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憲法９６条の「改悪」は許せない
憲法改正に高いハードルを
いハードルを設けるのは世界の常識
安倍首相は 2013 年１月 30 日の衆院本会議で、日本維新
日本維新の会の平沼赳夫国会議員団代表への答弁として、憲法改正に関
し「党派ごとに異なる 意見があるため、まずは多くの党派が
が主張している 96 条の改正に取り組む」と明言し、憲法改正の発
議要件を定めた憲法 96 条を緩和する方向で改正する考えを
えを表明しました。現職の首相が国会答弁で憲法改正に具体的に言
及するのは極めて異例のことです。このことについて、考えてみましょう
えてみましょう。

自民党をはじめとする改憲勢力は、まず日本国憲法９６条を変えようとしています。憲法９６条
は、憲法を変えるためには、衆参両院の３分の２の賛成をもって改正案を発議（国民に提案）する
には、衆参両院の３分の２の賛成をもって改正案を発議（国民に提案）する
こととしています。自民党などは、これを２分の１の賛成でできるように改憲のハードルを下げよ
２分の１の賛成でできるように改憲のハードルを下げよ
うとしているのです。これは戦争放棄の９条を変えやすくする準備
戦争放棄の９条を変えやすくする準備です。９条を変えて、国防軍を
つくり、海外派兵をし、アメリカなどと一緒に戦争のできる国にしようというのです。これは絶対
に阻止しなければなりません。
自民党などは外国の例を引いて、他国は何度も改正しているのに、日本が憲法改正できないのは、
９６条の壁が厚すぎるからだ、という宣伝をしています。しかしこれはウソです。アメリカもドイ
９６条の壁が厚すぎるからだ、という宣伝をしています。しかしこれはウソです。
ツも、フランスでもイタリアでも、お隣の韓国でも憲法改正には、普通の法律とは違う高いハード
ルを設けています。憲法というものの重みを考えれば当然のことです。
憲法というものの重みを考えれば当然のことです。日本国憲
法の根幹である平和主義の９条を変えるのを、普通の法律のような安易なやりか
たで変えるのは許されません。力をあわせて９６条改悪を阻止しましょう。

実行委員会事務局 長尾愛子

先日の「第７回小川町民コンサート」には大勢
大勢の方々お出でいただき本当にありがとうございました。。
今回は和太鼓や鼓と獅子舞にチェロとピアノがコラボ
にチェロとピアノがコラボ
レーションするという珍しい試みがありました。。本来はジャン
ルの異なる楽器が、お互いの音楽や動きを生
生かし合って非
常にたのしいステージが繰り広げられました。。チェロの伴奏
に合わせて、会場狭しと動きまわる獅子舞に、、老若男女が笑
顔になっていましたね。演奏者の皆さんはそれぞれにプロと
さんはそれぞれにプロと
はいえ、このステージのために知恵を絞り、力
力を合わせてくだ
さいました。
堪能し、最後のステージでは 11 人の子どもたちのコーラスも
どもたちのコーラスも
ハッピートレインや大塚秀子さんの歌声を堪能
加わって、出演者と会場が一体となって復興支援
復興支援ソング「花は咲く」を歌いました。感動にウルウルしてい
にウルウルしてい
た人もいたようです。
音楽は関係の創造
音楽とはコミュニケーションそのものではないでしょうか
とはコミュニケーションそのものではないでしょうか？どんな音楽も奏でる人や歌う人だけではな
だけではな
く、それを聞く人があってはじめて成立します
します。また、合奏やアンサンブルではしっかりと自分自身が演奏
演奏
しつつ、相手の演奏が生きるように配慮し、合
合わさることで何倍もの広がりや面白さが生まれます。
ちょうどその反対のことは暴力ではないでしょうか
ではないでしょうか？暴力には自己主張しかなく、相手の心身を傷つ
つ
け、黙らせます。相互関係を破壊し、もっと深刻
深刻な暴力を誘発します。その究極は戦争です。けれども関係
関係
がうまくいかないときにこそ、話し合い、コミュニケーションをはかる
コミュニケーションをはかる道を一人ひとりも、グループも、そして
そして
国も強い意志とやわらかな感性を持って選んで
んで行かなければならないと思います。
この小さな町の手作りのコンサートにはそのような
りのコンサートにはそのような願いが込められています。私のような者がその準
準
備や運営に初回から７回ともかかわることができ
ともかかわることができ、本当に光栄に思っています。たくさんのつながりが与
与
えられ、創造の喜びにも触れさせていただきました
れさせていただきました。
大好きな小川町がいつまでも音楽と笑顔のあふれる
のあふれる町でありますようにと心から祈っています。

長尾邦弘・愛子ご夫妻は転勤のため、
三月をもって、小川町を去られます。
長い間お世話になりました。なお、邦
弘氏の御挨拶は次号に掲載します。

第９６条 1.この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に
法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に
提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選
挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2.憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すもの
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すもの
として、直ちにこれを公布する。

第７回の町民・平和コンサートを終
終えて

このことについては、各界から異論が続出しています。改憲派憲法学者として有名な慶応
大学の小林節教授も「説得力ある改憲案が必要。96
大学の小林節教授も「説得力ある改憲案が必要。 条改正は邪道である！」とおっしゃって
います。以下ブログから、
「何より大反対なのは 96 条の改正です。国会議員の 3 分の 2 の賛
成がないとダメだというのにいらだって、自民党はこれを 2 分の 1 にしちゃいましょうとい
う案を出してますよね。憲法を改正するのなら国民を説得して賛成を得るべきで、それがで
正するのなら国民を説得して賛成を得るべきで、それがで
きないから手続きを変えるというのは邪道です。本来、権力者を制限する、権力者を不自由
にするのが憲法ですから、こんなことが許されたら憲法は要らないということになる。憲法
は基本法であって、「硬性憲法」と言われるように簡単には改正できないものなんです。96
「硬性憲法」と言われるように簡単には改正できないものなんです。
条を改正しようとしたら、良心的な法律家、憲法学者はみな反対するでしょう。
」
（参照：http://jbpress.ismedia.jp/articles/
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/37007?page=2）

「渡されたバトン～さよ
東松山 9 条の会 「渡されたバトン～さよなら原発」
映画上映
日時
会場

5 月 26 日（日）①10 時～ ②14 時～
東松山市市民活動センター

「おがわ町九条の会」は「憲法九条を守りたい」と思う方ならどなたでも入会できます。
おがわ町九条の会」は「憲法九条を守りたい」と思う方ならどなたでも入会できます。
「おがわ町九条の会」は皆様の会費（一口２００円）とカンパで運営されています。ご連絡をお待ちしています。
（
（0493-74-1138 渡辺）

小川町町民ｺﾝｻｰﾄ
小川町町民
（報告）

第七回

町民コンサートに参加して

青山 大塚秀子

７回連続で出演させていただきましたが、真冬の公演
公演は地元という好条件のもとでも、なかなか厳しいものを
実感致しました。
第七回町民コンサート（「おがわ町九条の会」主催
主催、「小川町」「小川町教育委員会」後援）が、1 月 26
日（土）、パトリアおがわで開かれました。今年は年が
が明けて、ニューイヤーコンサート。新春にふさわしく、
和太鼓や獅子舞も登場して、ホール満杯のお客様と
と満喫しました。皆様のご協力に感謝いたします。

空調と乾燥、照明の中での予想以上の喉の渇き、、リハーサルから本番までの超長かった時間の体力、集中
力、コンディションの繋げ方など、自分の反省点はあります
はあります。完璧ということがないのが歌の道と肝に銘じてお

町民コンサート実行委員長

それにしても
それにしても「よかったよ！涙が出ちゃった・・・！」などと言われ
ますと
ますと、こんな嬉しいことはありません。もう少し歌い続けられ
るかななどと
るかななどと意欲も膨らみます。
「おがわ
おがわ町九条の会」は多くの有能なスタッフに支えられて
います
います。真に平和への篤い思いを持った人達の底力のある集
団だとつくづく
だとつくづく感じます。ポスター、チラシ、会場、音響、照明、
撮影等皆
撮影等皆さん、超一流の方々です。今回特に可能性にあふれ
る、司会若
司会若い力、子どもたちの参加など、そういう若い芽を発掘
する力にも感動しております。とにかく、次世代に負の
の遺産はなるべく少なく、「青い空は青いまま伝えたい」と
念願する日々です。皆様お疲れさまでした。

昨年暮れの衆議院選挙で、
お隣埼玉
区から、 歳の「
暴走老人」
が立候補し
たのをご存知ですか。「 歳で陸軍歩兵と
して中国戦線に送られ、目の前の仲間が次々と死んでいった。
政治家は戦地には行かない。犠性になるのは弱者や貧芝人なん
だー。いまこそ若い人に伝えなければ」と公示前日に立候補を
決意。「日本国憲法は最高！第９条を守ろう」と訴えた。結果は
自民が圧勝したが、絶望はしていない。 「こんな右頬化の動き
は長くは続かない。
国民はそんなバカじゃないよ」と意気軒高。

朝日新聞

富田和朗

一月二十六日（土）パトリアおがわホー

ルは満席のお客さんでにぎわいまし

た。参加者の中には、遠くは東京墨田

区、群馬県太田市からの方もいらっし

ゃいました。六十数通のアンケートの

中にも、長瀞、坂戸、東松山、滑川、

鳩山、寄居など近隣からの方々の声が

多数寄せられています。アンケートの中

のほとんど の方々が「今回のコンサ ートは今

ま で にな くよ かっ た」 とい う 声で しめ られ てい ます 。 特に 太鼓 、獅

子 舞 が新 春に ふさ わし くも あ り、 良か った 、特 記す べ きは チェ ロ、

和太鼓によるコラボレーションだったと指摘されています。。「来年

も 呼 んで 欲し い」 と言 う声 に 感謝 しま す。 また 、歯 切 れの よい 高校

生遠藤さんの司会を褒めた声も多く見受けられました。

全体の出演者、大塚幸穂さん、大塚秀子

さん、ハッピートレインの全ての皆さん

を評価する声が多数でした。このよう

な催しを是非来年も続けて欲しいとい

う声も多く、私どもも喜びです。ただ、

「若者の参加者が少ない」との指摘が

あることは課題です。プログラム構成

に工夫が必要です。これは、九条の会の

組 織 その もの にも 言え るこ と です 。ど うか 皆様 、良 い お知 恵を お貸

しください。

ります。
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