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今こそ憲法を守り 活かす政権を 
 

今年の憲法記念日も、コロナ禍のもとで工夫し

ながら全国各地で様々な取り組みがありました。

コロナ禍に乗じて「緊急事態条項を憲法に盛り込

むことが必要だ」などという政府・与党のキャンペ

ーンに対して、どこでも大きな怒りが沸き起こり、

「憲法を守り活かそう」と連帯の輪が大きくひろ

がりました。 

改憲派の集会では自民党の下村博文政調会長が

「コロナ危機を改憲のチャンスにいかそう」とエ

ールを送りました。コロナ蔓延の責任を自覚せず、

困窮する国民生活を逆手に取ってまるで蔓延の責

任が憲法にあるかのような姑息なやり口は、菅内

閣支持率１６％強（２５日東京新聞発表）にみるよ

うに、人々の信頼を根底から破壊し自ら墓穴を掘

る結果を招いています。この支持率は内閣総辞職

直前でも滅多に見られない数字です。 

地球を覆うパンデミックに直面して、平和に生

きる権利や教育を受ける権利、財産権を充分に補

償する制度の拡充などの迅速な対応が必要だと、

誰もが思いを新たにしているのではないでしょう

か。それは日本国憲法の各条項を活かせば実現す

ることです。その意味で「コロナのピンチを憲法を

活かすチャンスに」と言う政府が誕生すれば、全国

民が大賛成すること疑いなしです。 

人間相互の連帯を破壊するオリ・パラなどあり得ない
日本国憲法前文には「日本国民は、恒久の平和

を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想

を深く自覚する」「平和を愛する諸国民の公正と

信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ

うと決意した」と日本が立脚する理念が鮮明に示

されています。世界はいま米中という２つの覇権

主義大国による対立が激化し、日本政府はアメリ

カ軍と一体となった「敵基地攻撃能力の強化」と

いう軍拡路線に走っていますが、この路線は明ら

かに憲法違反です。 

人類の未来に必要なのは対立関係の醸成や武

器の性能競争ではなく、国や民族を越えた人々の

連帯であり、地球環境の保持など人類共通の危機

との闘いです。このことをコロナ禍というパンデ

ミックが教えてくれているのではないでしょう

か。２カ月後に迫った五輪をこのまま強引に開催

すれば、目先の利益に捕らわれ五輪の理念を破壊

した事例として、歴史に名を留めるのは必定です。 

憲法の理念を投げ捨て国際的な政治道徳を破

壊する政府、国民のいのちと暮らしを顧みない政

府は、地球上の誰にも有害です。新しい政府を切

望します。

九条の会声明 今こそ市民が声を上げるとき 

憲法９条破壊の新たな段階に立ちむかおう 

戦争への痛切な反省の上にたって 1946年 11月

に公布された日本国憲法は、この 5 月 3 日で施行

74年目を迎えました。前文で「政府の行為によっ

て再び戦争の惨禍が起ることのない」ようにと決
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意して 9 条を定めたこの憲法を敵視し、改憲策動

を続けてきた安倍晋三政権は、昨年退陣しました

が、後を継いだ菅義偉政権も憲法破壊の政治を一

層進めようとしています。 

バイデン米政権発足後初となる4月16日の日米

首脳会談での共同声明は、日米同盟を「インド太平

洋地域、そして世界全体の平和と安全の礎」である

とし、両国の軍事同盟が広大な地域を対象とする

と宣言しました。とりわけ重大なのは、声明が「台

湾海峡の平和と安定の重要性を強調」して、台湾有

事に際しての米軍の軍事行動に対し武力行使を含

めた日本の加担を約束したことです。声明は中国

との軍事対決を念頭に、日本の防衛力の増強、辺野

古や馬毛島での基地建設の推進をも盛り込んでい

ます。日米軍事同盟強化と憲法９条破壊は新たな

段階に入りました。 

声明は、こうした軍事同盟の強化を、中国による

東シナ海や南シナ海での覇権的行動の抑止を理由

にしています。しかし、これに、日米軍事同盟の強

化で対抗することは、米中の軍事的緊張を高め、日

本を巻き込んだ戦争の危険を呼び込むものです。

憲法 9 条の精神のもと、国際法に基づく道理を尽

くした平和的な外交交渉で問題打開の道を拓くべ

きです。 

 

今まさに、日本国憲法の価値を再認識すべき時

です。全世界の人々がコロナ禍で苦しむ中、軍備の

拡大や戦争に明け暮れていることは許されません。

憲法前文の「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏

から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」

との理念は、コロナ禍に苛まれる人々の命とくら

しを守る政治を実現する上で大切な柱です。 

九条の会も加わる「安倍９条改憲ＮＯ！ 全国市

民アクション」の運動や市民と野党の共同した取

り組みは、安倍前首相率いる９条改憲を阻止して

きました。2019年の参院選では改憲派による３分

の２の議席の獲得を許さず、2018年に自民党改憲

推進本部が作成した改憲案の国会での提示や議論

も押しとどめ、安倍政権を退陣に追い込みました。

憲法施行後間もなくから始まった明文改憲の企て

を、２度と侵略と暗黒の政治を許さないとの固い

決意のもとに、国民は７４年にわたって阻止し続

けています。 

 

ところが、菅政権は、一方で改憲案の国会での審

議をすすめながら、「敵基地攻撃能力」の保有、日

米共同声明により、憲法破壊を実質的に押し進め

ています。今こそ、改めて、市民が声を上げるとき

です。菅改憲N O！の声を、地域草の根から、あげ

ましょう。コロナ禍の中、工夫を凝らしてさまざま

に行動を広げ、改憲発議阻止の署名を集めましょ

う。野党共闘が成果を上げています。市民の力で、

来る総選挙では改憲反対勢力を大きくし改憲を断

念に追い込みましょう。    

  ２０２１.０５.０３ 九条の会 

❀❀ ５・３憲法大行動 平和といのちと人権を！ ❀❀ 

田園調布九条の会に合流して、久しぶりに５・３

憲法集会へ。オンラインでなく国会の前にいると

いうだけで気持ちが引き立つ。ゲストのメッセー

ジが直に聞きたいと思って。 

国会周辺の右翼の言動に、「昔はあちらにいまし

た」と言いながら雨宮処凛さん。憲法に出逢い貧困

等に取り組んでいること。コロナになってから特

に女性の相談者が増えたこと、生存権守る２５条

を切々と。 

羽場久美子神大教授（学術会議元会員）①命の大

切さ②平和の大切さ③弱者の自由と人権、おかし

いことはおかしいと弱い者が強い者に言えること

が基本的人権等。 

清水雅彦日体大教授（憲法学）、若いときは憲法

を教えるとは思わなかった。１浪、２浪…法学部に。

他を目指すつもりだったが、そんな時出逢ったの

(３面へつづく) 
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が憲法の素晴らしさ。国民が国家を見張る＝憲法、

今改悪急ぐ必要あるのか。４．２５立憲共闘の勝利、

今年こそ憲法の理念を実現する政権を。 

田中優子さん（江戸文化研究者、３月まで法政大

の総長だった方）憲法記念日こそ憲法を熟読して

くださいと。井上ひさしさんが言った「憲法を棄て

るのか、守るのか」二つに一つしかないと。 

山口二郎さん（法政大教授、市民連合）からの訴

え。石川真澄さんの「攻撃は最大の防御である」を

引用して。４・２５の結果の大きな意味。各々の選

挙区で協力一本化を。それ

ぞれの地域で声を上げて欲

しい。 

有無を言わさず次々と法

案を通していく菅政権に

NO！を突きつけましょう。 

 

（下村 眸）

「憲法記念日に思う」 
日本国憲法は今年で施行７４年を迎えました。

「国民の祝日に関する法律」でこの日が祝日と

なったのは昭和２３年７月２０日のことです。

ところで私が生まれたのは昭和１６年 5 月３日。

今年、目出度く（？）傘寿を迎えました。大学で

法学部を選択したのも、九条の会で活動するの

も、誕生日が憲法記念日であったことと無関係

でないと思います。 

子どもの頃、母が私の誕生日について次の様

に語ってくれました。私の出産予定日は 5 月 5

日だったそうですが、出産前に何故か天ぷらが

食べたくてバスで蒲田迄行った為、バスの揺れ

と天ぷら油のせいで（？）２日早く生まれてき

たのだそうです。予定どおりなら男子の節句で

良かったのに、誠に申し訳ないことをしたと思

っていたが、小学生になった年に 5 月３日が国

民の祝日になってお前の誕生日を国民挙げて祝

ってくれることになり、心底ホッとしたよ、と

のことでした。後になって良く考えると、当時

実家は奥沢１丁目にあり蒲田へは目蒲線を使う

はずなのに何故バスなのか、予定日直前にわざ

わざ天ぷらを食べに行くか等々疑問はありまし

たが、子供心には誕生日を強く意識付けられた

思い出です。 

今年の年賀状で、永年賀状のみのやり取りを

していた多くの友人・知人に「８０歳を機に基

本隠遁生活に入ることと致しました。これまで

の永きにわたる御厚誼誠に有難うございまし

た。」と、来年以降の賀状の欠礼を書き送りまし

た。その思いは、これまで真面目に（？）一生懸

命生きてきたので、残りの人生は云わば余禄の

様なもの。後はあるがままに、のんびりと余生

を過ごす為に戦線を縮小し、断捨離を加速させ

たいと云うことでした。ただ、恐らく人生の最

後まで捨て去ることが出来ないのは、私の人生

の大半を共に生きてきた日本国憲法を守ってい

きたいと云う強い思いでしょう。 

私は「日本国憲法教」の信者ではないので、何

が何でも現行憲法の全てを変えてはならないと

は思いませんが、国民主権・基本的人権の尊重・

平和主義の基本３原則は何としても守り、更に

は政治・生活に生かし充実させていかねばと思

います。その為に九条の会の活動だけは細々と

しても続けていくことが私の使命・運命である、

との決意を新たにした今年の憲法記念日でした。 

（茂木 稔）

当 面 の 

日 程 

6月  1 日 （火） 

6月19日 （土） 

14：00 ~ 16：00 

14：00 ~  

運営会議 

国会前行動 

嶺町文化センター 

(12時 多摩川駅集合) 
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家族の寺子屋、人の世とは(25）   山代  勁二( 農業研究者） 

まあちゃんの経済学(⑲) 税とは何でしょうか?(8)  なんだと？ 検地は 10 万日延期？(3)  

おじいちゃん「まあちゃん、検地を 10 万日も延

期させた話を聞いて何を思ったかな?」 

まあちゃん「10 万日といえば 273 年・・なのね」 

おじいちゃん「近江の国では、農民たちが旧東海

道の鈴鹿から草津に至る沿道の村々を巻き込み

検地反対の要求を掲げて日に夜を継いで幕府役

人の本陣に向かって歩き始

め、その数はどんどん膨れ

て 4 万人に及んだ」 

まあちゃん「どうしてこん

な流れになったのかな?」 

おじいちゃん「農家は凶作の

続く中でインチキな物差し

を使って検地を繰り返す幕

府役人に激しい怒りを持っ

ていた。今回は中央が直接や

ってくる。これは自分たちの

村を壊す決定打になると誰

もがわかるものだった」 

まあちゃん「今でいえば税

に対する怒りね」 

おじいちゃん「こういう抗

議は京都奉行所に行くものだが、地方役人は江戸

中央に知られまいとして無茶な理屈をつけて鎮

圧する、だから幕府検地役人の宿泊先に直接出向

く形をとった」 

まあちゃん「みんな命がけでしたね?」 

おじいちゃん「庄屋のおばあちゃんは、役人の一

行が仕事への誇りや使命感のないのを見た。親玉

の市川某がふんぞり返って入浴しているところ

に石鹸代わりのぬか袋に小粒（一分金）を混ぜて

おいた。市川はこれを素知らぬ顔で受け取った。

堰を切ったように従者に至るまで農家にたかる

ようになった。庄屋のおば

あちゃんはすごい戦略家だ

った」 

まあちゃん「そうか、騒動で

庄屋たちが捕まっても、ワ

イロをもらった役人のこと

を天下のお白洲で暴露すれ

ばお仕置きは不可能にな

る。天保の政治はずいぶん

乱れ示しがつかなくなる」 

おじいちゃん「世界も大き

く変化し、経済も社会も発

展していたのに政治が対応

できなかったのさ。幕府が

無茶な検地を押し付けてく

るのは権力が腐敗している

ことを示していた。権力が居丈高になればなるほ

ど、その内部のほころびがよくわかる。だから検

地の延期を 10 万日にという要求も通してしま

う。おばあちゃんの軽い一撃は幕府のモラルと統

治能力の低下を天下に赤裸々に見せた」（続） 

４人家族の日記 

この町が 

ちょっと好き 

ままりんです。 
年末に、娘の中学校の対応が素
晴らしかった…という文章を
書きましたが。また、“ありがた
や～”ということがありました。 
娘の運動会の前日の夕方すぎ
に、娘の中学の先生から電話が
あり、体育着のズボンが雨に濡
れながら道に落ちていたので
拾って学校に干してある、とい

う内容でした。名前が書いてあ
ったんですね～。そして先生は、
不思議に思ったことでしょう。
なぜならその日は学校には全
校生徒は体育着で登校してい
たのに…ナゼ？道に落ちてい
たのだ？と。 
答えは実は息子の体育ズボン
でした！同じようなものなん
です。 

でもでも先生
は、おそらく
学校からの帰
宅中に道でズ
ボンを見つけ
名前を見て、

「明日運動会なのに！？｣とそ
れを拾い学校に戻り、電話して
くれたようです。申し訳ないで
す…！副担任の先生からの電
話で、娘が電話に出て、たぶん
弟が下校中に落としたのでは、
と答えた…。 
実は１年くらい前には、ままり
んが朝、沼部駅で落としたパス
モを中学の先生が拾い学校に
持ち帰り、その日の昼にままり
んに電話をくれたことがあり
ました。珍しい名字で良かっ
た！それにしても、いつもお世
話になっています～！！

 


