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　憲法9条についての自分の考えは次
の通りである。第1項は、「国際紛争を
解決する手段としての戦争の放棄」を
謳っているが、国際法の用語としては
「侵略戦争」の放棄だから、「自衛の戦
争」はできると解せられる。2項は「軍
隊」と「交戦権」の不保持だから戦争は
できない。従って、我が国は海外で戦争
はできない。国内と周辺で自衛隊（第
二警察）による専守防衛はできる。海
外にでれば、単なる海賊、山賊になる。

　自分は「独立宣言」の生まれたアメリ
カで憲法とは何かを学んできた。人間
は皆幸福になりたいと望んでいる社会
的な動物である。主権者である国民（国
の主）が幸福に暮らすためのサーヴィ
ス機関としての国家機関をつくってき
た。憲法は、国家機関（政治家以下の公
務員）に対する国民からの司令書であ
る。悪ければ取り替える。これが原則で
ある。これが話の前提である。ところ

が、この基本的な観点を理解しない二
世議員の多い自民党は、この国を管理
しようと考えている。
　憲法9条のおかげで日本は70年に
わたり戦争で一人も殺さず殺されない
できた。しかし安倍政権は、この憲法を
かなぐり捨て、米国の“天下布武”に付
いていこうとしている。安倍政権がす
すめる「海外派兵」手続き法（戦争法）
整備は、「憲法破壊」以外の何者でもな
い。これはまさに「確信犯」と言わねば
ならない。力を合わせて真剣に闘わな
ければならない。

　戦争は、最大の浪費であり、国ひい
ては国民を貧しくする。戦争は、統制
（自由の制約）下で行われる。幸福とは、
自由であり、豊か（貧しくない）であり、
平和であること、戦争の危険がないこ
とである。戦争は、平和の対極にあり、
国民の生命を危険にさらす。つまり、戦
争は国民の幸福を奪う。戦争という最
大の浪費を続けてきたアメリカは借金
地獄に陥っている。米軍の2軍選手に
なれば、日本は戦争の危険を抱え、経
済破綻に陥り、福祉どころではなくな
る。憲法を変えるということは、まさに
私たち自身の幸福と、子孫のいのちと
暮らしに関わる話だ。人の感覚を失い、
現行憲法を犯して国民を戦争に導こう
としている安倍政権に勇気を持って反
対の論陣を張って欲しい。

　「存立危機事態」とは、本来的にあり
得ぬ事態（空想）を根拠に、他国を守る
ために「海外派兵」することである。明
確な9条違反である。「重要影響事態」
とは、我が国の安全を口実に、戦闘中
の他国軍を支援するために「海外派兵」
する事である。明確な9条違反である。
　安倍政権は、公務員の憲法尊重擁護
義務を定めた99条にも違反している。
これを許せば専制の誕生である。「戦
争法」は、憲法が最高法規であること
を定めた憲法第98条1項に反してお
り無効である。しかし、その司法による
救済には難がある。

　直接的または隠微な言論弾圧が行
われている。しかしそれは、こちら側の
言論力の劣化の証でもある。安倍政権
は、来年の参議院選挙後に改憲発議を
したいと考えている。この選挙で自民
が3分の2以上となる可能性もある。
　今大事なことは、忍耐強い言論戦で
あり、これこそが正道である。反論に答
えられない政権与党の実態を明らかに
することである。改憲発議されても国
民は「×」とできるようにしていくこと
である。現に、世論は「戦争法」に不安
を抱いている。
　違法な法律を短期間で確実に消す
方法は、「政権交代」である。

違法な「戦争法」、忍耐強い言論戦を!!
　5月3日、熊本市内のパレアホールで
開かれた、憲法記念日実行委員会主催
の「憲法を守る熊本県民のつどい」は、
立ち見がでるほどの参加者で盛り上が
りました。
　慶応大学名誉教授の小林節氏の
「2015年5月3日の憲法状況」と題す
る講演の要旨を紹介します。

我が国は海外で戦争できない

安倍政権の憲法破壊は「確信犯」 戦争は、最大の浪費であり、
平和の対局

9条違反の戦争立法

改憲発議されても
国民は「×」とできるように
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　日本国憲法は戦後最大の危機に有
ると昨年のこの集会でも言いました
が、それは今、さらに広く深くなって
いる。国民はそれに気づき始めてい
るが、十分に実感できているとは言
い難い。
　日米安全保障協議委員会（「2＋
2」閣僚会合）がニューヨークで開か
れ、新しい「日米防衛協力のための
指針」（ガイドライン）が発表された。
新しいガイドラインは、自衛隊と米
軍の運用の一体化が地理的制約なし
に飛躍的に高まり、情報の共有と部
隊運用の調整が平時から有事まで常
に行われることになった。
　ガイドラインは、「平時から緊急事
態まで、いかなる段階でも、切れ目
のない形で日本の平和や安全を確保
するための措置をとる」としており、
「日本の平和および安全に対して発

生する脅威への対処」では、「日本の
平和及び安全に重要な影響を与える
事態に対処する」とし、この事態は
地理的に定めることはできないとし
て、「地理的な制約がない」ことを明
確にした。日本は、アメリカと一緒
になって、海外での武力行使に公然
と乗り出すことになる。
　このような決定的に重要なことを、
日本政府は、国会や国民に図ること
なく勝手にすすめている。
　そもそも日米ガイドラインとは、
自衛隊とアメリカ軍の協力の基本的
な枠組みや方向性を示す単なる指針
にすぎない。にもかかわらず、この
ようにことをすすめていくなら、それ
は憲法の破壊、憲法の死を招くこと
になることは明らかである。
　安倍首相は、米上下両院合同会議
で演説し、日米同盟を「希望の同盟」

憲法9条の精神を世界に、
仲間を増やして安倍退陣へ
憲法9条の精神を世界に、
仲間を増やして安倍退陣へ

と表現しながら、先の大戦に対しては
「痛切な反省」と述べるにとどまり、
「侵略」「お詫び」という言葉は使わな
かった。韓国は反発し、中国も冷や
やかに見ている。安倍首相が真に反
省していないと見ているからだ。安
倍首相の体質はファッショだ。国民
の意思を無視している。それは沖縄
への態度によく現れている。
　横井小楠は、平和にためには「道
理」を世界にどう広げるかを考えた。
これは九条の精神を世界に広げるこ
とに通じる。九条の精神を世界に広
げれば、国民は戦争の危機から救わ
れる。安倍首相のやろうとしている
ことは、それと真逆だ。友達の友達
は皆友達です。仲間を広げて安倍を
退陣に追い込もう。

5月1日の第86回メーデー熊本中央集会で、くまもと九条の会の猪飼隆明代表が
連帯の挨拶を行いました。その要旨を報告します。
5月1日の第86回メーデー熊本中央集会で、くまもと九条の会の猪飼隆明代表が
連帯の挨拶を行いました。その要旨を報告します。

　5月9日（土）12：45～13：15まで、
雨天の中で決行しました。統一行動
ということもあり、いつもは参加で
きてなかった職場からも参加があり
ました。通常の宣伝スポットの他、
友の会・山近さんより原稿なしで市

　5月9日（土）くまもと健康まつり
設営準備後、12：30～13：00まで、
くわみず病院、八王寺の杜、たんぽ
ぽ薬局、本部、県連事務局が参加し
一斉街頭宣伝行動を行いました。雨
の中での行動となりましたが18名
が参加しました。今年入職した薬剤
師もハンドマイクで訴えました。熊
本民医連では、今回の一斉行動に9
事業所から50名が参加しました。

水俣協立G　山下勇人 熊本民医連

民への平和への訴えがありました。
ふれあい広場でたまたま子供会の
バーベキューがあっていて、多くの
親子に平和の大切さを訴えることが
でき、良かったと思います。

９条はいかなる核兵器よりも強力であり、
いかなる国のいかなる軍隊よりも強力なの
です。アレン・ネルソンさん「９条を抱きしめて」より

9の日全国一斉行動
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　安倍政権は、自衛隊をいつでも、ど
こへでも派兵し、アメリカの戦争に荷
担できるようにする「戦争立法」を、こ
の5月中にも国会に提出することを
決めました。万一この戦争立法が通る
ようなことがあれば、憲法9条のもと
で戦後一貫して、自民党政権といえど
も崩すことのできなかった外交の原
則―海外で再び戦争しない国、という
原則を覆す戦後日本の進路の根本的
な転換となります。

　安倍政権の戦争する国づくりを阻
むには、戦争立法をなんとしても阻止
しなければなりません。安倍政権のも
くろむ明文改憲も、戦争立法を阻むこ
とで挫折に追い込むことができます。
　そのためには、法案強行を許さない
草の根からの圧倒的世論と、法案の
危険な中身を徹底して追及し、その成
立を阻止するための国会内外での行
動の連帯が不可欠です。
1. 戦争立法反対、改憲阻止の一点
で、保革を超えて広範な人々が、全
国各地で声を上げ可能な行動をす
ること。

2. 国会議員一人一人への働きかけを
様々な形で強め、「戦争立法には反
対」の多数派をつくること。

3. マスメデイアが法案の本質、国民
の声をきちんと報道するよう働き
かけること。

　うえの課題を実行するために、九条
の会は、九条の会らしい行動を起こし
ましょう。
　一つは、戦争立法と9条の改憲に反
対する全ての人々が加われるような
幅広い共同の行動を追求することで
す。これまでの経験だけに頼った行動

になっていないか、もう一度ふり返
り、原点に立ち戻りましょう。
　もう一つは、7000以上の全ての九
条の会が立ち上がり、文字通り全国
津々浦々、自分たちの地域、分野で、
共同の行動を実現することを追求す
ることです。
　「共同」と「地域」これが合い言葉で
す。
　以下、具体的な行動を提起します。

①法案が国会に提出される5月から8
月までを「山場月間」に設定し、会
の全力を挙げて、会独自あるいは
共同して可能なあらゆる行動に、創
意をこらして取り組みましょう。
②世論調査を見ても戦争立法には反
対の人が多いように、戦争立法に対
する漠然とした不安や懸念は広が
っていますが、戦争立法に危険性は
まだまだ国民の中に届いていませ
ん。
　創意をこらした宣伝行動が何よ
りも急がれます。また、各地、各分野
の九条の会は、繰り返し戦争立法
の学習会を開き、学習をしましょ
う。
③改めて、戦争立法反対の署名をつ
くります。この署名を持って地域の
中に入り、地域の人々と話し合いま
しょう。
④自分たちの地域・分野で、これまで
の発想を大きく超えて様々な立場、

　分野の人々の名を連ねて、戦争立
法反対、改憲反対の共同声明を出
しましょう。それを地域・分野の
人々にくまなく配り、署名と一緒に
運動への参加を呼びかけましょう。
⑤全ての国会議員にたいし、地元の事
務所を直接訪れて、戦争立法の危
険性を訴え、反対の意思表示をす
るように働きかけましょう。
　　戦争立法は、アメリカの戦争に地
域を動員し巻き込みます。自治体
主張、地方議会の議員を訪ねて戦
争立法に反対するよう働きかけま
しょう。
　各地域の地方紙、地方放送局に
申し入れ、戦争立法の危険性を報
道し、少なくとも法案には慎重な審
議をする事を訴えるよう、働きかけ
ましょう。
⑥今全国では、戦争立法に反対する
様々な共同が広がっています。これ
らの動きと連帯を強めつつ、自分の
地域で共同の集会・共同の行動を
つくるために、働きかけましょう。
　地域で開かれる共同の集会や統
一行動には、九条の会で論議し積
極的に参加しましょう。
⑦ブロックや都道府県、地域ごとの交
流を強めましょう。各地の九条の会
は、事務局に取り組みを知らせて下
さい。

　これから夏にかけて、憲法が正念場
です。全力をあげて戦争立法阻止の
ためにがんばりましょう。

いま憲法9条は
存亡の岐路に立っている

全国九条の会事務局
2015年5月1日

戦争立法を阻むには
どんな運動をすればよいか

九条の会らしい行動を

戦争立法阻止のための
具体的行動の提起

全国九条の会からの訴えと提案

菊陽病院
9条の会の
みなさん
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　安倍政権の暴走に、皆さんも、何か
しなければと思い、すでに何かを始め
ておられることと思います。このよう
なとき、全国九条の会から「訴えと提
案」が出されました。この「訴えと提
案」を参考に、全ての九条の会が、新
たな決意で更なる一歩を踏み出され
ますよう案内します。
　県内のあちこちで、戦争立法の学
習会が計画されようとしています。
　5月3日に、熊本市内のパレアホー
ルで開かれた憲法記念日実行委員会
主催の「憲法を守る熊本県民のつど
い」では、慶応大学名誉教授の小林節
氏が講演で「違法な戦争法に、忍耐強
い言論戦を」と熱く呼びかけました。

全県・学習交流会全県・学習交流会
日時　6月20日（土）13：30～
場所　教育会館　熊本市中央区九品寺1丁目11-4
電話　096-372-3800

テレビで意見広告CM

会場は、立ち見がでるほどの参加者
で盛り上がりました。

　くまもと九条の会では、6月20日
（土）に全県・学習交流会を計画して
います。
　すべての九条の会が、今日の情勢
に応える活動に一歩を踏み出し、そ
の経験を持ち寄って熱い交流学習集
会にしたいと考えています。
　全国九条の会からの「呼びかけと
提案」と、憲法記念日県民の集いの声
明文を添付します。
　各九条の会で会議を開き、今何を
やるべきかを検討していただきます
ようよろしくお願いいたします。

① 三澤 純 事務局長　
　　　　  「安倍政権は何を目指すか、いかに阻むか」
　　　　　   ～全国討論集会を受けて～
② 弁護士　「安倍政権の安保法制整備の現状と問題点」

① 情勢認識を深め、いま何をなすべきかを明らかにし
　 活動を交流する。
② 11周年記念行事の実行委員会を立ち上げる。

　「秘密保護法廃止！くまもとの会」では、5月、6月、7月の3ヶ月間、テレ
ビで意見広告を流しています。
　赤ちゃんの笑い声と笑顔。「この子たちの未来のためにも」「平和な国で有
り続けて欲しい」「明日もあなたの笑顔が見たいから」「私たちは、集団的自
衛権の行使に反対します」「守ろう、日本の平和」こんな言葉と文字が流れま
す。毎回15秒間。

「秘密保護法廃止！くまもとの会」では、広告の協賛金を募集しています。

菊陽病院 久保田

2015年5月9日
7：50～8：10実施  15名が参加。
※8：10頃雨が強くなり途中で行動
を断念。
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月曜  KKT
火曜  KAB
水曜  KAB
木曜  RKK

「月曜から夜更かし」（23時59分～24時54分）
「報道ステーション」直前（21時52分～53分ころ）月4回
「有吉  マツコの怒り新党」（23時15分～24時15分）月3回
「プレパト」直前（18時58分～59分ころ）
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