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E メールニュース「みやぎの九条」  NO166
（2014 年 2 月 1 日発行）    みやぎ憲法九条の会

今年の政治はどう動くか？集団的自衛権行使を許さない！

特定秘密保護法廃止の展望は？

2 月 22 日学習会に集まりましょう（宮城県内九条の会連絡会主催）

今年の政治はどう動くのか？宮城県内九条の会連絡会は以下の学習講演会を

開催します。今年は憲法 9 条にとっても大変な年となります。

各９条の会、最低一人はご参加下さい。

一 日時 2014 年 2 月 22 日(土)13 時～16 時

一 会場 フォレスト仙台 5 階 501 号室（仙台市青葉区）

１．集団的自衛権行使による｢戦争する国づくり｣のこれから（1 時間）

講師 板垣乙未生さん（東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会世話人）

２．特定秘密保護法の危険な内容と今後の闘い方（1 時間）

講師 佐久間敬子さん（弁護士・東北女性弁護士九条の会）

３．質疑応答・意見開陳（1 時間）

４．参加費 300 円

● 今年は安倍首相が集団的自衛権行使容認を狙う。「政府見解」で「実質改憲」

を狙う。憲法 9 条にとってまさに正念場の年です。

● 安倍首相は以下を公言しています。

・ 4 月には安保法制懇が提言をまとめる。

・ 6 月 22 日の国会開会中に「集団的自衛権行使容認」を表明する。

●河北新報は 1 月 17 日の社説で「積極的平和主義 身勝手な看板化は困る」と

題する社説を掲載。ポイントは以下の通り。ぜひこの社説を原文でお読み下さい。

・首相は「積極的平和主義」を掲げ、「日本が背負う 21 世紀の看板」「世界の平和と安定に、

これまで以上に貢献する」とアフリカ歴訪で宣言

・ 国家安全保障戦略・防衛計画の大綱での離島などの領土保全強化、武器輸出三原則をな

いがしろにする武器輸出に道を開こうとしている、集団安全保障に対して自衛隊を派遣

しやすくしたり、海外での武力行使の解禁の検討。集団的自衛権の行使を可能にする憲

法解釈の変更に結び付けようとの狙いがあるのではないか。

・ 戦後の日本は専守防衛によって平和を築いてきた。

・ 憲法 9 条を見直し、平和国家としての歩みを止め、安全保障政策を変更するならば、国

の根幹に関わる一大事だ。首相の描く積極的平和だけ独り歩きさせることは許されない。

・ 周辺国への影響も大きい。積極的平和に対し中国外務省や韓国メデイアは早速批判した。

（このニュースの５P 以降に野呂圭弁護士の主張を掲載。ぜひお読み下さい。）
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E メールニュース「みやぎの九条」165 号の間違いのお詫びと訂正です。

165 号の国見九条の会の記事に間違いがありました。お詫びして訂正いたします。

・ 結成の時期（発会）は 2013 年 3 月 15 日でした。（165 号では 2013 年 12 月

20 日としていました。）

・ 代表は竹内貞子さんと記しましたが事務局でした。代表は置かないことにし

ています。

九条の会のブックレットと DVD が入荷しました。ご注文下さい。

九条の会発行のブックレットと DVD が入荷しました。

ご入用の会、ご入用の方はご注文下さい。

（１）「九条の会第 5 回全国交流集会報告集」B5 版 68P 500 円（送料 80 円別）

宮城県の九条の会では二人の全体会発言が収載されています。

①憲法九条を守る首長の会森久一さん「全国･全県で首長九条の会を！」

②県内連絡会・須藤道子さん｢大判チラシを県内全体の 3 分の 1 に配布して｣

（２）｢九条の会第 5 回全国交流集会全体会の記録｣（90 分の DVD）全体会の姿

を 90 分間にまとめています。各９条の会の学習に最適です。無料でお貸しし

ます。送料のみ(片道 80 円)ご負担ください。なお購入価格は 1300 円です。

（３）ブックレット「『戦争する国』への暴走を止める」A5 版 84P。400 円

2013 年 10 月 6 日に東京で開催された九条の会事務局主催の学習会で講演し

たものを収載しています。

①前泊博盛さん「沖縄の視点から見た安保･憲法の現状」（27P）
②渡辺治さん「安保政権の新たな改憲戦略の立ち向かう」（42P）
③会場からの質問に答えて（13P）

※ご注文は各９条の会又はみやぎ憲法九条の会まで。みやぎ憲法九条の会のファ

ックスは 022-276-5160、電話番号は 022-728-8812 です。

（これからの催し）特定秘密保護法撤廃チラシ街宣、2 月 18 日正午から！

宮城県内九条の会連絡会のチラシ・署名簿ができました。

特定秘密保護法の撤廃を求めて全国で運動が進められています。県内でも

「STOP！秘密保護法ネットワーク宮城」が毎週金曜日の昼 12時~13時に旧佐々

重ﾋﾞﾙまえでチラシ配布と署名を行っています。

● 宮城県内九条の会連絡会でも独自のチラシを作成しました。署名簿「STOP！
秘密保護法ネットワーク宮城」の署名簿に九条の会名を入れて、使います。

● 「チラシ」と「署名簿」は 1 月 29 日、各９条の会宛に発送しました。不足

があれば連絡を下さい。急送します。署名の第一次〆切は 3 月 31 日。

● 特定秘密保護法反対の署名は 3741 筆でした。今後は「撤廃署名」です。

● 宮城県内九条の会連絡会のチラシ配布・署名活動は毎月 1 回実施します。1
月 28日に 12名が 500枚を配布しました。次回は 2月 18日(火)12時~13時。

場所は仙台市一番丁フォーラス前です。
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（これからの催し）名取九条の会憲法プラザ；ＤＶＤ鑑賞とオシャベリ＆お茶

秘密保護法撤廃の運動を広げ、憲法問題をみんなで考えよう！

名取九条の会は第 3 回憲法プラザを開催します。特定秘密保護法撤廃運動を広

げ、憲法問題をみんなで考えましょう。どなたでも参加できます。

日時 2014 年 2 月 3 日(月)13 時半～16 時半

場所 ＪＲ名取駅西口 1 階 コミュニテｲプラザホール

参加は無料です。

連絡先後藤不二夫 022－384-5517 阿部勝男 022－384-0888

(これからの催し)白石憲法九条の会の会

映画「渡されたバトン さよなら原発」白石試写会のご案内

新潟県巻町住民が原発建設反対に立ち上がり、建設させなかった実話の映画の試

写会です。ぜひご覧下さい。

日時 2014 年 2 月 5 日（水）13 時半～15 時半

場所 白石中央公民館視聴覚室

入場無料です。

問い合わせ先 佐藤愿（ｽﾅｵ）0224-25-3824
なお白石の上映会は 4 月 13 日(日)に予定しています。13 時半から。白石市中央

公民館ホールです。400 人が鑑賞できる会場。白石近辺の九条の会のみなさんも

是非ご参加下さい。

(これからの催し)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
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（これからの催し）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）

（これからの催し）秘密保護法を廃止へ！学習会のお知らせ

とめよう戦争への道！百万人署名運動宮城県連絡会

日時 2014 年 2 月 22 日（土）13 時半～15 時半

会場 仙台市青葉区中央市民センター 第一会議室

お話 河北新報社労働組合より

資料代 300 円

主催 とめよう戦争への道！百万人署名運動宮城県連絡会

問合せ 立石（090-8922-5418）

（これからの催し）宮城女性九条の会第 28 回憲法講座

「いつのまにか戦争に･･･」

と き 2014 年 3 月 15 日（土）14 時半～16 時半

ところ 仙台市太白区文化センター（３階）大会議室

講 師 野呂圭さん（弁護士・STOP！秘密保護法ネットワーク宮城事務局長）

参加費  ３００円

交通案内 地下鉄長町駅下車、駅舎の上の建物の３階です。

主 催  宮城女性九条の会

連絡先  一戸（022-248-3718） 岡（022-271-8087）

（これからの催し）女川原発の再稼動を許さない！2014 みやぎアクション

NO NUKES みやぎ 3 月 16 日(日)の行事

日時 2014 年 3 月 16 日(日)
    13 時 第一部 ライブパフォーマンス（ゲスト）高橋朋子さん

    14 時 第二部 野外集会(ゲストスピーチ)武藤類子さん他）

    15 時 アピール行進

会場 錦町公園

ブース出展（13 時~15 時）出展募集中。〆切 2 月末
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（九条の会からの報告）宮城県内九条の会連絡会チラシ配布に 12 名、500 枚

特定秘密保護法撤廃・廃止に向けた具体的な行動第一回！

宮城県内九条の会連絡会では特定秘密保護法廃止に向けて具体的な行動を開

始しています。

1 月 28 日(火)12 時~13 時まで仙台市の繁華街フォーラス前で特定秘密保護法撤

廃･廃止を求めるチラシ配布活動を行いました。12 名が参加し、500 枚を配布し

ました。

特定秘密保護法の廃止を求めるため、毎月一回火曜日にチラシの配布活動を行

います。どなたでも参加できます。各９条の会ではぜひご参加下さい。

2 月は 18 日(火)に 12 時より配布します。（11 日(火)は休日であり、信教･思想・

報道の自由を守る宮城県民集会が開催されます。）

各９条の会からの積極的なご参加をお願いします。

（九条の会からの報告）八軒校区の九条の会の映画会、開催。

｢日本列島｣を鑑賞し、9 条と特定秘密保護法を話し合いました。

昨日八軒校区の会主催の映画「日本列島」の上映会があり会場いっぱいの 32人の皆さんが

参加し成功でした。あの顔、この顔、ご近所のおじさん、おばさんが九条を守ると言う一点

での映画会への参加です。ひめゆりの塔、ビルマの竪琴など戦後の反戦名作を上映して今回

で五度目。回をますごとに参加者も増え期待もふくらみます。そして来月 2月 16日には憲

法学習会を兼ねた新春のつどいです。「特定秘密法」を徹底的に学び交流しあいます。今年も

良い年になりそうです。

(九条の会からの報告)白石九条の会

南相馬小高地区・浪江町を訪ねました。

1 月 19 日、白石九条の会は福島の原発事故被災地を訪問。バスの定員一杯の

26 名が参加しました。白石九条の会が津波被災地訪問はしていました。が原発

被災地を訪問するのは初めて。『百聞は一見に如かず』の言葉通り、参加者は驚

きの連続。浪江町の田にはまだ自動車や流木が 3･11 直後の状態で放置されてい

ました。マイクロバスの中でも浪江町に入ると持参した放射線測定器のブザーが

鳴りっぱなし、不気味でした。浪江町では店はシャッターを下ろしていました。

郵便局と銀行は営業をしていました。信号機は稼動しており、床屋さんのクルク

ル廻る宣伝灯が廻っていました。しかし物悲しい。

「希望の牧場」では吉沢正己さんら 6 人のスタッフで汚染肉牛 350 頭を飼育。

町からは殺処分を命令されています。原発事故前は 3500 頭いた牛の大半は餓死。

350 頭は肉牛では出荷できません。殺処分して「くさいものには蓋」は出来ない

との一存です。牧草は宮城県から運んでいるようです。みんなでカンパ 2 万円余

を集め、渡してきました。焼け石に水かも知れませんが、私達の出来ることで少

しでもお役に立ちたいと思いました。



6

（特定秘密保護法の問題点・廃止に向けた展望を、廃止運動の中心で活動している野呂弁護士に

書いていただきました。次号以降も関係者の皆さんに書いていただきます。）

秘密保護法の危険性と廃止に向けた闘い

STOP！秘密保護法ネットワーク宮城事務局長

弁護士 野 呂   圭

秘密保護法案が参議院で審議されていた昨年１１月２９日、自民党の石破茂幹

事長は自身のブログで、議員会館付近での秘密保護法案に反対するデモ活動に対

し、「絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらない」と述べました。

ここに秘密保護法の本質が顕われています。政権与党の幹部が、政府を批判す

る言論・表現活動をテロ行為と同視してしまう怖ろしさ。正に現代版治安維持法

です。秘密保護法は、知る権利やプライバシーを侵害するだけでなく、私たちの

言論・表現活動をも監視・規制し、萎縮させる法律です。条文に則して二点考え

てみましょう。

一点目は適性評価制度です。特定秘密を取り扱う者を選別する適性評価制度は、

評価対象者の「特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項」を調査しま

す（１２条２項１号）。特定有害活動とは、外国の利益を図る目的で行われる特

定秘密取得活動等のことを言いますが、特定秘密は建前上我が国の安全保障のた

めに特に秘匿を要する情報とされていますから、特定秘密の取得活動を行えば、

我が国の安全保障を害する目的がある、即ち「外国の利益を図る目的がある」と

事実上推定されてしまうおそれがあります。つまり、特定秘密を取得するための

探知・取材などの活動をしているだけで「特定有害活動」と推定されてしまうお

それがあります。また、テロリズムとは、政治上その他の主義主張に基づいて、

一定の目的で人を殺傷したり、施設を破壊するための活動を言いますが、政府に

批判的な主張をする者は人を殺傷したり施設を破壊する可能性があるとして、事

前にその「政治上その他の主義主張」が調査されてしまうおそれがあります。つ

まり、思想調査を行うということです。そして、このような思想調査は評価対象

者本人だけでなく、その周りの家族や友人にも及ぶおそれがあります。なぜなら、

すでに自衛隊で行われている適格性確認制度の下では評価対象者に対し、その友

人の氏名・住所・勤務先等を申告させており、それをもとに自衛隊や公安警察が

記載された友人の身上を調査している可能性があるからです。その結果、評価対

象者本人は、自己が政府に批判的な考えを持っていた場合だけでなく、その家族

や友人の中に政府に批判的な意見を持っている人がいるというだけで、特定秘密

取扱者としての適性がないと判断され、排除されてしまうという思想統制が行わ

れるおそれがあります。

二点目は、特定秘密の漏えい教唆や共謀、扇動のほか、取得行為（教唆、共

謀、扇動含む）も犯罪とされるということです（２３条～２５条）。特定秘密を

取得するための探知・取材などの活動やそのための打合せ・相談をしただけで

も犯罪が成立しかねないことになります。これはすなわち、特定秘密に接触す
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るよりも相当前段階から犯罪の嫌疑がかけられ、警察の介入（逮捕、捜索、押

収）を認めることにほかなりません。

ある問題について意見を表明し、または考えを何らかの表現で表そうとする

とき、当然色々なことを調べるでしょう。そして、追求していくうちに特定秘

密に関する事項も知りたいと欲することもあるでしょう。ところが、それを求

めて調査・取材活動を続けると、知らないうちに「犯罪者」の嫌疑をかけられ

てしまう危険があるのです。それで萎縮してしまうと、十分な意見形成ができ

なかったり、満足な表現ができないということになり、それは民主主義の後退、

文化の退化を招きかねません。だからこそ、秘密保護法には報道関係者のみな

らず、映画関係者や作家など多様な分野の方々が反対しているのだと思います。

以上のとおり、秘密保護法は、情報統制のみならず、思想・表現統制の性格

も有しています。その行き着く先は、安倍政権が秘密保護法を日本版 NSC とセ

ットと位置づけていたこと、集団的自衛権行使容認の動きが本格化しているこ

と、靖国史観を正当化しようとしていること、憲法９条改定を目指しているこ

となどに照らして考えると、「美しい国＝戦争で死ぬことが美しいとされる国＝

その前提として戦争のできる国」ということになるでしょう。

STOP！秘密保護法ネットワーク宮城では、稀代の悪法である秘密保護法の廃

止を目指して、今後も全国の運動と連携しながら、毎週金曜日のお昼に街頭宣

伝・署名活動を行っていきます。一人一人の声を国会議員や地元の地方議会議

員に届けていくことが、私たちが今すぐできる方法です。

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（５）

２０１４年２月１日          宮城教育大学名誉教授 中森孜郎

５．安倍政権は教育をどのように変えようとしているのか

それでは安倍政権は、「教育再生」の名のもとに、わが国の教育の何を、どのように改革

していこうとしているのでしょうか。

（１）教育委員会制度の抜本的改革

まず、地方教育行政機関である今の教育

委員会の制度を大きく変えようとしていま

す。

戦前の教育は一言で言って、国家のため

の教育でしたから、中央集権的な教育が文

部省を頂点として、画一的に行われていま

した。ところが、戦後は、教育が主権者で

ある国民にとっての基本的人権の１つとな

り、地域の実情に応じた教育を地域住民が

主体的に行うため、教育行政の地方分権化

がはかられることになりました。そのため、

都・道・府・県や市・町・村の自治体ごと

に教育委員会が設けられたわけです。

しかも、戦前、政治（公権力）が教育を

支配したことの反省から、教育行政は一般

行政から独立させ、政治的支配を排し、政
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治的中立を保証するとともに、主体的運営

を可能にしたわけです。そして、そのため、

地方教育行政に責任を負う教育委員会の教

育委員は、住民の直接選挙によって選ぶと

いうことになりました。それがいわゆる教

育委員会公選制です。

ところが、１９５５年、自民党と民主党

の２党が合併して今の自由民主党が結成さ

れた翌年、この教育委員公選制が廃止され、

自治体首長（知事・市町村長）が直接教育

委員を任命する制度に変えられてしまいま

した。これによって、地域住民の民意を教

育行政に直接反映させる道は弱められると

同時に、教育行政の中央集権化が進み、地

方教育行政の主体性が弱まり、いわゆる形

骸化が進みました。月１回の定例会議は、

教育委員であると同時に事務局のトップで

ある教育長からの報告を聞き、教育長が提

出する施策案を了承するという面が強く、

審議の名に値する審議や議論は余り見られ

なくなりました。

そういう現状のところに、大津市の中学

校におけるいじめによる自殺事件が生じ、

教育委員会の無責任体制が露呈、そういっ

たことを契機に、教育委員会制見直しの機

運が強まったように思われます。

安倍首相の諮問機関である教育再生実行

会議（座長 鎌田薫早稲田大学学長）は、２

０１３年４月１５日、安倍首相に教育委員

会制度「改革」に関する提言をしましたが、

それを受けて、文科大臣の諮問機関、中央

教育審議会の教育制度分科会で検討が重ね

られ、昨年１２月１３日に、「今後の地方教

育行政の在り方について」という中央教育

審議会答申が政府に提出されました。今後

は、この答申にもとづいて、政府案が作成

されるものと思われます。

この中教審答申の内容はどのようなもの

か、見てみますと、これまでの教育委員会

制度を抜本的に見直し、地方教育行政執行

責任者を地方自治体首長とし、教育長をそ

の補佐役に位置づけ、首長が教育長を任命

し、また罷免をも可能としています。そし

て、これまで最高執行機関であった教育委

員会は首長の特別な附属機関と位置づけら

れ、基本的な方針や事項について諮問に応

じるのが任務とされています。

そうなると、一般行政の責任者である首

長（知事・市町村長）が、教育行政の責任

者をも兼ねることになり、戦後続いてきた

教育行政の独立性が失われ、教育がその

時々の首長の政策意図によって支配される

という道が開かれることになってしまいま

す。

ただ、この中教審答申は、審議の過程で、

委員の中からも、現行制度を維持すべきだ

との異論が強く出されたため、現行制度を

部分的に改善しながら存続させるという別

案を付記するという、異例の措置がとられ

ています。いずれ、この教育行政制度改革

案は、遠からず国会に上程されるものと思

われます。

私たちとしては、民主教育を守る立場か

ら教育の政治的支配を許さないためにも、

現行制度の存続は欠かせません。しかし、

そのためには、形骸化していると言われる

今の教育委員会の活性化と主体性の確立の

ための、具体的取り組みの努力が求められ

ます。そのためには、何と言っても、教育

現場や住民の声を教育行政に反映させる道

を拓くことが重要ではないでしょうか。現

に、仙台子どもと教育を共に考える市民の

会は、一昨年六月、仙台市教育委員会に、

その具体的方途についての提言を文書で提

出し、今も教育委員・教育長との面談を求

め続けています。（以下次号）

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

電話   022－728-8812
ファックス 022-276-5160


