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平和憲法を守る会

ロシア軍は２月24日、ウクライナに侵攻し、首

都キエフを含む複数の都市で軍事施設などを攻撃

した。ロシアのプーチン大統領は攻撃に先立ち、

「独立」を承認したウクライナ東部二州の「政府」

からの支援要請により「ウクライナを武装解除し、

ロシア系住民を抑圧した人物を裁く」と語り、「ウ

クライナの占領は考えていない」と表明した。ま

た、この侵略にあたり、ロシアが核兵器大国であることを誇示し、威嚇すらした。

これらは明らかに平和への挑戦である。

一方アメリカもまた戦後一貫して核と軍事の行使と威嚇でアメリカ中心の国際秩

序を強要してきた。虚偽の情報で2003年にはイラクに侵攻し、地域紛争とテロの悪

循環を生みだした。アメリカはロシアを糾弾するが、ソ連崩壊後、米国を盟主とす

るＮＡＴＯはロシア周辺への軍事的包囲網を拡大してきた。ウクライナとは歴史的

に密接な関係にあるロシアは、ＮＡＴＯ非加盟の確約をアメリカに求めたが、「ど

の国にも加盟の自由がある」とアメリカは拒否した。その間ウクライナは米ロの間

で引き裂かれ、双方からの武器援助により８年にわたる内戦を強いられた。

私たちは、ロシアのウクライナ侵略に抗議し、直ちに撤退を要求する。同時に、

すべての関係者が即時停戦し、平和共存を追求する外交努力を継続することを要求

する。また、ウクライナ危機を奇禍とした日本の改憲勢力の策動を許さない。自民

党や維新はＮＡＴＯを「弱腰」とし、「台湾有事」や「北方領土問題」にひきつけ

て「防衛力強化」を喧伝している。岸田首相も「アジアの秩序にかかわる事態」と

強調する。平和憲法９条を持つ日本こそ、冷静に事態を見定め、「武力で平和は創

れない」と世界に発信すべきである。

第８２回平和憲法を守る 神奈川県民集会は、新型コロナ蔓延防止に

より、中止しました。記念講演は、次回5/8(日)１７：３０からの総会に

延期しました。(かながわ県民センター・オンライン併用予定)

「平和憲法を守る会」
ニュースＮｏ149 ２０２２. ３.１１発行
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風雲急を告げる憲法審査会
昨年の解散・衆院選は、自民党

総裁選による約１か月にわたる

「政治空白」と「電波ジャック」

の結果、コロナ対策や権力の私物

化等の問題は後背へと追いやら

れ、自民党だけがスポットライト

を浴びる中で行なわれた。市民連

合と野党（立憲民主・共産・社民・れいわ新選組）は６本・20項目の政策合意を結

び、289選挙区中214選挙区（前回は57選挙区）で候補を一本化して闘い、62の小選

挙区で自公与党に競り勝ち、神奈川１区や13区、東京８区、香川１区や徳島１区等

で閣僚経験者や自民党の重鎮を破るなど一定の成果をあげた。

一方、野党が固く結束することの意味を熟知し、これを恐れた政権側は、選挙前

から「野党共闘つぶし」の「ネガティブ・キャンペーン」を執拗に繰り返してきた。

当面の政権運営とは関係のない天皇制や日米安保への各党の姿勢の違いを必要以上

に強調し、「共産党と組むことの是非」に問題をすり替えた結果、小選挙区での善

戦にもかかわらず、比例区を含む全体では、政権批判票を維新が吸収したこともあ

って、改憲勢力に３分の２を許す結果となってしまった。

自民党は早速、それまでの「改憲推進本部」を「改憲実現本部」に衣替えすると

ともに、５月までに全国各地で対話集会を開催する方針を打ち出し、そのためのタ

スクフォースを本年２月に発足させた。報道によれば、２月６日に最初の対話集会

が岐阜で開かれたが、参加者約40人の大半が日本会議系の自治体議員だったとのこ

とである。

一方、野党分断工作の最大の標的となっていた国民民主党は、選挙直後、野党合

同ヒアリングを含む院内野党共闘からの離脱を表明するとともに、憲法審査会の

「与党」懇談会にも維新とそろって出席し、週１回ペースでの審査会の開催を主張

するなど、改憲に前のめりの姿勢を見せている。

予算審議中の開催は異例中の異例ではあるが、憲法審査会の前身である憲法調査

会の与野党の筆頭理事を務めた船田元や枝野幸男は折に触れて「憲法論議は政局か

ら離れた場で冷静に行なうべきだ」と、一気呵成の動きに一定の歯止めをかけてき

た。しかし、今回、与党側はのテンポを速めるために分科会方式まで提案している

し、維新に至っては「スケジュール、出口を決めた議論をすべきだ」とまで主張し

ている。そこには「熟議」という姿勢は全く見られない。むしろ、３分の２という

チャンスを活かし、コロナも台湾海峡もウクライナも便乗できるものは何でも持ち

出し、改憲問題をあえて「政局化」し、なりふり構わず世論を掠め取ろうというと

いう姿勢が見られるのみである。
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コロナ禍に便乗した改憲論の代表格は「緊急事

態条項創設論」であるが、既に何度も指摘してき

たとおり「緊急事態宣言」の発令と「緊急事態条

項」は全く別物であるし、最高法規に「緊急事態

条項」を書き込むことと、それを実際に発動する

かどうかも全く別の問題である。緊急事態条項と

は一定の条件の下で一定期間「法治主義」を停止

するものであるから、議会の関わり方や解除の方法など運用には慎重さが求められ

る。そこが判っているから、欧州諸国は外出禁止等の強制措置の発令にあたっては、

日本で言えば感染症予防法にあたる法令を根拠としていた。

もう一つ、コロナ禍との関係で浮上しているのが定足数条項の見直しである。も

ちろん、コロナ禍でも議会の機能を維持することは重要であり、多くの自治体議会

で議案の提案時や採決時を除き、出席調整を行なうことでディスタンスの確保に努

めている。

オンライン国会についても、憲法56条や地方自治法116条でいう「出席議員」につ

いて、その場に物理的に居合わせた人に限らず、特段の事情がある場合には一定の

条件の下にリモート参加も認めるという緩やかな解釈で臨めば済む話である。もち

ろん、あくまでも例外的措置であるから、不正のないよう厳格な条件設定は必要で

ある。いささかの皮肉を交えて言うならば、参議院規則84条や地方自治法113条に

「議長は議場外に出ている人に席に戻るよう促さなければならない」とあるにもか

かわらず、1969年の第61通常国会で「廊下採決」をやってのけた人たちは、法令の

ハードルを下げると、ますます何をしでかすか判ったものではない。その意味から

も、本来のルールはきちんと維持したまま、例外的な事態への弾力的対応を図る方

が合理的であろう。

中国等の「脅威」に対して「敵基地攻撃能力論」が叫ばれるようになって久しい

し、現実の装備はこれに対応した軍拡予算が組まれ続けている。２月16日の衆院予

算委で岸防衛相は他国の領空に入って爆撃することも「排除しない」とすら明言し

ている。

しかし、こうした軍拡予算に対し、国民民主党は２月22日の衆院本会議で採決に

賛成したばかりか、賛成討論までしている。災害対策やコロナ対策など誰もが異存

のない案件について野党側も賛成した前例はあるが、あらゆる政策が「ワン・パッ

ケージ」になった新年度予算に賛成するのは与党

への白紙委任と言うほかなく、他の野党が「首班

指名で岸田と書くのも同然」と一斉に反発したの

も当然である。今回、賛成に回った玉木代表（香

川２区）、田中健（静岡４区）、古川元久（愛知

２区）、斎藤アレックス（滋賀１区）、岸本周平

（和歌山１区）、長友慎治（宮崎２区）らは、い
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ずれも野党統一候補として選挙を勝ち抜いてきた面々であり、有権者への重大な裏

切りと言わざるを得ない。

とは言え、暗い話ばかりではない。

「ウクライナに平和を」の叫びはロシア国内を含む世界に拡がっており、日本で

も、新宿、渋谷、原爆ドーム前、長崎爆心地公園、京都円山公園等で抗議と祈りの

集まりが持たれた。

共産党の排除のみで支持政党を明記しない連合の選挙方針には、自治労中央委員

会等で異論が相次いでいる。そして、報道によれば、立憲・共産両党は参院選１人

区の候補者一本化に向けて水面下で党首会談を開いている。

先の総選挙で何が足りなかったのかは時間をかけて検証していく必要があるが、

少なくとも、野党がバラバラのままでは今まで以上に好き勝手なことをやられてし

まうことは火を見るよりも明らかである。改憲策動を打ち破るには、市民と野党の

共闘の再構築を急ぐ必要がある。

小川良則(九条壊すな実行委員会)

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

各地の市民運動から(紹介）
【「戦後76年、中国とどう向き合うか」】

１／23、かながわ労働プラザで浅

井基文さん（元外交官・政治学者を

お迎えして、第17回新社会党講演会

が行われた。折からの「オミクロン

株」の蔓延で聴衆が来るのか心配し

たが、48名の参加を得て盛況な講演

会になった。質疑の時間が取れませ

んでしたが、20名の方から感想・質

問が出され後日、浅井先生に疑問質問を送りコメントを頂いた。政府・マスコミ・

野党までも「中国脅威論」「台湾有事」に毒されている中で、真実を知りたい市民

が結集した集いだった。

講演の中で浅井基文さんは、コロナ感染が広がる中でこんなに集まっていただい

て大変うれしいとの言葉から始まった。まず、日本人の対中国観・感情に影響を及

ぼす要素から国民世論調査（内閣府世論調査結果）から一貫した対米好感感情（国

民の実に５人に４人以上が対米好感）であり、国民的通念」として「日本の今日あ

るのはアメリカのお陰があり、政官学＋メディアの支配層が親米派人脈が支配して

いる。日本人はアメリカというプリズムを通して物事を見る事が常態化している。

アメリカの対中観・感情にはね返っている。

明治の開国後中国人を中国蔑視の言葉「チャンコロ」と呼ぶようになった。日清
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戦争後中国蔑視が深まった。敗戦後政府・自民党は中国敵視のサンフランシスコ体

制によって中国敵視政策が続いた。1972年にアメリカのニクソン大統領が反ソ戦略

から日米国交正常化が行われ、続いて日中共同声明が出され、しかし、日中に歴史

認識の差があった。中国は「反省を未来に活かす」日本は「反省とお詫び」で一件

落着とした。中国人は歴史の民で未来に繰り返さないその後小泉首相の靖国参拝を

し、歴史に学んでいない。日中共同声明で台湾は一つ「中国の内政問題」とした。

日本はポツダム宣言を受託し、第8条「日本国の主権は「本州」「北海道」「九州」

及び「四国」ならびに我々の決定する諸小島に限られければならない。よって台湾

は中国に帰属することになる。

しかし、日米安保条約はこれを損なわない形

で、米中・日中関係改善で無害化した。1972年の

合意で領土問題（尖閣）は「棚上げ合意」した。

中国は「最高首脳間の合意」とし、日本は「棚上

げ合意」はなかった」と民主党政権以来態度を取

っている。1978年に結ばれた日中平和条約では、

平和五原則を基に「主権及び領土保全の相互尊

重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等

及び互恵並びに平和共存の諸原則の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展さ

せる（第1条）「前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係におい

て、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又武力の威嚇に訴えないこと

を確認（第1条2）「いずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地

域においても覇権を求めるべきでなく、また、このような覇権を確立しようするい

かなる国又は国の集団による試みにも反対する。」（第2条）

中国の反ソ戦略に巻き込まれないことが至上課題です。日本人が法規範・拘束力

に無関心→忘却している。日中関係の悪化・日本人の対中観・感情の落ち込みは激

しい。世論は「お上」に左右される。

アメリカはバイデン政権になって変形一国主義、同盟国を巻き込んだ覇権主義の

再確立戦略を展開し米中「競争・協力・対抗」の中国全面対決戦略を展開し、米国

に日本は追随し日中関係は最悪の常態である。バイデン政権は台湾政策は支離滅裂

常態である。蔡英文が独立を取り下げれば、中国は現状変更を求めない。バイデン

政権の「危険な現状変更の動きがある。台湾問題は「一国二制度」を守ることです。

私たちが追及すべき関係の在り方は正三角形の日米中の構築、対米追随を清算し

サンフランシスコ体制からポツダム体制に戻し、米中関係に建設的に関与してウイ

ンウインの日中関係を創り出し、中国に手を差し伸べて「政経分離」から「政経結

合」してアジア太平洋地域の平和・安定・繁栄に対する貢献です。

意見交換をする時間がなく、参加者からアンケートという形式で「疑問点」を出

してもらい、浅井先生からコメントをいただいた。
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質問1、「ウイグル族に対する中国の対応などをど

う考えているのか」質問2「中国政府の香港への弾

圧、ウイグル地区での状況を考えると中国政府の

言い方をそのまま受け取ることはできません。」

＊浅井先生のコメント

香港の「民主化運動」に対する中国の「弾圧」

問題については、お話の中でも触れました（学生・青年の純真な動機という側面と

これを政治的に利用して「反中国運動」に結びつけた親米派の連中の不純な動機を

区別する必要があること。反中政治運動が起こる可能性を中国は当初から予期して

いて、香港基本法でそういう動きを取り締まる法律を作ることを香港に要求してい

たが、親米派の抵抗でできないまま先の「民主化運動」が起きてしまったので、中

国自らが立法に動くほかなかったこと）。したがって、新疆ウイグル自治区に関す

る米欧の批判についてお答えします。新疆で「ジェノサイド」が起こったという

「主張」は、国連安保理決議で「国際テロ組織」と認定された亡命ウイグル人たち

の組織が言い出したのを、反共反中のドイツ人「学者」が「学術論文」として広め

たものです。米欧の「権威ある」メディア（ニューヨーク・タイムズ、ワシントン

・ポスト等）が垂れ流し、トランプ政権が反中宣伝に利用することで、あたかも

「真実」であるかのように日本国内で受け入れられてしまったというのが事の真相

です。

詳しくは、私のホーム・ページの「コラム」欄、2021年11月14日付けの「中国共

産党の人権・民族問題」http://www.ne.jp/asahi/nd4m-asi/jiwen/thoughts/2021/

1407.htmlを開いていただきますと、その末尾に同名のリンク先が載っていますので、

それをクリックしてPDF文書にたどりつきます。この文書の18ページから22ページに、

新疆ウイグル問題について詳しく書いてありますので、それをご覧ください。

17件のアンケートでは大変勉強になった。分かりやすかった。日米一辺倒の政策

の見直し、中国を正当に見つめ日本を見つめ直す必要を痛感しました。中国と日本

の史的な対応をふまえ、状況分析と解釈が明確に講演され、社会・世界認識が成長

し、運動の基盤が深められた。

浅井先生は参加者の質問に明快に応えていただた。今後とも浅井基文さんのホー

ム・ページに目が離せません。米国由来の日本政府・マスコミの報

道に惑わされず、中国と向き合いましょう。なお、講演の様子は、

下記のユーチューブにアップされています。

https://youtu.be/8bxGhX1DJ4o 《吉田》

【安保法制違憲訴訟かながわの会第四回総会報告】

２／18、横浜市内で安保法制違憲訴訟かながわの会第四回総会が開催された。冒

頭、岡田尚弁護士から開会の挨拶があり、「安倍(総理)の頃はやりやすかったが、

私たちにとって悪夢の三年間でもあったと思う」(訴訟についても)「どうせ負ける

http://www.ne.jp/asahi/nd4m-asi/jiwen/thoughts/2021/1407.html
http://www.ne.jp/asahi/nd4m-asi/jiwen/thoughts/2021/1407.html
https://youtu.be/8bxGhX1DJ4o
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のではないかという声もあったが」「平和

への思いの集約として」「神奈川で一歩と

いう思いだ。」続いて関森弁護士から提訴

から結審までの期日の振り返りと会計報告

があり、五年もの歳月の中で数多くの証人

尋問や21通の準備書面の提出、これに対す

る国側は３通に過ぎず、「漠然とした不安

にすぎず」「法的に救済する様な中身では

ない」「認否の要はない」といった中で結

審を迎えるが、反省点としては原告本人尋問が３人であった点、もう少し多くの人

に直接話してもらいたかったと締めくくった。

全国の訴訟の状況については、伊藤真弁護士から17の地裁と３っの高裁判決(上告

せず敗訴確定)があり、全てが「敗訴」ではあるが、「合憲」とした判決は出ていな

いとし、「流石に合憲とは裁判所も言えなかったのではないか」とした。

判決の問題点としては、「権利侵害の否定」「人格権の侵害の否定」の２パター

ンで法的保護を否定していること、戦争への恐怖・不安の精神的苦痛を、信念・価

値観など個人の考え方と多数決の原理の問題にすり替えている判決が多い点、ただ

し「個人の内心的な感情」も法的保護の対象たりうるとした判決、「漠然とした不

安感」ではなく真摯なものとした判決、「内心の静穏な感情」も法的保護の対象と

なりうるとした判決など判決理由に着目してゆくべきものとした。

続いて判決の論点、控訴手続きと控訴審の展開について福田護弁護士からは、

「安保法制絶対忘れない」「裁判所は徹底的に憲法判断を避けてきた」「憲法改

正」や「敵基地攻撃論」の中で求められるのは、「判決理由が大切だということ、

我々原告の訴えをどう受け止めるか、法的保護に値するかどうか、紋切り型の判決

をどう乗り越えるかにかかっている。」と述べ、更に「高裁への控訴は、横目で最

高裁を見守る様になる」と締めくくった。

共同代表を代表して中西新太郎さん、中森

圭子さんも登壇し、例えば自動運転の車両を

軍事的に利用しようとする研究に触れ、こう

したものを戦争と切り離す、安保法制がこう

したものをぶち壊した。と述べた。

最後に弁護団も壇上に上がり、「憲法前文

の気持ちを共有できる限り控訴審で闘える」

「判決理由で私たちの主張を汲んでくれれば勝ちだと思っている」「判決文を十分

に読み込んで判断したいので、いわゆる旗出しはやらない」「要請署名数は76760筆

に達したが、判決日まで続ける」判決日は事前に行進を行い、判決後YWCAで報告集

会を持つことが報告された。判決日は３月17日の予定で10時半に横浜地裁前集合。

《杉山》
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【３.１朝鮮独立運動103周年 横浜集会 開かれる！】

２／28、かながわ歴史教育を考える市民の会

主催の「３.１朝鮮独立運動103周年 横浜集

会」がＬプラザで開催されました。元静岡大学

平和学講師の森正孝さんが「３.１独立宣言・

その歴史と今日的意義」をテーマに講演を行い

ました。会場には約40人が集まった。

1919年２月８日、東京朝鮮基督教青年会館に

約600人の在日朝鮮人留学生らが集まり、独立宣言を読み上げ、デモを行った。平均

年齢26歳の学生独立運動家らが起草した宣言は戦闘的・対日敵対的で、日本に対す

る永遠の血戦を宣しています。森さんは、２.８宣言は植民地下の若者たちが宗主国

の中心地で独立を叫ぶという世界的にも類例がない運動だと説明した。この２.８宣

言が３.１独立運動への導火線となった。３.１宣言は、若者中心の２.８宣言とは異

なり、署名者の平均年齢は48歳で、主導者は天道教や基督教、仏教者たちでした。

内容も、２.８宣言とは裏腹に、倫理的・友好的で、排他的感情により過激化しない

よう警告すらしています。運動は極めて計画的・組織的に進められ、朝鮮半島全土

で展開されました。時代的制約・政治的制約の中でも全国的決起が可能となったの

は、「大衆化・一元化・非暴力主義」の三大原則があったからこそとのことだ。

森さんは、３.１運動は1910年の併合からの苛烈な武断政治に対する反乱ではなく、

「日清戦争下で始まった朝鮮の抗日運動の集約点」であるとし、2019年３月１日、

文在寅大統領は、韓国保守派が建国の日を1948年８月15日とするのに対して、1919

年４月11日の上海・大韓民国臨時政府樹立を「民主共和制の根源であり、大韓民国

建国の歴史が始まった」建国の日と演説した。臨時政府は３.１運動の精神を具現し

た共和制政府・共和国憲章を制定し、独立運動家の結集軸となった。南も北もない、

朝鮮の原点だ。

森さんは最後に、３.１独立宣言とともに撒かれた檄文『日本国民ニ告グ』を取り

上げ、「無謀なる政府の罪悪的政策に盲従せず、国民的自覚の卓を政界に示せ」と

いう訴えにどう応えるかはまさに今日的課題だとした。そして、家永三郎の「恥ず

べき過去を隠すことは、恥ずべき過去を持つことよりも、さらに恥ずべきことであ

る」という言葉で講演を締めくくった。《Ｓ》

メールアドレスをご登録いただくと最新の集会の案内等を送ります。

このニュースも見ることができます。

「平和憲法を守る会ニュース」への投稿をお待ちしています。
下記まで、お送り下さい。

かながわ平和憲法を守る会 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２－２３８

ＴＥＬ ０９０一１１０５－６９８０ ＦＡＸ ０４２－７９７－７４８６

e-mail e-kaihou@nifty.com e-kaihou@ezweb.ne.jp


