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吉川市では昨年度から吉川駅北口の改修に

向けて検討を進めてきました。吉川駅の利用

者は 1日約 15,000 人に上り、朝夕の通勤通学

時間帯には、頻繁に発着するバスや自家用車・

タクシーなどが行き交い、大変な混雑です。 

こうした渋滞の緩和や通行の安全性を確保

に向け埼玉県警や公共交通事業者と協議し、

障害を持つ方や子育て世代の方などにもご意

見をいただいたそうです。 

8月には改修計画案（左図）が示されました。 

① 送迎用有料駐車場（8台分）をロータリー

の北側に設ける。 

② 駅直近の車道の幅を 4ｍ程度と狭くして、

右寄せしての駐車ができないようにす

る。 

③ 車いす利用者や妊産婦、けがをしている

方などの乗降スペースを確保する。 

④ 車道をかさ上げし、バス・タクシーなどの

乗降がしやすいようにする。 

⑤ ベビーカーや白杖利用者などが通行しやす

いよう、透水性のあるバリアフリータイプ

の舗装材にする。また上屋・シェルターを設

置する。 

⑥ モニュメントやモミの木の移設を検討。 

３億円をかけての改修を計画が予定されてい

ます。8 月 5～19 日に募集されたパブリックコメ

ントには、24件のご意見が寄せられました。 

寄せられたご意見や 9月議会一般質問での議員

の意見などを考慮し、より良い案が練られていく

ものと期待しています。 

 

 

 

 

 

安倍元首相

の「国葬」に

どうしても納

得がいかな

い、共産党さ

んに頑張って

ほしいという

お電話をたくさんいただいています。「国葬反対」の

世論の広がりを実感しています。 

9 月 6 日（火）日本共産党吉川市議員団は中原市

長と戸張教育長宛てに、「国葬」についての要望書を

提出しました。要望した内容は、 

① 市長・教育長は国葬に参加しないでください。 

② 半旗の掲揚や弔意を強制する指示または通達を

出さないでください。 

③ 市民および市職員に弔意の表明を強制しないで

ください。以上 3 点です。 

国葬の始まりは 1878（明治 11）

年に暗殺された大久保利通の葬儀

でした。政府の最高実力者であった

大久保が不平士族の手にかかって

命を落としたことで、反政府活動が

活発化することを政府は恐れました。そこで政府が考

えたのは、天皇が大久保＝「巧臣」の死を悲しんでい

る様子を大規模な葬儀という形で国内外に見せつけ

るということでした。政府に逆らう者は天皇の意思に

逆らうこととしたのです。2,000 人以上の参列者と

1,300 人を超える警備を国民にも見せつけました。 

天皇の「特旨」をもって行われる国家儀礼「国葬」

は、個人の功績を揺るぎないものにすると同時に政 

 

 

 

 

 

府の権力を強化を狙うものでした。「不当な暴力によ

る死」→「国葬」→「政権の強化」という構図がつく

られました。 

1943 年に行われた山本五十六（元

帥海軍大将）の国葬では、東条英機首

相が「一億国民の進むべき道はただ

一つ、元帥の精神を継承して米英撃

滅に邁進し、宸襟（天皇の心）を安ん

じなければならない」と国民に訴え

ました。母親たちには「元帥の意思は自分たちが継承

する、元帥こそが我が国民の鑑であることを子どもた

ちに説明する」ことが指示されました。国葬を通じて

国民はみな、山本五十六の意思を継いで戦争に協力す

ることが強要されました。国葬は国民を一つにまとめ

るために実施されたのです。 

こうした歴史を持つ国葬を施行する「国葬令」は、

戦後日本国憲法の施行とともに廃止されました。 

 「国葬」を根拠づける法律は、日本にはありません。

にもかかわらず、「国葬法」を作るでもなく内閣が閣

議決定だけで「国葬」を執り行うことは「法治主義」

と財政民主主義に違反です。 

 国民の税金を使って「国葬」を行うことは個人を特

別扱いすることであり、憲法 14 条「法の下の平等」

に反しています。「国葬」を行うことは国民に「弔意」

を押し付けることに繋がり、憲法 19 条「良心の自由」

にも反しています。 

 これだけ憲法を踏みにじる「国葬」になぜ、岸田首

相は固執するのでしょうか。 

💕 きよみの暮らし 💕 
◆看護学校に入学した時、真っ先に教員から教えられたことは「何があっても、絶対に統一協会にだけは

入ってはいけない」ということでした。田舎から初めて都会に出て、親元を離れて寮生活を始める学生が

ほとんどという状況の中で、教員が何よりも先に「これだけは教えなきゃ」と思ったのだと思います。◆

社会人になってから、友人の友人が旧統一協会に入信し、協会施設で暮らすようになって、友人と一緒に

救出作戦に行ったことがありました。が、「協会の人はみんな優しい。こんなに私に優しくしてくれる人

は他に誰もいない」と拒絶されたことは今でも忘れられない記憶です。◆その頃、創始者である文鮮明の

著書を読んだことがあります。本の題名は忘れましたが、「ある日イエス・キリストの霊が現れ、後継者

としての使命を与えられた」というような下りまで読んだところで、それ以上先に読み進めることができ

ませんでした。◆働いていた精神科病棟に「協会のノルマがこなせない」と、精神疾患を患う方が入院し

てきたことも忘れられません。◆霊感商法等の悪質な商売で得たお金が自民党等の政治家 

に献金され、深刻な被害が生まれているのに野放しにされ、更に深刻な被害を生み続けて 

きました。人の命を奪う行為は決して許されることではありませんが、山上容疑者の人生 

を思うととても悲しいです。 

吉川駅北口駅前広場改修へ 

安倍晋三元首相の国葬に反対します！ 

市長・教育長に要望書提出 

戦争協力を強要した 

山本五十六の国葬 

国葬の歴史 

日本共産党吉川市議会議員 
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国葬は憲法違反 
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 安倍元首相を銃撃したのは旧統一協会の信者二

世でした。旧統一協会をはじめ、「カルト」二世へ

のケアにも注目が集まっています。この間読んだ

何冊かの本をご紹介します。 

『カルトの子』（米本和広

著 文春文庫）はオウム真理

教の教団施設や統一協会の

家庭などで育てられた子ど

もたちに焦点を当てたルポ

ルタージュです。 

「万物復帰、この世のすべ

て（人・モノ・カネ）を文鮮

明のもとに取り戻し地上天国を一刻も早く実現す

る」とする統一協会では、親は子どもたちを共同保

育所に預けて活動をしているそうです（2002 年、

発行当時）。保育所と言っても女性信者が保育担当

として割り当てられるだけの施設です。この保育

施設の大きな特徴は、一旦預けられると親はいつ

帰ってくるかさえわからないということです。数

日帰らないのは当たり前、中には年単位で帰らな

いこともあるそうです。 

子どもが問題を起こしても親は子どもと向き合

うことなく文鮮明ばかりを見て、相次ぐ献金によ

り親はとても貧しく、子どもが高等教育を望んで

も、とても進学できるような状況ではないとも。 

他にもいくつかの「カルト」の実態が紹介されて

いますが、全ての「カルト」に共通するのは「虐待」

です。「心理的虐待」は全ての「カルト」に当ては

まり、統一協会に当てはまるのは「ネグレクト」と

指摘しています。親が「カルト」に入ると親の関心

は「カルト」に向き、子どもは二の次にされ、子ど

もは親の欲求を充足させるための存在とされてい

るとも指摘しています。 

『「人を好きになってはいけない」と言われて』

（大沼安正著 講談社）は、統一協会の合同結婚式

により誕生したカップルの下に生まれた、いわゆ

る「神の子」と呼ばれる信者二世

が描いた本です。 

神の子は神の子同士で結婚す

ることが求められ、通常の恋愛は

許されません。「人を好きになっ

てはいけない」と言われて育ちま

す。家にはいつもお金がなく、お

小遣いももらえなければ、友達と同じようにゲーム

や漫画本を買ってもらうことさえできません。いつ

しか不登校になっていった著者は、「統一協会をや

めてくれたら学校に行く」と親に話しますが、その

声は親には届きません。 

12 歳で一人暮らし・ひきこもり・常に空腹な生活。

16 歳で男娼へ。親から受けた仕打ちは「心理的虐待」

と「ネグレクト」だったと気付き、苦悩しながらも、

自分の人生を生きたいと願い、大学受験を目指す 18

歳の告白です。 

『よく宗教勧誘に来る人の家

に生まれた子の話』（いしいさや

著 講談社）は、文字通りよく家

に宗教勧誘に来る宗教信者の家

庭に生まれた著者自身の経験を

率直に描いたコミック・エッセイ

です。 

学校の友だちと放課後に遊ぶ

のもダメ、可愛いらしい洋服は「サタンの服」、週に

何回も宗教の会合への参加を強要され、親と一緒に

宗教勧誘の訪問まで強要され、拒めば皮ベルトで思

い切り殴られます。運動会の応援合戦、お誕生日会、

七夕祭り、クリスマス会に参加することも許されず、

クラス委員の選挙にさえ参加できません。親族の告

別式でも、お焼香も合掌も許されません。 

親の宗教にがんじがらめにされながら、その宗教

に疑問を持った二世の苦しさが描かれています。 

「カルト」二世が様々な声をあげ、苦しみを訴え

ています。その訴えを受け止め、寄り添い、親とは

別のその人自身の人生を生きられるように支援す

る社会にしなければと強く思いました。 

8 月 20 日（土）、市民交

流センターおあしすにて

「2022 平和のための吉

川・戦争展」が開催されま

した。私も実行委員の一人

として参加しました。 

今年の記念講演は秩父

在住のイスラエル人、家具職人のダニー・ネフセタ

イさんでした。簡単にご紹介します。 

イスラエルには徴兵制があります（男性 3 年間 

女性 2 年間）。ダニーさんも 18歳で空軍に入隊し、

戦闘機のパイロットを目指しました。当時のダニー

さんは戦闘機に乗ることをカッコいいと思ってい

ました。 

しかし後々考えると、戦闘機にできることは「人

を殺すこと」「物を破壊すること」の二つだけです。

パレスチナのガザ地区の子どもたちにとっては「人

を殺す機械」でしかありません。 

1776 年アメリカ独立以来 246 年の歴史の中で、

アメリカが戦争に関わってないのはわずか 20 年で

す。226年は戦争の歴史です。世界一の武器輸出国

アメリカにとって、戦争がないとアメリカの経済が

回らなくなり困るのです。 

日本も防衛費を GDP比１％から 2％に上げるとい

う話があります。不思議なのは、防衛費増を要求す

るのは自衛隊ではなくアメリカだということです。

武器を輸出するアメリカが「もっと武器を買え」と

要求するのは、自国が儲かるのだから当然です。 

ナチ党の最高幹部だったヘルマン・ゲーリングは、

ニュルンベルク裁判で死刑判決を受け、執行前に自

殺してしまいました。彼は戦争について、大切な言

葉を残しています。 

「もちろん普通の人間は戦争を望まない。（中略）

国民を戦争に参加させるのは、常に簡単なことだ。

（中略）とても単純だ。国民には攻撃されつつある

と言い、平和主義者が愛国心に欠けていると非難し、

国を危険にさらしていると主張する以外には、何も

する必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」。 

2019 年、イスラエル軍隊の年間死亡の 45％を占

めるのが自殺です。 

イスラエルでは独立記念日に花火を打ち上げて

いました。しかし花火の爆音が退役軍人たちに戦争

体験を想起させ、PTSD を悪化させることが明らか

になり、花火をやめるところが増えています。 

 PTSD をこれ以上増やさないために戦争をやめる

のではなく花火をやめる、PTSD を増やさないため

にどうするのかまで話が行きません。 

本当に日本が平和を望むなら、日本には素晴ら

しい道具が二つあります。一つは日本国憲法、も

う一つは世界唯一の戦争被爆国であることです。  

「私たちは原爆の恐ろしさを知っている」「核

兵器は絶対にダメだ」と言えるのに、日本の首相

は言いません。その代わりに F35戦闘機・イージ

ス艦などを購入して国民を守ると言っています。

本当に残念です。 

戦争は少しの人の利益のため、大勢の人が犠牲

になるものです。「自然災害に備えるように、他国

からの攻撃に備える必要がある」と発言した政治

家がいます。これは嘘です。 

自然災害は止めることはできませんが、他の国

からの攻撃は止めることができます。備える必要

は何もありません。外務大臣と首相がまともに働

けばよいだけの話です。 

 

カルト二世の苦しみに寄り添う社会へ 

あらゆる形の「虐待」が 

「世界の現状から平和を考える」～平和のための吉川・戦争展 

あまりにも生き苦しい 18 歳 

親の宗教にがんじがらめ 

生活相談 

いつでも、どんなことでも、 

気軽にお電話ください。 

983-7140 

 

戦闘機に乗ることはカッコいい？ 

なぜ防衛費増をアメリカが要求？ 

国民を戦争に参加させるのは簡単 

イスラエル軍死因の 45％は自殺 

外務大臣と首相がまともに働く国を 


