国民の心のなか
にくすぶっていることは間違いない か
ら、この部分についてね、どうそのくす
ぶりをおさめていくかといえば、腹には
いってるものを表に出して、何が問題で
この問題についてはどうなんだという
ところをはっきりと明らかに、あいまい
にせずにね、決着させるべきだと思って
ます。 それが、日韓関係をレベルの高
いものにすると僕は確信しています。
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平成２４年５月３０日、第１０８代大
阪市会議長にご就任された、辻淳子大阪
市会議員（大阪維新の会市会議員団前副
団長）の就任祝賀会が８００人の大参加
者をお迎えし、９月２日ホテルニューオ
オタニで行われた。挨拶（というより講
演会）にたった橋下市長は、
「 西成を 変え
る。特区と言えば聞こえがいいが要はえ
こ贔屓。徹底的にやる・・その後えこ贔
屓ということばを５～６回使用。そして
大阪を変える。それがしいては日本が国
際的に名誉ある地位を得ることになる。」
と話された。
話は例の調子で、特にお祝いの席と
いうこともあるのだろうが、ジョーク
とユーモアの連発。抱腹絶倒の漫談で
あった。橋下亭徹奴！ さて、市長の
漫談の中から、ジョークとユーモアを
取り除くと、まさに弁護士政治家。論
理的、数学的に構成された話。
一点豪華主義で西成を特区にし、徹底
寺田静雄後援会会長ご挨拶

的にえこ贔屓をし、大阪のお荷物のよう
に言われた街をよみがえらせる。それは
天王寺区や阿倍野区ではダメ。西成には
あいりん地区がある。ここを改善しなけ
れば大阪が蘇ったとは言わない。さらに
それを大阪中に広げ、しいては日本中に
広げる。そして最後は憲法の前文を引用
し締めくった。
大変格調のある漫談、失礼。お話であ
ったと気づいた人は私だけではないだろ
う。テープお越しの一部を紹介したい。
～～～～～～～～～～～～～～～～～
辻先生 議長就任おめでとうございま
す。いま大阪市議会では誰が原因か、も
めることが多くて、議会を開けば夜中の
１２時をすぎることも多くなっておりま
す。ヤジがひどくてですね。これまでの
市の幹部に聞きますと「ヤジに耐えるの
も市長の仕事です」とのこと。しかし
中曽千鶴子が百人の会を代表し花
束贈呈。さすがのおつるさんも緊張
のあまり顔が引きつっている。

私は、そう大人になれませんでして、私
は、ヤジにはヤジで応酬しています。す
ると辻先生に怒られるんですね（苦笑）
辻先生ものすごい声が綺麗じゃないです
か。その綺麗な声でぴしゃりと言われる
と傷つくんですよね（苦笑）。いつも辻
先生から「答えを短く、簡潔にしてくだ
さい」と言われるんですね。これを言わ
れるのは、辻先生と妻だけなんですね（苦
笑）。この夏、いろいろありまして、い
まだに嫁にはいろいろ説明しているんで
すが、まだ足りない。そうするとあんた

百人の 会、辻 淳子 理事長 を 囲んで パチ
リ。ボ クが映 って ない。 そ うか、 ボク
が写したのか（増木）
。

は長い。事実を簡潔に、と言われるんで
す。議会より、家庭内議会のほうが厳し
いんですね。たぶん一勝続くんでしょう。
《９頁４段目に続く → 》

市長、人前でズボンを上げないの。
ご挨拶（講演）が終わって降壇中

川村市長が
Jellyをナンパしたのか、
が市長をナンパしたのか。
Jelly
アカン！ 市長の目が据わってる。

日本は支那を侵略などしていない。シ
ナが仕掛けてくる戦いに応戦するうち
に、ずるずると深みにはいりこんでしま
った。シナ大陸を侵略しようと思えば、
必要な軍事力の投入計画と、膨大な兵員
を広大な大陸に侵攻させるための補給
計画の策定が必要である。そのようなも
のは日本にはなかったし、第一そのよう
な国力が日本にはなかった。また左翼は
アジア諸国を侵略したと言うが、日本は
自衛のために米・英・蘭と戦ったのであ
り、その戦いのために白人が植民地とし
ていたアジアの各地に駐留していた
米・英・蘭の軍隊と戦い、そのために
不幸にして白人の植民地が戦場となっ
たのである。
ここで、次の図書を紹介したい。
「なぜアメリカは対日戦争仕掛けたの
か」 加瀬英明＆ヘンリー・Ｓ・ストー
クス 共著 祥伝社刊
加瀬氏は歴史事実を時系列に並べ、要
所で彼の考えを披歴している。新書版に
纏めらコンパクトで、簡明な記述となっ
ており、実に読みやすく且つ分かりやす
い。正しい歴史を理解し、今後の生きる
智恵の糧となる内容を持った良書であ
る。わが国はアジアを侵略したとか、シ
ナを侵略したとお考えの方にとっては
必読書である。加瀬氏の持論に反対なら
ば、加瀬氏論を支える事実して挙げられ
た記録について、自ら一次資料に当たっ
て検証されることをお勧めする。
日米開戦前の日本の対米和平努力の
軌跡を上記図書で再確認すると、日本を

東防人を励ます会 本部理事 奥中正之

下記で紹介されているようなソ連の侵
攻を称して「侵略」と考える。相手が戦
う意思も用意もないのに、一方的に戦端
を開き、相手国の領土を奪い、その地に
住む無辜の住民の生命と財産を奪うのが
「侵略」だと考える。
昭和２０年８月１４日、日本はポツダ
ム宣言を受諾する旨を連合国側に通告
し、「これ以上戦う意思のない」ことを
明確に表示した。にも関わらず、ソ連は
ヤルタ協定の密約に基づき、アメリカか
らせしめた多量の武器を投入し、ドイツ
の敗北で不要となった兵員を極東に回
し、突如陸・海・空の三方面から日本に
襲いかかった。「樺太真岡郵便局悲話」
を描いた映画「氷雪の門」を鑑賞したが、
映画の中に、ソ連の軍事侵攻を国際法違
反として攻撃の中止を現地日本軍の司令
官がソ連軍に要求するが、ソ連は「敗戦
国に国際法は適用されない」とこの要求
を一蹴する場面とか、真岡の第一線で、
白旗は掲げて、降伏の意思表示に出向い
た日本軍将兵に対応したソ連兵が「ニエ
ット」と日本軍の降伏意思表示を一方的
に拒否し、丸腰の日本将兵に発砲して全
員を射殺する場面などが出てくる。
不思議な事に日本共産党をはじめとし
て左翼勢力の連中は、ソ連の侵略行為に
ついては一切口をつぐむでいる。しかし
一方日本が侵略戦争をしたと繰り返し強
調する。

伊勢雅臣氏編集の「
国際派日本人
養成講座」
を読んで
2012-9-2
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一匹の猛犬と例えれば、中が丸見えのガ
ラスの檻に猛犬を閉じ込め、突っ込んだ
棒切れで犬の尻や腹をチクチクとつつ
き、猛犬をけしかけて、棒切れの先に食
いつかせるようにアメリカは日本に対応
したと、私は例えたい。
アメリカは日本の外交文書の秘密電報
を全て解読していた。また海軍の暗号電
報もかなりの程度解読するのに成功して
いた。ということは、軍事大国に挑んで
も到底勝ち目のないことは良く分かって
いるので、懸命に戦争を避ける外交交渉
をアメリカと進めようとする日本の国家
政策を手に取るように理解しながら、時
間稼ぎをした上、最終的に日本が到底の
呑むことが出来ない内容を持つ、ハルノ
ートを日本に突きつけ、坐しても死、戦
うも死。いずれにしても死ぬならば、乾
坤一擲！死中に活を求めて（＝自衛のた
めに）日本から対米一撃を放たせたアリ
カの巧みな外交戦術が浮かび上がる。
加瀬氏はその経緯を次のように語る；
「日本は日米交渉に当たって、アメリカ
も日本と同じように誠がある国だと思っ
て、相手の真意を疑うことなく、独り芝
居を演じた。」そして、歴史を今日生き
る知恵とする一例として、「今日でも”
日中友好”が成り立つと信じて、中国と
良好な関係を結べると信じている、お人
好しな人々がいる。」と書かれている。
「賢者は歴史に学ぶ」（ビスマルク）を
結語としたい。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
■■ 国際派日本人養成講座 ■■
国柄探訪： 職務に殉じた９人の乙女
～ 樺太真岡郵便局悲話

ソ連軍の迫る中で、９人の乙女は電話
交換手として最後まで職務を果たそう

《 → ８頁４段目末尾より》
さて、これから大阪市議会が始まるわ
けですが、みなさん大阪都構想。２年９
ヶ月かけて、大阪都構想の法案が成立し
ました。
大阪市、大阪府のことはどうするか長
年議論されてきた。しかし「議論ではダ
メだ。行動しよう。」と真っ先に手を上
げたのが、坂井（良和）先生と、辻先生、
松井先生なわけです。もう話をする段階
じゃないでしょう。やらなきゃダメでし
ょ。議論じゃ何も進まない。１４０年前、
明治維新、いろいろな議論があったんで
しょうね。外国を受け入れるのか鎖国を
続けるのか。議論しても答えは出ない。
（開国の）経験が無いのだから。やるか
やらないか。それで維新のメンバーは行
動を起こしました。
そこで、課題が多い街、西成に予算を
投入した。えこ贔屓です。よくほかの地
域の議員が納得してくれた。大阪市全体
でやったら金が足りない。先ず西成から
だ。皆さんの協力を得て西成のえこ贔屓
政策が始まっています。きれいに言った
ら西成特区構想なんですが。結核対策や
教育バウチャー、どんどんやっていきま
すよ。そして徐々に大阪市全域に広げま
すよ。また、大阪全域から生徒が集まる
ようなスーパー一貫校も作ります。
東日本大震災で、東京は大きな影響を
受けた。もう１回このようなことが起き
たらわが日本どうなりますか。そこでも
う１つ東京をバックアップできる大き
な都市が必要。東の東京、西の大阪が必
要なんです。それができるまで区長は公
募する。現行では区長は局長の下。これ
では意見を言えない。上下を変えまし
た。そして予算を付ける。区長を中心に
街を作る。橋下は忘れてくれ。
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と、決心した。
岡に向かった」と連絡があった、との報
告を電話交換室監督の高石ミキさんから
■１．「町民のために最後まで責任を全 受けていた。
うしてくれた」
敵艦の甲板にはぎっしり兵隊が並んで
先の東日本大震災の際に、宮城県南三 いたが、敵前上陸のような緊迫感は感じ
陸町で、身を顧みずに、防災対策庁舎か られず、上田局長は「ああ、何ごともな
ら「６ｍの津波が来ます。避難して下さ くすみそうだ。戦争が終わってすでに五
い」と放送し、多くの町民を助けた女性 日もたっているんだ」と思った。しかし、
がいた。防災放送の担当職員の遠藤未希 その１、２分後に、大地を揺るがせるよ
さん (24)
だ。
うな砲声が轟き、追いかけるように、機
未希さんが放送をした３階建ての防災 銃がいっせいに火を吹いた。それまで道
庁舎は、津波に呑まれ、赤い鉄筋だけが ばたに立って珍しげに港湾を見下ろして
残された。放送は途中で切れ最後の方は いた市民が、撃たれて倒れるもの、あわ
声が震えていたという。避難所に逃げた てて身を伏せるものもふくめてバタバタ
女性 (64)
は「あの放送でたくさんの人が と、将棋倒しに倒れるのが見えた。
助かった。町民のために最後まで責任を
全うしてくれたのだから」と思いやった。 ■３．「崇高な使命感」
遠藤未希さんの行為は多くの人々に、
その４日前の８月１６日、上田局長は
終戦時ソ連侵攻下の樺太・真岡で電話交 豊原逓信局から、女子職員を緊急疎開さ
換手として最後まで職場を護って殉職し せるよう指示を受けていた。局長はすぐ
た９人の乙女の物語を思い起こさせた。 に女子職員全員を集めて、その旨を申し
渡した。ところが、電話担当の大山一男
主事が「全員が引き上げに応じない。そ
して局にとどまることを血書嘆願すると
いって、準備をしているようです」と報
告してきた。上田局長は直ちに女子職員
を集め、ソ連軍が進駐したのちに予想さ
れる事態を語り、説得した。ソ連兵が占
領した地で、略奪暴行を繰り返すことは、
よく知られていたであろう。
しかし、女子職員全員が「電話の機能
が止まった場合どうなるか、重要な職務
にある者としてそれは忍びない」と主張
して譲らなかった。確かに、ソ連軍が迫
る中で、一人でも多くの住民を安全に引
き揚げさせるためにも、電話は欠かせな
い手段であった。
上田局長は感動したが、その決意を是
認することはできなかった。引き揚げ船
■２．「戦争が終わってすでに五日もた
っているんだ」
あの朝、昭和２０ (1945)
年８月２０
日の午前６時頃、樺太南西部の港湾都
市・真岡は深い霧に覆われていた。５日
前に終戦の詔勅が発せられ、港にはソ連
軍の侵攻の前に婦女子を北海道に避難さ
せるための船がぎっしり並んでいた。そ
れらの船には北部から逃げてきた女性と
子供がすでに乗っていたが、さらに乗り
込もうと、リュックをかついだ人々が、
霧の中を港へと坂道を降りて行く。そこ
に、黒っぽい、一見してソ連艦船とわか
る大きい軍艦２隻と、駆逐艦ほどの船２
隻が湾内に入ってきた。真岡郵便局の上
田豊局長は、すでに真岡北方の監視哨か
ら「ソ連軍艦らしいのが、４、５隻、真

を確保し、それが真岡に入港したら、命
令で乗船させようと決意した。しかし、
その前にソ連艦船が来てしまったのだ。

上田局長は後に回想文に、次のように
書いている。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
あらゆる階層の人たちがあわてふため
き、泣き叫び、逃げまどっていたなかで、
郵便局の交換室、ただ一カ所で、彼女ら
がキリリとした身なりで活動を続けてい
たのである。このようなことが他人の命
令でできることかどうか、その一点を考
えてもわかることだ。崇高な使命感以外
にない。
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
「他人の命令」云々というのは、戦後、
彼女らが軍の命令で職場に残された、と
いうデマが流されていたことに対する当
事者として反論である。

■４．親への最後の甘え
「かあさん、これ私の形見。預かってお
いてね」 そう言って、電話交換手の一
人、可香谷シゲさんは、母親のあささん
に白い布包みを差し出した。貯金通帳、
写真のほか、シゲさんが日ごろ大切にし
ていた品々が入っていた。ソ連軍侵攻の
前日、１９日朝のことである。
「どうしたの、急に・・・」と、あささ
んが、けげんな顔をすると、「ううん、
なんでもないの・・・」と言って、シゲ
さんは防空頭巾を背にくくりつけると飛
び出していった。
この日は沖合に白波が立ち、北の奥地
から二艘のハシケで避難してきた人たち
が、真岡で下船して第一国民学校に仮泊
するために坂道をあえぎながら登ってい
た。夕方、シゲさんから電話がかかって

きた。「おかあさん。晩ご飯のおかずが
ないの。なにかあったら持ってきてよ」
「ああいいとも。おとうさんがあとでタ
バコを買いに行くというから、何か持っ
ていってもらうから」
娘のなんの屈託もない声にほっとする
思いで、あささんは受話器をおいた。と
ころが、急に深い霧が湧き起こり、日が
暮れるとソ連の空襲に備えて灯火管制を
している町は一寸先も見えない闇とな
り、おかずを届けることはできなかった。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
いまになると、あれがシゲの最後の願
いであったわけで、それを聞いてやれな
かったことを思うと・・・。死を思いつ
めていた娘は、最後に親に甘えてみたか
ったのでしょうね。かわいそうなこと
を・・・
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
後に、あささんは、こう語って声をつ
まらせた。

■５．「武ちゃん、もう会えないかもし
れない」
同じく１９日、交換手の一人・吉田八
重子さんの家では、翌朝の船で北海道に
疎開する予定で、荷造りを進めていた。
しかし職場に残る八重子さん一人を残し
ていくことに、家族は気が重かった。母
親は、八重子さんの大好きなおはぎを作
った。中学３年の弟・武さんがそれを八
重子さんが働いている郵便局に届けた。
すでに辺りは暗くなりかけていた。局の
階段を上って、交換室の戸を開けると、
八重子さんは入り口に背を向けて交換台
についていたが、戸の開いた音に気がつ
いて、振り返ると、そこに弟がいるのを
見て、近づいてきた。
「ねえさん。これ、おはぎだ。荷造りも

終わったし、かあさんが最後のご馳走に、
ねえさんの好物をつくったんだ」と、重
い包みを差し出した。
「ありがとう。武ちゃん、こんなに。重
たかったでしょう」
弟に礼をいって包みを受け取ると、ち
ょっと間をおいてから、低い声で「武ち
ゃん、もう会えないかもしれない。から
だに気をつけて、しっかりやるんですよ」
と言って、涙ぐんだ。
「うん、ねえさんもだよ」 死を決した
姉の言葉とは知らず、武さんは軽くうな
づいて局舎を出た。
後に、武さんはこう語っている。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
生前の姉たちにあったのは私が最後で
あったかもしれません。姉のあのあらた
まっていったことば以外は、ふだんと変
わりない交換室の空気でした。 死ぬとわ
かっていればむりにでも連れもどしたも
のをと思うと残念だ、くやしいと思うの
ですが、死を覚悟しながらふだんと変わ
らぬ表情、動作であったあの人たちの姿
はほんとうに立派なものでした。私の届
けたおはぎを、みんなで分け合って食べ
てくれたろうと思う。死出の旅にささや
かなご馳走であったが・・・
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
■６．「敵の船が見える。かあさん、と
うとう・・・」
２０日早朝、可香谷あささんは、シゲ
さんからの電話を受けた。それがわが子
の最後のことばとなっただけに、あささ
んは忘れることができない。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
敵の船が見える。かあさん、とうと
う・・・。いちばんよいものを着て、き
れいに死んでね。鈴木さんにも知らせ
て・・・
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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あささんが、付近の家に「シゲからソ
連の軍艦が見えるといってきた」とあわ
てて飛び込んでいった瞬間、頭上にもの
すごい弾道音がとどろいた。
真岡の東、内陸部にある清水村逢坂の
広瀬郵便局長夫人きみさんは起き抜け
に、ゴーゴーという遠鳴りを耳にして、
遠雷だと思った。交換手をさらに内陸部
の豊原に避難させた後、きみ夫人は一人
で交換台についたが、真岡から豊原の師
団司令部へ火急を告げる連絡電話を傍受
して、遠雷ではなく、敵の艦砲射撃であ
ることを知った。
真岡局を呼ぶと応答があった。可香谷
シゲさんの声だった。しかし、その声は
銃砲声にかき消されそうになるほどだっ
た。
「外を見る余裕なんかないのよ」 シ
ゲさんの悲痛な声は、いまでもきみ夫人
の耳朶（じだ）にこびりついている。そ
の頃には、ソ連軍が上陸し、自動小銃や
機銃を浴びせながら、市街に侵入してい
たのであろう。きみ夫人は、その後も断
続的に真岡を呼んだが、砲撃で回線が切
断されてしまったのか、午前６時半頃に
は不通になってしまった。
■７．「長くお世話になりました。おた
っしゃで・・・」
真岡の北方にある泊居（とまりおろ）
局との回線はつながっており、真岡の各
所で火の手があがる様子が伝えられた。
銃砲声の中で、弾雨にさらされている９
人に危険が刻々と迫っていることが感じ
られた。交換手の一人、渡辺照さんが「今、
みんなで自決します」と知らせてきたの
は、所弘敏局長の記憶では午前６時半ご
ろだという。
「みんな死んじゃいけない。絶対、毒を
のんではいけない。生きるんだ。白いも

のはないか、手ぬぐいでもよい、白い布 真っ先に目に飛び込んできたのは、監督
の机の前に倒れている高石ミキさん（２
を入り口に出しておくんだ」
所局長は受話器を堅く握りしめて、懸 ４歳）の遺体だった。机の上には、その
命にさけんだ。声だけで相手を説き伏せ 日の交換証のつづりと事務日誌がきち
られないもどかしさ。しまいには涙声で んと重ねられて、そのわきに睡眠薬の空
同じ言葉を繰り返した。しかし、その声 き箱が二つ転がっていた。
吉田八重子さん（２１歳）はブレスト
をひときわ激しさを増した銃砲声が吹
（交換手用のヘッドセット）をつけ、交
き飛ばした。
換台にプラグを握ったまま、うつ伏せに
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
高石さんはもう死んでしまいました。 なっていた。
隣の渡辺照さん（１７歳）も同じくブ
交換台にも弾丸が飛んできたし、もうど
レストをつけ、コードを握って、横倒し
うにもなりません。局長さん、みなさ
ん・・・、さようなら、長くお世話にな になった椅子の上に、おおいかぶさるよ
りました。おたっしゃで・・・、さよう うに亡くなっていた。二人とも、薬物を
飲んで、薄れ行く意識の中で、最後の瞬
なら・・・
間まで、交換台で仕事をしていたのだろ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
う。
所局長も交換手も顔をおおって泣い
他の乙女たちは部屋の真ん中で、肩を
た。無情にも電話は切れた。誰かが「真
岡、真岡、渡辺さん・・・」と叫んだが、 寄せ合うように倒れていた。室内は、い
つものように整然ととしていた。しか
応答はなかった。
し、交換台には、５、６発の弾痕があっ
た。
上田局長は膝まづいて慟哭した。同行
したソ連将校も、静かに胸元で十字を切
って瞑目した。職務に殉じた乙女たちを
見たとき、そこには敵味方も、人種の差
もなく、人間としての崇敬の気持ちがあ
るだけだ、と上田さんは思った。
（文責：伊勢雅臣）
◇ 私が敬愛する、山本明翁 (92)
。シベ
リア抑留１０年、最後の帰還兵だ。翁は
情報将校。よく「抑留のベテラン」など
とふざけるが、立場が立場だっただけに
シベリアで地獄を見てこられたのだろ
う。氏は大変温厚なジェントルマン。し
かし氏はよく「ロスケ」と言う。差別と、
蔑視を込めて。そしてその瞬間目が憎悪
に変わる。それがソ連兵のすべてだと思
う。
増木

■８．職務に殉じた乙女たち
上田局長は郵便局に向かう途中で銃
撃を浴びて負傷し、その後、上陸したソ
連軍に海岸の倉庫に連行された。倉庫内
には血みどろの負傷者がその後も運び
込まれたが、何の治療もされず、翌２１
日朝には局長の周囲にいた重傷者の多
くはすでに冷たくなっていた。
そんな中で、上田局長は「宿直の交換
手全員が自決したらしい」と耳にして、
「ほんとうか」と聞ききつつも、眼から
みるみる涙があふれ、嗚咽が漏れた。
２３日になって、見回りに来たソ連軍
将校に、部下局員の遺体を引き取るため
に局舎に入ることを認めてほしい、と訴
えると、将校は「私が連れて行く」と言
ってくれた。
局舎に着き、交換室の戸をあけると、

曲がり角に来ているのか朝鮮総連 救う会大阪 増木重夫

弊紙 133
号で『金剛山歌劇団』が今
後あちこちで公演し、それに地方自治体
が後援する記事を載せた。金剛山歌劇団
は北朝鮮の日本営業所朝鮮総連の直轄
の工作活動集団。今のご時世、彼らの活
動をどうして容認できよう。関西では１
０月２６日、西宮芸術劇場で公演。後援
するのは尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西
市、そしてそれぞれの教委。とりあえず
前記自治体に抗議。今、日本と北朝鮮が
どういう関係かわかっていないのでは
ないかと思う。そして、元社会党の委員
長、北朝鮮とたいへん深い関係にあると

処分した。」と言う。しかし到底納得は できるか。」「いつでもどうぞ。」近々
できない。できるわけが無い。彼が言う に討論会や学校見学をしようと思ってい
には友好な関係の中から拉致は解決する る。パネリスト募集。条件は①ある程度
と言う。そこで私は「思いつきで悪いが 歴史がわかり、②冷静で③偏見の無い人。
公開で討論会をしよう」と話した。「い もちろん１０月２６日の抗議街頭署名は
つでも応じる。」これにはびっくりした。 予定通り。それはそうとして、彼らが何
今まで日教組や解放同盟に何回も申し込 を考えているのか、対話をしていくこと
んだが全て断られた。「朝鮮学校を見学 は意義があるような気がする。
取る、例えば活動には全く関係のない、 【ご支援等の口座】

郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI
情報デスク
三菱東京 UFJ
銀行 千里中央支店 0044349普通 増木重夫

弊『Ｍ情報』では、日々、全国各地の仲
間から、または情報収集の専門家から情報
が送られてきます。それをメールで転送し
ます。内容はどこよりも詳しく多種多様。
「量が多過ぎとお叱りを受けるのですが、

までお送りく ださい。ま た 、弊紙は郵メ
ールで発送し ています。 重 さ制限は５０
ｇです。まだ 余裕がござ い ますので、資
料等の同封が可能です。ご相談ください。

を（発信名義「 NPO法人 百人の会」）。
h100prs@oregano.ocn.ne.jp

試しに一度受 信してみて く ださい。ご不
要でしたら即 停止いたし ま す。要領は次
のアドレスに 「メール希 望 」と空メール

諸情報のメール配信について

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

弊会『Ｍ情報活動報告』は現在のところ
毎月月始めに全国約５千（目標１万）部
発送しております。掲載ご希望の論文、情
報等ございましたらどんどん表記事務所

原稿・同封資料の募集について

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

先ずは、平素より私どもの活動に力強い
使用申請料等・交通費、通信費
ご支援を賜り心から御礼申し上げます。こ
資料、ビラ等の制作費・備品購入費
のレポートにもありますように、私どもは ○ Ｍ情報が運営を行っている主な団体
子供達に誇りある国を残すため、日々命が
・救う会大阪 ・ＮＯ！ 民主「桜組」
けで戦っています。ところが問題は活動資
・靖国神社に眠る御霊に感謝する会
金。今まで以上にがんばります。何卒資金
・米国に原爆投下謝罪を求める会
のご協力を伏してお願い申し上げます。
・大阪の公教育を考える会
※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
・スパイ防止法の制定を求める会
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・外国人参政権に反対する会・関西
特に「購読料」は設定していません。 ・日教組の違法行為を追及する市民の会
カンパをよろしくお願いいたします。
・ 竹島を奪還する会・関西
・ 改憲祈念の会
○ カンパ金の主な使途は下記団体の、
◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
・活動の資料等の発送費・道路、公園
てご協力ください。

活動資金ご協力のお願い

言われている、土井たか子女史の愛弟子、
中川智子現宝塚市長に８月２３日、市役
所前で「おつるさん」こと、中曽氏等の
応援を得て街宣抗議をした。
そうすると翌日、朴さんという人から
電話があった。「あなた方は誤解をして
いる。・・・・」という。穏やかな紳士
的な物言い。電話で話せるようなことで
はなさそうであり、怖いもの見たさの好
奇心がむくむくと目覚め、まさか殺され
ることもあるまいと思い「一度お会いし
ましょう。」と面談を求めた。相手も望
むところのようであったようだ。
数日後、約束の場所に出向いた。
特に申し合わせたわけではない
が、私も一人、相手も一人。名
刺交換をした。相手は兵庫朝鮮
学校の重鎮、総連の幹部のよう
だ。エライやつが来たなと思
ったが、紳士。代表者が自分
の名前や素性も言えず、「朝
鮮人を日本海にたたきこめ」
などと騒いでいる、某団体よ
りとはよほど信用できる。
彼が言うには日朝友好がも
っとも大事、だからその一環
である『金剛山歌劇団』の講
演を静かに見守ってほしい。
というのである。私も友好は
やぶさかではない。しかし『拉
致』という現実がある以上、
『友好』などとは論外。と申
し上げた。彼は「拉致は重大
な犯罪。首領が犯人を厳重に
宝塚市役所の前で街頭演説の増木
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