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E メールニュース「みやぎの九条」    NO２０３ 

（２０１５年６月１５日発行）             みやぎ憲法九条の

会 

 

6 月 24 日（水）夜！全国の運動に呼応して仙台でも集会を企画！ 

戦争への道、安保法制を廃案にしましょう！ 

九条懇話会・宮城県内九条の会連絡会・みやぎ憲法九条の会の三者による集会を開催！ 

安保法制を押し通すため、自民党は会期延長が行おうとしています。これに

対し、全国的に大きな運動が展開され、安倍内閣に安保法制案の廃案を求める

声が高まってきています。 

・ 6 月 4 日の衆議院憲法調査会では自民党推薦の長谷部恭男氏を含む 3 人の

憲法学者が揃って安保法制は憲法違反と表明。 

・ 全国の憲法学者 200 名以上が安保法制を憲法違反とする見解を発表。 

・ 埼玉では 5 月 31 日、10400 人の大集会を開催、6 月 7 日長野市でも 2800

名が集まる、大阪では弁護士会の主催する集会に 4000 名が集まるなど、

安保法制の廃案を求める声が全国的に広がっています。 

6 月、7 月、8 月は国会の動きを注視し、私たちの声を届け続けましょう！ 

ここ 1～2 か月の闘いは戦争への道を断ち切る闘いです。孫や子を戦地に送らな

いために頑張りましょう！県内でも様々な集会が予定されています。 

会期末の 6 月 24 日（水）宮城県内でも仙台市元鍛冶丁公園で集会を開催！ 

1. 名称  「安保法案（戦争法案）ゼッタイ廃案！６・２４緊急県民集会」 

2. 日時 2015 年 6 月 24 日（水）18 時～18 時半（終了後アピール行進） 

3. 会場 元鍛冶丁公園：青葉区国分町 2-9-13（仙台三越の間の道を東一番町・国分町を

横切って西公園に向かう。国分町交番の隣） 

4. 主催 みやぎ九条懇話会（護憲平和センター・憲法を守る市民委員会・宮城憲法会議・

戦争政策反対宮城県連絡会・宮城県生協連）、宮城県内九条の会連絡会、みやぎ憲法九

条の会ぼ三者の共催 

5. 事務局：青葉区一番町四丁目６－１タワービル 東陽写場 

 ☎０２２－７２８－８８１２ ファックス０２２－２７６－５１６０ 

 

（これからの企画）Stop！秘密保護法ネットワーク宮城が６・２４に 

朝から夕方６時まで連続街頭宣伝！ 

Stop！秘密保護法ネットワーク宮城は会期末の６月２４日、安保法制の廃案を求め、街頭
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宣伝を行います。朝８時から夕方６時まで、場所は平和ビル前（旧佐々重ビル）。 

短時間でも結構です。ご参加ください。 

 

６月１０日、「九条の会」（東京）が緊急アピールを発表！ 

 東京の「九条の会」は６月１０日、事務局長の小森陽一さん名で緊急アピールを発表し

ました。以下、その全文です。 

 各都道府県「九条の会」のみなさんへ！ 

 日頃の御奮闘に心から敬意を表します！ 

「九条の会」事務局は５月１日に、全国の会が異性に「山場月間」に取り組む訴えを発し

ました。 

 国会での論戦に基づき、憲法違反の戦争法案の危険な本質が日々明らかになっています。 

６月３日には憲法学者１７１名が反対声明を出し、４日の衆院憲法審査会では、与党側も

含めて三人全員が「審議中の安保法制は違憲」と述べ、大きく潮目が変わり始めています。

日弁連、連合、民医連、保団連、全教など諸団体も反対と抗議の声明を発表しています。 

こうした中で「九条の会」としても、正念場における運動を一気に強めていく必要があ

ると判断し、お手紙を差し上げる次第です。 

まず「平和安全法制特別委員会」の地元議員の連絡先をお送りします。地元の多くの人

たちから意見が届くことが効果的なので連絡先を各地域「九条の会」に広めてください。

全委員の連絡先が必要な時は事務局にご連絡下さい。 

「九条の会」の原点である２００４年アピールの「一人ひとりができるあらゆる努力を

いますぐ始めること」が大切です。この実践を、連絡のつく、すべての地域「九条の会」

に呼びかけてください。そして出来るだけ多くの各地域「九条の会」の活動報告を集めて、

事務局にお寄せください。事務局から全国に伝えます！ 

２０１５年６月１０日 

「九条の会」事務局長 小森陽一 

1. 衆議院「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」委員宮城県関係者 

① 小野寺五典 宮城６区。〒９８７－０５１１ 宮城県登米市迫町佐沼字中江１－

１０－４中江第一ビル２F ☎０２２０－２２－６３５４ FX０２２０－２２－

６４５４ 議員会館 ☎０３－３５０８－７４３２FX０３－３５０８－３９１２ 

② 勝沼 栄明 東北比例区 〒９８５－０８５５石巻市大街道東４－２－１１クレ

ンビル２号館２F ☎０２２５－２１－６２６０FX０２２５－２１－６２６１  

議員会館☎０３－３５０８－７０７６FX０３－３５０８－３７６６ 

2. 政党本部（各９条の会に別に連絡済） 

3. 各９条の会がやれること 

① 学習会 

② 国会議員の地元事務所への訪問・☎・ファックス 
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③ 地方議会へ意見書提出要請、首長・議員への反対表明の要請 

④ 「安保関連法案の廃案」を求める請願署名 

⑤ 新聞・放送局への申し入れや投書 

⑥ 地域での共同声明の発表・賛同要請 

⑦ ポスターの掲示 

⑧ 駅頭や大型店舗前での街頭宣伝 

⑨ バッジやステッカー・マグネットプレートでの意思表示 

⑩ ミニチラシの作成とポステイング 

⑪ 誰でも参加できる集会・パレードの開催 

⑫ 地域で開かれる集会や統一行動への参加 

 

「守りたい いのち くらしそして平和 未来をひらく５・３１宮城県民集会」

５月３１日（日）、仙台市錦町公園に 1800 名集まる開催！ 

菅原文太さんの奥さん文子さん、沖縄の現地の大久保さんが訴える！ 

● ５月３１日（日）に「５・３１宮城県民集会」が仙台市錦町公園で開催されました。 

雨予想が快晴に。 

● 12 時から 12 時半の「セッション１」は若者中心に歌と踊りと音楽。 

12 時半から 13 時 45 分までの「セッション 2」はいろいろな要求を正面から掲げての

集会でした。 

① 菅原文子さん（菅原文太さんの奥さん）「義理と人情と憲法九条」 

② 沖縄から来仙の沖縄平和委員会の大久保康裕さん「沖縄からの報告」。 

③ 安倍内閣への抗議のリレートーク「女川原発再稼働、最終処分場、TPP、農協解 

体、労働法制の改悪、教育改革、消費税、医療保険制度改悪、派遣法改悪、道徳教

育の教科化、報道への干渉、などなど悪政を根源から問い糺す。」 

④アピールを採択して 13 時 45 分に終了しました。 

  ● その後、宮城県民へのアピール行進を行い、14 時 50 分に行進も終了。 

  ● 15 時からは「沖縄に連帯するつどい」を開催。145 名が参加しました。 

 参加されたみなさま、お疲れ様でした。 

● なお当日のビデオを診たい方は実行委員会へご連絡ください。使用料は無料。使用

後はご返送ください。申し込みは 022-728-8812、みやぎ憲法九条の会まで。返送の

郵送料はご負担ください。 
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オープニング：              菅原文太さんの奥さん文子さんのあいさつ 

苫米地サトロさんの熱唱          アンケートでは「もっと聞きたかった」との声。  

   

実行委員長の後藤東陽さん  沖縄から遥々来て頂いた   仙台弁護士会北見副会長が 

              大久保康裕さん       連帯の挨拶をしました。 

   

農協人九条の会の     宮城県内九条の会連絡会  みやぎ憲法九条の会事務局長 

三浦弘康副会長。TPP   会長の佐藤正弘さん    の板垣乙未生先生。 

と農協改革について    9 条壊憲を許さない！   「平和安全法制」を廃案に！   

 

６月は署名用紙が変わります。九条の会の全国統一署名 

● 5 月までは九条の会の統一署名用紙「集団的自衛権行使容認に反対する署名」を展開。  

● 6 月からは「安保関連法案の廃案を求める署名」を行います。第一次集約は 6 月 15 日。 

● 「集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を求める署名」は５月で一旦終了。５月２７

日現在２１,１９１筆。東京の九条の会に送付済み。その後も届いています。直ちに東京

の九条の会に送付します。手元に残っている会・個人はお送りください 

・ まさに正真正銘の「正念場」。県民への宣伝を徹底して強化しましょう。 

 

６月の街頭宣伝活動の日程。6 月１６日（火）、３０日（火）の２回。 

１２時~１３時・平和ビル前。今こそ市民に訴えましょう！ 
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大判チラシの配布を急ぎましょう。 

● 大判チラシは３０万枚印刷、既に２６万部は各９条の会に配送済み。「安保法制国会」

に先駆け、県民に配布を！なお残部あり。必要なところはみやぎ憲法九条の会に連絡を。 

● なお、６月２１日と２８日は仙台市内で大判チラシの地域配布を行います。２１日は１

０時に泉中央に集まり、地域配布。２８日は１０時に柏木フォレスト仙台に集合して地

域配布を行います。時間の許す方はお集まりください。 

 

（これからの企画）平和七夕の訴え「平和折り鶴」今年も折りましょう、飾りましょう、

平和七夕！ 

今年で 40 回目の平和七夕。折って、飾って、平和を訴えましょう。 

1. 平和七夕  8 月 6 日~7 日。クリスロード（旧名掛丁・ダイエー隣） 

2. 平和七夕を折ってくださる方を募集しています。 

（１） 自宅で折ることが出来る方へ。代表の油谷さんにお電話ください。折り方をお教

えします。油谷重雄宅 022-378-5765 か仙台 YMCA022-222-7533 

（２） 仙台 YMCA で折ってくださる方。5 月 12 日~7 月 14 日 18 時~20 時、または 7 月

20 日～8 月 5 日 14 時～20 時。場所仙台 YWCA。西公園前、立町小学校の裏。 

3. 「被曝 70 年・平和七夕 40 回」展：日時 8 月 1 日(土)～8 月 5 日(水)10 時~17 時 

4. 本掲示：8 月 6 日~8 日。仙台市クリスロード商店街・ダイエー仙台店前 

 1 本の吹流しに 3.6 万羽、5 本で 18 万羽の折り鶴が必要です。 

５ カンパもよろしく！経費は 60万円かかります。みなさんのカンパをお願いいたします。 

 郵便局の払込取扱票で「番号 18190-2-6383401 加入者名 油谷重雄」宛てにお送りを。 

６ 七夕の三日間です。クリスロード（元名掛丁）のダイエー脇に展示します。「平和のシ

ンボル」です。ぜひ、ご覧下さい。 

７ 主催「平和を祈る七夕」市民のつどい 

連絡先油谷重雄（022-378-5765）仙台 YMCA（022-222-7533） 

呼びかけ人 油谷重雄・安部武・岩城幸治・金原道子（仙台 Y メネット会）・丹野ヒサ・

平賀徹夫・船越玲子・増田喜一郎・村井伸夫（仙台 YMCA 総主事） 

 

（これからの企画）蔵王九条の会、結成後初めての講演会 

佐久間敬子弁護士の安保法制にかんする講演会 

日時 ６月２０日(土)13 時から 16 時 

会場 蔵王町ございんホール（蔵王町役場の向かい側） 

演題 「安保法制は日本をどこに導くか？」（仮） 

講師 佐久間敬子弁護士（東北女性弁護士九条の会・みやぎ憲法九条の会監事） 

蔵王九条の会は昨年 12 月 23 日に結成。その初めての講演会です。 
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（これからの企画）考えよう････そして行動を「誰のための政治なのか！」 

戦争立法の廃案をめざして 

日時 ６月２０日（土）１４時～１５：３０ 

会場 塩釜市公民館図書室 

演題 「考えよう･･･そして行動を「誰のための政治なのか！」 

講師 野呂 圭弁護士    参加費 ３００円 

主催 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟塩釜支部（上西 ０２２－３６７－３３３２） 

 

（これからの企画）再審の道を開く宮城県集会 

「疑わしきは被告人の利益に」白鳥決定に学ぶ 

日時 ６月２０日(土)１８：００～ 

会場 仙台弁護士会館４階ホール 

講師 新屋達之さん（元大宮法科大学院大学教授） 

   桜井昌司さん（布川国賠訴訟原告）   参加費 無料 

問い合わせ先 日本国民救援会宮城県本部０２２－２２２－６４５８ 

  吉田広夫 ０９０－６２２０－６６４１ 

 

（これからの企画）日本軍「慰安婦」問題学習会 

戦後 70 年と日本軍「慰安婦」問題 

日時 6 月 21 日(日)15 時 30 分~17 時 30 分 

会場 エルパーク仙台セミナーホール（５F） 

演題 「戦後 70 年と日本軍『慰安婦』問題」－教科書から消された歴史の真実―」 

講師 石山久男さん（子どもと教科書全国ネット２１２常任運営委員）参加費 500 円 

主催 日本軍「慰安婦」問題の早期解決をめざす宮城の会（仙台中央法律事務所内） 

電話 ０９０－２０２３－９０７６ ０９０－７７９９－４２９６ 

 

（これからの企画）東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター 

設立４周年総会：～今こそ、被災者が希望のもてる復興を～ 

日時 ６月２１日(日)１３：３０～１７：００ 

会場 仙台弁護士会館４階ホール   資料代 ３００円 

電話 ０２２－３９９－６９０７みやぎ県民センター 

FAX ０２２－３９９－６９２５     

 

（これからの企画）「ピケテｲから考えるアベノミクス」 

日時 ６月２３日（火）１４：００～１５：３０ 
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ところ 東京エレクトロンホール宮城６階６０１号会議室 

記念講演 「ピケテイから考えるアベノミクス～私たちに何が必要か？～」 

講師 竹信三恵子さん（ジャーナリスト・和光大学教授）  参加費無料 

託児あり。事前申し込み必要。６月１５日（金）締切。1 歳以上。託児無料。 

主催 消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城 

 仙台商工会議所内・日専連宮城県連合会気付小野寺さん。０２２－２６６－３５４１ 

 

（これからの企画）憲法２５条 生存権保障が危ない 

これでいいのか 働くルール ８時間労働が消える？社会保障制度が大幅後退 

日時 ６月２４日（水）１８：３０～ 

会場 エルソーラ仙台アエルビル２８階 

テーマ 「憲法２５条 生存権保障が危ない」 

講師  伊藤博義先生（宮教大名誉教授）    参加費無料 

主催 ナショナルミニマム研究会（宮城県労連）０２２－２１１－７００２ 

 ファックス ０２２－２１１－７００４ 

 

（これからの企画）教え子を再び戦場に送らないために 

集団的自衛権の行使で日本はどうなっていくの？ 

日時 ６月２７日(土)１３時半～１５時半 

会場 フォレスト仙台４階 A 会議室 

演題 「教え子を再び戦場に送らないために～集団的自衛権の行使で日本はどうなってい

くの？」 

講師 小野寺義象弁護士   参加費 ７５０円 

主催・問い合わせ 仙台地区教職員九条の会（０２２－２７２－５６１１） 

 

（これからの企画）こごた九条の会結成８周年記念のつどい・アピール行進 

 

こごた九条の会の毎年一回の結成記念集会！ 

日時 6 月 28 日（日）13 時半～１６時半 

会場 美里町中央コミュニテｲセンター大ホール 

演題 「憲法違反の安保法制のねらいは」 

講師 弁護士 宇部雄介さん（仙台中央法律事務所） 

※ 女性コーラスグループ「ハモリカ」も出演します。 

※ 集い終了後、アピール行進を行います。（役場より七十七銀行→駅前公園にて解散） 

※ 連絡先 こごた憲法九条の会 石塚登輝男方 美里町北浦字大口１３６－２９ 

電話３２－３３８６ 
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（これからの企画）鹿島台九条の会の結成 3 周年記念総会と記念講演会 

 

鹿島台九条の会結成 3 周年記念総会と記念講演会のお知らせです。 

日時 6 月 28 日（日）13 時～16 時  会場 鎌田記念ホール 

鹿島台九条の会結成記念総会 13 時~13 時 50 分 

記念講演 演題「九条違反の『戦争法案』が狙うもの」１４時～１５時３０分 

講師   弁護士 齋藤信一さん 

連絡先 本舘さん☎０２２９－５６－４３８４終了後、アピール行進（デモ）も行います。 

 

（これからの企画）言の葉アーティスト渡辺祥子さん朗読会 

仙台空襲から 70 年～平和の大切さについて考える。 

みやぎ生協の企画、「渡辺祥子さんの朗読会」 

日時 ７月１０日（金）１０：３０～１２時 

会場 エルパーク仙台ギャラリーホール（１４１ビル６F） 

朗読 渡辺祥子さん（フリーアナウンサー） 

当日はギタリスト佐藤正隆さんとの共演もあります。 

定員 200 名。参加費無料。 

申込みはみやぎ生協生活文化部☎０２２－２１８－３８８０FX０２２－２１８－３６６３ 

申し込み締め切りは 6 月 20 日。 

 

（これからの企画）泉中山九条の会講演会 

「戦争法案で今までとどうかわるか？」（仮題） 

日時 ７月１１日（土)１３時半～１５時 

会場 南中山市民センター第一会議室 

演題 「(仮題)戦争法案で今までとどうかわるか？」 

講師 富樫昌良さん 

連絡先 佐藤０９０－２９７１－００９０ 

 

（これからの企画）福島の子どもたちは今」広河隆一さんの話（みやぎ生協の企画） 

日時 7 月 15 日（水）１０：３０～１２ 

会場 日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）２階交流ホール 

①映画「原発事故から３年福島と沖縄」上映（１０時半~１１時） 

②講演『あの日から４年～福島の子どもたちの今を語る』広河隆一さん 

参加費無料。定員２００名。みやぎ生協生活文化部０２２－２１８－３８８０ FX０２２

－２１８－３６６３。託児あり。１歳以上。事前申し込み必要 
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（今からの企画）数学教育協議会第 63 回全国研究大会。樋口陽一さんが講演します。 

「７０回目の８月１５日を前に憲法を考える」 

数学教育協議会は８月３日（月）、第 63 回全国研究大会を開催します。 

「市民に贈る夕べ」を市民向けに開放します。講師は仙台出身の樋口陽一さん（東北大学

名誉教授・東京大学名誉教授）。皆さん、ご参加ください。 

日時 ８月３日（月）開場１７時３０分。１８時数学教育協議会開会行事、 

１８時３０分講演の開演。20 時終了。 

会場 東京エレクトロンホール宮城大ホール（旧県民会館） 

参加費 無料。どなたでも参加できます。 

主催 数学教育協議会  

後援 宮城県教育委員会・仙台市教育委員会、マスコミ各社が後援。 

 

（これからの企画）教育のつどいー教育研究全国集会２０１５in 宮城 

戦後７０年、手をつなごう、子どもに平和な未来を手渡すために 

日時 ８月１６（日）、１７（月），１８（火）日 

会場 ８月１６日（日）１３時～１５時半 開会全体集会 

   講演「世界の取材現場から～子どもと戦争」 

   講師 金平茂紀さん（TBS『報道特集』キャスター） 

８月１６日１６時半～１９時 教育フォーラム 

８月１７日~１８日 分科会 

主催 「みんなで２１世紀の未来をひらく教育のつどいー教育研究全国集会２０１５」 

事務局 東京０３－５２１１－０１２３ ファックス０３－５２１１－０１２４  

事務局 仙台高教組気付 ０２２－２３４－１３３５ 

 

（これからの企画）宮城女性九条の会 10 周年イベント(予告) 

「標的の村」を作った三上智恵さんの講演と「辺野古 600 日間の闘い」(47 分間)の上映を

検討しています。 

日時 ２０１５年９月２６日(土)１３時２０分～１６時（１２：５０開場） 

会場 エルパーク(三越隣)６F ギャラリーホール 

映画と講演のつどい 「沖縄を伝える」 

①ドキュメンタリー映画「海にすわる～辺野古 600 日間の闘い」（映画監督：三上智恵さん） 

 2006 年 50 分、」琉球朝日放送製作。ギャラクシー賞テレビ部門優秀賞。「地方の時代賞」

審査員推薦、他受賞多数。 

②講演 三上智恵さん 
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前売り券 １０００円（当日１２００円）中高大学生５００円 

問い合わせ先：宮城女性九条の会 

☎０９０－５８３２－６８３６ FX０２２－２４１－０４２９ 

 

来年度以降の教科書の公開閲覧が始まりました。 

「育鵬社版」と「自由社版」の歴史・公民教科書採択を許さないとりくみを！ 

※ 今年は 4年に一度の教科書採択の年です。「育鵬社」と「自由社」が中学の社会・歴史

関係の教科書に採用を求めてきています。 

※ 宮教組は以下の訴えを出して、警鐘を鳴らしています。 

※ 今年は 6月 19日から 2週間、教科書閲覧が行われます。自治体ごとに行いますので、

調査の上、閲覧をしてみてください。 

(以下が宮教組からの訴えです。) 

今年度（2015年度）は来年度（2016年度）から使用する中学校教科書の採択の年度にあ

たります。教科書の採択は，4年に 1度実施されています。 

2015年 4月 6日に，今回の中学校教科書検定の結果が公表されました。今回の検定は，

2008年に改訂告示された学習指導要領にもとづく 2回目の検定です。また，2014年 1月に

｢政府見解に基づいて書く｣などと 3点にわたり改悪された検定基準のもとでの初めての検

定となります。 

この制度改悪により，たとえば領土問題について，日本政府の見解のみが一方的に大量

に記載されるなど，教科書会社の自己規制を促す結果となっています。新検定基準は，明

らかに申請本の内容や検定結果に大きな影響を与えています。 

宮城県教職員組合は，今回の制度改悪や，｢戦争する国｣づくりを急ぐ安倍政権と右翼勢

力の動きに危機感を抱いています。そこで，2015年 3月に『社会科教科書問題検討委員会』

を立ち上げ，育鵬社版・自由社版「歴史・公民」教科書“現行本”の内容を検討してきま

した。 

その結果，この両社の歴史・公民の教科書は，戦前に日本政府が行った侵略戦争を美化

し，個人より国家，権利より義務を強調するなど，安倍政権・自民党・経団連などの主張

のみを一方的にかつ情緒的に記述していることが鮮明になってきました。 

そもそも社会科教育の本質は，様々な資料・史料に基づき，「多面的・多角的」に思考す

る力を養うことにあります。「日本政府の見解」といえども，その資料の一つの域を超える

ものであってはなりません。社会科の教科書は，『政府の広報誌』であってはならないので

す。 

今回分析した育鵬社版・自由社版では，「国家のために自己犠牲をすることはすばらしい

ことだ」「国家のことを第一に考えた歴史上の人物はすばらしい」といった記述がいたると

ころに書き綴られ，「日本国家」への批判にはことごとく反論が記載されています。批判の

内容を認める場合でも，「どこの国でもやっていること」「日本だけ悪いんじゃない」とい
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う責任逃れの記述になっています。 

この点において，育鵬社版・自由社版と他社版は明確に一線を画すものだと言えます。

他社版は，制度改悪の影響を受けて自己規制してしまっているとはいえ，「多面的・多角的」

に思考する力を養うための資料を載せて本文を記述し，『社会科教育の本質』を守ろうとす

る教科書会社の良心が見られます。 

今回の私たちの分析は，『申請本』の合格・公表を待って分析を始めたのでは，採択の時

期に間に合わないと判断し，『現行本』を分析しました。 

宮城の子どもたちに，「多面的・多角的」に思考するという本来の「社会科」の力を身に

つけさせるためは，史実や科学的根拠に基づき多様な見解を示した公平公正な教科書の採

択が求められます。 

中学校教科書の採択は，教育長が指名した複数名の中学校教諭による「専門委員会」で

の協議，各学校の教諭の希望，自治体が指定する教科書センターや市民図書館（市政だよ

りに掲載されます）に開設される教科書展示会での市民アンケート，などをもとに教育委

員会で行われます。 

今回の教科書採択において，育鵬社版・自由社版の教科書の採択を阻止するため，ぜひ 6

月 19日から約 2週間実施される教科書展示会に足を運び，アンケートに良識ある声をご記

入いただければ幸いです。 

2015年 5月 宮城県教職員組合 

 

 

戦争・死刑と国家。そして国家と人民（２６） 

 

2015 年６月 15 日              小田中聰樹 

               (東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会世話人)  

  一  第二次安倍内閣成立 

 

 一 2014 年 9 月 3 日安倍第二次内閣の発足 

（１） 第二次安倍内閣の成立にあたり、まず第一に注目しなければならないのは、右翼

的政治家を起用したことである。実に 19 人の閣僚のうち 15 人が日本会議国会議員懇談会

のメンバーである（9 月 6 日赤旗）。 

 では日本会議国会議員懇談会とはいかなる団体か。前掲赤旗によれば、1970 年代から改

憲や元号法制化などの運動をしていた右翼団体を再編・総結集して 1997 年に発足したのが

「日本会議」であり、「日本会議国会議員懇談会」は「日本会議」に呼応して同年 5 月に発

足した。 

 その主張は何か。日本の侵略戦争は「アジア解放の正義の戦争」とする歴史認識を基礎

に据え、「自主憲法制定」「天皇元首化」「国防義務」を課するなどである。2013 年 2 月現
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在、231 人の国会議員が加盟しており、その中に安倍首相、麻生太郎副首相などが、所属し

ているという（前掲赤旗）。 

（２） 第二に注目しなければならないことは、政界の財界との癒着・一体化の進行である。 

 9 月 16 日、経済団体連合会（経団連）会長榊原定宣氏が経済財政諮問会議に加入した。

そして榊原会長が統いる経団連は、9 月 8 日 5 年ぶりに会員企業に政治献金を呼び掛ける方

針を正式に決定した。正に政治を金で買うのが財界であり、金をもらって財界の要望に応

える大企業優位の福祉抜きの貧富格差の拡大の経済政策を実行するのが政界・内閣という

両者の癒着現象が個別の事象に止まらず、構造化しているのが現状である。そして財界の

「代理人」としての安倍内閣は、消費税 10%引上げ、法人実効税率引下げ、社会保障費削

減、原発再稼働など貧富格差拡大と人間の生命を脅かす経済政策を行おうとしているので

ある。 

（３） しかし、このような政策は果たして安倍首相の思惑通り実施されるであろうか。 

 このことについては後に触れることにする。 

（４）9 月 29 日、安倍首相は、衆参両院で所信表明演説を行った。 

①その要旨は次のようなものであった。 

 第一に、農業について、農地の集積・多角化、六次産業化、攻めの農業を行うことによ

り農業者の所得を増やし、地域のにぎわいを創出する、としている。 

 しかし、この政策の実体は、富裕農家の農業の商業化であり、大企業による農業や農地

の纂奪であり、買収であり、農業の衰退化である。 

②第二に「地方創生」である。つまり「観光産業」を盛んにすることにより、地方は「桃

源郷のような別世界」になるとしている。 

 しかし、かつて 1987 年にいわゆるリゾート法（総合保養地域整備法）が制定された。こ

の法律により全国各地に観光施設（たとえばゴルフ場、保養施設など）が造成され、一時

は地方も賑わったかにみえた。しかし間もなく、これらの施設は相次いで倒産したのであ

り、残ったものは「ペンペン草」であった。 

 この愚かなことを再びくり返すことは、地方の一層の衰退をもたらすことである。 

③第三に、若者にとって魅力のある町づくり、人づくり、仕事づくりを進めること。その

政策の取りまとめ実行するための「まち・ひと・しごと創生本部」を創設し、若者がチャ

レンジしやすい環境を整えること。「個人保障」偏重の慣行を断ち切り、個人保障なしの融

資を実行すること。新事業にチャレンジする人の販路拡大を応援すること。そして若者が

将来に夢や希望を持てる地方の創生にスタートすること。そして人口減少や超高齢化など

地方が直面する課題は深刻であること。 

 以上が安倍首相の描く地方創生の像である（2014 年 9 月 22 日赤旗）。 

④しかし、右の如き政策や発想で地方は創生されるであろうか。 

 決定的に欠けているものは、現状認識である。一方で貧富格差社会を作り富の一極集中

が行われ、弱肉強食社会がすでに作り出され、しかもそれが構造的になものになっている
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社会で、若い人が「個人保障」なしの微々たる融資如きものではたして新しいビジネスを

始めようとするであろうか。 

 しかも、若者は低賃金であえぎ、その日暮らしの生活を強いられているのが、多くの若

者の実態である。この現実を直視しない地方創生は所詮絵に描いた餅だと思う。 

（５）そして次のような「所信表明演説」は一読するだけで安倍首相のデマゴーグ（虚言

を吐く宣伝家）の本質をさらけ出していると考える。 

「伝統あるふるさとを守り、美しい日本を支えているのは、中間山地や離島をはじめ、地

方にお住まいの皆さんです。そうしたふるさとを、消滅させてはならない。もはや時間の

猶予はありません。 

 この国会に求められているのは、若者が将来に夢や希望を持てる地方の創生に向けて、

力強いスタートを切ることです。みなさん、一緒にやろうではありませんか。」 

（６） 外交について「所信表明演説」は何を述べているのかの概略をみることにする。 

 ①地方を世界の自由競争にさらすこと。そして世界に自由で大きな経済圏を創り、経済

連携を戦略的に推進すること。 

 ②切れ目のない安全保障法制の整備に向けた準備を進めること。 

 ③在日米軍再編について現行の日米合意に従い、抑止力を維持しつつ、基地負担の軽減

に向けて全力で取り組むこと。 

 ④「地球儀を俯瞰する外交」を積極的に展開し、韓国との関係の改善、中国との戦略的

互恵関係の発展、ロシアとの平和条約締結に向けた粘り強い交渉をすること。 

 以上である。 

（７）これは要するに、第一に日本の経済を世界（特にアメリカ）の自由市場に投げ込み

自由競争させることである。その結果として生ずる事態は、日本経済の巨大企業の外国進

出であり、中小企業の疲弊であり衰退である（以上前掲①参照）。そして巨大企業の巨大利

潤追求を軍事力をもって保障することである（前掲②参照）。また普天間基地返還を放棄す

ることである（前掲③参照）。 

（８） さらに「所信表明演説」は、成長戦略として、①原発の再稼働の推進。②国家戦

略特区の充実。③消費税率引き上げ。④教育の再生。 

以上を政策として提示しているのである。 

①原発再稼働推進とは、福島原発の事故がもたらした住民の被害が物心ともに被害回復

不可能なことを無視したあるまじき暴論である。2013 年 7 月に施行された「新規制基準」

も地震国日本では、原発事故防止には全く無力なのである（石橋克彦「欠陥『規制基準』

が第二の原発事故を招く」世界 2014 年 6 月号参照）。 

 ②国家戦略特区構想の問題は、第一に大都市、中小都市、農村とを問わず、制限なき弱

肉強食の新自由主義競争に放り出すことである。第二に、本来は利潤追求の場から守られ

てきた福祉や医療や教育などを弱肉強食の自由競争、利潤追求の場に変質させることであ

る（中島徹「憲法からみた『国家戦略特区』世界 2014 年 8 月号参照）。 
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 ③消費税引上げは、富裕層には薄く、その他の層に厚い不公正な税制であり、その結果

ともたらされるのは国内市場が縮小、減退、衰退へと向かうこと必至である。 

 ④教育の再生とは、教育を利潤追求の場とし、教育に競争主義を持ち込み、学力格差を

生み出し、ひいては愛国心教育を注入し、思想改造を狙うものである。 

 （９）総じて「所信表明演説」の核心は、強大な軍事力を以て大企業の利潤追求活動を

サポートし、海外進出を狙うことにあるのである。 

 （１０）2014 年 9 月 26 日、安倍首相は国連演説で、来年（2015 年）の選挙で日本は非

常任理事国として安全保障理事会に加わり 21世紀の現実に合った姿に国連を改革し常任理

事国となること、また原爆 70 周年となる 2015 年に核拡散防止条約（NPT）運用検討会議

で議論を主導する覚悟だ、と述べた（2014 年 9 月 27 日赤旗）。 

 （１１）以上の演説の意味することは、日本が常任理事国として世界各地で起こる紛争

に積極的に武力介入する意図があることを世界に明らかにしたことである。 

 

 二 安倍内閣の原発再稼働と沖縄の動きなど 

 （１）①2014 年 9 月 10 日、原子力規制委員会は、九州電力川内原発 1・2 号機の審査結

果をまとめた「審査書」を正式に決定した。再稼働の前提となる「新規制基準」への適合

を認めるのは初めてだという（2014 年 9 月 11 日赤旗）。その後の手続は工事計画や保安規

定に対する規制委員会の認可や地元の同意手続が必要であり、再稼働は、冬以降になりそ

うだという。そして菅官房長官は、「安全性の確保が確認された。エネルギー基本計画に基

づき、再稼働を進める」と述べた（以上 2014 年 9 月 11 日河北新報）。 

 ②火山列島たる日本で、噴火予知につき科学的データも不備な中で、原発再稼働を強行

しようとするのは、何故か。 

 おそらく安倍首相は、財界の経済的代理人であり、原発のセールスマンであり、人民が

たとえ原発事故による被害にあい、苦しみのどん底にあえいでいるとしても一片の考慮す

ら払おうとしない古来稀に見る非情な政治家であるからだと思う。 

 2014 年 9 月 8 日、企業が政治献金を再開したのは、右の述べた政界と財界の結び付の強

さの一証拠にすぎないのである。 

（２）①沖縄では 9 月 7 日地方選挙が行われた。 

 争点は、名護市辺野古への米軍基地建設の是非であった。9 月 7 日の投票結果は、地元名

護市では、新基地反対派が 27 議席中 14 議席、つまり過半数の議席を得た。また世論調査

でも辺野古新基地建設中止が８０．２%、そのまま進めるべきだが１９．８%である（琉球

新報・沖縄テレビ放送合同調査＝8 月 23 日・24 日実施）（赤旗 2014 年 9 月 23 日）。この

ように辺野古新基地反対派 8 割を上廻っているのである。 

 ②この状況下で辺野古新基地を造成するのは民意を踏みにじるものであるといわなくて

はならない。 

（４） ここで、辺野古新基地建設中止を求める沖縄県議会の意見書を掲げることにする。 



15 

 

 

＜沖縄県議会の意見書＞ 

「辺野古でのボーリング調査等の強行に抗議し、新基地建設工事の即時中止を求める意見

書 」 

 安倍内閣は、沖縄県民の圧倒的多数が反対し、地元の名護市長が反対している名護市辺

野古への米軍新基地建設に着手し、海底のボーリング調査を８月 18日に強行した。 

 抗議する県民を敵視し、キャンプ・シュワブ第１ゲート前では、防衛局職員、警察、民

間警備会社まで総動員し、公道には危険な山形の鉄板まで設置し、海上では、立入禁止水

域のブイ（浮標）やフロート（浮き具）も強行設置し、海上保安庁の巡視艇やゴムボート

を大量動員し、漁船やカヌーで抗議する人たちを威圧、一時拘束して強制連行するなど抗

議する県民を締め出している。まるで戦後の米軍占領時代に銃剣とブルドーザーで住民を

追い出して、土地を奪った米軍のやり方と同じである。 

 海上での立入禁止区域の拡大も、日米地位協定に基づく施設・区域の提供や使用条件の

変更は本来、米軍の使用のために行うものであり、今回のような日本政府が行う埋立工事

のために立入禁止水域を拡大することは、同協定の目的からも逸脱したものである。また、

名護市が辺野古漁港の使用を許可していないにもかかわらず、同漁港への作業ヤードの設

置工事等の入札を秘密裏に行っていたことも判明するなど二重三重の暴挙である。 

去年１月 28日、41市町村長・議会議長、県議会各会派の代表者などが署名して、安倍首相

に建白書を提出した。この建白書は、「オスプレイの配備撤回、普天間基地の閉鎖・撤去、

県内移設断念」というオール沖縄の願いをまとめ上げたものである。しかし、安倍内閣は

この建白書を受け取りながら、これを全く無視して埋立工事を強行したことは、民主主義

をじゅうりんし、沖縄県民の尊厳を踏みにじるものであり到底容認できるものではない。

怒りを込めてこの暴挙を糾弾する。 

 沖縄県民は、戦後の米軍占領時代の苦難の歴史の中でも決して屈服せず、基地のない沖

縄を目指して闘ってきた。今回の安倍内閣の新基地建設のための工事強行着手に厳重に抗

議し、下記のことを要請する。 

                                  記 

１ 海底ボーリング調査など、辺野古新基地建設のための工事を直ちに中止すること。 

２ 陸上、海上での県民の正当な抗議行動への弾圧、過剰警備を直ちにやめること。 

３ 第１ゲート前の危険な山形の鉄板と、海上ブイ、フロートなどを撤去すること。 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 

沖 縄 県 議 会 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣 

外務大臣  
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国土交通大臣      

防衛大臣  

沖縄及び北方対策担当大臣 宛て 

 以上の意見書が示していることは、名護市民のみならず沖縄県民が新基地建設に反対し

ていることである。 

 三 アジアでうねる平和の波 

（１）2014年 9月 19日、スリランカのコロンボでアジア政党国際会議（ＩＣＡＰＰ）の総

会が開催された。そのメインテーマは「アジアの共同体の構築」であり、アジア 29ケ国か

ら 75政党が参加し、オブザーバーとしてラテンアメリカカリブ海政党会議、アフリカ政党

評議会、国連など 11の他国間・国際会議が参加した。そして「コロンボ宣言」を採択した。

その基調は、対話を通じて平和的に解決するというものである。 

（２）その骨子は次のようなものである（2014年 9月 22日赤旗）。 

「コロンボ宣言」骨子 

 一、平和と繁栄の共有をめざし「アジア共同体の構築」を決意、政党の役割拡大を通じ、

諸国間の協調・協力を強める 

 一、地域の一触即発の可能性のあるすべての問題は、対話を通じ、国際法と国連決議に

従って、平和的に解決 

 一、大量破壊兵器の拡散は平和と安定への深刻な脅威であり、核・化学・生物兵器、そ

の運搬手段の包括的な禁止と完全廃絶を支持 

 一、あらゆる形態のテロは地域を不安定化させＩＣＡＰＰの目的に反するもので、強く

非難 

 一、域内貿易や他の地域内の経済活動が急速に増大していることに注目し、諸国間の開

発格差を縮め、開発政策を補完的相互的に強化 

 一、貧困と不平等は依然として緊急の対応が必要。アジア貧困対策基金とアジア小規模

融資基金を設立する決意を再確認 

（３）この宣言は、①核・化学・生物兵器の完全な廃絶。②テロの非難。③諸国間の開発

格差の縮小。④貧困と不平等への対策。以上を宣言したのである。 

 このように、宣言のうたったのは、平和であり、核兵器廃絶であり、経済格差の是正で

ある。 

 アジアにうねる平和への希求、核廃絶の波、格差是正の波は、やがて世界中で同様のう

ねりを引き起こすであろう。そして安倍内閣といえども、このうねりに抗することはでき

ないであろう。 
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 このことを記し、2014年 9月の結語とする。 

 （2015年 1月 10日 閣筆） 

※ 編集部から 

・ 原稿がたくさん届いており、5.31 宮城県民集会の準備も重なって、本来掲載すべき

ものが一部、不掲載になっています。特に活動報告の掲載が不十分になっています。

不行き届きをお詫びいたします。 

・ 原稿を募集しています。活動計画や活動報告をお送りください。 
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