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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．259 

（2017年 10 月 1日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

憲法 9条を守り生かす 宮城のつどい２０１７ 

戦争する国にしない、これからもずっと 

 日本国憲法施行から 70年となりました。憲法の核心のひとつは「再び戦争はしない」と、

戦力の保持・交戦権を否定した憲法９条に代

表される「平和主義」です。私たちはこの憲

法をよりどころに、戦後の 70年間、この国

の平和と、一人ひとりのかけがえのない命と

人権を守り続けてきました。政府が戦争への

道に踏み出そうとする道をおしとどめてき

ました。祖父母や父母、戦争を体験した人々

の悲痛な思いをまっ直ぐに受け止めて。 

 しかし、安倍内閣は着々と「戦争する国づ

くり」を進めています。2014年の「集団的自

衛権行使容認の閣議決定」や 2015年成立の

「安全保障関連法（戦争法）」は、自衛隊が

海外で武力行使できるようにするためのも

のです。 

 けれども憲法９条が存在する限り、これら

は明らかに憲法違反となります。なんとして

もこの壁を壊したい安倍首相は今年５月３日の憲法記念日を前に、「現在の憲法九条の１. 

２項はそのままに、新たに３項を加えて自衛隊の存在を明記する」と自らの改憲案を表明し

ました。 

 東日本大震災を経験した私たちは、自衛隊が災害救助にどんな役割を果たしているのかを

知っています。被災地の人々と汗と涙を共にした隊員たちの働きを忘れることはないでしょ
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う。しかし、安倍首相が憲法９条に書き込みたい「自衛隊」はそれとは対極の「戦争参加の

ための軍隊としての自衛隊」です。 

 憲法９条を持つ日本の「安全保障」は軍事力によってではなく、戦後 70年培った『非戦

の信用力」に依拠した外交の力にあるはずです。 

 これからもずっと「戦争しない国」であり続けるために、気鋭の憲法学者、木村草太さん

のお話しに学び合いたいと思います。どうぞお誘いあわせてご参加下さい。 

 

日時：11 月 19 日（日）13:00～15:30 

会場：仙台サンプラザ大ホール(ＪＲ仙石線榴岡駅下車すぐ) 

入場料：無料 

主催：みやぎ憲法九条の会 協賛：宮城県内九条の会連絡会  

問合せ先：022-728-8812 FAX：022-276-5160 

 

１０月、１１月の１９日行動 

 19日行動は 2015年 9月 19日に 9条に違反する「安保法制強行採決」したことを忘れず、

「安保法制廃棄」を求めて行動しています。 

10月 19日は選挙期間中であり、憲法 9条が争点となるので街頭宣伝を介入の口実にされる

恐れもあり中止します。また 11月 19日は「憲法 9条を守り生かす宮城のつどい 2017」の

大集会があり仙台は中止します。 

 

◆街頭宣伝 

宮城県内九条の会連絡会の街頭宣伝は毎週火曜日 

●毎週火曜日 12時から 13時まで。10月は 3日、24日、31日。(10日、17日は衆議院選挙

期間のために休み) 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 
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10月３日は澤地久枝さんの提唱「アベ政治を許さない！」Ｄａｙ！！ 

・  午後 1時キッカリに「アベ政治を許さない！」ポスターを掲げましょう。 

・  各九条の会のあるその地域、地域でポスターを掲げましょう。 

●名取市    ヤマザワ前道路交差点 

●宮城野区   坂下交差点 

 

【これからの県内イベント情報】 

登米 9 条の会 10月例会学習会 

「安倍改憲の狙いを斬る！」 

日時：10月 6日(金) １３：３０～ 

会場：みやぎ生協加賀野店２Ｆ集会室 

講師：宇部雄介弁護士(みやぎ憲法九条の会世話人、仙台中央法律事務所)  

参加費：無料、どなたでも参加できます。 

連絡先： 090-9532-9970(工藤) 

 

県民が決める！女川原発再稼働の是非 

原発技術者が語る女川原発再稼働の問題 

 東北電力は「2018年後半以降」に女川原発２号機を再稼働するとしていますが、それに

は宮城県と女川町、石巻市の同意が必要です。宮城県民のみなさん、原発技術者の意見を聴

いてこの問題について共に考えましょう。 

 

日時：10月 7日(土) １３：００～１６：３０(開場 12時 30分) 
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会場：仙台福祉プラザふれあいホール 

お話 「東北電力は福島原発事故から何を学んだのか」 

田中三彦さん(元国会事故調委員)  

お話 「新規制基準は世界一なのか」 

    後藤政志さん(元原子炉格納容器設計者) 

入場無料 

主催：脱原発をめざす宮城県議の会 

   女川原発の再稼働を許さない！みやぎアクション 

連絡先：電話／ＦＡＸ 022-373-7000(篠原) 

「宮城・年金一揆２０１７ 宮城県集会」 

 若い人も高齢者も安心できる年金を。年金の削減をやめろ。戦争する国づくりノー、平和

憲法を守れ。軍事費削って、医療と福祉に回せ！ 

・日時 10月 14日（土） 13:50～15:10 

・会場 仙台市元鍛冶丁公園(仙台市青葉区国分町 2丁目) 

・主催 全日本年金者組合宮城県本部(022-221-0173) 

 

朗読構成 １９４５年ヒロシマ・ナガサキ 

「あの日を語りつぐ」、そして２０１１年フクシマ 

● ちちをかえせ ははをかえせ としよりをかえせ こどもをかえせ ・・・ 

・日時 10月 14日（土） 14:00 開演(開場 13:30) 

・会場 日本バプテスト仙台基督教会 礼拝堂(地下鉄北四番丁駅北 2出口) 

・構成 はやかわ ひさし・麦わら帽子の会 

・入場料 300円 

・連絡先 麦わら帽子の会 TEL/FAX 022-234-2834 佐藤美保子 
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戦争を語り継ぐ上映会(10 月） 

「変貌する PKO～現場からの報告」～南スーダン派遣隊員の証言～ 

PKOは、これまでの「停戦監視」「国づくり支援」から「戦闘を辞さない文民保護」へ任

務が変化し、自衛隊も交戦一歩手前の危機的状況に直面した。政府の「戦闘」の事実を公表

しない姿勢に対し、南スーダンに派遣された隊員がその実態を語る。 

同時上映：「ある文民警察官の死」～カンボジア派遣中に殺された PKO隊員～ 

 ＰＫＯ法立直後の２３年前、カンボジアに派遣された一人の警察官がゲリラに襲撃され死

亡、政府は正体不明の犯行と結論づけた。当時の警察隊長が２３年を経て告白した事実とは。 

 

日時：10月 25日（水）13:30～15:30 

会場：泉病院友の会ホール（泉区長命ヶ丘）  

参加費：無料 

主催：泉病院友の会平和の委員会  

問合せ先：泉病院友の会 378-3883 

 

 

2017教育フォーラムｉｎみやぎ 

「道徳の時間」、どうかわるの？～評価までされちゃう新教科～ 

教育フォーラムｉｎみやぎ実行委員会は、宮城県内で働く教職員や教育問題に関心ある市

民の参加で結成された有志団体です。有識者を招いて年 1回学習会を行っています。 

 

日時：10月 28日(土) 13:30～16:00 

会場：フォレスト仙台(仙台市青葉区柏木 1－2－45)  

資料代： 500円 

主催：2017教育フォーラムｉｎみやぎ実行委員会 

連絡先：宮城高校教育ネットワークユニオン(略称：宮城ネット) 
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2017年度吉野作造記念館後期企画展 

「９０年前の清き一票」～普通選挙のはじまり～ 

90年前の 1928年(昭和 3)、日本で最初の普通選挙法に基づく衆議院議員総選挙が行われ

ました。多くの人々が初めて有権者となり、投票に臨んだ最初の普通選挙は、どのようなも

のだったのでしょう。政治参加とは何か、民主主義とは何か－私たちの先輩たちの軌跡をた

どりながら考えてみる。 

 

日時：10月 8日（日）～12月 28日(木) 

会場：吉野作造記念館企画展示室（大崎市古川福沼 1丁目 2番 3号）  

入館料：一般 500円、高校生 300円 

主催：吉野作造記念館(大崎市古川福沼 1-2-3)  TEL0229-23-7100 

 

【九条の会等の活動報告】 

 (報告)９．１８宮城県民大集会  於：仙台市西公園お花見広場 

「9条変えるな！変えようアベ政治！」1800人集合！！ 

 台風 18号一過、前日国連総会に出発した安倍晋三首相が 9月臨時国会での冒頭解散の意
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向が報道された中での県民大集会に１８００人の県民が集合しました。集会の様子はユース

トリームで気仙沼、登米、栗原のみなさんに生中継されました。 

集会は、民族歌舞団「ほうねん座」の勇壮な太鼓の演奏とともに始まり、県民大集会実行

委員会を代表して、みやぎ憲法九条の会共同世話人鹿野文永さんが「安倍晋三首相が森友・

加計学園疑惑隠しの臨時国会冒頭の解散を仕掛けてきた。国会最大の緊急課題である政治の

私物化と情報隠しの真相を明らかにするために市民と野党が憲法 53条に基づいて要求して

いる臨時国会の開催要求を 90日もほったらかし憲法違反の末に出してきた衆院解散、解散

は市民も望むところ、市民の力を見せてやりましょう」と力強く開会の挨拶をしました。 

 続いて挨拶に立った新里宏二弁護士は 9条反対、戦争法を許すなという市民と野党の共闘

が昨年の参議院選挙で野党候補の勝利、仙台市長選挙で郡市長を誕生させた。憲法を暮らし

に活かし、教育と福祉、市

民目線に立った政策の所

信表明演説した新市長は

立派だった。市民の力で支

えるとともに、県知事選挙

でも憲法9条を守り市民の

立場にたった市長候補を

必ず擁立する決意をのべ、

大きな拍手に迎えられま

した。 

 野党各党からは日本共

産党髙橋千鶴子衆院議員、

民進党宮城県支部連合幹

事長岡本あき子さん、社民

党宮城県連合岸田清美県会議員が挨拶をしました。 

メインのゲストトーカーである池田香代子さん(翻訳家、九条の会世話人)は自民党１２年

改憲案に記された内容について紹介した後、安倍晋三首相が 5月 3日に表明した 9 条 1 項、

2項を残して 3項に自衛隊を書き込むという改憲案は「憲法 9条の平和主義を根本から覆す

もの」と批判しました。またドイツ文学の翻訳者の立場から、ドイツ首相のメルケル氏が国

民の反対の中でも避難民の受け入れを表明したのは「ドイツ憲法の精神を守ろうとしたもの

で同じ首相でも安倍首相は憲法を擁護する気もない正反対の態度で改憲提案の資格はない」

と糾弾しました。 



8 

 

 集会は 16人の各分野からのリレートークの後、「アベ政治の 9条改憲を許さず、平和と

人権が大切にされる政治に変えよう」の集会アピールを全員で採択しました。県内選出の国

会議員及び県内各市の市会議員全員にお送りする予定です。 

 

9条変えるな! 変えようアベ政治！9.18宮城県民大集会 アピール 

アベ政治の 9条改憲を許さず、平和と人権が大切にされる政治に変えよう 

7月に実施された東京都議選や仙台市長選は、自民党にとって厳しい結果となりました。

この背景には、森友学園や加計学園問題などの「安倍一強」による政治の私物化がもたらし

た不正や、南スーダン PKO派遣自衛隊の日報隠蔽、「共謀罪」法の強行採決などにみられた

傲慢な政治姿勢への強い批判があります。 

 ２０１２年の第二次政権発足以降、安倍首相は、秘密保護法、集団的自衛権の行使容認、

戦争法などを次々と強行し、「戦争する国づくり」を国民に押しつけています。その横暴な、

アメリカ言いなりの姿勢は、沖縄の民意を無視した辺野古新基地建設にも表れているとおり

です。  

 さらに、こともあろうに、安倍首相は、憲法施行７０年にあたる 5月 3日、憲法 9条に自

衛隊を明記する「改正」を唐突に言い放ち、２０２０年にその施行を目指すとも明言しまし

た。この「改正」は、戦力不保持と交戦権否認を明記した 9条 2項を事実上空文化し、憲法

違反の集団的自衛権の行使と戦争法の「合憲化」のもとに、自衛隊を戦場に送り込む企みを

表わしたものです。しかし国民の大多数は、現憲法の 9条が日本の平和や安全に寄与してい

ると判断しています。私たちは、次期通常国会で企てられている「安倍９条改憲」の国会発

議を絶対に許しません。 

一方、北朝鮮の弾道ミサイル発射と核実験を要因とする緊張が関係諸国間で著しく高まっ

ており、その緩和が極めて重要になっています。私たちは、日本がどの国とも対等・平等の

話し合いで問題解決に努力し、紛争や戦争のない世界になることを強く願っています。また、

唯一の被爆国として、核兵器の使用は断じて認められません。 

私たちは、すべての国民が安心して生活するために、貧困・格差の解消、医療・介護・年

金などの社会保障の充実や子育て・教育条件の整備などを強く求めるものです。大震災の被

災者支援もまだまだ必要であり、農業・漁業などの地場産業の振興や食の安全確保も重要で

す。県民の多くが反対している女川原発の再稼働は許されません。 

 集会参加の皆さん、宮城県民の皆さん 
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これらの実現のために、憲法をくらしに活かし、「9条変えるな、変えようアベ政治」の

思いを大きく広げてまいりましょう。市民と野党の協力で行われた仙台市長選の成果を生か

して、国政でも、県政でも、希望の持てる政治への転換を共に進めてまいりましょう。 

2017年 9月 18日 「9条変えるな！変えようアベ政治！9.18宮城県民大集会参加者一同」  


