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梅雨空に「九条守れ」女性デモ
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さいたま市三橋公民館が、この俳句を「公民館だより」への掲載を拒否したことに対して、「憲法で保障された表現の自
由の侵害にあたる」として、作者の女性がさいたま市に対して 6/25 裁判を起こしました。

安倍晋三総理大臣！

平和国家としての歩みに立ち戻ってください。
世論を無視して会期を大幅延長
安全保障法案は 5/26 に衆院本会議で審議入りし、国会会期が 6/24 に終え
るのに伴って、なんとしても成立させるために、日程を 3 か月間延長しました。

国会審議よりもアメリカへの「国際公約」
首相はこの法案を国会に上程する前（閣議決定さえ行われていない時期）に、今年４月、米連邦議会で
の演説で、集団的自衛権の行使に道を開く安保法案を「夏まで」に成立させると語っています。主権者国
民にはかる前にアメリカに対して公約しているのです。

集団的自衛権行使は憲法違反
歴代内閣は、国会での長年の議論の積み重ねを経て、集団的自衛権の行使を「違憲」とする憲法解釈を
堅持してきましたが、安倍内閣は昨年７月、この解釈を変更して行使容認に転じました。「一内閣の判断で
解釈を正反対に変える暴挙はそもそも許されない。」と、本たより（№７９、８０）でも報じてきました。

歴代内閣法制局長官も批判

「昨年 6 月、銀座で集団的自衛権の行使容認に反対する女
性のデモを見かけた。親近感を覚え、この句ができた。」
作者の女性の言葉です。「私はどこ
にでもいる普通の主婦。
思ったことを発言すること
くらい当然の自由と思って
いた。けれどもそうではな
かった」「自由に発言したり、
表現したりできる今の社会は、
先輩方が必死に守り、育てて
きてくれたもの。私が『これく
らいでいいかな』と見過ごして
はいけない、と決断した」とのこと。
作者の女性は、俳句の「公民館
だより」への掲載と、慰謝料の支
払いを市に求めています。
また、埼玉弁護士会に人権救済
を申し立てました。

市の言い分は
市の言い分は、「世論を二分する
題材を扱った作品は、公正・中立で
あるべき公民館の刊行物には不適当」
とのこと。
作家の森村誠一さんは「公民館と
は、本来、民の側に立って働くもので
す。ほとんど全ての公民館は、憲法




に忠実です。市民が詠んだ俳句を
拒んだその公民館は『公民館』の
名にふさわしくない。自分の立場、
保身に偏った、『偏民館』のことな
かれ主義です。」と述べています。
（７/５東京新聞にｲﾝﾀﾋﾞｭｰ記事）

トップ記事
で詳報。埼玉（左）、東京新聞（右）




これも「戦後レジュームからの脱却」！？

「労働者派遣法」の改悪 ～「戦争法案」だけではない！～

6/22 の衆院特別委での参考人質疑では、歴代内閣法制局長官のうち二人が、安保法案の違憲性を指
摘しています。今月４日の衆院憲法審査会では、自民党が推薦した参考人を含めて三人の憲法学者全員
が、安保法案を違憲と断じています。（この紙面の内面に詳報しています。）

6/19、「改正労働者派遣法」が衆院で強行採決されたことをご存知ですか。
「生涯ハケン法案」「正社員ゼロ法案」などの別名もあるように、この法案は、一口で言うと、専門的な 26 の

立憲主義の否定

業務とその他の業務の区別をなくし、3 年ごとに人を入れ替えれば永続的な派遣の活用が可能になる、という
ものです。

憲法の枠組みを無視し、もしくは確立した憲法解釈を勝手に変えて、思うがままに安保政策を組み立て
ることがゆるされるのなら、国家権力を憲法で縛る「立憲主義」は形骸化し、海外で武力の行使をしない
という専守防衛の歯止めは意味を失ってしまいます。

どこが問題なのか、「非正規労働者の権利実現全国会議」による緊急アンケート（ＨＰ上に公開されていま
す。「非正規労働者の権利実現全国会議」で検索してください）には、派遣労働者たちの悲鳴のような声が並
んでいます。「働きやすさ？いい加減、寝言はやめてください。」「仕事は増えるが賃金は増えない。」「交通費
が支給されない。昇給も賞与も退職金もない。」「三年ごとにすべり落ちる、アリ地獄。」「自殺者が増える。うつ

平和国家にふさわしい歩みを！

病が増える。」「政府は、派遣業というブラック企業に協賛するスポンサーそのもの。」「私たちは体のいい人身
売買の奴隷と同じだ。」

この法案は、どんなに審議を重ねても、成立させるわけにはいきません。憲法違反である可能性が否定
できないからです。「自衛」「アジアの平和」を名目に、近隣諸国を侵略していった過去の戦争の過ちを繰
り返してはなりません。憲法九条に基づいた、戦後日本の平和国家としての歩みに立ち戻って欲しいと願
って止みません。

そもそも「派遣労働」自体が、戦後 70 年かけて、労働者が営々として積み上げてきた権利を根こそぎ奪い取
る働き方です。それを固定化するのが今回の法改正の目的といっても過言ではありません。。
憲法 22 条（職業選択の自由）、25 条（生存権）にも違反しています。戦後の日本が守ってきた近代国家として
の最低限の原則はここでも踏みにじられています。これも安倍首相の「戦後レジュームからの脱却」でしょうか。




「おがわ町九条の会」は「憲法九条を守りたい」と思う方ならどなたでも入会できます。
「おがわ町九条の会」は皆様の会費（一口２００円）とカンパで運営されています。ご連絡をお待ちしています。
（0493-74-6243 松本）
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平和安全保障法制！？
ﾏｽｺﾐも
も

6/22 衆議院安保法制特別委員会の参考人質疑で阪田元内閣法制局長官は、
公明党の質問者に応えて、「安倍晋三首相が集団的自衛権行使の例としてホル

日人の波で埋まっ
ています。ＮＨＫテ

が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される』というのは、我が国自身が武力攻撃を受けない

“赤を身に付けて” 国

レビでも最近よう

限り、そんなことは起こり得ない」と語りました。

戦争に反対し平和を

やく報道するよう
になりました。「ジャーナリズムの責任」をしっかり果たして
ほしいものです。

願う女性が、戦争立法
を急ぐ安倍政権の暴
走にレッドカードを突き
付けました。6/20
6/20、国会は
15,000 人の女性で包囲されました。
6/20

｢僕らは銃は握らない｣・・6/21
6/21 京都では、若者 2,200 人が集会と
デモ、都大路に繰り広げられました(左)。 ｢安保法案若者は訴え
る｣・・6/27
6/27 東京渋谷、高校生から大学院生まで 250 名が参加（右）
閣僚を歴任した戦前生まれの政治
家 4 人が６
６月１２日、
１２日、日本記者クラ
日、

若者も
も
政界の重鎮も
も

ブで講演し、今国会で審議されている安保法制に反対の意思を示しました。
会見を行ったのは山崎拓、亀井静香、藤井裕久、武村正義氏の 4 人。今は政界から
は引退してはいるものの、いずれも元衆院議員であり、閣僚や党幹部などを歴任し
自民党防衛族のドンとして知られた山崎氏は、後方支援は戦闘行為が行われてい
左から武村正義藤井裕久亀井静香山崎拓の各氏 る地域から離れた場所にあると説明されている点について、「戦闘行為が移動すれ
ば後方も戦闘に巻き込まれることは十分にあり得る」と指摘し、政府の説明に疑問を呈しました。
4 人の中で最年長の 82 歳となる藤井氏は、安倍首相の祖父である岸信介元首相が、現行憲法の下では海外派兵は出来ず、憲法改正
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宮城県仙南青年九条の会

長谷部恭男・早稲田大教授

の基本的な論理の枠内では説明がつかないし、法的な安定性を大きくゆるがすものだ。（自民・公明・
次世代の党推薦の参考人）

国民の理解得られない

笹田栄司・早稲田大教授

日本の内閣法制局は、自民党政権とともに安保法制をずっとつくってきた。そのやり方は、非常に、
ガラス細工と言えなくもないが、本当にぎりぎりのところで保ってきているんだなと考えていた。と
ころが、今回、私なんかは、従来の法制局と自民党政権のつくったものがここまでだよなと本当に強く思っていたので、
（長谷部、小林両氏の）お二方の先生がいったように、定義では踏み越えてしまった。やはり違憲の考え方に立っている
ところだ。（維新の党推薦）

露骨な戦争参加法案だ

小林節・慶応大名誉教授

（法案は）私も違憲と考える。憲法９条に違反する。 （法案にある）「後方支援」というのは日本の特
殊概念だ。戦場に後ろから参戦する、前からは参戦しないよというだけの話であって、そんなふざけ

高知県では 1,500
人（上）。群馬県
では 1,000 人（左）
で集会、デモ行進。

（「後方支援」は武

力行使の）一体化そのものだ。兵たんなしに戦闘というのはできない。そういう意味では、これは露骨な戦争参加法案
であり、もうその一事だけでも、私はついていけない。（民主党推薦）
６/23ＮＨＫニュース（下の写真）によれば、去年７月の閣議決
/23
定以降、全国の地
方議会のおよそ
１４％に当たる２４６
の議会から提出さ
れ、国会に受理さ
れていることが分
かりました。
さらに、それぞ
れの議会の意見書
の内容を調べたと
ころ、

▼賛成の
賛成の立場が
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つの議会、
議会、
▼反対の
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立場が１８１の
１８１の議会、
議会、▼慎重な
慎重な審
議を求めるものが５３
めるものが５３の
５３の議会

安倍政権が進める安全保障政策の
変更に反対する学者らからなる「安全
保障関連法案に反
対する学者の会」の
代表が、6/15
6/15、集団
6/15
的自衛権の行使を
可能にする法案に
対する反対の意思
を表明しました。「戦
争する国へすすむ安
全保障関連法案に反対します」と銘打った声明文の中で、安倍政
権が進める安保法制は憲法９条に違反するとして、これに反対す
る意思を明確にした上で、同法案の廃案を求めています。
同会は学習院大の佐藤学教授やノーベル物理学賞受賞者の益
川敏英京都大名誉教授らの呼びかけに日本中の学者が応えたも
のです。同団体によると、
、6/15 午後 3 時の時点で、

などとなっています。このうち、慎重な審議を求める埼玉県
滑川町議会は、「世界秩序の安定に積極的に国際貢献をすべ
きことは多くの国民が理解するだろうが、愚直に外交努力を
積み重ねることが重要だ」としています。

呼びかけ人
びかけ人を含む 2,739 人の学者・
学者・研究者
と 1,819 人の市民が
市民が賛同を
賛同を示しているそう
です。
です。

地方議会も
も

が必要だと考えていたことを指摘し、首相はこの事実を重く受け止めるべきだと主張しました。

27.8％

外国の武力行使と一体

集団的自衛権の行使が許されるという点について、私は憲法違反だと考えている。従来の政府見解

たことで言葉の遊びをやらないでほしい。これも露骨に、憲法に違反している。

てきた方々です。

安保法制関連法案について

もももも
憲法審査会参考人 もももも

女性も
も

ムズ海峡の機雷掃海をあげていることについて「どこか遠くで油が入りにくくなった。そんな話まで入るなら、それは満州事変の時
の『自衛］と同じことになる」と述べ、「満蒙は日本の生命線」などとして中国へ侵略した戦前と同じになると批判しました。また、「『我

時に集まって下さい。

共同通信

元
元法制局長官も
も

国会周辺は連

会議事堂周辺に午後 1

58.7％

ちょっと待った！

=戦争法案！

学者も
も

「おがわ町九条の会」は「憲法九条を守りたい」と思う方ならどなたでも入会できます。
「おがわ町九条の会」は皆様の会費（一口２００円）とカンパで運営されています。ご連絡をお待ちしています。
（0493-74-6243 松本）

