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憲法施行 72 年目の 5 月 3 日、東京・有明防災公園で、
「許すな！安倍
改憲発議―平和といのちと人権を！５・３憲法集会２０１９」が開催さ
れ、6 万 5 千人が参加しました。集会は、５・３憲法集会実行委員会
が主催し、総がかり行動実行委員会、全国市民アクションが共催、「改
憲発議の阻止！」「参院選挙勝利！」「安倍政権の打倒」を訴えました。
メイン集会は 13 時から、講談師の神田香
織さんの司会で進行。まず、高田健さん
（総がかり行動実行委員会共同代表）
が主催者を代表して挨拶。「安倍首相が
改憲を言いだしてからこの２年、我々の
運動の力もあって、まだ、憲法審査会に改憲案を提示す
らできないでいます。もはや、安倍首相は、この通常国
会で強引に改憲発議をするか、参院選で３分の２を獲得
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し改憲への道を突き進むしかなくなって
います。この改憲の道を全力を出して阻
止しなければなりません。そのためには他
の重要課題と結びつけ、必ず通常国会
での発議を阻止し、参院選で勝利しなけ
ればなりません。野党の一本化を必ず実現し、野党と市
民が共同して全力を出し切って 3 分の 2 の確保を打ち
砕きましょう！」と訴えました。

メイ
メインスピーチでは、湯川れい子（音楽評論家）、元山
仁士郎さん（
「辺野古」県民投票の会）
、高山佳奈子さ
ん（京都大学教授）、永田浩三さん（武蔵大学教授）
が登壇しスピーチしました。

【発言要旨別途参照】

立憲野党の党首等が登壇
つづいて、政党からの挨拶として、立憲民主党の枝野
幸男代表、国民民主党の玉木雄一郎代表、日本共産党
の志位和夫委員長、社会民主党の又市征治党首、会派
「沖縄の風」の伊波洋一参院議員が、安倍政権による
改憲に反対し、安倍政権打倒のため、ともにたたかう決
意を述べました。

市民連合からの訴え
市民連合（安保法制の廃止と立憲主
義の回復をもとめる市民連合）を代表
して広渡清吾東大名誉教授が発言。「安
倍政権は軍事を中心にすえる政治を押し
すすめてきました。その仕上げが 9 条改憲。それを許
せば日本の非戦・平和主義の面目を失い、平和を求
めるアジアの人々を裏切ることになります。安倍政権
を倒して、新しい政権を作るためには、市民と野党の
共同こそが新しい選択肢であることを国民に明確に示
すことが大事です。参院選に勝利して安倍政権打倒
の展望を切り開きましょう！」と訴えました。
リレートークでは、高校無償化から不当にも除外され
ている東京朝鮮中高級学校合唱部のメンバー、格差
貧困問題で本田由紀東大教授、被災地フクシマ現地
から武藤類子さん、移住連の鳥井一平さんがスピーチ
を行いました。【発言要旨別途参照】

メインスピーチ【要旨】
湯川れい子さん・元山仁士郎さん・高山佳奈子さん・永田浩三さん
湯川れい子さん（音楽評論家・作詞家）

高山佳奈子さん（京都大学教授）

私は 83 歳です。59 年間音楽が大好きで楽
しく生きてこられました。憲法 9 条を守る
ために残りの人生をかけたいです。1966 年
にビートルズが来日し武道館を使った時、
神聖な武道館をロックなんかに使わせる
なと右翼や一部の評論家が騒ぎました。音楽は言葉や
肌の色が違っても、楽しく生きようよと言っていま
す。そして楽しく踊り歌うところに殺し合いはありま
せん。人間が人間を殺すことを心から恥じなければな
りません。憲法 9 条はあらゆる理屈を超えて、日本の
宝、世界の宝です。9 条は変えないが、そこに自衛隊
を書き込むというインチキは絶対に許してはいけま
せん。みなさん！誇りをもって、恥ずかしがらずに人
を愛してください。語り合いを信じてください。私た
ちの未来、平和な世界を信じましょう！

2017 年の総選挙では、改憲勢力を支持す
る人たちよりも、投票を棄権した人の方が
多くいました。この人たちが今の政権を支
えていると言ってもいいです。また投票に行
かないということは、どんな政権でも支持し
独裁でもいいということです。このことに気付いてほしい
です。また、自民党の改憲案は、百害あって一利なし
というもの。教育の充実も合区解消も、緊急事態も、憲
法を変える必要のないものです。9 条への自衛隊明記
は、憲法の第１章が天皇、第 2 章の戦争放棄が第 2 章
自衛隊、３章国民の権利と義務、４章国会、５章内閣、
６章司法となって、１章と２章の天皇と自衛隊が国会・
内閣・司法の三権と並び、三権から独立することになり
ます。こんな、荒唐無形な改憲は許すことができませ
ん。おかしいことはおかしいと広めていきましょう！

元山仁士郎（
「辺野古」県民投票の会）

永田浩三さん（武蔵大学教授・ジャーナリスト）

沖縄で今年 2 月に行われた県民投票で、辺
野古米軍基地反対の声が圧倒的なもので
あることが示されました。しかし、沖縄の
民意は反映されず、政府は工事を強行して
います。これが民主主義なのでしょうか？
税金は根拠を示してすべての人々のために使う、沖縄
の海や森や自然をしっかり残していく、法の趣旨にの
っとり使っていく、お互いに尊重して話し合って決め
ていく。こんな社会が望まれるべきです。私は今回の
県民投票において、これから、沖縄の基地とどう向き
合っていくのか、私たちの子や孫に何を語るかをテー
マにアクションを起こしてきました。憲法が変わろう
としている今、私が、あなたが、何をしたのか語れる
大人になりましょう。憲法を大事にしながら一人ひと
りが大切にされる社会を作っていきましょう。

私は、安倍首相と同じ１９５４年生まれです。
共産党の志位委員長も、元文部事務次官
の前川喜平さんも同じです。私たちは戦後
の民主教育の中で国民主権・基本人権の
尊重・平和主義を学んだはずです。しか
し、私がＮＨＫで慰安婦問題の番組の編集長だったと
き、当時の安倍官房副長官がＮＨＫにちょっかいを出
し、番組が大きく変えさせられました。いま、官邸の記
者会見で東京新聞の望月さんが圧力をかけられてい
ますが、ジャーナリストと市民との連帯が広がってメディ
アを市民の手に取り戻す希望の光が見えています。安
倍君、これ以上日本をダメにするのはやめなさい！沖
縄をいじめるのも、憲法をいじるのもやめ、早く身を引
きなさい！戦争への道を進むのもやめなさい！心ある
ジャーナリストと市民が連帯し安倍政権を今年中に終
らせましょう！
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リレートーク【要旨】
朝鮮高校無償化問題・格差貧困・フクシマ現地から・外国人労働者問題
朝鮮高校無償化問題

被災地フクシマからの報告

東京中高級学校の合唱部の皆さん
が、
「私たちが通う朝鮮学校は戦後、
同胞たちの手によって建てられま
した。これまでの歴史には絶えず差
別と偏見があり、権利を得るための
熱いたたかいがありました。2010 年から始まった高
校無償化制度。朝鮮学校だけが排除されました。私た
ちは手を取り合ってそれとたたかってきましたが、
裁判所は不当判決を下し私たちは悲嘆の涙にくれま
した。どんなに不当に踏みにじられても私たちのた
たかいは決して終わることはないでしょう。なぜな
らこのたたかいは私たちの尊厳を守るたたかいだか
らです。あきらめずにたたかえば必ずいつか勝利で
きると信じます。私たちは負けません」と決意をのべ
ました。そして南北の統一を願う「ハナ（ひとつ）」
という曲と日韓の懸け橋となるための「アリラン赤
とんぼ」の曲を美しいハーモニーで合唱しました。

福島原発告訴団団長の武藤類子さんは、
「東京電力の刑事責任を問う裁判は今年の
3 月結審、9 月 19 日が判決日です。裁判
の中で東電は大地震の発生と大津波が来
る可能性を知り対策を立てようとしたにもか
かわらず、会社側はそれを先送りしていたことが明らか
になった。また、原発事故による区域外避難者の生活
の困窮が問題となっているのもかかわらず、福島県によ
る住宅支援が打ち切られました。フクシマではオリンピ
ックどころではなく、最低限度の生活が保障されている
憲法より、オリンッピックが優先されています。こんなア
ベコベな社会を元に戻すためにフクシマからも声をあ
げていきたいと思います。」と訴えました。

格差貧困問題
本田由紀東京大学教授は
「日本に貧困は存
在しないとかつて竹中平蔵は言ったが、明
らかに格差貧困が拡大しています。
しかし
政府はセイフティネットや教育への公的
支出を切り詰め、自らの政権の延命のため
に、力を増してきた近隣アジア諸国や苦しい状況下
にある人々への憎悪を掻き立て利用しています。そ
んな政権となれあい、労働者に収益を回さない企業
経営者らにより、働く人々の困窮と生活苦はさらに
強まっています。憎悪と侮蔑にみちた社会から、個々
の人々への信頼と支持に満ちた社会へ転換すること
以外に、この国が存続することはできないことを銘
記すべきです」と提起しました。

外国人労働者の問題
移住連（移住者と連帯する全国ネットワー
ク）の代表理事の鳥井一平さんは「昨年の
臨時国会で外国人労働者の問題が取り上
げられるようになりました。外国人労働者は
奴隷労働・人身売買という構造下にあり、
時給 300 円の実態です。妊娠したら強制帰国させら
れ、退職したくても退職できない実態の中にあります。
国民という言葉からは排除されている人々がいることを
ぜひ考えてほしい。これらの人々の声に耳を傾ける政
治を作りたいです。これからの民主主義の進む道は、
労使対等の原則に立った多民族・多文化共生社会で
なければなりません。外国人労働者の問題は移民の問
題であるというのではなく、私たちの社会の問題でもあ
ることを、この憲法記念日の日に一緒に考えて行きまし
ょう。」と呼びかけました。

閉会の挨拶と行動提起
集会の最後に植田あゆみさんら合唱団によ
る「翼をください」の曲が流れる中、集会実
行委員会を代表して福山真劫さん（総がか
り行動実行委員会共同代表）が「本日の集会
での発言の数々を自分のものとして胸に刻み、国会で
の改憲発議は絶対阻止しなければなりません。憲法審
査会も次の山場を迎える中、情勢に応じて緊急の行動
も考えます」と言及。5 月９日と 19 日の行動、5 月 25
日の国会包囲、6 月 7 日の集会とデモ、8 日の国際シン
ポジウムの行動を提起しました。
【詳細当面の行動日程
参照(4P)】また、3000 万署名については「昨年の憲法
集会で 1350 万筆の突破を報告しましたが、現物がまだ
届いていません！6 月の国会に再度提出するので、で
きるだ早くの提出を」と呼びかけました。そして衆院
選挙とのダブル選挙も考えられる 7 月の参院選挙で
は、
「野党共闘を市民の力で必ず実現し、改憲勢力の３
分の２割れを確保し、安倍政権の打倒を！」と呼びか
け「日本の平和と民主主義をより確かなものにするに
は今を生きる私たちが頑張るしかありません。共にが
んばりましょう！」と訴えました。
３

２コースに分 かれて

パレードに出発

６万５千人の参加者

#MeToo #WithYou
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憲法集会では、メイン集会の前段 11 時からはサブステージとし
て①【自由に話そうトークイベント】②【それってどうなの？こ
れっておかしくない？#MeToo #WithYou】③【ライブステー
ジ】④【子ども憲法ひろば】⓹ミニ映画上映会が開催されました。

12 時からは、小室等さん、こむろゆいさんらの「獄友イノ
センスバンド」や、うじきつよしさん、内田勘太郎さんの「子
供団」によるオープニングコンサートが実施されました。

名称：安倍９条改憲 NO！辺野古新基地は断念を！
憲法審査会に自民党改憲案を「提示」させるな！国会議員会館前行動
場所：国会議員会館前

主催：総がかり行動実行委員会・全国市民アクション

名称：「示そう 辺野古ＮＯ！の民意を」5・25 全国総行動・国会包囲行動
場所：国会議員会館前・国会正門前・国会図書館前
主催：・総がかり行動実行委員会
・県内移設に反対する県民会議・「止めよう辺野古埋め立て」国会包囲実行委員会
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