第3回

9 条アジア宗教者会議

日
時：10 月 5 日（水）～7 日（金）
会
場：沖縄キリスト教学院シャローム会館
基調講演：高良鉄美氏（琉球大学教授）
「憲法九条と沖縄の現実」
発
題：沖縄、日本、韓国、フィリピン、アメリカ、パキスタン、タイから
それぞれ発題、現状報告がなされます。
参 加 費：2,000 円
（会議全日程のうち講演、発題などの部分参加を募集します）
主会場は同時通訳の設備に限界があり、部分参加の方は副会場で講演、発題を
テレビ画面で観ていただく形になります。外国の発題者の時には通訳音声が流れます。
参加可能なプログラムの概要
【10 月 5 日（水）】
13：30 開会式
14：00 基調講演
15：30 発題（韓国、沖縄・高里鈴代氏）
17：00 ストーリーシェアリング（韓国、沖縄・金城重明氏、フィリピン）
18：30 レセプション（会場・エリスリーナ西原ヒルズガーデン）
20：30 終了
【10 月 6 日（木）】
9：00 朝の祈り
9：05 発題（アメリカ、日本）
10：30 ストーリーシェアリング（パキスタン、タイ）
12：00 午前終了
【10 月 7 日（金）】
15：00 平和行進（県庁前から国際通りを歩いて牧志公園まで）
16：00 解散
※ 参加を希望される方は 9 月 30 日（金）までに沖縄キリスト教学院平和研究所まで電話、ある
いはメール、FAX でご連絡ください。レセプションの人数を確定するため必要です。

申込み・問い合わせ先
沖縄キリスト教学院平和研究所
☎ 098-946-1279
FAX 098-946-1312
E-mail

ocpi@ocjc.ac.jp

第３回九条アジア宗教者会議 全体プログラム
時間

１０月４日(火)

１０月５日(水)

１０月６日(木）

１０月７日(金)

現場研修

7:00

ホテル出発

１０月８日(土)
（順次出発）

朝食

時間
7:00

朝食

嘉数高台（朝食）
8:00 現場研修
ホテル出発
9:00 自衛隊那覇駐屯
地

8:00
（移動）
辺野古など

（移動）

発題２
米国：ニック・ミール
日本：武田隆雄

9:00

声明文討議と採択

10:00

10:00
ストーリーシェアリング2

パキスタン：アフマド
タイ：コソルナビン

11:00

昼食

ひめゆり資料館

12:00

11:00

会場到着

12:00

昼食
DVD上映

13:00 平和祈念公園
（昼食）

昼食
その他

13:00
(移動）

開会式
記者会見(東京）

14:00

基調講演
高良鉄美

15:00
チビチリガマ
16:00

発題１
韓国：ﾁｮﾝ ｳｸｼｸ
沖縄：高里鈴代

グループ討議

聖バルナバ教会

15:00

平和行進
16:00
解散

せーふぁーうたき

17:00

県庁訪問・記者会見 於：牛込聖公会

＜言語別＞
日本語3グループ
英語１グループ
韓国語１グループ

14:00

17:00

ストーリーシェアリング１

(移動）
韓国：ﾁｮ ﾖﾝﾍ
沖縄：金城重明
フィリピン：レックス
18:00

夕食・自由

(順次出発）
18:00

レセプション

19:00

19:00

ホテル到着
20:00

20:00
(移動）

第3回

九条アジア宗教者会議

趣意書

【日本国憲法第九条】
１

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争
と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこ
れを放棄する。

２

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権
は、これを認めない。

１．アジアと世界における「九条」
日本国憲法は、
「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを
決意し」（憲法前文）、「九条」をもって戦争を永久に放棄しました。
九条は、アジア・沖縄の人々に対しては、アジア・太平洋戦争における加害とその反省
の上に立った不戦の誓いであり、日本が二度と軍事侵略をしないことへの誓約です。また、
九条は、日本政府に対して、いかなる戦争もしてはならないことを義務付けた最高法規で
す。
国連の呼びかけによって始まったＧＰＡＣＣ（武力紛争予防のためのグローバル・パー
トナーシップ）は、東北アジアにおける軍縮と非軍事化を促進する重要課題の一つとして、
日本が「この条項（九条）を改定することは、地域の平和と安定に対する脅威となる」と
述べています。このように世界は日本に対して「憲法九条を厳守すること」を期待してい
ます。

２．米軍再編と日本の軍事化
第二次世界大戦での日本の敗戦後、６６年を迎えようとする今日、日本は猛スピードで
戦争への関与のかたちを変貌させようとしています。それは「戦争への加担、協力」から、
自ら「戦争をする国」への変質です。この変貌が米国の「世界的国防態勢の見直し」（米軍
再編）と直結していることは言うまでもありません。東欧から中東、インド、東アジアに
いたる「不安定な弧」に軍備態勢を確立するために、アジア・太平洋地域では「朝鮮戦争
以来最大」（米国防総省）の大規模な米軍再編が実現されています。２００６年５月に行わ
れた日米四者会談においては、同盟国としての日本の軍事的役割がさらに明確にされまし
た。在日米軍と自衛隊の一体化が進められ、現在ワシントン州にある米陸軍第一司令部が
座間基地に移転し、自衛隊の中央即応軍司令部と日米統合司令部を確立する構想です。日
米安全保障条約の極東条項を無視し、米国のグローバル反テロ戦争への全面的協力を目的
としてミサイル防衛の強化も実現しています。
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３．
「戦争をする国」への法制化
安倍政権は、このような軍事化をさらに推進するために最大の障害となる憲法九条の無
力化を狙い、憲法「改正」への道を着々と歩み始めました。世界最大の軍事国の一つであ
る日本の軍事費は米国、ロシア、中国に匹敵し、九条を持たない日本が、アジア・太平洋
地域の平和と安全を脅かす存在になることは明らかです。
１９９０年代後半以来、日本政府は、「戦争をする国」への法整備として、あっという間
に「国旗国歌法（日の丸・君が代）
」、「盗聴法」
、「有事法制」を制定しました。それに加え
て、愛国心教育を軸とする「教育基本法」が改悪され、九条をターゲットとした憲法改悪
の準備が着々と進められています。また、憲法改悪を目的にした「日本国憲法の改正手続
に関する法律」が、２００７年５月１４日に成立し、改憲への道が大きく開かれました。
２０１１年５月現在、この法律は「施行すれども執行できず」という状況にあります。し
かし、改憲原案を審議できる「憲法審査会」の規定が２０１１年５月に衆参両院で成立す
るなど、明文改憲をもくろむ国会内の情勢は予断を許しません。
明文改憲を目指す動きに呼応して、憲法施行直後から始まる解釈改憲の動きも加速化し
ています。イラク特措法に基づく自衛隊のイラク派兵に見られるように、「改憲」と「戦争
をする国」への既成事実が積み上げられています。これは九条の違反する戦争行為（名古
屋高裁のイラク派兵違憲判決を見よ！）を時々の解釈によってなし崩しに踏み越えて、九
条を空洞化させようというもくろみです。２００９年の民主党政権の登場後に、アフガン
戦争への参与であるインド洋への自衛隊派兵は終わりました。しかし、ソマリアへの派兵
は今も続いています。また民主党政権は２０１０年に新防衛大綱を発表し、北朝鮮・中国・
ロシアを仮想敵国化しつつ米国および韓国との軍事同盟を深めることを明らかにしました。
今までの自衛隊の「専守防衛」という方針の見直し、集団的自衛権についての憲法解釈の
見直し、PKO 五原則の見直し、武器輸出三原則の見直しをしようとしているのです。
２０１１年３月に起きた福島第一原子力発電所事故は、今までの原子力・核行政のあり
方を問うています。非核三原則が公然と破られていたことは、米軍の核の傘に入ることや
米軍による核兵器持ちこみ事実の暴露だけではなく、国策としてプルトニウムを作ってい
たことをも含むからです。わたしたちは中曽根康弘・安倍晋三・麻生太郎・鳩山由紀夫ら
首相経験者が、従来の原子力・核行政にも改憲にも核武装にも積極的であることを知って
います。

４．沖縄で世界の平和を祈る
日本におけるこれらの危険な動きに対して宗教者は座視することができません。わたし
たち宗教者はすでに２００７年（東京）、２００９年（ソウル）と九条アジア宗教者会議を
開催してきました。そして九条をそれぞれの生きている場で紹介し、実践し、またその実
践を分かち合う経験を繰り返してきたのです。
前回ソウル会議においては、特に朝鮮半島の平和的統一を焦点として、九条の精神を活
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かしながらこの課題に取り組む祈りと行動を共にしました。その会議の中でわたしたちは
平澤（ピョンテク）の米軍基地と、沖縄の米軍基地の類似性に気づきました。世界的な米
軍による暴力支配が九条の精神に反すること・米軍の存在がアジアにおける九条実現の大
きな障害となっていること、つまりわたしたちは非暴力によって平和を作り出さなければ
ならないという共通認識を得たのです。自国の敵であれば、第三国に対して任意に軍事行
動や暗殺を行うことができると考える米国は、
「暴力による平和」の信奉者です。
沖縄が第３回の会議の開催地に選ばれたのは以上のような経緯からです。
沖縄には「非武装」の伝統が元来ありました。沖縄は明治政府によって侵略併合され強
制的に日本の一部とされました。沖縄は 15 年戦争の際には日本の国家体制護持のために捨
石とされました。沖縄は日本国独立の引き換えに米国の支配下に置かれました。そのため
に米軍基地が存置されることとなったのです。いわゆる「本土復帰」後も、この状況は変
わりませんでした。日米安全保障条約と日米地位協定によって、軍隊は日常的に沖縄の人々
を苦しめています。その米軍が沖縄から出撃して、朝鮮戦争・ベトナム戦争・湾岸戦争・
アフガン戦争・イラク戦争に投入されたのです。そして湾岸戦争以来、日本の自衛隊も米
軍と一体となって戦争行為を行っているのです。
沖縄を含め日本にはただの一度も九条は実現したことがありません。その理由は、憲法
九条違反の米軍基地と自衛隊の存在をわたしたちが認めているからに他なりません。
この現状を宗教者としてどのように考えたら良いのでしょうか。普天間基地をはじめ沖
縄にある基地、あるいは日本にある米軍基地や自衛隊だけが問題なのではありません。ア
ジアに展開され、全世界に展開されている米軍基地、そしてすべての国の軍隊、すべての
集団の武装、すべての人の暴力こそが問題なのです。
「九条を沖縄で実現し、九条を各国に紹介し、九条を国連憲章に書き込むこと」、そし
て「九条をすべての人の心に刻むこと」、そのために全世界の宗教者たちが知恵をこらし、
祈りを合わせ、行動を共にする会議となるようにと願います。「非武の島」で、非武装・
非暴力による平和を希求しましょう。

２０１１年６月３日
第３回九条アジア宗教者会議・実行委員会
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第３回 ９条アジア宗教者会議の開催について
「９条を沖縄で実現し、９条を各国に紹介し、９条を国連憲章に書き込むこ
と」、そして「９条を全ての人の心にきざむこと」、そのために全世界の宗教者
たちが知恵をこらし、祈りを合わせ、行動を共にする会議となるように」願っ
て計画された会議です。
「憲法９条の元に返る」が私たちウチナーンチュの悲願
でした。今でもそうです。日本国政府が９条を蔑ろにしてきたからです。そし
て「民主国」アメリカが日本政府の弱腰に悪乗りして「暴力による平和」を頑
強に押し進めているからです。その陰で世界各地の人たちの命が奪われ、愛す
る者が奪われ、生活の基盤を失い、貴重な自然破壊が続いています。
そのような悲惨な状況は権力者だけの所為ではありません。私たち国民が、
特に権力の暴走をチェックすべき宗教者がその勤めを疎かにしてきたからに他
ならないと反省しています。その反省を平和実現に活かそうというのが９条ア
ジア宗教者会議です。憲法９条を改悪し、軍隊（自衛隊）を海外に派遣できる
ようにしようとの声が平然と声高に主張されています。９条を蔑ろにし、なし
崩しにしようとする政策・施策が押し進められています。仮想敵国をつくり出
し、国民の不安を煽っています。宗派の如何を問わず、今の状況は宗教者にと
って看過することのできないことであります。私たち沖縄にある宗教者も２回
にわたる会議を遂行してこられた実行委員会の呼びかけに応えて宗派を超えて
開催地実行委員会を結成し、宗教者として今の状況をどう捉え、全て人が安心
して生きられる社会をつくり出すために何ができるかを共に考え、行動するこ
とにしました。それが今回の「宗教者会議」です。
「アジア」と銘打ちましたが、
アフリカ、ヨーロッパ、北米からの参加者が多数あります。残念ながら神道関
係者からは反応がありませんでしたが、ユニークな会議になると思います。
会場の関係で参加数を制限せざるを得ませんでしたが、関心をお寄せくださ
ると幸いに思います。
第３回９条アジア宗教者会議開催地実行委員会
実行委員長

大城

実

