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第９条
戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認
日本 国 民は 正 義 と秩 序 を基 調 とす る国 際 平和 を誠実
に希求し、国権の 発動 たる戦争 と、武力 による威 嚇又は
武力の行使 は、国際紛争を解決する手段としては、永久
にこれを放棄する。
② 前 項 の 目 的 を達 す るため 、陸 海 空 軍 その 他 の 戦 力
は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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今年は、日本国憲法施行７０年の節目です。
「日本国民は、・・・、われらとわれらの子孫のた
めに、・・・、政府の行為によって再び戦争の惨
禍が起こることのないようにすることを決意し、こ
こに主権が国民に存することを宣言し、この憲法
を確定する。」(憲法前文第一段落)
「日本国民は、高級の平和を念願し、人間相互
の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するの
であって、平和を愛する諸国民の公正と信義に
信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決
意した。」(憲法前文第２段落)
ヒロシマ・ナガサキの原爆にいたる残虐な兵
器によって、５０００万を超える人命を奪った
第２次世界大戦。この戦争から、
世界の市民は、
国際紛争の解決のためであっても武力を使うこ
とを選択肢にすべきではないという教訓を導き
出しました。侵略戦争をしつづけることで、こ
の戦争に多大な責任を負った日本は、戦争放棄
と戦力を持たないことを規定した９条を含む憲
法を制定し、こうした世界の市民の意思を実現
しようと決心したのが、上記の前文の記載です。
安倍首相は、今年が、１９４７年の憲法施行
から７０年にあたることを強調し、
「新たな国づ
くりを本格的に始動する」とし、憲法「改正」
を行う強い決意を表明しました。
自民党憲法草案を見るまでもなく、安倍首相
が憲法前文や９条の平和主義を放棄し、
「戦争を
する国」への道を狙っていることは明らかです。
憲法解釈を変更して集団的自衛権行使に道を
開く戦争法を強行し、昨年３月の同法施行後に
は、憲法９条や緊急事態条項に絞った明文改憲
を持ち出し、憲法審査会の再開を進めてきまし
た。
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代表世話人 荒牧 啓一

さらに、安倍首相は、昨年１１月１５日の閣

議で、南スーダン国連平和維持活動(ＰＫО)の
自衛隊派遣部隊に戦争法に基づいて「駆け付け
警護」
「宿営地の共同防護」の任務を新たに付与
することを決定しました。そして、１１月２０
日青森空港から派遣部隊の一部が南スーダンに
出発しました。
戦後、７１年、平和憲法の下で一発の銃弾も
撃ってこなかった日本が、海外の戦場で「殺し
殺される」活動に踏み込もうとしています。
一昨年９月１９日戦争法強行採決の後、安倍
首相の予想に反して、
「戦争法廃止、立憲主義の
回復」の市民の運動は広がり、その市民の声に
押され野党の共闘も大きく広がり、昨年夏の参
議院選挙で一定の成果を上げ、新潟知事選挙で
は勝利しました。
昨年１１月３０日、自衛官の息子を持つ千歳
市の５０歳代の母親が「自衛隊の南スーダンＰ
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ＫО(国連平和維持活動)への派遣は憲法違反」

憲法を学び、憲法の平和主義を実践する闘いを

として派遣差し止めと撤退を求めて札幌地裁に

続ける限り。

提訴しました。
「恨まれるより、死なれる方がつ

「われらとわれらの子孫のために、
・・・、政

らい」との思いで。また、戦争法の違憲裁判が

府の行為によって再び戦争の惨禍が起こること

各地で提訴されています。

のないようにすることを決意した」われら日本

戦争法強行採決後に憲法９条は死んだという
言説が登場しています。しかし、憲法９条は決
して死んでもいないし、空洞化もしていません。
政府は、戦争法に至っても９条(の規範性に)

国民です。
子どもたちに、そして孫たちに、平和な日本、
皆が笑顔で暮らせる日本をバトンタッチできる
よう今日から頑張りましょう。

縛られ、
「集団的自衛権行使の限定容認」にとど
９条を変えない限り違憲なのです。
憲法及び９条は、
「今こそ旬」
です。私たちが、

わかまつ九条の会
玉井 史太郎
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さきがくる「オール沖縄」を受け継ぎて「オール日本」をめざす年明け
安倍政権の暴走で数々の負担をかかえさせられた２０１６年だった。
新しい２０１７年は、この戦後最悪と言われる安倍政権に、国民の側から
痛打をあびせる年にしなければならない。
この安倍内閣のほとんどが、右翼団体と一体の「日本会議国会議員懇談会」
に属し、「神道政治連盟国会議員懇談会」の中心人物たちである。
この極右内閣打倒のために、私たち「わかまつ九条の会」も力を尽くす年に
しようと決意をかためあっている。

玉井史太郎さんは、「９条の
会・北九州憲法ネット」の代
表世話人でもあります。
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まらざるを得なかったし、海外での武力行使は
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事務局長 野瀬 秀洋
れる。日本の戦争指導部は、このときも、でたら
めな対応をしている。雑誌「前衛」１月号には、不
破哲三氏と渡辺治氏との対談「現代史とスターリ
ン」で、そのことを強調している。和平交渉の特
使となる近衛文麿は、ソ連に仲介の依頼をする
ための「和平案」なるものをつくっている。それに
は、「国体護持」が中心であるが、「領土問題」で
は、「固有領土を持って満足」とし、固有領土は、
本州と南千島に限定され、「沖縄と小笠原、樺太
を捨てる」事まで明記されている。当時連合国首
脳で話し合われていた「カイロ宣言」（日本が略
奪した領土の返還を要求している）の領土条項
等は全く念頭に無かった。また、「海外にある軍
隊は、若干は、現地に残留せしむる事に同意す
る」と驚くべき条項もあった。近衛がソ連に行くこ
とは無かったが、このことによる実害が出てくる。
シベリア抑留や、19５1 年のサンフランシスコ条
約の、沖縄･小笠原条項への影響等が推察され
る▼世界の空気が読めない日本の保守政治家
の気質は、代々受け継がれているのだろうか？
（野瀬秀洋）
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安倍首相の、今回のロシア･プーチン大統領と
の交渉は、安倍首相の手ひどい敗北で終わった。
領土問題で何一つ前進が無く、逆に、ロシア経
済の援助をする羽目になった。ロシアのしたたか
さを改めて思い知らされた。更に、クリミア問題で、
世界がロシアへ制裁をしている中でのロシアへ
の経済援助を行うこと、そのことで、世界への影
響が重大にな る事 を考 慮しな か ったのだろう
か？空気が読めない政治家なのだ▼戦前の日
本の天皇制軍事国家でも、世界の空気が読め
ず、国民と国家に多大な損失を与えた。ポツダ
ム会談がはじまり、日本の終戦処理が話し合わ

国憲法が施行され今年で７０年を迎えることについ
て､｢憲法と平和な世の中は、自然にあるものだと

い

作家の澤地久枝さんが呼びかけ、毎月行われて
いる「アベ政治を許さない」ポスターを一斉に掲る
行動が１月３日も、全国各地で取り組まれました。
国会正門前には澤地さんをはじめ、作家の渡辺一
枝さん、コメディアンの松元ヒロさんが駆け付け、約
150 人が集まりました。松元さんは、安倍首相とと
もにハワイ真珠湾を訪問した稲田朋美防衛相が帰
国直後、靖国神社に参拝したと指摘。「あんな人が
防衛大臣でいいのか？」と訴えると、集まった人た
ちは「否（いな）だ！」と声を合わせました。澤地さ
んは、今年もポスターを掲げる行動をしなければな
らないとして、早く「アベ政治」を終わらせたいとあ
いさつしました。川崎市中原区の女性(68)は、日本

３日午後１時 東京都千代田区国会正面前
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思っていたけど、みんな必死に守ってきた｣｡その
上で｢今年こそ戦争法廃止｡野党共闘で選挙に勝
つために、市民が声を上げ、後押しするしかない｣
と意気込みました｡西東京市の女性（68）も、「安倍
政権打倒の年にしたい。野党には弱さもあるが、市

2016 年 12 月 25 日
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「九条の会」メルマガ詳細版

民の力で変える以外に方法がない」と力を込めま
す。今年は酉（とり）年です。「政治家は、風見鶏の
ように風向きで態度を変えず信念を持ってほしい」
と注文しました。(憲法しんぶん速報版２０１７年１月
５日(木)第７０６号から)

編集後記～～激動の予感がする新年ですが、ちからいっぱい進みましょう

国際情勢も、国内情勢も、激動の年になりそうです。そうしたなかで９条の価値は

F

ますます輝きます。新年も、おたがいに頑張りましょう。
「九条の会」メルマガ詳細版
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当会は、一貫して、憲法及び９条を学び、守り発展させるため、学習会や講演会、署名活動、
街頭宣伝などの諸活動を行ってきました。ニュースの発行は、90 号になりました。毎回７０
０人の方にニュースをお送りしたり、手渡ししたりしています。その費用は、当会は会費がな
いのですべてカンパで賄っています。安倍政権の憲法破壊、立憲主義無視の暴走を阻止する戦
いは山場です。しかし、当会の活動資金が枯渇しています。皆さんのお力で当会の活動を支え
てください。
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カンパ １１月 北九州第一法律事務所 野瀬秀洋 １２ 月 上田義彦 上田秀子 勝木多美 高智彦 土井聖子 東繁利

き

勝野禎二 佐多道人 川上誠一 尾鶴眞 江藤恭子 堤瑤子 広津輝男 美濃部恒子 増野ノリ子 松山登美子 小沢和秋
三崎英二 岸川真琴 中村洋一郎 山田成人 森田禮三 桑田勲二 女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア 中川紘子
三原富子 小泉孝 川原巋誠 山下親 野田恵美 近藤伊都子 玉井史太郎 内田ツナオ 山本猛雄 津田公子 江口佳朗
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江口道子 馬渡敏文 メッセージ ●募金を送ります 12/19 Ｓ．Ｋ ●憲法ネットニュースいつも楽しみに見ています。安倍
暴走政治ストップをこの北九州から１０人当選めざして市議選がんばりましよう！！少しですがカンパ送ります。 12/21 Ｔ．
Ｍ ●例によって会費のつもりです。先日の渡辺さんの話すばらしかったが、残念だったのは当日配布された資料が、私の
前に配布し終り入手できなかったこと、今から送っていただけたら有難いのでよろしく。 12/22 Ｋ．О ●お疲れ様です。先
日、伊藤真さんの憲法のお話を聞きました。本当によく理解できました。知を力に変えて前進したいと思います。 12/23 Ｙ．
Ｎ ●カンパ 12/26 Ｒ．Ｍ ●カンパ 12/26 Ｔ．Ｍ ●カンパとして 12/26 Ｔ．Ｙ ●さきがくる「オール沖縄」を受け継ぎて
「オール日本」をめざす年明け 12/27 Ｆ．Ｔ ●ごくろうさまです。毎月機関紙ありがとうございます。安倍政権はとにかくひ
どい。９条を守り広げよう。 12/28 Ｔ．Ｙ ●カンパ 12/30 Ｙ．Ｅ

