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第 101 回例会・勉強会の報告 

 
9 月 25 日、都内・新橋ばるーんにて第 101 回例会・勉強会を開催した（参加者 6 名；会員 78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、「国会軽視、密室政治を深める岸田政権―原発政策転換と安保３

文書の改定について―」をテーマに議論した。 

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、「原発再稼働・新増設推進表明」「防衛力強化へ有識者会議設置表

明」「財源や安保関連３文書改定議論」「国葬で野党の臨時国会要求を無視」などが報告され、岸田政権

は安倍・菅政治を一貫して踏襲しており、毎日新聞世論調査（9/18）では、「岸田内閣支持率、支持 29％、

不支持 64％」に急落していることが指摘された。 

議論では、岸田政権の評価について、「有識者会議が御用学者による結論を引き出すための会議とな

っている」「原発再稼働を唐突に出してきた。3.11福島原発事故に逆行した政策だ」「米国の軍産複合体

の維持が背景にある」「世論調査で原発再稼働賛否が逆転した。注視すべきだ」といった意見が出され

た。また、ウクライナ戦争について、「へんな戦争になっている」「ロシア・プーチンにはまだ抑制が働

いている」「米国の東京大空襲は軍隊のいない東京に対する無差別攻撃だった」「ウクライナ戦争は 2014

年、ネオナチのクーデターが起因だ」「侵略者のロシアが停戦撤退すれば戦争は終わる」「子ども、市民

を犠牲にし、町を破壊する無差別攻撃は許せない」といった意見対立で議論が続いた。 

勉強会は、岸田政権の「原発政策転換と安保３文書の改定について」をテーマとしていたが、原発

政策転換については政治の現況報告の中で意見が出されたため、「安保３文書(国家安全保障戦略・

防衛計画の大綱・中期防衛力整備計画)の改定」について意見交換した。主な意見は、「この改定に

対して野党から的確な対案が出されているのか」「専守防衛の限界とあり方を考え直すべきだ」「安
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全保障を論ずる前に中国との付き合い方を考えるべきだ」「米国のあいまい戦略に惑わされずに、

中国との友好を基本とすべきだ」「中国や韓国の反日政策も問題だ」「日中友好と専守防衛は最低ラ

インである」「中国の覇権主義は無視できない」「状況は絶望的であり日中友好を阻害する力が内外

から働いている」「台湾有事でもっとも犠牲になるのは台湾と日本の国民」、などが出された。 

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 

 ＊安倍の憲法破壊を振り返る、総まとめブックレットをだしてください。塚本清一（静岡県藤枝市） 

 

 ＊ニュース 104号（2022.8.10）をいただきました。毎回楽しみにしております。みなさんの討論の様

子が伝わります。……珍道世直さん（83歳）のご活躍を知り、およろこびいたします。以下に感想

と意見を申しあげます。     長坂伝八（川崎市） 

   １．全体に大変充実し、興味深いものです。長年「赤旗」と「東京新聞」の切抜きに半ばノイロ

ーゼで追われている僕には、研究資料として有意義で、毎回ありがたいです。 

   ２．とくに印象に残った箇所は次の①～④です。 

 ①森正孝（敬称略、以下同じ）「どっこい 9 条、どっこい平和主義（中略）9 条の平和主義が

必要とされる時代が必ず来る。9 条は世界的平和共存の普遍的精神だ」。こんな人がおった

のか！ 

     ②「毎日」2022.6.21。「核兵器禁止条約第 1 回会議始まる『世界滅亡前に廃絶を』」。「世界滅

亡の扉」（グレテス）に注目した。この記者はだれだろう。 

     ③「緊急警告 063 号」「安倍晋三元首相の違憲の国葬に反対する」。勇気ある健筆をおよろこ

びします。小林節（2022．7.27『AERAdot』）「内閣府設置法 4条 3項 33 号は、新しい儀

式類型を認めない。今回の閣議決定は明らかに違憲」は、あざやかで凛然たり。引用と活

用に感謝します。知りませんでした。 

  ④草野・福田討論、ありがとうございます。「私たちの望みは異なる社会制度を持つ国も、平

和に共存することだ」（福田）。習近平は「冷戦思考を捨て去り、陣営対決しない持続可能

な安全保障」を言っておるのですか。出典（？）。驚愕です。ご教示いただきます。   

 

２）シリーズ 13 発刊の準備すすむ 

  さる 9月 22 日、下記シリーズ 13号の編集会議が開催された。 

タイトル：危機に立つ日本国憲法―憲法審査会改憲発議の動きと私たちの課題― 

  発行にあたって             （担当：鹿島） 

第１章 憲法審査会の動き         （担当：鹿島） 
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第２章 9条「自衛隊明記」のもたらすもの （担当：草野） 

第３章 「緊急事態条項」は独裁への道   （担当：栁澤） 

第 4 章 ウクライナ危機に学ぶ       （担当：大野） 

  あとがき、年表             （担当：鹿島） 

 

３）会員ブログへの投稿１件 

◇「戦争の放棄」なしに「平和」は創れるのか  後藤富士子（弁護士）（別紙 3） 

                                   

４）集会の案内 

◇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） 

  ◇あきらかになったカルト宗教と保守政治—―教科書運動はどう取り組むか 

  ・10月 1日（土）14：00～16：30 エル大阪南館 5階ホール（地下鉄天満橋駅） 

  ・講師：有田芳生 1000 円 

  ・主催：「戦争教科書」はいらない！大阪連絡会（090－3651-5876） 

  ◇遺骨の国家管理反対――アイヌ民族の遺骨の返還を求める東京全国集会 

  ・10月 2日（日）13：00～16：45 日本教育会館（地下鉄神保町駅） 

・講師：五十嵐彰 1000 円 

  ・主催：ピリカ全国実行委員会（011－375－9771） 

  ◇中国問題講演会 

―日中国交回復 50周年、中国はどこへ向かうのか、日本はどう向き合えばよいか 

   ・10 月 2 日（日）13：30～17：00 松戸市稔台市民センター第 2 ホール（新京成みのり台駅） 

   ・講師：阿古智子 500 円 

   ・主催：日本中国友好協会葛飾支部（090－4077－2282） 

  

５）当面の日程 

  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 

 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集会室Ｂ 

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 

第 103 回例会・勉強会 11 月 27日(日)13:30～16:30 新橋ばるーん 304 学習室 

第 105 回運営委員会  12 月 3 日(土)13:00～    三田いきいきプラザ講習室 

第 104 回例会・勉強会 12 月 25日(日)13:30～16:30 神明いきいきプラザ集会室 C 

第 106 回運営委員会   1月 7 日(土)13:00～        未定 

 



4 

 

＜別紙 2＞   政治の現況について 
 

（１） 主なニュース一覧 （2022/8/21－9/20） 

＊毎日新聞世論調査 岸田第二次改造内閣支持率、36％に急落（2022/8 /21） 

＊岸田首相、原発政策大転換 原発再稼働・新増設推進表明（2022/8/24） 

＊ゴルバチョフ元ソ連大統領死去（2022/8/30） 

＊東京高裁、安倍元首相の国葬差止め仮処分却下。市民団体は最高裁特別抗告（2022/8/31） 

＊安倍元首相の「国葬」問題で、国会閉会中審査開催（2022/9/8） 

＊自民、統一教会との関わり議員 179 人と発表。安倍元首相は調査せず（2022/9/8） 

＊エリザベス女王死去（2022/9/8）、9 月 19 日国葬 

＊岸田首相、防衛力強化へ有識者会議設置表明。財源や安保関連３文書改定議論（2022/9/8） 

＊沖縄県知事選、辺野古基地建設反対の玉城デニー氏が再選（2022/9/11） 

＊朝日新聞世論調査 安倍元首相国葬賛否 賛成 38％、反対 56％（2022/9/12） 

＊東京五輪元理事収賄容疑逮捕、AOKI前会長・前社長贈賄容疑逮捕（8/18）に続いてKADOKAWA

会長贈賄容疑逮捕（2022/9/14） 

＊毎日新聞世論調査 岸田内閣支持率 支持 29％、不支持 64％（2022/9/18） 

 

（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 読売新聞オンライン 2022 年 8 月 24日  ニュース記事 

首相、来夏以降に原発７基の再稼働目指す考え…「国が前面に立ってあらゆる対応とる」 

 岸田首相は 24 日、これまでに再稼働した原子力発電所 10基（うち現在運転中は６基）に加え、来夏

以降に追加で７基の再稼働を目指す方針を表明した。原発の新増設や建て替え、次世代型原子炉の開発

についても年末までに具体的な結論を出せるよう、検討の加速を指示した。 

 政府は原発の新増設や建て替えはこれまで「想定していない」としてきたが、方針を転換する。原則

40 年、最長 60 年としてきた運転期間の延長も検討し、原発の活用を推進する考えだ。 

 脱炭素社会の実現に向けた対応策を検討する「ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）実行会議」

にオンラインで出席した岸田首相は、原発の再稼働に向け、「国が前面に立ってあらゆる対応をとって

いく」と強調した。 

 追加で再稼働を目指すのは東京電力柏崎刈羽原発 6、7号機（新潟県）や、関西電力高浜原発 1、2号

機（福井県）など。これまで東日本で再稼働した原発はゼロだったが、今回は７基中４基が東日本に立

地する。全国で 17基の原発が稼働する環境を整え、 逼迫ひっぱく する電力需給の緩和を図る。 

 政府は 2050 年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指す。実現には、原発のさらなる

活用が必要となる。 

 

② 読売新聞オンライン 2022 年 8 月 24日  ニュース記事 

原発再稼働「賛成」５８％・「反対」３９％、初めて賛否が逆転…読売・早大世論調査 

読売新聞社と早稲田大学先端社会科学研究所は全国の有権者 3000 人を対象に世論調査（郵送方式。
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回答率 69％）を共同実施し、岸田首相のイメージを多面的に探った。有権者の 50％が首相を「改憲派」

とみており、「護憲派」との回答は 39％だった。経済政策に関しては「分配重視」との見方が 52％を占

め、「成長重視」は 36％。外交安保では、穏健路線の「ハト派」が 66％で、毅然（きぜん）・強硬路線な

どを指す「タカ派」の 21％を上回った。政策面で硬軟両面に通じるイメージを併せ持っていることが浮

かび上がった。 

また、規制基準を満たした原子力発電所の運転再開については、「賛成」58％が「反対」39％を上回

り、同じ質問を始めた 2017 年以降、計５回の調査で初めて賛否が逆転した。日本の防衛力強化に「賛

成」は 74％となり、計６回の調査で過去最高となった。 

岸田内閣の取り組みで評価できるものは「とくにない」の 40％が最多だった。 

 

③ 東京新聞 TOKYO Web 2022 年 8 月 31 日   ニュース記事（共同通信） 

国葬差し止め高裁も認めず 市民団体の仮処分申し立て 

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、東京高裁が 31 日までに、却下とした東京地裁決定を支持し、市民団体側の抗告を棄

却する決定をしたことが分かった。29 日付。市民団体側は不服として最高裁へ特別抗告する方針。 

 相沢哲裁判長は国葬について「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」とした地裁の判断を踏襲した。市民団体側は、地裁決定について「当事者らが書面や口頭で主

張を交わす審尋の機会が与えられず不当」と訴えたが、手続きに違法性はないとした。 

 

④ 朝日新聞 DIGITAL 2022 年 9月 1日  ニュース記事 

「敵基地攻撃能力」、賛成意見が大勢 政府が有識者聴取結果を公表 

国の外交・防衛政策の基本方針「国家安全保障戦略（NSS）」など安保 3 文書の改定に向け、政府は 1

日、有識者と行った意見交換の要旨を公表した。今年 1 月以降、17回にわたり計 52人の元政府関係者

や学識者から聞き取った。焦点の「敵基地攻撃能力」保有は賛成意見が大勢を占めた。 

公表された要旨は 47 ページ。テーマごとに有識者の意見を箇条書きにし、発言者名は伏せられた。 

憲法に基づく「専守防衛」については、「専守防衛による防御のみでは限界が来ている」「専守防衛に

ついての説明ぶりを改めるべきだ」との意見が出た。 

相手のミサイル基地などをたたく敵基地攻撃能力（反撃能力）については、「敵のミサイル発射能力そ

のものを直接攻撃し、減退させることができる能力を保有することが必要」「ミサイル防衛だけでは不

足で『反撃力』を保有する必要がある」といった積極的な意見が 7件記された。 

一方、敵基地攻撃能力の保有に対する明確な反対は 1 件だけ。「反撃能力保有は支持しない。相手が

『受容できないほどの損害を被る』と考えなければ抑止は成功しない。ミサイル防衛等の能力向上が優

先事項だ」という意見だった。他にも慎重論があった。 

 自民党がGDP（国内総生産）比 2%以上も念頭に増額を主張する防衛費については、「2%を 5～10年

で達成すべきだ」「3倍に増額」と求める意見が出た。 

「防衛装備・技術の海外移転を積極的に推進するべきだ」とし、条件付きで武器輸出を認める「防衛

装備移転三原則」の運用方針の見直しを求める意見や、「非核三原則についても議論すべきだ」との主張
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もあった。 

政府は「専守防衛や非核三原則を堅持するといった政府の立場との関係にかかわらず様々な意見を記

載している」と説明する。（松山尚幹） 

 

⑤ 読売新聞オンライン 2022 年 9 月 8日  ニュース記事 

防衛力強化へ有識者会議設置へ、財源や安保関連３文書改定に向け議論…首相表明 

岸田首相は８日、防衛力の抜本的強化に向け、防衛力整備や予算規模、財源について議論する「国力

としての防衛力を総合的に考える有識者会議」を設置すると発表した。９月下旬に初会合を開き、年末

の予算編成や国家安全保障戦略など安保関連３文書の改定に向け、提言を取りまとめる。 

首相は首相官邸で記者団に「最重要課題の一つが防衛力の抜本強化だ。国民的な議論をしっかり積み

上げ、理解を得ていきたい」と述べた。その上で「防衛力整備と経済力、財源との関係について高い見

地から議論いただきたい」と期待を示した。 

メンバーには佐々江賢一郎元駐米大使と黒江哲郎元防衛次官のほか、経済界、言論界などから選ばれ

る見通しだ。会議には、首相や松野官房長官、浜田防衛相、林外相、鈴木財務相らも出席する。 

 

⑥ 朝日新聞 DIGITAL 2022 年 9月 12日  ニュース記事 

安倍元首相の国葬賛否、反対 56% 8 月比で賛成減る 朝日世論調査 

朝日新聞社は 10、11 の両日、全国世論調査（電話）を実施した。27 日に行われる安倍晋三元首相の

国葬の賛否は賛成 38%、反対 56%となり、前回 8月調査（27、28 日実施）の賛成 41%、反対 50%と比

べて賛成が減り反対が増えた。8 日に岸田文雄首相が国会で実施理由などを説明したが、効果が出てい

ない形だ。 

今回新たに、国葬賛否それぞれの理由を 3択で質問した。賛成の人は、そのうち 66%が「安倍元首相

の実績を評価しているから」を選んだ。次いで「最も長く首相をつとめたから」が 17%、「選挙中に銃

撃され、亡くなったから」が 13%だった。 

反対の人では、うち 58%が「国の予算を使うから」を挙げた。次いで「実績を評価していないから」

が 20%、「旧統一教会との関係が指摘されているから」が 19%だった。 

 また、岸田首相の説明に・・・（以下略） 

 

⑦ 毎日新聞 2022年 9月 18 日  ニュース記事 

岸田内閣支持 29% 7 ポイント減、3 割割る 毎日新聞世論調査 

 毎日新聞と社会調査研究センターは 17、18 の両日、全国世論調査を実施した。岸田内閣の支持率は

29％で、8 月 20、21 日の前回調査の 36％から 7 ポイント下落した。内閣支持率が 30％を切るのは、

2021 年 10 月の政権発足以降初めて。前回調査でも前々回比で 16 ポイント減少しており、下落傾向が

続いている。不支持率は 64％で、前回（54％）より 10 ポイント増加した。 

 また、自民党の支持率も前回（29％）から 6 ポイント低下し 23％だった。現在の方法で調査を始めた

20 年 4 月以降で最低となった。内閣支持率や自民党支持率の低下は、世界平和統一家庭連合（旧統一教

会）の問題や安倍晋三元首相の国葬の開催が影響しているようだ。 
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 旧統一教会の問題を巡る岸田政権の対応について、「評価する」との回答は 12％にとどまり、「評価し

ない」の 72％を大幅に下回った。「どちらとも言えない」は 16％だった。 

 自民党が実施した旧統一教会と党所属議員との関係の調査については、「十分だ」は 14％で、「不十分

だ」の 76％を大きく下回った。自民党支持層でも 5 割が「不十分だ」と答えた。自民党は今月 8日、旧

統一教会や関連団体との関係を巡る点検結果を公表。何らかの接点があったと回答した国会議員は 179

人に上った。自己申告に基づく調査で、公表後も新たに接点が判明する事例が相次いだこともあり、納

得していない人が大半となった。 

 

 自民党は安倍氏と旧統一教会との関係についても調査

すべきだと思うかとの問いでは、「調査すべきだ」は 68％

に達し、「調査する必要はない」は 24％だった。自民党は

安倍氏が死去したため、調査対象としないと説明してい

る。 

 

 安倍氏の国葬の賛否については、「反対」は 62％で、前回の 53％から 9 ポイント増えた。「賛成」は

27％で、前回（30％）から 3 ポイント減少した。自民党支持層でも 2 割超が「反対」だった。「反対」

の割合は年代が上がるほど高く、18～39歳は約 5割だが、40～60 代は約 6 割、70 歳以上は約 7割に上

った。岸田文雄首相は今月 8 日、衆参両院の議院運営委員会の閉会中審査で、改めて実施が妥当だと強

調したが、国民の理解は得られていないようだ。 

 自民党以外の政党支持率は、日本維新の会 13％（前回 13％）▽立憲民主党 10％（同 10％）▽共産党

5％（同 5％）▽れいわ新選組 5％（同 4％）▽国民民主党 4％（同 4％）▽公明党 4％（同 2％）▽参政

党 2％（同 4％）――などで、「支持政党はない」と答えた無党派層は 29％（同 25％）だった。 

 調査は、携帯電話のショートメッセージサービス（SMS）機能を使う方式と、固定電話で自動音声の

質問に答えてもらう方式を組み合わせ、携帯 642 件・固定 422件の有効回答を得た。【伊藤奈々恵】 

 

 

 
＜別紙 3＞ 会員ブログより 

 

「戦争の放棄」なしに「平和」は創れるのか 

 後藤富士子（弁護士） 

参議院選挙で改憲派が３分の２を大幅に上回る議席を確保したことで、改憲発議に向けた動きが具体

化されそうな情勢にある。ここで「改憲」というのは、自衛隊を憲法に明記する、安倍９条改憲論のこ

とを取り上げることにし、この改憲を阻止しようという意思は「平和主義」つまり「平和の実現」を指

向するということになる。 

 そこで、「自衛隊が憲法に明記されると何が変わるか？」と問えば、憲法９条がある第２章のタイトル

が、現在の「戦争の放棄」から「安全保障」に変わることを、まずもって指摘したい。それは、「安全の

道を通って〈平和〉に至る道は存在しない」からである。 
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 これは、ドイツの神学者ディートリヒ・ボンヘッファー牧師が 1934 年に「教会と世界の諸民族」と

いう講演で、「いかにして平和は成るのか」について述べた言葉である。続けて「平和は敢えてなされね

ばならないことであり、それは一つの偉大な冒険である。それは決して安全保障の道ではない。」「安全

を求めるということは、自分自身を守りたいということである。平和とは、全く神の戒めにすべてをゆ

だねて、安全を求めないということであり、自分を中心とした考え方によって諸民族の運命を左右しよ

うとは思わないことである。武器をもってする戦いには、勝利はない。神と共なる戦いのみが、勝利を

収める。それが十字架への道に導くところでもなお、勝利はそこにある。」という。「平和を実現する人々

は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。」（マタイによる福音書５章９節）のである。 

 私は、憲法９条の条文を守りたいのではない。平和を実現したいのだ。だからこそ、平和への道標で

ある第２章と９条を変えたくない。それに、「安全保障」というのは、際限のない軍拡にすぎないし、誰

が考えても、「安全保障」自体も叶わない。平和を実現するには、「戦争の放棄」が原点なのではないで

すか？                                （2022年８月 23日） 

 

 

 ◆ 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 

https://kanzengoken.com/?page_id=6402

