日本国憲法第九条（戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認）
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の
行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸空海軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

明けましておめでとうございます。安倍 り角だったね」と言われる年になりそうで
内閣はいよいよ「戦争する国」へ向かって す。今の時代に生きる私達は「曲がり角」
動きだしました。「秘密保護法」を乱暴な でどちらに曲げるか、文字通り正念場に立
やり方で強行採決しました。つぎは「共謀 たされています。憲法を高く掲げて平和と
罪法」や「国家安全保障基本法」などを持 民主主義を守る誇り高い国を次代に引き渡
ち出そうと準備し、憲法九条改悪を視野に しましょう。
入れています。
安倍首相は景気がよくなったと胸をはっ
言 いたい 秘密保護法
ていますが私達庶民の暮らしがいい方に向
いているという実感が全くありません。年 表現の自粛に危機感
金は引き下げられるし、給料も下げられる、
農産物価格も下がる一方、おまけに 月か
南 邦和さん
4
ら消費税が８％になる、これでは生活が楽
詩人・ みやざき九条の会
になるはずがありません。お札を増刷すれ
代表世話人
ば円安になり、輸出産業は儲かりますが、
それだけ円の価値が下がり預貯金は目減り
特定秘密の範囲が特定されていないこと
しています。おまけに輸入品の生活用品は が最大の問題。指定する行政の長に判断が
高くなり、庶民の生活を直撃しています。 委ねられ、法律を読んだだけでは何をした
これが安倍首相得意のアベノミクスの実態 ら罰せいられるか分からない。自由な表現
です。
や言説が制限される恐れがあり、容認でき
や原発再稼働も今年中に強行しよ ない。
うとするでしょう。普天間基地の辺野古移
私は出来事を記す叙事詩を書く。最近で
転も知事を丸めこめました。
は、家畜伝染病・口蹄疫や（米軍基地が移
２０１４年は、後の時代に「あの年が曲が 設される）沖縄県名護市の辺野古などを描

いた。資料を集め、現地の人から話を聞き、
時代背景にも踏み込むため、思わぬところ
で特定秘密に触れてしまうかもしれない。
日本人は萎縮しやすいため、表現を自粛す
ることも考えられる。
戦時中を思い出す。「君の隣にスパイが
いる」との趣旨のポスターが街頭に張って
あり、互いの監視を促されていた記憶があ
る。政治家は ～ 年でいなくなるが、法
律は残る。時の権力者の解釈次第で法律が
悪い方向に育ち、再びあの時代に戻らない
）
か心配だ。 西日本新聞（ 2013/12/28
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２０１４年
今年は大変な年になりそうです

（封書版）2014年1月27日発行
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みやざき九条の会ニュース No.30

安倍内閣「右傾化」が

〈論説〉

るのは多（無）国籍企業です。沖縄の米

り、これによって、巨大な利益が得られ

済ルールを押し付けようとするものであ

のですが、実態は加盟国にアメリカの経

の壁を取り除こうといえば聞こえがいい

経済連携協定）により関税をなくし国家

らの利益のためには戦争さえ厭わない危

ることはないでしょう。そればかりか

る以上、対外侵略の歴史的事実を容認す

安倍首相の歴史観が「国家主義的」であ

は領土問題で明瞭に現れます。尖閣諸島

ころがあります。どのように矛盾するか

上述二つの流れには相互に矛盾すると

「右傾化」二つの流れの中にある矛盾、

国民多数派と安倍政権の基本的な矛盾、

える場合、避けて通ることはできません。 る国民の批判・抵抗は当然高まるでしょ

や竹島の所属問題は中国・韓国外交を考

この二つの矛盾の増大が安倍政権の崩壊

ものと思われます。これらの諸策に対す

「国家安全保障基本法」の制定を目指す

安倍首相の宿願である憲法改悪にむけて

政策を実施しようとするでしょう。また、

藤原 宏志

移設など「国際化」にもとづく「右傾化」

最近「右傾化」ということばが随所に
軍基地もアジアにおける多（無）国籍企

「国家主義的」発想は戦争裁判を否定す

を早めることになるでしょう。

「右傾化」もう一つの流れは「国家主

田内閣でしたが、これについては安倍氏

尖閣諸島を国有化（国有化したのは野

カ政府まで異例の「失望」を表明したこ

のは当然ですが、頼みの綱であるアメリ

巻き上がりました。中韓両国が反発した

「国際化」と「国家主義」の矛盾

出てきます。とりあえず、「右傾化」と
業の活動を軍事的に保障するとともに軍

ることになり、アメリカを始めとする西

この文章を書いている間に「安倍首相

義」と呼ばれるものです。この流れは安

も同意したはずです）したことにより、

とは安倍首相にとって誤算だったようで

（環太平洋戦略的

は１％の富裕層・少数派が ％の国民・
産複合体の直接的な需要を生み出すため

欧諸国や国連の立場とも異なり、世界で

倍内閣によって持ち込まれたものです。

中国が態度を硬化させ、対中国貿易が急

す。最近では西欧諸国や国連事務総長ま

の靖国参拝」問題が起こり国民の批判が

一つはいわゆる「国際化」（グローバ

第一次安倍内閣のキャッチフレイズは

落したことは周知のとおりです。これは

で批判の意思を表明しています。

険な流れです。

多数派の利益を犠牲にして、自らの利益
に必要なのです。

孤立することになりかねません。

抱える二つの矛盾

を追求し続ける社会状況としておきましょ
「国家主義」：ナショナリズム

う。

う。「右傾化」潮流には二つの流れがあ

リゼーション）と呼ばれるものであり、

「美しい国・日本」でした。安倍晋三氏

新自由主義的経済の「国際化」・グロー

ります。

日本では小泉内閣の当時顕在化（それま

にとって「美しい」のは天皇のために命

バリゼーションと明瞭に矛盾します。

「国際化」：グローバリゼーション

でにも存在しましたが）した新自由主義

を捧げる忠の美徳のようです。

義）的な流れであり、国家の壁を越えた

この流れはもっとも近代主義（資本主

ろうとする、まさに時代の流れに逆行す

国民主権を否定し、改悪憲法で国民を縛

争放棄を放棄し、天皇を国家元首に戻し、

安倍氏の思想は憲法を改悪し九条・戦

力・政府与党との摩擦は拡大せざるをえ

られず、国民と「右傾化」を推進する勢

数の利益を損なう方向に動くことは避け

経済の流れです。

国際資本により世界を制覇しようとする

る時代錯誤の申し子、そのものです。

です。新自由主義の流れの中心には軍産

にしてでも自らの利益を優先する企業体

（無）国籍企業であり、国の利益を犠牲

これらの企業は日本の企業というより多

する国際資本に買い占められています。

景については十分検討しなければならな

このような思想の持主が首相になった背

とんど封建的といってもよい代物です。

も近代的であるのに対し、前近代的でほ

この思想は「国際化」の流れがもっと

じ本性を露にしました。今後、原発再稼

りふり構わぬ「国家主義的」高姿勢に転

したが「特定秘密保護法」をめぐり、な

の批判をかわすため低姿勢を装ってきま

ません。安倍政権は発足以来、「右傾化」

、消費税値上げ、普天間基地

働、

二つの流れによる「右傾化」が国民多

ものです。すでに日本の大企業上位 社
の株式は、その ％がアメリカを中心と

安倍政権が抱える二つの矛盾

新しい年は二つの矛盾が大きくなり
激動の年になるでしょう。安倍政権は
絶対多数の議席を持ち、長期安定政権
という見方がありますが、必ずしもそ
うではないと思います。「国家主義」
的傾向が強まれば国民の批判も強まり、
また国際的にも孤立を深める結果、政
権維持が難しくなる事態も十分考えら
れます。この一年、なんとしても国民
主権を守り抜き「右傾化」の流れを断
ち切らなければなりません。
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い課題ですが、ここでは触れません。
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複合体と呼ばれる巨大企業群があり、自

30

政府の暴走止めよう
画家 堀 文子

歳

国民に相談もなく、十分な説明もせず
瞬く間に特定秘密法を衆参ともに通過さ

京出張の際、たまたま彼女の個展を初め

てみて、優雅でしみいるような画風に感

る国民の務めであり、責任です。
危急存亡のとき、国の暴走を許さぬ賢

動したのを覚えている。 歳という高齢

連れにされたのです。オリンピックに血
道をあげさせ、国民を享楽的にさせた当

い日本人になる必要があるとつくづく思
います。

時の国情と今の世相があまりに似ている
のに私は戦慄を覚えます。
日本は再び危険な野望に向けて暴走を

にもかかわらず、堀文子さんに「今こそ

国民が一致団結して危険な法の粉砕を図

らなければ、後世に禍根を残します」と

言わしめるほどのこの悪法。彼女の糾弾

い】

日本を代表する著名な日本画家、堀

文言に賛同せざるをえません。と同時に

【思

国民が一致団結して危険な法の粉砕を図

文子（ほりあやこ）さんが１月８日付東

始めたように思えてなりません。今こそ

無謀な戦争を企て、何百万人の兵士と
らなければ、後世に禍根を残します。今

骨にむち打って頑張らなければ。（ ）
SM

その鋭い筆致に驚くばかりです。私も老

国民の命を奪い、全国の都市を焼き、歴
自民党の暴走を止めるのは、今を生き

史が残した貴重な文化遺産を灰燼に帰し

せた現政権の独断を私は許しません。

95

なら入り口に戻り、路線を変えられます。 京新聞の発言欄に投稿した。 1918
年東京
麹町に生まれ、今年 歳。十数年前、東

た第二次世界大戦の苦難。その過ちの末、
私たちが得た平和憲法は、日本人の血と
命から生まれた世界史に残る戦争放棄の
誓いでした。
日本が軍事行動を起こすため、政府は
平和憲法を改正したいが、国民の同意を
得るのは難しい。そのことを知った与党
は、平和を装いながら特定秘密法をつく
りました。「国益のため」と本心を隠し、
反逆者の名目で反対意見を抹殺するため、
この法律をつくったのだと思います。
平和を望む人を罪人にしてしまうかも
しれないこの
悪法は、かっ
ての治安維持
法そのもので
す。この法の
ために国民の
反戦意見は抹
殺され、戦争
の地獄への道
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活動、労

市民の会では、呼びかけ人と賛同人へ

行事予定

◆秘密保護法廃止！ 1/24
宮崎集会
日時 １月 日 金( 集)会 半 デモ 時
（ 時半からプレ集会）

昨年度の当会の活動

いう方、後者は会からの情報を受けとり

場所 山形屋前交差点、デモ 県庁まで

の参加を訴えています。両者の区別は、

への働き

たい方にしています。会からの連絡方法

呼びかけ 秘密保護法を考える市民の会

組、県議、

かけなど、

は、なるべくメールを使いたいので、メー

例会 当会最大の取り組み、９月８日、

あらゆる

一応、前者は運動を積極的に広げたいと

～その密接な関連と私たち主権者の選択」

活動を行

マスコミ

は、宮崎市民プラザ大ホールで約 名の
参加で成功裏に終えました。

安斎育郎さんの講演会「憲法九条と原発

原発問題 今期は昨年に引き続き、川内
原発再稼働反対の一点共闘に当会も各個

いました。

ルアドレスや の登録をお願いします。
FAX
問合せ先→ 080-4698-0816
（豊岡）

日、夕

17

18

◆第 回憲法と平和を考えるつどい

24

さよなら原発！ 九州・沖縄集会（福岡）

の準備にもかかわらず、いろいろな分野

会とその後の県庁までのデモは、短期間

点での集

屋前交差

方の山形

と。二つは、これまでこのような集会に

は、強くなり、多くの人に共有されたこ

悪法は強行されたけれど、廃案への決意

にも、宮崎でも、短期間に盛り上がり、

一つは、「秘密法」反対運動が、全国的

E-mail. himitsuhou@gmail.com
今回の運動の３つの特徴

コース 中央公民館前広場ー 高千穂通ー

日時 ２月 日（火） 時 分ごろ～

◆ピースウオーク

主催

場所 宮崎市中央公民館主催（資料代 500
円）

日時 ２月 日（火） 時～ 時半

しました。

日本科学者会議支部 宮/崎民主法律家協会

みやざき九条の会

40

秘密保護法反対運動

改憲に立ち向かう国民共同の課題

にも当会から多数参加。毎週金曜日県庁

の方が個人の立場で結集し、近年希なほ

来なかった方も参加し、横につながる兆

12

ホール 当日券
JA AZM

円
1000

日時 ２月１日（土） 時半～

◆講演会 表/現活動と秘密保護法
講師 南 邦和氏（詩人）

場所

日時 ２月 日（月） 時 分～

◆講演会 な/ぜ、私は脱原発に至ったか
講師 村上達也氏（前東海村村長）

30

40

00

参院選後の臨時国会で、安倍政権は突

10

12

19

らない！宮崎いのちの広場と 月 日の

から九電までのウオークやその他に参加

どの盛り上がりを見せました。参加者数

山形屋前ー若草通ー宮崎駅 約 ～ 分

11

11

17

然、公約にもなかった「秘密保護法案」

◆ 同封の振込用紙をご利用ください

を提出し、広範な国民の反対意見も聞か

口座記号・番号:01760-4-131244
加入者名：みやざき九条の会
年会費 千円、カンパ（一口千円）

今年１月 日、市民の会の今後につい

望をもたらす要素かもしれない。 (SM)

郵便振込先

ず、議会での審議にも不十分なまま強行

橘智子（僧侶）を選出、後日、徳渕敬尚

民主主義を守るため、九条の会の出
番です。よろしくお願いします。

て、代表呼びかけ人と運動に関わってき
密保護法を考える市民の会」を立ち上げ、

法」のシンポジウム後、当会世話人の一

（牧師）、杉谷昭人（詩人）追加。事務

月 日の通常国会開会日に、全国的
な「秘密法」廃止行動に呼応して宮崎で

秘密保護法の行先は九条改憲と戦争

という事態に対し世話人会では「秘密法」

は九条改憲と密接に関連し、当会として、 た事務局員らが会議を行い、新たに「秘
反対運動に取り組むことにしました。

共同代表に、藤原宏志（元宮崎大学長）、

人から宮崎でも何らかの反対の行動を起

局員 数名のもと、廃止に向けて、さま

南 邦和（詩人）、後藤好成（弁護士）、

こそうと提案があり、翌日から、市民の

ざまな行動をしていくことを決めました。

月 日宮崎県弁護士会主催の「秘密

会結成と 月 日の全国的反対運動に呼
応した宮崎集会への取り組みが始まりま
した。代表呼びかけ人 名、事務局員

も、夕方、山形屋前の集会とデモを計画。
「秘密法市民の会」呼びかけ人と賛同人

年会費およびカンパのお願い

370

10

10

数名。チラシ、ポスター作成と配布、プ

30

24

これらは、今後の運動にとって明るい展

しが見られたこと、三つは、運動へ参加

題目 安倍政権の改憲と日本のゆくえー

講師 渡辺 治氏 （一橋大名誉教授 憲/法学）

19

が概ね個々人の自由意志による点である。 呼びかけ

人の意志で参加しました。 ・ 原発い

75

400

10

は最大時約 名でした。
「秘密保護法を考える市民の会」結成

3

11

「秘密保護法を廃案にする市民の会」

30

場所 大淀公民館 ２階

主催 大淀九条の会 会(の総会もかねます )
◆第 回憲法と平和を考えるつどい

講師 山田 朗氏 （明治大学教授 歴/史学）

題目（仮題）北東アジアの軍事状況と平和

日時 ５月３日 時～ 時半

場所 宮崎市中央公民館３階大研修室予定
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13

12

29

12

ラカード、横断幕作成、街頭宣伝、署名

10
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