
韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者

「同進会」を応援する会 通 1

韓国・朝鮮人 BC級戦犯者給付金支給法案提出から 1年

早期法案実現を促す院内集会に

議員・支援者ら 60余名参加

昨年 (2008年 )の韓 国 。朝鮮人 BC級戦犯者 に対す る補償法案 (「 特定連合 国被拘禁者

等 に対す る特別給付金 に関す る法律案」)提 出か ら、ち ょ うど 1年。安倍・福 田・麻生 と

次々首相が交代す るなか、法案 は衆議院総務委員会 に付託 され たまま、実質的な審議 には

いたっていませ んが、 5月 28日 の院内集会 に、国会議員 9名 をは じめ、同進会関係者・

支援者 な ど総勢 60余名 が集 ま り、早期実現 に向けての努力 をそれぞれが誓いあいま した。

法案提 出を した民主のほか社 民・ 共産、与党か ら公 明各党の参加 が あ り、来 る衆院選挙

を経て、広い賛意 を得 ての法案実現が期待 され ます。

そのための請願署名 も、衆参 両院 に約 1万名分 をこの 日一斉提 出を しま した。

一一一一ロ
No.10

2009.5.28.衆 議院議員会館会議室



-2009年 5月 28日  集会 の記録 よ リー

司会 。有光健

民主党が法案提 出 してか ら 1年。解散 が

あるのではないか と思 われていたが、衆議

院総務委員会 に付託 を され、ず つ と継続審

議 になってきた。 なん とか法案 を成立 させ

たい と、請願署名 1万 人分 を今 日提 出予定

である。

今 日は国会議員 の方 々、横 路衆議院副議

長 も来て くだ さつてい る。 この法案 を成立

させ る誓いを し、そのために具体的 にいろ

いろな話 を伺 う機会 としたい。

泉健 太衆 院議 員 (民 主、法案提出者 )

この運動 自体 は戦

後 63年 とい う大変

長 い時間が経つなか

で、み な さんが主体

を担 つて くだ さった。

みな さんの本 当の一

つの念願 であつた法

案提 出、 これ をち ょ

っど昨年 の 5月 29

日、私 と民主党の内

閣理事 。大畠章宏先生、佐 々木隆博先生 と

3名 で提 出 させ ていただいた。

今 日は、社 民党・ 共産党それぞれ先生 に

もお越 しをいただいてい る。 思いは一緒 と

い うなかで、立法裁 量 において民主党のな

かで昨年 よ りもさらに少 し前か ら取 り組 ん

できたが、 しか しこれ は党が ど うこ うとい

う問題 ではまつた くない と思 つてい る。

かつてみな さん方の この運動 には、各党

か ら協力者がお られた し、石毛 えい子先生

や 円よ り子先生 に も大変 ご努力いただき、

参議院の方で 当初法案作成作業 がな され て

いた。その後、衆議院法制局 とも協力 を し

なが ら昨年の法案提 出に至 った。

我々国会議員 にはい ろい ろな仕事 がある

が、 しか し早い もので、李 さん らに とつて

は 1日 た りとも忘れ ることはなかつた この

問題 ではなかつたか と思 う。

つい先 ほ ど河野洋平衆議院議長 と面会 を

させていただいてきた。 これ は横路副議長

が NHKの 番組 を見て大変な共感 を寄せ て

くだ さ り、議員の方 々に もお声かけをいた

だき、河野議長 の面会 の労 を とつて くだ さ

いま した結果 である。

こ うした新 たな展開のなかで、ぜひ次の

1年 は、各党が超党派 で この法案 を成立 さ

せ てい くのだ とい う、そ うい う 1年 にぜひ

ともしてい きたい。 そ うい った意味で、新

たな一歩 とい うこ とで、今 日はみな さんか

らさま ざまな ご意見 をいただき、がんばっ

て参 りたい と思 う。

同進会参加者の紹介

朴来洪 さん (故 朴 昌浩氏子息)よ り、大原

元 さん (当 事者 )、 姜福順 さん (李 鶴来氏夫

人 )、 岩本菊子 (故 丁永玉氏夫人 )、 大原セ

ツさん (表 禎 萬氏夫人 )、 畠谷吉秋 さん (金

完根氏子息)の 紹介。

李鶴来 さん (同 進会会長 )か らの挨拶。

これ までの経緯 を語 り、一刻 も早い法案

実現 を訴 えた。

横 路孝 弘衆 院副 議 長

少 し前 に NHKの テ レビで番組 を見、そ

こで初 めて問題 を知 った。 それで ど うなっ

たのか と、李鶴来 さん

らにお 目にかかつた。

河野洋平議長 も官房長

官時代 な ど、戦後処理

のいろいろな問題 を扱

ってお られ たが、 この

問題 は初 めて聞いた と

い うことだつた。今 日

の面会 では、なん とか

しなけれ ばいけない と

い うこ とをおつ しゃつ

ていた。みな さん ご努力 されて こられたわ

けだが、成 立のた めには与党の方の賛成 を

得て、仲間 を増や していかない とい けない。

国会 の論戦や、裁判所 の判決 を読 んで も、

この話 を知 った人 は皆、なん とか しな くて

はいけない と言 つてい る。 当時官房長官だ

った福 田康夫 さん、丹羽厚生大臣、元々は

50年 以上前、鳩 山一郎 さんが総理大臣だつ

た ときにも 「善処 したい」 と言いなが ら、



今 日まで来て しまつてい る。裁判所 の判決

も立法 を促 しなが ら、 ど うして動いていか

ないのか。それ は官僚 の壁 があるか ら。 そ

れ を突破す るには、政治 の レベル で、 も う

少 し与党の側 も巻 き込 んで知 って も らう努

力 しな くてはな らない。

国会 は選挙前 とい うこ とで、今 は難 しい

状況にあるがtせ つか く河野議長 も粛々 と

働 くとい うことを言 つてお られ るので、相

談 しなが ら、少 し与党 に も広 げてい くとい

うことで、法案 について皆 さんの願 いが実

現できるよ うに、私 の誓い としたい。

吉 井英勝衆 院 議 員 (共 産 )

韓 国 。朝鮮 人元 BC
級戦犯 の問題 は、戦前

の 日本植 民地主義 の時

代 に、 日本政府 の意思

で軍隊 に徴用 され、そ

して命令 され、や らさ

れ て、それ が戦犯 とい

う扱 い を受 けてい る。

まつた く不 当な扱いで、 日本政府 はそ こを

きちん とさせ 、謝罪 を し、償 いをす る一一

これ は当た り前 の ことだ。 この よ うに考 え

ていることを、まず明 らかに してお きたい。

日本 の戦争 中の問題 、戦後 の問題 とい う

のは、ほ とん ど未解決 のままず るず るず る

ず る来てい る。 国会の 中で も驚 くよ うな発

言が時には飛び出 して くる。「従軍慰安婦事

件 はなかつた」と言 ってみた り、「南京大虐

殺 はなかつた」 と言 つてみた り。全 く史実

に反す ることを平気で言 うよ うな人 もい る。

しか し、いまみな さんの訴 えてお られ る

問題 もそ うだ し、 日本 の国内で も、 当時 日

本 に来ていた朝鮮・韓 国の方含 め、治安維

持法の もとで、反戦平和 とか主権在 民、民

主主義 とか、 日にす るだ けで特高警察 に捕

らえ られて、す さま じい拷問や虐殺 の事態

にあ うとい う問題 もあつた。 これ らについ

て も政府 は、なん ら認 めて謝罪 しよ うとは

していない。

戦後の問題 として も、今 日みな さんが問

題 に してお られ る元 BC級 戦犯 の問題一―

刑 を終 えて出てきた ら日本人 ではない とさ

れ るな ど、 さま ざまな問題 があ りますが、

シベ リア抑留 の問題 もまだ全 く解決 され な

いまま。韓 国の文化財 を 日本 がいまだに返

そ うとしていない、 こ うい う問題 も私 ども

では国会で取 り上 げてきた。

私は、そ うい う問題 が全部解決 しない と、

日本 の戦後 は終わ らない とい う風 に考 えて

い る。 さま ざまな戦後処理が終わっていな

い。一つひ とつ きちん と、早 くこれ を解決

しない といけない。 国民のみな さんにこの

事実 を知 つていただ き、大 きな世論 を巻 き

起 こ していただ く、与党 とい え ども反対で

きない ところに追 い込んでい く、超党派的

にこれ を実現 させ てい くとい う、そ うい う

取 り組 み をみな さん と一緒 に進 めていきた

い とい う決意 を申 し上 げ、連帯の挨拶 を さ

せていただきたい。

日森 よ しひ ろ衆 院議 員 (社 民)

歴史 に正 しく向き合 う

とい うことが、 この国に

一貫 して求 め られ てい る。

ドイ ツである とかアメ リ

カであるとか、 さまざま

な問題 はあれ ども、それ

ぞれが歴史にきちん と向

き合 い解決 の方法 を示 し

てきた。少 な くとも戦後問題 を解決す るた

めに各 国が努力 を して きた。 しか し、 日本

は歴史 に正 しく向 き合 うとい うことが、残

念 なが らいまだにできていない。 したがっ

て BC級戦犯 の問題 も含 めて、明確 な結論

を出 しえないでい る。 これ は非常に残念 な

ことだ。

この問題 をいわば突破 口に して、改めて

戦 中・戦後 の さま ざまな問題 の解決 を図つ

てい くことがいま大変求 め られてい るのだ

と、そんな思いで今 日ここに出席 を させ て

いただいた。与党側 に も理解 を され る方 は

た くさんい るはず。 そ う人たち とも手 をつ

なぎあつて、 とにか く 1日 も早 く解決 させ

たい。



近藤昭―衆院議員 (民 主 )

みな さんがお話 され

たので、私 は多 くは申

し上 げないが、私 も同

じ気持 ちである。私 は

戦後生 まれ だが、 こ う

した問題 をきちん と解

決 していかない と、 日

本 の本 当の平和 と発展、

アジア・世界 の平和 。

発展はない と思 つてい る。 同進会のみな さ

ん、関係者 のみな さんが、本 当に長 い こと

苦 しんでお られ る。ある ときは都合 よく「日

本人だか ら戦争へ行 け」 と言 い、そ して都

合 によつて 「日本人 じゃないんだ よ。何 も

面倒 をみない よ」 と、言 つて きた。 これ を

解決 しな くてはな らない。 み な さん と共 に

がんばっていきたい。

今野東参 院議 員 (民 主)

過去 を見 よ うとし

ない者 は現在 も見 え

ない一― 現在 の政治

は現在 も見 えないか

ら、何 を していいか

わか らず、国のお金

を使 つて国立のマ ン

ガ喫茶 を作 る といつたアイデ ィア も出て く

るのだろ う。そのお金 、最大 9億 6300万

円をあてれば、 この問題 の財源確保 もで き

るのに とい うこ とを今改 めて思 ってい る。

裁判 でご苦労 され、 これ は残念 なが ら敗

訴だ と言われ てい るが、私 は実質的 には敗

訴ではない と思 つてい る。事実 としてはあ

った ことを認 め、法律 で何 とかせ よ と言 つ

ている。 これ を受 けて本 当は与野党が協力

して解決 していなけれ ばな らないが、政治

が力 をな くしていて、与党 とい う力 のある

政治が官僚か ら骨 を抜 かれ て しまつていて、

本 当に力のある政治 を誕生 させ なけれ ば、

この問題 は解決 しない と思 つてい る。みな

さん と問題 を共有す る者 として、 も うひ と

がんば りしたい と思つてい る。

藤 田幸久参院議員 (民 主)

私 は今 日は反省 の思

いでいっぱいだ。 同進

会の李会長 に私がお 日

にかか らせ ていただい

たのは、 10年 近 く前。

末次一郎 さんに紹介い

ただいた。末次 さんは、

戦後処理・ 補償 の問題

に幅広 く取 り組 んでお

られた。 民主党で も戦後補償 プ ロジェク ト

のなかで、や っ と最近、 中国人強制連行 の

小委員会、遺骨収集 の小委員会、捕虜問題

の小委員会が出来たが、私 は 日本 の過去の

問題 について、私 たちが しつか り役 に立た

な くてはいけない と思 ってい る。 その最大

の理 由は、 日本 が正 しく変わ るための手助

けを していただいてい るみな さんだ と思 っ

ている とい うことだ。 日本 が尊敬 され、そ

して誇 りを持 て る国になるには、みな さま

方のために私 どもがお役 に立って、結果、

日本 を正 しく変 えていただ く、そ うい うみ

な さんであろ うと思 っている。

み な さん がお 元気 な うちに私 も一 生懸

命がんば りたい。 与党 に影響力 を行使 しな

けれ ば とい う話があつたが、あるいは私 ど

もが与党 になってみ な さんをお助 けできる

よ うな流れ をつ くってい きたい と思 う。

円よ り子参院議員 (民 主副代表)

先 ほ ど横路先生や

李 さん と一緒に河野

先生 の ところに行 つ

てお話 を伺 ってきた。

李 さんやみな さん方

の長 い長 い運動 に比

べれ ば短いかかわ り

だが、で もかな りこ

の法案 をつ くるためにがんばってきた。 ま

ず最初 に参議院でつ くる ときに、法制局、

その後 にある政府 与党の抵抗が ものす ごく

大き く、法案 が作れ なかった。 これ は政治

の決断であ り、法的 には無理だ とも言われ

た。 なぜ李 さんたちの無念 を晴 らせ ないの

か、名誉回復 ができないのか――李 さんた

ちだけのためではな く、 これか らの 日本 の



子 どもたちの未来 のために も、戦後処理 の

ことは絶対 に必要 なんだか らと言い続 けた

が、参議院では無理で、結局衆議院 の方 に

働 きかけ、そ ち らの法制局か ら、民主党が

判断す るのだつた ら、 とや つ と法案 がで き

た とい う状況。

先 ほ どお話 を してきた河野洋平先生は、

戦後処理の問題 に長 く関わつて こられた。

与党で も立法が難 しい とい うのは、政権交

代 を してそんなに簡単 にできるのか と不安

な気持 ちもある。 しか し、高齢 にな られ た

李 さんやみな さんの気持 ちを考 える と何 か

知恵 を出 さない といけない。 多 くの民間の

人たち、与野党含 めて、 これ を何 とか解決

しよ うとい う人 を増やす しかない。 こ うい

うときに来ていただいてす ご く うれ しいの

が、与党 (公 明党)の 田端先生。ぜひ与党

の方に もがんばっていただ きたい と思って

い るので、ここでバ トンタ ッチ したい。(笑 、

拍手 )

田端正広衆院議員 (公 明)

泉健太先生 とは委

員会 の席 で隣同士。

明 日はぜひ顔 を出 し

て くだ さい、 と言わ

れ 、人権派 の泉 さん

の言 うことは間違 い

ないだ ろ うとい うこ

とで、実をい うと問題 が よくわかつていな

いままに来た (笑 )。 私 は映画 が好 きで、「母

べ え」「私は貝にな りたい」な ど、話題 にな

つた映画 を とき どき見てい る。 これ らの映

画 には 「政治犯」や 「BC級 戦犯 の悲劇」

が描かれてい る。戦後処理 の問題 について、

人権が無視 され た ものが残 つてい るんだ と

い うことが、痛いほ ど ドラマの中で描 かれ

ている。みな さんの闘いは、人権 とい うも

の、生存権 とい うもの を賭 けた闘いだ と思

うし、戦後 60何年 も経 って、その問題 が

まだ解決 していない とい うこ とについてみ

な さんが熱心に運動 され てお られ、 こ うい

う法制化 とい う大 きな流れ を作 ろ うとして

いる、そ こに敬意 を表 して私 は ここに顔 を

出 させ ていただいた。 与党が ど うとい うこ

とは私 もよくわか らないが、個人 として私

はみな さんの運動 に心か ら敬意 を表 したい。

今後 も努力 させ ていただ くとい うことをお

約束 し、挨拶 に代 え させ ていただ く。

引き続 き、法案化への取 り組 みに最初 に

力 を注 い で くれ た石 毛 えい子 前衆議 院議

員 か ら、法案作成 の経緯 について コメン ト。
「2003年 7月 に衆議院内閣委員会で当

時の福 田官房長官 に質 問、「実態 をよく確認

して」 とい う答弁 があつたが、その後 「日

韓条約 で解決済み」 との回答がきた。それ

か ら韓 国側 の資料公 開 に よ り、BC級 戦犯

者問題 は交渉 の対象外 だつた ことが明 らか

になったが、 日本側 資料 は非公 開 となって

いて、認識 の一致 が公的 には図 られ ないチ

ャンスがないままに、福 田官房長官 の答弁

はその後進展 な しとい う状況である。 また

与党 自民党 に理解者 がいないわけではな く、

そのベースはある、ただ し政局が浮上す る

たび に途切れ てきた印象がある。今 回は民

主党 を中心 とす る野党 に新 しい政権 をつ く

つていただき、その上で一人で も多 くの議

員 に理解 して もらいたい。」

陳信 之 民 団 中央 本 部 生活 局 副 局長 か ら

のコメン ト。
「戦後処理 については、未解決 の問題多い。

当事者 に とつて時間のない問題。早 く解決

できるよ うがんばってい きたい。来年 2010

年 は韓 国が併合 され て 100年 とい う節 日の

年。そ うい う契機 を突破 口に して解決 して

いきたい。韓 国政府 の対応 だが、民団で も

アジア局長会議 な どでい ろいろ協議 は され

るが、優先順位 の問題 、政府 の意向な どで

なかなか トップに BC級戦犯 の問題 が出て

こないのが現状。今 回取 り上 げ られたのは、

国民年金 の無年金 問題 だつた。 しか し、民

団の方か らも大 きな声で言 つていきたい」

全 国抑 留者 補 償 協 議 会 理 事 の菊 地敏 雄

氏、昨年 ドキュメンタ リー 「韓国 。朝鮮人

BC級戦犯 の悲劇」を制作 した渡辺考 (NHK
デ ィ レクター)か らも、 この問題 の早期解

決の必要性へ の発言 が続 いた。



河野衆院議長に面会、立法解決への協力を要請
5月 28日 議員会館 での集会 に先立 って、

衆議院議長公邸 で河野洋平衆院議長 に初 め

て面会 し、法案 の審議・成 立に向けて協力

を要請 しま した。 3月 にNHK・ ETV特
集 の再放送 を観 た横路孝 弘衆院副議長 が、

大変印象 を受 け、 4月 に李鶴 来同進会会長

を招いて話 を聞いて下 さ り、ついで この 日

河野衆院議長 との面談 の機会 をつ くつて下

さつた もの。横路副議長 のほか、泉健太衆

院議員、円よ り子参院議員 (民 主党副代表 )、

事務局担 当世話人 の有光が同席 しま した。

河野衆院議長 は、「冨1議 長 よ りお話 を聞

くまで、私 も不勉 強で この問題 を知 らなか

つた。長い間大変 ご苦労 され てきてお られ

ることを副議長 か らも うかが つた。今 日は

どうぞお話 をお聞かせ 下 さい」 と丁重応 じ

て下 さり、まず李会長 か ら、 これ までの経

過や立法の取 り組みな どについて説 明。残

された時間は少 ないので、議長 、副議長 の

協力をお願 い したい 旨の要望 を述べ ま した。

議長 か らは、「これ まで の困難 は何 か ?

日韓条約が障害 なのか ?」 な どの質問があ

り、泉・ 円議員や李会長 らが説 明。河野議

長 か らは 「サハ リン残留者 の件 で、韓国に

帰国 された方々が暮 らす アパー トを訪ねて

話 を聞いた こともある。外相 当時、韓国 と

の戦後処理問題 について関わ ろ うとした ら、

韓国の外務省 の方か ら、手 を出 さないで く

れ と言われた こともあつた。官僚 とのや り

取 りが難 しいのだ ろ う。」な どとの発言があ

りま した。また、「補償 とい うことになる と、

他 との関係 で難 しい点 もあろ うが、名誉回

復 は道 があ りそ うな気 もす る。直接法案 を

動かす 立場 にはないが、勉強 して副議長 と

も相談 してみたい」とも述べて、「ど うぞお

元気 で長生 きを して下 さい」 と激励 され ま

した。

衆院正副議長 が、 こ うして個別 の問題 で

直接話 を聞いて下 さるのは極 めて異例で、

特 に横路副議長が動 いて下 さるきつかけに

なったNHKoETV特 集 の番組 の影響力

には大いに感謝 したい ところです。 昨年 8

月の放送 の再放送 で したが、番組 としては

高い 1%の 視聴率 を取 り、昨年 8月 の最初

の放送 (視 聴 率 3%)と 合 わせ る と合計 4%、

全国で約 400万人が、李鶴来会長 らを追 っ

た 90分 の ドキュメン トを視聴 した ことに

な ります。 これ は社会的 に もとて も大きな

意味 を持 ちます。番組 は昨年度 の 「ギャラ

クシー賞」の大賞 こそ逃 した ものの、「選奨」

(3等 賞)に 選 ばれ ま した。

こ うした後押 しも受 けて、確実 に賛同・

支持、共感 の輪が広が ってきています。議

長面会後 に開催 され た集会 には、共産 。社民

党だけでな く、公 明党の議員 も参加 下 さつ

た ことは、前進 と希望 を実感 させ るもので

した。 ご尽力下つてい る関係議員 の皆様 に

に大いに感謝 したい と思います。 (有光 )



スガモ・ プ リズンにおける韓国・朝鮮人戦犯たちの追憶

私は戦争中ニューギニアに在勤 していた。ほん

らい戦闘員ではなかつたが、連合軍の進攻にとも

ない、情報要員 として作戦にたず さわつた。そ し

て作戦中のグ リラ及び住民の処刑に関与 し、戦後

オランダ軍の軍事法廷で重労働 20年の刑に処 さ

れた。

しばらくジャワ島の刑務所で服役 していたが、

イン ドネシアの独立にともない、オランダは主権

を喪失 した。私たちを引き続き拘禁することは出

来なくなつた。私たち米軍占領下にあつた 日本に

護送され、残 りの刑期をスガモ・プ リズンで過ご

すことになったのである。

チャンギ刑務所で服役 していた李鶴来君たちが、

同じく日本に送還 されてきたのは私たちより1年

後、朝鮮戦争が勃発 して間もない頃であつた。そ

のとき彼はまだ 27歳ではなかつたか。所内にお

ける反戦、平和問題勉強会を通 じ、私は彼 と急速

に親密なった。

彼の真摯で実直な人柄に親 しみを感 じたのは勿

論だが、旧日本名広村鶴来のたどらざるを得なか

つた運命に、深い共感を抱いたことがその背景に

ある。私たちは彼をヒロちゃんと呼んでいた。 ヒ

ロちゃんの愛称はいまも変わ りない。会えば 「や

あ、ヒロちゃん」である。だが、彼のことをここ

では語 らない。関係者の間で、彼はあま りにも著

名だからだ。

李君に次いで思い出の深い人物に、洪起聖がい

る。洪君は私 と同年輩だつたろうか。かれは特に

恰幅が良かつたわけではない。 しかし囚人服をま

とった姿に、凛 とした気品があつた。たぶん彼は

韓国人の中で一番の知性の持ち主ではなかつたろ

うか。

朝鮮戦争勃発を契機に、私たち平和グループの

メンバーは、ひそかに何冊かの本を出版 した。そ

れは大きな反響を巻き起 こした。 BC級戦犯に対

する社会の世論は、急激にかわつた。その一冊に

『壁あつき部屋』がある。洪君も「朝鮮人なるが

ゆえに」と題 された一文を執筆 している。彼の例

えようもない怒 りと悲 しみ とさらに絶望を表現 し

ている箇所がある。
「日本人ならば周囲か らいかに非難 され罵倒 さ

れても、最後には 「自分たちは身をもつて祖国の

ためにつくしたのだ」とい うなぐさめといいます

か、ほこりといいますか、またはあきらめとい

飯 田  進

いますか、そ ういつたものを持つことができまし

たろうに、わた したち韓国人には、そ うしたなぐ

さめす ら持てる道がなかつたとい うことです。な

ぐさめどころではあ りません。そ うい う風に考え

ようとすることが、それ こそ胸に焼きつ くすよう

な悔恨そのものに外ならなかったのであります」

洪君はあるとき私に語つた。

「飯田さん、あんたはぼくの友人だ。ぼくはあ

んたが好きだ。 しかしね、仮に韓国と日本が戦争

を起こしたとしたら、ぼくはあんたを殺すからね3

日本はそれだけ許 しがたい国だ」

その言葉は鋭 く私の胸に突き刺 さつた。朝鮮民

族に日本は何をしたのか、何を清算 しなかつたの

か、私は思い知 らされたのであつた。それから何

年か過ぎて、彼が韓国に帰国 したことを知った。

さらにそれか ら何年か後、かれが入水 自殺をした

ことを知った。

韓国、あるいは北朝鮮に帰国 した剛‖染みの深い

人物も何人もいる。その人たちの消息は分からな

い。完山君 (金錆)と い う元気のよい人物がいた。

スガモが自由になつてか ら、よく一緒に安酒を飲

んだ。彼はどうしているのだろうか。

日本の女性 と結婚 した藤本好男 (金照哲)君 も、

松山征男 (在大椿)君 も 妻 と共に北朝鮮に帰国

した。朝鮮民主主義人民共和国が理想の楽園とし

てもてはや され、多くの在 日朝鮮人が大挙 して帰

国した風潮に同調 したのであった。だがその後の

消息もまた一切不明である。対 日協力者 として粛

清されたとの噂もある。

彼 らのことを語る紙数はもはやない。だがいず

れにしても彼 らのたどった運命に、日本は明らか

に責任がある。 日本国家の補償を求めて半世紀以

上も戦つている李鶴来たちの運動は、すなわち洪

君たちの怨念をも包含 しているものである。ああ、

日本国家の倫理 と品格はいず こにあるのか。

飯田進 :1923年 生まれ。著書に『地獄の日本兵』

(新潮新書)、『魂鎮 (た ましずめ)への道』(岩 波

現代文庫、内海愛子解説)ほか。「手負いになる勇

気」をふりしぼつて自らを含む戦争責任を問うた

という『魂鎮への道』には、朝鮮人 BC級戦犯に

ふれての記述もある。今回特別に寄稿いただいた。



◆「立法措置を求める署名 Jを提出 :

み な さんか らご協 力 い だ き なが ら、政 局 の流動性 か ら提 出が で きてい な か った 立法措 置

を求 め るた めの署名 を、 5.28院 内集 会 に合 わせ 、一 斉 提 出 い た しま した。 7月 8日 の段 階

で 下記 の紹介 議員 か ら届 けが な され てい ます。 (各 院 の ホー ムペ ー ジで確 認 が で きます )

【衆議院】

受理件数 (計)21件 / 署名者通数 (計)5,243名 / 付託委員会 総務委員会

紹介議員 : 小川淳也 (民主)金 田誠一 (民主)楠 田大蔵 (民主)重 野安正 (社民)福 田昭夫 (民主)

細川律夫 (民主)松 本龍 (民主)赤 松広隆 (民主)土肥隆一 (民主)近 藤昭一 (民主)辻 元清美 (社民)

西村智奈美 (民主)  横光克彦 (民主) 市村浩一郎 (民主) 大畠章宏 (民主) 黄川田徹 (民主)

鳩山由紀夫 (民主) 小宮山泰子 (民主) 阿部知子 (社民)

【参議院】

受理件数 (計)22件 / 署名者通数 (計)5,840名  / 付託委員会 内閣委員会

紹介議員 : 水岡俊一 (民主)加 賀谷健 (民主)福 島みずほ (社民) 自員勲 (民主)千 葉景子 (民主)

簗瀬進 (民主)工 藤堅太郎 (民主)神 本美恵子 (民主)谷 博之 (民主)今野東 (民主)相原久美子 (民主)

円より子 (民主)犬 塚直史 (民主)林久美子 (民主)喜納昌吉 (民主)浅尾慶一郎 (民主)カロ藤敏幸 (民主)

藤田幸久 (民主)松 岡徹 (民主)藤 本祐司 (民主) 岡崎 トミ子 (民主) 下田敦子 (民主)

*なお、この署名は引き続き集め、総選挙後の国会でも提出予定です。

(署名用紙は下記 HPか らダウンロー ド、もしくは下記連絡先にご一報 ください )

◆カンパをありがとうございました

多数お届けいただいておりますが、次国会計報告と併せ、ご報告申し上げます。

■活動日誌■

2009年 2月 14日  『「同進会」を応援する会通信』No.9発行

4月 14日  横路孝弘衆議院副議長に面会。

5月 28日  河野洋平衆議院議長に面会。法案提出 1年集会 (衆議院議員会館)60余名

7月 1日  麻生太郎首相宛要請書提出

7月 12日  『「同進会」を応援する会通信』No.10発行

発行  韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者 「同進会」を応援する会

連絡先  (住所)162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1 10階
東京ボランティア市民活動センター気付 メールボックス No.120

(E‐mail) BCQ@nifty.com または ZXF00410@nity.com

(電橘舌)   070-6656-7031(留 守番電話 )

ホームページ httpttbcqoweb.fc2.com/ (ブ ログ http://bcq.blog49.fc2.com/)

郵便振替口座 同進会を応援する会 00100-1-463945

銀行振込口座 同進会を応援する会 三菱東京 UFJ銀行 神保町支店 普通 2414414


