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憲法を守り､生活に生かす政治を 
強権政治を止めろ！ 

 
１０月２６日、菅首相による初の所信表明演説が

行われました。日本学術会議への人事介入が、重大

な憲法違反であり学術会議法を踏みにじる暴挙だ

と大問題になっています。菅演説ではこのことに一

言も触れませんでしたが、強権をもって異論を排除

する菅首相の異様な姿がありありと映りました。 

憲法の大原則である自由と人権の尊重、平和と

民主主義を踏みにじって恥じない態度が発言のた

びに露呈しています。安倍なき安倍路線どころか、

さらなる横暴ぶりに誰もが胸を痛め始めているの

ではないでしょうか。直ちに違憲・違法の誤りを認

め、立憲主義の基本に立ち返り、６人を任命するよ

う強く求めようではありませんか。 

菅首相は、めざす社会像として「自助・共助・公

助」と「絆」を主張しました。欧米でもアジアでも

格差と貧困、社会不安を拡大した新自由主義の克服

が必要との認識が急速に拡がっています。日本の総

理大臣の家族制度と自己責任論を振りかざす時代

遅れの無知蒙昧ぶりにはあきれるばかりです。新型

コロナ感染拡大とそれによる事業と雇用の危機が

深まるもとで、政府の役割は、憲法と法律を生かし

た「公助」を発揮することが、切望されています。 

次の国会(２１年１月～)での９条改憲を阻止しよう
 
菅演説は９条改憲への意欲をも表明しました。今

の日本で憲法９条を変えたいと思っている国民は

わずかですが、戦争勢力にとって９条廃止は不可欠

の戦略課題です。自民党は１０月１３日、国会の憲

法審査会に提案する案文の作成を開始しました。安

倍前首相が１７年５月３日に発言した「２０２０年

を新しい憲法を施行する年に」を実現するために、

年明けの通常国会に提出しようという訳です。この

改憲策動は決して軽視できません。 

「安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション」は、

改憲発議に反対する全国緊急署名運動を、菅内閣発

足に合わせて改定した署名用紙で改めて取り組む

ことを呼びかけています。私たちも、改憲阻止のた

めに呼びかけに応えていきたいと思います。

 

発行 
田 園 調 布九 条 の 会 
連絡先（3759-5521） 

駒木根智行 

HPは「田園調布九条の会」で検索し 
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平和といのちと人権を！ 11・3 国会正門前大行動 
―― 憲法が生きるコロナ後の社会 ―― 

   日 時：11月 3日（火）13：30～  

   場 所：国会議事堂正門前 

   主 催：戦争させない・九条壊すな！総がかり実行委員会 

       ＊田園調布九条の会集合場所 12時 多摩川駅 上りホーム待合室 
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１発のミサイル誤射が地球の破滅に直結する時代 
宇宙に展開する情報作戦とミサイルの配備競

争の激化で、今や一本のミサイル誤射がいきな

り地球の破滅に直結する時代を迎えています。

質的に変わった軍事の常識を踏まえたら、軽々

に「安倍政治の継承」を口にはできません。 

日本は、米中対立で緊迫する北東アジアの中

で、9 条を持つ国として、また唯一の被爆国とし

て、平和と友好の国際関係を築く外交努力をす

べき立場です。私たちは、時代に逆行する菅内

閣による「軍事大国化」への歩みを直ちに中止

することを求めます。 

戦争とファッショへの道か、立憲政治回復へ

の道か、選挙で決着を付けるときが着々と迫っ

ています。 

核兵器廃絶へ一歩 
日本政府も直ちに批准を

国連で 2017 年７月に採択された「核兵器禁止

条約」は、この 10 月 25 日中米ホンジュラスが 50

カ国目の批准国になり 2021 年 1 月 22 日発効とな

りました。広島、長崎の被爆者が人生をかけ、核兵

器廃絶国際キャンペーン（ICAN）など市民社会の

平和運動の結果です。 

核兵器禁止条約は核兵器の開発、実験、保有、使

用、使用の威嚇など、核兵器に関わる活動を包括

的に禁止する条約です。大量破壊兵器に関しては

生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約が既に発効

していますが、最大の破壊力を持つ大量破壊兵器

＝核兵器は、全面禁止する条約がありませんでし

た。また、核不拡散条約（NPT）がありますが、核

保有国が核軍縮交渉を誠実に実行せず進展しない

でいました。 

今回の条約発効で非人道的な核兵器を全世界で

普遍的に禁止・違法化する法的規範（国際法）にな

ります。条約が発効すると 1 年以内に締約国会議

が開かれ、以後 2 年ごとに会議が開催され、発効

５年後には再検討会議が開かれ条約の実施状況な

どを検討します。 

しかし、禁止条約には、核保有９カ国や保有国

の核戦力（核の傘）に依存する約 30 カ国（我が国

も）が未参加です。これらの国々の核廃絶に向け

て条約の批准を進める取り組みが必要になります。

唯一の戦争被爆国でありながら日本政府はいまだ

核の傘に頼り、被爆者や平和運動に背を向けてい

ます、各国国民の平和への闘いが続きます。 

（鳥居 伸太郎） 

 

大深度地下掘削の地上に巨大な穴が〈調布市で〉 

リニア新幹線工事は、直ちに中止を 
 
７月発行の本紙１５４号に「リニアから住環境を

守る田園調布住民の会」の「住居の下のリニア工事

はやめて」の記事がありました。住民の会は現在行

政不服審査請求から訴訟へと取り組みを進めてい

ます。トンネル工事による土地の陥没や沈下、振動、

ガスや地下水の噴出等があればこの地に住み続け

ることはできません。すでに、田園調布の地下を貫

通するリニア新幹線トンネル事業は、地下４０メー

核兵器禁止条約を 50か国目が批准してすぐに、
新日本婦人の会が“お祝い宣伝”。 

（10月 27日 蒲田駅東口）
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トル以下の大深度なら真上に住む住民と無関係に

工事できる（大深度地下法の適用）と、住民への周

知も合意もないまま進行しています。 

ところが、周辺住民の皆さんが心配している事

態が実際に起きてしまいました。１０月１８日、

調布市東つつじヶ丘の地下４７メートルの東京

外かく環状道路工事現場の真上で、道路と住宅の

陥没事故が発生したのです。地上には無関係どこ

ろか、安全であるという法律の大前提が、そもそ

もフィクションだったことが事実で証明されて

しまいました。テレビで放映された外環道路訴訟

弁護団の記者会見で、住民の方が「リニアのモル

モットにされたようだ」と発言していました。 

現在東京から名古屋までのリニア沿線各地で、

住民による運動と訴訟がありますが、国も事業者

も工事中止に向かう気配はありません。 

田園調布でも掘削が始まれば被害は想定され

ます。私たち住民の眼の前で起きている事態、虚

偽を前提に法律を制定し、財産権など個人の人権

破壊が進行する事態を、私たちは見過ごすことは

できません。 

そもそも、リニア新幹線の必要性や費用対効果

などから、再考すべきだという意見が増えていま

す。住民の立場に立った行政の実現のために、そ

して来年には北品川から始まるという掘削を止

めるために、力を合わせたいと思います。 

新聞全紙折り込み広告へのご協力のお願い 
 

今年はコロナ禍の影響で、春と秋に開催してきた当会の大きな集いが両方とも開催できず、新聞

各紙に折り込んで各家庭に届ける私たちの催し物の宣伝物も、一つもお届けすることができません

でした。 

アベ内閣から菅内閣へ替わりま

したが、９条を守る運動はますます

大事になっています。朝日、読売、

毎日新聞等全紙にチラシを折り込

み、不特定多数の住民の皆さんに平

和な国づくりのため９条を守る運

動とあわせて当会９条の会の活動

についても紹介させていただき、

ご一緒に運動することを呼びかけ

たいと思います。 

つきましては、カンパのご協力を

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

チ ラ シ：Ａ３、２面フルカラー 

１１０００枚 

配布地域：田園調布、本町、 

南を中心に（該当の新聞販

売店のエリア全域） 

配 布 日：１１月２１日～２４日ごろ 

予  算：１４万円 

カンパをお寄せください 

ゆうちょ銀行 

00100-1-358848 

田園調布九条の会 
 

右に載せましたチラシは一案です。

ご意見お待ちしています！ 
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家族の寺子屋、人の世とは(18）   山代  勁二( 農業研究者） 

    まあちゃんの経済学（⑫）  税とは何でしょうか?  

まあちゃん「税って何？と改めて問われたけど」 

おじいちゃん「税は社会を維持するために民が為政

者に託する所得の一部だ」 

まあちゃん「所得？」 

おじいちゃん「人が働いて得た成果を所得ともいう。

税は社会を安定させるために使う。災害を防ぐ、医療、

教育、年寄りと子供、身障者も守る、社会の共同の財産

（道路や鉄道、病院、学校）

をつくるなどに使われる」 

まあちゃん「なるほど。じ

ゃあ国造りね、でも生活が

苦しい人には税は大変よ」 

おじいちゃん「税は所得に

余裕が生まれた人が払う。

当然だね。所得は変動する

から時々に支払う能力のあ

る人とか儲かった企業、つ

まり事業集団にお願いす

る」 

まあちゃん「あ、そうね。」 

おじいちゃん「税の字は、“禾”に“悦”の右の“兌”をつ

けているだろ？“禾”は稲、“兌”は喜びを意味してい

る。だから税は豊作で余ったコメを不作で困ってい

る人に差し出す喜びの意味があった」 

まあちゃん「税の字、面白いわ」 

おじいちゃん「昔は富を生むのは農業だった。税で

不作の人を救えた」 

まあちゃん「そうか、豊凶は立場も入れ替わるわ」 

おじいちゃん「そう。所得もね。国の仕事の基本は

社会保障さ。でも、生産力が高まり、社会が発展す

ると土地を力で奪ったものが権力者になる。彼らは

あれこれ理屈を付けて民からお金、生産物、労力を

むしりとるようになる」 

まあちゃん「権力者が自分を守るためね」 

おじいちゃん「税が多様化し、変な税金も生まれる。

例えばね、江戸時代に始まった酒税もね」 

まあちゃん「お酒まで？猿さん

だって木の股に果物を置いて

ワインをつくるわ」 

おじいちゃん「酒税をやめてご

らん、きっと農村は税金の分だ

け所得が増えるからね。各地の

地酒は観光の目玉になるしね、

そうすると所得が増えるから

税をそこから払えばよいだろ

う？いまは税金の名目は数え

きれないほどある。払える人や

団体が負担するという課税の

理念が雲散霧消しているんだ」 

まあちゃん「消費税とかも？」 

おじいちゃん「著しく不公平な税金だが、30 年前の

理屈は直間比率の是正という論点ずらしの奇怪な

理論だった。今は財政規律なんていう説明で煙に巻

いている」 

まあちゃん「“妖しい経済学”の仕業ね、所得のない

人を攻撃する課税は非情で憲法にもとる、社会を壊

すわね」（続） 

４人家族の日記 

この町が 

ちょっと好き 

ままりんです。 
ままりん家のハムスター、パインちゃ
ん。 
コロナで我が家も世の中もワラワラ
している初夏くらいに、いつの間にか
やせてきたかな？と思っていたら…。
フサフサだった毛もしょぼしょほに

薄くなったような…。夏バテかな？ 
ハムスターの寿命は約２年と言われ
ていて、パインちゃんは我が家にきて
から２年半くらいたっている。長生き
さんは６年も生きるというけど。…寿
命かなぁ…。いつしかひまわりの種も
歯でぱりぱりと割れなくなり、最近は

豆腐や果物などを
好んで食べていた
し、もうおじいち
ゃんなのかな、も
うすぐ死んじゃう
のかなぁ？歩き方

も、よたよたしてきたような。…と思
っていたら、パインちゃんがある夜、
動かなくなっていた。さわったら、か
たくなっていた…。 
悲しかった。 
今は、パインちゃんの２階建てのおう
ちは、がらーんとしている。果物の皮
をむく時や、パインちゃんが好きそう
なお魚を見ると、パインちゃんを思い
出す。丸々と太っていた頃のパインち
ゃんの写真を、部屋に貼った。

 

当面の日程 
11月 3 日（火） 
11月 5 日（木） 
11月19日（木） 

13：30 ~ 15：30 
14：00 ~ 16：00 
18：30 ~ 

国会前大行動 
運営会議 
19日国会前行動 

(12時 多摩川駅集合) 
嶺町文化センター調理室 
(17時 多摩川駅集合) 


