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安倍首相 「9条改悪」の具体策を明示！ 
「戦争のできる国」に突き進む！       

 

安倍首相は先月 5月 3日「2020年には憲法 9条

を改正し施行したい」と発言し与党に取りまとめを急

ぐよう指示しました。その内容は「9条の 1，2項は

そのままにして 3項に自衛隊の規定を加える」という

もので、「7，8割の憲法学者が集団的自衛権を行使す

る自衛隊は憲法違反」と指摘しており3項を新設し「合

憲化」を図るとしています。 

この内容にはいくつかの問題点があります。 

一つは戦争法（安保法）の時は「集団的自衛権の行使

と自衛隊の海外派兵・駆けつけ警護は合憲」と強弁し

強行採決しながら、今度は手のひらを反して「“違憲”

といわれている自衛隊を憲法の中にしっかりと位置付

けたい」とうそぶいています。二つは政府関係者・公 

務員には憲法への「尊重擁護義務」が課せられており、

行政府のトップに立つ首相が改正内容と施行期日まで

指示するのは違憲行為です。さらに憲法の「改憲発議」

は立法府である国会のみに委ねられているもので、国

会への介入でこれも違憲行為です。三つは 3項（自衛

隊規定）を加える「加憲」と主張していますが、１項、

2項のとくに 2項の「交戦権の否認」の死文化を狙っ

たもので 9条の改悪そのものです。 

安倍首相は衆参院とも三分の二の改憲派を擁している 

いまが改憲の最後のチャンスととらえています。 

わたしたちは戦争と平和の分岐点に立たされています。 

「9条を変えさせない、守り抜く！」を掲げ続けてきた 

「9条の会」はまさに総力を挙げる時が来ました。 

 

異常事態！ 共謀罪法、一気に本会議で採決強行！ 
基本的人権圧殺！ 密告社会、警察国家の再来！ 

 

稀代の悪法・治安維持法の現代版と言われている共

謀罪法案は、6 月 15 日朝法務委員会での審議・採決

をせずにいきなり参院本会議で採決を強行しました。

安倍政権は「2020五輪をテロから守るため」を口実

に組織犯罪処罰法（テロ等準備罪法）と法案名を変え

て出してきました。 

同法案は現在ある２７７の刑事処罰法を一括包含し、

これまでの「実行」段階からの処罰対象を「計画」の

段階に変えるなど日本の刑事法の大原則を変えるもの

です。安倍首相は「一般人は捜査対象外」と強調しま

すが、個人の心の奥まで捜査が及ぶことや、一般人の 

定義、計画及び容疑者の認定基準、容疑者への捜査権 

など何ひとつ明かにせず、本質的なことが隠されたま

ま採決が強行されました。 

すでに成立している「特定秘密保護法」「マイナンバ

ー制度」とこの「共謀罪法」によって国民一人ひとり

への管理統制の法体系は整ったと言えます。 

あの戦争の時代、国民一人ひとりが国家の監視統制

下に置かれた時代、何が起こったのか…戦争の時代が

風化しているいま「戦争の時代を語る…」取り組みも

大切になっています。

 
横暴な政治権力が生み出した森友・加計疑惑 

多数派を背景にした政治腐敗！ 

 

 

 

 
森友学園事件の背景には首相を支える右派改憲組

織「日本会議」の存在があります。森友幼稚園での「教

育勅語」の素読に端的に表れている復古教育の場を 
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柏市民連合：（呼びかけ人）小菅敏夫（大学教授） 吉永満夫（弁護士） 柳田祥子（元千葉県議）  

上田弘子（女性団体役員）大大村芳昭（大学教授）   連絡先：前田事務局長090-3965-1669 

幼稚園から小学校へ拡大（さらに中・高？）する中で

問題が発覚しました。開校に向けて国有地大幅値引き、

学校開設認可への関与の疑惑も深まっています。 

加計学園事件も安倍首相との私的関係が背景にある

点で共通しています。首相の“腹心の友”（昭恵夫人は

ここでも名誉園長）が経営する加計学園の学部新設・

開校の認可に便宜を与えた疑惑で、政府与党の「怪文

書で調査・確認の必要なし」の態度に世論の批判が高

まりついに文科省が再調査に踏み切りました。結果発

表は予想どおり、首相官邸の関与が明確に記されてい

ました。政治の腐敗の実態が徐々に明らかになり始め

ています。追及の手を緩めずに怒りを広めましよう。 

 

安倍政権の経済政策―アベノミクスは破綻！ 
経済格差拡大、細る庶民の生活、苦渋する若い世代 

 

「上（大企業・裕福層）」が富めれば富の一部は下に

降りやがて全体に行きわたる」これがアベノミクスの

論理です。安倍首相は大企業には超低金利で大量に貸

し出し、外遊には多くの大企業幹部を引き連れ財政支

援の見返りに日本企業の進出、武器や原発施設の輸出

の商談をすすめ、大幅な減税も続け大企業は高利益を

あげ巨額の内部留保金を積み上げています。さらに大

切な国民の「年金積立基金」を株式市場に投入しまし

た。この基金は厚生・国民年金（公務員は除く）の被

保険者が毎月天引き・納入している積立金で被保険者

の共有財産です。「株投資家」の保護の方が優先なので

す。この「上」の溢れ出すほどの恩恵は下に位置する

私たち庶民に届いているでしょうか、NO!！です。  

内閣府の委嘱した研究所の最近の調査によれば「景

気拡大の期間は続いており戦後 3番目の長さ…」との

こと、これを報じた TV 報道を聞いた街の声を拾うと

「ええっ！ちゃうでしょ！」「それない！ないないー」

「増えたって、出るものが増えたんょ」「庶民感覚と随

分ずれてるね」、これが実情です。 

経済格差は拡大の一途に有ります。高校・大学への

進学断念、過重な教育ローンの負担、保育所不足と費

用の増加、不安定雇用、低賃金と長時間労働など一層

厳しくなっています。また医療・介護制度の改悪は料

金引き上げ、無保険者の増加、サービス低下をもたら

し、年金受取額の減少など高齢者の生活は年々厳しく

なっています。 

安倍政権への期待のトップは「経済政策」です。最

近、徐々に政策の破綻が実感化され広がり「支持率」

に変化が見られます。大企業・富裕層・軍事の優先、

切り捨てられている庶民の生活の実態を「平和・人権・

生活」の視点から大いに宣伝することが大切になって

います。

 

 

 

 

 

初めまして、世話人を引き受けました 

鈴木 純  （南増尾） 

南増尾の鈴木と申します。 

よろしくお願いします。 

今の気持ち、アベ自公政権への「怒り」の一言です。 

２０２０年の東京五輪の年に改憲を目指す、それも９条に 

自衛隊を書き加えるだと。それは改憲ではなく壊憲、戦争へ 

の参加でしょ。 

 

ないか。 

国の借金は１,０００兆円を超え世界一、日銀の国債保有残

高はＧＤＰに近づく５００兆円。企業の内部留保は４００兆円

超えても、国民の実質賃金は下落傾向が毎年続き、困った

ものです。 

 

 

 

 

いま  

 思う 

自然災害での自衛隊の活躍をいいことに、国民をなめて

いる。さらに高等教育の無償化だと。高校授業料の無償化

を壊したのは自公政権だろう。「ふざけるな」の一言だ。 

憲法の改正手続きの緩和が頓挫すると、緊急事態条項

を言い出し、憲法に関する知識も哲学もないのは明らかでは 

こうした自公政権ですが、内からも外からも綻びがようやく見

えてきました。９代前の自民党総裁の河野洋平さんの「9 条

に触るべきでない」との言葉には力をもらいました。「安倍とい 

う不思議な政権」ができて、違う方向をさしているその人が

指さす方向に憲法を変えていくなんて、到底納得できない。 
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ニュース 

おそらく最近の日本の政治の中で、これまでと最も違う方向

を指しています。まだ一部ですが、内閣支持率に急落の兆

しが。５月の世論調査で、日経電子版は２６．７％と前月か

ら半減に、北海道新聞は前月から１２ポイント減の４１％と報

じています。政府の御用新聞のＹ紙は「支持率 49％、共謀

罪は 50％が評価」と発表。 

とにかく、 

９条の会がんばりましょう‼ 

 

多喜二と福元館         山田 実（西山）           

福元館は東丹沢温泉郷七沢温泉にある。あの小林多喜

二が、官憲の厳しい取り締まりの中で人目を避け、2 ヶ月間

逗留し、「オルグ」を書き上げた旅館であったことが神奈川

民主主義文学同盟の方々の調査で判明した。ところが、こ

のことが新聞報道されると、福元館は朝から電話が鳴りっぱ

なしで、しばらく商売にならなかったとのこと。北海道から沖

縄に至るまで全国から来訪客が殺到し、「この状況下で旅

館が次々店じまいを余儀なくされる中で、当館は繁盛させ

てもらっています。多喜二様々です。」とは女将の弁。 

7、8 年前友人夫妻達と福元館を訪ねたことがあった。女

将の案内で多喜二の使った部屋、机、火鉢、丹前など拝見

させてもらった。拝見すると急に多喜二を身近に感じたのは

不思議であった。その後多喜二は特高警察に検挙されその

日のうちに虐殺された。耐え難いほど残念でならない。 

［共謀罪］法案と特高警察を許せない。多喜二が今も存

命なら,キット９条の会で大活躍でしょう。

「安倍政権の暴走を許せますか？」という同じテーマで、3月 18日（土）（光が丘近隣 

センター）、 4月 8日（土）（南部近隣センター）の 2会場で、つどいを開催しました。 

 3月 18日は他の行事が重なり、4月 8日は天候も悪く、参加は若干少なく延べ 50名でした。 

 

【いくつかの発言から】 

●ビラにあるいろいろな安倍政権の悪政に、皆さん、どういう

考えなのか関心があって参加した。 

●比較的恵まれた人たちの集まりになっていると思う。目線

をさげ、もっと困っている人たち、若い人たちに訴えることの

出来る企画も考えていけないか。 

家族への影響力が強い女性のもっと大勢の参加を！                          

●政治を変えるのは、選挙で勝つしかない。野党も魅力あ

る候補者を出すべき。マスメディアも、沖縄問題を見ても、

僅かな情報を提供するだけ、圧力をかける必要がある。        

●野党に投票はしているが残念ながら何も変わらない。 

若い人たちが収入に固執せざるを得ない社会的な構造に

なっている。政治まで目がいかなのでは・・ 。                                                                            

●「若い人たちは、戦争に関心がない」とよく言われるが、戦

争のリアルな現場の写真をスマホでも PCでも見ている。戦

争を知らないのではなく、スマホや PCの中で生きている。私

たちがそういう ITの世界に疎すぎる点もあるのではないか・・・。                                  

 

 

 

 

 

●発言しっぱなしでなく、 

参加者どうしが意見交換できるつどいにしてほしい。 

●ある場所へ行ったら、話し合いができる「常設の憲法カフェ」

のようなものが出来ないものだろうか？                  

●安倍内閣は、言葉のすり替え、嘘をつく、言葉の言換え、 

開き直り、スキャンダルまみれ、国民はなめられている。                           

●若いお母さんたちに選挙に行くよう勧めたが、「何も変わらな

いじゃないか」とがっかりしている人が何人もいる。安倍さんの

政治をストップする唯一の方法は選挙で勝つこと。       

●野党が共闘すれば自民党を上まわる選挙区は沢山あり、得

票数が議席に反映されていない。政党だけに任せると共闘で

きないため市民運動・個人による市民連合が各地にできている。

柏市でも共闘すれば自民党を上回る。 

●市民運動の中で野党共闘を支えることだ。柏地域でも「市民

連合」が、ようやく結成される運びと聞いている。 

●共謀罪法が一旦制定されたら、捜査する側の判断次第とい

うことになる。国歌国旗法も国会で審議の際は処分などには使

わない、昔の治安維持法も「一般の人には適用しない」からス 

タートした。 

◎「地域のつどい」を開催しました 

 

 

【地域のつどい】

＊山田さんは、南部 9 条の会の世話人を長いことやってくれていました。いま、体調を崩し会合には参加できない状態ですが、共謀罪法は戦前の

治安維持法と同じで、私たちの内心にまで入り込み、監視社会をつくるものだと憤りの文章を寄せてくれました。 

＊小林多喜二は、いうまでもなく「蟹工船」「不在地主」などを書いた作家。1933年2月20日、特高に逮捕され拷問により築地署で、その日のうち

に殺害されました。 

＊なお、事務局から会報№46で、『病気になって、会へ足が運べなくなったら、9 条の会と縁が切れるというのは寂しすぎます。』と呼びかけまし

た。平和運動に定年はありません。「平和への思い」をお寄せください。文字で9 条の会とつながりを保持してください。 

●日本の国はどうなっているのだという思いがする。森友学

園問題の証人喚問、「安倍総理に失礼なことを言ったから」、

国会に引っ張り出してやる。という風に権力者のための政治

になっている。会社の OB会でも、「安倍さんの支持率はどうし

て下がらないのか」という話になったりする。介護の運営、入

園できない人の話など問題だらけ、会合にも来ない人に、どう

やって伝えていけばよいのかのジレンマがある。 

 

●教育基本法改定(2006.12.15) ・自衛隊法一部改定海外

任務を本来業務へ、防衛庁を省へ格上げ （〃）・国民投票法

（2007.5）・国家安全保障会議を設置（日本版 NSC）

（2013.12） ・特定秘密保護法（2014.12）・集団的自衛権行

使容認を閣議決定（2014.7.1）・戦争法（2016.9.19）を強行、

仕上げが共謀罪法。 安倍さんは、何でもできることになる。 
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●訪問介護で来てくれる方との接触の中、『政治に全く関心

がなかったが、こちらへ訪問するようになって、お話している

内に、関心が持てるようになった」と。話し合える機会をどう

やって作っていくかが課題。 

                          

 

 

                                       
＊市民連合による野党共闘選挙の促進を期待する発言がたくさんあ

りました。 

 

＊安倍政治・マスコミへの「やりきれない叫び」や「9条の会へ参加す

るようになった理由」など個人的な思いも沢山出されました。 

＊「テロ対策」「国民の安全・安心」と言われると、「じゃあ良いか」と 

思考停止になって、現状肯定になってしまうところがあり、安倍首

相の支持率が下がらないのではないでしょうか？ 

 

 

２０１７年 憲法集会に 1050 名！  

 

 

記念講演は、                  

テレビでもおなじみの首都大学東京教授・木村草太さんが、

[今日、憲法記念日は、憲法の施行を記念してみんなで考え

てみようという日であると前置きして、立憲主義、憲法の構成な

どを説明した後、自衛隊と 9条、集団的自衛権の行使の根拠

がないことなど解説。                           

憲法に関する知識というのは、まず強い関心を持つ人たちが正

しい知識を持って、周辺の方々に知識を及ぼしていくことによっ

て国民全体の憲法に関する知識や意識が高まっていく、また           

憲法集会というのは、その地域の憲法知識や憲法意識を２％

ぐらい押し上げると思っている。 

〇記念講演の一部概要 

【憲法・立憲主義とはどういうものなのか】

私は憲法というのは張り紙の論理で説明を

しております。「やっちゃいけないけど、やる

奴がいるということ」で張り紙をするわけです。

国家権力というのは戦争・人権侵害・独裁の３つの失敗を

繰り返してきました。「３つの内容を張り紙にして国家に対し

て突き付ける」、こういう考え方が立憲主義なのです。 

【日本国憲法の三大原理＝国民主権・平和主義・人権 

保障】 人権保障の理念というのは非常に深く定着をしてい 

ます。改憲派の人たちも、ここに手を付けるような改正はす 

 

 

 

 

 

べきではないと発言しています。 

【憲法 9条・集団的自衛権・個別的自衛権と 13条】  

憲法 9 条 2 項が何を禁止しているかというと、憲法 9 条 1

項は国際紛争を解決するための力が持てないのだから「武

力行使一般が禁止」されます。侵略を排除するというのは国

内の問題なので国内行政として、「国民の生命・自由幸福追

求の権利は国政の上で最大限の尊重を必要とする」という

憲法 13 条を根拠に個別的自衛権までは可能というのが、こ

れまでの政府見解だった。 

【9条に自衛隊を書き込む＝国民 6割は支持 ？！ 

集団的自衛権込みの改憲だと反対】 世論調査をすると

自衛隊は、合憲と答える人が大体 6割を超えています。 

集団的自衛権が何で批判されたのかというと、「集団的

自衛権の行使ができるという根拠条文は見つからず違憲」

ということで戦争法反対の大運動が繰り広げられた。 

憲法 9 条について、自衛隊を盛り込む改憲、これは国民

投票にかければ通る確率が高い、それでよいのか皆さんも

注視し検討してみていただきたいと思います。 

 

＊5月 3日、安倍総理は「9 条 3 項に自衛隊明記の改正憲法を、

2020 年に施行」と発言、改憲作業の促進を指示しました。 

＊講演の内容を知りたい方は、世話人までご連絡ください。 

 
◎2017年平和のための戦争展   

会場 柏パレット  開催日 ８月５日～８日     入場は無料 

（時間 ５日：14 時~18時 6 日 7 日：10 時~18時 8 日：10 時～15 時） 

◍記念講演  山口二郎氏・法政大学教授 ８月６日１４時～１６時 パレット柏フリースペース 

◍証言・沖縄の現状  山田 武  ８月５日１５時４０分～１７時 

  ◍その他、各団体・個人の展示・歌声・朗読・絵手紙経験等が行われます。                    

◍今回も南部九条の会として展示を行います 

                 

 

お
知
ら
せ 

お
願
い 

・５月３日（水・祝）憲法記念日、柏市民文化会館大ホールで開催されました。            

「制服向上委員会」SKIの 3名の若者が、歌とパフォーマンスで出演、 

オプニングを飾ってくれました。                      

 

すべきではないということは強調しています。 

 

会費・カンパのお願い ： わたしたちの 9条の会は会費とカンパで運営しています。ぜひ、入会いただき、強力な支援をお願い申し上げます。 

 

◎「地域のつどい」 （講演と歌のつどい） を計画中です 

◍日時：10月 28日（土）午後 ◍場所：リフレッシュプラザ                       

◦        ◍つどいの内容 ①小森陽一さん（東大教授・九条の会事務局長）の講演（交渉中） 

②『東葛合唱団』“はるかぜ”と歌おう（交渉中） 

④ 

http://www.shinfujin.gr.jp/download/illust/1_action/redac06.gif

