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『東大和 9 条の会』からの「戦争と平和に関する」公開質問状の
自由記述欄のまとめ

※ 各問いごとの掲載の順番は、公開質問状回答の到着順になっています。
【質問 1】安倍内閣は､歴代の内閣が憲法上認められないとしてきた「集団的自衛権

行使」を容認する閣議決定をしました。このような仕方での憲法解釈の変更は認

められますか。

Ａ 認められない Ｂ 認められる Ｃ わからない Ｄ 発言したくない

自由記述欄に記述があった方

やまとみどり 床鍋義博 さん Ａ

これを認めてしまった場合、政権が変わる度に､憲法が実質上変更されて

しまう可能性が大きいため。

日本共産党 上林まさえ さん Ａ

憲法はしっかり守るべきであり､閣議決定で容認することは絶対に認めら

れません。

日本共産党 尾崎りいち さん Ａ

憲法の上に安倍首相が君臨するということであり､立憲主義を踏みにじる

ものです。

日本共産党 森田真一 さん Ａ

歴代政権の憲法解釈を覆して内閣が独自の解釈を押し通せば上からのクー

デターとなるものと思います。

無所属 和地仁美 さん Ａ

回答を「Ａ：認められない」としたのは、集団的自衛権行使を容認する閣

議決定をした手順と説明が不十分という立場からです。時代も、世界情勢も変

わってきており、日本と日本国民にとって、必要かつ現実的な方法はなんなの

かという観点で、もっと十分に議論し、また、国民に説明をする必要があると

思います。最終的に必要だという結論にいたる可能性はゼロとは言い切れませ

ん。しかし、その上でも､丁寧な手続きが必要だと感じています。。

やまとみどり 矢野研介 さん Ａ

安倍内閣の閣議決定は安全保障に対する国民世論の変化を反映している。
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市長候補・無所属 尾崎やすお さん Ｃ

解釈を変更するのではなく、国民との議論を通し改訂すべきと考える

【質問２】日本国憲法の下で集団的自衛権を行使することを許容されますか。

Ａ 許容されない Ｂ 許容される Ｃ わからない Ｄ 発言したくない

自由記述欄に記述があった方

やまとみどり 床鍋義博 さん Ａ

集団的自衛権そのものの定義が憲法と同じ位に重要な事項にもかかわらず､

国会の決議によって決まっていない。

日本共産党 上林まさえ さん Ａ

日本国憲法は、過去の戦争の反省から二度と戦争をしないと誓ったもので

す。そこから考えても、集団的自衛権の行使は許されません。

日本共産党 尾崎りいち さん Ａ

集団的自衛権は､侵略の隠れ蓑に使われてきたものです。憲法９条と相容

れるはずがありません。

日本共産党 森田真一 さん Ａ

専守防衛が任務である自衛隊を変質させることになると思います。ちなみ

に憲法学者の木村草太氏によれば、自衛隊の海外での武力行使は憲法の定める

内閣の職務（「国務」と「外交」）に当たらない、憲法７３条に違反となると説

明してます。

無所属 和地仁美 さん Ｃ

質問１の意見でも述べましたが､世界情勢が大きく変わっている状況で、必

要かつ現実的な結論を導き出す必要があります。回答は「Ｃ わからない」です

が、世界の中で日本がどのような立ち位置をとるのか、また、極論、自国だけ

ですべてを解決できるのかという観点で考えると､外交は相手のあることなの

で、許容されないという大前提に立って考えるだけでは､現実的な解答は導けな

いと考えています。ニュートラルな状況で､大きな観点から自国を見直して、結

果として認められる､認められないという回答を導き出すべきで､最初から「あ

りき」で議論すべきではないと考えています。
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やまとみどり 矢野研介 さん Ａ

憲法に関わらず､今の情勢で集団的自衛権の行使を容認することはアメリ

カの戦争にどこまでもついていくことになる。

市長候補・無所属 尾崎やすお さん Ｃ

国民を守るという意味で、範囲が広すぎるのではないかと考える

【質問３】特定秘密保護法については「深刻な危険性があり、地方自治にも数々

の支障を来すので廃止すべきだ」という指摘があります。この法を廃止す

べきだという意見について、どう思いますか。

Ａ 廃止すべきである Ｂ 廃止すべきではない Ｃ わからない Ｄ 発言したくない

自由記述欄に記述があった方

日本共産党 上林まさえ さん Ａ

当然廃止すべきです。

日本共産党 尾崎りいち さん Ａ

国民の知る権利を奪うものであり､戦争する国づくりと一体のものです。

日本共産党 森田真一 さん Ａ

廃止すべきです。２４条を素直に読めば、西山事件を想起せざるを得ませ

ん。報道の自由と国民の知る権利を脅かす危険な性格を備えていると考えます。

無所属 和地仁美 さん Ｃ

回答の選択肢が制限されていたので「Ｃ わからない」を選択しましたが、

内容を再度見直し､現状にあった形で、本来的に法律で縛るべきもの、そしてそ

の方法を再考し､同様の法律を作るべきではないかと思います。その際は､テロ

や情報化社会が進んでいる今日の世界情勢と国の安全確保、国民の知る権利と

の関連を十分に考えてつくる必要があると思います。

やまとみどり 矢野研介 さん Ａ

特定秘密をチェックする民主主義的な第三者機関の存在がないので深刻な

危険性がある
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市長候補・無所属 尾崎やすお さん Ｃ

国民の安全のため、国として必要な秘密事項があると考えるが、その事項

がよくわからない（見えない）

【質問４】日本国憲法第９条を変える動きがありますが、あなたはどう思いますか？

Ａ 賛成である Ｂ 反対である Ｃ わからない Ｄ 発言したくない

自由記述欄に記述があった方

日本共産党 上林まさえ さん Ｂ

戦争をしないと誓った９条は､日本だけでなく世界の宝です。絶対に変え

るべきではありません。

日本共産党 尾崎りいち さん Ｂ

９条を持つ国にふさわしい､平和の道で国際的な役割を果たすべきです。

日本共産党 森田真一 さん Ｂ

反対です。主要な歴史学者や経済学者も、近代戦では軍事的手段で平和

を勝ち取れた例はない、戦勝国であっても、得た利益より損失が上回ると説い

ています。９条は､夢想的なのではなく近現代史から導かれた優れて戦略的な考

え方だと考えます。

無所属 和地仁美 さん Ａ

本来、憲法は権力を縛り、人権を守るために国家権力を縛るための法で

す。現行憲法９９条は､公務員だけに『憲法尊重擁護義務』を課しており、国民

はむしろ『憲法を守らせる側』にいます。法律の文章は「時代による解釈」が

できる表現が多くあります。９条においても変えることを希望している側は自

分達の都合の良いように解釈していることはもちろんですが､変えたくないと言

っている側も同じような側面があると思います。各自が都合良く解釈しないよ

うな文面、内容に変えるべきだと考えます。

やまとみどり 矢野研介 さん Ｂ

アメリカに依存せずともやっていける外交力を日本は磨くべき。
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市長候補・無所属 尾崎やすお さん Ｂ

現時点で変更する必要はない。

【質問５】戦後７０年を迎えて、平和都市宣言都市の東大和市としてどんな取り

組みを考えていますか？お考えがあれば記載ください。

自由記述欄に記述があった方

自民クラブ 森田憲二 さん

平和に驕ることなく、意識の中に平和の有難を実感する。

やまとみどり 床鍋義博 さん

日立変電所という戦災建造物を通して戦争の悲惨さを訴えていく。

革新無所属 原口静夫 さん

私の１５年前の取り組みの成果でもあると自負している旧日立航空機の

戦災遺構付近と老人福祉施設さくら園と警視庁グランドにはさまれた通りを通

行止めにして桜の開花時に「さくら平和祭」を開催。それそのものは意義がな

いと考えている「うまかんべえ祭」をこの「さくら平和祭」時に開催し意義あ

るものにつくりかえる

日本共産党 上林まさえ さん

平和都市宣言を､市役所はじめ市内のあちこちに掲示し、集団的自衛権

行使・秘密保護法に反対する意見書を国に出すべきだと思います。

日本共産党 尾崎りいち さん

すばらしい内容の東大和市の平和都市宣言を、市役所本庁舎をはじめ、

市の建物に掲示すべきです。（今、どこにも掲示されていません）

東大和･生活者ネットワーク 実川圭子 さん

市民参加の取り組みが増えるように応援したい。

やまとみどり 中野志乃夫 さん

市内桜が丘の戦災建造物を世界の平和のシンボルに
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日本共産党 森田真一 さん

せっかくの平和都市宣言が掲示されないままになっているのはもったい

ないと思います。これまでも庁舎等に掲示板の設置を求めてきました。戦争証

言の記録では､市内では空襲や被爆、満蒙開拓団、特攻など様々な戦争体験を持

つ市民が証言を続けていますので､多用な証言が記録されることを希望します。

無所属 和地仁美 さん

質問５と質問６について 国、人類の平和に関しては「平和都市宣言」

をする､しないに関わらず､様々な場面で考え、子供たちにも伝えていくべきだ

と思います。戦後７０年の節目は「５０年」「１００年」と言った区切りの良い

年だから注目されているのではなく、戦争を体験した人達が、圧倒的に少なく

なる節目だから注目されているのだと思います。よって、体験された方の声を

届ける方法を文集などだけではなく､可能であれば生の声、映像などで後世に伝

える方法を取ることが東大和市も必要だと思います。

また、学校教育の中では「戦争の悲惨さ」だけではなく、なぜ、戦争が起こる

のか、その根っこにある利益に対する人間の欲、自分の足元しか考えられない

短絡さが原因になっていることなども教える必要があると思います。

やまとみどり 矢野研介 さん

世界の自治体（都市）との国際交流で東大和市が「平和都市」である

ことを知ってもらう。

市長候補・無所属 尾崎やすお さん

旧日立航空機（株）変電所を活用しての平和事業の拡大 戦後７０

年の今年をスタートの年とする 広島･長崎等への参加を通して､平和の大切

さを伝えていく．

【質問６】 学校教育の中で行う平和教育について､お考えがあれば記載ください。

自由記述欄に記述があった方

自民クラブ 森田憲二 さん

戦争の経験があった事への認識と平和に対する感謝
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やまとみどり 床鍋義博 さん

上記と同じく、平和を守るためには、不断の努力が必要であり、国際

的紛争の最終的解決を戦争に委ねることは間違いであると言うことを教育すべ

き。

革新無所属 原口静夫 さん

都内にある様々な戦跡（戦災遺構）を見学する社会見学の実施

日本共産党 上林まさえ さん

ドイツにならい､侵略戦争の事実をしっかりと子ども達に伝えると共に

戦争の恐ろしさ、残酷さをしっかり教えることが大切だと思います。武力を使

わずに対話をしてこそ､真の平和への道だと教えることが大切だと思います。

日本共産党 尾崎りいち さん

私は政治家であり、教育内容については抑制的であるべきと考えていま

す。現場の教師の創意が生かされる環境がつくられるべきだと考えます。

東大和･生活者ネットワーク 実川圭子 さん

違いを認め合い、対話をすることの大切さ、武力や暴力による解決は解

決にならない。日常の中から考えていく。

やまとみどり 中野志乃夫 さん

現在、市内の小学６年社会（教育出版）の教材のように、中学でも戦災

建造物を取り上げて欲しい。

日本共産党 森田真一 さん

歴史修正主義的な内容の教科書の採択には反対です。すでに小学校で実

施されているＡＳＥＡＮ紹介授業などが北東アジア諸国の対象に広がるとよい

かと思います。

やまとみどり 矢野研介 さん

どんな「歴史観」が台頭しても最終的に本人の頭で考えていけるような

平和教育を進めていく。
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公開質問状について

平成２７年４月２０日付けで､４月２６日執行の東大和市議会選挙及び市

長選挙の立候補者の方に、公開質問状を郵送いたしました。選挙運動期間

中でもあり、最初は回答期限を明示していませんでした。選挙終了後、ま

だ回答をお寄せいただいていない方に、回答をいただくよう５月４日に要

請のはがきを出しました。その時には、５月１２日を締め切り期日として

設定いたしました。

回答をいただけた方は､以下の方々です。（回答受付順）

森田憲二さん（自民クラブ）、床鍋義博さん（やまとみどり）、原口静夫さ

ん（無所属）、上林まさえさん（日本共産党）、尾崎りいちさん（日本共産

党）、実川圭子さん（東大和・生活者ネットワーク）、中野志乃夫さん（や

まとみどり）、森田真一さん（日本共産党）、和地仁美さん（無所属）、

矢野研介さん（やまとみどり）、押本修さん（自由民主党）、

市長候補 尾崎やすおさん（無所属）

再度の回答要請にもかかわらず､我々市民の公開質問状に、残念ながら回答

をいただけなかった方（得票順）

二宮よしこさん（民主党）、はちすかかずまささん（自由民主党）、東口ま

さみさん（公明党）、中村庄一郎さん（自由民主党）、佐竹やすひこさん（公

明党）、あらはた伸一さん（公明党）、なかま建二さん（公明党）、きどおか

秀彦さん（公明党）、関田まさたみさん（無所属）、だいごはるおさん（民

主党）、関田みつぐさん（無所属）、根岸としひこさん（無所属）、関野たか

なりさん（無所属）、若林かずおさん（無所属）、ささきただしさん（無所

属）、やまうち章明さん（無所属）

市長候補 尾又まさのりさん（無所属）


