
E メールニュース「みやぎの九条」  NO164 
（2014 年 1 月１日元旦号）    みやぎ憲法九条の会

新年明けましておめでとうございます。

昨年は特定秘密保護法や国家安保会議基本法改正などが「成立」しま

した。強行採決に継ぐ強行採決の乱暴な国会運営、国民への説明責任

を果たさない政府の対応など騒然とした動きの中で年を越しました。

新年は集団的自衛権の行使に向けた新たな法制化と政治課題が待ち

受ける、新年です。

安保法制懇は今春 4 月には集団的自衛権の行使を認めるなど新たな

憲法解釈の提言を行い、安倍首相は夏には最終判断する予定（12 月 29
日読売）。憲法改定なしに 9 条を実質改憲してしまう魂胆です。

既に靖国参拝を行って、中国韓国だけではなくアメリカ、欧州諸国

からも厳しい指弾を受けています。普天間基地の辺野古移転もごり押

しし、武器輸出三原則も反故にしようとしています。

暗黒の政治を許すのか、政治を国民の手に取り戻すのか、今年は大

きな岐路に立つ年になります。

九条の会はそれぞれ独立して運動しています。今年はそれを継承し

つつ、更に各九条の会の連携を強めて、9 条を守る運動を強めなければ

なりません。

憲法 9 条を条文上変えないだけではなく、解釈改憲・実質改憲・立

法改憲を許さない闘いが必要です。

一緒に頑張りましょう。

（これからの催し）「特定秘密保護法、今後の運動の進め方」

9 条を守る加茂の会 学習会

加茂九条の会は、新春第一弾として以下の講演会を開催します。

特定秘密保護法について、｢何が問題か？｣「今後どんな運動をしていくか？」、

10～12 月、この運動の中心を担ってきた野呂圭弁護士に講演をお願いしました。

加茂以外の九条の会の方でも是非ご参加下さい。

日時  1 月 8 日（水）14 時から

会場  加茂市民センター和室

テーマ 「特定秘密保護法、何が問題か？」

講師  弁護士 野呂 圭さん

連絡先 油谷重雄（電話 090-7068-6706）



（これからの催し）受講生大募集！高校生公開授業 今年もやります！

宮沢賢治作品水仙月の四日を読む

一般財団法人宮城県教育会館みやぎ教育文化研究センターが主催。宮沢賢治の

作品に一緒に分け入ろう！

日時 2014 年 1 月 12 日（日）13 時半～16 時半

会場 フォレスト仙台２F ホール

講師 三上満さん（金八先生のモデル）

受講料･参加費は無料。高校生定員 40 名。先着順に受付、定員になり次第終

了高校生以外でも歓迎、周りから参観してください。

参加申し込み・問い合せはみやぎ教育文化研究センター

   ℡022-301-2403 ファックス 022-290-4026

（これからの催し）宮城県内九条の会連絡会第２回運営委員会学習会

特定秘密保護法を施行させない、廃止させるためにどう闘うか？

宮城県内九条の会連絡会は１月１６日（木）に第２回運営委員会を開催します。

冒頭の１時間、特定秘密保護法について学習します。

日時 2014 年 1 月 16 日（木）17 時半~19 時半

会場 フォレスト仙台 5 階会議室

演題 「特定秘密保護法の問題点とは？施行させない、廃止させるためにどう

闘うか？」

講師 小野寺義象弁護士

問合せ先 宮城県内九条の会連絡会事務局 022-728-8812）

（これからの催し）映画「日本列島」（昭和 40 年日活映画）鑑賞会

戦争放棄！憲法九条八軒校区の会

今の情勢に最もふさわしい映画の上映会のお知らせです。

熊井啓監督、宇野重吉と芦川いずみ主演の名作です。松川事件、下山事件など

を戦後の謀略事件の実相に迫ります。

日時 2014 年 1 月 24 日（金）13 時半～15 時半  映画鑑賞

               15 時半～16 時   懇談

会場 古城コミュニテイセンター       入場無料  

連絡先 加藤嘉信（携帯電話 090-3349-6849）



（これからの企画）将監九条の会の新春講演会

特定秘密保護法とはなにか？どう展望を切り拓くか？

特定秘密保護法とは何を狙い、日本はどう進むのか？しっかり学びましょう。

日時 2014 年 1 月 28 日(火)13 時~15 時

会場 将監市民センター

講師 現在交渉中です。(次号 1 月 15 日号で報告します。)
入場 無料

第 40 回 2014 年 2･11 信教・思想・報道の自由を守る宮城県民集会

日本国憲法ってなに？－憲法改正をいう前に

伊藤 真さんの講演会！

日時 2014 年 2 月 11 日(火)午後 1 時半（開場午後 1 時）

会場 仙台市民会館小ホール

講演 「日本国憲法ってなに？憲法改正をいう前に」

講師 伊藤 真さん（弁護士・伊藤塾塾長）

入場 無料

※ 午後 1 時 10 分から苫米地サトロ・宮城のうたごえの歌があります。

※ 終了後（午後 4 時頃から）デモ行進を行います。

※ 託児もあります。当日受付でお申し出下さい。無料です。

国民主権・基本的人権の尊重・平和主義という、日本国憲法の原則をくつが

えすような施策が次々と打ち出されています。2010 年に｢憲法改正国民投票法｣

が施行されていますから、憲法改正は現実味を帯びています。

こうした大事な時期にこそ、あらためて日本国憲法の理念・意義・価値につ

いて目を向けたいと思います。

幅広くご活躍の伊藤真さんをお迎えして、ともに考えます。

主催：靖国神社国家管理反対宮城県連絡会議

戦争放棄！憲法九条八軒校区の会

新春のつどい｢憲法学習会と懇談会｣

とき  2014 年 2 月 16 日(日)13 時半～16 時半

ところ 古城コミュニテイセンター和室①②

講演  「憲法学習会」

講師  庄司捷彦弁護士（面白くて分かり易いと評判の講演です）



会費  講演は無料、懇親会は 1000 円

問合せ先 加藤嘉信（携帯電話 090-3349-6849）

（９条の会からの報告）白石憲法九条の会

成立翌日「特定秘密保護法の学習講演会」を開催

白石憲法九条の会は 12 月 7 日(土)18 時半から特定秘密保護法の学習講演会を

開催しました。前日 12 月 6 日に「成立」した翌日の夜。事務局では 20 名くら

いを予想していましたが、開けて見ると 50 名近い人々が参加。事務局のメンバ

ーも驚きました。資料も不足する中での講演会となりました。今まで来たこと

のない人達も多数参加しました。

講師は弁護士の小野寺義象弁護士。3000 枚のチラシを配布しました。小野寺

弁護士が「参議院選挙の公約では一言も出さず、施政方針でも出さず、いきな

り国会に提案してきた。国民の反対が怖かったのでしょう」と話すと参加者は

「とんでもないことだ」と怒っていました。

なんとしても特定秘密保護法を廃止させることを誓い合いました。

安倍政権は「教育再生」の名のもとで、

教育をどのように変えようとしているのか（３）

2014 年 1 月 1 日            宮城教育大学名誉教授 中森孜郎

３．「教育再生」の名による教育改革の土台づくりはすでになされている

安倍政権は今、教育再生実行会議を中心

に、教育改革を推し進めようとしています

が、実はその土台づくりはすでに、６年前、

第１次安倍政権の時に教育基本法が改定さ

れ、それを受けて教育３法（学校教育法・

地方教育行政法、教育職員免許法）が改定

され、また同時に教育再生会議が発足し、

教育改正試案づくりを進めたことで、でき

上がっているのです。家の建築で言えば、

基礎ができ、その上に建つ家の基本構想案

が練られていたというわけです。

改憲のハードルが高いので、その前にま

ず教育基本法改正をということで、それに

成功したことは大きかったと思います。

教育基本法の改正で重要な点は３つある

と思います。その第１は、前文にあった「わ

れらは、さきに、日本国憲法を確定し、民

主的で文化的な国家を建設して、世界の平

和と人類の福祉に貢献しようとする決意を

示した。この理想の現実は、根本において

教育の力にまつべきものである。」という格

調高い一文がばっさりと削除されたことで

す。

安倍首相は当時、任期中に憲法「改正」

を成し遂げるつもりでしたから、この前文

の削除は、改正後の憲法を念頭に置いての

ことだったと推測されます。

第２の要点は、新たに、改正前の「教育



方針」に代わって、５項目の「教育目標」

を設け、２０におよぶ「徳目」を示したこ

とです。５項目の「教育目標」の中で安倍

首相が最も掲げたかったのが「伝統の尊重」

および国を愛する態度」（愛国心）です。そ

れだけを掲げるわけにもいかず、目くらま

しのように他の４項をつけ加え、最後の項

目にこの２つを配したと私はとらえていま

す。ここで言う伝統とは、自民党憲法改正

草案前文から見て、それが「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」を受けていること

は明らかです。また「国を愛する態度」に

ついては、本当は「愛国心」としたかった

のが、公明党（実は創価学会）の強い抵抗

に遭い、やむを得ず、「国を愛する態度」と

いう表現で妥協せざるを得なかったという

のが事実です。

人間の生き方や価値観にかかわる徳目を

教育目標として法制化することは、国家権

力が「道徳の教師」になることを意味し、

国家が公認する特定の価値観を、教育の営

みを通して子どもに内面化していくことに

なり、それは憲法第１３条の（個人の尊重）、

第１９条の（思想及び良心の自由）に抵触

することになります。

戦前の教育は教育勅語で示された「国民

道徳」を「終身」の授業を通して、子ども

を「忠良」なる臣民へと教化していったと

ころに、その特長があると言われ、それは

「教化主義」と呼ばれています。

教育基本法の改訂によって、再びこの教

化主義の道が開かれたと言えます。

第３の要点は、旧基本法第１０条の（教

育行政）の内容が換骨奪胎と言ってよい程、

すっかり変えられたことです。旧基本法で

は、戦前の教育が国家権力（政治）によっ

て支配統制されていたことへの反省から、

「教育は、不当な支配に服することなく、

国民全体に対し直接に責任を負って行われ

るべきものである。」と、政治が教育介入す

ることを禁じ、しかも、第２項では「教育

行政は、この自覚のもとに、教育の目的を

遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標

として行われなければならない。」と、教育

行政すら、教育の中身に口出ししてはなら

ず、その権限を外的条件の整備に厳しく制

限していました。

ところが、改訂では、「教育は不当な支配

に服することなく」という文言だけは残し

たものの、それ以下の文言と第２項をばっ

さりと切り捨ててしまいました。そして、

「教育は不当な支配に服することなく、こ

の法律及び他の法律の定めるところにより

行われるべきものであり、教育行政は、国

と地方公共団体との適切な役割分担及び相

互の協力の下、公正かつ適正に行われなけ

ればならない。」と公権力の教育への介入の

道を開いたともとれる表現に変えられてし

まいました。

また、先に述べた教育関係３法の「改正」

によって、教員免許状が、従来の終身有効

であったのが、１０年毎に講義を受けて再

取得制に変えられたり、また校長・副校長・

教務主任の下に、新たに主幹教諭・指導教

諭という新たな職制が設けられて、学校内

の職階制がが今まで以上に強化されました。

その他、２００７年度からは、文科省によ

る全国小・中学校学力調査が開始され、そ

れ以後、教育行政によるテスト中心の「学

力向上」施策が全国の小・中学校の主体的

創造的な多様な教育を困難にし、学校教育

の画一化と閉塞状況をもたらしてきたと思

われます。

みやぎ憲法九条の会〒981-0933 仙台

市青葉区柏木 1 丁目 2-45 フォレスト

仙台電話 022-728-8812  ファック

ス 022-276-5160
  URL   http://www.9jou.jp/        
E メール   info@9jou.jp


