
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

平和のための戦争展「とうかつ」2020                                       

テーマ：【被爆７５年 コロナ禍のもと「戦争と核なき世界」を創る一歩の年に！】 

コロナ禍のため、例年のような多くの展示と催しが出来ず、形式も講演を中心とし，

その他に新婦人のフラダンス、朗読サークル「梨の花」が東京大空襲をテーマとした朗

読を行いました。パネル展示も縮小し、定員も会場側の要請により 200人に限定の開催としました。 

残念な事に、講演予定の白井聡さんが本人の事情により中止と成ってしまいました。 

それでも会場には、予定通り約 200 名の参加者があり、「フラダンス」と「朗読」を鑑賞しました。 

ロビーには縮小したとはいえ、戦争の悲惨さを訴える展示が各団体より出され、今回初めて参加した 

戦中の「民間船被害の実態を訴える会」の展示は、大変注目されていました。 

 

南部９条会は、沖縄の戦中から現在までの実態と，中国大陸から日本見る地図を掲げ北東アジアの平和の

ための沖縄をと訴えました。 

沖縄は７５年前、日本で唯一地上戦が行われ、本土決戦の捨て石とされました。その戦闘で県民１２万人

が犠牲となり、その後米軍により土地を奪われ基地とされ、現在に至るまで終戦直後と変わらない実態が続

いています。基地の返還は進まず、「世界一危険な基地普天間」の返還の見返りとして、辺野古に更に巨大

な新基地建設が、県民の反対にもかかわらず強引に

進められています。 

しかし、北東アジアの地図を中国側から見ると、

沖縄がその中心にあり平和ゾーンの夢の島になる

事が出来る位置にあります。 

 

戦争を放棄した憲法９条は、 

いま、沖縄に最も求められています。 
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柏市南部９条の会は、今年も平和のための戦争展「とうかつ」に展示参加しました。 

今年は９月６日、アミュゼクリスタルホールで開催しました。 

http://kashiwananbu9jyo.main.jp/
mailto:hakunan9jyou@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

菅（すが）首相の人となり（人柄） 

テレビのワイドショーは、菅新首相の特集を組み、パン
ケーキをホウバル映像を流し、秋田の田舎の農家の息
子、集団就職で上京し苦労して大学を卒業した苦労人、
庶民的な政治家、「ピュアな感じ」「つらいことを経験して
いるからこその優しさ」で「本当に叩き上げで人様の苦労
がわかっている人」新元号を発表した「令和おじさん」
「携帯料金でも、4 割程度引き下げる」と表明していると
こぞって歯が浮くような言葉を並べ立て持ち上げ、高支
持率で船出しました。 

 
しかし本当に庶民の苦労が分かる首相と期待して良

いのでしょうか？ 総理就任早々、「政府が決めたことに
異議を言う人は排除する」と発言、官邸の強権的な官
僚支配を示唆しました。「文句あるか」とけんかを売られ
ているように感じるのですが・・・・。 

 

１．不安を感じる過去の安倍政権での実績 
 

◆人事を握り官僚を懐柔も凄まじいものがあります。  

人事を握れば官僚などは操れるという政治思想を持ち、
県会議員時代から、役所の人事・考課などに口を出した
などという話もあります。官僚人事を握り、政権の意向に
忖度することを求めているのです。「内閣人事局の権限
による異動」をチラつかせて官僚たちに公文書の偽造や
国会での虚偽答弁を強要したりしています。 
 
◆マスコミ・ジャーナリストへの圧力も強力です。定例記

者会見における東京新聞の望月衣塑子記者への恫
喝・記者クラブからの排除要求。古賀茂明氏が「 I am 
not ABE」と発言し、レギュラーコメンテーターを降板さ
せられた事件。このとき官邸は大激怒し、「古賀は万死
に値する」と菅の周辺が恫喝。 
菅首相は、早速内閣記者会番記者を招き、原宿でパ

ンケーキの朝食会。16社（欠席は3社のみ）参加したそうで

すが、首相の巧妙なマスコミ懐柔策の一つで、政権の問

題をまともに糾弾出来なくなるのではないでしょうか？ 
首相の会見も質問は３社のみに限定、他は傍聴部屋
で映像すら見せない音声のみの閉鎖的な“会見”を行い
ました。 
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【日本学術会議問題を考える】 
  学術会議の理念≪戦争との決別≫ 

 

日本学術会議のホームページによれば、「科学が文

化国家の基礎であるという確信のもと、行政、産業、

国民生活に科学を浸透させることを目的として、1949

年（昭和 24 年）内閣総理大臣の所管のもと、政府か

ら独立して職務を行う特別機関として設立された。 

役割は政府に対する政策提言・国際的な活動・科学

者ネットワークの構築・科学の役割についての世論啓

発。」と書かれている。 

 何故このような機関が作られたのかというと、戦前日

本が軍国主義に突き進んでいた時代、科学者を含む

あらゆる分野において政府の方針に沿わない人たち

が弾圧を受け、その結果日本は無謀な戦争に突入

し、日本のみならずアジアを含む世界の人達に悲惨

な結末をもたらした。その反省から全ての人がそれぞ

れの分野で自由にモノが言える社会を保障するため

に作られたという経緯があります。 

この会議が設立されたとき、時の総理大臣吉田茂

氏は、その祝辞で「国の機関ではありますが、その使

命達成のためには、政治的便宜のために掣肘を受け

ることのないよう高度の自主性が与えられている」 と

述べており、また後の総理中曽根康弘氏も同様のこと

を述べています。 

以上のことから言えることは、この機関は政権にとっ

てブレーキとしての役割を与えられているわけです。 

 5 年前に「戦争法」を強行採決し、今また敵地先制

攻撃まで画策する安倍政権を継承し、さらに反対勢

力は容赦なく排除する姿勢を隠そうともしない菅政権

にとって、日本学術会議はまずその手始めということで

はないでしょうか。 

日本の未来に科学者の立場からのブレーキが無くな

ってしまいます。私たち 9 条の会も強力なブレーキ役

を果たしています。 

菅義偉氏（すがよしひで） 

異例の安倍継承内閣発足（9月 16日） 
 
安倍政治を継承することを宣言して総理大臣に就任しました。
安倍前首相の辞任で憲法 9 条改憲は一時的に若干ブレーキ
がかかるでしょうが、安倍政権の中心で政策実行してきたので
すから、負の遺産と言われている「森友・加計、桜を見る会、
文書改ざん」の真相や再調査は期待できないでしょう。     
それどころか人事を握った権力者として、強圧的・独裁の傾向
は、これからの政治で、さらに強まっていくと思われます。 

菅首相は、「日本学術会議」が推薦した会員候補 
105名のうち 6名の会員任命を拒否しました。 
 

「学者の国会」と呼ばれ、高い独立性が保たれる学
術会議の推薦者を首相が任命しなかったのは、現行
の制度になった 2004年度以降では初めてです。 
首相が 106 名の候補者の名簿を見ていないと言い

出したり、任命拒否の理由も説明しない。官邸で何が
起こっているのでしょうか。 
任命拒否された６名の中には、私たちの「9 条の会」

で2回講演していただいた小沢隆一・慈恵医科大教授
（憲法学）も含まれています。 
菅首相には学者・研究者に対する敬意が全くありません。 
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https://www.excite.co.jp/news/society/tag/%E4%BA%8B%E4%BB%B6/


菅政権に対する「南部 9条の会」世話人の主な感想（世話人会で、菅首相をどうみるかを話し合いました） 

◍自助、共助、公助を強調しているが、自助＝「自分の事は自分で」だけがあり、公助がない。 

◍ マスコミは「令和おじさん」などと好感度を盛り上げているが、腹は分からない。生い立ちも報道とは                         

 違う。憲法で保障されている権利を軽視して、今まで以上に自助が要求されていく可能性がある。 

◍支持率が高くなっている。なぜ支持率が高いのか分析してみる必要がある。 

●弱者つぶしをする。政治の仕事は公助のはず。マスコミは持ち上げているが冷酷な感じがする。騙されているのでは･･･。 

◍ 加藤官房長官は、森友・加計・桜を見る会・公文書書き換えなど何もないとオウム返しで言っているだけ。不妊治療を支援

を言っているが、今子育てをしている人を支援する方が先ではないか？「スマホの利用料引き下げ」のような目立つことだ

けぶち上げ，ほんとに困っている人達への対策がない。 

◍ 菅首相の印象は、冷たく喜怒哀楽を出さず、説明もせず、権力で押し通す感じである。自己責任の空気は浸透しているの

で変えていかなければいけない。 

◍ 安倍政権にうんざりしていた所で目先が変わり，支持率が上がった。新自由主義に対する批判が必要だ。 

◍ 官房長時代、前川さんの事で嘘をついている。（前述） 菅政権は嘘が多く認めようとしない正体を訴えていく必要がある。 

◍ 安倍退陣の理由は、病気もあるが様々な問題で追い詰められてきて身動きできなくなったからだ。菅が選ばれたわけは、

安倍と違うイメージの人物にしたかったから、しかし政策は引き継ぐ。村で大きな果樹園を営み、父は町会議員という家の

出だ。集団就職もこの時代にはもうない。マスコミ報道は嘘。自民党は、マスコミを利用して国民世論を誘導している。 

◍ 菅首相の「化けの皮」はすぐに剝げ、政権はもたなくなっていくだろう。 

（以上） 

◆「あなたの質問に答える必要はない」 「ここは質

問に答える場ではない」 「その指摘は当たらない」、
沖縄・辺野古基地建設に関しては、県民投票で基
地建設反対が圧倒的に多かったにもかかわらず、
一顧だにすることなく 「粛々と進めます」と、また公

文書改ざんで自死した赤木敏夫さんの真相を知り

たいという雅子夫人の要望に「再調査をするつもりは
ない」と木で鼻を括ったようにそっけなく、冷たく言い
放ったのを皆さん覚えているでしょう。   

 

◆側近が関与した印象的２つの事件もありました。 

【伊藤詩織さん事件】   

【前川喜平（元）文部事務次官の怪文書事件】 （菅官房長官は「総理のご意向」と書かれた文書を怪文書と否定し通した） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．菅内閣の強権体質に注視しましよう 

● これらはすべて官房長官時代のことと反論もあるでしょう。これまでの安倍政権は政治を私物化し、自分

のお友だちに便宜を図って来ました。菅首相は、7年8か月安倍政権の中心にいて、森友・加計・桜・公文書

改ざんなど数々の国民を裏切る政策を強引に進めてきた張本人です。 

●森友・加計・桜は勿論、公文書改ざんの真相解明や河井杏里選挙違反などの調査・解明などもせず、今

後も、決して非を認めない、ウソを押し通す政治を行うことでしょう。 

●菅首相は、スポンサー企業などに税金をバラ撒き、特権を与え、その数々の悪事の証拠隠滅のために、

官僚支配を強め公文書の偽造や国会での虚偽答弁、極端な情報隠しを今後さらに露骨にやってくるでしょう。                     

●「改憲」「敵基地攻撃能力保有検討」 などを強力に進め、さらに強権的(独裁的)に政策運営するでしょう。     

高い支持率に惑わされることなく、次の選挙では、自公政治を終らせようではありませんか！！！    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

前川喜平・元文科事務次官：菅総理は官房長時代、前川喜平・元文科
事務次官が、加計学園問題で「総理のご意向」と書かれた文書があったと
国会で証言したが、これを「怪文書」呼ばわりをして実在した文書をないも
ののように言っている。部下の再就職問題で、責任を取って文科事務次
官を辞任することを表明していた前川喜平のことを「前川氏は、責任者とし
て自ら辞める意向をまったく示さず、地位にレンメン （おそらく 「恋々」の間
違い） としがみついていた」などと虚偽の情報で人格攻撃しました 

伊藤詩織さんの問題：安倍政権に最も食い込
んでいると言われていた元 TBS 記者の山口敬
之の性的暴行疑惑を警察庁ナンバー２の中
村格（いたる）が握りつぶし逮捕されなかった。
菅首相は中村を、『将来、間違いなく警察庁
長官になる人物と紹介し、 様々な場面で売り
込んでいたと言います。 
 

曼珠沙華 
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    戦中・敗戦前後のこと  （１）       渡邉起造（逆井）   

 

朝 7時前、父の座る前に大きい縦型のラジオを移動し音声の調整をするのが私の日課でした。 

しかし、この日は非常に具合が悪く真空管を抜いたり刺したりを繰り返していると突然大きな音量で

「畏（かしこ）くも天皇陛下におかせられましては、本日正午おん自らご放送遊ばされます…国民は

一人残らず謹んで玉音を拝し…」玉音放送の予告であった。 

とき、1945年（昭和 20年）８月 15日 午前 7時 30分…。 

程なくして集落の役員が息せきって集まってきた。「本土決戦ですか！」「やっぱり海から來るンか！」「竹槍しかねん

じゃ！」 目はギラついていた。父は「昼の天皇さんの放送を聞いてから考えよう、皆を集めてくれ」 村人は縁側の下か

らメガホンと竹槍を取り出し駆け出した。「大変だァ！ てェへんな事、起こったゾー！ 集まってくれ！」絶叫に近い叫

び声が収穫をまえに頭を垂れ始めた稲穂の波を越え鎮守の森に吸い込まれていった。 

 私たち家族が父の故郷であるこの地―東北・福島の沿岸の小さな町に移住したのは 1943 年（昭和 18 年）3 月であ

った。その一カ月前、父は中国大陸の日本軍・企業・家族への物資輸送にかかわり、過労から体調を壊し療養中だっ

たが、そこに「回復次第、満州に転勤」の内示がきた。「小さな子供たちを守ります。私は行きません」母の一言で子煩

悩な父は即断した。「体調深刻につき長期の休業を申し出ます」 手紙を出すと家族ぐるみ「疎開」の準備に取り掛かった 

 この両親の決断には背景があった。数年前に父を含め多くの同僚に中国・台湾・朝鮮半島北部への出向（転勤）命

令が出され「お国のため…」 に逆らえず多くの人は赴任したと言う。拒否した父はさらに激務な部署に配属され前述の

ように病に倒れ後遺症の残る身となった。 

そんな父にかつて海外に赴任した方々から事前検閲を逃れた多くの親書が密かに届けられ、前線の戦況が伝えら

れた。父は〝敗戦“を実感したという。 

 田舎に疎開してからの１年余は比較的平穏だったが次第に「鬼畜米英」を叫び戦意高

揚を図る動きが強まってきた。その一つが出征兵士を送る行事で、街中にある神社から

駅まで出征兵士を先頭に大人も子供も一緒になって日の丸の小旗を振りつつ 「勝って

くるぞと勇ましく…」と大合唱の行軍です。これが「戦争ゴッコ」の遊びしか知らない私たち

子どもに変化をもたらしました。わら人形に「鬼畜米英」と書いた紙を張り付け竹槍をもっ

て突進し突き刺す、遊びは訓練に変わり始めたのです。 

 1945年（昭和 20年）に入ると戦況は一段と深刻になり本土決戦に備える取り組みが強まりました。春先に東京から

大勢の学童疎開が入り、町にある二つの旅館は満杯で廊下まで寝室と化しました。部屋に居場所のない子供たちは昼

には路上に溢れ空腹に堪えきれず民家の軒先や物置から食べ物を失敬する事件が相次ぎました。子供同士の対立

は集団化し東京弁と東北弁の罵り合いの言葉は互いに通じ会える筈はなく、唯一分かる言葉は「バカヤローウ！」です

から対立はエスカレートするのみです。体格の良い５，6年生の中に小２でも特に小柄な私が分け入り「通訳」をしながら

双方をなだめるのは至難な事でした。（以下は次号） 

 
＊この後、渡邉さんは「音程正しく耳も良く、敵機の爆音は聞き分けできる」 と監視所の手伝いを命じられます。 
監視所のこと、その後の出来事は次号へ掲載します。 

 

 

 

 

 

 

いま  

 思う 

〇第 12回かしわ市民憲法集会  2021 年 5月 5日開催 
映画「沖縄スパイ戦史」（監督：三上智恵、大矢英代）上映と三上智恵監督のお話 
≪沖縄戦の深い闇。少年ゲリラ兵、マラリア、スパイ虐殺・・・そして陸軍中野学校の「秘密戦」≫ 

〇柏市民アクション （19の日行動）   次回 11月は、19 日 14時からです 
私たちは、毎月、19日に柏駅東口で、署名、ビラ配布などの宣伝行動を行っています。 
戦争法が強行採決された「2015年 9月 19日を忘れない！」 と 19日宣伝行動を継続しています。 

 

 

 

◎年会費（500円/年）で会の運営をしています。会費の納入にご協力ください。   
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学童集団疎開 
（旅館、神社、寺などにも） 

河口湖畔 

今
後
の
予
定 
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