
″%″
'″

副′絆″″ %ィ″〃 多́〃″=″〃′″

″

翡

″〃擁 ″笏|″脅 ″″ ″〃‐笏″ ″4″多 ″髪 ″ ″́ 多″ ,′″ ,″″|〃Z″
`″

〃多 ″〃〃 〃″ ″
多

′

韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者
′
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「まだ諦めるわけにはいかない」

今年も立法運動を継続します

新年、お忙 しくご活動を開始しておられることと存じます。

昨年は 4月 から都合 6回、国会院内集会を持ち、「特定連合国裁判被拘禁者特別給付金支給法案」の

実現のため、同進会、応援する会とも全力を傾注してきました。しかし、本当に残念ながら、法案提出

はなりませんでした。

その後 12月 16日 の総選挙で自民が圧勝、法案推進議員の多くは落選あるいは引退となり、大変厳 し

い状況ではありますが、次ページの李鶴来同進会会長の言葉にもありますように、「まだ諦めるわけに

はいかない」と、運動継続の方針を同進会役員会および応援する会世話人会で確認 しました。

韓国では朴種恵大統領が誕生 し、韓国同進会 とも連携をとりつつ、働きかけをする予定です。闘

い方については 3～ 4ページの有光健さんの文章をお読みください。4月 頃に院内集会を計画しており、

詳細が決まりましたら、追ってお知らせ申し上げます。

強い国家のために個人の犠牲を許す時代にいよいよ傾くのか、日本社会の未来ともかかわります。ぜ

ひ積極的なご支援をお願いいたします。

「同進会」を応援する会 通信

第 1 回  2012.4。 25

第 4回 2012.7.31

第 2回 2012.5.28

第 5回 2012.9.7



2012年の立法運動と、今後について

旧年中は、私共、韓国・朝鮮人元BC級戦犯者

の補償立法のために、さまざまなご支援をいただ

きありがとうございました。昨 2012年の通常国

会・臨時国会は、民主党政権下での最大かつ現実

的には最後のチャンスと思い定め、法案成立を目

指し全精力を傾けてきました。あと一歩のところ

まではいつていたのですが、しかし、またもや実

現 しなかつたことが本当に悔 しくてなりません。

2008年、「特定連合国裁判被拘禁者給付金支給

法案」が野党時代の民主党から提出され、翌 2009

年には民主党が政権をとったことで、私もどれだ

け期待したかわかりません。しかし、与党には与

党の難しさがあるのか、法案提出すら叶いません

でした。

当初より私共の問題に心を砕いてくださつて

いた、石毛えい子前衆議院議員は、党首討論で突

然野田首相が 11月 16日解散を言いだす直前まで、

超党派での法案提出・審議のために調整を続けて

くださつてお り、民主党内での手続きための日程

もほぼ決まりそうと伺つていましたが、その願い

もむなしく断ち切られてしまいました。

12月 16日 の総選挙の結果は、みなさんもご存

じのとお りです。私共の問題に真剣に取り組んで

くださった方々一一今野東氏、佐々木隆博氏、初

鹿明博氏、円より子氏、服部良一氏ら一―は、残

念ながら落選。石毛えい子氏、稲見哲男氏も引退

をされました。大畠章宏氏、横路孝弘氏、泉健太

氏 (以上民主)、 また岩屋毅氏 (自 民)ら は当選

を果たされましたが、状況としては非常に厳 しい

同進会会長 李鶴来

と言わざるをえません。

こうしたなか、運動を継続するのかどうか、本

当に迷いました。応援する会の方々にこれ以上迷

惑をかけられない、という思いも強くありました。

しかし、私としては諦めがどうしてもつかないの

です。亡くなった仲間たち、特に、誰のために、

何のために死ななくてはならないのか、無念の

な棋で刑死した仲間のことを思 うと、これで仕方

ないと諦めるわけにはいきません。生き残つた者

のせめてもの責務として、あともう少 し、立法実

現のためにがんばりたく思います。

私共はすでに、1991～99年の国家補償請求裁

判も闘つています。敗訴ではありましたが、司法

は「適切な立法措置を講じることが期待される」

などの付言判示を行なっています。やはり立法府

にはこれを誠実に受け止め、法として実現 してほ

しいのです。刑は日本人として受け、補償・援護

は外国人だからと対象外。 日韓条約・請求権協定

の問題からもこばれ落ち、司法は立法裁量と言い、

立法府は措置を講じないでは、あまりに不条理で

はありませんか。このままでは、私たち韓国・朝

鮮人BC級戦犯者の人生とはいったい何であつ

たのか、という悔しい気持ちをぬぐうことができ

ません。 日本国民の良識と道義心に、切に訴えま

す。

応援する会のみなさんには大変心苦 しいので

すが、立法実現のためにあとしばらく知恵とお力

を貸 していただければと思います。どうかよろし

くお願いいたします。



2012年政権交代後のBC級立法運動に可能性はあるか?
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昨年の最大の檄を飛ばして、「特別連合国裁

判被拘禁者特別給付金支給法案」の通常国会提

出・成立に賭けてきました。タイムリミットは

通常国会終盤の 7月 頃と想定していましたが、

解散の約束と引き換えに税 と社会保障の一体

改革・消費増税法案の成立を最優先した野田政

権の国会運営の結果、民主党の分裂や政局がら

みの動きが続く中で、法案提出に向けた手続が

なかなか進みませんでした。 8月 に通常国会が

終わつてもまだ展開のないまま、10月 末からの

臨時国会にもつれこみ、そのまま 11月 16日 の

解散に至ってしまいました。 4・ 506・ 7・ 90

11月 に、毎月のように議員会館で集会を開催し、

水面下でもいろいろな働きかけを重ねてきま

したが、結果を出すことができませんでした。

本当に残念です。解散・総選挙がもうすこし先

であれば、或いは法案提出まで持ち込めたので

はないか ?と の思いは今も残 ります。

ぎりぎりまでなんとか解散前に法案を成立

させたいという議員は、官邸にも所管の総務省

政務三役にも野党にもいて、従つて、可能性は

最後までありました。1968年に起きたカネミ油

症被害者救済法案も超党派の議員立法で 8月

29日 に成立していました。しかし、韓国大統領

の竹島(独島)上陸などによつて一気に緊迫し、

冷え込んでしまった日韓関係のあお りを受け

て、もうひとつ広がりと勢いを得られませんで

した。国会は最後は数であり、超党派議員の粘

り強い連携が必要ですが、やはり “マイナーな

問題"と いう漠然とした認識を変えることがで

きず、“最優先課題"に押 し込むことができま

せんでした。

BC級の法案だけでなく、 トンネルじん肺救

済基金設置法案も、民主・自民・公明の3党で合

意していながら、法案提出が間に合いませんで

したし、民間空襲被害補償法案も提出できませ

んでした。

総選挙の結果、民主党が大敗し、これまで国

会で中心的に立法を進めてきていただいてい

た石毛えい子、稲見哲男前衆院議員は引退、齋

藤勁、初鹿昭博、服部良一前衆院議員、今野東

前参院議員らが落選され、永田町に残ることが

できた衆院の法案推進議員は激減しました。大

変厳 しい状況になりました。

H月 16日 の衆議院解散直後に、李鶴来さん

は、「運動継続」の意思を固められたようです。

永田町の状況は厳しくなりましたが、法案は否

決されたわけでも、反対されたわけでもありま

せん。 日本に暮らす当事者・家族だけでなく、

韓国には 2006年に組織された遺族会もあり、

台湾の当事者の補償を求める声も9月 に Japan

Timesに紹介されています (本紙前号7-8頁参照)。

同進会内には、李さんらの体力を考慮して、「も

はやここまでではないか ?」 との声もかなりあ

つたそうですが、このままでは納得できないと

いう李さんらの不条理への「恨 (ハン)」 が、「継続」

の判断を強く押 したようです。18日 付で別記の

声明を出しました:

この間、9月 012月 に3度訪韓し、韓国遺族

会の姜道元会長らに逐次状況を報告、意見交換

してきました。12月 9日 にお会いし、解散で法

案提出ができなかつたことを報告した際も、姜

会長の表情は明るく、「日本での皆さんの努力

に感謝する。10月 に知人の紹介で朴種恵大統領

候補に会つた。短時間ながら候補は手帳に書き

留めながら私の話を聞き、大統領になれば、必

ず取 り組みますと約束した」と、むしろ韓国側

の新政権に期待をかけておられるふ うでした。

姜道元韓国

遺族会会長

(12。 9.ソウめ



今後の取り組みですが、① 日本国内では、ロ

ビーの対象を新たに与党になつた自民・公明党

に移します。あまり人脈がなく、大変働きかけ

の難しい活動になります。②韓国では、朴種恵

新大統領に働きかけて外交的にこの問題を取

り上げるよう要望します。セヌリ党は昨年 3月

国会議員選挙の際に好意的な見解を発表 して

います (本紙 17号参照)。 韓 日議員連盟にも働き

かけをします。外交通商部の出方を見ながら、

1965年以降の外交不作為を韓国憲法裁判所に

提訴することも検討したいと思います。

一昨年 8月 の「慰安婦」・被爆者に対する韓国

憲法裁判所の決定、昨年 5月 に日本企業 (三菱

重工・新 日鉄)に対 し朝鮮人徴用工への賠償を

命じた韓国大法院 (最高裁)判決で、戦後補償問

題に対する韓国側の姿勢はこの 1年半の間に

大きく変わつてきています。その流れを活用し

ながら、自民・公明党などへの働きかけを効果

的に進めていきたいと考えます。

昨年連続的に開催 した議員会館での集会も

状況を見極めながら、今年も何回か呼びかけ、

開催することになると思います。

昨年も李鶴来さんが何度も新聞紙上に登場

しましたが、今年は日本側の支援者も積極的に

投書したり投稿して、登場していただきたいと

要望します。高齢の李鶴来さんがあきらめずに

がんばっているので、応援しましょうというこ

とではなくて、日本の有権者として歴史的責任

を果たすべきだとい う主体的な呼びかけが広

がることを期待 します。 (有光 健 0世話人)

明一月

一昨日(11月 16日 )衆議院があわただしく解散され、韓国・朝鮮・台湾人元 BC級戦犯者らのへの特別給付

金支給法案は提出されることなく、終わってしまいました。まことに残念です。

私たちは今年の通常国会と臨時国会に韓国・朝鮮・台湾人元BC級戦犯者問題の解決を図る「特定連合国

裁判被拘禁者特別給付金支給法案」が提出され、成立することを強く願つて要請を重ねてきました。

戦後 67年の今年は、朝鮮半島と台湾で「停虜備 虜)監視員」が募集されてから 70年、サンフランシスコ

講和条約発効からも60年、不条理を訴えて当事者が「同進会」を結成して 57年になりますが、あまりに

長く不条理が放置されてきました。

特別給付金支給法案を民主党が 2008年に提出してからでももう4年が経ちました。政権交代したにもか

かわらず、民主党が法案を提出できなかったことに、とりわけ深い失望を禁じえません。当事者がどんど

ん他界していきます。今年 2月 には台湾出身の林水木さんが、 7月 には同進会の金完根副会長が逝去しま

した。

問われているのは、戦後処理で不条理を強いられ続けてきた被害者らの人権問題であり、領土問題や政

局とは直接関係のない問題でしたしとりわけ。当事者が生きている内に実現しなければ意味のない法案で

す。

総選挙後の国会で、必ず「特定連合国裁判被拘禁者特別給付金支給法案」が提出、審議され、すみやか

に成立させることができますよう、関係各位の一層のご努力を強く訴え、要請します。

韓国。朝鮮人元 BC級戦犯者同進会 会長 李 鶴 来

韓国。同進会(韓国遺族会)会長 姜 道 元

同進会を応援する会 代表 内海愛子

2012年 11月 18日



2012年秋・臨時国会での院内集会報告-11月 6日

通常国会に引き続き、衆議院選挙の前の臨時国

会中に、一度院内集会をもちました。平日の昼間

であるにもかかわらず、40人弱の方々が雨の中参

集 してくださいました。このうち、民主党を中心

に、5名 の議員と7名 の議員秘書が参加 しました。

選挙後、自民党が与党となり、議員の構成が大き

く変わつてしまつたこともあり、隔世の感を禁じ

えませんが、以下に報告いたします。

冒頭で有光さんが国会の状況を説明しました。

9月 には戦後補償議連が韓国を訪れ、韓国同進会

会長の姜道元さんに会いました。10月 29日 に開

かれ、11月 30日 までの予定の短期間の臨時国会

で「特別給付金支給法案」を審議させえるのかが

大きな課題です。そのためには、11月 13日 締切

の民主党の総務部門の審議対象事項のリス トに、

この法案を含みこませることが求められます、と

のことでした。

その後、民主党の円より子前参議院議員、石毛

えい子衆議院議員、大河原雅子参議院議員、藤田

幸久参議院議員、社民党の服部良一衆議院議員 (い

ずれも当時)が発言をしました。一様に、選挙後

はこの問題を解決するには厳しい議員構成になる

恐れが大きいとのことでした。

また、この臨時国会においても、特例公債と一

票の格差について、与野党がどれだけ詰め寄るこ

とができ、管轄部門である総務委員会がどのくら

いの期間開かれるのか、さらには、総務委員会で

の審議事項の中で、「特別給付金支給法案」を入れ

込むことができるのかが、大きな課題 として論 じ

られました。

その中で、藤田幸久参議院議員の「先日、オー

ス トラリアとアメリカの捕虜が来たが、[こ の問題

に関して]外務省も若干前向けになつてきている。

民間の交流が多いので、そのためにも、過去の清

算は必要である」という、発言が記憶に残りまし

た。

その後、スマ トラ島のバカンバルの停虜収容所

と民間人抑留所を視察したことのある、福田玲三

さんの証言を聞きました。オランダ人件虜から好

意的に受け止められた件虜収容所所長、その反面、

死刑となつた男性用の民間人抑留所の所長のお話

などをされました。その上で、内海愛子さんが、

独立運動とオランダと日本という二つ巴の中で、

件虜と民間抑留者の問題が追及されたオランダ裁

判では、捕虜収容所と民間抑留所は組織的テロ団

体と規定されており、敗戦後、関係者が拘束され

たことを述べました。朝鮮人の BC級戦犯者です

と、丁永玉さんやヂ東鉱さんなどがスマ トラ関係

です。

また、民団の生活局の桂峯圭さんからは、当時

者が存命の内にとにかく解決が求められているこ

と、日韓交渉の文書全面公開訴訟の事務局長をな

されている李洋秀さんからは、日本の民主化のた

めにも、文書公開が必要なこと、とのご発言を戴

きました。

さらには、内海さんは、朝鮮人 BC級戦犯者の

靖国合祀の問題についても指摘 しました。姜泰協

さん、趙文相さん、林永俊さんら、4名 の合祀通

知を取りました。それによりますと、1966年 10

月 17日 付けで合祀されており、翌 18日 にはA級
戦犯が合祀されています。

刑死者の場合、日本政府が 「経済援助という行

政認定」を行つた時点で、公務死となり、合祀さ

れます。しかし、朝鮮人戦犯の場合、日本の援護

措置からは排除されている、つまり、行政認定を

受けていないわけです。それにも関らず、合祀さ

れてしまう。当然、遺族にも合祀されたことを伝

えない。こういう、日本政府のご都合主義こそが、

李さんの怒 りを裏打ちしている、との説明でした。

左より、今野東、大河原雅子、石毛えい子議員 (当 時)、

円より子元議員



最後に、李鶴来さんの方から以下のような発言

がありました。

「この運動を半世紀以上やってきました。近年

日本政府は、連合国件虜やその家族を招待し丁重

に謝っており、そのことに関しては深く感銘を受

けております。 しかし、私たちに対しては、半世

紀以上も要請し続けているのに、日本政府はなに

もしていない。とても理解できません。分かりや

すく言えば、理不尽なやり方をしているのです。

司法に訴えたのは 2回あります。1回 目はサン

フランシスコ平和条約発効時に、「人身保護法」に

基づき釈放を求めたわけですが、科刑当時は日本

人だということで、結局長い間、巣鴨刑務所に収

監されました。

2回目は、1990年代の条理裁判。日本政府は、

戦中・戦後を通じ、青春も、命も、あらゆる犠牲

を要求しながら、援護・補償からは排除していく。

あまりにも不条理ですね。それが、今の運動に繋

がっていっています。捕虜に対しては謝つている

のに、なぜ一方は放置されているのか。その意図

は私には分かりません。皆さんの方でも判断して

いただき、私たちの運動をさらにご支援いただき

たく、お願いいたします」

有光さんの方からは、この問題には台湾人も関

つており、「特別給付金支給法案」の中国語訳が出

来たこと、台湾の紅十字会総会の会長が、前法務

部長 (法務大臣)の王清峰さんで、この問題に対

する理解があることなどが、報告されました。

(文責 岡田泰平)

下記の本al刊行され春した ′

●『 季刊 戦争責任研究』78号(2012年冬摯号 )

「スガモ特集」

スガモプリズンーー占領下の「異空間」 内海愛子

スガモの平和運動と塀の外のまなざし  本庄十喜

スガモプリズンにおいて「植民地責任」を問うこと

米国管理期の朝鮮人仮出所者の記録に見る意識と行動  岡田泰平  ほか

。ご注文は日本の戦争責任資料センターヘ

Te1/Fax  03-3204-7477  メール jwrcOmua.biglobe.ne.jp

※岡田田泰平さん、本庄十喜さんは、応援する会世話人でもある若手研究者です。

●『凍哺出眸         』

内海愛子・宇田川幸大・カプリオマーク編解説、全3巻、現代史料出版



10.20
会 報 告

一

喪 昭 さ ん

口

渡 辺 考 さ ん の お 話

「カメラが見つめた韓国・朝鮮人BC級戦犯者の運動と、日本のこれから」

竹島(独島)問題で日韓関係が一気に冷え込み、

通常国会での成立がとうとう叶わなかった 2012

年秋。国会での院内集会だけでなく、広く市民集

会を呼びかけようと、カメラマンの表昭 (ペソ)

さんと、NHKディレクターで、2008年夏にEⅣ
特集 「韓国・朝鮮人戦犯の悲劇」を制作された渡

辺考さんを招き、お話を聞く会をもちました。大

阪経済法科大学麻布セミナーハウスで開催。31名

の方にお集まりいただきました。

長身の表昭さんの姿は、院内集会など同進会の

方々が集まる場に、必ずと言つていいほどありま

す。在 日の 205～3世と自己紹介されていました

が、1991年に『アサヒグラフ』のBC級戦犯者の

取材に同行 して以降、この問題にかかわり続けて

おられます。

当日は、震災で秋に延期された 2011年 10月 の

チャンギー殉難者慰霊祭 (池上本門寺での刑死者

供養)の写真をプロジェクターで上映しつつ、ど

んな問題が放置されつづけ、何がいま問われてい

るかを、お話しくださいました。

つづく渡辺考さんは 1966年生まれ、受験戦争

のただ中にあった世代だそうですが、昭和史の知

識はわずかで、数々の戦争被害が未処理のまま今

にいたっていることも、長い問知らずにいたと言

います。李鶴来さんに取材を申し込んだときも、

喪昭さん

1956年福岡県生まれ.著書に

『関東大震災朝鮮人虐殺 写

真報告』『 となりの神ト ニッ

ポンにやってきた異国の神々

の宗教現場』ほか

そんなことも知らないのかと、一喝されるのでは

と恐れていたと力、

しかし、李鶴来さんと一緒に韓国へ行き、亡く

なつた仲間・洪起聖さんの足跡を訪ね、また、取

材で初めて確かめられた韓国でご存命の元戦犯

者・金哲基さんとも出会いました。これらの過程

で感じた思いを、番組の一部を上映しつつお話し

くださいました。竹島問題、尖閣諸島問題でゆれ

るなか行われた、日中韓のジャーナリス ト会議が

韓国・慶州であり参加されたそうですが、韓国の

若いディレクターは、「われわれがいがみあう問題

ではない」と実に冷静だつたのが印象的だったそ

うです。

その後、当事者として李鶴来さんが近年の捕虜

招待事業にふれ、内海さんがその背景を批半J的に

補足されました。内海さんらといっしょに資料研

究をしている若手研究者も多く参加くださいまし

た。

臨時国会はこの集会の 10日 後、10月 29日 招

集でしたが、赤字国債、定数是正など最低限がや

れるかどうかで、他の法案まで協力して通すこと

ができるかどうかという情勢でしたが、しかし、

ここでできるかぎりを行なつていこうという決意

を固めて、集会を終えました。

(文責 大山美佐子)

渡辺考さん

1966年東京都生まれ。E]町 特集

『韓国・朝鮮人戦犯の悲劇』で

ギャラクシー賞奨励賞受賞.大

森淳郎との共著に『BC級戦犯

獄窓からの声』(NHK出版)

李鶴来さん



韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者問題と出会つて

戦争に翻弄された人々の苦悩の顔を、テレビや

新聞で見るたびに、過去を反省するという言葉に

辿 り着く。私はそのたびにこの言葉を心の中で思

い描きながらしばませてきたという一人である。

2008年夏に、NHKの EW特 集 「シリーズB
C級戦犯」(1)韓国・朝鮮人の悲劇、(2)“罪"

に向き合 う時が放送された。私は、この番組をた

またま視聴 し、韓国・朝鮮人元BC級戦犯の問題

に初めて接した。韓国に留学したり、大学院で勉

強してみたりと、韓国に少 しだけ繋がりを持つよ

うになっていた私に、元戦犯たちの姿はとても複

雑な印象を残した。連合国の捕虜やアジアの国の

人々にとって加害者と言われる者が、命令された

被害者でもあつたということ。そして、祖国に帰

れば、彼らは対日協力者と呼ばれ、やむなく生活

しなければならない国では、救済措置のないまま

不条理の中で生き続けなければならなかったとい

う。

それからしばらく私は何もしないでいたが、何

かに押されるようにして、筆をとった。これが縁

で同進会や応援する会の活動に少しばかり参加さ

せていただくようになった。私の接 した活動はま

だほんの数回に過ぎないが、活動には、いつも李

鶴来さんら同進会のメンバーの切実な声があり、

ご遺族らの怒りの表情があった。半世紀もの間、

言葉を発し行動をしてきた人々の姿を目の当たり

同遭会を応擬する会で取ιl擢い中の書籍

① 内海愛子『キムはなぜ裁かれたのか』(朝日新聞出版、2∞8年) 15∞ 円

② 大森淳郎・渡辺考『BC級戦犯 獄窓からの声』(NHK出版、2∞9年) 15∞ 円

③ 田中宏他編『未解決の戦後補償』(創史社、2012年) 1800円
*③は大山美佐子「「日本の戦犯」にさせられた朝鮮人たち」執筆

ご注文はBCo研耐しCOmで。あるいは、振込用紙に書名を書いてお振込を。

いずれも送料込の代金です。

栗 田 麻 由

にし、また、元BC級戦犯らが加害者として元捕

虜への謝罪の気持ちを持ち続けているという事実

に、頭の下がる思いがしてならない。

大変恥ずかしいことであるが、私がこの問題を

知ったのはほんの数年前のことである。まだまだ

韓国・朝鮮人元BC級戦犯の問題を知らない。そ

して、戦争によつて翻弄された様々な立場の声な

き個人の存在を知らない。しかし、この問題をき

っかけにし、さらに知りたいと思つた。知らなけ

ればならないと思つた。知らないという現実と向

き合 うことから、私たち世代や未来の世代の、過

去の戦争との対話が始まるのだと思う。知らない

という現実と向き合ってみたい。

(応援する会世話人)

2012.10.6 発送作業



特定連合国裁判被拘禁者等に対する特別給付金の支給に関する法律案

(趣旨)

第一条 この法律は、特定連合国裁判被拘禁者が置かれている特別の事情等にかんがみ、人道的精神に基

づき、特定連合国裁判被拘禁者及びその遺族に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を定めるもの

とする。

(定義)

第二条 この法律において 「特定連合国裁判被拘禁者」とは、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判

により拘禁された者であつて、同条約第二条 a又はbに掲げる地域に本籍を有していたものをいう。

(特別給付金の支給及び裁定)

第二条 この法律の施行の日 (以下「施行日」という。)において特定連合国裁判被拘禁者に該当する者又

は施行日の前日までに死亡した特定連合国裁判被拘禁者の遺族には、特別給付金を支給する。

2 特別給付金の支給を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行

う。

(遺族の範囲)

第四条 特別給付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子 (死

亡した者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)、 父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外
の三親等内の親族 (死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にし

ていた者に限る。)とする。

(遺族の順位等)

第五条 特別給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。この場合において、父母

及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持 し、又はその者と生計を共

にしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母

については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
一 配偶者 (死亡した者の死亡の日以後施行 日の前日以前に、前条に規定する遺族 (以下この項におい

て「遺族」という。)以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。)

三 子 (施行日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 三 父母

四 孫 (施行 日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 五 祖父母

六 兄弟姉妹 (施行 日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)

<中略>
(請求期限)

第六条 特別給付金の支給の請求は、施行日から起算して五年以内に行わなければならない。

2 前項の期間内に特別給付金の支給の請求をしなかつた者には、特別給付金を支給しない。

(特別給付金の額)

第七条 特別給付金の額は、特定連合国裁判被拘禁者一人につき三百万円とする。
<中略>

附 則

(施行期 日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<中略>

理  由

特定連合国裁判被拘禁者が置かれている特別の事情等にかんがみ、人道的精神に基づき、これらの者及

びその遺族に特別給付金を支給するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由

である。

本案施行に要する経費

本案施行に要する経費としては、約三億円の見込みである。

(*2008年 5月 29日 に民主党が衆議院に提出したものと同じ内容です。)



在日韓人歴史資料館主催 内海愛子さん講演会のご案内

「キムはなぜ裁かれたのか

一―未解決の韓国・朝鮮人BC級戦犯者問題を考える」

日時 : 4月 6日 (土)14:00-16:00

場所 : 在日韓人歴史資料館

同資料館の土曜セミナーで内海愛子さんが講演されます。

参加費 1000円 (会員 800円 、学生 500円 )

事前申し込みを資料館に電話・FAXO Eメ イルで。

電言舌 03‐ 3457‐ 1088 FAX 03‐ 3454Ⅲ 4926   Mail:Lttk涎21koreans.org

◆活動日誌

2012年  10月 6日   『「同進会」を応援する会通信』No.19発行

10月 20日   カメラが見つめた韓国 0朝鮮人BC級戦犯者の運動と、日本のこれから

お話 :表昭さん・渡辺考さん 於大阪経済法科大学セミナーハウス (31名 )

11月 6日    臨時国会での法案成立を目指す院内集会 (衆院第 2議員会館、約 40名 )

11月 18日   同進会・応援する会合同役員会 (李鶴来、大原元、自井セツ、姜福順、内海、

有光、岡田、森り||、 於飯田橋ボランティアセンター)

12月 24日   同進会・応援する会打ち合わせ (李鶴来、姜福順、有光、岡田、森川、大山)

忘年会 (於新宿)

2012年 1月 19日    同進会・応援する会合同役員会

『「同進会」を応援する会通信』No.20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) BCQD由 _COm または ZXF004Ю@nJ曝com

(電話) 090-6548-7031(大 山)

ホームページ http、l黙cq.web■2.com/ (ブログ httpソゐcq.blog49.fc2.c∝ ゴ)

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■「FJ銀行 神保町支店 普通 2414414
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く在日韓人歴史資料館・土曜セミナーのご案内〉

キムはなぜ裁かれたのか?
一未解決の「韓|口・朝鮮人 BC級職犯』問題を考える』一

■日時 4月 6日 (土)14:00～ 16:00

◆参加費 1000円 (資料館会員8∞ 円・学生5∞ 円)

■場所 在日韓人歴史資料館セミナー室

●〒106-8585東京都港区南麻布 1-7-32韓国中央会館別館 3F

01103-3457-1088

●東京メ トロ南北線・都営大江戸線 「麻布十番J駅下車 。 2番出口

か ら徒歩 3分

*案内 HP: http://―。j―koreans.org/use_infO/infO.html

(◆朝日選書は 1575円  ISBN4‐ 02‐ 259948‐9

【図書・資料紹介】

●『 季刊 戦争責任研究』78号(2012年冬撃号)    1,020円 鐘料210円 )

「スガモ特集』 スガモプリズンーー占領下の「異空間」 内海愛子

スガモの平和運動と塀の外のまなざし  本庄十喜

スガモプリズンにおいて「植民地責任」を間うこと

一米国管理期の朝鮮人仮出所者の記録に見る意識と行動 岡田泰平

⇒注文は日本の戦争責任資料センターヘ

Te1/Fax  03-3204-7477  メール jwrcOmua.biglobe.neo jp

●『東京裁判一捕膚関係資料』

内海愛子・宇田川幸大・カプリオマーク編解説、全3巻、現代史料出版
°
現代史料出版 60,900円 ISBN・ 104877852719 1SBN‐ 13つ784877852719

■講師 内海愛子

(韓国0朝鮮 BC級戦犯者「同進会」を応援

する会代表、朝日選書『キムはなぜ裁か

れたのか』著者)

■主催 在日韓人歴史資料館

*下記に事前申込みをお願いします。

審03‐3457‐ 1088 Fax03‐3454‐4926

E‐Ma‖:info01来 oreans.Org


