
 

 

日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす北海道の会 
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2011 年 4 月 18 日               TEL/FAX 011-711-1910 郵便振替 02790-1-46388 

呼びかけ 88 人で北海道の会 設立 

106 人の会員と 27 人の参加で総会成功 
3 月 30 日、札幌市内で「日本軍『慰安婦』問題

の解決をめざす北海道の会」の設立総会が 88 人の

呼びかけで開催されました。参加者は旭川や小樽か

らもかけつけ、27 人でした。総会時点での会員数

は 106 人です。 

20年それぞれの運動が一同に会する 

福地保馬さんの司会で開会され、金時江さんから

挨拶と設立の経緯が述べられました。北海道では、

20 数年前から様々な団体が「慰安婦」問題に取組

んできています。それらの成果は 2008 年札幌市

議会での「意見書」採択などに反映されました。そ

の後 1 年経て、札幌市民にこの問題を理解し、広

げるために、2010 年 3 月に札幌地下街での「パ

ネル展」、「オレの心は負けていない」上映会、毎月

の「水曜デモ」、学習会などの行動が取組まれ、こ

れらの行動の中から継続化の機運が高まり、「会」

の準備会を重ねてきました。これまで取り組んでき

た様々な人びとが一同に会する総会になりました。 

設立趣旨・規約・役員選出・活動方針の提案がさ

れ、運営委員の推薦など積極的な意見が出されまし

た。参加者全員の自己紹介とこの運動に対する思

い、意見などを出し合い交流しました。 

提案議案を全員で採択 

議案は、一部修正を含め、全員で採択され、ここ

に「北海道の会」が結成されま 

した。最後に、清水和恵さんの

閉会挨拶で終了しました。 

役員は、4 ページに掲載。  

 

 

＜設立呼びかけ人＞赤田司、石井ポンペ、石神博子、

石川一美、磯川祐人、林炳澤、上野和子、内山博、浦

部浩行、江原裕美、遠藤公子、大原久、小川富史江、

金時江、金貞礼、大山美智子、小田島佳枝、影山あさ

子、川口迪彦、工藤朱美、久朗津泰秀、黒田秀之、小

泉雅弘、古賀清敬、児玉健次、小林久公、島田美智子、

小林真彦、小松豊、駒井秀子、近藤恵子、坂本きょう

子、佐藤博文、篠田江里子、島川洋子、清水和恵、清

水幸子，白倉汎子、鈴木一、相馬麗子、高崎暢、高崎

裕子、高橋聡子、高橋留美子、高橋芳恵、竹村泰子、

田中貴文、谷百合子、谷上嶐、玉村有紀、辻陽子、殿

平善彦、冨田素實江、豊巻絹子、長井美木、中山登喜

恵、丂尾寿子、奈良岡文枝、西千津、猫塚義夫、畠山

紀子、花崎皋平、福地保馬、福原正和、本田ゆみ、蒔

田明嗣、三浦雅子、溝口敏恵、水上砂恵子、水溜真

由美、三谷菫、宮内泰介、宮川潤、三宅由美、宮田

和保、宮田汎、村岡篤子、村田久美子、森田正治、

森山軍治郎、八子恒子、山内恵子、山口たか、山田

澄子、山田剛、油谷良清、横山晴美、吉田勝弘  

 (88 人 3 月 24 日現在) 
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総会でのみなさんの発言要旨 

K.M.  さん「方針の通り、日々これから取り組ん

でいかなければならない。大きな企画をして、メデ

ィアを巻き込む活動をしたい」。 

I.P.  さん「日本と朝鮮の隔たりを感じる。良い隣

国関係になるように意識して戦後責任を解決してい

きたい」。 

M.M.  さん「2008 年に民主党の働きかけで札幌

市議会で意見書が採択された。努力の結果。微力な

がら協力していきたい」。 

I.P.  さん「子どもの頃、強制連行され、炭鉱で働

かされていた朝鮮人を二階にかくまっていた家に住

む経験をした。沖縄もアイヌも植民地化されたとこ

ろは、言語を奪われ、文化を奪われた。解決は、こ

れからの課題だ」。 

S.K.  さん「独立記念館に行って衝撃を受けた。今

生きている女性たちに謝罪と補償したい」。 

M.A.  さん「旭川から参加。旭川でも今 10 人く

らいの仲間が集まっていて組織を作りたい。運営委

員に 1 人入れてほしい」。 

S.Y.  さん「被害者が高齢ということで、1 日も早

い解決をしたい。賛同者を連ねて参加。これまで活

動をしていなかった若い人たちを会員に増やすこと

が大切です」。 

K.Y.  さん「中学教員。8 年前に教科書から『慰安

婦』記述が削除された。国が事実を認め、謝罪と補

償をすることと、歴史の継承が必要。設立趣旨に『継

承』を挿入してほしい」。 

H.A.  さん「藻岩発電所建設犠牲者の碑をつくっ

た。彼らの死を無駄にしないで、再発防止に取り組

みたい。私も歴史の継承が必要と考える」。 

Y.S.  さん「10 年前に韓国に行った。みなさんと

ともにデモにも参加していきたい」。 

T.R. さん「I(あい)女性北海道会議で活動をしてい

る。全道 15 の支部で、この問題を取り組んでいき

たい」。 

S.K.  さん「諸団体の連携としてキリスト教のなか

で広げていきたい。次の世代に繋げたい」。 

N.H.  さん「1991 年から運動が続いていた。 

 女性が差別されてきた。超党派で取組みができた」。

U.H.  さん「旅システムでは、設立以来平和ツア 

ーで沖縄に行っている。日本は戦争被害者であった 

と同時に加害者であったことを知る。韓国には 23 

年前から行っているが、今後もナヌムの家や水曜デ 

モに参加するように企画したい」。 

K.K.  さん「1993 年に河野談話があり、2001 

年に 3 つの党が衆議院で法定案を提出した。広い分

野で努力していくことが必要。3 月 30 日は中学校教

科書検定予定の日で、結果に注目したい」。 

H.T.  さん「札幌市議会で 2008 年に意見書が採択

されているが、その前にも、1992 年 6 月 17 日、

札幌市議会が全会一致で意見書を採決している」。 

T.Y.  さん「この問題は他人事ではなく、自分のこ

ととして、まじめに取り組んでいきたい」。 

K.H.  さん「小樽から参加。10 年前に女性国際戦

犯法廷に参加し、『憲章草案』の和訳などをした。立

法による解決のために、微力ですが取り組んでいきた

い」。 

K.S.  さん「3 月 11 日の震災後、大変厳しい時期

にある。二度と繰り返してはならない、未来に引き継

いではいけない。当事者の尊厳をとりもどすことは、

あせらず、迅速に、誠実に取り組んでいきたい」。 

M.S.  さん「過去のことではなく、今の問題として、

なし崩しにしないで、取り組むことが大切。できるこ

とに協力していきたい」。 

S.M.  さん「10 年前に母親と一緒にナヌムの家に

行った。衝撃であった。水曜デモに参加したい」。 

Y.M.  さん「『オレの心は負けてない』を紹介され

た。何かできることがあれば、協力したい」。 

H.N.  さん「北海道では、20 年間この運動を支え

てきた人たちがいます。このまま、終わらせてはなら

ない。今回の原発の問題は、戦後 65 年の検証の課題

を突きつけた」。 

最後に小林久公さんから討論のまとめとして、

今回多くの力が結成され、北

海道に初めて行動する会が

できた。頑張っていきたいと 

述べられました。 
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 日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす北海道の会 設立の趣旨  

 日本は、1931 年の満州事変を皮切りに、1945 年

の敗戦に至るまで 15 年間にわたって侵略戦争をしま

した。この戦争で、日本は、アジアを中心とした人び

とに多大な犠牲を強いてきました。その一つが、日本

軍「慰安婦」問題です。 

日本は、朝鮮半島や台湾をはじめ中国、フィリピン、

マレーシア、インドネシア、東ティモールなどアジア・

太平洋地域やオランダの女性たち（多くは 10 代）を

だましたり、暴力的に拉致して「慰安所」に拘束し、

日本軍兵士たちの性奴隷としました。このような女性

は、2 七 5 千人以上と考えられていますが正確にはわ

からない状況です。 

1991（平成 3）年、金学順(キム・ハクスン)さんと

いう韓国女性が、日本軍の「慰安婦」だったと名乗り

出たことを契機に、多くの女性たちが被害を証言し、

日本政府に対する謝罪と補償、尊厳の回復を求めてい

ます。 

日本政府は、1993 年に、当時の河野洋平内閣官房

長官が、この事実を認めてすべての被害者に謝罪し、

日本政府として何らかの措置をとり、教育のなかでこ

の問題を後世に伝えていくことを言明しました。とこ

ろが、歴代の総理大臣は、日本政府の見解として、こ

の河野談話を踏襲すると、口では謝罪しながら解決を

放置しています。1995 年 7 月には、「女性のための

アジア平和国民基金」(以下「国民基金」)が発足し、

村山首相は敗戦 50 年にあたって、アジア諸国に対す

るおわびと反省を表明しました。しかし、「国民基金」

は、2002 年 5 月に終了し、解決に至りませんでした。 

さらに、2001 年から 8 回にわたって、民主党と 

 社民党、共産党の野党 3 党が、この問題の解決促

進のための法案（解決促進法案）を提出しています

が、ことごとく「廃案」となり、未だに実現してい

ません。 

一方、日本政府の対応について、国連の人権委員

会、ILO（国際労働機構）の専門委員会や、アジア、

アメリカ、カナダ、ヨーロッパの国々の議会が日本

政府に誠実な謝罪や補償・賠償を求める勧告や決議

をしています。 

このような状況のなかで、この問題の解決に向け

ての日本内外の地道な運動の成果として、2008

年以来、札幌市を含む 36 の地方議会で、この問題

の早期解決を政府に求める決議が次々と挙げられ

ています。2010 年 11 月 25 日には、日本軍「慰

安婦」問題の立法解決を求める国際署名 610,832

筆が衆議院に提出されました。 

生存されている被害者の大半の方が 80 歳を過

ぎ、命あるうちに解決することが求められていま

す。私たちは、このときに当たって「慰安婦」問題

の一日も早い解決をめざして、政府と国会が謝罪と

補償のための立法をおこなうこと、また、日本社会

がこのような人権侵害を繰り返すことの無いよう

歴史を継承する事業を関係機関等が実施すること

を求め、運動をこれまで以上に強く広く展開してい

くことを決意して、ここに「日本軍『慰安婦』問題

の解決をめざす北海道の会」を設立しました。私た

ちは、この運動を多くの道民に広げ、全国と世界の

みなさんと連帯して行動をしていきます。 

       2011 年 3 月 30 日 

 日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす北海道の会 規約  

第一条(名称)本会は、日本軍「慰安婦」問題の解決を

めざす北海道の会と称する。 

第二条(目的)本会は、慰安婦」問題の一日も早い解決

のために、日本政府による謝罪と補償のための立法、

及び、歴史の継承を実現するために行動することを目

的とする。 

第三条(事務所)本会の事務所は、札幌市内に置く。 

但し、郵便振込等の会計事務の事務所は会計宅とする。 

第四条(事業)本会は目的達成のため、広範な個人、団

体に賛同をもとめ連携して事業を進める。 

本会は、国会議員をはじめ政党、関係当局に問題解

決を求める取組を行う。本会は、講演会、学習会など

を開催する。本会は、韓国の水曜デモに呼応し、札幌

市などで水曜デモを実施する。その他、目的達成のた

めの事業を行う。  第五条(構成)本会は会の目的に

賛成する個人で構成する。 

第六条(会員)  会の目的に賛同する人は、全て会員と

なることができる。但し、目的に反して会を混乱させ 

 る人は、会員になれない 

第七条(総会)会は、年に一回総会を開催する。     

第八条(役員)運営委員は、総会で選出する。 

運営委員の中から共同代表、事務局長、会計を総会

で選出する。  第九条(運営)運営会議を開催し会

を運営する。緊急な場合は、共同代表、事務局長、

会計の三役の協議で決定することが出来る。会員

は、全ての会議に自由に参加することができる。 

第十条(財政)会の財政は、会費、賛同カンパ、事業

収入で賄う。会計年度は、今年度は 3月 30日より、

2012 年度以降は、毎年 4 月 1 日より翌年 3 月末ま

でとし総会で承認を受ける。 

第十一条(会費)会費は、年額一口、1,000 円とし、

複数口の入金を歓迎する。 

第十二条(改正)規約の改正は、総会で出席者の過半

数の賛成により改正することができる。 

第十三条(施行)本規約は、2011年 3月 30日より施

行する。                    以  上 
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東日本大震災 

宋神道さんと 

その支援者のために  

緊急募金のお願い 

 

在日の慰安婦裁判を支える会で

は、3 月 11 日に、宮城県女川町で

東日本大震災と津波の被害に遭っ

た宋神道さんと、女川の人びとにた

いする救援、「戦争への道を許さな

い女たちの仙台の会」への募金を訴

えています。 

宋神道さん(88 才)は、戦後を過

ごした女川町の人たちの助けを受

けながら、3 月 20 日に無事東京に

避難され、新しい生活が始められて

います。 

宋神道さんは、1993 年に在日の

日本軍「慰安婦」として、国会にお

ける公式謝罪を求めて東京地裁に

提訴しました。地裁でも高裁でも国

家無答責、除斥期間を理由に認めら

れず、2003 年最高裁は棄却しまし

た。 

宋さんを支えてきた「在日の慰安

婦裁判を支える会」は、宋さんの東

京での新しい生活の出発を支え、宋

さんが過ごされた女川地域の人び

とへの救援、「戦争を許さない女た

ちの仙台の会」の活動再開への緊急

支援募金を訴えています。 

皆さんの協力をお願い致します。 

募金は、下記にお願いします。 

 

郵便振替「0130-0-760722」 

宛先 

「在日の慰安婦裁判を支える会」 

解決のために世界と連帯 

水曜デモの参加をお願いします。 

 

4 月 27 日(水)  午後 7 時～7 時 30 分 

5 月 25 日(水)  午後 7 時～7 時 30 分 

6 月 22 日(水)  午後 7 時～7 時 30 分 

7 月 27 日(水)  午後 7 時～7 時 30 分 

場所  JR 札幌駅北口西側出入り口 

主催 日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす北海道の会 

北海道の会 役 員 体 制 

【運営委員】石神博子、林炳澤、金時江、小林久公、小林真彦、 

清水和恵、島川洋子、高橋芳恵、竹村泰子、冨田素實江、

丂尾寿子、畠山紀子、福地保馬、溝口敏江、水上砂恵子、

水溜真由美、山田澄子、吉井健一、油谷良清、  (旭川) 

【共同代表】  金時江、清水和恵、丂尾寿子、福地保馬 

【 会  計 】  畠山紀子 

【事務局長】  冨田素實江 


