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一回目は「憲法とは何か」―龍谷大学政策学部教授・憲法９条京都の会事務局長の奥野恒久さんによ

る講義で始まりました。普段の大学の講義では、250 人程の新一年生向けに行われる内容で、「7つのク

イズ形式」で始まるとても分かりやすく、昔懐かし学生気分に戻って視聴することが出来ました。 
＊     ＊     ＊     ＊     ＊     ＊     ＊ 

１、日本国憲法に関する「七つの設問クイズ」 

問１、われわれは、           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。この枠内には何が入るでしょうか？ 

問 2、日本国憲法の第 1 条は、何が書かれてありま

すか？ 

問 3、この憲法を尊重する義務が明記されているの

は、誰ですか？ 

問４、次の中で、憲法に登場しないのは（国会議

員・裁判官・自衛隊）？ 

問 5、9 条には、何が書かれてありますか？ 

問６、日本国憲法は今までに改定されたことがあり

ますか？ 

問 7、京都府内に米軍の基地はありますか？ 

この設問の中で、私がとりわけ注目したのは、

問 1 の解答の 全世界の国民 で始まる「平和的生

存権」の問題でした。 

２、「平和的生存権」とオリンピック開催 

 奥野先生は、2003 年 3 月に始まったイラク戦争

（2001 年 9 月 11 日に同時多発テロ、同 10月に米

国などがアフガニスタンへの攻撃を開始、イラク

へと戦火が広がる）の例をとりあげ、日本が自衛

隊を派遣することは憲法違反ではないかと論争が

おこり、その根拠は、「全世界の国民」とは、イラ

ク国民も含まれており、この戦争により、イラク

国民が「被害者になる」と同時に日本は「加害者側

に立つ」ことになり、国民の「平和的生存権」が侵

害されるというものでした。 

たしか、あの中村哲医師（アフガニスタンで人

道支援、2019 年凶弾に倒れる）が、2001 年 10 月 

国会で“アフガニスタンへの自衛隊派兵は有害無

益です。日本との信頼関係が損なわれる”と発言

され、自衛隊派遣に反対の意を唱えられた。 

いったい 誰のために何のために 行われた戦争

だったのでしょうか。 

この「平和的生存権」を保障する憲法の下で、い

ま新型コロナが世界で猛威をふるい、日本では、

「緊急事態宣言下」にも関わらず、東京オリンピ

ックが無観客のなかで強行開催され、爆発的なコ

ロナ感染の広がりをみせていました。 

自宅療養しかできず、入院できずに自宅で亡く

なられる方も多い中で、この国の政府が大事にし

たいのは、私たち国民の命ではないことが今更な

がらよく分かりました。 

・・・”オリンピックに反対するのは、「反日的だ」”

と発言した安倍元首相・・・ 

いったい誰のための、何のためのオリンピック

だったのでしょうか。 

３，この日本国憲法を守り、尊重する義務がある

のは、誰ですか？ 

次に、奥野先生が「非常に重要なのは」と強調さ

れたのは、問の 3 番目で 

憲法とは、国民が国家に権力を授けるとともに、

その権力を拘束することで、国民の人権を保障す

るための法であり、そのような憲法に基づいて政

治がおこなわれることが、「立憲主義」です。だか

らこそ、現行憲法 99 条は、天皇や国会議員をはじ
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め公務員だけに憲法尊重擁護義務を課していると。 

その「立憲主義」が危うくなってきたのは、2012

年 12 月に安倍政権が成立して以降で、政府自らが

改憲に全力を挙げるという異常な事態が生じてい

ると。 

※安倍政権の軍事大国化に向けた主要な出来事 

2013 年 特定秘密保護法 国家安全保障会議

（NSC) 

2014 年 武器輸出を禁止した防衛装備移転三原則

の閣議決定 

  集団的自衛権行使容認の閣議決定（解釈改憲） 

  原発再稼働の閣議決定 

2015 年 日米ガイドライン再設定 

  集団的自衛権の行使容認を法律上実体化する

安全保障関連法＝戦争法 

2016 年 南スーダン PKO への「駆けつけ警護」を閣

議決定 

2017 年「共謀罪」を新設する改正組織犯罪処罰法 

2018 年 防衛計画の大綱・中期防衛整備計画の閣

議決定。 

上記「表」のなかで、とりわけ安全保障にかかわ

る重要案件の多くは国会での審議に付されないま

ま閣議決定のみで処理されている。なかでも憲法

の規範力という点からみて決定的に重要な意味を

もつのは、集団的自衛権行使を容認した 2014 年 7

月 1 日の閣議決定である。 

ここには、安倍元首相の次のような憲法観が起

因していた。 

・「集団的自衛権行使は可能という判断は、政府

が新しい解釈を明らかにすることで可能で

あり、憲法改正は必要ない」 

・「（憲法解釈の）最高責任者は私だ。私たち（政

治家）は選挙で審判を受ける」 

（それぞれ 2014 年 2 月の衆議院予算委員会で） 

これは憲法という近代立憲主義の大原則を否

定・破壊する、いってみればクーデター的解釈改

憲とみなすほかはないものといえよう。と。 

４、立憲主義を取り戻そう！ 市民と野党の共闘

が本格的に始動！ 

2015 年の 8月 30 日、私は、千葉県に住む息子と

一緒に国会前にいました。霞が関などの周辺を含

めて延べ約 35 万人が参加。少し雨が降る中、「戦

争法反対」「戦争したがる総理は辞めろ」と連呼し、

“野党は共闘！野党は一つ！”と熱気がムンムン

する中、デモったのを思い出します。 

（９月19日、安倍自公政権が安保法制＝戦争法の強

行採決。ここから安倍政権の権力の私物化が始まる ） 

2015 年 12 月に、学者や市民団体有志で「安保法

制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」が

結成され、「市民と野党の共闘」がはじまりました。 

あの安保法制＝戦争法の成立から 6 年。その廃止

を求めるたたかいの中で生まれた「市民と野党の

共闘」は、国政・地方政治の中でさらに発展し、次

の総選挙では「政権交代の実現」を迫る初めての

たたかいに臨もうとしています。 

５、市民連合と 4 野党が交わした「新しい政権を

めざす野党共通政策」 

今回の総選挙に向けて、９月８日市民連合と４

野党が交わした「命を守る新しい政権の実現をめ

ざす野党共通政策」は６項目ありますが、一番目

に「憲法に基づく政治の回復」が掲げられ、その具

体的政策は、次の通りです。 

＊安保法制、特定秘密保護法、共謀罪法などの

法律の違憲部分を廃止し、コロナ禍に乗じた

憲法改悪に反対する。 

＊平和憲法の精神に基づき、総合的な安全保障

の手段を追求し、アジアにおける平和の創出

のためにあらゆる外交努力を行う。 

＊核兵器禁止条約の批准をめざし、まずは締約

国会議へのオブザーバー参加に向け努力する。 

＊地元合意もなく、環境を破壊する沖縄辺野古

での新基地建設を中止する。 

※市民連合と野党 4 党が合意した共通政策の６項目 

１，憲法に基づく政治の回復 

２、科学的知見に基づく新型コロナウイル

ス対策の強化 

３、格差と貧困を是正する 

４、地球環境を守るエネルギー転換と地球

分散型経済システムへの移行 

５、ジェンダー視点に基づいた自由で公平

な社会の実現 

６、権力の私物化を許さず、公平で透明な行

政を実現する。 

我が意を得たり！コロナ禍のもとで、悶々とし

ていた気持ちがすっきりするではありませんか。 

主権者であ

る国民、その

声を無視し続

けた政治、そ

の命を大切に

しない政治。 

９年間にお

よぶ安倍・菅

自公政権に対し、政権交代をめざす市民と野党の

対決軸を示すものとなっています。 

憲法を生かして、コロナ感染から、いのちと生

活を守るまともな政治、希望ある政治を実現させ

ていきたいものです。 （９月 19日記）
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   深田厚子（小畑町） 

今年も、もうすぐ９月２７日が来ます。 

この日は、横浜市緑区で起きた米軍機墜落事件

で、ユー君とヤス君、３歳と１歳の幼い命が焼か

れた日です。１９７７年（昭和 52 年）４４年前の

ことでした。その時全身に大火傷を負った母・和

枝さんも皮膚移植を受け生きようとされたけれど、

子どもの死を知り、４年後には二人の後を追うよ

うに永眠された。  

 けれども、以来、在日米軍機が東京都心の上空

で日本のヘリであれば違法となる低空飛行を今も

繰り返し、米軍機の低空飛行は各地でも問題化し

ています。それなのになぜ 私たちの暮らしてい

る家の上空なのに、それを取り締まれないのでし

ょうか。  

１９５２年に安保条約が結ばれて以来、この事

故までの２５年間に米軍による事件は１４万６千

件に及び日本人の死者は９５６人にもなるとのこ

と。日米安保条約下では、今も決して平和でない。

この国の現実を知って自分達が出来ることを大切

に、みんなとつながりつつ関心を持ち続けていき

たいと思います。 

この事件は

２年後に、早乙

女勝元著 絵本

「パパママバイ

バイ」として発

行されました。 

その絵本を

教室で読み聞

かせをし、子ど

もたちが「貸し

て！」と家に持

ち帰り、それが

きっかけとな

り、クラスのお母さん方にこの絵本が回り感想が

寄せられました。更に一人のお母さんの手で感想

文集になり、それらの取り組みの経緯を添えて、

文集の１冊を著者早乙女勝元さんへ送りました。 

同じように全国からも大きな反響がどさりどさ

りと束になって寄せられて、これらが早乙女さん

の編集で「パパママバイバイノート」として１９

８４年に発行されました。そのバイバイノートに、

この絵本を読んで取り組んだ時のクラスのお母さ

んたちの思いが掲載(P.117～136)されました。 

以下「パパママバイバイ」感想文中よりの抜粋です。 

＊    ＊    ＊    ＊ 

①「じゃんけんで勝ったから、一番に借りてきて

あげたよ」 

「そう‐、ありがとう。じゃんけん強いねえー」 

「なんでもいいから感想文書くねんて-」 

ギョッ！！人の気も知らないでじゃんけんに

勝ってくるなんて……。 

涙が出て、声が詰まって読めなくなると、子ど

 
米海軍ヘリも低空飛行 東京・渋谷などで５回確認 
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米軍機が飛行 山より低い！ 高知市土佐山で目撃 
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米軍ヘリ、低空飛行常態化 新宿上空で動画撮影し確認 
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もが読んでくれました。～略（Ｕ） 

②今日は大切な本貸していただきありがとうご

ざいました。昼食を急いで食べ終わり、子ども

達 3 人が私の周りを囲みます。みんな真剣に

一生懸命聞いてくれました。読みながら何度

も何度も、涙で字が見えなくなりました。 

この林さん一家の事は、私も以前、新聞とテレ

ビで見聞きし、少しは知っているつもりでお

りましたが、その時は、ただ「うわー気の毒だ

なあ、かわいそうだなあ」というくらいの気持

ちでしたが、この本を読んでいろいろと考え

させられました。今、私たちの置かれている状

態を、もっともっと冷静にまじめに考えねば

いけないのじゃないかなあと。私など、特に政

治の事とか法律の話などになると直接自分の

生活に結びつけないで、どこか他の国の出来

事みたいに考えていました。とてもいろんな

事を考えさせてくださった貴重な一冊の本で

した。（T） 

③『パパママバイバイ』を、主人がみんなに読ん

でくれました。一言にいって、本当に悲しい出

来事で、子ども達も改めて可哀そうな印象を

持ったようです。そして、私も、戦中.戦後の

私たちの子どもの頃を、又両親に聞かされた

話を思い出します。もっと平和で豊かで、理想

的な時代は来ないのかとそんな感じで聞きま

した。こうした前半の事件の反面 後半には

戦後の政治経済の流れを感じます。 

そして、近い子どもたちの時代のために、親と

して、そして大人として出来る事は、歴史の流

れを含めて、正しく子ども達に伝える義務の

ある事を真剣に考えねばならない事だと思い

ました。このような悲しい出来事を繰り返さ

ないためにも！ (Y) 

④「早くよくなって、ユー君とヤス君の世話をし

たい。そして、パパのめんどうを見なくては…」

と言っておられる和枝さんの気持ちが手に取

るようにわかり、とても悲しくて泣いてしま

いました。２５年間に事件は１４万６千件、死

者は９５６人という数字は 大変な おそろ

しい数ですね。（K） 

 ４年２組のお母さん方３９人の手書き「ひとく

ち感想ノート」ホッチギス留め冊子３冊と、Hさん

が手書きして下さったガリ版刷り・ザラ半紙の感

想文集は 早乙女勝元氏サイン入り「パパママバ

イバイ」の絵本と共に 今も私の宝箱です。 

（９月２３日記)（元小学校教諭） 

 

 １０月２日（土）14時から龍谷大学響都ホール

で憲法９条京都の会主催「９条 京都のつどい2021―

講演会＆全体会」がオンライン併用で開かれた。 

 「つどい」の開会あいさつは、安斎育郎・憲法９

条京都の会代表世話人がされた。氏は、「菅首相退

陣表明後、自民党がメディアジャックしたのではな

いかと思われる自民党総裁選報道一色。国民の

１％に過ぎない自民党内部の権力闘争が、まるで

国民の暮らしがかかっているかのような報道」な

ど重大なメディアのミスリード報道を指摘された。 

 続いて「市民連合」の中野晃一さんが講演。氏は

９月８日の「市民連合と立憲４野党の共通政策」

をまとめる中心的な役割をされた方です。 

氏は「他国と異なり日本の首相は、コロナ対策

でミスが重なり、民意の反発を招いて退陣した」

と、安倍・菅首相のひどさが抜きんでていること

を強調された。 

 氏は、市民連合と立憲野党の共通政策の意義に

ついて、①政策合意と候補者調整によって小選挙

区制での立

憲野党の共

闘が実現で

きる。②国

民に政権を

変える「選

択肢」を提

示し、政治をあきらめてしまった有権者を呼び込

むことができる、と。この立憲野党共闘の効果は、

2016 年と 2019 年の参議院選挙の地方１人区で実

証済である、と。 

野党共闘はそれ自身が目標ではなく、政治を変

えるための極めて効果的な手段である。「一枚岩」

「一致団結」の必要はなく、それぞれが得意なポ

ジションで特異なプレーをすることが大切。一方、

比例区では、それぞれの立憲野党・候補をしっか

り勝ち上がらせることを忘れずに、と付言された。 

（長谷川長昭 柴の里）  

編集後記：●オリジナル９条ポスター「ふつうのくらし大好き」３点作成しました。ご活用ください。（長） 


