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（2014 年３月 15 日発行）    みやぎ憲法九条の会

（これからの催し）「特定秘密保護法」撤廃チラシ街宣

● 宮城県内九条の会連絡会の今後の街宣日程：3 月 18 日（火）、4 月 1 日（火）、

4 月 15 日（火）。いずれも 12～13 時。仙台市一番丁フォーラス前

● STOP!秘密保護法ネットワーク宮城は毎週金曜日に街宣と署名を行なって

います。毎週金曜日 12～13 時まで。場所は平和ビル前（旧名掛丁）です。

（これからの催し）宮城女性九条の会第 28 回憲法講座

今日、開催です！「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（仙台市青葉区本町 2－21）
ブース出展（13 時~15 時）出展募集中。〆切 2 月末

問い合わせ先 022－373-7000 篠原

（今やっている催し）井上ひさしさんと憲法 9 条に関わる２題

仙台文学館に行って、井上ひさしさんの企画を観ましょう！



仙台文学館では井上ひさしさんの野球に関する本の展示と川本太郎さんと小

森陽一さんの座談を企画しています。

（１） 『白球と青空・戦争と自由 井上ひさしの野球』 ～ 井上ひさし資料特集展

開催期間 平成 26年 1月 18日から平成 26年 4月 20日まで

観覧料は大人 500円、高校生 200円、小中学生 100円

（２）対談「白球のユートピア ～野球少年の民主主義」

日時 ： 3月 16日(日) 13：30～会場 ： 仙台文学館 講習室定員 ： 150名

川本三郎(文芸評論家・映画評論家）小森陽一(東京大学大学院教授）：

井上ひさしの自伝的小説「下駄の上の卵」についての対談。定員 150名

※ 申し込みは電話・FAXのいずれかで仙台文学館へ【FAXの場合は、イベント名・

日時・お名前・お電話番号を明記してください）。定員になり次第受付け終了

（これからの催し）女性ネットみやぎ二周年のつどい：

守ろう！子どもたちのいのち・未来

鎌仲ひとみさんの講演「原発は、もうたくさんだ」

「女性ネットみやぎ」（子どもたちを放射能汚染から守り、原発から自然エネル

ギーへの転換をめざす女性ネットワークみやぎ）（略称；女性ネットみやぎ）は

２周年の「つどい」を以下のように開催します。

日時 3 月 22 日（土）13:30～15:30
会場 フォレスト仙台 2 階第 7 会議室（仙台市青葉区柏木）

講演 「原発は、もうたくさんだ」

講師 鎌仲ひとみさん

映像作家として著名。「ヒバクシャー世界の終わりに」「六ヶ所村ラプソデー」

「ミツバチの羽音と地球の回転」の三部作を制作。「内部被ばくを生き抜く」「小

さな声のカノンー選択する人々」（撮影中）などを制作

11:30 より DVD「内部被ばくを生き抜く」の上映会もあります。

連絡先：仙台市青葉区大町 2-5-10 御譜代町ﾋﾞﾙ 305 電話 FAX022-215-3120



（これからの催し）利府町憲法 9 条の会第 4 回憲法講座

安倍内閣はなぜ｢戦争する国づくり｣に狂奔するのでしょうか？

日時 2014 年 4 月 6 日（日）午後 2 時から

会場 利府町コミュニテｲ―センター（JR 利府駅隣接）

演題 ｢集団的自衛権行使による『戦争する国づくり』

－安倍首相の戦略と戦術― 」

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）

問い合せ先 利府町憲法 9 条の会（平良 022-356-5426）

（これからの催し）「原発事故からの避難・そして今」

泉パークタウン九条の会（「放射能と向き合会 in 泉パークタウン」との共催

日時 2014 年 4 月 12 日（土）14 時～17 時

会場 高森市民センター第 2・3 集会所

テーマ 「原発事故からの避難・そして今～原発事故の残したもの」

お話し：石井優さんご夫妻

・ 居住制限区域・福島県富岡町に住居があり、今は泉パークタウンに在住

・ 原発事故による福島県内から宮城県内へ避難している人達 58 人が国と東

電を提訴した「故郷喪失損害賠償請求原告団」に参加。

3･11 東京電力福島第一原発事故から 3 年。未だ放射能汚染からの避難者は 14
万人を数え、平穏な生活は破壊されたままです。石井さんに①避難の実態、②

これからの電力エネルギー、③賠償･健康被害などについて話していただきます。

ドキュメンタリー映画講座

亀井文夫全作品上映 その３

日時 2014 年 4 月 13 日（日）午前 11 時･午後 2 時 ２本立て上映

会場 荒町養賢堂（仙台市若林区荒町 130 電話 022-266-3331）
①｢生きていてよかった｣52 分。1956 年

②「鳩ははばたく」

参加費 1000 円。プレイガイド、櫻井薬局セントラルホールなどで販売

（亀井文夫は福島県原町に生まれ、幼少時仙台に転居。南材木町尋常小学校へ通った。）



（これからの催し）「9 条を守る加茂の会」九周年記念学びのつどい

元兵士と仙台空襲の証言を学ぶ集い

日時 2014 年４月 20 日（日）13 時半～15 時

場所 加茂市民センター（加茂 4 丁目２：電話 022-378-2970）
演題 元兵士と仙台空襲の証言を学ぶつどい

①元兵士の証言ＤＶＤ「泥にまみれた靴で」

②仙台空襲の証言 林智徳さん

  ＤＶＤ「仙台空襲」仙台市戦災復興記念館制作   参加費 無料

（これからの催し）東北女性弁護士９条の会企画講演会

（仮）政府の「憲法解釈」の＜正当性＞と＜正統性＞

集団的自衛権をめぐって

日時 2014 年 7 月 25 日（金）午後 6 時から

会場 仙台弁護士会館 4 階   入場無料

演題（仮題）「政府の憲法解釈の＜正当性＞と＜正統性＞－「集団的自衛権」を

めぐって」

講師：糠塚康江氏（東北大学大学院法学研究科教授・憲法理論研究会運営委員長）

問い合わせ先：佐久間敬子法律事務所 電話 022-267-2288
       小島妙子法律事務所  電話 022-225-5108  

九条の会のブックレットと DVD で勉強をしましょう。

ご注文は各９条の会かみやぎ憲法九条の会事務局へ

（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）

宮城県の二人の全体会発言を収載。①憲法九条を守る首長の会森久一さん

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）

（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

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）



特定秘密保護法の廃止に向けた戦いの「歴史的意義」

弁護士 佐久間敬子

秘密保護法成立阻止・廃止に向けた運動は日本の悪法反対市民運動に残る一

大トピックスだと思います、皆さんはいかがお考えでしょうか。

１、２０１３年１２月６日、参議院における強行採決によって、「法案」は「法

律」として成立してしまいました。採決の終盤は、言葉も聞き取れず、議事

録もない状態の採決だったようです。成立前後のお２方の感想です。

天木直人氏・強行採決に踏み切れば安倍首相に対する世論の反発はその後  

の安倍首相の政策に対する反発に倍返しになって襲いかかってくるだろう。

おまけに天下の悪法、欠陥法に政治生命をかけた愚かな首相という烙印が

末永く語り継がれることになる（２０１３・１２．５）

植草一秀氏・特定秘密保護法可決成立は日本民主主義の自死。このような法

律案を強行採決させた安倍政権は、もはや、存立を容認できない存在とな

っている。主権者がこの政権を打倒することに正統性が存在する（２０１

３・１２・６）。

２、注目すべきことは、法案審議中に福島県議会が反対の議決を行い（原発の

スピーデイー情報が速やかには開示されなかった経験から）、その他かなりの

市町村が廃案や慎重審議、抜本的見直しを求めて意見を述べたことです。

そして、この動きは法律成立後も止むどころか一層強まり、２０１４年２月４

日付け神奈川新聞によれば１００以上の地方議会が撤廃や慎重な運用を求め

る意見書を採択し国会に送っています。多くの意見書を採択した長野県では

戦前満蒙開拓団を送り出した歴史から「二度と国策に翻弄されたくない」、多

数の米軍基地を抱える沖縄県は「防衛・外交の秘密と深くかかわり影響を受

けやすい地域」なので、「住民が自らの生命財産を守るための実態把握さえで

きくなり、憲法で保障された権利が制限される」と述べています。

出足が遅れた感はありますが、圧倒的多数の報道も連日法案の危険性を訴え、

私たち市民レベルでも各界・各層、有名・無名を問わず反対の声をあげ、この

動きは日毎に大きく幅広くなりました。運動を通じて多種多様な人々のネット

ワークができました。

米国からの要請による秘密保護法？との側面もありますが、他方で米国を代

表する安全保障の専門家＝モートン・ハルペリン氏（ツワネ原則作成にも関

与）が「アメリカが日本との情報共有で求めている水準を大幅に超える」と

発言し、国連の人権保護機関のトップ、ナバネセム・ピレイ高等弁務官が「政

府が不都合な情報を秘密として認定するもの」「国内外で懸念がある中で成立



を急ぐべきでない」と慎重審議を促すなど、日米同盟の当の相手国の元高官

や国連機関からも異例の危惧が表明されました。

３、秘密保護法は憲法の観点から見ると種々の危険性を持っています。

危険性と不気味さは多面体のようで、それだからこそ、皆が自分の職場や

生活圏から、生きる意味と価値を大切に思う気持ちから、その危険性を指摘

し反対の声を挙げたのです。

○ 行政機関の長が何らの外部チェックも受けずに秘密指定できる、いわば

「お手盛り」であり、我々は主権者として必要な情報が入手できなくなり、

国政の重要課題に適切な判断が出来なくなるのではないか？

そもそも情報は重要であればあるほど、本来は国民のものではないか？

○報道機関は秘密に接触してしまうことを懼れ十分な取材活動ができなくな

るのではないか？

貴重な情報のない報道・放送は無意味・無価値どころか大本営発表のよう

に有害ではないか？

○最重要個人情報である国籍、犯罪歴・懲戒歴、薬物使用歴、精神疾患の有

無、飲酒歴（酒癖の悪さ？）、信用状態（借金の有無）を調査する適性評価

は個人の尊厳に反し、基本的人権を侵害し、ひいては思想・信条の自由も

脅かすものではないか？

○犯罪の曖昧さ、広範さ、処罰の厳罰化は罪刑法定主義、刑罰の謙抑性（無

用に国民を罰しないよう処罰は控えめであること）に反しないか？

○国政調査権、議員の質問権を有し、国権の最高機関とされている国会は、

本法律で行政機関の下位におかれているのではないか？

○秘密の内容を明かさず、秘密指定の手続や種類、指定の理由などの「外形

立証」で有罪認定することは刑事被告人の権利保障の観点で問題はないか、

裁判所は無罪の推定原則を堅持出来るか？

○多岐に亘る問題点を持つうえに、そもそも本法律に立法事実（立法の必要

性）はあるか？（現在ある法律で十分間に合う）

○「秘密」と「監視」がセットになって、私たちの社会は「見ざる」「聞かざ

る」「言わざる」の息苦しい社会にならないか？

○秘密は戦争とつきもの。同時に成立したＮＳＣ改正法（戦争の司令塔）、集

団的自衛権解釈容認などの動きと併せると、軍事秘密を始めとする種々の

秘密によって、国民の知らないまま戦争への道を突き進んでいくのではな

いか？

そして、侵略の定義はないとの発言や従軍慰安婦問題の否定的対応、靖国参

拝など、歴史の歯車を逆回りさせるような政権の行動は、秘密保護法反対運

動を一層大きくさせたと思います。



４、２０１４年２月２０日付け河北新報の記事によれば、国境なき記者団

の今年度「報道の自由度ランキング」で日本は５３位から５９位に下がり、

主要先進国で唯一「顕著な問題のある国」に転落した、東アジアでは台湾や

韓国を下回る水準とのことです。理由は、案の上、福島原発事故情報の不透

明性とこの秘密保護法の成立です。

５、秘密保護法成立阻止運動は、数の力だけに依拠して、国民主権、基本的

人権の尊重、平和主義、国際協調主義を謳う憲法をことごとく否定する安

倍政権の暴走振りに一定の歯止めをかけたと思います。しかし、本番はこ

れからです。政権は法律の成立に意を強くし、一層反国民的、反憲法的政

策を推し進めています。この法律を廃止・凍結して、その効力の発生を阻

止することが政権の暴走をストップさせる契機になります。これまでの阻

止の闘いを更にワンランクアップして、連携を一層広め、地道な運動と大

きなイベントなどを組み合わせ、効果的に運動を展開する必要があると思

います。  

６、「私たちは取り返しのつかないほどの大きな誤り・失敗を犯したかもしれ

ないとはいえ、今からでも遅くはない」（木村朗氏・鹿児島大学平和学）、

「悪法が成立したら１００倍返し、今よりも何倍もの人たちに伝えて・・・

１００倍返しにしなければいけない」（山本太郎氏）。

正に、これからが正念場だと思います。

教育をどのように変えようとしているのか（８）

2014 年３月１５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

（４）教科内容への規制強化－特に｢歴史｣を中心として

さらに、教育再生会議が力を入れている

のが、歴史・公民などの教科内容の｢改善｣

についてです。

そのため、まず、各学校で教育課程を編

成する際の基準とされる学習指導要領が、

余りにも大綱的に過ぎるという理由から、

もっと詳細なものに改め、それにもとづい

て教科書検定をこれまでよりも厳しく行う

ようにするとしています。その際重視され

るのが、教育基本法が掲げる教育目標に合

致しているか、どうかと言うことです。安

倍首相は国会での発言で、歴史教科書の内

容が適切かどうかをめぐって、教科書検定

にあたる調査官が、教育基本法の教育目標

に｢愛国心｣が示されていることを十分認識

していないのではないか、といった趣旨の



発言を呈しています。

安倍首相をはじめ、下村博文文科大臣（元

自民党教育再生実行本部長）、教育再生実行

会議委員の多くは、｢朝鮮併合｣を｢朝鮮植民

地化｣と認める考えや、アジア・太平洋戦争

を｢侵略戦争｣であったとする考え方を否定

し、南京虐殺事件や従軍慰安婦の軍による

強制、沖縄戦での住民の集団自殺への軍関

与などを否定する立場から、そられを歴史

的事実として認める立場を｢自虐史観｣と呼

んできました。そして、その立場に立つ人

たちは、１９９６年に｢新しい歴史教科書を

つくる会｣（会長 藤岡信勝氏）を設立し、

自らの主張にもとづく歴史・公民の教科書

をつくり、発行してきました。その後、こ

の会は内紛により２つの会に分裂、今は、

扶桑社と育鵬社の二社から別々の歴史・公

民の教科書を出版しています。

ところが、その教科書は採択が伸び悩ん

でおり、それを採択している地区や学校は

ごく一部にとどまっているのが現状です。

そこで、政治の力を借りて、一挙に｢自虐史

観｣に立つ教科書を排除し、非自虐史観に立

つ教科書を使っての歴史教育を推し進めよ

うというわけです。

そのために、再生会議は、文科省職員で

ある教科書調査官が作成、提出した検定原

案を審議する教科書検定審議会の委員の人

選や検定過程に、国会議員が介入できる制

度に改めようとしているのです。そうなれ

ば、教育の内容まで、政権与党の意向によ

って左右されることになり、教育の政治的

中立性が失われることになります。

このような形で検定が厳しくなれば、検

定に合格するためには、どの社の教科書も

ほぼ同一になり、また教科書出版から撤退

する社が続出するでしょうから、結局、戦

前の国定教科書と変わらないことになるで

しょう。

では、なぜそこまでして、安倍首相は自

らの史観にもとづいた教科書を強要しよう

としているのでしょうか。それは、彼がサ

ッチャー首相が教育改革を強力に推し進め

た動機の一つに、自国への誇りを青年に取

り戻すことにあった、そのことに共鳴した

からです。イギリスは過去において、大英

帝国として、インドを始めとする多くの国

を植民地として支配し、搾取してきた歴史

を持っています。そうした過去の歴史的事

実を直視することが、イギリスの青年が自

国への誇りを持ちづらくしている。そうい

う青年に改めて母国への誇りを取り戻そう

としたというのがサッチャー首相だという

わけです。

安倍首相は、自著の『美しい国へ』（２０

０６年７月 文春新書）の中で、「誇りを回

復させたサッチャーの教育改革」という見

出しで、次のように述べています。

「サッチャー首相はサッチャー改革と呼

ばれたドラスティックな社会変革をおこな

った。」「それは経済の民営化と市場化だけ

ではなく」「イギリス人の精神、とりわけ若

者の精神を鍛えなおすという、びっくりす

るような意識改革をおこなっているのであ

る。それは壮大な教育改革であった」「サッ

チャーは、全２３８条におよぶ『１９８８

年教育改革法』で、２つのことを断行した。

１つは自虐的な偏向教育の是正、もう１つ

は教育水準の向上であった。」「どちらも、

日本の教育が抱えているといわれる課題と

重なっている。」

安倍首相が、サッチャーの社会変革、と



りわけ教育改革に共感し、それがこの度の

「教育再生」の名の教育改革に取り組んだ

ことは、以上の抜萃からも理解できます。

それにしても、過去の自国の負の歴史の

事実を直視することが、なぜ青年の自虐的

傾向に必然的につながると考えるのでしょ

うか。安倍首相は単純思考の傾向があるの

か、日本と同じような歴史を共有するドイ

ツには全く目を向けず、ドイツが戦後再生

した歴史からは全く学んでいません。

第二次世界大戦において、日本・イタリ

アと共に三国同盟を結んだドイツは、ヒッ

トラー独裁政権のもとで、「アウシュヴィッ

ツ」に象徴される非人道的行為をポーラン

ドをはじめとする国々の人々に加えました。

そのドイツは、戦後１９７０年、ブラント

西ドイツ首相がワルシャワを訪れ、ユダヤ

人ゲットー（強制収容所）蜂起の記念碑の

前で、雨上がりの濡れた敷石に跪いて謝罪

し、これがきっかけとなってポーランドと

の和解が成立し、ヨーロッパ復帰の道が開

かれたのでした。その後、１９８５年敗戦

４０周年にあたって、ヴァイツゼッカー西

ドイツ大統領が国会において「過去に目を

閉ざす者は結局のところ現在においても盲

目となります」という格調高い演説を行い、

世界の多くの人々に深い感銘を与えました。

さらに、２００５年７月には、「記憶と和解

の日」の前日、シュレーダー首相は、次の

ような論文（一部）を公表しました。

「過去を元に戻すことはできないし、克

服することもできない。しかし歴史から学

ぶことはできる。ドイツ人はそれをおこな

ってきた。われわれは歴史的責任を知って

いるし、真剣に受け止める。ナチズムの時

代における戦争と民族虐殺と犯罪を胸に刻

むことは国民の礎の一部となっている。そ

れは永続的な道徳的義務である。」

しかも、その翌日には、ケーラー大統領

が連邦議会での演説で、「われわれはナチ

ス・ドイツが与えたすべての苦しみとその

原因について、記憶を風化させない責任が

ある。苦しみを二度と起こさせないように

しなければならない。責任は終わりのない

ものである。」と国民に語りかけています。

そして、今、ドイツは EU 諸国の中で、

最も中心的な役割を果たしています。

人が誰しも過ちを犯すように、国もしば

しば過ちを犯します。その場合に、それに

気づき、率直にその過ちを認め、誠意を以

て謝罪することで、迷惑を与えた相手から

許され、周囲から信頼を得られるわけです。

戦後６７年も経った今、わが国を代表す

る安倍首相らの、靖国神社参拝や従軍慰安

婦問題についての発言が、被害当事者国や

世界各国から非難の対象になっていること

は、何とも悲しく、情けないことです。こ

れで青年や子どもたちに、日本の国民とし

ての誇りを持ちなさいと言えるとでも思っ

ているのでしょうか。
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