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第 85 回例会・勉強会の報告 

 

4 月 25 日、都内・新橋ばるーんにて第 85 回例会・勉強会を開催した。（参加者 6 名、会員 72 名） 

例会では鹿島委員が座長となり、事務局報告を福田共同代表が行い＜別紙 1＞、政治の現況を草野

委員が報告した＜別紙 2＞。 

事務局報告では主に、①三鷹事件再審を求める取り組み、②新型コロナウイルス感染拡大に伴う当

会の当面の日程と情勢認識について議論した。①については、福田代表が三鷹事件再審を求める二つ

の活動団体の会員でもあること、当会もこれに協力しているとの説明があった。②については、新型

コロナウイルス及びワクチン接種について各自のとらえ方の違いを考慮し認め合いながら、当会の運

営は状況の推移に応じて柔軟に対処していくことを確認した。 

政治の現況報告では、①東京地裁が内閣の臨時国会召集義務違反に憲法判断を示さず原告の訴えを

却下したこと、②菅・バイデン「日米共同声明」における台湾問題の二つが議論となった。 

①については、「個々の国会議員の権利侵害請求という点に問題は残る」「地裁が憲法判断を避けた

ことに司法の限界性を感じる」「憲法第 53 条『いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれ

ば、内閣は、その招集を決定しなければならない』に反する明確な憲法違反である」「自民党の憲法改

正推進本部最高顧問の安倍就任は注視しておかなければならない」などの意見が出された。 

②については、「局地的な紛争が起きかねない危機感を持つべきだ。武力衝突ということになれば将

来に禍根を残す」「米の戦略は米中対立に日本を引きずり込むこと。これに乗らないようにすべき」

「日本が前のめりになっている背景には尖閣諸島問題がある」「この動きに、国民は手遅れになる前に

強く抗議していくべきだ」「習政権は香港の人権弾圧の次に台湾を標的にしている。国内引き締めに領

土問題が利用されている」「台湾は中国の一部だという点は譲れない一線。日中国交回復の確認を忘れ

てはならない」などの意見が出された。 

勉強会は、「福島原発トリチウム汚染水海洋放出問題」をテーマに、草野委員の報告に基づいて議論

した。 

報告では、「世界の原子力発電所からのトリチウム年間排出量」「福島第一原発の ALPS（多核種除

去設備）処理汚染水海洋放出問題についての緊急声明」の資料や社説などを素材とした。「世界の原発

は福島原発汚染水を含めて今後 100 年以上にわたり人間や環境を危険にさらす可能性がある」「福島

原発汚染水は世界の原発の垂れ流しとどう違うのか」「原発開発という人類の愚かさ」「世界の原発汚

染水の垂れ流し」「IAEA 報告に信頼性はあるか」「科学者が政治のしもべになっている」「原発村の弊

害」「根本的解決を先延ばしする風評被害への矮小化」「海洋放出は到底容認できない。全国の漁業者

の思いを踏みにじる政治」「気体放出の可能性」「福島原発汚染水は堅牢な大型タンクによる保管継続

かモルタル固形処分」「デブリを含む事故炉は外構シールドで覆い長期遮蔽管理」などが議論となり、

全体の結論としては、「世界の原発は即時運転停止し、すべて廃棄するという強い決意と行動」の重要

性が確認された。 
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＜別紙 1＞  事務局報告 
 

※ 緊急のお知らせ：5 月 23 日（日）の例会・勉強会は、コロナ情勢により延期と決定しました。 

※ 郵送費節約のため、メール受信が可能な方はアドレスをご一報下さい。 

 

福田玲三（事務局） 

１）来信 

  首都圏 小沢邦子（仮名） 
 

「戦前・戦中の人命軽視は想像を絶するものだった。しかし当時は、戦争反対を意識することすら、

一般人にはほぼ不可能だった。筆者はそういう時代にやむなく侵略戦争に送られた一人として、現行憲

法の平和主義と国民主権、基本的人権の大切さがひときわ身にしみる。今や、戦争という名の人殺しを、

再び、絶対に、許してはならない。 

 安倍政権下（現菅政権が継承）の遠交近攻の方針を転換し、防衛費はごく少額にとどめ、外交と連帯

に予算を回し、善隣友好の政策によってまず、東北アジアに揺るぎない平和を築き、ついで東アジアに、

さらに世界に平和を広げる。」（冊子シリーズ 8 号『学徒徴兵』の「まえがき」より） 

   この憲法を絶対に手放すことなく次の世代に継承していかなければと思います。 

   その「完全護憲の会」が広まり発展することを祈念致します。 

 私はリウマチで 2 度転倒し今では車椅子になりました。目もよく見えなくなり、緑内障もあり、左右

ともに白内障で回復せず、両眼とも視力が衰え、人の顔、文字も大変見辛くなってしまいました。その

ような訳で、会報紙の御送付はお断りします。 

   素晴らしい会に入れて頂き、有難うございました。 

 お宝憲法が危機にさらされているという時は、微力ながら協力させていただきます。 

                             （3 月 18 日） 

  

２）三鷹事件再審請求への支援要請 

 三鷹事件の第 2 次再審請求は、2019 年 7 月に東京高裁第 4 刑事部で棄却された後、異議の申し立て

により、現在第 5 刑事部に係属し、その第 1 回三者協議（裁判所・弁護側・検察側）が 2020 年 12 月に

開催され、第 2 回協議が来る 5 月 20 日に開催される予定。 

   情勢の緊迫により、世論の喚起が必要とされている折、来る 4 月 23 日に開催予定の平和フォーラム

（旧社会党時代以来の平和・護憲組織）総会へ支援の要請をするよう、武藤久・元国労委員長から案内

があった。その窓口として総評 OB 会の北岡事務局長を、さる 4 月 17 日、鹿島、福田両委員と「三鷹

事件の真相を究明し、語り継ぐ会」の手塚代表世話人が、都内駿河台の連合会館に訪ねて支援を要請し

た。 

 ついで 20 日、鹿島、福田両委員が「語り継ぐ会」の相笠事務局次長と共に、国労の松川委員長、佐藤

書記長を新橋の国労本部に訪ねて要請した。 

 以上 2 件とも快諾をいただいた。 

 なお、三鷹事件再審請求を支援する団体は「三鷹事件の真相を究明し、語り継ぐ会」と「三鷹事件再

審を支援する会」の二つの団体があり、当会はこの取り組みに協力している。 

 

３）当会冊子シリーズ 11 号の進行について 

   近く発刊予定のシリーズ 11 号については、後藤弁護士からテキスト全文が届いた。 

   その後、このテキストに対する運営委員会の感想を著者に送り、著者からは GW まえに「まえがき」

を書き加えて、これらの感想に応えたいとの返信があった。 

   「まえがき」到着の時点で仮綴じ本を作り、全体の体裁を整え、発行に備える予定。 

 

４）当面の日程 

 第 87 回運営委員会  4 月 25 日（日）16:30～       新橋・ばるーん 

 第 86 回例会・勉強会 5 月 23 日（日）13:30～16:30   三田いきいきプラザ集会室 B 

 ※ 緊急のお知らせ：5 月 23 日（日）の例会・勉強会は、コロナ情勢により延期と決定しました。 

 第 88 回運営委員会  5 月 30 日（日）13:00～   新橋・ばるーん 
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 第 87 回例会・勉強会 6 月 27 日（日）13:30～16:30   新橋・ばるーん 205 

 第 89 回運営委員会  7 月 4 日（日）13:00～      田町・港区立勤労福祉会館 2F 第 2 洋室 

 第 88 回例会・勉強会 7 月 25 日（日）13:30～16:30   三田いきいきプラザ集会室 A 

 

 

＜別紙 2＞   政治の現況について 

 

（１）主なニュース一覧（2021/3/21－4/20） 

＊東京地裁、内閣の臨時国会召集義務違反に憲法判断示さず原告の訴え却下（2021/3/24） 

＊NHK、聖火リレー中継放送でオリンピック反対の音声消去（2021/4/1） 

＊コロナ「まん延防止等重点措置」を大阪、兵庫、宮城の 1府 2県に適用。4月 6日～5月 5日（2021/4/5） 

＊高齢者医療費の２割負担 370 万人対象、改正案衆院審議入り（2021/4/8） 

＊コロナ「まん延防止等重点措置」を東京、京都、沖縄に適用。4 月 12 日から、京都・沖縄は 5 月 5

日、東京は 5 月 11 日まで（2021/4/12） 

＊菅政権、福島原発処理済みトリチウム汚染水の海中への放出処分決める（2021/4/13） 

＊岡山地裁、臨時国会召集義務違反訴訟で、召集は内閣の「憲法上の義務」とするも違憲判断は回避、

原告側国家賠償請求却下（2021/4/13） 

＊菅・バイデン「日米共同声明」、台湾問題に言及。中国は猛反発（2021/4/17） 

＊コロナ「まん延防止等重点措置」愛知、神奈川、埼玉、千葉に適用 4 月 20 日～5 月 11 日（2021/4/20） 

＊自民党の憲法改正推進本部最高顧問に、安倍晋三前総理が就任（2021/4/20） 

 

（２）新聞社説、ニュース記事（議論の活発化のため、あえて意見の異なる主張も掲載） 

①朝日新聞 DIGITAL 2021 年 3 月 24 日  ニュース記事 

内閣の臨時国会召集の義務 東京地裁、憲法判断は示さず 

 憲法 53 条に基づき野党が臨時国会の召集を求めたのに対し、2017 年当時の安倍晋三内閣が約 3 カ月間

応じなかったことが憲法違反にあたるかが問われた訴訟の判決が 24 日、東京地裁（鎌野真敬裁判長）で

あった。判決は違憲性を判断せず、原告側の訴えを退けた。原告側は判決を不服として控訴した。 

原告の小西洋之・参院議員（立憲）は、①臨時国会の召集を要求する権利や臨時国会で質問する権侵害

されたことへの国家賠償②内閣が 20 日以内に召集する義務を負うことの確認を求めていた。 

 判決は①について、原告が主張する権利は、国会議員として付与された「職務上の権限」で「公益を図

ることが目的」と指摘。裁判で救済される個人の権利ではないとして棄却した。②については、国会議員

と内閣はともに「国の機関」であるとして、機関同士の争いは法律に定めがない限り提起できないとして

却下した。 

   内閣に憲法 53 条による法的義務があるかについては判断を示さなかった。 

   訴訟の発端は 17 年 6 月。野党が森友・加計学園問題を審議するため臨時国会の召集を要求したが、安

倍内閣が召集したのは 98 日後で、冒頭に衆議院を解散した。憲法 53 条は、衆参いずれかの議員の 4 分

の 1 以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならないと定めている。 

   同種訴訟は岡山など全国 3 地裁で提起された。昨年 6 月の那覇地裁判決は、安倍内閣の対応の違憲性

は判断しなかったが、憲法 53 条の要求に基づく召集は「憲法上の法的義務だ」と明言。原告側は判決後

の会見で「那覇地裁の判決より後退した。国会が開かれなければ説明責任を尽くす場がなくなる。内閣の

やりたい放題だ」と批判した。（新屋絵理） 

 

②朝日新聞 DIGITAL 2021 年 4 月 13 日   ニュース記事 

臨時国会の召集「憲法上の義務」 岡山地裁、請求は棄却 

   憲法 53 条に定められた臨時国会の召集要求に、内閣が約 3 カ月間応じなかったことは憲法違反にあた

るかが争われた訴訟の判決が 13 日、岡山地裁であった。野上あや裁判長（奥野寿則裁判長代読）は要求

に対する召集について、内閣は「単なる政治的義務ではなく、憲法上の法的義務」を負うと判断。  一

方、憲法違反かどうかは判断せず、原告側の国家賠償請求を退けた。原告側は即日控訴した。 

   問題とされたのは、野党が 2017 年 6 月 22 日、森友・加計（かけ）学園問題を審議するため、召集を

求めた臨時国会。当時の安倍晋三内閣は 98 日後の 9 月 28 日に召集したが、審議には入らず、冒頭に衆
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院を解散した。 

 憲法 53 条は後段で、衆参いずれかの議員の 4 分の 1 以上の要求があれば、内閣は臨時国会を召集しな

ければならないと定める。時期についての定めはないが、召集を求めた一人の高井崇志・衆院議員=比例

中国=は 18 年 2 月、「遅くとも要求から 20 日以内に召集すべきだった」などとして、110 万円の国家賠

償を求めて岡山地裁に提訴した。 

   判決は、憲法 53 条後段の趣旨は少数派の国会議員の意見を国会に反映させることであり、要求があれ

ば、召集するかどうかの決定に「高度な政治的判断は介在しない」と指摘。裁判所の審査対象にならない

とした国側の主張を退けた。さらに、内閣には合理的期間内に召集する法的義務があるとし、義務に違反

した場合は「違憲と評価される余地はある」とも言及した。 

   そのうえで、召集要求に長期間応じないのは、要求をした国会議員の権利侵害にあたるかを検討。国会

議員は、個人では臨時会の召集を要求できないことや、「全国民の代表」としての役割を担っていること

などを踏まえ、「個々の国会議員の権利侵害として、損害賠償による救済対象となることは想定されてい

ない」として賠償請求は退けた。（中村建太） 

 

③読売新聞オンライン  2021 年 4 月 6 日   ニュース記事 

バイデン政権の「核先制不使用」、加藤長官が懸念表明  

   加藤官房長官は６日の記者会見で、敵が核兵器で攻撃しない限り自ら核兵器を使わないとする核兵器

の「先制不使用」を米国が宣言することについて、「我が国の安全保障に十全を期すことは困難だ」と述

べ、懸念を表明した。 

   先制不使用はバイデン米大統領が副大統領を務めたオバマ政権が宣言することを検討したが、日本な

どの同盟国に不安が広がり断念した経緯がある。 

   茂木外相もこの日の記者会見で、先制不使用について「全ての核兵器国が検証可能な形で同時に行わな

ければ有意義でない」と強調した。 

 

④毎日新聞 2021 年 4 月 17 日   ニュース記事 

「すべて米国同調ではない」日本、対中国「距離感」に腐心 日米首脳会談 

（深掘り 鈴木一生・ 田所柳子）  

 菅義偉首相とバイデン米大統領による初の日米首脳会談で、両国は緊張が高まる台湾情勢を明記した共

同声明をまとめた。安全保障から経済分野まで台頭する中国に対する警戒感がにじむ。 

 バイデン氏は会談後の共同記者会見で「日米は中国からの挑戦に力を合わせて立ち向かう」と述べ、「日

米はこの地域の強い民主主義国だ」と強調した。首相も「世界の平和と繁栄に対して中国が及ぼす影響に

ついて真剣に議論を行った」と歩調を合わせた。 

  共同声明では「台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促す」と明

記した。3 月の外務・防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会（2 プラス 2）の共同文書に盛り込まれ

た「台湾海峡の平和と安定の重要性」を踏襲した。 

  米国は香港の統制強化を着々と進めた中国が台湾周辺で軍事的行動を強めたことで危機感を強めている。

急速に軍事力を拡大する中国に対し、民主主義国との連携で対抗する姿勢を打ち出した。日米同盟をその中

心に据えた形で、声明で台湾に言及することで、日本と一体で台湾情勢に関与する姿勢を鮮明にした。 

  日本にとっても、沖縄県・尖閣諸島周辺への進出を強める中国への警戒感は強く、米国との同盟強化は喫

緊の課題だった。声明で明記した日米安全保障条約第 5 条（米国の日本防衛義務）の尖閣への適用は日本

の要望によるものだ。その一方で米側が強く求める台湾情勢への関与は応じざるを得なかったのが実情だ。 

 だが、日本にとって隣国・中国とは経済面を中心につながりが深まっている。中国が「核心的利益」と位

置づける台湾情勢に米国と足並みをそろえて関与を強めれば、中国を強く刺激し大きな影響を受けかねな

い。政府高官は「米国より中国に距離が近く、経済的な影響も大きい。日本がすべてで米国に同調できるわ

けではない」と漏らした。 

  声明で盛り込まれた「両岸問題の平和的解決を促す」の文言は、05 年と 11 年の 2 プラス 2 の「対話を

通じた（台湾問題の）平和的解決を促す」の文言がベースだ。過去…（以下略） 

 

⑤日本経済新聞 2021 年 4 月 13 日   ニュース記事 
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原発処理水の海洋放出決定 2 年後めど、100 倍以上に希釈 

政府は 13 日、東京電力福島第 1 原子力発電所の敷地内にたまる処理水を海洋放出の形で処分すると決

めた。2 年後をめどに実施する。大量のタンクが廃炉作業の妨げになりかねない状況だった。海水のモニ

タリングや農水産業の風評被害対策を強化する。 

同日朝に首相官邸で開いた廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚会議で決めた。菅義偉首相は「廃炉を進

めるにあたり避けては通れない課題だ。処理水の安全性を確実に確保するとともに、風評払拭に向けてあ

らゆる対策を行う」と述べた。 

東京電力ホールディングスが原子力規制委員会に計画や放出設備の認可を得たうえで処理水を放出す

る。閣僚会議で決めた基本方針に「東電には 2 年程度後の開始を目途に準備を進めることを求める」と記

した。 

出席した東電の小早川智明社長は終了後、海洋放出に向けた対応方針を速やかにつくる考えを示し、

「しっかりと理解いただける方針を作成したい」と話した。 

福島第 1 原発は 2011 年 3 月の東日本大震災の津波で炉心溶融事故を起こし、高濃度の放射性物質に汚

染された水が発生している。東電が専用装置で主な放射性物質を取り除いてタンクにためる。処理水は装

置で除去できない放射性物質のトリチウム（三重水素）を含む。 

トリチウムを含む水の海洋放出は国内外の原発でも実施している。基本方針によると、放出前に処理水

を海水で 100 倍以上に希釈し、国の基準値の 40 分の 1 程度、世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイド

ラインの 7 分の 1 程度にトリチウムの濃度を薄める。1 年間に放出するトリチウムの量が事故前の福島第

1 原発で設定していた目安を下回るようにする。 

政府と東電は漁場や海水浴場などでトリチウムのモニタリングを強化する。海水サンプルの採取や検査

に農林水産業者や地元自治体の関係者が加わる。海洋環境の専門家らでつくる会議も立ち上げ、モニタリ

ングの確認や助言をしてもらう。 

国際原子力機関（IAEA）は海洋放出について「科学的に妥当で環境影響はない」との見解を示してい

る。ただ、消費者が放出を受けて周辺の農林水産物を避けるといった風評被害が生じる可能性もある。政

府と東電は、福島県と近隣県の水産業などが国内外の主要消費地で販路を広げられるように支援する。 

風評被害が起きた場合は、東電が被害の実態に見合った賠償を迅速かつ適切に実施することも基本方針

に盛った。政府は風評被害対策などのための関係閣僚会議を新たに設け、週内にも初会合を開く。海洋放

出後の水産業などの影響を確認し、必要な対策を検討する。放出に反発する中国や韓国に理解を求める取

り組みも必要になる。 

福島第 1 原発の敷地内のタンクは 1000 基を超え、廃炉作業に支障を来す懸念があった。事故から 10 年

以上たって海洋放出が決まり、廃炉の本格化に向けた一歩となる。 

全国漁業協同組合連合会の岸宏会長は 13 日、「決定は極めて遺憾で到底容認できるものではない。全国

の漁業者の思いを踏みにじる行為だ」との声明を出した。不安払拭のため、漁業者らへの説明や風評被害

対策の明確化、安全性の担保などを求めた。 

 

⑥東京新聞 DIGITL 2021 年 4 月 14 日   ニュース記事 

汚染水を浄化しても残るトリチウムとは？ 世界中の原子力施設で海洋放出、環境への蓄積で内部被ばく

の懸念も  

  福島第一原発の 1000 基以上のタンクで保管が続く処理水には、放射性物質トリチウムが多く残る。汚

染水を浄化処理する多核種除去設備（ALPS＝アルプス）ではセシウムなど 62 種類の放射性物質を除去で

きるが、トリチウムは取り除けない。  

  トリチウムは三重水素と呼ばれ、自然界にも存在する。放射能を帯びた水素で酸素と結合してトリチウ

ム水になり、普通の水と分離するのは技術的に難しい。放射線（ベータ線）は比較的弱く、人体に入って

も大部分は排出され、影響は小さいとされる。放射能は約 12 年で半減する。  

  トリチウムは、原発や使用済み核燃料の再処理施設でも発生し、排出基準は各国で異なるものの海に流

している。ただ、環境への蓄積により水産物を食べることで内部被ばくにつながるのではという見方もある。  

 経済産業省によると、福島第一原発の処理水約 125 万トンに含まれるトリチウムは約 860 兆ベクレル。

事故前は年間約 2.2 兆ベクレルを海に放出していた。福島第一と発電方式が異なる加圧水型の関西電力高

浜原発（福井県）などからは、年間 18 兆～83 兆ベクレルを放出している。韓国の古里原発では、2016 年
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に約 45 兆ベクレルを海に放出した。  

  再処理施設では、桁違いに増える。フランスのラ・アーグ再処理施設では 1 年間の排水に含まれるトリ

チウムは 1 京（1 兆の 1 万倍）ベクレル以上。日本でも青森県六ケ所村の再処理工場（建設中）は試運転

をした 3 年間で 2150 兆ベクレルのトリチウムを海に流した。  

  福島第一の処理水の処分で、政府と東電は国の排出基準（1 リットル当たり 6 万ベクレル）を大幅に下

回る 1 リットル当たり 1500 ベクレル未満に海水で薄めて放出するとしている。これは福島第一で汚染さ

れていない地下水を海に処分する際と同じレベル。放出前には第三者機関が濃度を確認するとしているが、

誰もが知ることができる情報公開の透明性がなければ、不安は払拭できない。（小川慎一） 

 

 

＜別紙 3＞ 緊急警告 052 号 
 

「出入国管理及び難民認定法」改悪案の成立を許すな 
 

「名古屋出入国在留管理局で先月、スリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん＝当時（33）＝が、収容

中に死亡した問題で、死亡する 2 日前に診察した医師が、仮放免を勧める診療状況を入管に報告していたこ

とが分かった。法務省が 9 日に公表した中間報告では、医師が仮放免の必要性を指摘したことは書かれてい

なかった。」（2021.4.22 東京新聞 web ニュース） 

今年 3 月に名古屋出入国在留管理局の収容施設でスリランカ人女性が亡くなり、その死亡経緯に不審な点

があることから支援団体が法務省に報告を求め、中間報告が公表された際の記事である。頻繁に面会してい

た支援団体は、面会のたびに体調が悪くなっていることから、「点滴を打ってほしい」と訴えていたとの記事

もあった。（2021.4.8 朝日新聞） 

収容施設が適切な医療処置をとっていなかった疑いが出ており、国会でも問題になっている。今国会で法

務省は、「出入国管理及び難民認定法」（入管法）改悪案を提出し、会期中の成立を目指しているが、外国人

を含めた人権擁護を所管する省庁である法務省及び出入国在留管理庁（入管庁）の人権に対する姿勢が問わ

れている。 

「難民の地位に関する条約」（以下「難民条約」）は、1951 年に国連で採択された国際条約で、1954 年に

発効したが、日本が加入し発効したのは 1982 年と約 30 年遅い。日本が条約に加入したきっかけは、ベトナ

ム戦争終結に伴うボートピープル等のインドシナ難民の受入れであった。難民認定条項が入管法に設けられ

たのも 1982 年であり、それまで日本においては、そもそも難民問題は存在しなかったと言えよう。従って、

政府も国民も難民問題には極めて無関心であった。こうした歴史的背景はあるものの、冷戦終結以降の世界

的な地域紛争の頻発による難民の増加に対して、日本としてもハード（受入施設、教育施設等）、ソフト（日

本語・職業教育環境、国民の受入れ感情等）両面での受入れ態勢の整備・拡充は、国家の責任としての急務

である。だが、現状は極めてお粗末な状況と言わざるを得ず、加えて現状をさらに悪くする法案が提出され

たのである。 

難民条約において、「難民」は次の通り定義されている。 

「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、 

自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた人々」 

 さらに今日的には、次のような広範囲な解釈が一般的である。 

「政治的な迫害のほか、武力紛争や人権侵害などを逃れるために、国境を越えて他国に 

庇護を求めた人々」（UNHCR 国連難民高等弁務官事務所） 

 今回の法案提出の端緒となったのは、退去強制処分を受けたものの、母国からも受入れを拒否され、3 年

7 カ月の長期間外国人収容施設（大村入国管理センター）に収容されていたナイジェリア人男性が、仮放免

が許可されないことから抗議のハンストを行い、飢餓死した事件である。以前から日本の入管収容や難民認

定制度に人権上問題がある旨、国連の人権条約機関から勧告を受けていたが、この事件をきっかけに問題点

が大きく世間にさらされたのである。 
 

 さて、今回の提出案が改悪なのはなぜか。それは難民条約締約国に遵守が義務付けられたノン・ルフール

マン原則（難民を迫害が予想される地域に追いやってはならないという原則で、難民条約第 33 条に明記さ

れている）を脅かす変更がなされているからである。 
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 改定案にもノン・ルフールマン原則を規定した第 53条はあるが、現行法の第 61 条 2 の 6 第 3 項「送還停

止効条項」（難民申請が何度でもでき、その間は強制送還が停止される）が削除され、申請を 3 回以上する

と、原則として強制送還できる条項に改悪されようとしているのである。現在の入管行政における最大の人

権侵害と言われる「長期収容」問題を、強制送還の促進という手段で解消しようとする法案は、ノン・ルフー

ルマン原則の遵守という難民条約上の義務違反の疑いが極めて強いもので、断じて許してはならない。 

 その他の改定項目として、 

・在留特別許可手続きの創設による判断基準の明確化 

・難民に準じた補完的保護対象者の認定 

・収容に代わる監理措置の下での社会生活拡大 

・収容施設の処遇改善 

などが盛り込まれ、難民に準じた滞在許可者の増加や、収容施設での処遇改善を図るような改定案になって

はいるが、政府・法務省の外国人人権擁護と難民受入れ拡大に否定的な方針が変わらない限り、有名無実の

改定案でしかない。（資料 1、資料 2 参照） 
 

 安倍・菅政権は、経済界の人手不足解消要請に基づき技能実習制度の改定を行い、さらにはビザなし渡航

拡大により外国人観光客の大幅受入れ政策をとってきたが、いずれも自国経済活性化のための、正にインバ

ウンド（国内向け）の政策であり、外国の困難な状況に置かれている人々のための政策には冷淡であった。 

アジアでは、ミャンマーをはじめ生命の危険にさらされている人々が多数発生している状況下、今こそ日本

は、憲法前文が掲げる「……われらは、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ことを確認する。」という宣言にふさわしい、国際社会の責任ある国家として、そして

全ての人の基本的人権を保障する日本国憲法の精神の下、平和的・人道的見地から難民受入れ政策の転換が

求められている。 

 入管法改定については、ノン・ルフールマン原則の遵守が危うくなる安易な送還規定を削除し、さらに難

民認定基準の柔軟化による受入れ拡大と、それによる長期収容の解消を図る、真に基本的人権を重視した法

改正でなければならない。             （2021 年 4 月 29 日） 

  

資料１．難民認定申請者と認定者数などの推移 

 

資料２． 

 
（法務省まとめ）  
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＜別紙 4＞ 当会 HP「会員ブログ」への投稿   https://kanzengoken.com/?page_id=6303 

 
 「完全護憲の会」会員に求める期待と願い 

  札幌市 小久保 和孝 
 

 「完全護憲の会」を知ったのは 2015 年の秋頃であったろうか。「日本国憲法が求める国の形」のパンフレッ

トを手にした時であった。 

 読み終わった時、私の中に二つの大きな夢というか希望が沸き起こった。 

 その一つはパンフレット 55 頁の「日本国憲法が求める国の形」作成の過程を見たときである。新しい憲

法（昭和憲法）が制定された時、当時の文部省は国民学校（小学校）に憲法の時間を持つことを奨励し、「新

しい憲法のはなし」を出版した。この準教科書は小学生ばかりか広く国民各層に読まれ、新しい憲法発布時

の“憲法の掲げる国の形と理念”に対する熱狂的な共感と支持が更に深まり拡がっていった。 

 「平和主義、平和国家」、「主権在民」、「基本的人権」。この三つの言葉は日常生活の合言葉にさえなって

いった。そして未だ消えない血と餓と焼土の残る中で、国民の中に「文化国家建設」への夢と希望が膨らみ

拡がっていった。 

 この後、憲法について多くの学術書、一般図書が出版されたが、国民的話題となる憲法関係のみるべき一

般人向けの図書はなかった。 

 1950 年 6 月、朝鮮戦争が起こった。そして「Ｇ・Ｈ・Ｑ」のマッカーサーが発した一連の日本政府に対す

る書簡によって共産党機関紙「赤旗」が発行停止され、報道関係、一般企業さらに官公庁、学校まで共産主

義者とその同調者とみられる一万数千人余が「レッド・パージ」として解雇、追放された。憲法の保障した

法のもとでの平等・思想・良心の自由は、占領法規の武力を背景とする超憲法的力により「新しい憲法」は

事実上停止されてしまった。ここから現在に続く「逆コース」の時代が始まる。そればかりか、七万五千人

の「警察予備隊」が創設され、再軍備の種が蒔かれた。 

 1951 年、それ迄国内で「全面講和」か「単独講和」か、で国民を二分した戦後“米よこせ”デモに続く国

民的大闘争は、Ｇ・Ｈ・Ｑの後押しを得た時の総理大臣吉田茂は、全面講和を支持した南原東京大学総長を

「曲学阿世の徒」であるとまで罵倒し、国会の多数派を背景にしてアメリカ中心の「片面講和」に押し切っ

ていく。同年 9 月サンフランシスコで、ソ連、ポーランド、チェコスロバキアの 3 か国を除くアメリカ主導

の連合国 48 か国と日本とにより講和条約が調印された。同時に連合国側にさえ全く秘密裏に用意された「日

米安全保障条約」が、米国代表と別室で日本側は吉田首相ただ一人の調印で締結された。以降、日本には占

領期間中の通称「ポツダム勅令」と呼ばれる超憲法法規は講和後表向きには撤廃されたが、その内実は「安

保条約」に基づく「日米行政協定」を中心とする条約ならざる国家間約定と各種「特別法」として温存再生

され、現在も続いている。そのため、我が国には「憲法体制」と「安保条約体制（行政協定）」との二つの法

体系が並列して存在することになった。 

 以降、益々日本の現実は、あるべき憲法体制から多数派国会議員を持つ権力政党の手による各種法令によ

り次第に乖離していく。 

 「集団的自衛権」の行使は「違憲」とする歴代法制局の見解を引き継いだ長官は更迭され、国会では「特

定秘密保護法」に続き「共謀罪」法案が強行採決されてゆく。 

 「現行憲法」は占領下で占領軍に強制されたものであると主張する「改憲派諸勢力」は、公然と「憲法改

正」を叫び、昭和憲法を卑しめ否定している。 

 憲法学会では「逆コース」以降の危機的状況に、有志の学者達が憲法についての一般国民向けの各種書籍

を出版するようになっていった。その中で憲法の理念と現実との乖離を直視しつつ憲法を解説した長谷川正

安著「日本の憲法」は、この種の本としてはかなり多くの人々に読まれ、1953 年発刊以降改訂を進めつつ第

三版まで刊行が進んだ。この岩波書店新書版は、日本の現実が次第に憲法から離れ、「安保体制」の法体系寄

りになりつつあることは解説されていても、「憲法のめざす国の形」を具体的に展望する目的は持っていな

いかに思える。私はパンフレット「日本国憲法が求める国の形」55 頁をみて最初に浮かんだのは、この長谷

川正安著「日本の憲法」であった。 

 「日本国憲法が求める国の形」（追補・シリーズ 1）このパンフレットは発刊後、会員と読者との声を反映

しつつ、「憲法の求める国の形」を益々具体的に展望し、会の実践活動方針の役割を担ってゆき、版を重ねる

https://kanzengoken.com/?page_id=6303
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毎にロマン豊かな刊行物になってゆくのだろうと思っていた。例えば 16 頁から 20 頁にわたるこのパンフ

レットの（第 9 条関係）“違憲自衛隊を合憲の国連軍に”の記述は、憲法前文の立場に立つ極めて壮大な展望

に満ちた、国際性豊かな実戦活動方針になっている。 

 ただ、このパンフレットは毎年改定されるのか、２～３年おきになるかは会の発展と力量によるのかなー

と想像していた。 

 これが一つの夢、希望であった。 

 「完全護憲の会」設立趣意書の最後は「当面の活動」である。そこには“我々の使命と日本国憲法の理念

を広く世間に普及する。憲法に違反する政治の実態を究明し、順次発表する”と締め括られている。 

 二つ目の夢・希望はパンフレット 76 頁「完全護憲の会」設立趣意書の頁を再度読み進めるなかで、次か

ら次へと色々の事が想起され、今後の会の活動が目に浮かんで来た。 

 先ず始めの「現状の認識」、「われわれの使命」そして「当面の活動」をみて、この会は新しい憲法（昭和

憲法）下の“明確に政治団体”を宣言したものである。しかし「完全護憲の会」は一つの結社である。結社

には多様な人々が集まってくるはずである。多様な人々が集まるのは力である。 

 例えば本会の性格について、政治団体であるとしても実践活動の主要な姿を思い浮かべるその内容はまた

多様である。ある人は「出版機関」と捉えるであろう。一方ある人は「学術団体」「研究会」「勉強会」と考

えているかも知れない。また政治団体である以上、主要な活動の性格から「啓蒙団体」と捉える人もいるだ

ろう。また社会の屏息状態からの護憲派の「サロン」でありたいと願う人もあろうかと思う。しかし、「完全

護憲の会」設立趣意書は、これらいづれか一方にも陥らない事を“自戒”しているかに思えた。 

 さて憲法と国家についてだが、文章になった憲法法典がなくともブリティッシュ・キングダム（大英帝国）

の様に「成文憲法典」が存在するかの如く成り立っている国がある。その一方で近代国家で最も早く憲法典

を持ち、結果として奴隷解放の南北戦争（シビル・ウォー）を体験し民主政治の原則とも云える「人民の、

人民による、人民のための政治」を、とのリンカーンの演説を生み出した国アメリカもある。 

 しかし、この国はその地域に三百万乃至六百万人も居住していたとされる先住民族（ネイティブ・アメリ

カン）を感染症の持ち込みも加わり、二十万余まで剿滅しつつ成立していく「移民国家」であった。そして、

その先住民を不毛の「居留地」に押し込め、初期の「条約」を「タテ」に外国人扱いとしている。そればか

りか、憲法理念に全く反する「白色人種至上主義者」の南部地域における暴力を許し、内戦の目的となった

当のその黒色人種を、国の半分では久しく全く憲法の外にしてしまっていた。 

 また、ソビエト社会主義共和国連邦は堂々たる成文憲法典を高々と掲げながら、全く異なった国になって

しまった例もある。 

 1919 年、第一次世界大戦でドイツ連邦共和国が成立した。そしてワイマールで開かれた国民議会で制定

した自由主義的民主主義共和国建設を目標とした憲法を制定、そこには「国民主権」普通選挙の承認に加え、

「生存権の保障」三権分立基調など二十世紀「民主主義憲法」の典型とされた憲法であったが、そのめざし

た国とは違った方向に国を進めてしまい、「ホロコースト」まで起こしたナチス政権を作ってしまった。 

 第二次世界大戦は、米、英、中、後にソ連も加わった「ポツダム宣言」を我が大日本帝国が受け入れて 1945

年 8 月 15 日に終わった。それは同時に「大日本帝国憲法（明治憲法）」の消滅を意味していた。 

 そこで改めて「憲法」とは一体何なのかを教科書的、一般的理解を、私自身が確認するためにと、手元の

電子辞書を引いてみた。その辞書名は「カシオＥＸ・ｗｏｒｄ」である。 

 ブリタニカ国際大百科事典「憲法の項目」を以下少し長くなるが、この小論に敢えて次に引用する。 

 「憲法の話には、およそ法ないし掟の意味と国の根本秩序に関する法規範の意味と二義があり、聖徳太子

の「十七条憲法」は前者の例であるが、今日は一般には後者の意味で用いられる。後者の意味での憲法はお

よそ国家のある所に存在するが（実質憲法）、近代国家の登場とともにかかる法規範を一つの法典（憲法典）

として制定することが一般的となり（形式憲法）、しかも、フランス人権宣言 16 条にうたわれているように、

国民の権利を保障し、権力分立制を定める憲法のみを憲法とする観念が生まれた（近代的意味の憲法）。 

（1）17 世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定、変革という重大

な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、社会諸勢力の違いや階級の対立は、

重大な憲法解釈の対立とともに政治的、イデオロギー的対立を必然的に伴っている。したがって憲法は政治

の基本的ルールを定めるものであるとともに、社会諸勢力の経済的、政治的、イデオロギー的闘争によって

維持、発展、変革されてゆくという二重の構造を持っている。 

（2）憲法の改正が、通常の立法手続きでできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、



10 

 

今日ではほとんどが硬性憲法である。近代的意味での成文硬性憲法は、国の法規範創設の最終的源である（授

権規範性）とともに、法規範創設を内容的に枠づける（制限規範性）という特性を持ち、かつ一国の法規範

秩序の中で最高の形式的効力を持つ（最高法規制）。日本国憲法98条第１項は憲法の最高法規制を明記する。

－中略－なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規制を確保することを、憲法保障と

いう。」と出ている。 
 

 以上が引用全文である。少し長くなったが、この後に憲法の変動、成文憲法、不文憲法の解説が続く。 

 以上の辞書的知識をベースとして現行「日本国憲法」を捉えると、それ自体が社会諸勢力との経済的、政

治的、イデオロギー的闘争そのものになる。そこで「完全護憲の会」に集う人々の日本国憲法観を文章で示

したのがパンフレット「日本国憲法が求める国の形」「完全護憲の会」設立趣意書の 76 頁「日本国の憲法の

理念」に集約されているとみられる。これは単に日本国憲法の理念を示したのみでなく、「完全護憲の会」の

「実践的政治団体」としての「マニフェスト」であり行動指針でもある。私の第二の夢・希望は大きく膨ら

んだ。 

 ひょっとするとこの会が未だ日本では例を見ない全く“新しい学習する政党”に発展していくのではない

か？との夢・希望であった。 

 ドイツでは「草の根住民活動」から始まった「環境保護運動」は、政党「緑の党」を出現させた。 

 第二次世界大戦後、多くの国で国民的争点での闘いは全有権者の１％内外の差が多く、アメリカの様に有

権者得票数ではヒラリー・クリントンが多数を得ながらトランプが選挙人当選者数で勝利となるケースもある。 

 1960 年 5 月から 6 月に最高潮に達した「安保改定反対」の国民的大運動は、憲法の規定により改定条約

は「自然成立」となる。しかし日本では今後国民の深層意識にかかわる二極大闘争は当面起こりそうもない、

否、支配層がそれを避けている。 

 もし起きるとすれば、それは事あるごとに強化、実体化されつつある「天皇制」をめぐるものであろう。

あと一つは「米軍基地撤廃闘争」が、沖縄から本土に移り全国運動になる時である。現在は国民の深層意識

の中では国家権力保持派は「勝っている」との思い込みから国民的争点にはしようとはしていない。しかし、

現行の天皇制が守れそうもないと判断したとき、国民的争点として打って出てくる危険性が常に存在してい

る。しかし我が国の「代議制民主主義」は議員と有権者意識とは益々乖離を深めていきそうである。無党派

層の増大がその傾向を物語っている。そこで多分、我が国では国民の意識しない間に“国の形”がいつの間

にか変わってしまっている、そんな時代になっているのではないかと推断出来そうである。否、現代は刻々

その進行形の時代だと。 

そこで「完全護憲の会」設立趣意書「会員資格」を見ると“会員たることを秘することを求め得る”とある

のは「青年法律家協会（青法協）」の轍を踏まないとの深重さの上に、更に会員が国家権力機関である自衛隊

員、治安機関の警察、行政機関の職員まで拡大されることを予想しているかである。この項は会の壮大な展

望を秘めている。 

 次の「完全護憲の会」設立趣意書の「当面の活動」はすばらしい表現であるが、どこかにもう少し具体的

指針を示すべきではなかったかと思う。例えば戦争体験の集積と継承（特に学徒出陣者の戦争体験及び空爆

戦災被災者記録の発掘と継承）の様に。 

 次に完全護憲の会「会則」であるが、（目的）の第 3 条はあまりにも月並みである。ここに仮称“会員実践

当面の活動の指針とかの項”を掲げるのも一つの方法かと思う。（会員）に二種類の区分が存在することが第

4 条に出ているが、この表現ではイメージが湧かず判りづらい様に思う。“賛助会員”の後に（ ）して会報

等読者などとの文言を追加しては如何かと思った。 

 私は会員が学習活動に閉じ籠ってしまわないためにも、会則等に掲げるのではなく、次の規範と義務を負

うべきだと考える。 

一年に一人は会員を拡大する。 

一年に三人の賛助会員（刊行物・会報等読者）を拡大する。 

常に身の回りに憲法問題を語り合える仲間を持つ努力をする。 

 ところで次の「完全護憲の会」設立趣意書「会計」には入会金は一千円とする、としか記されていない。

この後に“費用は会員で適宜、分担する”とあるが、内容がつかめない。会と名のつく会にはすべて月又は

年会費が規定され、会費納入が会員規範となっている。しかし我が会則には会費規定がない。これは会費納

入以上の「内なる規範」を課しているかに思えてならない。 
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 会の基本的運営資金は「完全護憲の会」設立趣意書「会計」に“会員で適宜分担する”とあるが、その内

容は活動の中で得る、つまり会発刊のパンフレット等の普及販売等の活動によって得ることを想定している

からではなかろうか。 

 「完全護憲の会は個人加盟」の全く新しい「学習する政治団体」である。その実践活動は結果として政治

闘争であり、有権者の獲得競争でもある。 

 （2021 年 5 月 2 日） 

 

 

＜別紙 5＞  読者のひろば （ご意見・情報など、なるべく 600 字以内で投稿歓迎） 

【※以下は抜粋とし、当会編集より一部補足させていただいた。】 

■柘植淳平氏 

＊東京オリンピックの開催中止を! 

去年からズ～っと思っていたことですが やっと宇都宮さんが立ち上がってくれました。 

賛同の気持ちがある方は参加してください。 

何が何でもオリンピックを開くんだ という方はスルーしてください。 

 【※署名サイト Change.org： https://bit.ly/3w5y3dK  

  人々の命と暮らしを守るために、東京五輪の開催中止を求めます】 

＊尖閣諸島について以下の YouTube に孫崎享さんの解説がありましたので お知らせいたします。 

https://www.youtube.com/watch?v=lqW9OZccCVA&t=31s 

＊ミャンマーで起こっている事を心配しています。 

国会では入管法(どう見ても改悪としか思えません)が審議されています。この機会にミャンマーのクーデ

ターにも注目してください。【※以下、北海道放送報道局報道部・山崎氏よりの情報引用】 

4 月 24 日（土）に札幌で道内在住のミャンマー人らによる抗議集会とデモ行進がありました。これに

関してニュースと山崎の個人作成の動画配信をしていますのでお知らせします。 

■HBC ニュース「札幌でミャンマー国軍への抗議デモ」 

 https://www.hbc.co.jp/news/6abfacc39327168180e70fc64cb66c9b.html 

■山崎個人の動画「ミャンマー、そして日本へ」 

 https://www.youtube.com/watch?v=Wl0gDgnLD-M 
 

■週刊金曜日南部読者会・松島氏より情報共有 

 3 月 11 日福島原発過酷事故発生 10 年の日にドイツ政府が発信した「脱原発 12 項目」宣言について、先

に岡安さんが独語原文より部分要約翻訳をしていただき、配信しましたが、この度ドイツ在住の「奥村直

子」氏が全文翻訳を届けてくださいました。 

 岡安さんの労を称えつつ、あらためて皆さんに「翻訳文」を転送させていただきます。（PDF 版がすこし

重いファイルですがご容赦のほどを） 

【※参照：「福島原発災害 10 周年を機にドイツ連邦環境省が出した文書、「脱核完了のための 12 項目」

を訳しましたので、お送りします」 2021.05.09 http://osariki.blog.fc2.com/blog-entry-32866.html 】 
 

■デモ・リサ(Democracy Research・民主主義研究所)TV・森正孝氏 

「中国の若者たちは今! 日本人から見た中国の若者たち」 

*纐纈健司さんが語ります!!* 

Part1 https://youtu.be/wcul-Mstyfw  Part2 「731 部隊と中国の若者たち」 

Part3 「中国の若者たちの"今"!」   https://youtu.be/o6ky4-HoUZE 

https://youtu.be/qYvM_bO38Lo 
 

■村山談話を継承し発展させる会・藤田高景氏より特別講演会のお知らせ 

フランスのミッテラン元大統領が、四半世紀に渡って野党の座にあったフランスの革新勢力を野党共闘に

よって立て直し、政権を奪還して、今年で 40 周年を迎えます。 

https://bit.ly/3w5y3dK
https://www.youtube.com/watch?v=lqW9OZccCVA&t=31s
https://www.hbc.co.jp/news/6abfacc39327168180e70fc64cb66c9b.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wl0gDgnLD-M
http://osariki.blog.fc2.com/blog-entry-32866.html
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日本では今年はどんなに遅くとも秋までには衆議院解散・総選挙が行なわれます。 

コロナ対策の失敗・政治腐敗の横行・異論を許さない強権政治など、無策であるだけでなく、民主主義を

破壊する菅政権は、一刻も早く退陣させ、立憲野党を軸とする新しい政治を日本に実現しなければなりま

せん。 
 

特別講演会「ミッテランはいかにして野党をまとめ、政権を奪還したのか」 

  ―日仏ともに野党の共闘で、いざ、政権交代へ 

講演：吉田徹・同志社大学教授（ミッテラン政権に関する著書など数々の話題作を上梓） 

6 月 21 日（月）16：30～（開場 16 時から衆議院第一議員会館ロビーで入館証を配布） 

衆議院第一議員会館・地下 1 階・大会議室 ※要・事前予約（予約 200 名で締め切ります） 

連絡先（事務局）：murayamadanwa1995@ybb.ne.jp  090-9399-3941（松代）、090-8565-5407（小

山）、090-8808-5000（藤田） 

主催：村山首相談話を継承し発展させる会 

協賛：日仏共同テレビ局 France10 

【※詳細：http://www.labornetjp.org/EventItem/1620886553956staff01】 

 

 

◆当会への入会ご案内（会費は無料） 参照：https://kanzengoken.com/?page_id=6402 
 

    「完全護憲の会」入会申込書    No.            

氏      名  

ふ り が な  

入 会 年 月 日  ２０   年    月    日 

 メールアドレス  

住      所 〒 

電 話 番 号  

入会金（1000 円）     □支払い済み      □未払い 

目次に戻る 

http://www.labornetjp.org/EventItem/1620886553956staff01
https://kanzengoken.com/?page_id=6402

