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E メールニュース「みやぎの九条」  NO170
（2014 年４月 1 日発行）    みやぎ憲法九条の会

5･3 憲法集会を成功させ、

さらに 5･25 宮城県民大集会を成功させましょう！

安倍内閣の集団的自衛権の行使容認の動きが加速しています。

憲法 9 条を実質上廃止する、集団的自衛権行使容認は日本を「戦争のできる

国」にしようとするものです。

今こそ、広範な国民の反対運動を徹底して強化しなければなりません。

5 月 3 日の憲法記念日には護憲三団体の憲法集会が開催されます。

5 月 25 日にはみやぎ憲法九条の会などが中心になって、「｢安倍政権に、私も言

いたい！ ｣宮城県民大集会が開催されます。

この二つの憲法を守る集会を成功させ、安倍内閣の「戦争のできる国つくり」

をストップさせましょう。

5･3 憲法を活かす宮城県民集会

日時 2014 年 5 月 3 日（土・祝）13 時～

会場 仙台国際センター大ホール 入場 無料

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。

主催 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など多数

5･25 宮城県民大集会

宮城県内九条の会連絡会など九条の会や県内の諸団体が5･25宮城県民大集会

を準備しています。

1. 名称は下記の通り。

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)13：15～13：45 音楽とアトラクション

               13：45～14：50 大集会

               15～      デモ行進
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3. 会場  仙台市西公園（お花見広場）

4. 最初の呼びかけ人はみやぎ憲法九条の会代表の後藤東陽、戸枝慶、山形孝夫

の三氏。その後急速に広がって、3 月 26 日(水)実行委員会が結成されました。

5. 呼びかけ人が既に 80 名を超えています。澤地久枝さん、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。

6. 澤地久枝さんが当日は駆けつけてくれます。また菅原文太さんは体調がよく

なくて来れませんが、メッセージを寄せてくれます。澤地さんは 84 歳。す

ぐれない体調をおして来てくださいます。

7. 県内九条の会は各会ごとに、きちんと会議で参加を決めて連絡を下さい。連

絡先は以下の通りです。

居所：〒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 022-718-8481
    Ｅメールアドレス 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. めったにない機会です。全県からお誘いあわせの上、お越し下さい。

（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：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。

第 4 回九条の会東北交流会に参加しましょう！

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

東北地方 6 県の九条の会が 5 月に活動交流します。各９条の会も参加を

（１）第 4 回東北市町村長九条の会交流会

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）
内容 ① 各県の状況の報告

    ② 集団的自衛権行使容認など情勢についての意見交換

    ③東北市町村長九条の会連絡会の結成について

    ④その他

（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
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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

が活動を紹介します。

参加費 一人 500 円（各県でまとめます。宮城は宮城県内九条の会連絡会で

まとめます。）

（みやぎからの交通手段）

①バスをチャーターします。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ります。

  なお大崎市古川の高速バス停留所で乗せることが可能です。石巻、古川、

小牛田などの皆さんは検討してください。宮城県内九条の会連絡会事務局

佐藤修司事務局長と打ち合わせてください。

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。

③新幹線は高額です。バスをお勧めしますが、お急ぎの方はご利用下さい。

※ 各９条の会では 5000 円の交通費で行けますので、どんどんご参加を！

申し込みは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 までお知らせ下さい。

（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中！

『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 H26年1月18日から4月20日まで。観覧料大人500円、高校生200

円、小学生 100円

（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）
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問い合せ先 利府町憲法 9 条の会（平良 022-356-5426）

市民意見広告運動／市民の意見 30 の会・東京からのお願い」の紹介

市民意見広告運動／市民の意見 30 の会・東京（代表吉川勇一・事務局長北原博子さん）か

ら新聞広告掲載などの運動について協力要請が来ています。以下、要請文です。

関心のある個人、会はネットにアクセスしてください。

「 私たちは、改憲反対、憲法 9 条 25 条を実現する政治、反原発などを訴える意見広告を

新聞に掲載する運動を続けている反戦市民グループです。この運動は、2003 年以来毎年続

けられ、全国に大きな反響を呼んでいます。昨年 5 月 3 日にも「若者が、子どもたちがあ

ぶない。武力より平和力、9 条の力」との意見広告を朝日新聞全国版に見開き 2 ページで掲

載いたしました。 詳しくはホームページ http://www.ikenkoukoku.jp をご覧下さい。

今回も 2014 年 5 月 3 日の憲法記念日に、私たちの主張と、賛同者の名前を書いた意見広

告を、できるだけ多くの全国紙ほかへ掲載するため 13 期目の運動を開始しました。

この運動を成功させるため、皆様のお力添えをお願いしたいというのが私たちの切なる

願いです。 具体的には、以下のようなことをお願いできないでしょうか。そのすべてで

はなく、どれか一つでも結構です。なにとぞよろしくお願いいたします。

＝＝＝＝＝＝＝＝「市民意見広告運動／市民の意見 30 の会・東京」のお願いの内容＝＝＝

（１）皆様の Web サイトに文末のような「運動紹介」を掲載をしていただけませんか？

（２）皆さん方の関係される集会などで、この運動のチラシを配布していただけませんで

しょうか。また、皆さん方の機関誌紙などの発送のときに、この運動のチラシを同封して

いただけませんか。ご連絡をいただければ、すぐ、詳しい資料などをお送りいたします。

   連絡先 info＠ikenkoukoku.jp
（３）皆さん方のグループとして、この運動に賛同いただけませんでしょうか。

（４）この運動のホームページ http://www.ikenkoukoku.jp/へのリンクをはっていただけ

ないでしょうか。代表 吉川 勇一  事務局長 北原 博子 」

（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。
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（これからの催し）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）護憲三団体共催「5･3 憲法を活かす宮城県民集会」

（このニュース冒頭既述）5･3 憲法を活かす宮城県民集会です。

（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）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



6

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）

（活動報告）みやぎ憲法九条の会第 10 回呼びかけ人総会を開催

みやぎ憲法九条の会は 2014 年 3 月 21 日(金)、第 10 回呼びかけ人総会を開催

しました。議論になった点では。

(1) 集団的自衛権行使容認問題について、憲法 9 条を実質廃止にするものだとし

て、厳しい意見が相次ぎました。「戦争する国」を認めないとしました。

(2) 5 月 3 日の護憲集会を成功させることの意味が強調されました。

(3) 5 月 25 日の大集会を主体的に成功させることを確認しました。

(4) 県民向けのアピールを採択しました。

(5) 役員改選では創設時から事務局長を担当して来ました河相一成事務局長に

代わり、板垣乙未生世話人が就任しました。

(6) また呼びかけ人の代表を従来の 3 名から 5 名に増やしました。後藤東陽、戸

枝慶、山形孝夫の従来の代表、勅使河原安夫世話人、河相一成前事務局長を

選出しました。

（みやぎ憲法九条の会第 10 回呼びかけ人総会が採択したアピール全文）

「アピール 集団的自衛権行使による「戦争する国づくり」に反対する声を

大きく結んでいきましょう。」

戦後６０数年、日本国憲法のもと平和主義を掲げて歩んできた私たちの国は、今、大き

な危機に直面しております。それは、安倍内閣による「戦争する国づくり」の準備が、国

会の多数の力を背景として、強行に進められているからです。
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昨年秋の臨時国会では、防衛・外交情報を覆い隠し、また、特定有害活動・テロリズム

防止を口実として、国民の権利と自由を奪う「特定秘密保護法」が、盛り上がる反対世論

を無視して強行採決されました。また、軍事の司令塔の役割を果たす「国家安全保障会議

設置法改正」も成立されました。

昨年末には、「戦争する国づくり」の基本となる「国家安全保障戦略（ＮＳＳ）」を策定

し、併せて、ＮＳＳの内容を支える「新防衛大綱」や「中期防衛力整備計画」を閣議決定

しています。これらには、周辺国に対抗するためとして「集団的自衛権の行使」を視野に

入れた、日米同盟の強化と自衛隊の攻撃的機能の強化をはかる極めて軍事力を重視した内

容が盛り込まれています。さらに、ＮＳＳには、武器輸出３原則の全面見直しや、「国を愛

する心を養う」という個人の思想信条に踏み込んだ文言すら書き込まれています。

本通常国会で安倍首相は、第一次政権で果たせなかった「戦争する国づくり」への最重

要課題ともいえる「集団的自衛権の行使容認」に向けて並々ならぬ決意を見せております。

日本が武力攻撃を受けていなくとも、アメリカと肩を並べて海外で戦争するという「集団

的自衛権の行使」は、「必要最小限度の範囲」という歴代政府の「自衛権」解釈からも大き

く逸脱することは明らかです。

これらは憲法九条の実質的な改憲であり、私たちは、断じてこれを許すことはできませ

ん。

また、このような「解釈改憲」の企ては、本来ならば憲法「改正」の手続きを経なけれ

ばならない内容を、閣議の決定および「国家安全保障基本法」や「集団的自衛権行使法（仮

称）」などの法律制定によって実現しようとするものであり、「立憲主義」を根底から突き

崩すという点からも決してあってはならないことです。

安倍首相は、本通常国会中に、今春に提出される予定の「安全保障の法的基盤の再構築

に関する懇談会（法制懇）」報告を受け、「集団的自衛権の行使容認」を閣議決定すると述

べています。また２月５日の参院予算委において、「政府が適切な形で新しい解釈を示すこ

とによって可能だ。憲法改正が必要だという指摘は当たらない。」と答弁しています。さら

に 2 月 12 日の衆院予算委では、「憲法解釈の最高責任者は私だ(内閣法制局長官ではなく)。
その上で私たちは選挙で国民の審判を受ける。」と強弁しています。これに対しては与党議

員からさえ、「選挙で勝てば憲法解釈を自由に変えられるのか。危うい発言だ。」と指弾さ

れています。

「集団的自衛権行使容認」をめぐる事態は非常に切迫しています。さらに「武器輸出三

原則」を骨抜きにしようとしています。

私たちは、安倍内閣の「戦争する国づくり」を断じて許すわけにはいきません。

この危険な道を阻むため、大きな運動の広がりをつくることが、今、私たちに求められ

ております。

県民大集会の開催や世論の拡大のために広汎なチラシの配布活動など趣向と創意を凝ら

し、一人ひとりの平和への願いを寄せ合って、幾重にも大きな輪を結んで参りましょう。

そして、広く県民の皆さんと手を携えて、日本国憲法九条の「平和主義」を全世界に向

かって伝えつつ、後世にしっかりと引き継いで行こうではありませんか。

２０１４年３月２１日    みやぎ憲法九条の会第１０回呼びかけ人総会
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シリーズ特定秘密保護法（4） 「特定秘密保護法の恐ろしさ」

弁護士 草場裕之

●軍機保護法としての本質

強行採決された特定秘密保護法は，海外で戦争することができる国に変えるた

めの、軍事機密保護の本質を持つ法律であり、私たちの思想そのものを処罰し、

抑圧する内容になっていると思います。行政機関の長が勝手に指定した「秘密」

を漏洩すること、あるいは「秘密」を取得しようとする活動を処罰しする法律

ですが、何が「秘密」であるかは、刑事裁判の段階になっても秘密のままであ

るという恐ろしい法律であり、憲法３１条、３９条の罪刑法定主義（何が犯罪

であるかを予め明文で明らかにしておく自由主義に基づく原則）に反していま

す。

しかし、私が本当に恐ろしいと感じているのは次の点です。すなわち、警察は、

「秘密」の漏洩・取得を行う疑いがあるという口実があれば、様々な市民運動

や政治活動に関与する人を捜査の対象とすることができるようになるというこ

とです。「秘密」の取得を教唆したり共謀した場合には、実際に「秘密」を取得

できなかったとしても、教唆罪や共謀罪が成立することになっていますから、

「秘密」を取得しようと相談したりする疑いがあるという口実で、警察が私達

を、尾行したり、知人に対する聞き込み捜査を行うことが合法化されます。

●通信傍受法拡大とセットになったときの恐ろしさ

さらに、法制審議会の「新時代の刑事手続の在り方」という特別部会では、

こっそりと、電話やメールでの会話を盗聴すすることを合法化した通信傍受法

（犯罪捜査のための通信傍受に関する法律）を大幅に拡大し、通信手段を使わ

ないナマの会話を盗聴することを合法化する会話傍受法の創設が議論されてい

ます。現行通信傍受法は１９９９年、日弁連をはじめとして、憲法違反の法律

であるとの国民的反対運動を受けて組織的な殺人や覚せい剤輸入等の限定的な

犯罪について盗聴を許す法律として成立しました。現在の法制審では、窃盗や

詐欺、住居侵入等、殆どの犯罪で盗聴が許されるような拡大が狙われています。

最近、大阪の「生活と健康を守る会」の職員が生活保護不正受給の詐欺の共犯

者として逮捕されていることから、こうした市民のための援助活動も電話盗聴

や会話傍受の対象となるということになります。

そして、詐欺について盗聴が許されるのに、テロや防衛に関する秘密漏洩や

取得の罪について盗聴が許されないといことは考えられません。そうすると、

秘密保護法と通信傍受法拡大・会話傍受法創設とがセットになったとき、私た

ち市民は、警備公安警察等によって、電話盗聴、会話傍受などの捜査を行われ

ることを覚悟しなければならなくなります。

ある日、公安警察が弁護士会の会議室に盗聴器を仕掛けていることを発見し

抗議したら、警察は「弁護士会の公害委員会が、福島第１原子力発電所の燃料

棒に関する情報を取得しようと謀議しているという疑いがあったので、会話傍

受法に基づいて盗聴している。法的に問題はない」と開き直る。もはや、私た
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ちには国家から自由な領域は殆ど無くなってしまうのではなくなるのではない

かと思う。

明治憲法のもとで、中国大陸、朝鮮半島、東南アジアに対する海外での侵略

戦争に国民を駆り立てるために、特高警察と憲兵隊による徹底した思想統制が

重要な役割を果たした。それを考えるとき、秘密保護法は、戦争する国づくり

の重要なパーツであると思う。さらに、このパーツを強力に機能させるための

通信傍受法拡大・会話傍受法創設が企図されているという事態が私たちの眼前

にある。

私は、日本が海外で戦争する国になって欲しくない、自分の会話が盗聴され

思想の自由が奪われるような国になって欲しくないと思う。

教育をどのように変えようとしているのか（９）

2014 年 4 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

（５）教職員統制のさらなる強化

最後に、対教員対策に目を向けることに

します。第１次安倍政権は、先にもふれた

ように、校長・副校長・教頭の下に主幹教

諭・指導教諭を設けて教師の職階制を強化

し、また教職員免許を１０年毎の更新制に

改め、また教師の成績評価制を強めました。

ところが、今度の教育改革では、さらに

教職員免許を「改正」して、教師に対する

統制を強めようとしています。その１つが、

採用時のインターンシップ制の導入です。

すなわち、教員採用時は準教諭として採用

して働かせ、１～２年後に教育長が「教員

の適正確認制度」（仮称）によって「教育公

務員の責務（学習指導要領の遵守）をはた

しているか等の観点から勤務実績を確認し、

「教員の適正を確認」して「分限に値する

かどうか」を判断し、「試験」を実施した上

で、普通免許状（本免許）を与えるという

ものです。

さらに、もう一つは、「教育公務員倫理規

定」（仮称）を制定し、その違反者に対する

「罰則規定」を「教育公務員特例法」に定

めて、「義務教育諸学校における教育の政治

的中立の確保に関する臨時措置法」のいっ

そうの厳しい適用をはかっていこうとして

いることです。

まさに、教師は教員管理の名の下にがん

じがらめにされ、国が定める教育方針に忠

実な「優良教員」の枠にはめ込まれ、教育

の自由と創造性は奪われていくことは必定

です。

明治２０年当時、わが国の学校制度を確

立するのに貢献した森有礼初代文部大臣は、

特に師範学校の設立に力を尽くし、全国府

県を巡回して教員養成の重要性を説いてい

ますが、彼が強調した「優良ナル教員」の

「三資質」の第一が「順良」ということで

した。それ以来、日本の教師は、国家が定

める教育目標、「教育勅語」にもとづき、国

が定めた「国定教科書」の内容を、過不足

なく子どもたちに教え込むことが職務とさ

れ、それからはみ出すことは厳しく規制さ

れてきました。大正デモクラシーや昭和初

期には、自由主義教育や生活綴り方教育な
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ど、いわゆる「はみ出し」の教育も生まれ

ましたが、日中戦争に入ると厳しい弾圧に

より、その運動も消えてしまいました。

戦後、教育基本法第１０条の「教育は不

当な支配に服することなく、国民全体に対

し直接責任
．．．．

を負っておこなわれるべきもの

である。」（傍点は筆者）によって、はじめ

て教師は「国家のための教師」から、「子ど

ものための教師」に生まれ変わることがで

き、教育の自由を手にしたのでした。言う

までもなく、その「教育の自由」は、教師

のための自由ではなく、子どもに直接責任

を負う創造的な教育活動を保障するための

ものでした。そして、無着成恭の『山びこ

学校』をはじめとする教育実践記録が相次

いで生まれることになりました。読む人を

感動させずにはおれないこれらの教育実践

は、いずれも教師と子どもとの自由で主体

的な活動が紡ぎ出した創造的なものでした。

先に述べたような、教師へのさまざまな

規制が強まれば、このような個性ゆたかな

優れた教育実践が生まれる土壌は損なわれ、

彼等が求めている優れた人材もまた生まれ

なくなることに気付いていないのでしょう

か。

自民党の選挙向け政策パンフレットの中

に「教育を取り戻す」と言うのがあります

が、その中に「日教組の影響を受けている

民主党には、真の教育再生はできません。」

と記されています。第１党の公党が政策パ

ンフの中で、法的に認められている特定の

組合を名指しで記していることは驚きです。

あらためて「教育公務員倫理規定」と罰則

を定めるのも、教師の政治活動や組合活動

を規制する意図が働いていると思われます。

インターンシップ制度を導入すれば若い教

師の組合加入には相当の影響が生じるもの

と思われます。

２０１１年の３･１１東日本大震災の際、

東北の教師たちは賢明な判断と命がけの努

力で、子どもたちの犠牲を最小限に食い止

めました。またわが国の教師たちは、低劣

な条件のもとで、他国に例を見ない長時間

超過勤務を無給で続けることで、OECD の

PISA テストで G７の先進諸国の中でも常

に最上位を維持し続けてきました。そのよ

うな教師の努力に対して、いたわりと感謝

のひとかけらの言葉も発せず、教師を敵視

する一国の首相をどう考えればよいのでし

ょうか。

今、イギリスのサッチャー首相の始めた

教育改革が行きづまりを見せるのと対照的

に、テストなし、競争なしでも「学力世界

一」と言われるフィンランドでは、教師の

教育活動は自由で、社会的に尊敬される職

業となっており、給与水準は高くなくても、

若者が最もなりたい職業になっているとの

ことです。

安倍政権がすすめる教育改革が実現すれ

ば、あこがれをもって教師を志望する若者

が減少することは避けられません。

みやぎ憲法九条の会
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