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　熊本県弁護士会は、秘
密保護法反対行動以来、
パレードなど街頭宣伝
活動に取り組んできま
した。弁護士法1条1
項は、「弁護士は、基本的
人権を擁護し、社会正義
を実現することを使命
とする。」と定め、基本
的人権の擁護を弁護士
の使命としています。
すなわち、弁護士法は、
基本的人権を侵す動きに対して人
権擁護の旗を掲げて行動すること
を弁護士に求めているのですが、
これまでは、国論を2分するよう
な人権問題に対し、必ずしも積極
的に行動してきたとはいえません
でした。
　しかし、第2次安倍政権の発足
後、究極の人権侵害である憲法破
壊の動きが強まる中、弁護士会が
本来の役割を果たそうとの意見で
日弁連は一致しました。その出発
点となる取り組みが、昨年末の秘
密保護法反対パレードでした。
　秘密保護法は、国民の知らぬま
に戦争準備をすすめる人権侵害法
であり、マスコミが自らの問題と
して大きく取り上げたこともあっ
て、久しぶりの国民的な大運動に
発展しました。弁護士会もその一

翼を担うことができたことは、弁
護士の使命を果たすうえで重要な
経験となりました。

　集団的自衛権の行使を容認する
閣議決定は、憲法破壊の最たるも
のです。
　憲法を変える場合、「憲法改定→
基本法制定→個別法改定→解釈変
更」という手順を踏むことが憲法
上必要ですが、安倍政権は、全く
逆の手順で改憲を進めようとして
います。“壊憲内閣”と呼ばれるゆ
えんです。
　集団的自衛権の行使を容認する
動きに対しても、くまもと九条の
会の皆さんと一緒にパレードをし
て声を上げました。なかには、「九

条の会の集会には参加できない
が、弁護士会の呼びかけなので参
加した。」と言う方もおられ、憲法
講演会の感想でも、弁護士会の行
動に期待する声が多数寄せられま
した。
　来年は、自衛隊法の改正をはじ
めとする改憲立法とのせめぎあい
が予想されます。熊本県弁護士会
は、幅広い市民の人権擁護の取り
組みの橋渡しの役割も果たせるよ
う頑張って
いきたいと
思いますの
で、よろし
くお願いし
ます。

人権擁護は
弁護士の使命

憲法破壊の
集団的自衛権容認
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くまもと九条の会 事務局

荒木正信
日本は武器よりも平和憲法の原則こそ輸出すべき
7月12日 「くまもと九条の会」の三澤事務局長が
熊本県平和委員会総会で行った記念講演は、
「日本はこのまま国際社会で孤立化する道をすすむのか？
―安倍政権を歴史的に考える」というテーマで、
これまでの安倍政権が強行してきた
「日本を戦争する国にする」改憲の企てを、
近現代の歴史を顧みながら、今日の情勢を深くとらえて、
まさに 「歴史に学び」 検証する講演でした。
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　最初に、熊本大学文学部准教授
の三澤事務局長は、安倍政権の「集
団的自衛権の解釈変更」の閣議決
定をとりあげた大学での講義で
「憲法9条について」「徴兵制につ
いて」「立憲主義のルール逸脱」と
いう問題についての私見に対する
学生の「肯定的」「中立的」「否定的」
なそれぞれの意見を紹介されまし
たが大変興味深いものでした。否
定的な意見の学生（若者）の反応
に落胆しながら、「『立憲主義の
ルール逸脱』という批判の有効性」
を述べられたことに共感し救われ
ました。
　そして、昨年7月の麻生発言「ナ
チス発言」を俎上にして、ヒトラー
のナチス政権誕生の経緯―①少数
でありながら「連立政権」による
政権獲得、②総選挙で33.1％の得
票率で第一党に、③組閣後わずか2
日後に議会解散、④総選挙投票日
の直前にナチスによる国会議事堂
放火、⑤社会民主党・共産党の暴

動という大宣伝、⑥総選挙で過半
数獲得、⑦「国民と国家の危機を除
去するための法」（通称「全権委任
法」）制定→この法律によってワ
イマール憲法は事実上無効になっ
た。（ヒトラー独裁政権のもとで
死文化した）、というくだりは、ま
さに安倍政権の今日の手口を彷彿
させるもので、あらためて「戦前
の状況に酷似している」という諸
先輩の言葉を思い起こさせまし
た。
　さらに三澤事務局長は、安倍首
相の暴走が防衛省の反対論・慎重
論をおしきって外務省の主導のも
とですすめられてきたこと。集団
的自衛権行使容認の論理にも触れ
ながら、近現代日本の三つの同盟
（①日英同盟、②日独伊三国同盟、
③日米安全保障条約）の歴史から、
軍事同盟が「仮想敵国への抑止力
と現実転化のリスク」として、日
英同盟によって第一次世界大戦で
ドイツとの戦争に参戦し、中国へ
の政治的・経済的干渉を加速
していったこと、日独伊三国
同盟では、日本は同盟で対米

戦争を回避（抑止）できると考え
同盟に参加したが対米牽制・抑止
効果は発揮されずむしろアメリカ

の反発を強め三国とも破局の道
に、軍事同盟の理論は、究極的に
は抑止力にあるが「しかし抑止力
には、大きなリスクが含まれてい
ることをー抑止力を高めることが
仮想敵国との緊張を高めかねない
というジレンマをー忘れてはなら
ない。」と。
　最後に三澤事務局長は、「日本の
安全保障の基軸は、九条に置かれ
るべきこと」「戦争によって国益を
守ることはできない。」「日本が最
も依拠すべきものは、国際社会に
おける独自の非戦の立場とその信
用力」「戦後70年近く、海外の戦
争で一人も殺さず、一人も死なな
かったという人類史的にも稀有な
実績は、決して幻想ではなく確固
とした基盤」、そして日本が武器
輸出三原則を廃止したことに触
れた『ニューヨークタイムス』
2013年12月13日付の「日本は
武器よりも平和憲法の原則こそ輸
出すべき」との社説で締めくくら
れました。
　たいへん興味深いお話と、あら
ためて「歴史に学ぶ」ことの大切
さ、確信のもてるお話でした。
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きくち九条の会事務局

～四地区「『戦争と平和』巡回展」～

中原恭子
♪♪ ちちをかえせ

　　　　ははをかえせ ♪♪
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　哀しみを抑えた歌声が静かに流
れはじめ、会場の空気が引き締
まってきます。ジョー・オダネル
氏の写真“焼き場に立つ少年”を
ご覧になった方から寄付された同
名のCDの挿入歌です。平和への
祈念が一層募ります。
　特定秘密保護法制定、集団的自
衛権行使の強行な閣議決定など右
傾化が進む現政権の在り方に危機
感を覚え、今回の巡回展を企画し

ました。7月28日の山鹿会場を
皮切りに菊池、植木、大津と巡っ
ていきます。
　出征の祝い旗や戦地からの手紙、
長崎での被爆した瓦、硫黄島残留
兵士への投降を呼びかけるチラシ、
子ども達も戦争に巻き込まれてい
た事実を表わす訓練用のなぎなた
や銃剣などレアなものも多々展示
しています。
　山鹿会場では、“集団的自衛権行
使は許しません”という文言をポ
スターから消す事を条件に公的施
設での開催許可を得、苦い思いを

させられました。しかし、「心に、
沢山残りました。」という10代の
女の子の感想で、溜飲がおりたと
の事でした。菊池では従軍してお
られた方が幾人かあり、様々な体
験を話して頂き、多くを学びまし
た。「太平洋戦争を調べるのが宿
題です。」と丹念に資料を見て、熱
心にメモをとる女子中学生の姿も
ありました。
　これから、植木→大津に会場は
移りますが、不戦の誓いを新たに、
現政権へ警鐘を鳴らし続けたいと
考えています。
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子育て・教育九条の会

金津紀子
憲法9条がノーベル平和賞にノミネート（推薦）
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　「憲法9条の素晴らしさに光を
あてることは出来ないか」と思っ
た神奈川の主婦たちが中心になっ
てノルウェーのノーベル平和委員
会に推薦状を提出し、4月に受理
されました。
　70年近く9条を守ってきた日
本国民が受賞対象者ですから、も
し受賞が決まれば、私たちみんな
がノーベル平和賞受賞者になるの
です。
　10月に発表されますが、なんだ
かわくわくするではありませんか。

　「子育て・教育9条の会」は、「出
水9条の会」や「くまもと9条の
会」と一緒に、のぼりと横断幕を
掲げ、チラシを配りながら街頭署
名を行っています。街頭ではとて
も反応がよく、なかには「私も参
加させてください」という人まで
現れました。
「憲法9条にノーベル平和賞を！」
と書いたのぼりと横断幕は、イン
パクトも上々、道行く人々の注目
を集め、新聞やテレビでも取り上
げられました。街頭署名と合わせ

て、色々な団体の集会や学習会で
も協力して頂き、短い期間に730
筆を集めることができました。国
内のみならず外国からも署名が寄
せられ、現在17万筆を超えたそ
うです。
　この署名は、日本国民の憲法9
条への熱い思いを伝えるために、
ノルウェーのノーベル平和委員会
に送られます。
　署名飛び入り参加大歓迎です。

たくま・ながみね九条の会

神  田
あ
せ
ら
ず

あ
き
ら
め
ず

地
域
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名

　毎月、最後の日曜日は午前中訪
問署名をしています。長嶺南1丁
目から8丁目までが終わったの
で、長嶺東に取り掛かりました。
長嶺東は1丁目から9丁目まであ
るので何時終わるかは分かりませ
んが、7月27日、長嶺東1丁目か
ら取り掛かりました。
　まずは、団地の1棟から4棟ま
で、4名で訪問しました。前日に
チラシを配布していました。多少
メンバーは異なっていましたが、
やはり配布も4名で行いました。

なかなかドアを開けてくれないと
いう状況は以前と変わりません
が、ドアを開けてくれたことろで
は、集団的自衛権の問題など、賛
成する人、反対する人の色分が
はっきりしてきた様におもいまし
た。その割合は以前と変わらない
ように感じました。
　署名の結果は、110所帯中賛同
署名10所帯で、成果は微々たる
物でしたが、この積み上げが大事
と、あせらず、あきらめず続けて
いけたらと思っています。

日　時： 2014年9月27日（土曜日）午後3時～5時
場　所： 秋津市民センター ２階会議室A
参加費：無料 ※どなたでも参加できます。
主　催：秋津・小楠９条の会

E-Mail： ohataya@gmail.com ホームページ http://event.kinasse.com/akitsu9/
連絡先 ： 井芹 （365-1741） 三藤 （365-3626） 大畑 （367-1089）

戦争へまっしぐら、右傾化を強める
安倍政権に私たちはどうたちむかうか

猪飼隆明   憲法を語る■秋津・小楠九条の会学習会
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