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E メールニュース「みやぎの九条」  NO172
（2014 年 5 月 1 日発行）    みやぎ憲法九条の会

5･3 憲法を活かす宮城県民集会に参加しましょう！

1. テーマ「貧困と戦争」今こそ活かそう[憲法]の底力

2. 主催 護憲三団体（宮城県護憲平和センター・憲法を守る市民委員会・宮城  

憲法会議） 協賛 みやぎ憲法九条の会も協賛しています。

3. 日時 2014 年 5 月 3 日（土・祝）13 時～

4. 会場 仙台国際センター大ホール（入場 無料）

5. 内容 12：30  開場

     13：00  馬頭琴コンサート  バヤラトさん

    13：30  「貧困と戦争」

          講師 清水雅彦さん（日本体育大学准教授：憲法学専攻）

         講師 新里宏二さん（弁護士･元日弁連副会長）

終了後、市民広場までデモ行進をします。

6. 各９条の会はこぞって参加しましょう！

5･25 宮城県民大集会を成功させましょう！

宮城県内九条の会連絡会など九条の会・みやぎ憲法九条の会など県内の 50 を

超える団体が準備中です！

1. 名称

被災地宮城からの発信

｢安倍政権に、私も言いたい！」宮城県民大集会

ともに声を上げよう! 平和で安心して暮らせる社会のために

2. 日時 2014 年 5 月 25 日(日)
13:00 ～14:00 ライブ ①しろいしあけぼの小倉太鼓 ②制服向上委員会

③みやぎの合唱団  

14：00～15：00 大集会 ①開会のあいさつ ②澤地久枝さんの講演      

③菅原文太さんのメッセージ紹介 ④リレートーク。10 の

テーマで県民は訴える！

15:00～      デモ行進

3. 会場  仙台市西公園（お花見広場）

4. 呼びかけ人は 118 名。菅原文太さん、樋口陽一さん、元白石市長川井貞一さ

ん、農協中央会前会長木村春雄さんなども呼びかけ人です。

5. 澤地久枝さんが当日、駆けつけてくれます。

6. 菅原文太さんはメッセージを寄せてくれました。
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7. 県内九条の会は各会ごとに、実行委員会参加を決定して、大集会事務局に連

絡を下さい。連絡先は以下の通りです。

｢安倍政権に、私も言いたい！ ｣宮城県民大集会実行委員会

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1 丁目２－４５フォレスト仙台 4 階

  電話・ファックス共 022-718-8481Ｅメール qquh7hy9k@tiara.ocn.ne.jp
（みやぎ憲法九条の会に連絡をいただいても結構です。）

8. 各９条の会ともお誘いあわせの上、参加してください。

（活動の報告です）山形県に憲法九条を守る首長の会が誕生！

東北全県に誕生。5 月に東北 6 県の連絡会結成の条件整う！

4 月 24 日（木）16 時から山形県の首長の会の結成総会がありました。

山形県内からは首長経験者 3 名が出席（1 名は文書出席）、山形県内九条の会の

メンバー4 人が出席。山形では安部三十郎米沢市長、渡部章元高畠町長、高木弘

一県九条の会連絡会会長、九里廣志呼びかけ人、加藤静吾事務局長、大友廣和

次長の 6 名。宮城から川井貞一会長、松村行衛元七ヶ宿町長、森久一元山元町

町、板垣乙未生みやぎ憲法九条の会事務局長、池上武事務局が参加しました。

結成総会では以下が決まりました。

１．名称「山形県首長九条の会」

２．代表は安部三十郎米沢市長、副会長は渡部章元高畠町長

３．5 月 16 日の東北地区市町村長九条の会交流会には渡部章副会長が出席

４．結成のアピール案が提案された。安部会長が GW 中に校正する。

４．連休（GW）明けに記者会見を行い、会の結成とアピールを公にする。

山形県首長九条の会の発足総会。前列左から森久一元山元町長（宮城）、松村行衛元七ヶ宿町長

（宮城）、渡部章元高畠町長（山形）、安部三十郎米沢市長（山形）、川井貞一憲法九条を守る首

長の会（宮城）後列左から大友副事務局長（山形）、加藤静吾事務局長（山形）、高木紘一山形県

九条の会連絡会会長（山形）、九里廣志憲法九条を守る山形県民連絡会呼びかけ人（山形）
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「九条の会メールマガジン」４月 25 日号より「活動報告～「九条の会」も

ノーベル平和賞にエントリーされました（Ａ大学名誉教授）」

「九条の会メールマガジン」4 月 25 日号より転載。ノーベル平和賞の候補に憲法 9 条

がノミネートされました。以下、それを記した「九条の会メールマガジン」から転用

「九条の会御中

突然ですが、お知らせのメールを送らせていただきます。私は、Ａ大学名誉教授で

九条の会にも参加させていただいています。今年 1 月に、「9 条にノーベル平和賞を」

実行委員会の運動をされておられる方々からお誘いがあり、ノーベル平和賞委員会

存じのように、推薦人には一定の資格があり、私はその資格に該当していましたので、

さっそく推薦しようと考えました。しかし、万一ノーベル賞の受賞が決まれば誰が受け

取りに行くのかといえば、日本国民の代表として安倍首相ということになれば、9 条の

破壊を虎視眈々と狙っている安倍氏が受賞しにいくというのも承服できないのはもと

より、受賞講演で、積極的自衛とか集団的防衛論をとくとくと喋る姿は想像するだけで

も耐えがたいという気が強まり、この際、真に 9 条を守るために活動している九条の

会こそが、平和賞にふさわしいので、九条の会を推薦したいと考えるに至りました。そ

こで「9 条にノーベル平和賞を」実行委員会事務局の方とも連絡を取り、お互いに足を

引っ張り合うのではなく、いろんな形があり得るその一つとして、双方で認め合おうと

いうことになりました。その結果、私は実行委員会の方の賛同者にもなり、同時に私

個人が、オスロのノーベル平和賞事務局に所定の手続きに従って、1 月末に推薦手

続きをおこなうこととしました。その結果、4 月 10 日に私の「推薦が受理された」とノー

ベル平和賞事務局から私宛に正式の通知が来ました。九条の会にはご了解をえるこ

ともなく、勝手に推薦させていただいた次第ですが、こういうことで、九条の会は現在、

2014 年のノーベル平和賞の候補者の一つとして登録されております。新聞でも報道

されましたが、上記実行委員会も、登録されたようですので、あとは、選考委員会がど

のような判断をするかということになります。共同受賞などは、自然科学系ではあるの

ですが、今回は、かたや上記実行委員会の考える受賞者とは全ての日本国民という

ことだそうですので、そうすれば九条の会も包摂されるのかもしれませんし、9 条を守

る運動をしてきた実質を考慮して九条の会がふさわしいということになるのかもしれま

せん。もちろん、9 条関係が受賞ということになればの話ですが。ちなみに、今回の候

補者登録は２７８件とありました。別メール便で受理通知をお送りしますが、とりあえ

ず経過をお知らせ、勝手な行動だったかもしれませんがご容赦いただくようお願いし

ます。（Ａ大学名誉教授）」

（これからの催し）「5･25 大集会」開催チラシと[集団的自衛権行使容認]を許さ

ず、「特定秘密保護法」を撤廃するチラシの街宣

● 宮城県内九条の会連絡会の街宣日程：5 月 8 日(木)、５月 13 日（火）、5 月

20 日(火)。いずれも 12～13 時。仙台市名掛丁平和ビル（元佐々重ビル）

● 注意！！場所の変更！フォーラス前から平和ビル前に変更、です。

● 5･25 チラシと集団的自衛権行使容認を許さないチラシの 2 枚をセットして
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います。これを配布します。

● STOP!秘密保護法ネットワーク宮城。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。

第 4 回九条の会東北交流会へ。最後のご案内！

小森陽一さんの講演、みやぎ農協人九条の会の報告など活動の宝庫

（１）第 4 回東北地区市町村長九条の会交流会

4 月 24 日、山形県首長九条の会（仮称）が誕生しました。その結果、東北

6 県全てで市町村長九条の会が結成。これを機に東北 6 県で東北市町村長九条

の会連絡会を結成して、情報交換を強めることになります。

総人数は 77 名。大きなパワーを持ちます。

・ 日時 2014 年 5 月 16 日(金)14～16 市町村長九条の会交流会

             16～17 記者会見 17～19 懇親会

・ 会場 協働大町ビル鳥海の間（秋田市大町 3-2-44  電話 018-863-2111）
・ 東北 6 県から 15 名ほどの首長経験者と、15 名ほどの実務者が集まる予

定です。

・総人数 77 名の力で、全国に首長の会を広め、安倍政権の改憲路線に対抗し

てゆきます。

（２）第 4 回東北ブロック九条の会交流会

日時 2014 年 5 月 17 日(土)12 時半～16 時

会場 秋田市にぎわい交流館 AU（3 階多目的ホール）

    秋田市中通１－４－１  電話 018-853-1133
内容 第一部「講演」 12:40～14:00

   「ストップ！『戦争する国』へ暴走する安倍政権（仮題）」

講師 小森陽一さん（九条の会事務局長・東京大学大学院総合文化研究科教授）

第二部「交流会」 14:30～16:00
首長の会と 6 県の各県代表が報告します。宮城はみやぎ農協人九条の会

のが三浦弘康副会長（元こごた農協組合長）が活動を紹介します。

参加費 一人 500 円（各県でまとめます。宮城は 5 月 17 日当日、宮城県内九

条の会連絡会でまとめますので、秋田会場内で事務局にお渡し下さい。）

（みやぎからの交通手段）

①バスをチャーター。一人往復 5000 円。申し込み：宮城県内九条の会連絡会

事務局へ。30 名になったら締め切る。なお大崎市三本木の高速バス停留所

で乗ること可能。古川、小牛田などの皆さんは検討し、佐藤修司事務局長

と打ち合わせを。

②高速バス。仙台駅前広瀬通りの高速バスセンターから。往復 7200 円。片道

4000 円

③新幹線もあり。但し高額。お急ぎの方はご利用を。
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申し込み：宮城県内九条の会連絡会事務局まで。電話 022-728-8812、または

ファックス 022-276-5160 まで

申し込み締め切り 5 月 5 日（月）。（宮城から秋田への最終申込が 5 月 7 日）

（これからの催し）こんなに怖い！「特定秘密保護法」

仙台地区教職員九条の会 2014 年度学習会

日時 2014 年 5 月 17 日（土）13:30～
会場 フォレスト仙台４階 B 会議室

内容 ①DVD 視聴「レーン・宮沢事件」（戦時下の[軍機保護法]の怖さ）

   ②講演「特定秘密保護法」 講師野呂圭弁護士

希望者は５月１０日までにファックスで。ファックス 022-272-5674 まで

参加費 750 円

（これからの催し）安倍政権の教育改革とは？

宮城女性九条の会第 29 回憲法講座

日時 2014 年 5 月 18 日(日)14 時 15 分～16 時 15 分

場所 旭ヶ丘市民センター3 階第 2 会議室

   〒981-0904 青葉区旭ヶ丘 3-25-15 ℡022-271-4729
   地下鉄旭ヶ丘下車。改札を出て一番奥のエレベーターを使って 3 階へ。

講師 瀬成田 実さん(宮城県教職員組合執行委員長)
参加費 300 円

主催 宮城女性九条の会（仙台市青葉区上杉 2-１-10 仙台 YWCA 会館内）

連絡先 一戸（022-248-3718）または岡（271-8087）

（これからの催し）八軒校区九条の会主催の映画会と講演会 躍進連弾

八軒校区九条の会は映画と講演会を企画。ぜひご覧下さい

1.  [日本国憲法誕生の真実]（学習講演会）黒滝正昭宮城学院女子大学名誉教授

  5 月 24 日（土）13:30～16:00 古城コミュニテｲセンター

2. ｢仙台空襲の体験談を聞く会｣若林区の空襲体験者から話を聞きます。

昭和 20 年 7 月 10 日の仙台空襲の体験を聞きます。現在準備中です。

（これからの催し）安倍政権は憲法と教育をどのように変えようとしている

か？治安維持国賠同盟宮城県本部主催

日時 5 月 24 日(土)13:30～
会場 仙台市民会館第三会議室

講師 中森孜郎さん

資料代 300 円

問い合せ先 治安維持法国賠同盟宮城県本部 022-279-1255
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安倍政権による戦争する国づくりと集団的自衛権

革新懇主催講演会

日時 5 月 31 日（土）14:00～
会場 仙台市戦災復興記念館第 2 会議室

講師 川村俊夫さん（憲法会議代表幹事）

資料代 500 円

問い合せ先 革新懇 080-6010-3022（高橋）

戦場の最前線に[日本人民反戦同盟]があった。

平和委員会･日中友好協会・AALA 連帯委員会・県歴教協主催

日時 5 月 31 日(土)14 時:00～
会場 仙台市青葉区中央市民センター

講師 一戸富士雄さん

参加費 200 円

問い合わせ先  022-263-6650

（これからの催し）九条の会（東京）主催「10 周年講演会」に参加しましょう！

九条の会は 2004 年 6 月 10 日に結成されました。その記念日の今年 6 月 10 日、

10 周年を記念した講演会を開催します。

各９条の会はぜひ、ご参加下さい。みやぎ憲法九条の会では 10 名ほどを予定。

知は力。大きなエネルギーになります。

日時 2014 年 6 月 10 日（火）開場 17 時 開会 18 時

会場 渋谷公会堂（東京都渋谷区宇田川町１－１ 渋谷区役所隣）

講演 大江健三郎さん 奥平康弘さん、澤地久枝さんなどが講演します。

参加費 1000 円（郵便局の振替用紙（青色）「参加希望枚数・名前・郵便番号・

住所・電話番号」を書いて、下記郵便振替口座に参加券代金(一人 1000 円)を振

り込む。）入場券は郵送する。

郵便振替口座 記号番号 00100-9-774293 加入者名九条の会講演会

連絡先 九条の会事務局 東京都千代田区西神田２-5-7-303 〒101-0065
℡03-3221-5075 ファックス 03-3221-5076

（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）
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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  

（活動報告）名取九条の会のチラシ配布と署名活動の報告です。

名取九条の会は 4 月 27 日(日)11 時前から 12 時まで、スーパーヤマザワ店頭で

チラシ撒きと九条の会呼びかけ賛同署名活動を開催しました。

チラシは連絡会が作った集団的自衛権行使容認に反対するチラシと5･25大集会

のチラシの 2 種類でした。

参加者は 5 名でした。チラシ 110 枚を配布し、署名は 29 筆を数えました。宮

城県内九条の会連絡会のチラシは 1000 枚持ってきましたが、900 枚活用して残

は 100 枚だけとなりました。地道に活用した結果、大きな枚数を配布すること

ができました。

（活動の報告）泉パークタウン九条の会から 4 月 12 日講演についての報告

石井優（ゆたか）さん・厚子さんご夫妻の講演会

泉パークタウン九条の会は放射能と向き合う会 in 泉パークタウンと共催で、石井さん

ご夫妻講演会を開催しました。   

高森市民センターで行われた講演会には，総勢４５名の方々が集まりました。

石井優さん･厚子さんご夫妻の自宅は福島第一原発より８ｋｍの至近距離の福

島県富岡町にあります，お二人の具体的な原発事故からの避難と，その後の様

子について。現在までの歩みとそれにまつわる苦悩・心境，これからの原発に

変わる電力供給の道についても示していただき，参加者一同感銘を受けました。

講演後、感想を出し合い 3 時間のつどいとなりました。参加者は泉パークタウ

ン内 34人（内初参加 9人）。団地外から 11 人。合計 45人。

詳しくは、下記のジオログでレポートを参照ください。

宮城県仙台市泉区 泉パークタウン九条の会 - Yahoo!ジオシティーズ

（左の写真）会場の姿                 (右の写真)講演をする石井優さん
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（活動の報告）加茂九条の会：九周年記念学びの集い

アジア太平洋戦争の真実と仙台空襲を学びました。

加茂九条の会では４月２０日、加茂市民センターで九周年記念の学びの集い

を持ちました。元日本軍兵士の証言・泥にまみれた靴で（日中友好協会制作）

と仙台空襲の証言・アーカイブ映像 NO1（仙台市戦災復興記念館）のＤＶＤを

見た後、８歳で仙台空襲を体験し、現在は語り部として各地で仙台空襲につい

て講演をしている林智徳氏のお話しを聴きました。

林さんは、１９４５年７月９日の空襲で手にやけどを負い、今でもその後遺

症に悩まされていることを話されました。また、ご自分の著書「仙台空襲」（語

りつぐ私の戦時体験・シリーズ第二集・みやぎ憲法九条の会編）を基に空襲の

恐怖や火傷のつらさ、罪のない多くの市民が焼夷弾に焼かれて死んだ光景を

生々しく語りました。

安倍政権の暴走によって、憲法がないがしろにされ、集団的自衛権の容認で

アメリカと共に海外で戦争ができる国になる危険が迫っている現在、若い人々

には、戦争は兵士だけでなく無辜の市民、女性、子どもも容赦なく犠牲になる

無残なものだということをぜひとも分かってほしいと強調されました。

最近の憲法改定の策謀、解釈改憲による集団的自衛権の容認などの動きを反

映して、集いには約４０人が参加し、それぞれの空襲体験を語り合い、再び戦

争をしてはならないと誓い合いました。また、このほど憲法九条がノーベル平

和賞の候補になったことも報告され、参加者からぜひノーベル賞をと願う署名

活動も行われました。

加茂九条の会で講演する仙台空襲の被災林智徳さん
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集団的自衛権行使を、憲法・国連憲章から考える

2014 年 5 月 1 日   河相一成（東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会代表）

第１回       はじめに

安倍政権が進めている「戦争をする国づくり」は、その全体像を見ておく必

要があります。それを端的に図で示したのが、以下の図です。

それは、国家安全保障会議の設置を頂点にした、戦争への道にまっしぐらと

言ってもいいでしょう。そして、図示したように、今、問題になっている「集

団的自衛権行使」を「解釈改憲」で、しかも国会にも諮らずに閣議決定を優先

させると安倍首相は言い、加えて国家安全保障会議が世界の各国の「軍事、外

交、テロ、治安」の諸情報を集めて、戦争への準備をする「総司令塔」の役割

を持たせようと言うものです。また、そこで集めた諸情報を国民に知らせない

ために「特定秘密保護法」を強行採決で成立させました。さらに「武器輸出三

原則」を廃止して、武器の外国への輸出を政権（国家安全保障会議）の判断で

いくらでもできるようにしようとしています。

本稿は、「戦争する国」づくりに欠かせない「集団的自衛権行使」に絞って考え

てみましょう。

                   

１
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戦争・死刑と国家。そして国家と人民（第一回）

2014 年５月１日                     小田中聰樹

（東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会世話人）

一 戦争と死刑についての考察に関する基本的視点

１．戦争と死刑とは、国家権力の行う「合法的」殺人である。

近代国家は、原理的には、民主主義国家であり、民主主義を基本とする国家

である。

そして民主主義国家は、人民の自由、人権、平和、平等、福祉を実現すべき責

務を負うのであり、その責務を定めたのが憲法である。

ところが今なお日本では戦争への企みと死刑は存在している。民主主義国家

である日本で、このように戦争への企みと死刑が今なお存続しているのは何故

か。

もともと民主主義国家は、人民が主権者である。それなのに、戦争も死刑も

人民の意思とは無関係に存在している。ここに問題があり、その問題を解く鍵

を探ることにする。

私の考えでは、その鍵は「国家権力」なるものの矛盾的存在構造の中に潜ん

でいると思う。では「国家権力」の「矛盾的存在構造」とは何か。それは基本

的には「国家権力」を把持する支配的権力層と人民との間にある矛盾である。

では矛盾とは何か。その実体は、主として利害の対立であり思想の対立である。

では支配的権力層の実体は何か。基本的には財界とその政治的代理人たる権

力的政治家であり、その権力的政治家の人民支配を正当化する学者・文化人・

マスコミであり、その実力部隊としての警察、自衛隊（軍隊）、そして右翼暴力

団などである。これらが重層的に絡み合い、権力的支配層を形成しているのが

現実である。

２．では現代日本の支配的権力層の特徴は何か。

まず第一に、強度の対米従属性である。例えば日米安保条約、行政協定、ガ

イドライン、特定秘密保護法など、人民の総意に反する条約や法律によって人

民を圧伏せしめ、人民をアメリカの傭兵として利用することを辞さない厚顔破

廉恥な支配的権力層----これこそ現代日本の権力的支配層の実体なのである。

第二に、アジア、特に中国、韓国、北朝鮮、東南アジア、中東諸国に対し、

軍事的、経済的にアグレッシヴ（攻撃的）なことである。

第三に、人民の基本的人権に対し、極度に抑圧的なことである。例えば特定

秘密保護法、刑事訴訟法改悪への動きである。加えて死刑存続もその例である。

第四に、平等・福祉の切捨てを推進し、弱肉強食社会の出現を辞さないこと

である。消費税値上げがその例である。
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第五に、愛国心教育とアメリカ的新自由主義的教育改革を企てて恥じないこ

とである。この教育改革の行き着く先は、弱肉強食教育であり、基礎学力の低

下である。

第六に、現行憲法に対する憎悪にも似た異様な反撥である。

第七に、第二次世界大戦への戦争責任感の欠如である。安倍首相の靖国参拝

がその例である。

３．以上のような特質を有する支配的権力層、現在企てている具体的政策の今

日的状況の分析と、これに対して如何にして闘うか。この点には稿を改め、次

回に論ずることにしたい。

（編集後記）

今号より新たに二つの企画を掲載しました。

（１）河相一成先生の「集団的自衛権行使を憲法・国連憲章から考える」は

時宜を適した課題。10 回程度の連載です。しっかり学習しましょう。

（２）小田中聰樹先生の「戦争・死刑と国家・そして国家と人民」。今回は第

一回。特定秘密保護法に至る治安法制と死刑制度について書き下ろしていた

だきます。小田中聰樹先生は東北大学で刑事訴訟法を担当され、現在は東北

大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会世話人

二つの講話とも、現在の安倍政権のやっていることに対する批判です。

ぜひ熟読玩味して下さい

（３）小田中聰樹先生の新刊。4 月に発刊しました。 ご注文を！

  書名「国防保安法の歴史的考察と特定秘密保護法の現代的意義」

東北大学出版会刊行。総ページ数 466p（内資料編 77ｐ）。価格 3500 円

著者小田中先生の「御挨拶」は以下の通り。

「 私は、国防保安法の歴史的考察を踏まえ、かつての国家秘密法案の批判

的検討を経て、特定秘密保護法が」いかなる矛盾を抱え、その運用がいかに

危険なものであるかを解明しようとして本書を刊行致しました。」

  注文はみやぎ憲法九条の会までどうぞ！

※ E メールニュース「みやぎの九条」の返信で注文できます。

※ ファックスでも可  022-276-5160

※ 電話でも可     022-278-8812．

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 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


