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みやぎ憲法九条の会

8月 31日に宮城県九条の会連絡会第 3回総会・県内九条の会第 10回交流会が開か

れました。参加者は 110名でした。各九条の会への報告は 10月 1日号で行います。

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・チラシは皆さんの手元へ届いたものと思います。

これから多いに宣伝し、1,500人の参加者を集められるよう頑張りましょう。

「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 先着順で受付です。早めに申し込みを。

会場：東京しごとセンター講堂（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。

九条の会の企画はまだ送られてきていません。

とみや９条の会 呼びかけ人会議を開催します。どなたでも参加できます。

DVD「STOP 戦争への道」を見て、改憲情勢を話し合います
  日時 ９月 21日（土）15時から

  会場 成田公民館２階会議室

（黒川郡富谷町成田１丁目１−１ 電話 022-348-3955）
  代表の吉田さんから「集団的自衛権とは」のミニ学習会があります。

日時：9月 22日（日）13：30～（総会は 13時からです）

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」 佐久間敬子弁護士が講演



会場：船岡公民館

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）

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

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。

名取九条の会「憲法プラザ」を開きます

平和が好きな人 みんな集まれ 憲法問題を少し学んで・しゃべって・観て

DVD「戦争をしない国日本」の上映を予定。

  日時 9月 26日（土）13時半～16時半まで。

  会場 JR名取駅西口 1階 名取駅前コミュニティプラザホール

  参加 無料です。平和を好きな人はどなたでも。

「トリチウム」って、海にたれ流してだいじょうぶ？
＝放射性物質「トリチウム」についての学習会＝

福島第 1原発の汚染水から多核種除去設備（アルプス）で処理してもトリチウムは取

り除けないが、原子力規制委員会の田中俊一委員長は、「これまでも事故前の通常時

に年間 22 兆ベクレルを（上限に）海に放出してきた。各国（の原発）でも同様だ」

とし、海洋放出を政府に求めている。その「トリチウム」とは？

  日時 9月 27日（金）18時～

  会場 フォレスト仙台 4階会議室

  講師 大森 巍さん（元静岡大学教授）

  ★資料代 500円です。

主催：民主教育をすすめる宮城の会（電話 022-234-4101）

宮城女性九条の会 8周年のつどい

神田香織講談会「はだしのゲンは語る」
ジャズ講談や一人芝居を取り入れて新境地を切り開いた女性講談師・神田香織さん

をお招きして、「はだしのゲン」の口調を借りてユーモアたっぷりに語っていただき

ます。

日時：9月 28日（土）14時 30分～（開場 14時）

会場：仙台市宮城野区文化センター パトナシアター（JR仙石線原ノ町駅隣）

前売り券：800円（当日券 1000円）≪高校生以下は無料≫

主催：宮城女性九条の会

（この事業は（公財）せんだい男女共同参画財団の支援を受けて実施します）

   問い合わせ：022-248-3718（一戸）  022-271-8087（岡）



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

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

12月を犬と猫のかわいい写真でつづります。 発行／労働教育センター

会で扱って、財源にしてみませんか？会でまとめてご注文下さい。（締切 9月末日）

Fax ０２２－２７６－５１６０ みやぎ憲法九条の会へご注文下さい。（9 月末日まで）

名前 電話

注文

団体名 住所 〒 Fax

連絡者名

注文冊数 2014憲法 9条カレンダー（定価 1,050円）    冊（840円）

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 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

ひろげよう世界へ！！もっと身近に！！ みんな☆なかよし

「2014憲法９条カレンダー」 定価 1,050円（九条の会価格 840円税込）



自民党改正案では、第 2章「戦争放棄」

を「安全保障」と改め、第 9 条の第 2 項

は全面的に改定されています。

第 1項は、そのまま踏襲しているから、

平和主義の基本原則は変わらないと説

明していますが（自民党・Ｑ＆Ａ）、「国

際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非

トシ」は、不戦条約（1928 年）以来、国

際法上の慣用語句として用いられてお

り、「自衛のための戦争は含まれない」

と解釈されてきました。事実、わが国も

不戦条約を批准した上で、満州事変･支

那事変などと称しながら戦争を行って

きました。したがって、「第 1 項は、そ

のまま」ということでは平和主義を維持

することにはならないのです。

1946 年 6月の憲法制定議会で、当時の

吉田茂首相は、「憲法 9条は、一切の戦争

を放棄し、一切の戦力を保持しない」と

答弁しましたが、日本国憲法が徹底的な

平和主義として世界的に評価されるのは、

第 2 項の「戦力の不保持」と「交戦権の

否認」なのですが、これを自民党改正案

は削除して、「国防軍」を創設するという

のです。

憲法 9 条に対しては、憲法制定直後か

ら米国の強い改憲要求があり、わが国の

歴代内閣は明文改憲を図りましたが、前

述のように憲法 96 条の壁に阻まれてき

たのです。

そこで今、安倍内閣は「集団的自衛権

の行使」について、明文改憲ではなく解

釈改憲で対応しようとしています。集団

的自衛権とは、同盟国などへの攻撃を自

国に対する攻撃とみなして反撃できる権

利のことであり、国連憲章５１条がその

根拠です。すなわち、同憲章は、武力行

使を原則的に禁止しながら、その例外と

して、安全保障理事会が必要な措置をと

るまでの間、「個別的又は集団的自衛の固

有の権利を害するものではない」とい

う条項です。

これに対しては、歴代内閣の統一見解

として、「わが国が直接攻撃を受けた場合

の個別的自衛権は行使できるが、他国に

対する武力攻撃をわが国に対する攻撃と

みなして集団的自衛権を行使することは、

憲法 9 条の立場から許されない」と解し

てきました。「国際法上は認められていて

も、憲法 9 条によって行使できない」と

答弁してきたのです。

その他、自衛隊は専守防衛だから違憲

ではないが、日本が攻撃されてもいない

のに、① 武力行使を目的とする海外派兵

は許されない、② 目的・任務に武力行使

を伴う国連軍には参加できない、という

のが半世紀以上にわたる歴代内閣の統一

見解でした。

この徹底した平和主義は、日中・太平

洋戦争を通じて、2 千万人を超すアジア

諸国の人民と 310 万人を超える日本国民

の尊い命を犠牲にしたことへの痛切な反

省にもとづくものであり、世界と日本国

民に対する非戦・平和への誓いでした。

それを今、米軍と一体となって海外に

おける軍事行動を可能にする集団的自衛

権の行使を、従来の憲法解釈を変えて容

認しようとし、さらには国防軍創設のた

めに憲法 9条 2項を削除しようとしてい

る自民党・政府の企みは断じて許せない

と思います。

すでに自民党は、国家安全保障基本法

案の概要を発表し（2013 年 7 月）、「国

連憲章に定められた自衛権の行使」や「国

連憲章上の安全保障措置等への参加」を

規定して、これまで否定してきた「集団

的自衛権の行使」や「武力行使を伴う国

連軍への参加」を、立法改憲で認めよう

というのです。

憲法講話（第８回）

自民党「日本国憲法改正草案」の検討（３）――自衛隊の「国防軍」化

みやぎ憲法九条の会世話人・宮城教育大学名誉教授 伊藤博義


