海空軍その他の戦力は、

の目的を達するため、陸

ん。９条２項には「前項

す。

く安保法制は違憲なので

だからそのことに道を開

らしてみれば違憲です。

ことは、日本国憲法に照

カと軍事行動を共にする

も辞さないというアメリ

です。そういう武力行使

「国権の発動たる戦争」

信をかけてやる。それが

等ではなく、等身大の関

─瀬戸さんは、日米が対

れが危ないのです。

憲すると言い出した。こ

ろが、安倍総理は突然加

ような立場でした。とこ

はない。歴代総理もこの

立てば、自衛隊は違憲で

れています。この解釈に

は、すべての国に保証さ

自然権としての自衛権

良くし、日米同盟がしっ

同じです。アメリカと仲

高校時代に交換留学で米国へ、 その時に「世界に向けて堂々と日本を主張できる政治家になる」
と政治家を志し、 草加市議を６期 年間勤め、 参院全国比例選挙にも立候補した瀬戸健一郎氏（ア

た」と言い出す。日本も

ので、「エジプトは良かっ

暮らしもそこそこだった

も食べる物もあったし、

が、とりあえず住む場所

プトでは過剰労働だった

達の自主性を忘れ、エジ

よっているうちに、自分

行ったのに、 年間さま

例選挙に立候補された。

─６年前に参議院全国比
方自治」を見直すべきだ

条ではなく、第８章「地

法を改正するなら、第９

現実にそれが実現し、民

ると言われていました。

やがて民主党と一緒にな

当時政界では、維新は

出来事でした。

道が開いた、そういった

閉ざされた瞬間、脱出の

てきました。一つの扉が

緒にやらないか」と言っ

力による威嚇も武力行使

合、紛争解決のために武

がうまくいかなかった場

争が起き、ある国と交渉

です。すなわち、国際紛

で国を持つ権利がある。

各民族が自分たちの民族

つの大きな国際法上のル

は
「国権の発動たる戦争」 なのか。戦後生まれた一

では何で自衛隊は合憲

時代のヘブライ人という

ということです。
つまり、 エジプトに隷属していた

ールは民族自決権の尊重

イメージがあります。あ

私の中では、日本人は

おっしゃっていますね。

係でなければならないと

ます。その状況が今の日

囲での自由で満足してい

うとせず、認められた範

らの自由と解放を求めよ

えず安全、安心。そこか

かりしていれば、とりあ

からです。当時、草加市

か」とのお誘いがあった

の統治機構を変えない

というと、「東京一極集中

これはやらないといけな

ていくのだと。「そうだ、

きれない地方の声を救っ

で今の中央集権では救い

ら地方に波及していく形

中を二極に分け、そこか

そんな時、東京一極集

件とされました。これは

認すること」が合流の条

が、突然、「安保法制を容

ることになったのです

進党が希望の党に合流す

進党が誕生。その後、民

違憲とは思っていませ

私は自衛隊そのものが

ください。

ついて、考えをお聞かせ

─憲法９条、安保法制に

ためと言って、国家の威

由と民主主義を拡大する

動たる戦争を、世界に自

も、アメリカは国権の発

もしないということ。で

の大前提のルールでは、

権と言います。国際法上

っていると。これを自然

でもちゃんと自衛権は持

そしてどんなに小さな国

に守られ、導かれて出て

ていく。ところが、神様

イ人を連れてジプトを出

を去らせよ」と、ヘブラ

の時、モーセが「我が民

もないと思います。

カナンにたどり着くこと

ありませんし、約束の地

国家としての独立自尊は

本です。これだと、主権

を教えてください。

議会議員をしていた私
い」
と、正直燃えました。 日米軍事同盟を基軸に武

部会事務局長や外交安全

は、市民の困りごとをた

保障特命チーム事務局長

政策や立憲ビジョンに

として、立憲民主党基本
民であり、政府中枢の外

力による平和を主張する

もしているそうですね。

メーキング・ディプロマ

「平和創造外交」（ピース

ところが選挙の直前

す。フリーメイソンには

務省北米局が在日米軍と

シー）や「等身大の日米

施設に入れなかったら孤

─政治家にとって大切な

直接交渉しているので、

動きであり、憲法９条の
この勉強会では、日米

占領軍と被占領国が交渉

改憲を目指す動きです。

合同委員会をまず在日米

に、当時、日本維新の会

人間の人知を超えた存在

軍と自衛隊の実務者の会

代表の橋下徹氏が沖縄海

を信じていさえすれば入

独死してしまうかもしれ

ものは何でしょうか？

会できます。だから、ク

ないお年寄りがいるの

覚悟だと思います。や

私も妻の山川も「武力に

はり覚悟がないと、物事

兵隊の司令官に対し、「そ
よらない平和をつくる」

に、手を差し伸べようが
を旗印にやっているの

んなに婦女暴行を起こす

関係」を明記することが

んだったら、性風俗で溜

出来ました。日米合同委

ない。しかし、国が何か

しているような関係で

を決めなかったら、地方

議にしようということ。

で、安保法制はありえな

リスチャンも多い。フリ

まったエネルギーを処理

を正常化させていく、本

自治体は独自に動けな

来の方向に導いて行くこ

員会や日米地位協定の問

とは難しい。覚悟をもっ

す。でも、自衛隊と在日

い。原発容認もありえな

米軍が実務的な話し合い

い。アメリカに軍事力で

そうすると、そこで決め

したらいい」と言いまし

愛」のつながりがある。

られたことが即国家の決

た。これにはがくぜんと

しかし、それは仲間うち

ーメイソンには、お互い

い。憲法の規定では、地

て立ち続けないと、いつ

だけのことで、「あなたの

に助け合おうという「友

方自治体は「法律の範囲

までもまやかしの政治が

題は世界平和にも、日本

追随することが対等な日

はびこり、民主主義が機

型デモクラシーの発展に

米関係だと考えるのでは

をする。あくまでも、霞

しました。さらに憲法９

なく、正々堂々と世界に

定にはならない。今は文

内で条例を制定すること
条改憲の声も強くなり、

も核心部分の課題なの

私は居てはいけない所に

が関とワシント

ができる」のですが、根

ンＤＣの政府レ

拠になる法律がなかった

能せず、アメリカの占領

敵を愛しなさい」と言わ

で、夫婦二人三脚でがん

向けてありのままの日本

れたイエス様の愛とは相

ばっていきます。

来てしまったと思いまし

政策からの真の独立と解

ベルが公式チャ

ら勝手に条例は作れな

を主張していく「等身大

─ありがとうございまし

たね。

的とは言えない。フリー

ンネルとして機

い。これでは本当の民主

放はありません。
だから、 反しており、とても聖書
善悪の判断の基準と知恵

出て来るべきです。
また、 関 係 が 混 在 す る こ と で

いくために、アメリ

た。

の日米関係」をつくって

す。アメリカに信仰の篤

の改定を提起す

「日米地位協定

の基本政策には

が、立憲民主党

川百合子夫妻のために祈

０１９ 瀬戸健一郎＆山

メーカーズフォーラム２

３月 日には、「ピース

強会なのです

能する。この勉

─立憲民主党に入る経緯

この姿勢を貫くこと

クリスチャンの政治家は

いクリスチャンがいると

メイソンの怖いところ

だけは譲れないね、

をつながりとするフリー

世界では多数派なのです。 共に、仲間うちの
「友愛」

国内では少数派ですが、

メイソンもかなりいま

の土台を聖書に求める政

と。だからあの時、

─なぜ、アメリカはキリ

す。私の見方としては、

カときちっと対峙

希望の党には合流し

スト教国なのに他国に対

は、神様への信仰と利害

ないで無所属で、玉

して支配的なのでしょう

がっていると考えます。

砕覚悟で選挙戦をや

─日米地位協定の勉強会

ろうと夫婦で祈って

それにはフリーメイソ

それが軍産複合体につな
ンの影響があると思いま

か？
たら、枝野幸男さん

決めました。そうし
が「立憲民主党で一

す。これまでも

重要な課題で

山川にとっても

務委員でもある

から、衆議院外

る」とあります

６（池田幸子）

８０・６７２５・３２３

切り。問い合わせは ０

申し込みは３月 日締め

かれる。
会費１万２千円。

の京王プラザホテルで開

る会」が、東京・新宿区

26
山川は党の外務

V

19

（たいじ）していく、 治家がもっと日本からも

強会は私的な勉

主義ではありません。憲

政治家に必要なのは〝覚悟〟

くさん聞きました。今日

ぜ維新から立候補したか

瀬戸氏はどんなビジョンをもって国政に関わっているのか、話を聞いた。【中田 朗】

あの時は日本維新の会
と痛感していました。

る。１項に関わる戦争と

衆議院議員 山川百合子 事務所長 瀬戸 健一郎

これを保持しない」とあ

等身大の日米関係目指し

クリスチャン政治家に聞く

40

から立候補しました。な

政に関わる。辺野古基地問題、毎月勤労統計不正調査問題など、混迷を極める日本の政界にあって、

ッセンブリー・草加神召キリスト教会員）
。現在は、妻の山川百合子衆議院議員の事務所長として国

23

昨年のピースメーカーズフォーラムで。
「平和をつくる
者は幸いです。その人たちは神の子どもと呼ばれるか
ら」
（マタイ5・9）の書について説明する瀬戸氏
（左端）
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1 部 231 円
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