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第 95 回例会・勉強会の報告 

 

3 月 27 日、都内・三田いきいきプラザにて第 95 回例会・勉強会を開催した（参加者 6 名；会員 79

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）。今回の例会は事務局の資料準備のために、政治の現況報告を先行して議論した。 

勉強会は、テーマを「ロシアのウクライナ侵攻と憲法 9 条の理念」とした。 

政治の現況報告で草野委員は、岐阜県警が中部電力子会社に風力発電施設建設反対住民の個人情報を

提供したことに対して、岐阜地裁が「違法」と判決したことの重要性について、「警察によるこのような

違法行為が社会に蔓延っている。北海道警の『ヤジ』排除による表現の自由圧殺もその一つ（別紙 3）。

市民運動、住民運動の抑圧が進んでいる」と指摘した。ロシアのウクライナ侵攻に関しては、「政府がウ

クライナへ防弾チョッキなどの防衛装備品を提供したことに野党はなぜ反対しないのか。これは軍事支

援である」「安倍元首相の『核共有』論の危険性」「岸田政権の国際法に反する敵基地攻撃能力検討の動

き」「ウクライナでは都市が破壊され人々が次々と殺されている。これらに護憲派がどう対決していく

のかが問われている」と問題提起した。 

事務局報告では福田代表から、来信 2 件、運営委員会における学習会の案内、「三鷹事件の真相を究

明し語り継ぐ会」の東京高裁への抗議活動と銀座における宣伝活動などの報告があり、別途、当会ニュ

ース配信担当者から受けたニュース配信のための準備資料を紹介し、全体討議を要請した。 

このニュース配信資料は、「戦争は地獄、巨悪の根源であることは言うまでもない。ただ、『本当の自

由・平和』を手に入れるには、戦争に至った『本当の原因・火種』の背景を、双方が『誠実に』理解し

合い、話し合って解決の道を探すことこそが『先決』であり、必須である」という立場から、「今回の危

機を呼んだ直接的な原因の一部は、むしろウクライナの国内問題にあると思われる」という観点から情

報を提示したものとなっている。議事の扱いとしては、この内容はロシアのウクライナ侵攻に関する問
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題提起であると受け止め、勉強会のテーマと併せて議論することとした。 

勉強会は、政治の現況について（別紙 2）として準備されていた朝日、読売、毎日、産経、東京の 2 月

25 日付け社説及び主張を題材とし、草野委員が冒頭に論評した。各紙のタイトルと本文の小見出しは以

下の通りである。 

朝日新聞【社説】 ロシアのウクライナ侵攻 秩序と民主を侵す暴挙だ 

         ・明白な国際法違反 ・独裁が生んだ暴走 ・安保再建へ協働を 

読売新聞【社説】 ウクライナ侵略 ロシアに暴挙の代償を払わせよ 

・国連憲章踏みにじる重大な挑戦 ・プーチン氏の身勝手  

・安保理の存在が問われている ・実効性のある制裁を 

毎日新聞【社説】 露がウクライナ攻撃 侵略行為を強く非難する 

         ・軍事行動の即時停止を ・国際社会が結束示すとき 

産経新聞【主張】 ロシア軍の侵攻 冷戦後最大の秩序破壊だ 厳しい制裁を即座に断行せよ 

         ・ウクライナとの連帯を ・時代錯誤が目にあまる 

東京新聞【社説】 ウクライナ侵攻 ロシアの無法を許さぬ 

         ・国際社会は結束を図れ ・大国の狭間の分断国家 

草野委員は以上の各紙の見解を報告した上で、「各紙はロシアのウクライナ侵攻の背景についてほと

んど語っていない。なぜこのような事態に至ったのかを明らかにするジャーナリズムの視点がないのは

なぜなのか」と批判し、「私たち護憲派は、ロシアのウクライナ侵攻に対して憲法 9 条の丸腰国防論を

どう説得力のあるものにできるかが問われている」と問題提起した。 

議論では、「まず第一にロシアはウクライナから撤退し停戦をすべきだ。また、米国・NATO は東方

不拡大を明らかにし、具体的停戦条件を提示すべきだ」「ゼレンスキーはNATO 加盟の意思がないこと

を明確にすべきである」「東部ドンバス地方でロシア民族が 8 年間に 15000 人も殺害されたとの情報も

あるが、これが本当かどうかは分からない」「国民投票で独立したいところは独立したらどうか」「この

戦争はプーチン一人が起こした戦争だ。取り巻きの声が届かなくなっている」「プーチンを米国が挑発

している。米軍の犠牲はゼロで軍産複合体は大儲けしている」「どちらにしても戦争になったら悲惨だ。

戦争にならないよう平時に外交努力で準備しておくことを痛感する」「外交努力はあったはずだが、そ

の前にどのようなことが出来たのか」「もっと前に遡ってロシアに戦争させないよう配慮した外交努力

が必要だった」「外交努力なしにプーチンはジョージアでもチェチェンでも同様のことを行っている」

「外交努力は当然であるが独裁国家では独裁者の利益が優先されている。独裁の構造が確立すると民意

が反映しなくなる。これは民主国家においても同様のことが起こる」「西側の東方拡大は戦争を誘発し

た一つの要因となっている。ソ連邦の崩壊後、NATO も同時に解散すべきだった。ロシアへの挑発が続

いたことを完全に否定することは出来ない」「プーチンは米国・NATOの罠に嵌ったといえる」「プーチ

ンは選挙で選ばれているので、完全な独裁者とはいえない」「プーチンの要求を受けウクライナが非武

装中立であれば侵攻されなかった。非武装中立に有効性はある」「理性的に考えれば憲法 9 条の理念で

ある。侵攻に反撃すれば核戦争まで拡大していく危険性がある」「丸腰国防論は、国土は失っても国民が

残り、全員死ぬことなく 50 年から 100 年かけて復活する憲法 9 条の理念である」「『どんな戦争も自衛

のため、といって始まる。そして苦しむのは、世間一般の人々なのだ。騙されるな。』という野坂昭如の

言葉を思い出す」「軍備増強には際限がない。平和外交を積み重ねるべきである。ガンジーの無抵抗主義

を再考すべきだ」などの意見が出された。 
 

なお、4 月の例会・勉強会は通常の通り開催する予定である。 
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＜別紙 1＞  事務局報告 

                     福田玲三（事務局） 

１）来信 

 ➀「三鷹事件」について  三鷹事件の真相を究明し語り継ぐ会 

  無実の死刑囚竹内景助氏第 2次再審申立事件 

  東京高等裁判所第 5刑事部異議審において、突然しかも一方的な「申立棄却決定」。3月 1日裁判所

は突然「本日決定を出します」と弁護団に連絡してきました。内容は不当にも「確定判決等の事実関

係に合理的な疑いを生じさせるものはない」と一方的な判断によるものです。弁護団は 3月 7日に特

別抗告の申立を行いました。 

  次の段階は最高裁判所での闘いです。最高裁判所あての要請署名を近日中におくります。支援者の

皆さんには東京高裁あて団体・個人要請署名にご協力頂きましたが、改めて最高裁あて再審開始を求

める要請署名にご協力をお願いいたします。 

 裁判所への抗議と宣伝行動 

3 月 24 日（木） 12：30 東京高等裁判所前 

14：00 銀座マリオン前      

（3月 18日）             

 ②新役員ご一同様    小久保和孝（札幌市） 

 ニュース 98号 P.４ 第 3議案「2022 年度活動計画について」を見ました。 

  7.会員の拡大について  

１）会員 100人をめざす（現在 79名、昨年度 71 名） 

２）その方法として、①現ニュース送付者のうち読者になっている方に入会を呼びかける。②現会

員に会員拡大の協力を依頼する。 

  との記事を見ました。会員拡大の発想が生まれ、会の活動方針に正式になった事、喜びに耐えませ

ん。新役員は 10 名。上記７．の２）➀は一般会員には不明。従って➀は役員の仕事となる。おひとり

一名の拡大ができれば計１０名。もしも 2 人の拡大に努力下されば一挙に目標達成することになる。

そんな奇跡は起こらないでしょうが、これこそ②現会員に大きなエネルギーを与えることになるでし

ょう‼          （2月 26日） 

 

２） 当会運営委員会で学習会「『被爆朝鮮人の歴史と現在』に寄せて」（資料参照＜別紙 4＞） 

松村高夫慶応大学名誉教授の「『被爆朝鮮人の歴史と現在』に寄せて」の論文について、次回 4月 3

日の運営委員会で学習する。レポートは栁澤委員が担当。参考文献として李栄薫編著『反日種族主義』

（文芸春秋）および渡辺延志著『歴史認識 日韓の溝』（ちくま新書）が挙げられている。 

 

３）東京高裁への抗議と宣伝行動の報告 

 3 月 24日（木）、三鷹事件の抗議と宣伝活動は 12時 30 分より東京高等裁判所前で、ついで 14 時よ

り銀座マリオン前で行われた。 

 裁判所前では、「三鷹事件の真相を究明し語り継ぐ会」の吉村勝雄事務局長や古川啓代表世話人が、

三鷹事件の一審、二審、最高裁決定と今回の「申立棄却決定」の不当性に抗議するとともに、12 時 30

分から 1 時間、歩行者にリーフレットを配って呼びかけた。ついで銀座マリオン前では、さらに手塚

長三代表世話人が歩行者に対して 14時から 15時まで訴え続けた。 

今回の抗議・宣伝活動へ参加者は 10 名程だったが、「三鷹事件の真相を究明し語り継ぐ会」による

同様の活動は毎月 15 日、三鷹駅頭で継続して行われている。 
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４）ウクライナ戦争に関する論評を当会ホームページへ掲載 

 ウクライナ戦争についての論評（森正孝氏・映画『侵略』上映委員会の「ニュース 3.1号」所載）が

当会・福田玲三代表宛てに寄せられたので、これを当会のホームページ会員ブログへ投稿した。 

 同論評の要旨：ウクライナ戦争を直ちに停戦せよ。ロシア軍は直ちにウクライナから撤退せよ。米・

NATO は東方拡大するな。殺すな，焼くな、攻撃するな。話し合え、交渉で解決せよ。 

                            （3月 13 日） 

５)  集会の案内              

◇迫る憲法の危機―参院選をどう闘うか 

――共同テーブル・発起人と市民の徹底討論―― 

・4 月 13日（水）18：15~20：15 

・港区産業振興センター・11 階ホール（大） ・資料代 800円 ・発起人代表 佐高 信 

・共同テーブル連絡先 090－8808－5000（藤田高景）  E メール  e43k12y@yahoo.co.jp  

◇日中国交正常化 50 周年記念・緊急集会    ※必ず、事前申し込みが必要です。 

――米国の反中包囲網の手先となることは許されない―― 

――アジアとの友好・連帯を基軸に据えなければならない―― 

・4 月 14日（木）14：00～（開場 13：30） 

・衆議院第一議員会館・地下 1 階・大会議室  ・代表呼びかけ人 浅井基文ほか 32 名 

・主催 日中国交正常化 50周年記念・緊急集会実行委員会 

    ・連絡先 090－9399－3941（松代修平） E メール murayamadanwa1995@ybb.ne.jp  

◇『週刊金曜日』（東京南部読者会） 

・４月 2２日（金）18：０0~20：30 

・大田区消費者生活センター（JR蒲田駅東口 徒歩 2分）  

 

６）当面の日程 

   第 97 回運営委員会  4月 3 日 13：00～  三田いきいきプラザ集会室 B 

   第 96 回例会・勉強会 4月 24 日 13：30～16：30 新橋ばるーん 304学習室 

   第 98 回運営委員会  5月 1 日 13：00～  三田いきいきプラザ集会 B 

   第 97 回例会・勉強会 5月 22 日 13：30～16：30 新橋ばるーん 205学習室 

   第 99 回運営委員会  5月 29 日 13：00～  三田いきいきプラザ講習室 

   第 98 回例会・勉強会 6月 26 日 13：30～16：30 三田いきいきプラザ講習室（仮） 

 

 

＜別紙 2＞   政治の現況について 

 

（１）主なニュース一覧（2022/2/21－3/20） 

＊岐阜地裁、県警の個人情報提供「違法」判決。住民への賠償命令（2022/2/21） 

＊大阪高裁、旧優生保護法訴訟で国の賠償責任初認定。「除斥期間」不適用（2022/2/22） 

＊ロシア軍、ウクライナに軍事侵攻開始（2022/2/24） 

＊岸田首相、参院予算委で安倍元首相提起「核共有」を否定（2022/2/28） 

＊衆参両院、ロシア非難決議を採択（2022/3/1､2） 
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＊国連特別総会、ロシア非難決議案採択、141 カ国が賛成（2022/3/2） 

＊衆院憲法審査会、オンライン国会開催現行憲法で可能との報告書決定（2022/3/3） 

＊最高裁、福島原発集団訴訟で東電の賠償責任認める（2022/3/4） 

＊政府、ウクライナへ防弾チョッキなどの防衛装備品を提供（2022/3/4） 

＊政府、新型コロナまん延防止等重点措置を 18都道府県で再延長。21 日まで（2022/3/4） 

＊東京高裁、大阪高裁に続いて旧優生保護法訴訟で国の賠償責任認定（2022/3/4） 

＊政府、3月 21 日で新型コロナまん延防止措置全面解除方針（2022/3/16） 

＊福島県と宮城県で震度 6 強の地震発生。福島県沖震源マグニチュード 7.4 （2022/3/16） 

 

（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 中日新聞 022 年 2 月 21日  ニュース記事 

岐阜県警の個人情報提供「違法」 地裁、住民への賠償命令 

 岐阜県西濃地域の風力発電施設の建設計画を巡り、自分たちの個人情報を県警大垣署員が中部電力子

会社のシーテック（名古屋市）に提供したとして、建設反対派の住民ら男女 4 人＝同県大垣市＝が、県

などに計 440 万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、岐阜地裁は 21 日、県に計 220 万円の支払い

を命じた。「情報提供はプライバシーの侵害で違法」と判断した。 

 鳥居俊一裁判長は、2013～14 年に計 4 回開かれた情報交換会で、大垣署警備課がシ社に伝えた 4 人

の市民運動への参加歴、病歴などは「プライバシー情報」と指摘。「住民らの活動で公共の安全に危害が

及ぶ危険性は生じていなかった」と、県警による情報提供の必要性を否定した。 

 その上で「原告は積極的、意図的に対立の相手方であるシ社に情報提供され、精神的損害を被った」

と認定。市民運動への参加歴は、思想信条に関わる情報で「要保護性が高い」とも述べ、県が 4 人に各

55 万円ずつ支払うよう命じた。 

 一方、住民側は県警による情報収集自体を違法だと訴えていたが、「万が一に備えて情報収集をする

必要があったことは否定できない」と言及。「違法とまではいえない」と判断した。 

 住民らは県警と警察庁が収集した個人情報を保有していると推認して、抹消も請求していたが、「情

報が特定されていない」として退けた。 

 県警は「判決を真摯（しんし）に受け止めている。内容を検討した上で今後の対応を決める」とコメ

ントした。（以下略） 

 

② 毎日新聞 2022 年 2月 22 日  ニュース記事 

旧優生保護法訴訟、国の賠償責任を初認定 大阪高裁が逆転判決 

 旧優生保護法（1948～96 年）下で不妊手術を強制されたとして、近畿地方に住む夫婦と女性の計 3人

が国に計 5500 万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁＝太田晃詳（てるよし）裁判長

＝は 22 日、旧法を違憲と判断した。その上で、不法行為から 20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」

を理由に請求を棄却した 1 審・大阪地裁判決を変更し、国に賠償を命じた。一連の訴訟で旧法の違憲性

と国の賠償責任をいずれも認め、原告側が勝訴したのは初めて。 

 全国 9 地裁・支部で起こされた同種の訴訟で、初の高裁判断だった。地裁判決では 4 件の違憲判断が

出ているが、いずれも賠償請求を退けて原告側が敗訴していた。 
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③ 夕刊フジ 2022 年 2月 28 日  ニュース記事 

安倍氏「核共有」政策の議論を 「世界でどのように安全が守られているか…タブー視してはならな

い」 

自民党の安倍晋三元首相は 27 日のフジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」で、米国の核兵

器を自国領土内に配備して共同運用する「核共有（ニュークリア・シェアリング）」について、国内でも

議論すべきだとの考えを示した。ロシアによるウクライナ侵攻を踏まえ、「日本は核拡散防止条約（ＮＰ

Ｔ）の加盟国で非核三原則があるが、世界ではどのように安全が守られているかという現実について議

論していくことをタブー視してはならない」と述べた。 

同時に「被爆国として核を廃絶するという目標は掲げなければいけないし、それに向かって進んでい

くことが大切だ」とも語った。 

安倍氏は、ソ連崩壊後にウクライナが核兵器保有を放棄する代わりに米国とロシア、英国が主権と安

全保障を約束した 1994 年の「ブダペスト覚書」に言及して「もしあの時、戦術核を一部残し、活用で

きるようになっていればどうだったかという議論も行われている」と指摘。そのうえで、「さまざまな選

択肢をしっかりと視野に入れながら議論すべきだ」と強調した。 

米国との核共有は北大西洋条約機構（NATO）加盟国の一部の国で採用されている。 

 

④ 東京新聞 TOKYO Web 2022 年 2 月 28 日  ニュース記事 

岸田首相が「核共有」を否定 安倍元首相が議論提起も「非核三原則」から認めず 

岸田文雄首相は 28日の参院予算委員会で、米国の核兵器を日本国内に配備し日米で共同運用する「核

共有」について「非核三原則を堅持するわが国の立場から考えて認められない」と否定した。自民党の

安倍晋三元首相が 27 日のフジテレビ番組で議論を始めるよう促したことを受け、立憲民主党の田島麻

衣子氏が見解をただしたのに答えた。林芳正外相も核兵器の保有、製造、搬入を禁じる政府方針に関し

「考えに変わりはない」と説明した。（川田篤志） 

核共有は、米欧の軍事同盟・北大西洋条約機構（NATO）が導入している政策で、米国の核兵器を非

核兵器国に置き、使用に当たっては戦闘機による運搬なども担う仕組み。安倍氏は番組内で、ソ連崩壊

後に核兵器を手放したウクライナがロシアに軍事侵攻されたことを踏まえて「世界の安全がどのように

守られているのかという現実の議論をタブー視してはならない」と訴えた。 

◆原子力基本法にも違反 

日本への核共有政策の導入は、非核三原則のほか、原子力の利用を平和目的に限る原子力基本法にも

反する。非核兵器国が核兵器を受領したり製造したりしないよう定める核拡散防止条約（NPT）に抵触

する可能性も指摘される。従来の方針を転換することで、地域に軍拡競争を招く「安全保障のジレンマ」

に陥る恐れもある。 

しかし、これまでも自民党内からたびたび議論が提起され、石破茂元幹事長や河野太郎広報本部長は

ブログなどで核共有政策の導入を検討する必要性に言及している。 

28 日の首相の答弁を巡っては、日本維新の会の藤田文武幹事長が記者団に「中長期的に国家の安全保

障環境をどうつくっていくかという議論はタブーなくやるべきだ」と述べた。 

一方、共産党の小池晃書記局長は記者会見で、安倍氏の発言について「非核三原則は国是だ。それを

踏みにじるような発言をすることは断じて許されない」と批判した。 
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⑤ 読売新聞 オンライン 2022 年 3 月 1日  ニュース記事 

衆院、ロシア侵攻を「最も強い言葉で非難」…れいわ新選組除く与野党の賛成多数で可決 

 衆院は 1 日の本会議で、ロシアによるウクライナ侵攻を「最も強い言葉で非難する」とした決議を、

れいわ新選組を除く与野党の賛成多数で可決した。即時の攻撃停止と部隊撤収をロシアに求めた。 

 決議は、ロシアの行動を「侵略」と位置づけ、「ウクライナの主権と領土の一体性を侵害し、武力の行

使を禁ずる国際法の深刻な違反だ」と批判した。「日本が位置するアジアを含む国際社会秩序の根幹を

揺るがしかねない」との認識を示した。 

 日本政府に対しては、ウクライナ在住の邦人の安全確保に全力を尽くすことと、制裁を含めた「厳格

な対応」を求めた。 

 決議は衆院の山口俊一・議院運営委員長（自民党）ら超党派の議員が提出した。 

 

⑥ 毎日新聞 2022 年 3月 3日  ニュース記事 

対ロシア非難決議案採択 141カ国が賛成 国連特別総会 

国連総会（加盟 193カ国）は 2日、ウクライナ危機をめぐる緊急特別会合で、ロシア軍の完全撤退な

どを要求する決議案を 141カ国の賛成多数で採択した。決議に法的拘束力はないが、侵攻に踏み切った

ロシアを非難する国際社会の政治的意思を示した。 

反対は 5（ロシア、ベラルーシ、シリア、北朝鮮、エリトリア）、棄権は 35。 

国連総会は 2014年、ロシアによるウクライナ南部クリミア半島の編入を認めない決議案を賛成 100、

反対 11、棄権 58 で採択。これを大きく上回る賛成が集まったことで、ロシアの孤立ぶりが浮き彫りに

なった形だ。 

日本も共同提案国に加わった。前回 14 年の採決では棄権に回ったが、今回は賛成に転じた国も相次

いだ。 

決議は「（侵攻は）欧州で何十年もなかった規模であり、戦争の惨劇から今の世代を救うために緊急の

行動が必要だ」と訴えている。ロシア軍の即時無条件での完全撤退を要求。ウクライナ東部の親露派支

配地域の「独立承認」を撤回することも求めた。 

一方、支持を増やすためにウクライナ侵攻について「最も強い言葉で遺憾の意を示す」という表現に

とどめた。【ニューヨーク 隅俊之】 

 

⑦ JIJI.COM 2022年 3 月 3 日  ニュース記事 

オンライン国会、現行憲法で「可能」 衆院審査会で各党合意 

 衆院憲法審査会は 3 日午前、緊急時のオンライン国会審議をめぐり総括的な討議を行った。憲法 56

条第 1項が定める「出席」の解釈について「緊急時等には例外的にオンライン出席も含まれる」との報

告書を決定。これまで、自民党は憲法改正が必要との立場だったが、解釈で可能とする各党の主張を受

け入れた。近く細田博之衆院議長に説明する。 

 同項は、衆参両院本会議の定足数を「総議員の 3 分の 1 以上の出席」と規定。報告書はこれに関し、

今国会中に行われた計 3 回の議論を紹介する形で、「緊急事態が発生した場合等において本会議開催が

必要と認められるときは、例外的に『オンラインによる出席』も含まれると解釈できる」と明記した。 

 その根拠については、国会内のルールを国会議員が自ら決定する「議院自律権」を挙げた。ただ、オ

ンラインでの「出席」が認められるかどうかは、憲法学者の間でも意見が割れている。 
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⑧ 東京新聞 TOKYO Web 2022 年 3 月 3 日  ニュース記事 

福島第一原発事故で東電の賠償確定 避難集団訴訟で初 国の責任は統一判断へ 最高裁 

 東京電力福島第一原発事故で避難した住民らが国と東電に損害賠償を求めた 3件の集団訴訟で、最高

裁第 2 小法廷（菅野博之裁判長）は東電の上告を退ける決定をした。裁判官 4人全員一致の結論。2日

付。二審判決のうち、約 3600人に総額約 13 億 9千万円の支払いを命じた部分が確定した。各地で起こ

された避難者の集団訴訟で、東電の賠償責任が確定するのは初めて。 

 一方、第 2 小法廷は 3件の訴訟について、国と住民側双方の意見を聞く上告審弁論を 4 月にそれぞれ

開くと決めた。二審判決は 2 件が国に賠償を命じ、1 件は請求を棄却。国の責任を巡り結論が分かれて

おり、最高裁は判決で今年夏にも統一判断を示す見通し。（共同） 

 

⑨ 朝日新聞 デジタル 2022年 3 月 4 日  ニュース記事 

ウクライナに防弾チョッキなど提供へ 異例の支援に首相「強い連帯」  

 ロシアによる侵攻が続くウクライナに対し、日本政府は 4 日、自衛隊の防弾チョッキやヘルメットを

無償提供する方針を決めた。条件付きで武器輸出を認める「防衛装備移転三原則」で定める防衛装備品

にあたる。政府は提供が禁じられる「紛争当事国」にウクライナは当たらないと判断した。ただ、実際

に武力攻撃を受けている国に防衛装備品を提供するのは異例。戦時下の当事国に対する事実上の軍事支

援にあたる恐れがあり、議論を呼びそうだ。 

 岸田文雄首相は 4日、記者団に「ウクライナへの強い連帯を示す」と強調。「困難に直面するウクライ

ナを支えるため、一日も早く必要な物資を届けたい」と語った。 

 政府は 4日午後、首相官邸で国家安全保障会議（NSC）を開き、支援方針を決めた。提供するのは防

弾チョッキやヘルメットのほか、防寒服、テント、カメラ、衛生資材、非常用食糧、発電機など。週明

けにも自衛隊機などでウクライナの隣国に運ぶ。 

（以下、略） 

 

⑩ 読売新聞 2022 年 3月 12 日 

【社説】国会安保論戦 抑止力をどう強化していくか 

 ロシアの暴挙により、国際社会の平和が深刻な危機に直面している。国際連携を強化すると同時に、

日本の防衛力を高めるための具体策を与野党が積極的に論じねばならない。 

 参院予算委員会が開かれ、ロシアによるウクライナ侵略をめぐり各党が論戦を交わした。 

 岸田首相は「国際社会は、国際秩序の根幹を守り抜くために 毅然（きぜん）として行動し、こうした

暴挙には高い代償が伴うことを示していかなければならない」と述べた。 

 先進 7 か国（G7）による経済制裁の実効性をさらに高め、軍事行動を直ちに終わらせるよう、プーチ

ン露大統領に圧力をかけていく必要がある。 

 日本は、軍備増強を図る専制主義国家に囲まれており、安全保障環境は一段と悪化している。 

 ロシア海軍の艦艇 10 隻は 10 日から 11 日にかけて津軽海峡を通過した。北朝鮮は最近、大陸間弾道

ミサイル（ICBM）級のミサイル 2 発を日本海に発射している。 

 中国は尖閣諸島周辺での領海侵入を常態化させ、覇権主義的な振る舞いを強めている。 

 自民党の松川るい氏は予算委で、「ウクライナで主権と領土の侵害を許容すれば、台湾や尖閣諸島に

もよくない影響がある」と指摘した。中国などの相次ぐ挑発行為を看過することはできない。 
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 ウクライナ情勢を受け、ドイツは国防費を大幅に増額する方針に転じた。日本も、防衛力を抜本的に

強化することが急務だ。 

 岸防衛相は、中国や北朝鮮の急速なミサイル技術の進化に対し、十分な備えができていない日本の実

情を指摘したうえで、敵基地攻撃能力の検討を進めることについて理解を求めた。 

 自衛のためにミサイル発射基地などを破壊する反撃能力を保有すれば、日本への攻撃を思いとどまら

せる効果が期待できる。国際法に反する先制攻撃とは異なる。 

 年末の国家安全保障戦略見直しに向け、具体的な装備や運用のあり方を含めて、与野党で議論を深め

ていくことが不可欠である。 

 政府はウクライナに対し、防弾チョッキなどを供与した。一方的に侵略を受けている国を支援するも

のであり、野党の多くも支持したのは適切だ。 

 安倍元首相らは、核兵器を米国と共同運用する「核戦力共有」の議論を求めているが、通常兵器によ

る反撃能力の検討を進めることが先決である。一足飛びに論点を拡散させ、議論の混乱を招くことは避

けなければなるまい。 

 

 

＜別紙 3＞ 当会ホームページ会員ブログへの投稿より 

 

◆選挙演説での「ヤジ排除裁判」で憲法違反判決（https://kanzengoken.com/?page_id=6303） 

柳澤 修 

2022年 3月 25 日札幌地裁は、2019年の参議院選挙の応援演説をしていた当時の安倍首相に対して、

「安倍辞めろ」「増税反対」などのヤジを飛ばした男女が、北海道警の違法な排除を受け、憲法に保障さ

れた「言論・表現の自由を侵害された」として道に損害賠償請求した訴訟の判決で、原告の訴えを全面

的に認め、88万円の賠償を命じた。 

判決は表現の自由について「民主主義社会を基礎づける重要な権利であり、公共的・政治的表現の自

由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されるべきだ」と指摘。原告らのヤジは公共的・政治的表現

行為だと認めた。さらに、警察官らは原告らのヤジが安倍氏の演説の場にそぐわないものと判断して「表

現行為そのものを制限した」と結論づけた。 

今国際社会の関心はウクライナ戦争で、特にロシアでは「戦争反対」を叫ぶこともできない「表現の

制限」社会となっており、日本もまた太平洋戦争中は極端な「表現の制限」を経験した。また現在でも

日本の表現の自由度は国際的にも低ランクと言われる中、至極真っ当な判決ながら、大ニュースになら

ざるを得ない現状である。 

この判決の新聞社のネット報道を見ると、朝日、毎日、東京などは専門家の意見を載せるなど大きく

扱っているが、読売は事実のみ、産経は記事さえ見つからない有様で、新聞社が最も関心を寄せなけれ

ばならない政権批判などの「表現の自由」に対する矜持が全く感じられないのは残念としか言いようが

ない。 

なお、排除された原告は警察官 7名を刑事告発していたが、札幌地検は違法性はなかったとして不起

訴処分としていた事件。全国の警察はこの判決を重く受け止めるとともに、地検の不起訴処分を根拠に、

間違っても控訴などしてはならない。 

2022 年 3 月 26日 
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＜別紙 4＞  当会運営委員会での学習会 資料 

  「『被爆朝鮮人の歴史と現在』に寄せて」 

松村高夫氏・著（慶応大学名誉教授・米国の原爆投下の責任を問う会共同代表） 
 

はじめに――何が問題なのか 

・広島、長崎の原爆投下での被爆者数 70万人   朝鮮人 7万人（10％） 

・同上             死者数 23万人  4 万人（17％） 

・広島、長崎は軍需産業が多く、産業に従事又は居住していた朝鮮人が多かった。 

・被爆し負傷した朝鮮人 3 万人のうち 2 万 3 千人が韓国に帰国、その多くが慶尚南道はハプチョンに

帰還し、「韓国のヒロシマ」と呼ばれるが、原爆症の病院もなく、困窮して苦難の人生を歩む。 

・下記に示すように、在外被爆者に対する被爆者援護法の適用は遅々として進まず、ようやく司法判

断により進むという有様であった。 

・2021 年 3月現在の在外被爆者手帳所持者は約 2,785 人 
 

※在外被爆者に対する支援の歴史 

1978年最高裁判決  ：不法滞在者にも原爆医療法適用の判決、但し日本に現在する者 

            渡日すれば手帳申請や手当受給可能、但し出国すれば失権 

2002年大阪高裁判決：出国しても手当受給権あるとの判決を受け 2003 年より適用開始 

           手帳交付申請のための渡日旅費支給等実施 

2005年福岡高裁判決：海外からの手当支給申請認める判決を受け、同年在外公館を通じた支給申請

可能となる。但し手帳申請は渡日が必須のまま 

 2008 年援護法改正  ：国外からの手帳申請が可能となる 

 

松村氏は、朝鮮人被爆者、特に帰国した被爆者が被爆者援護法の枠外におかれた、いわゆる「被爆朝

鮮人問題」について、「強制連行」と「原爆投下」に関する歴史を正確に把握することが必要だと説き、 

 １）「強制連行はなかった」という歴史改竄主義 

      ⇒ 植民地近代化論の再生産、皆が自由意思で来たという言説の流布 

 ２）原爆投下正当化論 

      ⇒ 戦争が早く終結し犠牲が最小限（米国）、日本支配からの独立（韓国） 

以上の２つの誤りを、日韓が共有すべきであると主張し、上記二点について自説を展開している。 

 

[参 考] 

強制連行・強制労働について松村氏は、『朝鮮人強制連行の記録』を著した朴慶植氏の見解を全面的に

支持し、『反日種族主義』における李宇衍氏の見解を否定しているが、それの真偽を確認するため、『半

日種族主義』と渡辺延志氏『歴史認識日韓の溝』での論考を確認。 

渡辺氏は、歴史の掘り起こしをした研究者の記録から、日本人の朝鮮人に対する根深い差別意識が強

制連行・強制労働の根本にあったとの見解を示している。 

０．秀吉の朝鮮侵攻、明治初期の征韓論 
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１．日清戦争の端緒ともなった朝鮮における「東学農民戦争」での、日本軍による朝鮮人の大量虐殺

（1894 年～1895 年、死者 1,000人以上） 

２．三・一独立運動の日本軍による大弾圧（1919 年、死者 900 人） 

３．関東大震災における在日朝鮮人の大量虐殺（1923 年、死者数千人） 

いずれも日本軍あるいは政府・警察は記録を廃棄などして、被害の実態は不明であるが、明治政府の

征韓論以来、朝鮮を差別する日本人の精神構造が出来上がり、それが少なくとも敗戦時まで続いたこと

は否定できないのではないか。（敗戦までといわず現在に至るまで残滓が残っているともいえる） 

 そうしてみれば、朴慶植氏及び松村氏の認識が正しいと考えるのが適切ではないか。 

 

日韓の歴史認識の違い 

 日本政府・李宇衍 朴慶植・松村高夫 

併合 合法（日韓政府の合意あり） 非合法（武力背景で合意なし） 

強制連行 

強制労働 

1943~1945年 

徴用時のみ 

1939~1945年 

大量集団募集・官斡旋・徴用期間 

待遇差別 日本人と同じ 過酷な現場への配属（主に炭坑） 

低賃金、強制預金 

補償 1965年日韓請求権協定で解決済み 不法な強占時における強制労働は政

府間協定の範囲外 
 

 

 

 

 

 ◆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 


