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                    ９条の会・北九州憲法ネット 

代表世話人座長 荒 牧 啓 一 

６月１５日午前７時４６分、共謀罪法案が

自民・公明・維新の党の賛成多数で参議院本

会議で強行成立しました。それも、法務委員

会の裁決を抜くという「中間報告」という国

会ルール無視の禁じ手を使い行ったものです。

衆議院では３０時間、参議院ではわずか１７

時間５０分の審議時間でした。 

 強引な採決で「共謀罪」法を強行し、「加計」

「森友」疑惑に対する野党の追及から逃げる

ように国会を閉じた安倍政権。許せません。 

 

 通常国会閉会にあたって報道各社が行った

世論調査で、内閣支持率が軒並み下落しまし

た。毎日新聞の世論調査では、支持率３６％

（１０％下落）、不支持率４４％（９％上昇）

と不支持率が支持率を超えました。読売新聞

でも支持率４９％（１２％下落）、不支持率４

１％（１３％上昇）となっています。 

安倍政権は、国民を侮ってはいけない。みん

な怒っている。 

 

安倍首相は、「戦後レジームからの脱却」を

掲げて登場しました。今は、「戦後体制の鎖を

断つ」と言って憲法改正に執念を燃やしてい

ます。 

安倍首相は、教育基本法を改悪し、そして、

今や戦前の軍国教育の中心に据えられた教育

勅語を道徳教育の教材として使用することも

認めています（閣議決定）。 

そして、特定秘密保護法で私たち国民の知

る権利を侵害し、必要な情報を得られない状

況を作り出しました。集団的自衛権は「憲法

９条を変えない限り行使できない」という歴

代自民党政権下で堅持されてきた憲法解釈を

覆して、戦争法を強行採決しました。まさに

「立憲主義の破壊」でした。 

この戦争法により、世界中いつでもどこで

も米軍と共同して戦争ができる国への道を開

きました。 

そして、共謀罪の強行採決です。これはあ

る意味で安倍首相の、憲法改悪の準備の集大

成です。 

 

安倍首相は、５月３日、日本会議へのビデ

オメッセージにおいて、日本憲法９条に３項

を追加し、自衛隊を明記する憲法改悪を２０

２０年までに行う（施行する）と明言しまし

た。 

 その他、緊急事態条項、環境権、高等教育

無償化を明記するようです。環境権、高等教

育無償化は、公明党、維新の党への配慮です。

年末までに具体化するとのことです。 

  安倍首相の暴走に、私たちは、もっとも

っと怒りを持たなければなりません。特定
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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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秘密保護法により情報を隠され、共謀罪に

より監視され、言いたいことも言えない状

況に陥ってはいけません。 

  憲法改悪については、一部で強行に推し

進める勢力がいる反面、９条の会を始め護

憲勢力も頑張っています。しかし、残念な

がら、多くの国民は憲法自体をまだまだ知

りません。憲法９条のありがたさを知りま

せん。自衛隊については、「災害救助に頑張

ってくれる」というという良いイメージで

す。 

 頑張っている自衛隊を憲法で認めてもいい

じゃない！と単純に考えます。 

  平和を愛し、憲法を大切に考える私たち

は、憲法を学べ、広めなければなりません。

うまず、たゆまず、あきらめず、根気よく、

頑張ろう。

 

 

 

 

 

９条の会・北九州憲法ネット 

事務局長  野瀬 秀洋 

 

 

 

 

徳本氏は、まず、安倍首相の５月３日の憲

法改憲の内容を話す。この中の４つの項目（自

衛隊明記、高等教育の無償化、環境権、非常

事態対処）を紹介し、憲法９条への自衛隊明

記問題が、最大の問題で、平和への重大な危

険性があり、断を許さない状況にあることを

話す。 

なぜ、安倍首相は、憲法９条を変えようと

するのか？それは、憲法９条の立場と、現在

自民党政権が進める安保体制との矛盾が集中

してきたから。それだけ、憲法９条が、日本

の平和に貢献してきていることなのだ。徳本

氏は、７２年間日本が戦争しないでこれたの

は、まさに憲法９条があることで、この平和

が維持できてきたことを、改めて認識してお

くことが大切だとも話しました。 

安倍首相の目指す”戦争できる国“づくり

は、２０１５年の平和安全法制(戦争法)、そ

の前の、秘密保護法と並んで、今度の共謀財

法案の強行成立で、大きく動き出した。しか

し、それでも、憲法９条があるので、全面的

には、アメリカに従っての軍事行動は取れな

い。 

改憲勢力側にも、憲法擁護勢力側にも、そ

れぞれ、弱みと強みがある。憲法擁護側の持

つ弱みは、国民の中では、まだまだ十分には

繋がってないこと。強みは、国民生活を守る

立場にいることだ。政党と市民団体の連携・

協力を強化し、緩やかな、中立の、広い民主

戦線の形成も視野に入れての行動を提唱した。

徳本氏は「生活の政治」を提起しており、そ

の中でも「国民の中の多くの善意の人達に関

心を持ち、その人達が、世の中のありように

ついて疑問を持ち、一歩前に踏み出す時、政

治に関心を持ち、やがて政治の中の真偽を見

分けようとしていく。その流れを作るのは、

人間の英知である。人間への愛と英知への信

頼こそ、未来への希望の源泉」と述べていま

す。 

私たちが、憲法問題を考え、平和を守るこ

とが大切と思うとき、その思いを周りの人々

に発信し続けること、このことの大切さを徳

本正彦氏の話で、一層確信した一日となりま

した。 

６月１７日、小倉南区で、小倉南革新懇主催の「徳本正彦氏の講演会」があった。徳本

氏は、今年８６歳。小倉駅から会場に来る間に、転んで、おでこを打ち、タンコブをつく

っての講演となりました。以下、その日の講演の感想です。 
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９条の会・北九州憲法ネット 

代表世話人 三輪 俊和 

（1）輝け憲法 

 私たちは、平和を希求し、健康で文化的な

生活を営み、幸福を願って日々を送っていま

す。私たちが、毎日幸せに生きることを保障

しているのが日本国憲法です。日本国憲法は、

9 条で、二度と戦争はせず、平和に生きるこ

とを保障しています。25 条で、すべての国

民が健康で文化的な生活を営むことを保障し

ています。13 条で、私たちが、幸せを求め

て生きることに「最大限の尊重を必要とする」

と言っています。11 条で、一番大事な基本

的人権を永久の権利だと定め、12 条で、「こ

の憲法が国民に保障する自由及び権利は、国

民の不断の努力によって、これを保持しなけ

ればならない」と規定しています。私たちは、

不断の努力によって、憲法が保障する道を進

んで、憲法が輝く未来をつくっていかなけれ

ばなりません。 

（2）立憲主義と安倍暴走 

憲法が一番大事な基本的人権を定め、「国家権

力」（国と地方自治体）に守らせる方式を立憲

主義と言います。憲法が時々の政権の恣意を

縛るという原則と憲法に反することはやらな

いという原則（それをやるなら、憲法を変え

なければならないという原則）を貫くことで

す。安倍政権は、憲法に基づく政治や行政と

いう大原則を無視しており、立憲主義をこと

ごとく破壊しています。 

（3）安倍暴走と共謀罪 

6 月 15 日未明、共謀罪法が強行採決されま

した。議会制民主主義のひとかけらもない凶

暴ぶりに唖然としました。安倍内閣こそ、戦

後最悪の「組織的犯罪集団」ではないのかと

思います。国民の支持率は、当然ながら急落

しました。今こそ私たちは、大いに話し合っ

て（共謀して）、安倍改憲戦略の対抗手段をう

ちたてなければなりません。 

（4）憲法が照らす道 

安倍政権が叫ぶ「戦後レジームの解体」とは、

国民一人一人が幸せに生きることを保障して

いる日本国憲法体系を解体するということで

す。今こそ、安倍改憲暴走をストップさせ、

これに代わる国民連合政府を打ち立て、憲法

にそった政治を実現しましょう。私たちは「平

和がいい！」「幸せになりたい！」という当た

り前の主張でまとまるはずです。9 条と 25

条を柱に憲法全体が、国民と野党共同でめざ

す国づくりの目標です。憲法が照らす道を進

んでいきましょう。
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   あんなことコンナコト  

 日に日に変貌する折尾駅周辺。みなさんも

工事の進行が速いので、おどろいているので

は。毎日、通っている人、時々の人、さまざ

まですが、私は比較的に通っているが、おど

ろくほどの変わり様に驚いている。この工事

は 13 年前に事業が着手され、10 年が経過

し、8 年後の 2025 年に完了予定。駅南側の

区画整理は立ち退きが始まり、みるみる空き

地が増えている。地権者は転居し、数年後に

1 割の土地が削られ元居住地の近くに帰って

くる。災害に強い街として整備されるが、高

齢でもありその心労はかなりのものでしよう。 

 JR と道路整備は大規模である。駅前は大

幅に広くなり、渋滞など緩和されるだろう。

新しくなることへの期待も大きいことだろう。

しかし、古くから折尾にいる方は「さみしい」

思いも大きいのでは。15 年くらい前までは

駅周辺は、人通りが多く賑わいがあり、店舗

も多く飲食店も賑わっていた。私も 50 年近

く前に折尾に来た。活気ある街だった。ごち

ゃごちゃしていたがよかった。最近、特に駅

周辺はさみしくなった。今後、「きれい」に

なるがどうだろう。 

  

 

今後の事で 3 点の意見。①折尾地域の人は

「どうなるか」もっと関心を持つ。②折尾駅

の機能について、もっともっと要望を出す。

③オリオンプラザ（集会所、図書館）の機能

がどうなるのか重要。私たちの要望を遅れば

せながら、どんどう出していきましょう。(川

副通夫・憲法９条を守る折尾の会２０１７年

６月号から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カンパ ５月  深川和久 江藤智之 山根二三子 石井方子 今村仁 今村桂子 竹中久 高智彦 荒牧啓一 川原巋誠 小

沢和久 勝野禎二 安藤昭雄 佐多道人 蓼沼一郎弁護士 ６ 月  野瀬秀洋 玉井史太郎 織田恭司 美濃部恒子 勝

木多美 三崎英二 稲月道子 小川由美 半晴武二郎  メッセージ ●実質的な憲法改悪の動きを皆でくい止めましよう！

わずかですが 4/18 S．W ●カンパ 4/24 Ｋ．Ｍ ●世の中、変ですが頑張りましよう 4/24 Ｕ．О ●事務局長さん大

変ごくろうさまです。６００人近い方にニュースを郵送されたり、行事を企画したり、組織・運営、大変だと思います。原水協と

被爆者の会のように小さい世帯でも大変なので。 4/26 Ｔ．Ｍ ●ごくろうさまです。頑張って行きましよう！！ 4/26 Ｋ．Ｔ 

●カンパです。高齢のためついつい忘れて申し訳ありません 4/28 Ｍ．Ｋ ●カンパ 5/2 Ｔ．Ｍ ●「アベ政治を許さない」

の一点で頑張りたい！ 5/22 Ｋ．Ｆ ●事務局の皆さん。ご苦労様です。ニュースを毎回７００人の方にお送りするのだけで

も大変ですネ。私も１００まで生きて頑張ります。 5/29 Ｈ．Ｉ ●ネットニュース読んでいます。ご苦労様。頑張って下さい。 

5/30 Ｔ．Ｋ ●先月は送金し忘れたようですみません。 5/30 Ｋ．О ●共謀罪粉砕！安倍右翼政権打倒！ 6/2 Ｆ．Ｔ 

●九条の会ニュースいつもありがとうございます。通信費に少しですがお送りします。 6/5 Ｔ．Ｍ ●活動支援カンパとして 

6/9 Ｅ．Ｍ ●いつもの少しで、申し訳ありません 6/12 Ｕ．О ●カンパです。 6/20 Ｔ．Ｈ  

新設された北口仮駅舎 

 

 

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。 

振替番号：01700-8-115768  名 義：「九条の会・北九州憲法ネット」 


