この国の行方・・・・の問い
（２） 「二

一
0 七年」

安倍政権の「議論なき政治」の危機・・「へど（嘔吐）が出
そう、書きたくもない。だが、作家高村薫氏は『「私たちはいま、
どういう時代に生きているのだろうか」ということを一人一人が言
葉にし、言葉にすることによってかたちにし、かたちにすることに
よって把握することです。いまがどういう時代であるかを言葉にす
ることによって、はじめて私たちは何事かを理解し、考え始めるか
らです。そして未来への思いを言葉にし、言葉にすることによって
意思をもつ、意思をもつことによって未来が立ち現れる、というス
テップを、けっしてはしょらないことです。
「これはいったいどう
いう時代なのだ」と、言葉を失って立ちすくんだ瞬間、人間は同時
に言葉を探し始めるのです。そしてあれこれ言葉を探していると
き、私たちは未来への意思を持っているのだと思います。諦めない
（紹介
2013/5/25

それもまた行動である。
』～

でおきましょう。
』 注１作家的覚書」信州岩波講座講演
は後述）帯封には『ものをいう事こと
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一考察
『不都合な質問には、何度と問われ
文より）
』 この間の国会では、
てもまともに答えない。
』
『あるもの』を『ない』と言いくるめる場
面が続き。～「怪文書」に答える必要はないと切り捨て、
「認めな
い」
・
「調べない」
・
「謝らない」
』と、一強だから何でもできると、
開きなおっていたが、都議選に影響がでるとの観測で、いったん低
姿勢の素振りを見せたが（印象操作）か？ だが、六月二四日、神
戸市の講演で『獣医学部新設は、半世紀以上守られてきた硬いが岩
盤に風穴をあけることを優先し、獣医師会からの強い要望をふまえ、
まずは１校に限定して認めた。しかし、こうした中東半端な妥協が、

Ｐ

Ｐ
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憲法施行七〇年と違憲訴訟（
二）

年を経て、いま日本国憲法
（以

節目を迎えました。戦後七二

五月三日に施行から七〇年の

日本国憲法は、平成二九年

関連法」
（以下、
「新安保法制

るのです。そこで、安全保障

は、いま大きな試練の中にあ

省を踏まえて制定された憲法

がたい被害と加害の歴史の反

文化体育部長 久保 親志

下、
「憲法」という。
）第九条

それは、現在の安倍政権の憲

と法の支配が揺らいでいます。

て考えを述べていきます。

き、原告としての体験を交え

法」という。
）の違憲訴訟につ

ることになる「安全保障関連

明、集団的自衛権を行使でき

訟」を、原告五四人で提訴し

裁判所に、「安保関連法違憲訴

昨年一一月一六日、福岡地方

福岡県内の住民と弁護士で

法解釈に問題があると思いま

す。平成二七年九月一九日未

法」が、参議院本会議で野党

存権、人格権、幸福追求権、

ました。本訴訟は、平和的生

両党などの賛成多数で強行可

憲法改正決定権を侵害された

の反対を押し切り自民、公明

決成立し、平成二八年三月二

訟」と、自衛隊出動等「差止

ことによる「国家賠償請求訴

第二次世界大戦で、三一〇

請求行政訴訟」を提訴しまし

九日に施行されました。

万人の日本人が犠牲になり、

た。国家賠償請求訴訟の第一
回公判は三月一四日、第二回

世界では五二〇〇万人の死者

を生むという、筆舌に尽くし

公判が六月六日にありました。

に対する協力に関する法律

たちが「新安保法制の違憲訴

の国賠請求です。そこで、私

づく差止請求と一人一〇万円

す。請求内容は、行訴法に基

回公判は七月一二日の予定で

は四月一二日に行われ、第二

る船舶検査活動に関する法律

四、周辺事態に際して実施す

態安全確保法）
。

事態安全確保法 重要
D 影響事

めの措置に関する法律（周辺

の平和及び安全を確保するた

三、周辺事態に際して我が国

（国連ＰＫＯ協力法）
。

訟」を提起する目的と意義に

（船舶検査活動法）
。

差止請求訴訟の第一回公判

ついて述べていきます。

新安保法制法について

及び国民の安全の確保に関す

我が国の平和と独立並びに国

五、武力攻撃事態等における
ここで、安全保障関連法と

な改正も行われました）
。

法について附則により技術的

る法案です（その他、別の十

左記の十の法律を一括改正す

「平和安全法制整備法」は、

ことです。

「国際平和支援法」の総称の

の「平和安全法制整備法」と

安全保障関連法とは、新規

国軍用品等の海上輸送の規制

八、武力攻撃事態における外

る法律
（特定公共施設利用法）
。

特定公共施設等の利用に関す

七、武力攻撃事態等における

連措置法）
。

に関する法律（米軍等行動関

に伴い我が国が実施する措置

アメリカ合衆国の軍隊の行動

六、武力攻撃事態等における

る法律（事態対処法）
。

一、自衛隊法。

に関する法律（海上輸送規制

は、
何かについて見てみます。

二、国際連合平和維持活動等
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車椅子ロンドン
滞在記 その２
Ｂｙ中ム
大変ながらく、ご無沙汰し

ておりました。車椅子ロンド

ン滞在記、その２の執筆もお

くれ、関係諸氏にはご迷惑を

おかけしました。
できれば、その３まで書け

れば良いとおもっていますが、

如何でしょうか？
私の近況としましては、相

変わらず、学校の周りで活動

しています。一応、教育職・

研究職と名乗れるのですが、

いかんせん有期雇用ですので、

次の仕事先も探しながらの仕

事になっています。
もう一度、自己紹介から必

要かもしれませんが、横着な

のでそこらへんも、はしょら

せてください。
さて、ロンドンに着いて、

４泊ぐらいは、ホテルに寄宿

く、ロンドンで最初に乗った

しました。名前の発音が難し

はバスです。
バスの話に少々、

段がはりますので、おすすめ

ーかと思いますが、やはり値

違えると困ります。
乗る際は、

でおり、バスの路線番号を間

が理解不能なぐらい入り組ん

り降りですが、乗車口のイン

タクシーに行き先を伝えるの

福岡には、日本最大規模の

ターホンを押します。運転手

注意しましょう。物理的な乗

バス運航会社があるのは、ご

が後は、ボタン一つでスロー

お付き合いください。

存知かもしれません。多くの

プを降ろしてくれます。それ

も、一苦労だった記憶があり

バスには車椅子のマークが付

を使って乗り込みましょう。

ではないでしょうか。

ら、地下鉄・バス・タクシー

しては、メジャーなところか

ロンドンでの、交通手段と

も降りるのも困るかと思って

した。最初のうちは、乗るの

ク搭載、ユニバーサルバスで

スなのですが、相当のハイテ

っても切り離せない、赤いバ

りますので、風景を見るなり

ス、車椅子３台ぐらい分があ

り込むと、それなりのスペー

乗っている間の注意・・乗

ます。

いています。
ただ、積極的に使われてい
る方は案外少ないのではない
でしょうか。かなり前に、会
の方でもバスの利便性向上へ
向けた活動がありました。
ロンドン市内で走っている
バスは、赤い二階建てのバス

地下鉄は、車椅子に完全対

いたのですが、以下の手順で

です。ロンドンの風景とは切

応・少し対応・全く対応なし、

して時間を潰しましょう。

ただし、スペースにはベビ

乗り降りできます。
乗る際の注意・・・バス網

と結構駅によって違いがあり
ました。一番楽なのはタクシ
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ますので、うまくスペースを

ーカーで乗ってくる親子もい
があったのは面白かったです。

ームズの色々なシーンの看板

シェアしましょう。
降りる際の注意・・・降り

るバス停の前に、日本と同じ

くベルを鳴らしましょう。バ

スが止まったら、運転手に声

をかけて感謝します。乗り口

のスロープがまた出ますので、

気をつけて降りてください。
さて、何か忘れている気が

タクシーの良さは、運転手
さんとの会話でしょうか。
気さくな人が多く、
とても楽
しい時間でした。
街中の走行は結構、大変な
ところがあります。歴史的で
しょうか、石畳が多く、走り
にくいところが多かったです。
交通事情の紹介で、今回の
筆を置かせていただきます。

貧乏暇あり
北九州支部 白川 長廣
県役員会への参加は、最近
ほとんどＪＲの利用である。
会場のクローバープラザの
ある、春日駅は快速電車が止
まらない。駅で行先を告げる
と、大概は博多駅乗り換えを
告げられる。しかし、博多駅
は乗降客が多く混雑するので、
南福岡駅での乗り換えを依頼
する。南福岡駅は、乗降客も
少なくホームの移動もない。
分ほどの待ち合わせ時間
だが、南福岡駅は隣接して車
両基地があり、列車の入れ替
えやいろんな種類の列車があ
って、それらを眺めているだ
けで時間が経ってしまう。
もう一つのルートが西鉄、
地下鉄・ＪＲと乗り継ぐルー
トである。西鉄春日原駅から
天神へ、天神から地下鉄で貝
塚へ、再び西鉄線に乗り換え
千早へ、千早駅からＪＲで折
尾駅へ向かうのである。沿線

の景色が、変わって面白い。
さらに気が向けば、福北ゆ
たか線を使うルートがある。
博多という大都会から郊外
へ、そして次第に田園風景へ
と変わっていく。
ただし、
「貧乏暇あり」とい
えども、時間がかかるのは、
覚悟しなければならない。
途中、
「筑前大分」という駅
がある。
こんなところにも
「お
おいた」があるのかと思った
ら、ちくぜん「だいぶ」と読
むらしい。そして「天道」
。
「て
んどう」と濁らず「てんとう」
である。
「お天道さま」すなわ
ち太陽であり、太陽神である
わけで、有り難い地名である。
飯塚を過ぎて、折尾に近づ
いていくと
「新入」「筑前垣生」
と難読な駅名が出てくる。
「しんにゅう」「ちくぜんは
ぶ」である。なんで、こんな
地名なのだろうと、想像しな
がら列車に揺られるのも、楽
しいものである。
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しますが・・・。単純に、料

金の話です。
実は、無料で乗り降りでき

たのです。ベビーカーも同様

ですが、降りる際に料金を請

求されない、素敵な乗り物だ

ったのですね。バスを持ち上

げたので、地下鉄の良いとこ

ろもと思うのですが、
あまり、

いい思い出がありません。
その心は、その３で書けた

らと思っています。
ただ、ベーカーストリート

の地下鉄駅でシャロック・ホ
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津久井やまゆり園殺傷事件の一考察

だ一連の捜査が終結しました。
事件は「裁判員裁判」で審

差別だ」という否定的な意見

傷を負ったという、実に痛ま

所者が殺害され二七人が重軽

やまゆり園」で一九人もの入

相模市の障害者施設「津久井

一年前の七月二六日未明、

はじめに

の面から、植松被告人は犯行

性」
「犯行後の自己防衛行動」

質性」
「犯行の一貫性・合目的

可能性の認識」「犯行の人格異

認識」「精神障害による免責の

行の計画性」「行為の違法性の

ると「動機の了解可能性」
「犯

めの着眼点」を、元に鑑定す

は今後の裁判において起訴状

可能性もあります。横浜地検

だったとして無罪を主張する

が「犯行当時心神喪失状態」

一方、弁護人側は植松被告人

側の
「死刑求刑が予想される」

また、刑事裁判では検察官

可能性があります。

し初公判までに時間がかかる

れ、公判前整理手続が長期化

責任能力が争点になるとみら

す。神奈川県警は、殺害され

持ちには、なれないといいま

いますが、名前を公表する気

重い口を開き始めた遺族も

中の一端を代弁しています。

が整っていない状況だ」と胸

遺族の弁護士は「今は気持ち

まです。報道によれば、ある

の多くは固く口を閉ざしたま

も、殺害された一九人の遺族

殺傷事件から一年過ぎた今

匿名被害者の軌跡

などに分かれています。

しい事件が起きました。

時には「刑事責任能力を問え

を朗読する時などに被害者の

た人や重軽傷を負われた人の

理される見込みで、裁判では

とし）被告人は、刑事訴訟法

る状態」であったと診断され

実名を呼ばず「匿名」での審

福岡支部 久保 親志

に基づく「鑑定留置」が昨年

ています。

合的なパーソナリティー障害

ーソナリティー障害」など複

事を特徴とする「自己愛性パ

いう肥大した自己意識をもつ

人は、自分は特別な存在だと

精神鑑定の結果、植松被告

６つの罪で横浜地裁に起訴し、

造物侵入罪、銃刀法違反罪の

び職員三人への同致傷罪、建

職員三人への逮捕・監禁罪及

四人の入所者への殺人未遂罪、

の入所者への殺人罪、男女二

検は植松被告人を男女一九人

そして二月二四日、横浜地

とを理由に特別扱いするなら

的な意見や「障害者であるこ

するのは当然だ」という肯定

は「遺族や家族の要望を重視

や障害当事者団体などの意見

たことについて被害者の家族

名が明かされない可能性が出

ていますが、法廷でも被害者

理を裁判所に求める検討をし

遺族は事件後間もない時期に、

らさがあるといいます。ある

者とその家族が抱える生きづ

の対応ですが、背景には障害

いません。殺人事件では異例

あった」との理由で公表して

高い。遺族からも強い要望が

プライバシー保護の必要性が

氏名を「知的障害者の施設で

同園の元職員・植松聖（さ

九月二一日から行われ本年二

があったとみられます。「犯行

事件発生から約七か月に及ん

月二〇日に終了しました。

と精神障害の関係の整理のた
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車椅子ロンドン
滞在記 その３
Ｂｙ中ム
第三回を迎える、車椅子ロ

ンドン滞在記ですが、老いて

きたのか記憶が曖昧になって

きました。忘備録的に書くの

も楽しいので、前回、前々回

と文章を読み直しますと、

色々なことを思い出します。
残念ながら、最近は仕事に

かまけて会の活動にも参加で

きず、本シリーズの皆様から

の所感も聞けずにおります。

仕事は結構忙しく、月に１～

２回程度週末が出張で無いな

ど、今更ながらに愚痴りたく

なる今日この頃です。さて、

ロンドンでの滞在に当たって

ですが、福岡での生活と比べ

て大きく違ってくるのが、交

通手段とかではなく、物価全

体では無いかと思います。
１ヶ月の間しか滞在してい

リスはユーロで無い）

するか、ポンド（イギ

その際、日本円で決済

ードで決済しました。

こで、手続きをし、カ

た記憶があります。そ

アウトする時も、

ホテルをチェック

した。
そういえば、

たといういい話で

の財布は潤いかけ

算ミスで中ムさん

しかし致命的な計

よくしています）
。計算式は、

ぶっちゃけた話ですが、日

で行うか聞いてきまし

他の日本人宿泊客

不動産屋はすごく、セキュ

本よりも５倍ぐらい払いまし

たので、日本円で支払

の請求書を提示さ

ませんでしたが、家賃が天文

た。食費もずいぶんかかりま

うとお願いしました。

れましたし、おか

皆様にお任せします。
簡単な、

した。ここで、とホホな話で

その場は特に問題な

しな国の滞在記に

リティの厳しいオフィスだっ

す。部屋自体の予約はネット

く手続きを終え、鍵も

なりました。すこ

学的な数字になりました。

を使い、日本で行いました。

受け取りました。問題

支払うと言うことでした。

で鍵を受け取る時にカードで

支払いは、現地の不動産屋

をしていたのです。１ポンド

ンドの数値で、日本円の決済

理由は簡単、決済の時にポ

に来るように依頼されました。

中です。もう一度、不動産屋

じはしたのですが、予感は的

写真は、インペリアルカレ

と存じます。

も合わせて、お送りできれば

ってきまして、その参考情報

りに。６月にマレーシアに行

書きますので、今回はこの辺

と思ったのですが、次回も

しだけ、ロンドンでの食生活

なので、ロンドンに到着後

１４０円として、１００００

ッジ近くの博物館と私が滞在

は翌日、不動産屋から電話が

一旦ホテルに宿を取り、スタ

ポンドを１００００円で決済

したスタジオです。

の話をしようと思います。

ジオ（アパート）の鍵を受け

していたのです（数字はキリ

かかってきたのです。嫌な感

取りに不動産屋へいきました。
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《 今月の時事 》
厚生労働省は 27 日発表した 2016 年の国民生活基礎調査で、ひとり親と暮らす子
供への支援の必要性が改めて浮かび上がった。2015 年（調査対象率）子供の貧困率、
13.9%(12 年ぶり改善も主要国の中で高い)。ひとり親所帯の貧困率、50,6%（主要
国で最悪のレベル。全体の貧困率、15,6%（主要国で最悪のレベル）
。2016 年 75
歳以上の「老々介護」
、30,2%（初の３割超）
。介護が必要になった主要な原因「認知
症」18,0%（初のトップ）
。禁煙率 19,8%（初の２割未満）貧困率は、相対的に算出
している。所帯の可処分所得などから子供を含む国民一人ひとりの所得を仮に計算し
て順番に並べ、真ん中の人の半分（今回は１２２万円）に満たない人の割合だ、シン
グルマザーが安定した給与で働きやすい仕事につくのは難しく、多くは「非正規社員
に留まり、中にはパートの掛け持ちでしのぐ人もいる」ひとり親所帯の教育費負担は
とりわけ重く、貧困は子供の将来〜に大きく影響し、貧困の連鎖に繋がる。母子所帯
のうち 16 年時点で
「貯蓄がない」
のは前回 13 年の調査から 1,1 ポイント増の 37,6%
に。
「借入金がある」は 4,3 ポイント増の 28,1%で、生活の苦しさが目立つ。
「老老介
護」も 30%超えたが、これから毎年増加するはずだ。それに、医療保険・介護保険料・
介護支援の負担など、今後も増額されることは自明であり、負担軽減策での「老老介
護」は「共倒れ」のリスクが増幅し、すでに「孤独死・心中（行き詰まり）事件」も
起きている。経済的な「困窮」は、母子所帯のみではない。国税庁「民間給与実態調
査」（2015 年）によれば、正規雇用者（男性）：538 万 5 千円、正規雇用者、（女
性）：367 万 2 千円、非正規雇用者（男性）：225 万 8 千円、非正規雇用者（女性）：
147 万 2 千円、男性限定でみた場合においても、やはり 300 万円程の差がある。賃
金差別・男女差別撤廃・障害差別撤廃を・別解消ではない！！・・・猛暑がやってく
る（しん）

会員・賛助会員の皆様、是非是非 意見・提言・雑感・本誌の感想など何でも
可能。投稿をお願いします。事務メール添付・郵送・ＦＡＸ等で送ってください。
どうぞよろしくお願い致します。

編集後記
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九州北部豪雨で、被害を

この広報誌は、共同募金の配分金を受けて発行しています。

受けた皆様に、お見舞い申

福 岡 県 総合 福 祉セ ン ター（ クロ ー バー プ ラザ ）内 ６ 階
TEL＆ FAX ： ０ ９ ２－ ５ ９２ － ４５ ２ ８
E-Mail： fukusekiren-kasuga@cello.ocn.ne.jp
■ 発 行 九 州 障 害 者 定 期 刊 行 物 協 会 頒価１００円（会費に
含まれる）〒810-0001 福岡市中央区天神 1-16-1-7F

し上げます。自分に出来る

福 岡 県 脊 髄 損 傷 者 連合 会 会 長 藤 田 幸廣
〒 816-0804 福岡 県 春 日市 原 町 ３丁 目 １ －７

事をしたいです。
（坂本）

■編集

