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せないための署名運動
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2008 年末から 3 週間にわたって行われたイスラエル軍のガザ攻撃
によって、1400 名以上のガザ住民が虐殺されました。イスラエル軍が、

●署名運動呼びかけ団体（全 32 団体、50 音順）

「一方的停戦宣言」 を行い、 ガザ市街地から撤退した 2009 年 1 月

・アジア女性資料センター

20 日、 アメリカ合州国ではオバマ政権が発足しました。

・アジア太平洋資料センター

それから 8 ヶ月経った 9 月 15 日、 国連人権理事会の委任に基づ
き発足していた国連独立調査団は、 「ガザ紛争」 において戦争犯罪
が行われたと結論付け、 責任者処罰に向けた具体的措置を紛争当
事者および国連総会と安保理に求める 「ゴールドストーン報告書」 を
発表しました。 その翌日、 日本では、 鳩山内閣が発足し、 歴史的
政権交代が実現しました。

・ATTAC 関西
・ATTAC ジャパン（首都圏）
・新しい反安保行動をつくる実行委員会
・アハリー・アラブ病院を支援する会
・大阪 YWCA 国際部委員会
・関西共同行動
・京都 YWCA

しかし、 アメリカと日本における大きな政治の変化にも関わらず、 ガ
ザの封鎖は継続し、 入植地建設が止まることもありませんでした。

・神戸ラブ＆ピース
・さぼてん企画

こうした状況を受け、 私たちは、 ガザ虐殺開始から 1 年が経った

・どこまでも 9 条の会

2009 年 12 月 27 日、 全国の市民団体 20 団体 （後に 32 団体） の

・トモニプロジェクト

連名で、 「民主党 ・ 社民党 ・ 国民新党連立政権に対して日本の中

・日本キリスト教団大阪教区社会委員会

東政策の抜本的な転換を求めるガザ虐殺を繰り返させないための共

・日本聖公会大阪教区宣教部

同声明」 を発表しました。 また、 同趣旨の 「ガザ虐殺を繰り返させ
ないために中東政策の抜本的な転換を求める要請書」 署名運動を開
始しました。

・日本パレスチナ医療協会
・パレスチナ・オリーブ
・パレスチナと仙台を結ぶ会
・パレスチナの平和を考える会

2010 年 5 月 21 日、 私たちは全国各地から寄せられた 5261 筆の

・パレスチナ連帯・札幌

署名を外務省に提出し、 署名の要請内容について担当部局の責任

・反戦と生活のための表現解放行動

者と協議を行いました。 また、 同日、 参議院議員会館にて 「ガザ虐

・ふぇみん婦人民主クラブ

殺を繰り返させないための院内集会」を開催しました。 この報告集は、

・フレンズ オブ アシーラ

この外務省協議と院内集会の記録です。

・フレンズ オブ マーシー・ハンズ

集会の 10 日後には、 ガザ封鎖を突破して、 同地区に援助物資を

・平和と生活をむすぶ会

届けようとした 「ガザ自由船団」 に対し、 イスラエル軍が奇襲攻撃を

・辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動

行い、 9 名の活動家を殺害しました。 ガザ ・ 西岸地区の占領は今も

・ほっかいどうピースネット
・ミーダーン〈パレスチナ・対話のための広場〉

続いています。
私たちの今回の取り組みが、 占領終結にむけた次の行動を起こす
ための踏み台となることを願います。 なお、 この報告集は、 ミーダー
ン 〈パレスチナ ・ 対話のための広場〉 とパレスチナの平和を考える会
の 2 団体が編集 ・ 作成し、 内容について責任を負っています。
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・みん宿ヤポネシア
・八ヶ岳板垣塾
・RAWA と連帯する会
・リブ・イン・ピース☆ 9 ＋ 25

５ ・ ２１外務省協議報告
5 月 21 日の午前中、私達は、これまでに集めた 5261 筆

は、阿部知子議員に対する議会答弁で、
「停戦中に、ガザ地

の署名を外務省に提出し、１時間強にわたって、中東アフ

区にありますハマスの方から先にロケット攻撃が始まって、

リカ局等、担当部局の責任者と話し合いを行った。

それに対する報復というのが今回の停戦が壊れたきっかけ

協議には、パレスチナの平和を考える会およびミーダン

であります」と答えた。私達は、一連の「紛争」のエスカ

〈パレスチナ・対話の広場〉のメンバー計４名に加え、仲介

レートは、ファタハ・ハマース和解交渉を目前に控えた 11

議員となっていただいた服部良一事務所からは、森原秀樹

月 4 日にガザで行われたイスラエル軍によるハマース活動

秘書が参加した。

家 6 名の殺害を契機としていることを指摘し、あらためて

外務省側からは、中東アフリカ局の香川剛廣参事官、総

日本政府としての認識を問いただした。しかし、香川参事

合外交政策局人権人道課の志野光子課長、国際協力局国別

官は、イスラエル側の見解を日本がそのまま受け入れてい

開発協力第三課の綱掛太秀課長補佐などが出席した。

るわけではないと繰り返すのみで、時間不足もあり、この
問題を十分に追求することはできなかった。当時、ハマー

１．ゴールドストーン報告書に対する評価について

スは、停戦期間の延長を提案していたにも関わらず、イス
ラエルは、それを拒否していたのであり、また、期間終了

まず、私達は、日本政府が国連総会や国連人権理事会に

前に停戦破りをしたのもイスラエル側であった。それでも、

おいて、ゴールドストーン報告書の勧告の履行を求めるほ

ガザ虐殺の最大の原因がハマースのロケット弾攻撃である

とんどの決議で棄権票を投じている理由をただした。

というイスラエルの明白な嘘が、国際的に広く流通し、日

これに対し、志野課長から、決議に先立つ非公式協議の

本の首相の発言にまで浸透したという事態は深刻だ。

場において、決議案の文言をすべての当事者が飲み込める

ガザ虐殺後の状況について、ハマース政府を含む関係者

ような内容に変える努力をした上で、国際社会の中で前進

からの聴取などの努力をしているかとの質問に対しては、

できるような内容になったかどうかを判断し、投票の内容

ハマースと直接接触することは、外交原則としてできない

を決定しているという説明がなされた。具体的には、報告

が、国連職員を通じてなど、間接的にハマースの統治状況

書のなかで勧告されている独立専門家委員会の設置の具体

についての情報収集はできているとのことであった。また、

的内容が大きなポイントの一つになっていたという。

他のヨーロッパ諸国で国会議員がガザを訪問し、ハマース

紛争当事者が自身の戦争犯罪行為について十分な調査を

政府と話をしていることなども把握しており、
（ハマースと

行うということは常識的に考えられず、第三者による調査

のチャンネルについての）問題意識は持っているとのこと

機関が不可欠であることは、非専門家である私たちにとっ

であった。

ても明らかである。しかし、外交の専門家である外務官僚

香川参事官自身、この３月にガザを訪問・視察したとの

にとっては、必要以上にイスラエルを刺激するものと考え

ことで、大使や公使、担当官レベルではより頻繁に現地を

られているらしい。

訪問し、
UNRWA、
UNDP など、
国連機関と協議をしているという。

実際、香川参事官からは、イスラエル政府やイスラエル

そうしたなか、ガザ封鎖によって、国連機関のプロジェク

の世論がこの報告書に対して強く反発していること、ゴー

トも、日本の援助プロジェクトも軒並み影響を受けてとま

ルドストーン判事自身がユダヤ人社会から「裏切り者」と

っているという状況が報告され、
「ガザの最大の課題は封鎖

の指弾を受けていることなどが指摘され、戦争犯罪追求に

を解除すること」という認識が外務省側から明確に語られ

関するイスラエルへの国際的圧力が、必ずしも「和平」交

たことは重要だと考えられる。現地レベルでも、閣僚レベ

渉にプラスに働くとは限らないとの見解が示された。イス

ルでも、イスラエル側に働きかけているということであっ

ラエル側の反発をもって、同国に対する国際圧力への消極

た。

的姿勢の理由とする自己撞着的議論に、日本政府のパレス

一つ、確実に必要なことは、政府の動きとは別に与野党

チナ問題に対する姿勢が良く現れていると言える。ゴール

の国会議員が現地を訪問し、ハマース政府関係者との対話

ドストーン報告書の政治的実行力を削ごうとする外務省の

を含め、ガザ封鎖の現状をしっかりと把握することであろ

スタンスは、人権や法的正義といった観点よりも、大国の

う。

パワーポリティクスへの追従を優先するものだと言える。
３．イスラエル入植地産商品の原産国表示問題について
２．ハマースとガザ封鎖について
死海のミネラルを使用したコスメ商品で有名なアハバ社
ガザ虐殺が行われていた昨年 1 月 9 日、当時の麻生首相

は、その全商品を西岸地区内のミツペ・シャリーム入植地
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で製造している。日本国内では、株式会社ダイトクレア
が総輸入元となっているが、その商品の原産国表示はイス
ラエルとなっている。私たちは２月に、西岸地区内の入植
地で生産された商品の原産国がイスラエルとなっているの
は、関税法や景品表示法に違反する偽装表示にあたると考
え、財務省および消費者庁に輸入許可停止や排除勧告など
の対処を要請した。これに対し、財務省は調査を約束したが、
消費者庁は、外務省中東一課に問い合わせたところ、
「イス
ラエル入植地は、イスラエル領であるともいえないが、イ
スラエル領でないともいえない」と言われたため、景品表
示法違反との判断を下すことはできない、とのことであっ
た。
しかし、今回、外務省にあらためて、この問題について

全国から集められた署名５２６１筆を受け取る香川参事官（左）

問いただしたところ、イスラエル入植地がジュネーブ第４
条約違反であり、撤去されるべきだということ、入植地が
イスラエル領ではないことは明確であり、仮に入植地産の

けが問題なのではなく、西岸地区全体が問題なわけで、入

商品がイスラエル産という表示になっているのであれば、

植活動が拡大されているということは、東エルサレムであ

それは正確な表示ではない、という見解が示された。そして、

っても、西岸の南部であっても、皆同じ問題です」といっ

関税法・景品表示法等、国内法にそれらの原産国表示が抵

た調子である。開発援助対象地域における入植地拡大や占

触するという問題については、関係省庁と対応を話し合っ

領政策の強化といった犯罪行為に対し、何ら対応する意志

ているところだということであった。

をもたないのであれば、
「平和と繁栄の回廊」という看板は

近年、外務省のプレスリリースや談話において、明確に

直ちに下ろすべきであろう。逆にこの看板を掲げ続けるの

表明されることのなかった入植地の違法性が今回の協議で

であれば、渓谷地域における占領の問題から日本政府は目

明言され、また、入植地産製品の原産国表示問題についても、

を背けてはならない。協議の中では、最終的に指摘した状

対応の必要性が認識されているという点については、評価

況に対して「危機感はもっている」という答弁を引き出し

すべき点であり、今後、外務省がこの問題を放置しないよう、

ただけに留まった。
２点目の廃棄物処理場問題については、国際協力局の綱

しっかりとチェックしていく必要がある。

掛課長補佐から「もともとパレスチナ人がそこにゴミを捨

また、同時に、この問題への認知をどこまで日本社会、
あるいは国際社会のなかで広げていくことができるかが、

てていたところを整備したもので、そのことについては、

市民運動側の課題であるといえるだろう。

パレスチナ人から非常に感謝されている。住民の 80% がプ
ロジェクトに満足している」との回答があった。
日本の ODA プロジェクトは自治政府をパートナーとして

４．「平和と繁栄の回廊」構想について

進められており、上述の住民の意識調査も自治政府によっ
て行われ、報告されたものである。しかし、援助を受ける

「回廊構想」については、2 つの問題を取り上げた。第一に、
現在、ヨルダン渓谷で 20 年以上振りに、新たな入植地建設

立場にある渓谷住民の意見を、プロジェクトを運営する立

（マスキオット入植地）が進められており、それに伴い、住

場にある自治政府や JICA が調査したときに、批判的な意見

民の強制追放等の措置がとられていることについて日本政

をすくい出せない可能性は高い。パレスチナの独立系 NGO

府としてどのような対応をしているのかということ。

の大半は、多かれ少なかれ、自治政府の現状について批判
的であり、そうした草の根の意見をどこまでしっかりと受

２点目は、昨年３月、パレスチナの代表的 NGO ３団体が、
廃棄物処理場を A 地区内に設置している廃棄物処理プロジ

け止められるかどうかが、渓谷地域の占領政策を原因とす

ェクトの現状について、住民の「生活の質を低下させると

る「回廊構想」の行き詰まりを打開する鍵となるであろう。

同時に、自然な地域発展のために必要なスペースを制限す
る」ものであり、「存続可能なパレスチナの開発という観点

以上、１時間以上にわたった協議では、運動側の準備不

において、ほとんど意味のない」ものだと厳しく批判する

足で追求しきれなかった点も多くあったものの、思ったよ

声明を発表したことについての、その後の対応である。

りも突っ込んだ議論ができたという印象はある。特に、日

１点目に関する香川参事官の回答には、ヨルダン渓谷地

本政府がイスラエル入植地を違法と明確に認識していると

域に対する日本の関与について、できるだけ強調しないと

いうことが確認されたことは重要である。ただし、認識に

いう意図が感じられた。たとえば、「ヨルダン渓谷は広い地

外交政策が伴わなければ意味はない。そのためにも、市民

域で、（マスキオット入植地のある）北部の方と我々がやっ

運動がより「政治力」
「ロビイング力」を付けていく必要が

ているジェリコとはそんなに近接していない」「別に渓谷だ

あるだろう。
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「ガザ虐殺を繰り返させないための院内集会」
概要報告
外務省協議のあと、正午から参議院議員会館第 6 会議室

せざるを得ない。当局者の耳に入らない声を聞いている現

で「ガザ虐殺を繰り返させないための院内集会」が行なわ

地のＮＧＯの声に耳を傾けることを望みたい。

れました。1 時間という短い時間のなかで、中身の濃い集
会が実現できたかと思います。以下、各発言の要旨をご報

2．署名活動と外務省協議の概要について（役重善洋、パレ

告します。

スチナの平和を考える会）

1．署名活動と外務省協議の概要について（斉藤一清、ミー

「平和と回廊構想」を進めているプロジェクト対象地域の

ダーン〈パレスチナ・対話のための広場〉）

なかにある、マスキヨット入植地とミツペ・シャリーム入
植地という 2 つの入植地の問題について指摘したい。マス

イスラエルによるガザ侵攻から 1 年目、私たちは全 32 団

キヨット入植地はこの地域のなかで、20 年ぶりに新たに作

体による呼びかけのかたちで、「ガザ虐殺を繰り返させない

られた入植地だ。この 1、2 年のあいだに建設の動きがあり、

ために中東政策の抜本的な転換を求める」共同声明を出し、

イスラエル国内でも批判が出ているが、2 カ月前にネタニ

その賛同署名を募る活動を始めた。集まった約 5 千名分の

ヤフ首相は、イスラエルは絶対に撤退しないと明言した。

署名を提出し、またその要請内容について担当者と協議す

入植者が新たにテントを建て、近辺のパレスチナ人居住区

るために先ほど外務省に行って来た。

に圧力をかけているため衝突が起こり、そこにイスラエル

ゴールドストーン報告書をめぐる国連人権理事会決議を

軍が入って来てパレスチナ人住民が追い出される寸前の状

日本政府が棄権した件については、当事者間の話し合いを

況だ。日本のプロジェクトの関与する地域でこうしたこと

促すためには当事者同士が納得できる文言であるべきだと

が起きていることについて、厳しく注目すべきであること

いうのが担当者の説明だった。つまり「文言調整上の問題」

を外務省に訴えた。

というテクニカルな事情である。しかしすべての当事者が

もうひとつのミツペ・シャリーム入植地にはアハバとい

納得できなくとも、より大きな加害行為を働いた者には迅

う企業が工場をもっており、ビジターズセンターを併設し

速に圧力が加えられる措置を講じるのが、国際人道という

た建物が入植地内にある。周辺は砂漠地帯だが、この入植

ものではないだろうか。普通の市民感覚では当然とされる

地はパレスチナ人に属するはずの水源を勝手に引っ張るこ

こうした視点が、テクニカルな事情によってあっさり断念

とによって作られている。

されてしまうことは疑問である。

このアハバの商品、石鹸やシャンプーが日本で売られて

入植地・占領の問題については、入植がジュネーヴ第 4

いるが、原作国表示がイスラエルとなっていることを外務

条約違反であるという見解を日本も共有している、という

省との間で問題にした。入管法および景品表示法違反の商

ことを確認した。一方、日本の主導で推進されているヨル

品が堂々と売られているということを訴えた。外務省はイ

ダン渓谷「平和と繁栄の回廊構想」については、現状の認

スラエル入植地がイスラエル領ではないということを明言

識が大きく違っていることを確認することになった。生活

し、外務省の中東アフリカ局参事官は、関係省庁と連絡を

の苦しいパレスチナ現地住民を日本が支援することに何ら

取り、どのように対応するか検討中であると返答した。こ

異議はないが、現地の人びとを最も苦しめているイスラエ

れは単なる国内法の問題ではなく、イスラエルの入植地が

ルの占領の問題を直視し、もっと断固たる要請をイスラエ

和平交渉における最大の障害となっている点について、日

ル政府にしていく必要がある、というのが私たちの立場だ。

本が正面から取り組むための一つの試金石になるだろうと

それ抜きに構想はうまく進んでいるという認識であるのな

考えている。我々市民運動としても、この問題にきちんと

ら、それは現場のニーズを日本側が正確に汲み取れていな

注目していきたい。

いということに他ならない。現地の複数のＮＧＯが、まさ
にそうした観点で日本の回廊構想に厳しい目を向けている。

3．新政権への提言～入植地の違法性を明確にすることの重

このような援助の形態は経験がなく、自分たちとしても

要性について（ワリード・シアム駐日パレスチナ常駐総代

試行錯誤の連続だ、と参事官は述べていたが、それにして

表部代表）

は従来の途上国援助の方法論をそのまま当てはめて自己満
足しているようにも感じられ、占領下パレスチナの現実に

パレスチナ問題に興味をもって集まった皆さんに感謝し、

ついての認識が不思議なほど欠けていることに懸念を表明

右に座っている私の友人、ラジ・スラーニ氏の今回の初訪
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を違法なものとして扱わなければいけない、という当たり
前の論理だ。
イスラエルは弱い国ではない。イスラエル軍は、世界の
軍の中でもトップ 5 に入り、武器輸出と大量破壊兵器関し
てはトップ 10 に入る。イスラエル軍は核兵器を持ち、これ
を手放すことを拒否している。我々はしかし、平和のため
には二国家が共存する道しかないと思っている。つまり安
保理でも決められているように、1967 年のグリーンライン
から入植者が出て行くということ、これが唯一の平和への
道だ。しかし今、この現状はどうだろうか。
我々は平和がほしい。安保理で決められた決議がいつか
実現され、平和が来ることを求めている。
4．服部良一議員の発言
日が成功裏に終わることを祈りたい。
ガザ、ヨルダン川西岸、東エルサレムが、今日までずっ
とイスラエルの占領下にあることを皆さんにご承知おき願
いたい。イスラエル軍の許可を得なければ、他の町に行く
ことすらできない。パレスチナ自治政府自体も占領下にあ
り、アッバース大統領でさえも、イスラエルの統治下にいる。

1967 年の地図を見ると、グリーンラインがあり、その
内側にパレスチナの町や村が存在していた。2008 年の地
図では、そこに青色で示された入植地が出てくる。また
入植地とは別に、アウトポストと呼ばれるものが地図で
は水色で示されている。将来の入植地建設を見越した前
哨基地のようなものだ。アウトポストは 105 ヶ所、入植
地は一四九ヶ所、入植者の数は 46 万 2000 人だ。
アメリカの中東政策は完全に失敗している。パレスチナ

そして道路が封鎖されている場所が 467 ヶ所、それから

問題の解決なしに中東和平はありえない。ガザの虐殺の問

検問所が 93 ヵ所あり、グリーンラインの内側にある隔離壁

題については、もっと国際的な世論を盛り上げ、解決に向

が黒いラインで示されている。壁、検問所、入植地、アウ

かわなくてはならない。国会の中でもこうした声を広げら

トポスト、そのすべてを考えると、かなりの全部がイスラ

れるよう、努力していきたい。

エルに取られていることがわかる。1967 年以降、東エルサ
レムでも入植者の数は増えている。

5．ゴールドストーン報告書に対する日本と世界の対応

入植地というのはすべて違法なものであり、日本政府も

（伊藤和子、特定非営利法人ヒィーマンライツ・ナウ事務局長）

それが違法であることを明言している。社会の発展と平和
にとってたいへん障害となり、明らかに国際法に反するも
のである。国際司法裁判所も 2004 年 7 月 9 日、これを違法
であると明白に認めた。
平和を阻害するものとしてはさらに隔離壁があるが、こ
れについても国際司法裁判所は 2004 年に、違法なものであ
るとした。我々の意思に反して、入植地、アウトポスト、
検問所、隔離壁が次々と建設されている。
入植地が違法である以上、その中で生産された生産物も
無論、違法である。彼らは我々の土地でこうした生産物を
売り、そこから得たお金を、その違法な領土を広げるため
に使っている。つまり不法に得られたお金が不法なものを
作ることを助長しているのだ。
我々はそこで日本の政府にも、こうした生産物が日本に
輸入されることを禁止するよう要請している。入植地自体

皆さんご存知のとおり、ガザでは 2008 年 12 月から翌年

が違法なわけですから、違法な所で作られた違法な生産物

1 月までイスラエルによる軍事攻撃が行われ、約 1400 人も
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の命が奪われた。これに対して何ら罪が問われない状況が

5 ヶ月間調査の状況を見ようということになり、このとき

続き、現在に至っている。この不処罰をどう乗越えていく

にようやくＥＵ及び日本政府が賛成する立場になった。こ

かが日本や国際社会の課題だ。

の期限は 7 月 26 日だが、イスラエルは漫然と何もしてい

国連の動きとしては、2009 年 1 月 12 日、国連人権理事

ない。このままでは再び不処罰ということになりかねない。

会が特別セッションを開き、そこで決議を採択している。

また安全保障理事会はまったく動いていないなか、日本も

イスラエルによるガザ攻撃の非難、即時攻撃停止、撤退の

安保理の常任理事国として、この問題をまず議題にのせる

要求、そしてガザ封鎖の解除、国際人権人道法の尊重の要請、

べきだと思う。

そしてこのガザ紛争におけるすべての国際人権人道法違反

中東紛争の歴史は、イスラエルが国際法違反を繰り返し

を調査する独立調査委員会の設置を決定すること、といっ

てきた歴史だ。そして、それを欧米諸国や日本が見逃して

た内容だ。日本政府は当初、国際的な調査に賛成していたが、

きた。国際法違反による人権侵害に対して、不処罰のまま

この国連人権委員会の決議では棄権した。決議自体は成立

誰も強い圧力をかけないのであれば、中東紛争は解決しな

し、旧ユーゴ、ルワンダの戦争犯罪法廷の検察官を務めた

い。人権という視点から、日本が国際的な役割を果たすべ

ゴールドストーンという国際的に著名な裁判官を座長とす

きだ。

る国際調査団が、国連によって任用された。そして 2 度ガ
ザに入り、38 人に対する証人尋問、108 人、188 件に対す

6．首藤信彦議員の発言

るインタビューなどを行い、非常にしっかりとした調査を
展開した。その結果、9 月 15 日に報告書が提出された。
4 月から 8 月までの調査の結果、イスラエル軍、パレス
チナ組織の双方に戦争犯罪が認められ、そして、人道に対
する罪に該当する可能性があるということがこの調査報告
書には明記されている。そしてガザ封鎖が集団懲罰に当た
るとして、即時解除を求めている。さらに注目すべきなの
は、3 ヶ月以内に国際基準による調査を行い、その結果を
さらに 3 ヶ月以内に提出することを安保理がイスラエルに
対して要請するとしている点だ。イスラエルが独自のきち
んとした調査が行っていることを確認するモニタリングの
機関を安保理で設けるということ、そしてさらに重要なの
は、イスラエルが上記の調査を 6 ヶ月以内に行わない場合
は、安保理はこの問題を国際刑事裁判所に付託することと

中東問題に長く係わっているが、現在状況が本当に悪化

している点だ。イスラエルは国際刑事裁判所の締約国では

しており、たいへん苦しんでいるところだ。問題はガザだ

ないが、国連安保理の決議があれば、この国際刑事裁判所

けではない。オバマ政権になってからの新しいアメリカ

の管轄権に服さなければならない。イスラエルが戦争犯罪

の戦略が見え出している。いまの普天間基地の問題も、そ

を起こしても国内で誰も処罰しないということであれば、

の背後にあるのは北朝鮮の問題であり、イランの問題であ

国際刑事裁判所の訴追が安保理の決議によって可能だとい

り、そして、さらにその後ろにあるのはパレスチナの問題

うことになる。ゴールドストーン報告書では、この安保理

だ。だからこのガザの問題というのは決して中東だけの問

の行動を勧告したということになる。それだけでなく、国

題ではなく、世界史的なうねりのなかに巻き込まれている

連総会、人権理事会に対しても、このゴールドストーン報

ということを認識する必要がある。先日パレスチナの大統

告をきちんとフォローアップしていくことを求めている。

領が来日したが、私たちは会うこともできず、非常に悔しい。

これに対する日本政府の対応は、たいへん残念ながら非

私は外交問題に長く携わっているが、しっかりと対応でき

常に消極的なものだった。10 月 16 日、ゴールドストーン

ずにたいへん申し訳なく思っている。普天間基地の問題が

報告と勧告を承認し、勧告を実施せよという決議を人権理

終了したら、しっかりと取り組んでいきたいと思っている。

事会が採択したが、日本政府はこの決議を棄権した。
その後ゴールドストーン報告に基づく勧告を実施するよ

7．新政権への提言～本当の「平和と繁栄」を実現するため

うにという国連総会決議が 11 月 5 日に行われた。この決議

に（ラジ・スラーニ、パレスチナ人権センター代表）

を受けて、イスラエル、パレスチナ双方も調査を行ったが、
きちんとしたものではなかった。イスラエルの調査はガザ

来日の段取りをしていただき感謝している。ゴールドス

にもまったく行かず、被害者たちに話も聞かずに戦争犯罪

トーン報告書について話があったが、多くの人権団体が何

は一切なかったとし、白燐弾の使用も戦争犯罪に該当しな

度も訴えてきたことが書かれてあるところにこの報告書の

いといった、非常に問題のある調査報告書を提出している。

ユニークさがある。また、そこに書かれてあることを実施

翌 2 月 26 日に国連総会はさらに追加の決議を出し、さらに

させるための枠組みが、期日を含めて明確にされ、国際機
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8．小林千代美議員の発言

関に対する責務が宣言されていることがユニークさの第二

私は二期目の衆議院議員だが、二期目の 2004 年の春、日

点目だ。この報告書では、歴史上はじめて、パレスチナ人

本の 3 名がイラクで拘束され人質となったときに、救出の

民そしてガザ地区に住むパレスチナ住民に対する人道上の

ため国会で先頭に立って活動した。あのときのバッシング

違反行為や戦争犯罪が明白に述べられ、そして説明責任が

は酷いものだったが、その火種は政府が作ったと考えてい

求められている。ガザでの戦争から 1 年半が過ぎたが、現

る。無事に 3 名は帰ってきたが、日本の中東政策およびイ

在でも戦争犯罪人がまったく罪を問われずにいる。これで

ラク戦争に対する日本の政策についての検証は必ずする必

は法が支配する世界ではなく、まったくの法の無いジャン

要がある。また人権人道に関する国際社会からのさまざま

グルのようなものだ。国際社会はこのことに対し、沈黙に

な勧告を、民主党政府になってからも無視し続けるような

よって共謀している。国際法や人道法やジュネーヴ条約で

ことがあってはならない。そのために努力したいと思う。

は、戦争時には市民は守られるべきであるとされている。
人が流す血には、聖なるものか否かといった区別はない。

9．阪口直人議員の発言

ガザで行われている封鎖、そして経済的・社会的制裁が続
くなら、そして、160 万人に及ぶ人々がほとんど無収入で、
90％の人々が貧困ラインを下回る水準の生活を強いられて
いるという状態が続くなら、そして、日々人が殺され、建
物が破壊され、人も物も移動制限がかけられつづけている
ならば、国際法、人道法に則ったモラルも尊厳もない状態
といえる。そして、世界がこのような状況に対して沈黙を
してしまうならば、パレスチナ人に対して、選択排除がさ
れており、ダブルスタンダードがまかり通り、無法のジャ
ングル状態が認められているというメッセージが伝えられ
ることになる。そしてこのメッセージは、一方通行のもの
ではなくて双方向のものである。
今年はナクバから 62 年、イスラエルの占領から 43 年に
なるが、残念ながら現在は我々がもっとも平和から遠ざか

私はまだパレスチナには直接関わったことはないが、

っている時代となっている。封鎖が続き、たいへん厳しい

1990 年代以降平和構築という分野でさまざまな活動をして

状況にある。これはパレスチナにおける事実上のアパルト

来た。中東を見ると、アメリカが核兵器に関して明らかに

ヘイトと言える。このような中で、パレスチナの人々はこ

ダブルスタンダードをもっていること、それが他の問題に

のままずっとひとの良い犠牲者であり続けるわけには行か

もつながっているということを強く感じている。そしてそ

ない。我々の尊厳にかけても、我々は殺され続けるわけに

のアメリカに日本政府がただ盲従していることが大きな問

はいかない。我々は強い民であり、正義や大義を持っている。

題だと思っている。人権は、誰がどこの国籍をもっていよ

我々は、皆さんのように国境を越えて献身的に我々を助け

うと等しく保障されるものでなくてはならない。私はパレ

ようとしてくれる人々の協力があれば、さらに強くなれる。

スチナにはあまり詳しくないが、日本から近いとは言えな

占領下においても、我々はモラルを最優先にして、この問

い場所であっても人権に関する問題は重要なことなのだと

題を乗越えていこうと思っている。

いうスタンスで、今後関わっていきたいと思っている。
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ガザ虐殺を繰り返させないための院内集会賛同議員 ( 全 20 名、50 音順 )
《衆議院議員》

《参議院議員》

・阿部知子（社民）

・阪口直人（民主）

・辻惠（民主）

・犬塚直史（民主）

・稲見哲男（民主）

・末松義規（民主）

・照屋寛徳（社民）

・近藤正道（社民）

・櫛渕万里（民主）

・瑞慶覧長敏（民主）

・中島隆利（社民）

・今野東（民主）

・近藤昭一（民主）

・首藤信彦（民主）

・服部良一（社民）

・藤末健三（民主）

・斉藤つよし（民主）

・重野安正（社民）

・吉泉秀男（社民）

・山内徳信（社民）

――――――《ガザ虐殺を繰り返させないための署名運動》を終えて ――――――
■＜外務省協議に参加して＞

いわゆる「外務官僚」と呼ばれる人達との話し合いは初めての経験で、いろいろな意味で刺

激になりました。ただ、協議の中身から浮かび上がってきたことでいうと、やはり失望の方が勝ったというのが正直なとこ
ろです。一人一人の熱心さ、真面目さは伝わってくるのですけど、
「中東政策の抜本的な転換」を期待する余地はあるだろう
か──おそらく「はじめに援助ありき」というボタンのかけ違いが根底にある。それが実感できただけでも、参加した甲斐
がありました。（斉藤）
■署名を集める立場に回ったのは初めての経験で、むろんその提出も、報告のための院内集会に主宰者の立場に回るのも、
初めてのことでした。当初イメージがまったくわかず困りましたが、集会の中身が非常によく、認識が一新されました。主
催者側に立つことで見えてくることは、いろいろあるものです。それにしてもこんなに手間がかかるものとは・・。ミーダ
ーンだけでは絶対にやらない（やれない）取り組みでしたので、
「平和を考える会」の皆様にさまざまな意味でお礼を申し上
げます。（田浪）
■駐日代表のワリード・シアムさんとガザから来日したラジ・スラーニさんが集会に参加され、西岸やガザでパレスチナ人
が置かれている深刻な人権侵害の状況に触れながら、イスラエルの行っていることがいかに「違法」なのかを、明確な言葉
で指摘されていたのがとても印象に残りました。イスラエルのみならず、国際社会の不公正さそのものが問いただされてい
るように思えました。この声を日本政府と日本人が受け止めないことは、絶対許されないことだと私は思います。イスラエ
ルの国家犯罪に加担したりしないように、また、われわれ自身が抱える「人種」差別をなくしていくためにも、よりいっそ
う日本政府と社会に働きかけていく必要性を痛感しました。
（村田）
■準備期間も含め、約半年にわたった署名運動がようやく終わりました。５ヶ月弱で五千筆というのは、正直、少ない印象
もありますが、日本のなかでのパレスチナ問題の認知度を考えれば、健闘した方ではないかとも思います。イスラエルを特
別扱いせず、国際法に従わなければ、相応のプレッシャーをかけるという当たり前のことが行われるようになるためには、
まず、市民レベルでの意識変革と行動が必要であり、そこから政治の変革の可能性が生まれるのだろうと思います。そうい
う意味においても、今回の取組は多くの点で課題を残したように思いますが、それでも、現実政治への働きかけのなかから
しか、次の行動へのヴィジョンは生まれないということも事実だろうと思います。この間、首藤信彦議員および服部良一議
員には大変おせわになりました。また、ミーダーンの皆さんを始め、署名呼びかけ団体の皆さん他、協力いただいた諸団体・
個人の皆様方に御礼申し上げます。（役重）

「ガザ虐殺を繰り返させないための署名運動」報告集
発行：2010 年 6 月 20 日

ミーダーン〈パレスチナ・対話のための広場〉

パレスチナの平和を考える会

〒 162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1
東京ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ ﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽ No.114
Tel：090-6498-6448
Email : midan.filastine@gmail.com

〒 540-0038 大阪市中央区内淡路町 1-3-11-402
市民共同オフィス SORA 気付
Tel : 06-7777-4935 Fax : 06-7777-4925
Email : palestine.forum@gmail.com
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