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第 100 回例会・勉強会の報告 

 
8 月 28 日、都内・新橋ばるーんにて第 100 回例会を開催した（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）。勉強会は、戦後 77 年にあたる 8月 15 日の各紙論調を題材に意見交換した。 

事務局報告では福田代表から、①来信 2 件の紹介、②シリーズ 13 号の編集状況、③会員ブログ（別

紙 3）、④国葬に反対する各種集会の案内、などがあった。 

政治の現況報告では草野委員から、「岸田内閣の国葬に対する違憲提訴」「核拡散防止条約（NPT）再

検討会議」「広島・長崎、被爆 77年平和祈念式典」「中国、台湾周辺で大規模軍事演習」などの報告を受

けた。 

政治の現況を巡る議論では、国葬と旧統一協（教）会に関して意見が集中した。 

国葬では、「国葬開催で岸田首相は判断を間違った」「国葬開催は安倍派に取り込まれた結果だ」「国葬

で安倍元首相を神に祭り上げようとしている」「国葬は大衆闘争で撤回させるべきだ」「国葬開催の法的

根拠はない」「法的根拠がなくても内閣がなんでもできるのか」「国会での議論もなく、内閣法制局は操

り人形となっている」「岸田政権は国会軽視の安倍政治を踏襲している」といった意見が出された。 

旧統一協会については、「韓国の KCIA が文鮮明を作りあげた」「文鮮明は米国では事業拡大、日本で

は霊感商法で組織を拡大していった」「右翼は統一協会を批判しない」「右翼政治家ともたれあっている」

「岸信介元首相の援助で勝共連合が設立された」「米国・CIA の反共政策を背景に岸・安倍家 3 代にわ

たる旧統一協会との癒着が根底にある」などの意見が出された。 

勉強会は、8月 15 日の朝日新聞、読売新聞、産経新聞、東京新聞の社説と主張を読み合わせて意見交

換した。各社説のタイトルは以下の通りである。 

朝日新聞 戦後 77年と世界 平和の合意点を探る時だ 

読売新聞 終戦の日 侵略許さぬ国際秩序築き直せ 

http://kanzengoken.com/


2 

 

産経新聞 終戦の日に 抑止力を高め平和を次世代へ、首相と閣僚は靖国参拝を 

東京新聞 終戦の日に考える 国民を死なせないよう 

なお、次回勉強会のテーマは、政治の現況から選定する予定である。 

 

 

＜別紙 1＞  事務局報告 

1）来信 

①「重慶爆撃から考えるウクライナ戦争」          石島紀之（中国近代史研究者） 

 『世界』の 10 月号に「重慶爆撃から考えるウクライナ戦争――映画『苦干』の再発見を機に―

―」と題する座談会が掲載される予定ですので、お知らせします。発言者は前田哲男（軍事評論家）、

伊香俊哉（日本現代史研究者）、そして私です。この問題に関心をもたれる方はご覧になってくださ

い。9月 8日頃発売予定です。必要があれば発売後に PDFでお送りします。 

映画『苦干』とは、1939年から 40 年にかけてアメリカ人のカメラマンが中国の西部地区を映し

たカラー映画で、とくに 1940 年 8 月の重慶大爆撃をカラーで撮影したことで話題になりました。

1942年にはオスカー賞を受賞されています。（8 月 14日） 

 

②小久保和孝短歌集 

 小久保和孝氏（札幌市）から 1968 年~2022 年にわたる短歌 115 首を納めた短歌集が届いた。そ

のうちの数首を紹介する。（8月 18 日） 

 ・次世代の命ゆがめる枯葉剤 ベトナムの戦いまだ終わらず  （2012 年 2 月） 

 ・マラッカの砦の跡に今立ちて 過ぎしアジアの悲劇を憶う  （2012 年 11月） 

 ・血と飢えと焦土の中で誓いしは 戦捨てたる平和な日本   （2015 年 11月） 

 ・憲法のめざせる国をめざさずに 何をめざすか憲法論議   （2017 年 2 月） 

 ・環境と格差の課題取り組まず 「麗しき調和」の国は創れず （2019 年 6 月） 

 ・良く寝られ朝昼晩が食べられて 歩けて過ごせるこれぞ幸福 （2020 年 8 月） 

 ・馬鹿な事始めやがったと父叫ぶ 勝てるわけないと十二月八日（2021 年 9 月） 

 

２）シリーズ 13 号の執筆すすむ 

  シリーズ 13 号各章の草案が各委員より以下のように寄せられている。 

第１章 憲法審査会の動き         （担当：鹿島）7 月 24日 

第２章 自衛隊明記９条改憲のもたらすもの （担当：草野）6 月 22日 

第３章 「緊急事態条項」加憲の危うさ   （担当：栁澤）7 月 13日 

第４章 日本は「戦争できる国」なのか   （担当：大野）7 月 10日 

 

3）会員ブログへの投稿 2件 

◇「単独親権」と憲法           後藤富士子（弁護士） （別紙 3-1） 

◇安倍元首相の国葬に反対する       福田玲三   （別紙 3-2） 

４）集会の案内 
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 ◇安倍国葬反対！大田集会 

  ・9 月 2 日（金）18：30 大田区産業プラザ会議室 

  ・講師：纐纈厚・山口大学名誉教授、菱山南帆子・市民活動家 参加費 800 円 

  ・主催：戦争させない 1000 人委員会東京南部 問い合わせ：事務局 福石☎090－1732－1058 

 ◇安倍元首相「国葬」反対 さようなら戦争 さようなら原発 9・19大集会 

  ・9 月 19日 13：00 東京・代々木公園  

  ・主催：さよなら原発 1000 万署名市民アクション 

      戦争をさせない・9条壊すな！総がかり行動実行委員会 

◇『週刊金曜日』（東京南部読者会） 

  ・9 月 23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）  

◇日中国交正常化 50 周年記念の集い 

    ――「台湾危機」と米日の対中国戦争の造られ方！ 

  ・9 月 24日（土）午后 1：30 静岡労政会館  講師・森正孝 会場費 500 円 

  ・主催：映画「侵略」上映委員会 ☎054－263－0989 

[ 1972 年 9 月 25 日、日中は戦争を完全に終結させ国交を樹立しました。以来、ちょうど 50

年を迎えます。 

しかし、今、日中関係は最悪の状態です。中国脅威論が飛び交い、「ウクライナの次は台湾」

と叫ばれ、「台湾危機」は「日本有事」とばかり、対中戦争前夜へとエスカレートしています。 

米国のバイデン、日本の岸田政権は何を考え、この東アジアを、台湾をどうしようとしてい

るのか？ 

中国・習近平政権は？そして台湾自身は？ 

メディアでは知らされない事実を明らかにしたいと思います。ぜひ、おでかけください。]  

◇国葬反対大集会 

  ・9 月 26日（月）14：00 衆議院第一議員会館地下 1 階大会議室 

  ・講師：小林節・慶應義塾大学名誉教授 ＊必ず事前申し込みが必要です。 

  ・申込先： Email：murayamadanwa1995@ybb,ne.jp 

   ・連絡先（事務局）090－9399－3941（松代修平）、090－8565－5407（小山俊） 

 

５）当面の日程 

   冊子№13・編集会議    9 月 22 日(木) 13:00～  白金台いきいきプラザ C 集会室 

     第 101回例会・勉強会   9月 25日(日) 13:30～16:30  新橋ばるーん 205 学習室 

     第 103回運営委員会   10月 1 日(土) 13:00～  神明いきいきプラザ集会室D和室 

      第 102回例会・勉強会   10 月 23日(日) 13:30～16:30  三田いきいきプラザ B集会室 

     第 104回運営委員会   10 月 29日(土) 13:00～      三田いきいきプラザ講習室 
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＜別紙 2＞   政治の現況について 
 

（１） 主なニュース一覧 （2022/7/21－8/20） 

＊安倍元首相の殺害によって、旧統一教会と自民党の癒着関係が政治の焦点化（2022/7 /～） 

＊岸田内閣、安倍元首相の国葬を 9 月 27日に行うとの閣議決定（2022/7/22） 

＊新型コロナ第 7 波、一日当り国内感染者 20 万人超え。第 6波ピークの 2倍（2022/7/23） 

＊核拡散防止条約（NPT）再検討会議、国連で始まる。岸田首相演説（2022/8/1） 

＊東京地裁、安倍元首相国葬差し止め認めず仮処分を却下（2022/8/2） 

＊第 209回 臨時国会開会。わずか 3 日間（2022/8/3-5） 

＊ペロシ米下院議長台湾訪問後韓国を経て来日、岸田首相と会談（5 日）（2022/8/4） 

＊中国、台湾周辺で大規模軍事演習（2022/8/4～7） 

＊広島・長崎、被爆 77 年平和記（祈）念式典開催。国連グテーレス事務総長参列（2022/8/6,9） 

＊市民団体、安倍元首相の国葬は「違憲」、予算支出の差し止め求め提訴（2022/8/9） 

＊第 2次岸田改造内閣が発足（2022/8/10） 

＊77回目の「終戦」記念日、政府主催の全国戦没者追悼式挙行（2022/8/15） 

＊野党 5 党（維新除く）、憲法 53 条に基づく臨時国会開催要求（2022/8/18） 

＊新型コロナ第 7 波、一日当り国内感染者 26 万人超え。2 日連続で最多更新（2022/8/19） 

 

（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 JIJI.COM（時事通信） 2022 年 7 月 22 日  ニュース記事 

安倍氏国葬９月２７日 半世紀ぶり、無宗教形式で―閣議決定 

政府は２２日、参院選の遊説中に銃撃され亡くなった安倍晋三元首相の「国葬儀」（国葬）を、９月２７日に日

本武道館（東京都千代田区）で行うことを閣議決定した。葬儀委員長は岸田文雄首相が務める。葬儀は無宗教

形式とし、費用は全額国費で賄う。 

名称は「故安倍晋三国葬儀」。戦後の首相経験者の国葬は、１９６７年の吉田茂氏以来２例目で５５年ぶり。 

政府は２２日、関係省庁による約２０人の事務局を内閣府に設置。外務省は国交のある１９５カ国や台湾を含

む地域・国際機関に、式典の日時を順次通知した。吉田元首相の国葬には７３カ国が弔問団を派遣しており、

今回はこれを上回る規模になるとみられる。警察庁も警備対策推進室を設置した。 

国葬費用は一般予備費から拠出する。松野博一官房長官は記者会見で、昨今の物価高騰や財政状況を踏

まえ「真に必要な経費となるよう努め、簡素、厳粛に行う」と説明した。 

国葬をめぐっては「安倍氏の政治的立場を是認し、礼賛につながる」といった反対意見もある。岸田首相は２

２日、長野県軽井沢町での会合で「さまざまな意見があることも十分承知しているが、丁寧に説明し、できるだけ

多くの国民に納得してほしい」と理解を求めた。 

松野氏も会見で「国の儀式として行うもので、国民に政治的評価や喪に服することを求めるものではない」とし

た。９月２７日は火曜日だが、松野氏は「休日とすることは検討していない」と述べた。 

 

② JIJI.COM（時事通信） 2022年 8 月 1 日  ニュース記事 
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自民、旧統一教会との関係発覚相次ぐ 世論の批判警戒、野党は追及 

安倍晋三元首相が銃撃されて死亡した事件をきっかけに、自民党の現職閣僚や国会議員と「世界平和統一

家庭連合」（旧統一教会）との浅からぬ関係が次々と明るみに出てきた。自民党は「党として組織的な関係がな

いことは確認している」（茂木敏充幹事長）と、世論の批判が同党に向かうことを警戒。立憲民主党など野党は

「実態解明が必要だ」として追及する方針だ。 

旧統一教会は１９６８年、反共産主義を掲げる政治団体「国際勝共連合」を創設。当時から安倍氏の祖父、岸

信介元首相ら自民党右派との結び付きが強かったとされる。憲法改正や同性婚反対など保守色の強い主張を

掲げており、党幹部は「今もつながりのある人は安倍派に多い」と指摘する。 

岸田内閣の閣僚では、安倍氏の実弟の岸信夫防衛相（安倍派）が過去の自身の選挙で旧統一教会のメンバ

ーに手伝ってもらったことがあると公表。同じく安倍派の末松信介文部科学相は、教会の関連団体にパーティー

券を購入してもらったと明らかにした。 

自民党とのつながりは安倍派に限らない。二之湯智国家公安委員長（茂木派）は２０１８年に関連団体のイベ

ントで「実行委員長」を務めたと明かし、磯崎仁彦官房副長官（岸田派）も２１年に関連団体のイベントに参加し

ていた。 

関連団体から選挙で支援を受けた自民党中堅（麻生派）は「真面目に電話かけをやってくれた。選挙の勝利

に教会の力は少なからずあった」と振り返る。 

野党も全く関係ないとは言えない。立民では中川正春元文科相や篠原孝幹事長代行らが過去に関連団体の

会合に祝電を送っていた。日本維新の会は、藤田文武幹事長ら国会議員１３人が教会側と接点があったと公表。

国民民主党の玉木雄一郎代表も、教会と関係が深いとされる「世界日報」の元社長から１６年に計３万円の寄付

を受けたことを明かしている。 

その一方で、８０年代以降、旧統一教会による「霊感商法」や、信者からの多額の献金集めが社会問題化して

いった。 

立民の泉健太代表は７月２９日の記者会見で「宗教というよりも霊感商法で数多く問題を起こしている団体で、

多くの国民が『おかしいのでは』との声を上げている」と指摘。共産党も「宗教活動の自由という問題ではない」

（田村智子政策委員長）との立場だ。 

両党は、文化庁が１５年に旧統一教会からの名称変更を認めた際、当時の下村博文文科相（安倍派）らの関

与がなかったか、臨時国会で追及する構えだ。立民関係者は「今後、統一教会と政治の関係は大きな問題にな

る」と語った。 

 

③ 毎日新聞 2022年 8月 5日  ニュース記事 

岸田首相、ペロシ米下院議長と会談 「台湾海峡の平和で連携」 

岸田文雄首相は 5 日午前、訪日中のペロシ米下院議長（民主党）を招き、首相公邸で朝食会を開催した。朝

食会後、首相は首相官邸で記者団に対し、4日に中国が弾道ミサイルを発射し、日本の排他的経済水域（EEZ）

内に落下したことについて、中国側に強く抗議したとペロシ氏に伝えた上で、「台湾海峡の平和と安定を維持す

るため引き続き日米で緊密に連携していくことを確認した」と述べた。 

朝食会は、木原誠二官房副長官や中谷元・首相補佐官など日米の関係者約 20 人が参加し、1 時間弱行わ

れた。首相は、中国が発射した弾道ミサイルが EEZ 内に落下したことについて「中国側の行動は地域及び国際
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社会の平和と安定に深刻な影響を与えるものであり、軍事訓練の即刻中止を求めた」と日本側の対応を説明。

中国に加え、北朝鮮や、ロシアによるウクライナ侵略などの地域情勢、核兵器のない世界への取り組みを含む

国際情勢についても意見交換した。 

ペロシ氏は訪日前の 3 日、台湾を訪問して蔡英文総統と会談。覇権的な動きを強める中国を念頭に台湾へ

の支持をアピールした。中国は 4 日、台湾周辺で実弾射撃を伴う大規模な軍事演習を実施し、弾道ミサイルを

複数発射するなど反発を強めている。【中村紬葵】 

 

④ 東京新聞 TOKYO Web 2022 年 8 月 10 日  ニュース記事 

安倍氏国葬差し止め認めず 東京地裁、仮処分を却下（8 月 2日付） 

安倍元首相の国葬関連の予算執行差し止めの仮処分申し立てが却下され、記者会見する市民団体の岩田

薫共同代表（中央）ら＝１０日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ 

安倍晋三元首相の国葬関連予算の執行差し止めなどを求めて市民団体のメンバーら５０人が申し立てた仮

処分について、東京地裁が却下の決定をしたことが１０日、分かった。国葬への公金支出によって憲法上の思

想、良心の自由が侵害されるとは言えないと判断した。市民団体側は決定を不服として東京高裁に抗告した。 

向井敬二裁判長は「国葬の実施が個々の国民に安倍氏への弔意や喪に服することを強制するとは認められ

ない」と判断。国の予算執行に関しては差し止めの仮処分を申し立てることができる法律上の規定もないと指摘

した。（共同通信） 

 

⑤ 東京新聞 TOKYO Web 2022 年 8 月 9日  ニュース記事 

安倍元首相の国葬は「違憲」 市民団体が予算支出の差し止め求め提訴 

銃撃され死亡した安倍晋三元首相の国葬を巡り、市民団体「岸田政権による安倍元首相の国葬強行を許さ

ない実行委員会」のメンバーらが９日、国葬は法的根拠がなく憲法違反に当たるなどとして、国に対し、国葬の

実施と、国費からの予算支出の差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こした。 

原告は、同委員会の呼びかけで集まったジャーナリストや大学教授ら２３１人。 

◆旧統一教会と「密接関係」 国葬は「政教分離にも反する」とも 

訴状では、１９４７年に国葬令が廃止され、国葬の施行には「何の法律上の根拠も存在していない」と指摘。安

倍氏に対する国民の評価が分かれる中で強行すれば、憲法の思想・良心の自由を侵害するほか、安倍氏と世

界平和統一家庭連合（旧統一教会）は「密接な関係」にあり、国葬で弔うことは「特定の宗教団体との癒着関係

そのものを政府が公的に容認するに等しい」として政教分離にも反すると主張。約２億円が見込まれる費用を支

出しないよう求めている。 

政府は７月２２日、全額国費による国葬を９月２７日に行うと閣議決定した。安倍氏の首相在任期間が憲政史

上最長だったことや「民主主義を断固として守り抜く決意を示す必要がある」ことなどを理由に挙げている。 

同委員会の藤田高景代表は提訴後の記者会見で「憲法の精神を踏みにじり、何ら法的根拠もないことに国

民の血税をつぎ込む違法行為だ」と訴えた。原告への参加を希望する手紙が連日届いているとし、「国葬強行

はおかしい、やめるべきだと怒っている国民の声の表れ。第２次提訴も行っていきたい」と語った。（奥村圭吾） 

 

⑥ 東京新聞 TOKYO Web 2022 年 8 月 2日   特別報道記事 

旧統一教会側と自民党、改憲案が｢一致」 緊急事態条項、家族条項…濃厚な関係が影響？ 
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 安倍晋三元首相銃撃事件を契機に、自民党との深い関係が露呈した世界平和統一家庭連合（旧統一教

会）。その旧統一教会の政治部門とされる国際勝共連合（勝共連合）の改憲案と、自民党の改憲草案が、

「緊急事態条項」や「家族条項」などで一致していることが、注目を集めている。被害者弁護団から「反

社会的勢力」とも指摘される旧統一教会側の主張が、関係の濃い自民党の改憲草案にも反映されていた

のか。（特別報道部・山田祐一郎、中山岳） 

◆中国の覇権的行動、北の核・ミサイル、大地震や原発事故の対応が最優先 

 国際勝共連合の関連サイトでは、安全保障や憲法、家族政策などについての同団体の考えが動画で紹

介されている。その一つに、「憲法改正」がある。2017 年 4 月に公開された長さ約 17 分の動画で、渡

辺芳雄副会長が同団体独自の改憲案を解説している。 

 渡辺氏は「個人においても組織、国家においても変化に対応できなければ存続できない。滅びるので

あります」と改憲の必要性をこう訴えかける。 

 日本を取り巻く状況の変化について、「中国の覇権的行動」「北朝鮮の核・ミサイル開発や挑発的行動」

「大規模地震や原発事故」などを指摘した渡辺氏。改憲の優先順位として「緊急事態条項の新設」を真

っ先に挙げた。 

 災害時を想定して「政府の権限を強化して、所有権を一時的に制限したり、食料や燃料の価格などを

しっかり規制したりして命を守る」とした上で、こう述べる。「早く憲法で明記して憲法を守りながら国

民の生命と財産を守る状況を作らないといけない」 

 自民党は、12 年にまとめた改憲草案の中で、外部からの武力攻撃や大規模災害時に、首相が緊急事態

の宣言を行い、緊急政令を制定できるなど首相や内閣の権限を強化、国会議員の任期を延長できるなど

と定めた。その後の議論を踏まえ、18年に公表した「たたき台素案」では、大規模災害時の対応として

同様の緊急事態対応を規定。対象に「外部からの武力攻撃や大規模テロ・内乱」を含めるかについては、

「対象にすべきだとの意見がある」と付け加えた。 

◆旧統一教会との関係は改憲にもマイナスに働く？ 

 岸田文雄首相は今年 5月、改憲派の集会に寄せたビデオメッセージで、改めて緊急事態条項の必要性

を訴えた。新型コロナウイルスへの対応やロシアによるウクライナ侵略を挙げて「有事における迅速な

対応を確保するため、こうしたことを憲法にどのように位置づけるかは極めて重要な課題」と強調。大

規模災害以外の有事にも対象を拡大する印象を与えた。 

 「18年の素案で、緊急事態の対象が限定されたような印象を与えたが、現状は 12年の草案の考え方

に逆戻りしている」と話すのは、愛媛大の井口秀作教授（憲法学）。「一番の懸念は、国会を通すことな

く政令によって国民の権利が制限される可能性があるということ。必要な根拠も、新型コロナやウクラ

イナ侵攻など後付けで増えている」と緊急事態条項の問題点を指摘する。 

 安倍氏の死去を受け、岸田氏は「思いを受け継ぐ」と改憲への意欲を見せたがその後、霊感商法など

で多くの被害者が出ている旧統一教会と自民との関係が次々と明らかになった。勝共連合が緊急事態条

項の創設を唱えることに、井口氏は「反共を掲げる団体の素直な主張なのだろうが、自民草案との間に

因果関係があるのかは分からない」としつつ、「旧統一教会との関係は改憲派からも反発を呼び、改憲に

マイナスに働くのでは。自民が緊急事態条項など改憲の主要項目を戦略的に変更することもあり得る」

と話す。 

◆「教団側に都合の良い自民の改憲草案」 

 改憲を巡る自民草案と旧統一教会側との「一致」は、まだある。 

 渡辺氏は先の動画で、憲法に「家族保護の文言追加」を主張。「家庭という基本的単位が、最も社会国

家に必要。だから保護しなきゃいけないという文言を、何としても憲法にいれなくてはならない」と強
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調する。これに対し、自民草案で新設された 24 条条文には「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位と

して、尊重される」とある。双方の「家族重視」は、よく似通っている。 

 旧統一教会は 2015年の改称で家庭連合と名乗っている通り、関連団体を含めて「家庭」「家族」はキ

ーワードだ。創始者の故・文鮮明氏を「真のお父さま」と呼び、「神様の下に人類が一つの家族である世

界」を理想に掲げる。 

 こうした教団の「家族観」について、北海道大の桜井義秀教授（宗教社会学）は「目指しているのは

文氏を中心にした『真の』家族。自由恋愛や婚前交渉は論外で、信者には合同結婚式で相手が選ばれる」

と解説する。 

 こうした教義に基づく家族観は、自民草案のうたう家族とは似て非なるものだ。ただ、桜井氏は、勝

共連合が教義に基づく家族観を前面に出さず自民草案に同調していると指摘。その思惑について「教義

を真正面から説くだけでは、多くの人々は受け入れず信者も増えない。だから教団側に都合の良い自民

の改憲草案に乗っかり、利用しようとしている。実際に関連団体は『家庭づくり国民運動』などの講座

を開き、旧統一教会の名を出さずに布教につなげてきた」と述べる。 

◆類似するのは「個人の尊重を退け、父権主義的家族の中に埋没させる危うさ」 

 自民草案は、現憲法 20 条にある「いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」の文言

を削除。さらに、国とその機関の宗教活動を禁じた点も変え、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超え

ないものについては、この限りでない」とする。政教分離の原則を緩めるとの批判はかねてあったが、

旧統一教会と自民党との関係が問われている今、これを許していいのか。 

 恵泉女学園大の斉藤小百合教授（憲法学）は「自民草案にはもともと、政治家による靖国神社参拝の

違憲性を払拭ふっしょくし、国家神道を復権させるもくろみがあるとみていた。さらに旧統一教会との

関係も浮き彫りになり、政教分離のハードルを下げる方向で改憲が進むならば、憂慮すべき事態だ」と

警鐘を鳴らす。 

 斉藤氏は、自民草案と旧統一教会の考えに類似するのは「個人の尊重を退け、父権主義的家族の中に

埋没させる危うさ」とみる。「立憲主義の柱となる個人の尊重をないがしろにするかのような改憲に、自

民と旧統一教会が足並みをそろえているように見える」と問題視する。 

 ただ、自民草案への影響が取り沙汰される主張を展開してきたのは、旧統一教会・勝共連合に限らな

い。宗教団体の言説に詳しい評論家の古谷経衡氏は「日本会議や神社本庁などの『宗教右派団体』は、

自民草案に一定の影響を与えてきた。旧統一教会とも共通するのは、復古的な家族観、夫婦別姓反対な

どだ。そうした『雑念』が自民草案には入っているといえる」と説く。 

 古谷氏は「旧統一教会については、かつて霊感商法で多く被害者を生み、今も宗教二世たちは苦しん

でいる。そうした団体のエッセンスが含まれる自民草案に沿う改憲は政治倫理上、許されないだろう」

と述べ、こう強調する。「このまま改憲の議論が進み国会で発議され、国民投票にかけられるならば一部

の宗教団体を利する面がある。国民は一度、立ち止まって考える必要があるのではないか」 

◆デスクメモ 

 安倍氏が 2006年に上辞し、改憲を訴えたのは「美しい国へ」。その 2年前、勝共初代会長久保木修己

氏の遺稿集として出た本が「美しい国 日本の使命」。偶然か、思想の一致か。今となっては 2 人とも故

人だから確かめられないが、こんな縁が感じられる改憲は不気味だ。（歩） 
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＜別紙 3-1＞  会員ブログより 
 

◇「単独親権」と憲法 

  後藤富士子（弁護士） 

１ 「共同親権」の由来と「単独親権」 

 戦前の家父長的家制度が憲法24条によって否定され、親権制度も父優先の単独親権制は廃止された。

それに代わる親権制度が、現行民法 818条の「父母の共同親権」原則である。 

 憲法 24 条 1 項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本

として、相互の協力により、維持されなければならない。」と定める。注意すべきは、「夫婦の同権」と

「夫婦の平等」が異なる点である。ここでは、夫婦間の「平等」よりむしろ、その前提にあるはずの、

夫婦が相互にもつ同等の「権利」を定めている。すなわち、父母の共同親権は、憲法 24 条 2 項に立法

の指針として謳われている「両性の本質的平等」に基づくというより、夫婦が相互にもつ父母としての

「同等の権利」を定めた 1 項に由来する。 

 ところが、民法では、父母の共同親権は「婚姻中」だけのことであり、未婚や離婚の場合には絶対的

に単独親権とされている（民法 818 条 3項、819条）。「未婚」と「子の出生前の離婚」の場合には、原

始的に母の単独親権とされ、父母の協議で父を親権者と定めることができる。これに対し、「離婚」の場

合には、父母の「どちらか」を単独親権者と決めなければ離婚が成立しない。 

 しかし、婚姻によって父母の共同親権とされたものが、離婚によって絶対的に単独親権とされるのは

論理的に飛躍している。とりわけ、共同親権が憲法 24 条 1 項の「夫婦の同等の権利」として保障され

ていることに照らすと、離婚によって絶対的に単独親権とされるのは違憲の疑いが濃厚である。 

２ 「離婚の自由」と単独親権制 

 また、憲法 24 条 1 項は、「両性の合意」のみを要件とする婚姻の自由を個人に保障するだけでなく、

その消極面としての非婚・離婚の自由をも個人に保障する。さらに、婚姻を維持する自由も保障される。

そして、それらの「自由」が個人に保障されるということは、国家による干渉を受けないということで

ある。 

 ところが、戸籍制度の実務に照らし、単独親権者が決まらなければ離婚が成立しない。それは本末転

倒の倒錯した法現象であるが、法的にみれば、「離婚の自由」を保障している憲法 24条 1 項に違反する。 

３ 離婚訴訟の陳腐化 

 現行民法は、当事者の合意による離婚を原則型としており、協議離婚の場合、離婚原因は不問にされ

る。婚姻と同様に、当事者の合意があれば離婚できるのであり、破綻しているか否かは問題にならない。

当事者間で協議が成立しない場合でも、いきなり訴訟ができるのではなく、調停前置主義が採用されて

当事者の合意による離婚を促している。 

 ところが、近時は、離婚自体について当事者に異議がない場合でも、単独親権制のために親権争いが

離婚訴訟になるケースが少なくない。しかるに、訴訟では、まず離婚原因の存否から始まる。民法 770

条 1 項は、「夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。」として、離婚を望ま

ない配偶者に離婚を強制するに足る離婚原因を限定している。しかしながら、離婚自体ではなく、単独

親権者指定で合意ができないために訴訟になる場合、法定の離婚原因が存在するか否かに関する審理は

陳腐化せざるを得ない。仮に離婚によって絶対的に単独親権になるのではなく、離婚成立前と同様に共
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同親権であれば、訴訟にならないはずである。 

４ 憲法と「子どもの権利条約」に則った法運用を 

 憲法 24条は、家父長的家制度を法的に廃止させた点で革命的であった。しかし、当時、「両性の本

質的平等」も「個人の尊厳」も理想的理念ではあっても、実体はなかった。 

 ところで、家父長的家制度の時代には、「家」として家族の自治が認められていた。それは、国家に

迷惑をかけないための、「家」単位の自助だったのかもしれない。しかるに、家族の自治を営む主体で

ある「家」が廃止された結果、家族の自治も必然的に消滅し、個人の集合体にすぎない家族は国家の

直轄領になったのである。換言すると、「家長」が「国家」に交代し、パターナリズムは国家に引き継

がれた。弱者である「おんな・こども」を、強者である「おとこ」が扶養すべきという規範が、司法

の世界で延々と生き延びている。 

 一方、先進資本主義諸国では、20世紀末葉から「少子・高齢社会」が進行し、出生率の低下は大き

な社会問題になった。しかるに、日本では、「子どもの権利条約」批准にもかかわらず、家族関係につ

いて国家のパターナリズムはむしろ強化されているようにさえ思われる。 

 このような、憲法 24条や「子どもの権利条約」から超然とした、国家のパターナリズムに支配され

た家族法の運用は、日本社会を絶望的に閉塞させる。それを打開するためにこそ、憲法 24条や「子ど

もの権利条約」に則して、未婚・離婚を問わず共同親権にパラダイム・シフトすることが決定的に重

要である。そして、夫婦・父母が「両性の本質的平等」を体現する存在となり、子どもは「保護の対

象」でなく「権利の主体」として「個人の尊厳」が守られる―そのような社会を実現する法解釈・運

用がされるべきである。                                              （2022年 8 月 9 日） 

                

＜別紙 3-2＞  会員ブログより 

                 ◇安倍元首相の国葬に反対する         

   福田玲三  

   前川喜平氏（元文科省次官）は東京新聞（7 月 17 日）「本音のコラム」に「国葬には反対だ」を寄稿。

柳澤修氏は当会の会員ブログ（7月 17 日）に「安倍元首相暗殺事件と国葬」を掲載。 

 私は両氏の意見に賛成だ。 

 その上で、私はもう一つの問題を挙げる。それは戦後最悪といわれる日韓関係の真因だ。 

 懸案の徴用工訴訟で、日本政府は「徴用工をめぐる問題は日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決し

たことを確認しており、韓国大法院の判決は国際法違反であり、戦後の国際秩序への重大な挑戦だ」と

一貫してはねつけている。 

 これに対して、韓国大法院（2012 年）は、日韓請求権協定（1965年）は、「サンフランシスコ講和条

約第 4条に基づき両国間の財政的・民事的債権債務関係を政治的合意により解決するためのものであり、

日本の植民地支配に対する賠償を求めたものではない」と位置づけ、「請求権協定で放棄した請求権に、

不法な支配による損害の賠償は含まれていない」との結論を導いている。 

 つまり、日韓請求権協定は日本の植民地支配に対する賠償を求めたものではないから、今改めて、そ

の分の損害賠償を請求するということだろう。この言い分は筋が通っており、日本はこの韓国大法院の
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判決を尊重すべきだ。この言い分を認めない者は、植民地支配時代への痛切な反省が欠けている。 

 安倍晋三首相は 2018 年 11 月の衆議院予算委員会で「政府では『徴用工』という表現ではなく、『旧

朝鮮半島出身の労働者』と言っている。（原告の）四人はいずれも『募集』に応じたものだ」としたうえ

で、「あり得ない判決で、国際裁判も含め、あらゆる選択肢を視野に入れ、毅然と対応する」と語った。

（『歴史認識 日韓の溝』19頁 渡辺延志著 ちくま新書） 

 朝鮮半島からの労働者動員は、1937 年に日中戦争勃発によって不足した労働力を補うための政策だ

った。1939年に「募集」という形で始まり、1942年からは「官斡旋」の制度により、1944 年からは「徴

用＝強制動員」によった。 

 原告の四人は 1944年以前に来日しているから徴用工ではない、と日本政府はいう。 

 だが、1939 年から敗戦までに朝鮮半島から動員された労働者は数十万人と推計されており、募集であ

れ、官斡旋であれ、必要な人員を集めるのは容易でなく、実態は強制連行だったという証言が多い。 

 安倍内閣は 2014 年 1 月、教科書検定基準を改定し、それを受けて菅内閣は 2021 年 4 月、教科書に

おける「強制連行」の表現を不適切とした。 

 2002 年 9月、安倍氏は官房副長官として小泉純一郎首相に随行し、2004 年 5 月ふたたび小泉訪朝に

同行し、このときの強硬姿勢で「拉致の安倍」の名を挙げ、総理への道を開いた。その後、2020年 9月

に総理を辞任するまで 16 年間、拉致問題で何らの実績もあげぬまま、他方で、上記のように、朝鮮半

島から数十万人の実質的強制連行の歴史の抹消に専念した。 

 今日、戦後最悪の日韓関係を招いた真因はここにある。拉致問題は被害者家族にとっては痛切な事件

であるが、同じ思いを朝鮮半島の数十万の被害者家族も抱いたのだ。その規模は 4 桁違う。 

 1995 年、村山富市首相が「植民地支配と侵略」につきアジア諸国にお詫びを表明して以後、この謙虚

で初々しい態度は、橋本龍太郎、小渕恵三、森喜朗、小泉純一郎、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、

菅直人、野田佳彦と 9 次の内閣に引き継がれたが、安倍晋三の 8 年 8 カ月にわたる内閣の間に、傲慢

で、強面、厚化粧の態度に一変した。 

 この変貌が、戦後最悪の日韓関係をもたらしており、安倍元首相の罪過は深い。 

 安倍元首相は、「森友学園」問題で実直な公務員の死を招き、元統一教会との結びつきで凶行者を生ん

だ不徳の政治家だ。衆参両院でウソの証言を 118 回重ねながら、「信なくば立たず」と公言する二重人

格者だ。 

 このような不徳の政治家を国葬で遇すれば、現世代は悔いを千載に残すだろう。 

 安倍元首相国葬案を廃棄させよう。 

 2020 年 5月「検察庁法改正案」は、ツイッター900万件の抗議で断念させた前例がある。 

 故人の不慮の死は静かに悼めばよい。                      （2022年 7 月 22日） 
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 ◆ 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 
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