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9 月の発足直後から菅内閣は急速に支持を失い、

今や東京五輪の開催に一縷の望みをつなぐような

状況に陥っています。コロナ禍への対応の失敗は、

政治的見識も市民的常識も欠落している政権与党

の行政担当能力の程度を天下に晒しています。 

学術会議への権柄づくの弾圧は、国民を敵と味

方に峻別し 2 重基準を当てはめて恥じないファッ

ショ政権の手法と変わりありません。その一方で

政財界の国政私物化が公然と横行し官僚の汚職と

堕落が蔓延する、まるで立憲主義が確立する以前

の資本主義勃興期の時代にいるような気がします。

経済的精神的につらい局面に立たされている方が

大勢います。 

いま誰もが公平・公正で一人ひとりの生活を大

事にする政治への転換を渇望しています。こんな

状況は、戦後の歴史のなかでかつてあったでしょ

うか。私たちは戦争法を廃止し憲法に基づく平和

な社会を実現する事を目指しています。また、個人

の尊厳を最大限尊重した民主的な政治の実現を求

めています。多くの市民の皆さんに私たちの主張

を伝える事が出来れば、政治に興味と関心を持ち、

心を寄せてくれる方は確実に増えます。政治を変

える展望を大いに語り合いましょう。 

４月２５日投票の衆院北海道２区と参院長野・

広島補選、そして７月４日投票の都議選挙と、衆院

選挙に大きな影響をもたらす選挙が続きますが、

私たちも、立憲勢力の前進のために少しでも貢献

したいと思います。 

 

 

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 

田園調布九条の会 Wix.com へ 

戦争法廃止・立憲主義の回復を求める毎月１９日の定例「国会議員会館前行動」で、開会

挨拶する高田健さん（総がかり行動実行委員会共同代表）   当会から、４名参加しました｡ 
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（図は「大田民報 号外」より） 

私たちの生活圏の真下を通ります。 

失政の隠れ蓑に使うな 
オリンピック・パラリンピックは、五色の輪

が繋がっているように五大陸全てから国も民族

も超えて集い、友情や連帯を育み、平和な世界

を推進することが目的です。「重要なことは勝つ

ことではなく参加することである」の言葉が象

徴しています。１８９６年から始まった近代オ

リンピックはこれまで５回中止になりましたが、

全て第１次と第２次世界大戦が原因です (うち

２回は１９４０年夏の東京と冬の札幌大会)。オ

リンピックは、再び戦争の惨禍が起こることの

ない国際社会をつくる大きな役割をもっていま

す。日本国憲法とオリンピック憲章の基盤は共

通しているのではないでしょうか。 

オリンピック精神をゆがめる様々な問題も指

摘されていますが、いずれにしても開催国の政

府が己の都合で政治的に利用する事は出来ませ

ん。失政の隠れ蓑に使うなどもっての外です。

コロナ禍での五輪は競技者たちが世界中から平

等に参加できる五輪でなければなりません。日

本政府には平和と民主主義の憲法を持つ国の政

府として特段の努力が求められています。 

リニア新幹線の工事は中止を 
リニア中央新幹線は、品川・名古屋間に、地下

４０メートル以下にシールド工事でトンネルを

掘り、リニア新幹線を走らせる計画です。 

大田区内では、上池台１・２丁目、東雪谷１・

２丁目、石川町、田園調布２～５丁目（田園調布

学園～多摩川台公園～多摩川）の地下を通る予定

にしています。 

昨年１０月、同じシールド工事を実施している

調布市での外環道陥没事故を受けて、「区民の会」

では、区長交渉、国交省交渉、学習会、駅頭宣伝、

署名活動などを行ってきました。 

２月１８日には、ＪＲ東海の東京事務所に、工

事を中止するよう要請に行きました。回答は「外

環道の事故の調査報告を受けて、必要な対策を検

討する」としつつ、「ボーリング調査はこれ以上

しない」、「シールド工事は細心の注意を払ってや

る」といった矛盾に満ちた不誠実なものでした。

これからは、住民に対するきめ細かい説明を要求

していきます。 

シールドトンネルの着工は、当初４月に予定さ

れていましたが、東雪谷非常口の掘削工事が１年

ほど遅れているので、大幅に遅れる見通しです。 

また、「リニアから住環境を守る田園調布住民

の会」（代表 三木 一彦氏）の住民グループは、

裁判の準備を始めています。 
 

岡野 節子(ストップ・リニア大田区民の会) 
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コロナに生きる 
コロナは全世界に平等に感染拡大しております

が、ニュージーランドのように徹底したロックダ

ウンと検査で感染者ゼロにし、今は経済活動も回

復しています。 

コロナ感染拡大には GOTO トラブル（トラベル

と言いたくない）ではなく PCR 検査が先決だと思

いますが、国も東京都も未だに検査実施を積極的

に取り組んでおりません。 

コロナ感染で全世界の動きが国民にも伝わり、

日本がいかに国民の命より経済を優先させている

か、この感染状況下でもまだオリンピック開催を

やめる決断ができない日本。世界中に女性差別や

日本人の意識の低さを露呈してしまいました。 

感染症法の法案に反対する団体や国民の声が届

き懲罰に関しては少し改善されました。私の所属

している「患者の権利オンブズマン東京」もコロナ

ウィルス感染症の患者・感染者が入院措置に反し

たり、積極的疫学調査・検査を拒否する場合の処罰

規定を設けることに反対する意見書を提出しまし

た。 

個人的には趣味やボランティア活動、旅にでか

ける、デモに参加する、署名活動をするなどの活動

がコロナ感染で出来なくなり、色々と生活に支障

が出ています。 

特に入院している母の面会謝絶で半年間面会が

できないまま、母は死を迎えてしまいました。本人

にしてみれば“愛する家族から見放されたような

孤独な感情”を抱く中での旅立ちだったかと思う

と悲しく切なくなります。 

根岸 ありす 

「コロナ後の世界」歴史は大きく動き始めた 
今、いろんな分野の専門家が「コロナ後の世界」

について論じ始めています。 

私たちの日常生活で当たり前のような存在の資

本主義社会が、「今世界中で直面している苦難、災厄

を解決するための機能はもはや存在しなくなって

いる」と資本主義の盟主であるアメリカの CNN が

報道しているという内容が、日本のメディアで紹介

されていました。 

利潤第一が最大の目的・動機である資本主義経済

から起因するさまざまな矛盾の顕在化…「人間と自

然の物質代謝」が機能しなくなるほど長期にわたり

地球上のあらゆる資源を食い尽くし、公害をまき散

らす。その結果として地球温暖化による人類生存の

危機、空前の貧富の格差拡大による貧困層の生存の

危機、そして新型コロナ・パンデミックで経済危機

や医療崩壊による生存の危機など。労働者は低賃金、

長時間労働で搾取され弱肉強食、優勝劣敗の世界で

常に効率と成果を求められ、競争に負ければ自己責

任を押し付けられ社会の底辺に押しやられる。 

今や強欲資本主義が牙をむいて人類に襲いかか

っているような感さえ受けます。世界中の人々がこ

れらを経験して、今の社会システムや支配体制では、

私たちの本当の幸せはやってこないと感じ始めて

います。 

世界各地で市民が連帯して行動を起こし地球温

暖化、反貧困、ジェンダー平等、核兵器廃絶運動な

どの闘いを展開しています。これらは政権を追い詰

め、国連を動かし大きな成果を収めつつあります。 

新型コロナ・パンデミックを契機に、人類史上飛

躍的に科学技術が発展し物質的な豊かさを実現し

た資本主義は、今や「持続可能な社会」の阻害要因

となり、その歴史的役割は終焉の始まりを迎え、資

本主義から『脱皮』した新しい時代の幕開け---21 世

紀を、一部の階級や大国が社会を支配し、富を収奪

している社会構造から国民全体の利益最優先の経

済的土台・政治構造へ大転換を図る。そして人類の

生存を脅かしている恐怖から解放されて、何人も個

人として尊重され、自由な人間の才能が全面的に花

開く時代へ---歴史を大きく前進させる鼓動が始ま

っています。 

山崎 邦雄 

当面の日程 
3月 2 日（火） 
3月19日（金） 

14：00 ~ 16：00 
18：00 ~ 19：00 

運営会議 
議員会館前集会 

嶺町文化センター調理室 
(17時 多摩川駅集合)  
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家族の寺子屋、人の世とは(22）   山代  勁二( 農業研究者） 

まあちゃんの経済学(⑯) 税とは何でしょうか?(5) じいじの話・庄屋の老母のぬか袋(4)  

おじいちゃん「天保期は百姓を土地に縛り付けて、作

物を税として納める制度が運用しにくくなってきた

のじゃ。お米以外にも綿や繭、菜種、薬草など商品作

物が増え、商人が株仲間を発展させて経済力を増して

きた。ここ近江の国では、全国の産

物を京都や天下の台所の大阪に送

る琵琶湖の水運で近江商人が活躍

した。一方、米欧が開国を迫り国中

が大換期に差し掛かかっていた。

さらに悪いことにこの時期は気候

不順で凶作が続いていた」 

まあちゃん「家斉の治世の時ね」 

おじいちゃん「十一代将軍家斉が

50 年間も君臨し、その後半は忖度

政治だった。それでは激動の世を

まとめられない」 

まあちゃん「何か現代に似ている」 

おじいちゃん「政治は根元から腐

っていたのじゃ。水野忠邦は質素

倹約、緊縮財政（増税）じゃ、株仲

間も解散せよと迫った。商人が全

国に天下の情報を届けるから、江戸の入れ墨判官の遠

山の金さんの評判も伝わっていた」 

まあちゃん「金さんはマムシ奉行の鳥居と対立し喝采

を浴びていた」 

おじいちゃん「金さんは芝居小屋まで統制する水野老

中とマムシ奉行に反対し庶民に人気があった。近江の

百姓は金さんに縋ろうとしたのでもあるまいが、大勢

が検地の延期を求め鳥居配下の市川某の本陣に談判

に来た。 “大変です、奥地から大勢の百姓が続々こち

らをめざして行進中”とのご注進を聞くや市川某は泡

を食い、“これでは情報が江戸に伝わる、これはヤバ

イと “検分の儀は相見合わせ致し候

の事”と震える手で書き付けた紙を

残し近くの洞穴に逃げ込んだ」 

まあちゃん「ほんと？」 

おじいちゃん「その時、慌てて帳簿書

類や公印を本陣に残してしまった」 

まあちゃん「まあ、間抜けなこと」 

おじいちゃん「帳簿を捨て親分一人

旅（笑）。村々で当てずっぽうの測量

帳簿を示し、年貢増徴が嫌やならワ

イロをよこせと促す役人たちに百

姓の怒りは頂点に達した」 

まあちゃん「先頭に立つのは庄屋さ

ん達ね」 

おじいちゃん「庄屋さんは年貢の取

りまとめ役だが甲賀、野洲、栗太の

三つの郡から 137 人も起ち上った。

すべての庄屋ではなく、仮病を使ったり、GoTo トラ

ベル？中だと権力にへつらった腰抜けもいたが（笑）」 

まあちゃん「これ、強訴よね。磔になるやつじゃない？」 

おじいちゃん「本陣に残った市川某の手下は、決死の

庄屋たちと向き合う羽目になった。そしてまたまた滑

稽なドラマが」（続） 

４人家族の日記 

この町が 
ちょっと好き 

ままりんです。 
ままりんの父母は目黒のマンシ
ョンに住んでいて、父が家事をこ
なし、母は寝たり起きたりの生活。
コロナ以来、母は感染を恐れて、
「コロナがおさまるまでは会うの
は我慢しようね｣と言うのだが…。
父はおしゃべり好きなのにそうそ
う飲みにも行けないし、ストレス
たまるし、「会っても大丈夫だよ｣

と言う。ままりんは、どうするべ
き…？と悩みつつ、実家に行く回
数を減らし、オムツや差し入れを
届け、３０分くらい寄る、という
スタンスでやってきた。 
しかし先日父が、自分は病院でア
ルツハイマー認知症と診断され
た、と私に報告。よろしくね、と
言われた。 
ま、マズい！母はすでに認知症で
色々病気持ちだし…。認知症どう
しの老々介護…。ままりんはまだ
子育て中だし、ままりんのダンナ
様は還暦をむかえたし。ままりん
の世話する叔父叔母もけっこう
認知症がすすんでいるし…。と、

色々ピンチを感じつつとりあえ
ず実家に行き、久しぶりに半日過
ごして沢山父母と話をした。ずっ
とじっくりいっしょにすごせてい
なかったので、すごく精神的に充
実して安心した。ままりんは５０
才で 2 児の母なのだけど、やっぱ
り一生、お父さんとお母さんの子
どもなんだよね…。

 


