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1991 年、韓国の金学順 （キムハ クス ン）ｌさんが元 「慰安婦Ｊ として名乗 り出 られて以来、各国

の多 くの被害女性た ちが声 をあげま した。若 い 日にだま され 、あるいは暴力で 日本軍 の 「慰安所」

に監禁 され 、想像 を絶す る苦 しみ を受けた被害者た ちの多 くはす でに亡 くな り、残 された方 も今 は

もう 80 代 90 代の高齢になられています。1993 年に河野洋平官房長官 （当時）が、調査結果に基

づき ｒお詫び と反省の気持 ちを 申し上げる。その よ うな気持 ちを我 が国 として どの よ うに表す かに

ついては、今 後 とも真剣 に検討すべ き ものＪ との談帝を発表 しま したが、その後、なん ら進展があ

りません。私たちが加害国 の一旦 として、また人 間 として、誠意 を表す ことので きる時間は もうあ

ま り残 され てい ませ ん。

政権交代 が実現 した今 こそ、 日本軍 ｒ慰安婦」問題 を解決 させ る法律 を早期 に成立 させ ま しょう。

旦器量敷数日息 ．ｊ．＿患皇真性吸＿ユ旦勉 脚立！

日本軍 「慰安婦」閉居 に関 しては、2007 年 7 月にアメ リカ下院轟会 が 「日本軍 が女性 に性 奴隷

制を強制 した ことについて、公的 に静 め、謝罪 し、歴 史的兼任 を受け入れ るべきＪ との決裁 を全会

一致で可決 したのをは じめ、オ ランダ・カナ ダ・ ＥＵ・韓 国・ 台湾 の議会で、同様 の決議 を可決 し

ていますムまた、国連や ＩＬＯな どの国際機開か らも勧 告が継続 して出 されていますが、これまでの

自民党・ 公 明党政権 は 「法的 に遵 守義務が ないＪ と して、無視 し続 けて きま した。

多 くの女性 の人権 を残虐 に踏 みに じった うえに、戦後 64 年 を経て も未 だに被害者 に公 的封罪 も

膀償 も行 わず、国際社会の勧 告に も耳 を貸 さない 日本政府のかた くなな態度は、世界の人々に不情

感を持たれています。

皇昆虫農会放らふ．＿農法曇衷ぬ壷 が！

日本国内では、2008 年 3 月の宝塚市議会を皮切 りに、清瀬・札幌・福岡・箕面・三鹿・小金井 ・

京田辺・生駒・泉南・ 国分寺の 11 市兼会（2009 年 10 月現在）が、 ｒ慰安婦」問題の解決を求め

る意 見書を可決 して、国に提 出 しま した。 こ うした取 り組 みは全国各 地に拡 がっています。

含∈王立鮎 よ塵農法曇＿．！．＿

この間膚 の解決 は、アジアの人 々 との真の和解 と平和につ なが ります。国内で湧 きお こる声 と国

際社会の勧告に耳を僚け、真筆に解決をめざして取 り組むのが日本政府の果たすべき役割です。

2009 年夏、民主党・社民党・国民新党による連立政権が誕生しました。民主党 と社民党は共産

党とともに、日本軍「慰安婦」問題の解決のため、 ｒ戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関す

る法律秦Ｊ・を 2001 年 以降 8 回、 国会 に上程 し続 けてきま した。

私たちは、新政権 がこの間唐 の解決 を次世代 に持 ちこす ことな く、一 日も早 く法律 を成立 させ 、

高齢 の 日本 軍 「慰 安婦」被害女性 に心 か らの斬 罪 と償 い を届 けるこ とを求め ます。
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