
E メールニュース「みやぎの九条」NO152      2013 年 8 月 15 日号

みやぎ憲法九条の会

みやぎ憲法九条の会事務局です。E メールニュースをおくります。

今回は、今月末の宮城県九条の会連絡会第 3 総会・県内九条の会第 10 回交流会の案

内もありますので、よくお読みになってください。

複数で参加しましょう!
8 月 31 日(土)は
宮城県九条の会連絡会第 3 回総会・県内九条の会第 10 回交流会です。

9 月に入ると臨時国会が開かれます。この国会では消費税率引き上げの判断や安保

法制懇の「集団的自衛権容認」の答申、国家安全保障基本法のことなど色々なことが

焦点になります。安倍政権のこれらの動きにどう対応していくのか、小沢隆一先生の

講演を聞き、みんなで考え、話し合ってこれからの活動を組み立てていきましょう。

私たちが進めてきた大判チラシは県内 94 万世帯に対し 31 万部を配付、3 世帯のう

ち 1 世帯に届いています。マスコミも注目する大きな力です。

連絡会総会と交流会に参加しましょう。

講演は小沢隆一さん（慈恵会医科大学教授 九条の会事務局）で、

「参議院選挙後のアベノミクス・改憲動向と私たちの課題」と題し

てお話しします。

（小沢先生は憲法学者として、また九条の会事務局として活躍され

ている方です。是非、お聞き願いたいと思います。）

アンケートは大至急送ってください。

参加申し込みは 8 月 20 日までにお願いします。

2013 年の「つどい」の準備が進んでいます。
日時：11 月 10 日(日)13 時（開場 12 時）～16 時で、

会場：仙台国際センター

講演：「安倍政権の改憲は何をめざすのか?

～私たちは「戦争する国」づくりを許すわけにはいかない～」

講師： 渡辺治先生（一橋大学名誉教授、九条の会事務局）です。

文化企画：宮城三女 OG 合唱団 好評に応えて再度の登場です。お楽しみに。

★ポスター・チラシは 8 月 20 日完成。22、23 日に発送作業をします。

お手伝いできる方、電話 022-728-8812 へ、ご連絡ください。

「九条の会事務局主催学習会～『戦争する国』への暴走を止める」
日時：10 月 6 日（日）13 時 40 分～16 時 40 分（開場 13 時 20 分）

講演１：「沖縄の視点から見た安保・憲法の現状（仮題）」

前泊博盛さん（沖縄国際大学大学院教授）

講演２：「解釈改憲から憲法全体の改変へ―安倍政権の改憲の新たな戦略に立ち向

かう」渡辺治さん（一橋大学名誉教授・九条の会事務局員）

参加費：1000 円

会場：東京しごとセンター講堂（ＪＲ・東京メトロ東西線・有楽町線・南北線・都

営地下鉄大江戸線飯田橋駅徒歩 7 分、東京メトロ東西線・半蔵門線・都営地

下鉄新宿線九段下駅徒歩 10 分／住所 東京都千代田区飯田橋 3-10-3）



http://www.tokyoshigoto.jp/shisetsu.php

九条の会「全国交流・討論集会」は 11 月 16 日（土）、於・東京です
各九条の会では、あらかじめ日程の確保をお願いします。

  講師：佐久間敬子さん（弁護士・東北女性弁護士九条の会の会代表）

日時：9 月 22 日（日）13：30～（総会は 13 時からです）

会場：船岡公民館

  連絡先：柴田町 9 条の会  畑井 馨  0223-56-2138
              菅原美智子 0223-52-1151

反戦名作上映会④

日活映画「ビルマの竪琴」鑑賞会
  反戦名作映画「ビルマの竪琴」上映会です。

  日 時：8 月 23 日（金）13 時半～16 時

  会 場：古城コミュニティセンター会議室

  参加費：無料

  主催：戦争放棄！憲法九条八軒校区の会（問い合せ 加藤 090-3349-6849）

しばたまち平和の祭典「地球のステージ」

日時：9 月 23 日（月・祝日）13：30～15：10（予定）

会場：槻木生涯学習センター（入場無料）

主催：しばたまち平和の祭典実行員会（児玉 090-1370-5321）
  国際的医療支援活動を続ける桑山紀彦さん（医師）の映像と音楽と語りで伝え

るライブステージ。

中国映画「五人の娘」鑑賞会
  人民公社華やかり時代の雲南省大理地方の若者たちを描いた作品。鍛冶屋の若者

が一年前に会った美しい娘を求めて、さまざまな仕事についている娘たちを出会うが

…。

  日 時：8 月 18 日（日）14 時（開場 13 時半）

  会 場：仙台市市民活動サポートセンター６F セミナーホール

  参加費：500 円（電話化 FAX で予約必要） 定員 90 人

  申込み：日中友好協会宮城県連（電話 022-256-2928 FAX 022-256-2958）

石巻・九条の会講演会

「TPP と大震災からの復興、原発・憲法 9 条」
日時：2013 年 8 月 25 日（日）13 時～16 時

会場：いしのまき農協本店 2 階大会議室

主催：みやぎ農協人九条の会・石巻９条の会・東松島９条の会・女川９条の会

オブザーバー：いしのまき農協

柴田町９条の会総会及び講演学習会

「安倍内閣の改憲意図と私たちの対応」



１．「TPP は農民と国民になにをもたらすか?」
   冬木勝仁さん（東北大学准教授・みやぎ農協人九条の会世話人）

２．「女川原発と憲法９条」

   庄司捷彦さん（弁護士・いしのまき農協顧問弁護士・石巻９条の会代表）

3．「３・１１大震災からの復興をどうなし遂げるか？」

①北上町：大内弘さん「塩害をどう克服しようとしているのか?」
       ４３ha の水田を耕す大内さんの闘いを紹介します。

②野蒜：安部俊郎さん「震災からの復興、さらにその先を目指して」

      （有限会社アグリードなるせ代表取締役）

日時：2013 年 9 月 8 日（日）10 時半～12 時半

会場：登米市中田農村環境改善センター

主催：みやぎ農協人九条の会・

後援：みやぎ登米農協・JA みやぎ登米女性部・みやぎ登米農協青年部

１．「安倍政権と新農政・TPP の行方」

   伊本克宜さん（日本農業新聞前論説委員室長）

２．「改憲と農業・農民」

   河相一成さん（みやぎ憲法九条の会事務局長・東北大学名誉教授）

映画「渡されたバトン～さよなら原発～」県内上映のお知らせ
各地の上映会の予定です。

新潟県巻町で、原発を誘致するかどうか、住民の意思で決めようと住民投票を実施

した経緯を描いた映画です。まだの方、ぜひご覧ください。
日時 場所 料金・問合せ先

8 月 31 日（土）

① 1 時 30 分～②4 時～

③ 6 時 30 分~

オークプラザ

角田市角田字泉町１４６

0224－61－1191
9 月 8 日（日）

①10 時~ ②2 時～

えずこホール

柴田郡大河原町字小島１－１

0224－52－3004

大人・大学生 前売り券 1000 円

当日券  1500 円

小中高生 前売り・当日券 800 円

問い合わせ先

「渡されたバトン～さよなら原発～」

仙南上映実行委員会

0224－62－4617 飯淵（角田）

090-1370－5321 児玉（大河原）

９月１日（日）

①１０時~ ②２時～

遊楽館（河南シアターホール）

石巻市北村前山 15 番地

0225‐72‐3561
10 月 5 日（土）

①１０時~ ②２時～

みやぎ生協アイトピアホール

石巻中央 2 丁目 7－3
0225－92－5191

前売り券 1000 円

当日券  1500 円

子供券   800 円

問い合わせ先

庄司法律事務所

0225－96－5131

各地の活動報告です

将監九条の会７月例会（しばらくぶりの二桁参加）ニュースより

参院選の結果憲法９条はどうなるの？

登米 ・みやぎ農協人九条の会講演会

「TPP と大震災からの復興、原発・憲法 9 条」



・ 改憲勢力の圧勝で強引に改憲されてしまうのか？

・ 戦争時代を生き抜いて、死ぬまで憲法に守られると思ってきたのに・・・

・ アメリカと結託して尖閣でぶちあいなんか起きたらどうなるんだろう

・ 友人が「日本人はなんでこんなにばかなの」と言ってた

・ 福島では「原発反対」「ＴＰＰ反対」と言って自民党が当選してる

・ 山形、青森ではＴＰＰ反対の農協に補助金出さず、リーダーに責任取らせよう

としている

・ 自民党が「草の根対話集会」などと言い出してる

など様々な心配の声が出ました。河相先生から「すぐに国民投票とはならず３年か

けて準備しようとしている」とのお話があり、安倍の戦術のうまさに負けず、一層

学習と呼びかけを強めようということになりました。

気を取り直して憲法の学習に取り組みました

第２１条  表現の自由です

現行憲法の「集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由は,これを保

障する」との文言を残しながら次に「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩

序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社すること

は認められない」と付けたしています。

とんでもない！これって昔の治安維持法じゃないですか！！！！！

次回例会       どなたでも参加できます お誘いあってどうぞ

とき   ２０１３年８月２８日（火）午後１時～３時     

ところ  将監市民センター第３研修室

ないよう 自民党の憲法改定草案を読んでみましょう

名取９条の会から恒例の原爆の日の署名活動報告

「原爆の日の恒例」としている８月６日の署名活動を、６人が参加してみやぎ生協名

取西店前で実施。

署名数は２３筆と多くはなかったが、久しぶりに前事務局長によるハンドマイク「声

だし」で、安倍政権の目論見や麻生副総理のナチス肯定の暴論等を批判、９条守ろう

を訴えた。これで新署名は累計 301 筆となりました。

年配の女性が「自民党の憲法改正には絶対反対、息子たちに

も孫のため軍隊はいらないと言ってる」と署名。

仙台市在住の男性から「これでジュースでも飲んで頑張っ

て」と署名の後でカンパをいただき、自民党による憲法改悪

への懸念が多くの人に広がっていると感じることができた。

2013.8.6 名取九条の会

発行元 みやぎ憲法九条の会

〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-45 フォレスト仙台ビル5 階

電話022－728-8812 ファックス022-276-5160

URL http://www.9jou.jp/     E メールinfo@9jou.jp

郵便振替口座番号 02260-8-89149 みやぎ憲法九条の会



自民党は、2012 年 4 月 27 日に「日本

国憲法改正草案」（以下、自民党案）を発

表しています。その内容は、前文、天皇、

安全保障、国民の権利及び義務、国会、

内閣、司法、財政、地方自治、緊急事態、

改正等、11 の章と 102 カ条にわたってお

り、「第二章 戦争の放棄」を「安全保障」

に改定し、新たに「緊急事態」を追加し

た以外は、日本国憲法（以下、現行憲法

と略す）の章立てと同じです。

2005 年 11 月、小泉内閣時代に発表さ

れた「新憲法草案」が 4 章、54 カ条であ

ったのに比べると、量的に増えているだ

けでなく、野党として作られた気楽さか

らの本音が伺われます。「改正」について

は、この憲法講話で 2 回にわたって検討

しましたが、その他の条項を逐条ごとに

現行憲法と対照する余裕はないので、主

な論点について断片的な指摘に止めざる

を得ません。皆さんは、両者の全文対照

にもとづいて比較検討してみて下さい。

先ず、憲法の前文は全面的に改定され

ています。冒頭の書き出しも、現行憲法

が国民主権の立場から、「日本国民は、正

当に選挙された国会における代表者を通

じて行動し（中略）、この憲法を確定する」

としているのに対して、自民党案では「日

本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、

国民統合の象徴である天皇を戴く国家で

あって（中略）、統治される」となってい

ます。この違いは立憲主義に関わる相違

によるもので、憲法を「国民が国家（権

力）を規制する（縛る）もの」から、「国

家が国民を規制するもの」に転換してい

るのです。

憲法の前文は、単なる「まえがき」で

はなく、憲法のエッセンスとも言うべき

ものであり、憲法を構成している不可欠

な部分です。この前文に対しては、「翻訳

調の悪文である」と評する者（例えば、

石原慎太郎）もいますが、「よく練られて

いる深い思想を感じる」と評する者（例

えば、井上ひさし）もいます。私自身は、

大学の授業で「格調の高い名文だから、

覚えておいたらいいだろう」と話してお

り、授業中に、きたがわ てつが歌ってい

る「憲法前文の歌」をテープで聴かせた

こともあります。

前文の「政府の行為によって再び戦争

の惨禍が起こることのないやうにするこ

とを決意し」の部分は、国連憲章前文の

「われらの一生のうちに二度まで言語に

絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害か

ら将来の世代を救い」の確認にもとづい

ています。また、「そもそも国政は、国民

の厳粛な信託によるものであって、その

権威は国民に由来し、その権力は国民の

代表者がこれを行使し、その福利は国民

がこれを享受する」は、「人類普遍の原理」

であり、アメリカの大統領・リンカーン

が南北戦争中にゲティスバークで演説し

た「人民の、人民による、人民のための

政治」という有名な言葉を言い換えたも

のです。

その他、「われらは、全世界の国民が、

ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のう

ちに生存する権利を有することを確認す

る」という、いわゆる平和的生存権も規

定しています。これについては、自衛隊

のイラク派兵差止等請求事件の控訴審で、

名古屋高裁判決（2008 年 4 月 17 日）は、

「このような平和的生存権は、現代にお

いて憲法の保障する基本的人権が平和の

基盤なしには存立し得ないことからして、

全ての基本的人権の基礎にあってその享

有を可能ならしめる基底的権利であると

いうことができ、単に基本的精神や理念

を表明したに留まるものではな」く、「法

規範性を有する」と判示しています。し

かし、自民党案では、この平和的生存権

に関する記述部分は、バッサリと全文削

除されているのです。（（文中・敬称略）

憲法講話（４）

自民党「日本国憲法改正草案」の検討（１）―― 前文の全面改定

伊藤博義（みやぎ憲法九条の会世話人 宮城教育大学名誉教授）


