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みやぎの九条（No.147）                2013年 6月 15日発行 

                                 みやぎ憲法九条の会 E－メールニュース 

 

１．大判チラシの配布が進んでいます。 

 

大判チラシは順調に配布が進んでいます。

現在、アンケートで集約中ですが約 80%を

配布しています。6 月も早くも半分を経過し

ました。残り 2 週間で配布を完了するよう

に徹底してください。 

６月 11日(火)の 21時からのNHKニュー

スウオッチで10分間ほどの改憲反対派の動

きを伝えています。次の大沢九条の会の報

告にある通り、その中で大判チラシが大き

く映し出されていましたね。 

中で憲法九条を守る首長の会の鹿野文永

副会長が｢国民は改憲の危険性を見抜いて

いる｣との発言が紹介されていました。残念

ながら東北市町村長九条の会が 6 県に広が

っているとの報道はありませんでしたが。 

 

２．南三陸町九条の会[準備会]、大震災以降初めての講演会開催！ 

 

 3.11 以降活動が出来ないでいた南三陸町九条の会[準備会]は 6 月 9 日(日)震災以後初めて

講演会を開催しました。講師は河相一成みやぎ憲法九条の会事務局長。改憲情勢、96 条・9

条問題を中心に話を聞きました。町の 68%の家屋が流出した南三陸町。準備会の中心メン

バーは仙台などに移転している中での講演会でした。35 名も集まり、準備会としてはビッ

クリ。これを機に困難な中でも活動を再開することにしています。全国から寄せられた義捐

金の一部が南三陸町九条の会準備会にも届けられています。その中から資金を出して、大判

チラシ 1400 部を新聞に折込みしました。その成果が 35 名に結実したのかも知れません。(次

回続報) 

 

３．大沢 9 条の会から、大判チラシの配布・学習討論会の知らせ、です。 

 

ご無沙汰しております。11 日のＮＨＫの 21 時からの「ニュースウオッチ」、見ました。

大判チラシが紹介されていましたね。 

大沢９条の会でいただいた 4000 枚については、新聞折り込みで 3000 枚は６月のはじめ

に配布しました、(地元の新聞販売店に依頼しましたが、販売店によって対応に差があり。） 

 残りの 1000 枚については、６月末に憲法学習討論会を企画し、そのご案内のチラシと一

緒にメンバーができるだけ対話しながら活用することにしました。 

 ＜憲法学習討論会＞ 

講 師  山田 いずみ 弁護士 

と き  2013 年 6 月３０日（日）午後 2 時～4 時 

ところ  赤坂集会所（仙台市青葉区赤坂１－１４－９） 

参加費  無 料 
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  主 催  大沢 9 条の会（代表 安達 喜美子） 

（連絡先 北原 万紀夫 ☎ ３９１－３８５８） 

 

４．名取九条の会、待望の大看板設置（6 月 9 日） 

 

七十七銀行増田支店駐車場出入り口のフェンスに持ち主の許可を得て設置 

名取の賛同者で建設関係の仕事をしている方の協力で 180×90 のパネル一枚の看板を作成、

8日に自前で文字書きし（白地に赤で「憲法９条は日本の宝」）ました。９日に設置して、早速九条

の会の新ポスターと名取で署名に使用している宣伝用紙 2枚を張り出しました。銀行に来る方に

は絶対に目に留まる、非常のよい場所です。貸してくれた方に感謝です。 

 

 

 

５．こごた九条の会は立看板をリニュアルしました。 

 

こごた九条の会は 3 年ほど前に立看板を立てました。 

北浦駅の前で、田尻に曲がってゆく信号のある交差点です。 

上から見て三角形。三面にそれぞれ別々の文字を入れています。 

高校生が多く利用する JR 側は「平和が一番 守ろう九条!!」としました。 

  

（北浦駅に向けて。高校生に見てもらいます） （石巻方面を見て） 
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（ふるかわ方面を見て） 

 

 

 

 

  

石巻九条の会では新しい DVD を購入、その試写会を開催します。 

  この DVD は伊藤真さんの「憲法塾」が作成したものです。 

 DVD の内容（１）9 条改憲の動きとその危険性 

         （２）9 条改憲の手続き 

           （３）9 条が果たしている役割 

           （４）9 条を守ってきた国民の力 

           （５）9 条を守り活かすことの今日的意義 

 DVD 上映（30 分）と懇談会（参加費無料） 

日時＆会場 ① 6 月 20 日（木）14 時～ 仮設開成第 12 団地 西集会所 

         ② 6 月 20 日（木）19 時～ 仮設開成第 9 団地 集会所 

         ③ 6 月 21 日（金）14 時～ 仮設大森第 3 団地 拠点センター 

         ④ 6 月 22 日（土）14 時～ 仮設押切沼団地 集会所 

⑥   〃     19 時～ 仮設押切沼団地 集会所 

         ⑥ 6 月 24 日（月）14 時～ 仮設蛇田中央団地 集会所 

   主催：石巻 9 条の会 （連絡先：庄司法律事務所 0225-96-5131） 

  （なお、この DVD はみやぎ憲法九条の会でも購入予定です。乞ご期待！） 

 

７．   第 2 回憲法学校 

憲法 96 条から憲法の本質を知る！ 

 

 憲法 96 条には「憲法が何のために存在するのか？」という本質的な内容が規定されてい

ます。改憲勢力が国会の大多数を占めることにもなりかねない参議院議員選挙を目前にひか

えた今、96 条の学習を通して、憲法の本質を一緒に考えてみませんか？ 

 

６． 映画「弁護士 布施達治」の監督池田博穂さんが参議院選を控えたこの時期に贈る 

映画「STOP 戦争への道」 ～ 続 戦争をしない国日本 ～ 
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日時 2013 年 6 月 20 日(月)18 時 15 分開会（18 時開場） 

会場 仙台市戦災復興記念館（４階・第１会議室） 

内容 （１）講演   原田憲弁護弁護士士 

    （２）若手弁護士によるデイベート 

主催 憲法会議 

問い合わせ先 一番町法律事務所北見（電話 022-262-1901） 

申し込み不要・どなたでも参加できます。 

 

 

 

 

 

政治、経済、外交、軍事、どれをとっても、中国ってよくわからない。 

尖閣問題が起こってからよけいわからない。 

特派員として、長年北京に駐在し、昨年帰国したばかりの方にお話していただきます。 

 講師：小寺松雄さん（しんぶん赤旗元北京特派員） 

日時：6 月 23 日（日）14 時より（開場 13：30） 

会場：仙台市民活動サポートセンター シアターホール 

参加費：500 円（定員 90 人） 

主催：日中友好協会宮城県連（電話 022-256-2928 fax 022-256-2958） 

 

 

 

 

 

講師：湖東京至さん（税理士 元静岡大学教授など歴任） 

日時：6 月 24 日（月） 総会 13：30～13：50 

            記念講演 14：00～15：30 

会場：仙台市戦災復興記念館 5 階 会議室（仙台市青葉区大町 2-12-1） 

参加費：無料 

  問い合わせ：事務局（日専連宮城県連合会 022-266-3541） 

 

 

 

 

  

失業率が下がりません。一方で非正規雇用は増え続けています。雇用はどんどん変わり、

労働組合に加入する人は減少しています。私たちのくらしはどのようになっていくのでし

10．みやぎ生協憲法学習会 

「私たちのくらしと憲法」 講師：金子勝先生（立正大学教授） 

８．中国問題講演会 

「中国は今どうなっているの？ これからどうなる日中関係？」 

９．消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城 第 11 会総会 

「消費税が悪魔になるとき」～命まで脅かす消費税増税は中止を～ 
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ょうか。憲法は私たちのくらしをどのように描いているのでしょうか？ 

  講師：金子 勝さん（立正大学法学部教授） 

日時：2013年 6月 26日（水）10：30～12：30 

会場：エルパーク仙台セミナーホール（三越定禅寺通り館 5F） 

託児：無料・1歳から。6月 20日までにお申し込みください。 

入場：無料（どなたでも参加できます。申し込み不要） 

  主催：みやぎ生協生活文化部（電話 022-218-3880  fax022-218-3663） 

 

 

 

 

 

  日時：7月 6日（土）13：30開場 14：00～16：00 

  会場：仙台市青年文化センターコンサートホール 

  入場料 ① 大人 1,000円 

      ② 学生・障がい者 500円 

      ③中学生以下 無料 

  主催：みやぎ紫金草合唱団（連絡先 岡村 070-6616-8277） 

 

 

 

12 日時：7月 7日（日）開場：13：30 開演：14：00～  

 

  会場：仙台市福祉プラザ 2階 ふれあいホール 

  ギター：洪 栄龍さん  ピアノ：小林康浩さん 

  入場料：1,500円（当日 1,800円） 

  主催：仙台 きたがわてつ応援団  共催：NPO法人 アクティブ 

  協力：うたごえ９条の会 

  チケット：ちんだ（070-6493-5976）、岡村（070-6616-8277） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 第 4 回 みやぎ紫金草合唱団コンサート 
         いまこそ、子どもたちを平和な世界で育てたい 

   笑顔で希望の歌を♪そんな町で生きる喜びをうたう♪ 

12．きたがわ てつコンサート  ～輝け 日本国憲法！～  
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憲法講話（第１回） 

憲法９６条問題とはなにか？（１） 

伊藤博義（みやぎ憲法九条の会世話人・宮教大名誉教授） 

 

１．憲法９６条の改定は手続上の問題なのか？ 

第２次安倍内閣は、憲法改正の国会発

議要件を定めた憲法 96条の「両議員の３

分の２」を過半数に引き下げるという改

正案を、今年７月の参議院選挙の争点と

すると言ってきました。 

これについて、『河北新報』の社説（2013．

2．23）は、安倍首相が先の衆院選前に「た

った 3分の１を超える国会議員の反対で、

発議できないのはおかしい。そういう（改

憲に消極的な）横柄な議員には退場して

もらう選挙を行うべきだ」と述べたこと

を取り上げて、「統治者には拘束が必要

だ」「横柄な議員とは誰のことを言うのか、

見極めるのは私たち国民である」と、手

厳しく批判しています。 

安倍首相は「3 分の２ではハードルが

高すぎて、主権者である国民の過半数が

改憲に賛成であっても、憲法に手を付け

ることができないのは問題だ」と言うの

ですが、果たしてそうなのでしょうか。 

先ず国際的に見て、「アメリカ合衆国憲

法」（1788 年）の改正（修正）手続は、

連邦議会の上・下両院の 3 分の２による

発議と、全州の州議会または州憲法会議

の 4 分の３の承認を要件としており（第

5条）、ドイツでも、憲法に当たる「ドイ

ツ連邦共和国基本法」（1949 年）の改正

は、連邦議会議員の 3 分の 2 及び連邦参

議院（州代表で構成される上院）の 3 分

の 2の同意を要件としています（第 79条

2項）。また、韓国の「大韓民国憲法」（1987

年）では、憲法改正は、国会議員の過半

数または大統領の発議で提案されるが、

議決には国会議員の３分の２以上の賛成

および国民投票における有権者の過半数

の投票と投票者の過半数の賛成を要件と

しています。（第 128～130条）。 

    このように、国の基本を定める憲法が、

一般の法律並みの過半数ではなく、簡単

に改正できない「硬性憲法」となってい

るのは、国民主権にもとづく立憲主義の

立場から当然のことで、多くの国の憲法

がそうなっているのです。 

立憲主義というのは、「国家権力に携

わる者が権力を乱用して、国民の人権を

侵す」ことのないように、国家権力を縛

るためのものです。これについては、フ

ランスの人権宣言（1789年）16条で、「権

利の保障が確保されず、権力の分立が規

定されないすべての社会は、憲法をもつ

ものではない」と定めています。権力が

一つの国家機関に集中すると乱用のお

それがあるので、「分立」することでそ

れを防ごうというものです。 

わが国でも、憲法上、立法権＝国会、

行政権＝内閣、司法権＝裁判所と三権分

立を定めており、地方自治も国家機関と

の関係では「団体自治」という権力分立

です。憲法を「最高法規」（98 条）とし

て、裁判所に違憲法令審査権を付与し

（81 条）、天皇・大臣・国会議員・裁判

官・公務員等に「憲法尊重擁護義務」を

課している（99条）のも、すべて立憲主

義にもとづくものなのです。 
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２．憲法上の改正手続によって、どんな改正でもできるのか？ 
多くの国の憲法では、改正要件だけで

なく、憲法上の条文として「憲法改正の

限界」についても規定しています。例え

ば、フランスの「第五共和制憲法」（1958

年)は、「政府の共和制形態は、憲法改正

の対象とすることができない」(89 条５

項)と定めており、1789 年の人権宣言は

200 年以上経た今でも現行法として扱わ

れています。アメリカでは、1776年の独

立宣言や 1788 年の「アメリカ合衆国憲

法」は今も現行法であり、憲法改正は修

正条項として追加されるだけなのです。

ドイツ連邦共和国基本法（ボン基本法）

では、「この基本法の変更によって（中略）、

第１条（筆者注・人間の尊厳の不可侵）及

び第 20 条（筆者注・民主的で社会的な連

邦国家・国民主権・権力分立等）に記録

された基本原則に抵触することは、許さ

れない」(79条 3項)とされています。 

  日本国憲法でも、基本原理・原則を規

定した条項は、次のようになっています。

① 国民主権については、「人類普遍の原

理であり」、「これに反する一切の憲法、

法令及び詔勅を排除する」（前文）、② 平

和主義については、「国権の発動たる戦

争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久

にこれを放棄する」（９条１項）、③ 基

本的人権については、「この憲法が国民

に保障する基本的人権は、侵すことので

きない永久の権利として、現在及び将来

の国民に与へられる」（11 条）と、それ

ぞれ規定されています。 

                    

これらの条項は、前記の先進諸国の憲法

と同様、基本原理・原則に反するような

憲法改正は、たとえ憲法上の改正手続に

よっても改正し得ないとされているの

です。その点では、日本国憲法は、大日

本帝国憲法（旧憲法）の改正手続（旧憲

法７３条２項）によって、両議院（衆議

院・貴族院）の３分の２以上の議決と枢

密院の諮詢を経て裁可されていますが

（「上諭」）、天皇主権から国民主権への

転換は、憲法改正の限界を超えたもので

す。 

これについては、著名な憲法学者が次

のように説明しています。国民主権への

転換は 1945年の「ポツダム宣言」で「日

本国国民の自由に表明せる意思に従ひ

平和的傾向を有し且（つ）責任ある政府」

の樹立という項目があり、これを政府が

受諾した時点で「国民主権」が実現した

のである。旧憲法の改正手続によったの

は、「法的には説明のできないことであ

る」が、このような「形式的合法性を維

持したことは、秩序と平穏のうちに革命

的行為をなしとげさせた」のであり、「政

治的にみれば、意義のある仕方であっ

た」というのです（清宮四郎『全訂・憲法

要論』法文社・昭和 36年 3月発行）。 

また、同書では、「憲法改正規定であ

る第 96条の改正を、第 96条そのものに

よって根拠づけることは、改正権の根本

に関するかぎり、法理論的に不可能であ

る」とも述べられています。 

 「憲法講話」を今号から掲載いたします。今後は「教育と 9 条」「地方自治・道州制と 9

条」｢えん罪と 9 条｣などのテーマで斯界の専門家の連続講話を掲載して参ります。ご期待

ください。（みやぎ憲法九条の会 電話 022-728-8812；ファックス 022-276-5160） 


