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くまもと九条の会ニュース

積極的な発言が相次いだ九条の会交流会
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　10月18日、国際交流会館に於
いて、熊本県下の九条の会の交流
会が行なわれました。
　交流会の目的は、①憲法9条を
めぐる今日の情勢を深め、今なす
べき課題をより明確にすること、
②各九条の会の活動を交流し、九
条の会の活動が全県的に更に大き
く前進すること、③節目となるく
まもと九条の会10周年記念行事
を成功させることでした。

　最初に、くまもと九条の会代表
の猪飼隆明氏が40分間、安倍政
権の暴走の危険性について講演を
行いました。（2ページに概要）
　さらに三澤純事務局長から、12
月13日の10周年記念行事をみん
なの力で成功させようと決意を述
べられた。沖縄在住の憲法学者・
小林武氏（元愛知大学教授）の「沖
縄から見た憲法九条」という講演
はオスプレイ配備や普天間新基地
建設など、日本が直面している問
題の本質を抉り出すだろう。多く
の人の参加を促して欲しいと。
　地域からは、積極的な発言が続
きました。「400人の参加を勝ち
取った西山太吉講演会」（にしき九
条の会）、「四地区（山鹿・植木、菊
池、大津）巡回『戦争と平和』展」（九
条の会おおづ）、「5年の休暇の後
のマグマが爆発した地域訪問ビラ
配り」（うき九条の会）、「『障害者
が最初に犠牲になる戦争反対』と

新たに立ち上げた」（障害者九条の
会）、「菊陽病院でも再出発」（菊陽
病院九条の会）、「赤字を出さずに
粘り強くつづけている」（あまくさ
九条の会）、「集団的自衛権行使容
認撤回の要請を全市町村に」提出
した（あそ九条の会）、「街頭署名
行動で、子どもたちから元気をも
らっている」（むさし九条の会）、
「町内の人に頼って活動」（益城町
九条の会）、「毎月団地を廻って署
名活動」（たくま・ながみね九条の
会）、「憲法9条にノーベル平和賞
を」（子育て・教育九条の会）など、
12人お発言で時間切れとなりま
した。子
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全県活動交流集会では発言が相次いだ。

安倍政権の立憲主義否定の
暴走を許してはならない。

22014.11.28  vol.51

　「世の中おかしくなってきた。儒
教の教えでは革命が肯定されてい
る。秘密保護法が12月10日から
施行されるが、秘密を政府が決め
て、政府が監視すると言う。歯止
めはない。閣議決定でことをすす
めるやり方は、国会と内閣の間で
合意を作り上げていくと言う立憲
主義に反し違法である。
　日本国憲法は立憲主義を超えて
いる。立憲主義は自衛の戦争は排
除していない。徴兵制は、フランス
革命後、人民を守るために生まれ
たという歴史がある。立憲主義イ
コール戦争放棄ではない。日本国
憲法は立憲主義一般を越えた内容
を持っている。

猪飼隆明代表の講演の概要

　韓国のある研究者は、『戦争が終
わっても、日本はなおアジアの脅威
である』『日本国憲法は、天皇に命
を与えた』と言っている。戦後、天
皇大権はなくなったが、世襲制の
天皇が残された。これは、戦争放
棄を謳う9条１項だけでは、不十
分だと考えたアメリカは、天皇を残
すことと引き換えに、戦力放棄と交
戦権否認の第２項を入れたためだ。
　政府は、集団的自衛権行使の理
由に国民の基本的人権が決定的に
脅かされそうなときと釈明してい
るが、これは個別的自衛権の行使
に他ならない。あえて集団的とい
う必要がないもの。日本国憲法を
作ったときの首相吉田茂は、『近年
の戦争は、多く自衛権の名におい
て戦われた。第1項だけでは戦争
は止められない。第二項が必要だ。
そうして初めてアジアの人びとに
安心が与えられる』と言っている。
　今安倍政権は、立憲主義を否定
する暴走を行なっているが、今単な
る立憲主義の論議に終わってはな
らない現実があることを自覚すべ

きである。
　今、秘密保護法の具体化が進め
られているが、知る権利の侵害は、
憲法13条の幸福追求権の侵害に
帰結する。安倍政権は、ヘイトス
ピーチは放置したまま、憲法バッシ
ング、朝日バッシングを徹底すると
言うような情報操作を行い、大本
営発表しかかけないような雰囲気
を作り出そうとしている。国民は
知らないうちに戦争に巻き込まれ
ることになる。
　日本国憲法の改憲の動きは戦後
6回目を迎えているが、今殆どの政
党が翼賛政党化している。小選挙
区制の下で国民の声が届きにくくな
り、政党に頼れなくなってきている。
　しかし、安倍政権は、国民と乖離
しており多くの弱点を持っている。
アベノミックスに国民は不安を
持っている。秘密保護法成立の際
も内閣支持率はダウンした。今国
民の声を届けられるのは、地方選
挙である。沖縄の知事選挙も注目
したい。

菊陽病院9条の会・山口さん あそ9条の会・禿さん 益城町九条の会・村中さん 天草9条の会・浪床さん にしき九条の会・淵上さん
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うき九条の会

くまもと・障害者9条の会  事務局長 宮田 信一

宇土 泉爾

くまもと・障害者9条の会発足
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　私たち、うき九条の会は、平成
17年7月に発足し、署名活動（約
3000筆）や講演会などを行なっ
てきました。しかし、その活動も
政権が民主党中心となったり、中
心メンバーが忙しくなったりして、
5年ほど休止状態でした。
　ところが安倍政権となり、急転
直下、あっという間に戦争前夜み
たいな風潮が現れ、マスコミも市
民もおかしな状態となりました。
　そんな時、ある市民から「ここに
は九条の会はないのか。無ければ
俺一人でもむしろ旗立てて市民に
訴える」との強い発言が寄せられ
ました。「チョット待てよ、うき九条
の会は存続しているのだ」そう気
付かされた私たちは、「安倍の言う
とおりにさせてたまるか」と言う
気持ちで再開する事になりました。
　そして行動を起こすために、8
月6日に再開会議を開催しました

　今年8月28日、益城町古閑の
益城エリムキリスト教会で「くま
もと・障害者9条の会」は結成総
会を開きました。県内の障害者福
祉作業所の利用者や職員を中心に
発足しました。
　結成総会では、世話人代表の濱
田龍郎NPO法人ボランティア仲

俺たちも
黙って
おられん!!

間九州ラーメン党代表は「平和な
未来の為にも戦争に手を貸さず、
近づかないことを守ろう。」と挨拶
しました。
　そして、呼びかけ人の上野修一
社会福祉法人やまびこ会理事長が
「戦争で最初に犠牲になるのが障
害者。戦争と障害者の幸せは両立

しない。戦争する国つくりに反対
の声を上げていこう。」「戦争ので
きる国づくりと人権を抑圧し、社
会保障を切り捨てる国づくりは一
体で、憲法を形骸化させるもの
だ。」「戦争する国つくりに反対し、
平和・民主主義、憲法を守る運動
を広げよう。」と設立趣旨を説明し
ました。
　総会では、代表に濱田龍郎氏、
副代表に上野修一氏を選出。活動
方針として、学習会や集いを開く
こと、憲法9条にノーベル平和賞
受賞を求める署名活動などに取り
組むことを決めました。事務局長
には私が就くことになりました。
　総会後の講演は、福永沙織弁護
士が「憲法9条には何て書いてあ
るの？」と題して、分かりやすく憲
法9条を話しました。
　なお、「障害者9条の会」の設立
は全国にはあるものの、九州では
初めてです。

が、久しぶりの集まりだったので、
今の状況に対する心配・不安・そ
して腹の底からの憤慨を皆さんが
述べられました。「俺たちも黙って
おられん」と急いで手作りのビラ
を作り、9月に、宇土市、松橋町、
10月に小川町、不知火町の各地
に、延べ100人の動員で約7000
枚のビラを配布しました。
　市民からは、「がんばって」の声
が届きましたが、この行動がきっ
と衆議院選挙の結果に反映される
ことを私たちは期待しています。
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　オスプレイの危険性は、言うま
でもなくヘリコプターと固定翼機
の機能を併せ持たせた構造そのも
のに欠陥があること、騒音と低周
波による健康への影響、離着陸時
のダウンウォッシュ（吹きおろし）
と高温ガスによる火災の危険な
ど、配備に理解を得るために言わ
れる災害救出には極めて不向きの
輸送機で、これが九州全域を傍若
無人に低空飛行訓練を行うという
ものです。
　オスプレイの配備と訓練は、単
に「未亡人製造機」と呼ばれる危
険な輸送機のあぶない訓練という
問題だけでなく、オスプレイの配
備・訓練が意味するもの、その背
景に日米一体の戦争準備体制への
大改造にあることが重大であるこ
とが強調されました。
　中でも九州は、特に佐世保への

　いつでも どこでも だれとでも 憲法九条を語り合おう。
　そんな地域の集まりをつくろう。
2006.2.17 第1回準備会、3.17 第2回準備会DVD「日本国
憲法」鑑賞で9条の意義をあらためて確認し、5月の発足総会に
向け話し合いを加速。大江・白川・託麻原小学校3校校区（3万
人）を主な活動範囲とする。活動の結節点としての会報を出すこ
とを決め、3.3「白い鳩」第1号を発行。早速呼びかけ人の1人で
ある山下道雄さん（俳人・花いちもんめ経営）の随想「英霊と呼

「水陸機動団」の配備を軸にして、
佐賀空港へのオスプレイの配備、
すでに米海兵隊の重要訓練化して
いる大分県日出生台演習場に加え、
熊本の大矢野原演習場のオスプレ
イ訓練場化、イエロールート以外
の大分・鹿児島などでの米軍機低
空飛行訓練の常態化、鹿児島・鹿
屋基地への米軍空中給油機の移転
計画、馬毛島の空母艦載機訓練場
をねらう動き、熊本第8師団の機
動師団化と米海兵隊との合同演習、
宮崎の新田原基地での米軍・自衛
隊訓練強化と自衛隊戦闘機部隊の
「敵基地攻撃」態勢研究の「航空戦
術教導団」への組み込み、奄美大島
への自衛隊警備部隊の配備と強襲
上陸演習など、全国的にも突出し
た米軍・自衛隊の基地強化がすす
められている。いわば、米海兵隊
と一体となって海外に出撃する自

衛隊の海兵隊部隊化の拠点となっ
て、九州全土が出撃基地化し、しか
も攻撃力を強化しているという実
態を明らかにしました。
　坂本氏の話を聞いて、この実態
を県民・市民にしらせることが重
要だと思いました。
　「戦争が廊下の奥に立っていた」
―戦前、慶応大学の学生が詠んだ
俳句です。国民が望みもしない戦
争への道が、暗がりの向こうから
静かに姿を現してきています。私
たちには声を上げることがまだで
きます。団結し、行動することが、
まだできます。戦前をくりかえさ
ないために、後悔しないためにい
ま、声にし行動にしましょう。出
撃拠点化がすすむ九州の実態を知
らしめ、各県と連携して、憲法9条
をまもり「戦争する国づくり」を阻
止しましょう。

―オスプレイの配備・訓練の危険性とその背景
出撃拠点化が進む九州

荒木 正信くまもと九条の会
事務局員

大江・白川・託麻原九条の会
連絡先 ☎090-6630-0784（寺内）

ばない母」が紙面を飾る。以後ほぼ毎月300部発行し続けては
や92号。14人で配布、最近はメールでの配信も70人を越え
た。紙面に登場した書き手は30人近くに。注目は2012.11.7
にお亡くなるまで35回続いた谷口恭教さんの「ごまめのはぎし
り」。多くのファンが生まれた。
　毎月の例会では「平和」をテーマに学び広げる様々な取組み
が現在も進行中である。誰でも参加OKだ。

　11月13日大江公民館で開催された
大江・白川・託麻原九条の会主催学習
会は、12月1日から約2週間、山都町
大矢野原演習場で行われると報道され
たオスプレイも使った日米共同訓練に
かかわって、その訓練の背景と集団的
自衛権行使容認のもとで出撃拠点化が
すすむ九州全土の実態を明らかにしま
した。講師は熊本県平和委員会事務局
長の坂本浩一氏でした。

地域九条の会-継続は力大江・白川・託麻原九条の会
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