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市民環境研究所
（石川ビル）

川端通

【年会費（１口）】
■正会員（１口以上）
　個人：5,000 円、学生：2,500 円
　団体：20,000 円 
■賛助会員（３口以上）
　個人：1,000 円、団体：10,000 円

NPO法人　市民環境研究所
〒606-8227　京都市左京区田中里ノ前 21　石川ビル 305
Tel & Fax　075-711-4832
[E-mail] pie@zpost.plala.or.jp
http://www13.plala.or.jp/npo-pie/index.html

東大路のイチョウの色づきが悪いままに落葉が始ま
った。百万遍の交差点は京大の学園祭に向う若者でい
っぱいである。最近の大学祭では面白い企画もないの
で覗きに行くことも少なくなったが、省農薬ミカン園
の調査などを続けている農薬ゼミの学部生が食べ物店
を出すというので今年は出かけてみた。
それぞれの売り物でおいしいものを買っていたら、

学生の店の隣に茶葉を売っている男性から名前を呼ば
れ、挨拶された。なんと 20年ぶりの出会いであった。
石田研と呼ばれていた研究室に出入りしてくれていた学
生で、今は静岡で茶の栽培農民になっているという。も
ちろん安全を重視した栽培だという。ここでも一品を買
い、今の農薬ゼミの学生に農業の話をいつかして欲しい
と頼んだ。
この１週間前に思わぬ人から新米が送られてきた。彼

も研究室に出入りしてくれていた人で、今は大学の教員
であるが、数反ほど水稲を栽培しているという。化学肥
料を減らした独特の土作りと省農薬栽培で取れた米であ
る。こんな形で 20年ほど前の議論が現物となって届く
とはありがたいことである。20 年、30 年前の議論が
どこかで結実していると思うとうれしくなってくる。近
頃の若い奴はどうしょうもないとぼやきながらも大事な
ことをしゃべり続けようと思う。

30年前の議論が
どこかで実を結ぶ

石田紀郎

雑誌『アジェンダ』第50号
編集・発行　アジェンダ・プロジェクト

季刊雑誌『アジェンダ̶未来への
課題』のご紹介です。この 9月には
第 50号を発行しました。
特集は「脱資本主義への展望」。広
井良典さんの「脱資本主義あるいはポ
スト資本主義の社会構想」、大江正章
さんの「脱成長と田園回帰」ほか、金
融資本の労働支配の現状や、グローバ
ル累進資本課税・金融取引税、社会的
連帯経済のネットワーク化の動きな
ど、様々な視点から「脱・ポスト資本
主義」が語られています。特集外にも
興味深い連載記事など、充実した内容

です。ぜひご一読ください。
・書評　『朝鮮学校物語　あなたの
となりの「もうひとつの学校」』
『沖縄の自己決定権　その歴史的根
拠と近未来の展望』
・寄稿　倪志敏　「信は万事の元と
なす―中日国交正常化交渉に関する
再考察」
＜連載＞
・康玲子　時代の曲がり角で
　第38回　夏の終わりに考えたこと
・舘明子   食をゆたかに　ピンチはチ
ャンス（26）麻婆茄子（マーボナス）
・石橋正　変わるラテンアメリカ
・大橋さゆり　弁護士Oの何かと忙し
い日々　第33回　デモのお供に「救
援ノート」。　　　　　　　　
・大杉光子　　「安全な社会」って
何だろう　第19回　「不十分な取調

べの可視化と引き換えに盗聴拡大、
司法取引新設」
・コミックアジェンダ　おざわゆき
『凍りの掌　シベリア抑留記』など

（藤井悦子）
※雑誌『アジェンダ』は、大書店あるい
はネットで購入が可能です。
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11月 25日の朝日新聞朝刊一面
に、前回の衆議院選挙は「違憲状態」
であるが選挙無効の訴えを最高裁大
法廷が判決したと報じている。違憲
状態というのは「合憲」判断に含ま
れるが「違憲」の一歩手前で、国会
は「合理的な期間」内に是正するこ
とが求められるという。
今の国会議員は自分たちが違憲状

態の結果であるとすでに知っていた
だろうし、その上に違憲と言わざる
を得ない戦争法（安保法制）を十分
な審議もせずに成立させた。この国
の政治は、立憲主義を唱えながら違
憲立法，違憲行政を強引に進めてい
る。あのどうしょうもない麻生副総
理は憲法の下にいる身分であること
を忘れ、「安保法制は日本の議会史
に残る法案」だとうそぶいている。
安倍はさらなる違憲追及を交わすた
めに臨時国会を開催せずに、カネを
バラまく外交で諸外国を訪ねてい

る。もっとも多くの国を訪問した総
理という称号を得るためと原発販売
促進セールスマンの業績を高めるた
めとしか思えない所業である。
9月 19日に戦争法は委員会の議

事録も残らないままで成立したこと
にされたが、これでおさまるわけが
ない。京都でも10月、11月の19
日夕方に、戦争法は違憲だと主張す
るデモが市役所前から出発し、それ
が四条河原町に到着すると、交差点
で同趣旨のキャンペーン行動をして
いた「戦争をさせない京都1000人
委員会」のメンバーや「レッドアク
ション」の女性陣が出迎えてくれた。
12月も来年もこの行動は続くだろ
うし、続けねばならない。
そんな信念を持った人々が我々の
事務所に集まって来ている。決して
フクシマのことや多くの苦難に満ち
た環境問題被害を忘れているわけで
はない。戦争法の違憲的立法を強行

した現政府や自民党、それに同調し
た公明党、これらを操る経済界と見
て見ぬ振りを強いられて易々従った
マスメディアとの闘いは、フクシマ
や多くの環境問題の被害者の人権と
生活権を守る闘いそのものであると
思っている。だから、この市民研の
事務所には、「福島原発告訴団・関
西支部」「さよなら原発1000万人
署名京都」「縮小社会研究会」「京大
農薬ゼミ」「福島とつながる京都の
会」「太陽光発電所ネットワーク」「環
境監視研究所」「日本カザフ研究会」
や前述の「戦争をさせない左京
1000人委員会」などなどが同居し
て、相互の活動を支え合っている。
戦争法の後には、パリでのテロ事件
を利用して「共謀罪」の制定をもく
ろむ動きが、東京オリンピックも利
用して画策され出した。まさに戦前
回帰である。この状況下で闘いは途
切れさせるわけにはいかない。

石田紀郎（市民環境研究所代表理事）
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しかし、一人活動はちょっぴり淋
しいので、京都で出会った人たちと
「たねまきプロジェクト」というグ
ループをつくり、上映会や語り場を
開催しています。やはり、顔を付き
合わせて語り合う時間はワクワクす
るからです。何をすればいいか分か
らないという人たちのなかにも、話
せばいろいろな思いがあり、吹き出
して来ます。
種を蒔くように、出会い、心を通

わせる時間の積み重ねが、いつか必
ず芽を出し、枝葉を広げ、実をつけ
るはずと信じられる人々が増えてい
ったらいいなと思っています。
ドイツを東西に隔てていた壁が崩

れたように、変化は起こせると思う
からです。

今年、日本の安全保障は大きな転
換期を迎え、今後はいわゆる戦闘地
域に自衛隊員の派遣が可能となりま
した。それは自衛隊に友人のいる私
にとって切実な問題であり、生まれ
て初めて、自分に関わる人が戦争で
命を落とすかもしれない恐怖と向き
合った日々でした。極端なまでに引
っ込み思案な私がマイクを持って、
見知らぬ大勢の人々の前でスピーチ
をする機会も多くいただきました。
しかし、そのような運動にひた走

る日々のかたわら、心の中では常に
激しく葛藤をしていました。どうし
ても、この自分は「戦争反対」と声
高らかに主張するにふさわしい人間
だと思えなかったからです。
私は今回、大切な友人のことを機

に、反対運動に加わるようになりま
したが、私が立ち上がる何年も前か
ら、既にこの世界では、毎日銃弾の
音に怯え、「攻撃をやめて！」と繰
り返し、繰り返し訴えてきた人々の
存在が歴然とあったのです。そのよ
うな現実を知っていながら、私はこ

れまで何一つ行動を起こしてきませ
んでした。イラク戦争が激化し、当
時の小泉政権がサマワに日本の自衛
隊員を派遣することを決定したとき
もしかりでした。このように、自分
や、自分に関わる者の権利が侵害さ
れそうなときは必死に主張を行うの
に、他国で人権侵害を受けている
人々の存在についてはあまりにも無
関心、無頓着に生きてきた自分自身
の在り方を深く反省した１年でもあ
りました。
日本国憲法前文には、全世界の国
民が平和のうちに生存するため、い
ずれの国も、自国のみに専念して他
国を無視してはならないと述べられ
ています。「自衛」という大変都合
の良い言葉によって、これ以上の犠
牲が生じることは断じて許されませ
ん。自分の権利主張や、抑圧する勢
力には敏感でありながら、自分自身
が踏みつけているものに鈍感になら
ぬよう、私は今後も肝に銘じながら
生きていく必要があります。
今、西の空に日が沈みました。
2015年の11月 28日は過ぎ去り、
私はまた明日から、新しい日に向か
って漕ぎ出さなければなりません。
来年の夏には参院選が控えていま
す。１日１日、自分にできる限りな
く小さなことを静かに、着実に、そ
して恐れず為していくのみです。

「湾岸戦争で『血を流さない日本』
に世界の強い批判が集まった。自分
の国を守るためにも、集団的自衛権
を容認する安保法制は不可欠だ」。
安倍政権支持の政治評論家はしたり
顔で常に口にする。この言葉を素直
に信用、集団的自衛権容認、解釈改
憲による安保法制に賛成する人もか
なりいた。
だが、実像は違う。私はイラクが
クウェートに侵攻した１９９０年当

時の海部首相番。政権を間近に見て
来たから間違いない。湾岸戦争を境
に自衛隊の海外派兵要求を格段に強
めたのは、「世界」ではなく「米国」
だ。
湾岸戦争は、「ならず者のイラク・
フセイン政権が油田欲しさにクウェ
ートに攻め込み、米軍中心の多国籍
軍が戦い、阻止した」とのイメージ
で語られることが多い。
しかし、イラクは当時、米軍需産
業から売りつけられた武器でイラン
と戦い、多額の支払いに苦しんでい
た。原油値上げでしのごうとしたが、
サウジ、クウェートが反対。切羽詰
まって侵攻したのが真相だ。
海部首相も、何もしなかった訳で
はない。私は夜が白々明けるまで秘
書官と二人で話す日も多かった。あ
る夜のことだ。米国の軍事行動が始
まる前に海部首相が、日航機をチャ
ーター、極秘中東訪問計画を漏らし
てくれた。
非キリスト教国の日本。中東で嫌
われる存在ではない。当時はバブル
で使い道に困るほど多額の税収があ
った。イラクに資金援助、日本の仲
介で和平成立も、荒唐無稽な話では
ない。たが、止めたのは日本の外務
省だ。
当時の米国は、軍需産業をバック
にする共和党・ブッシュ政権。冷戦
時代に使いようのなかった武器を使
い、原油値上げを画策するイラクを
叩き潰したいのが本音。欧米の持つ
石油利権に日本が一枚加わるのを避
けたいとの思惑もあったはずだ。
対米追従が染み込んでいる外務省
は制空権が米国にあるのに、「民間
機は撃墜の心配がある」と、中東歴
訪を幻 にした。
でも、米国の軍事介入がいかに失
敗か、その後の軌跡をたどれば明ら
かだ。イランは対抗馬がなくなり、
さらに強大化し、中東の不安定化が
進んだ。原油もむしろ暴騰。日本の
バブル崩壊の引き金になった。
イラク軍を追い出した後も、米軍
のサウジ駐留で、親米のはずのアル

私たち、
戦争法に反対します！

2015年 9月 19日、参議院本会
議において安全保障関連法案が賛成
多数で可決し、法となった。その日、
私は国会議事堂前にいた。民主主義
を信じ平和を願う人々の中の一人だ
った。そこに集まった人の多くは、
組織的に動員された組織の一員とし
てではなく、この国に住む一人の個
人としてその場所に立ち反対の声を
上げていた。あの何十万もの人々の
声は、個人の声が集まり一つになっ
ていた。
今夏成立した安全保障関連法は、

多くの学者が指摘するように明確に
憲法違反である。また、法可決まで
のプロセスをみても、成立に根拠が
あるとは到底言えないものだ。反対
派の理由は、憲法に反する、集団的
自衛権に反対、法成立までのプロセ
スに問題があるなど様々だった。
安倍政権が進めた安全保障関連法

を絶対に成立させてはいけないと、
若者も年配の方もサラリーマンも、
今まで路上で声をあげたことのない
人々が廃案を目指してデモや街宣に
足を運んだ。しかし、「戦争法案絶
対廃案！」「本当に止める！」を合
言葉にしたこの市民のうねりは、法
が成立したという事実においては敗
北した。
なぜあれだけの人が路上に立ち声

を上げても成立を阻止することがで
きなかったのか。答は簡単である。
衆議院、参議院共に 2/3 以上の議
席を自公が有しているからである。

自民党の所属議員は党議拘束に縛ら
れ一人として反対票を投じなかっ
た。二院制の意味を全くなさない議
席配分を生んだ先の選挙が法成立の
大きな原因の一つである。
私は、法成立後、安倍政権の強行
的な態度と手法を目に焼き付けた反
対派の何人かから、多くの人が同様
にこれを目にしているであろうか
ら、手放しでも野党が選挙協力をし
さえすれば自民党が議席を2/3以
上占めることはないだろうとの声を
耳にした。失礼を承知で言わせても
らうが、バカだと言いたい。そのよ
うな思考を続けている限り、私たち
は負け続けるのだ。市民の後押しな
しに野党共闘など到底ありえない
し、それさえなければ今までとなん
ら変化のない議席配分になるのは目
に見えている。
投票率で可視化されているよう
に、多くの国民が選挙に対して無知
であり無関心である。また、沖縄で
辺野古の新基地建設が市民を暴力で
抑えつけながら進められても、原発
の再稼動がまるで福島の事故がなか
ったかのように進められても、未だ
多くの国民は無知で無関心だ。その
事実を踏まえた上で私たちは戦って
いかなければならない。いくら野党
が選挙協力をしようと、その事実に
目をつむるならば今までとなんら変
わりのない独裁政治が続けられるこ
とになる。
来夏の参議院選挙では、１議席で
も多く野党（次世代、大阪維新など
を除く）が議席を獲得しなければな
らない。路上に出て野党共闘の声を
あげ、１票でも多く、あなたが、そ
して私が票を掘り起こしていこう。
そして、どんな結果になろうと、

民主主義制度の国に生きる者とし
て、為政者を監視し、おかしいこと
にはおかしいと声をあげ続けよう。

原発再稼働、安保法制、辺野古強
硬工事。
どれも民意とはかけ離れた方向へ
と進もうとする安倍政権に、ファシ
ズムを感じる日々です。世論調査は
もちろんのこと、沖縄では選挙で民
意が勝利を収めたにもかかわらず、
状況は全く改善されません。現在の
この国では、私たち市民は無力なの
かと、半ば諦めてしまっている人々
も多いのかもしれません。安倍政権
は巧みにそういう状況をつくり出し
ているのかもしれません。そうだと
すれば、私たちは安倍政権に執拗に
発信し続ける一方で、半ば諦めてし
まっている人々とつながり、「あな
たの小さなチカラを必要としてい
る」ことを伝えなければならないと
思います。
2010年、上関原発の予定地であ
る田ノ浦湾が埋め立てられてしまう
危機にあったとき、私は「サンデー
アクション」を始めました。たった
一人でもできる小さな発信で、週に
一度だけでも、小さなアクションを
起こしてほしいという想いで毎週提
案をしています。
私の小さな活動は大きな変化を起
こすほどのチカラはありませんが、
時々いただく「ありがとう」「やっ
たよ」の反応に支えられて、今も続
けています。

民主主義制度の国に
生きる者として

伊藤　慧 戦争法への
私の取り組み

浦田千恵

戦争法への
私の取り組み
クリスティーナ紀子
（京都教育大学）

ガラス細工の戦後政治
を破壊した安倍政権

吉竹幸則
（元朝日新聞記者）
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今秋の反原発運動での大きな取
り組みのひとつに「高浜から大阪
関西電力本店までのデモ」がある。
高浜原発再稼働を許すな！と全行
程200キロをデモして訴え続けた。
主催は「高浜̶関電本店リレーデ
モ」実行委員会（代表：木原壮林）
である。
福井の人々、滋賀、京都の人々

がリレーして、高浜原発再稼働反
対の意思を大阪の人々に繋げた。
参加された方も、陰に陽に支えて
いただいた方もありがとうござい
ました。市民環境研究所のメンバ
ーも多数参加したこのデモの様子
を 9日間参加した私の記録をもと
にして報告する。

１） 11 月８日：出発集会には
100 名参加（中嶌哲演さん、高浜
現地の東山さんをはじめとする福

井現地から 10数
人、元宇宙飛行士
の秋山さんも参
加）の後、高浜役
場までのデモで
リレーデモは始
まった。
２） 11 月９日
～ 10 日：若狭地
区を約３０名で。
３） 11 月 11
～ 14 日：福井県
～滋賀県へと峠を越え、琵琶湖の
西岸をデモは続く。参加者は40名
前後、
４） 11 月 15 日：琵琶湖南湖を
堅田から大津へと 70人が歩く。
５） 11 月 16 日：逢坂山の峠越
え、延べ 200 人弱の隊列が京都駅
前の関電京都支店に到着する。
６） 11月17～20日：連日100
名を超える人々が晴れのち雨の中
を大阪市中之島にある関西電力本

社を目指し、福井から歩き続けて
来た人を先頭に歩き続ける。この
頃になるとデモに風格が醸し出さ
れる。
７） 11 月 20 日夜：関電本社包
囲には 1000 人が集まり、小林圭
二さん、中嶌哲演さん、東山さん、
さらに福井県民会議の宮下事務局
長、もんじゅの池島さん、各地区
リレーデモ実行委員会等からのア
ピールがあり、最後に実行委員長
の木原さんから「このデモで運動

が点から線へさらに面となって、 関
電と安倍政権の再稼働策動を阻止
し、全原発の廃炉を目指す闘いへ
と拡大するきっかけとなった」と
アピールがあった。かくして、多
くの成果と人のつながりを築いた
200キロのリレーデモは終わった。
デモは単に地点を繋ぐだけでな

く、通過した各自治体への申し入
れを行った。高浜̶おおいー若狭
̶滋賀（県、高浜、大津）-京都（府、
市、向日、長岡京、大山崎）-大阪
（府、市、島本、高槻、茨木、吹田）
の府市町の首長宛に高浜原発再稼
働を許さないことを求める要望書
を手渡した。福井のおおい町の対
応は官僚的できわめて悪かったが、
その他の自治体ではおおむね部長
クラスが応対した。関電は京都、
大阪本店両方とも実に官僚的、無
礼な対応であり、参加者全員が怒
った。

印象に残ったいくつかのこと。
①全体を通して、各地とも多く

の人々の参加があり、当
初の予想の倍の人数で
あった。
②高浜ではかなりの

人が、沿道や家の中から
手を振ってくれた。これ
は、事前のビラのポステ
イング（４回）を実行し
たので、市民に我々のデ
モの趣旨が浸透し、話題
になっていたと思う。
そのことは 9 日朝の

役場申し入れでも、担当
部長をはじめとする “お
出迎え” の陣容にも表れ
ていた。高浜で公然と再
稼働反対を表明されて
いる方は数名に過ぎな
いのだが、潜在的にかな
りの人が原発に反対で
あることが分かった。
11月 9日の高浜からの

デモには、おおい町名田庄の方が
参加された。今度行くとき訪ねて
行こうと思っている。原発立地の
町の方でデモに参加することは、
3.11 以後でもたいへん勇気のいる
ことなのだから。
③福井、滋賀でも沿道の人、家

の中から手を振ってくれる方、ま
たカンパまでしてくれる方まであ
った。現地の方がデモ参加者への
宿舎提供を含めいろいろと準備し
て頂いただき、これらの方たちと
の連帯を深めて行きたい。
④堅田から大阪までの “都市部”

でも予想より多くの参加があった。
また、日頃はかならずしも連携し
ていないグループのメンバーがこ
のデモで一緒に歩いたことは、多
様なグループが今回のデモをきっ
かけにして、連携行動ができると
思い、木原さんが言う点が線へ、
線が面へと人々の連帯が始まるだ
ろう。
⑤ 13日間のデモで全日参加：２

名、12日参加：３人だった。ほん
とうにご苦労さん。

京都の申立人のひとりである藤
井悦子です。残念です。かなりひ
どい決定です。
まともに検討して書いたとは思

えない、関電の主張のコピぺのよ
うな決定。避難計画すら条件にし
ていない規制基準で安全と主張し、
多重防護の必要性まで事実上否定。
関電の対策でメルトダウンは事

実上起きないからメルトダウン後
の対応について判断しなくていい
とまで言いきっている、
新たな安全神話を前提にした、

信じがたいひどい決定です。
決定要旨にはこんなことが書か

れているのです。
「核燃料の損傷・溶融に結び付

く危険性が社会通念上無視しうる
程度にまで管理されているか否か
という観点からみても、債務者（関
電）において、新規制基準の内容
及び規制委員会の基準適合性判断
に不合理な点がないことについて
主張疎明を尽くしたと認められ、
本件原発の安全性に欠ける点があ
るとはいえない。したがって、そ
の余の債権者（申立人）らの主張（核
燃料の損傷・溶融が生じた後の対
応等）を判断するまでもなく、債
権者（申立人）らの人格権が侵害
される具体的危険があるとはいえ
ない。」
林潤裁判長、山口敦士裁判官、

中村修輔裁判官は恥を知るべきだ。
大事故が起きて被ばくしたり避

難を強いられても、彼らも国も福
井県も、誰も責任などとらないし
取るすべもありません。
弁護団・申立人は早急に抗告し

ます。

2016年 1月 20日発行
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人のつながりを築いた
リレーデモ

→（前ページより）
カイダ・ビン・ラーディンを敵に回
し、9.11同時多発テロが発生。報
復のイラク、アフガン攻撃も泥沼
化。イスラム国まで生みだし、多く
の米軍戦士の命も散った。
もし、米国の言いなりに日本が自
衛隊を多国籍軍に参加させても、敵
を作るだけ。世界平和に貢献しなか
ったことは明白だ。むしろ、海部和
平が少しでも成功したなら、「さす
が９条を持つ国」と、今では世界の
評価も高まったはずだ。
戦後政治で長く根付いていた自民
２対社会１の55年体制。その本質
は建前としての「親米、改憲」と「反
米・護憲」。しかし、本音は、どち
らも軽武装、経済優先……である。
東側との冷戦で占領間もなくから

「９条はプレゼントのし過ぎ」と気
付いた米国はその後常に日本の再軍
備を要求し続けた。、自民は「日ご
ろお世話になっている米国の言うこ
となら何でも聞くつもり。でも、う
るさい社会党がいる。９条改正を持
ち出せば、 社会党政権になる」とや
んわり脅せば、米国もそれ以上強く
押せない。
結果、過度の軍事支出を抑制し、

経済繁栄と曲がりなりにも平和国家
が長く続いた。戦後政治とは、９条
を盾にどこを崩しても壊れ、修復不
能の危ういガラス細工だった。「９
条は集団的自衛権を否定していな
い」とする安倍政権の解釈改憲は、
米国には願ったり、かなったり。ガ
ラスは音を立てて崩れ、自民自身の
柔軟性も失った。

たとえ安倍政権が退陣に追い込ま
れたとしても、「９条の解釈改憲が
可能」で味をしめた米国が、自衛隊
派兵を反故にする日本を簡単に許し
てくれるはずもない。
「取り返しのつかない事態にこの

国が追い込まれる前に」……。私が
理想論はさておいても、現実政治の
観点から安保法制反対運動に取り組
んだのは、その思いからだった。
でも、安倍暴挙で成立を許した。

未だ世界が強大国の軍事バランスで
成り立っている今、米国の圧力をは
ねのけ、どう、「平和国家」の再構
築を図るのか。これまでの２倍も３
倍もエネルギーを必要とすることだ
けは確かだ。それでもこの国に住む
者として避けて通れる問題ではない
のだ。

点から線へ
線から面へ

高浜原発再稼働を許すな！
高浜̶関電本店200キロ、13日間のリレーデモ報告

新開　純也

高浜原発の再稼働認める
福井地裁が仮処分取り消し
（2015年12月24日）

「司法の責任どこへ」

申立人からの抗議のアピール


