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E メールニュース「みやぎの九条」  NO186 

九条の会全国統一行動月間特集 

（2014 年 10 月 15 日発行）     みやぎ憲法九条の会 

 

10 月は九条の会（東京）が呼びかけた「全国統一行動月間」の月です。 

様々な取り組みが行われています。 

● 県内 125 の九条の会の内、月間の活動計画を持った会は 75 の会．60％ 

● 山元町九条の会が再開しました。大震災以来 3 年半ぶりの活動再開。 

・ 大震災では星会長が逝去、椎谷事務局長も地滑りで山元町から転居。 

・ 10 月 5 日相談会に 18 名が参加。活動再開を決定。 

・ 代表髙橋清次さん、連絡会（事務局）は三浦隆雄さんが担当します。 

● 10 月 3 日、角田九条の会は角田駅でチラシを配布。 

● 10 月 4 日（土）多賀城、利府、塩釜の九条の会が参加する実行委員会主催

の 10・4 塩釜地域大集会。380 名参加。制服向上委員会も参加して熱演、デ

モにも参加。大きな盛り上がりを見せました！ 

● 10 月 4 日、柴田町九条の会は第 7 回総会を開催し、その後「人間の条件」

（第 4 巻）を鑑賞。若い人、新しい人も複数参加。 

● 10 月 7 日(火)12～13 時、集団的自衛権行使容認に抗議する署名とチラシ配

布。10 名で 450 枚を配布。次回は 10 月 21 日(火)12 時～13 時。平和ビル前 

● 大河原九条の会 

・ 10 月 8 日(水)ある高校の校門で独自チラシを作成して 300 枚配布。 

・高校生の 8 割が受け取りました。 

・次回は別の高校で配布予定。 

●白石憲法九条を守る会は「つどい」（11 月 15 日）と 10 月 22 日からの「第三

回平和のための戦争展」のチラシを一緒に地域配布。1500 枚完了。全戸 3000

戸の半分を終了。今から 1500 枚をポストインする予定。 

● 松島九条の会と松島医療生協九条の会は 10 月 5 日(日)医療生協の健康祭り

でパネル展示。 

● 戦争放棄！憲法九条八軒校区の会は 10 月 8 日、映画「ひろしま」の上映会

開催。１８名参加、皆さんの意見では。「内容が凄惨で最後まで見続けるのが

大変だった」と言う意見の一方、「よくぞここまで描いてくれたと言う」意見

も少数ながらありました。今後参考にしながら、次の上映を考えます。 

● 沖野九条の会や八軒校区九条の会が取り組んでいる「人間の条件」の上映

が 10 月 11 日から始まりました。桜井薬局セントラルホールにて。第一部・
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第二部は 10 月 17 日まで、第三部・第四部は 10 月 18 日～24 日、第五部・第

六部（完結編）は 10 月 25 日～31 日まで。いずれも一日一回 11 時より３時

間余上映。前売りは１日 1,000 円（全部見ると 3 枚必要 3000 円）、当日券は

1500 円。セントラルホール 022-263-7868 か加藤 090-3349-6849 まで 

●泉パークタウン九条の会は１０月１３日(月・休)「平和と憲法のつどい」を開

催。｢集団的自衛権行使容認ってなあに？｣と題して佐久間敬子弁護士が講演。

参加者は２８名、新規参加者７名と、最近にない参加者数でした。 

 ・ 佐久間敬子弁護士の話しはとても判り易く、頭にすとんと落ちる内容で

した。集団的自衛権行使容認のとんでもない企みがよく分かりました。憲法

改悪に等しい暴挙であることがはっきり分かる内容でした。それ以外の話し

も聞いて見たくなりました。日本を滅ぼすどんでもない政権が安倍政権であ

ることが分かった集会でした。 

 ・ノーベル平和賞の受賞が来年以降に持ち越されたことは市民運動にとって

よかったかも知れないと言う意見もありました。 

・弁護士の皆さんの活動に励まされました。5000 枚のポスト入れ、155 通の

賛同者向けの案内はがきを出しました。カンパは 18550 円集まりました。 

  

（泉パークタウンの学習会）       （泉パークタウンの学習会） 

●みやぎ青年 9 条の会「KIRAKIRA☆９」が学習会を開催。その報告 

 9 月 23 日(火・休)に学習会を開催。テーマ「デモ活動と民主主義」、講師は若

手弁護士九条の会の竹中大輔先生。13 名参加。デモの歴史を振り返り、デモの

果たす役割を憲法との関係で詳述、みんなで今後の取り組みを考える場となり

ました。感想では以下のような意見が出されました。 

・ デモといっても国や時代によって様々で、今後のデモの方法もいろいろ工

夫してゆくことが大切と思った。 

・ デモや憲法について分かりやすい講義だった。日常のあらゆる所にも法律

があることを意識した。学習の大切さ、知ることの意味を改め感じた。 

・ デモの意味について、とても納得できるものでした。それを知らせて行き
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たい。抗議、アピールというイメージを持っていたが請願権と結びついて

発展してきたという過程は意外だと思った。 

・ デモの形は拘らなくてもよいが、何度も重ねることで良いものになってき

ているという話はワクワクしました。学習を重ねて「KIRAKIRA☆9」憲法

草案を作りたいですね。 

・ 「KIRAKIRA☆９」のメンバーをより増やしてゆくための方法をみんなで

考え行動してゆきたい。国を変えてゆくためには賛同する人の数を多くし

なければだめ。 

 

（「KIRAKIRA☆9」の学習会） 

 

10 月は九条の会の全国統一行動月間です。 

● 7 月 1 日、安倍内閣は集団的自衛権行使容認の閣議決定の暴挙。 

● その後、「冷却期間を置いて、国民の怒りを鎮める計画。 

● マスメデイアの報道が下火、国民の関心も薄れています。 

● 九条の会の意識的は訴えが益々重要です。 

● 東京の九条の会は 9 月 18 日、小森陽一事務局長が訴えを発表。さらに九条

の会からあらたな連絡が来ています。以下がその骨子。 

１ 統一行動月間の計画を立てよう。 

・ それを九条の会（東京）に連絡を。 

・ 取り組みの内容、日時、場所、連絡先を記して。 

・ 連絡方法はメール、ファックス、郵便などで。 

２ 取組終了後の活動報告もお願い。感想、工夫、成果、反省などを 400 字詰

めにまとめて。 
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３ 11 月 24 日「安倍内閣の改憲暴走を許さない 九条の会集会＆パレード」を

開催。これらの活動の発表の場とします。東京日比谷公園。 

● 宮城県内九条の会連絡会では以下を計画。 

１ 各 9 条の会は話し合いを持ちましょう。 

２ 月間中に何をするか、計画を立てます。 

３ 学習会・講演会を開催して、学びましょう。 

４ 特に署名に力を入れます。各会の賛同者・会員の 2 倍を目標に。 

  （署名簿と署名用チラシは連絡会事務局に申し込んでください。） 

５ 各 9 条の会は「計画」「活動」を宮城県内九条の会連絡会事務局に報告しま

す。それを毎週まとめて、全九条の会に送ります。 

●悪政を辞めさせ、国民本位の政治を取り戻しましょう。 

 

以下はこれから（10 月 16 日以降）の企画です。 

 

（これからの企画）宮城県内九条の会連絡会の街宣。 

・ 次回街宣は 10 月 21 日(火)12 時～13 時。仙台市平和ビル(旧佐々重ビル)前 

・ 内容は「集団的自衛権行使容認の閣議決定の取り消し」のチラシと署名。 

・ 以降。11 月 4 日（火）11 月 18 日（火）12 時から 13 時。平和ビル前。 

（これからの企画）「人間の条件」の全編を一挙上映！ 

沖野九条の会・八軒九条の会などが共同で 

沖野九条の会や八軒九条の会などの九条の会が企画。「人間の条件」全 6部上映。 

会場 桜井薬局セントラルホール。毎日 11 時より 1 回上映 

10 月 11 日(土)～17 日(金) 第一部純愛編・第二部激怒編 3 時間 21 分 

10 月 18 日(土)～24 日(金) 第三部望郷編・第四部戦雲編 3 時間 6 分 

10 月 25 日(土)～31 日(金）第五部死の脱出・第六部広野の彷徨 3 時間 9 分 

前売券 1000 円（当日 1300 円）、どの券も 1 日一回限り。全編では 3 枚必要 

前売券：桜井薬局セントラルホール電話 022-263-7868．又は加藤 090-3349-6849 

（これからの企画）女川・石巻・東松島共同企画、10 月 17 日に学習会予定 

女川、石巻、東松島の三九条の会の共同企画 

日時 10 月 17 日（金）18 時～20 時 20 分 

会場 東松島コミニテｲセンター 

テーマ 集団的自衛権行使容認について 

講師  庄司捷彦弁護士・松浦健太郎弁護士 

（これからの企画）憲法九条を世界に・太白区のつどい 2014 

「どう見る日中関係の今とこれから」（九条の会太白区連絡会） 
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日時 2014 年 10 月 18 日(土)午後 1 時半より 

場所 太白区文化センター地下展示室 

講演演題 「どう見る日中関係の今とこれからー対立から協調へ」 

講師   渡辺 襄さん 

主催 太白区のつどい実行委員会(鈎取地域憲法九条の会、鹿野・長町９条の会、

つばさ薬局九条の会、中田九条の会準備会、長町病院九条の会、仙台南健康

友の会九条の会、緑ヶ丘九条の会、八本松・郡山九条の会、向山学区九条の

会、八木山九条の会準備会) 

連絡先 八本松・郡山九条の会事務局 022-246-1630 

（これからの企画）井上ひさし作・栗山民也演出「きらめく星座」 

上演案内：仙台文学館企画･こまつ座公演 

仙台文学館では井上ひさし作の「きらめく星座」を公演します。演ずるのはこ

まつ座、の皆さん。一場だけの公演です。 

日時 ２０１８年１０月１８日(土)開演１４時（開場１３時３０分） 

会場 日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター） 

入場料 ７０００円ですが九条の会員価格は６７００円です。 

申込み 各９条の会に「案内」とチラシが行っています。各９条の会にお申込

みください。みやぎ憲法九条の会へ申し込んでもらっても結構です。 

前売りは８月１日より始まっています。お金は当日、会場入り口で申し受けま

す。なお全席指定席です。売り切れたら、その時点でおしまいです。名作をご

鑑賞下さい。申込：みやぎ憲法九条の会☎022-728-8812、FX]022-276-5160 

（これからの企画）みやぎ農協人九条の会、みやぎ亘理農協での講演会 

日時 2014 年 10 月 18 日(土)13 時半～16 時 

会場 みやぎ亘理農協本所 3 階会議室（逢隈） 

演題 「TPP、安倍農政と JA・地域農業の課題」 

講師 冬木勝仁さん（東北大学准教授） 

主催 みやぎ農協人九条の会   後援みやぎ亘理農協 

・みやぎ農協人九条の会は全県 14 農協で講演会を開催中。今回は 9 か所目。 

・冬木勝仁先生が安倍農政の問題点を鋭くえぐります。 

（これからの企画）大沢九条の会学習会 

日時 10 月 18 日（土）15 時より 

会場 川前コミュニテｲセンター会議室 

テーマ 世話人会を拡大して、だれでも参加できる会とし、集団的自衛権行使

容認の学習会を開催します。合わせて 11 月 30 日に開催予定の「9 条祭」の

企画を立てます。11・30 の祭は 100 名規模を目ざします。 
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（これからの企画）本当はどうなの？原発のコスト：大島堅一さんの講演 

日時 10 月 18 日（土）14 時～16 時 

会場 仙台弁護士会館 4 階大会議室 

演題 「本当はどうなの？原発のコスト」 

   ～これからの電力・エネルギー政策を考える～ 

講師 大島堅一さん（立命館大学国際関係学部教授 

入場無料：（主催）宮城県保険医協会  022－265-1667 

（これからの企画）片平九条の会、佐藤和丸さんを囲んでお茶っこ会 

日時 10 月 19 日（日）13 時半～ 

会場 片平市民センター３階会議室 

演題 佐藤和丸さん（真宗大谷派徳照寺住職）を囲んでお茶っこ会。リラクに

毎月掲載されている文章で有名な佐藤和丸さんのお話の会です！ 

資料代 ３００円 

（お詫びと訂正）前号 185 号で、片平九条の会の開催日を 10 月 18 日(土)とお

知らせしました。19 日(日)の間違いでした。お詫びして訂正いたします。 

（これからの企画）憲法 9 条ってなにっしゃ？9 条を守る加茂の会」講演会 

日時 10 月 19 日(日)午後 2 時～午後 4 時 

場所 加茂市民センター（022-378-2970） 

演題 「解釈改憲と『教育再生』のねらい」 

講師 富樫昌良さん（大沢９条の会代表世話人・全国革新懇世話人） 

連絡先 油谷さん（022-378-5765） 

（これからの企画）戦争賛美・憲法攻撃の教科書を許さないために 

2015 年の中学校教科書の採択に向けて考えたいこと 

日時 2014 年 10 月 19 日（日）13：30～16：30 

場所 フォレスト仙台 4 階 B 会議室 

テーマ「戦争賛美・憲法攻撃の教科書を許さないために！2015 年の中学教科書

の採択に向けて」 

講師 石山久男さん（子どもと教科書全国ネット 21 常任運営委員） 

（これからの企画）憲法学習会(みやぎ生協の幹部対象の学習会です) 

日時 10 月 22 日（水）13 時～14 時半 

会場 卸町サンフェスタ 4 階ホール 

演題 [集団的自衛権行使容認の問題点とその撤回に向けて～憲法 9 条と平和を

守るために～]  講師 川村俊夫先生 

（生協以外の人は参加できませんが、重要な企画なので紹介します。） 

（これからの企画）名取九条の会、第 6 回憲法プラザを開催します。 

日時 10 月 23 日（木）午後１時 30 分～午後 4 時 30 分 
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会場 JR 名取駅西口１F コミュニテイプラザ・ホール 

内容 学習と DVD「ひめゆりの塔」を鑑賞、お茶を飲みながらのオシャベリ 

どなたでも参加できます。まわりの方に声をかけて、参加者を増やしましょう。 

参加費無料。連絡先後藤不二夫 022-384-5517、阿部勝男 022-384-0888 

（これからの企画）7.1 閣議決定とこれから 

仙台弁護士会第 34 回憲法連続市民講座 

日時 10 月 23 日（木）18 時～20 時 

会場 仙台弁護士会館 4 階 

参加費無料 

内容①閣議決定をどう読み解くか？竹中大輔弁護士・宇部雄介弁護士 

 ②閣議決定は日本の防衛法をどのように変えようとしているのか？小野寺浩

史弁護士・松浦健太郎弁護士尾 

主催 仙台弁護士会  022－223-1001 

（これからの企画）白石憲法九条を守る会、第三回平和のための戦争展 

日時 2014 年 10 月 24 日（金）、25 日(土)、26 日(日)10:00～16:00 

会場 白石市いきいきプラザワークショップルーム 

①展示コーナー 戦場を恐れぬ人づくり、出征・戦場、銃後の生活、原爆投下

とヒロシマ、ナガサキの惨状、その他 

②戦争戦後のお話 

 24 日(金)午後 1 時から 「シベリア抑留のお話」 

 25 日(土)午後 1 時から 「朝鮮からの引揚のお話」 

 26 日(日)午後 1 時から 「勤労動員のお話」 

③ＤＶＤ情勢「人間から鬼へそして人間へ」「中国人強制連行」「20 世紀からの

遺言」 

④紙芝居。井上ひさしさん「けんぽうのおはなし」より。25～26 日、随時 

（これからの企画）吉成九条の会の講演会 

日時 10 月 25 日（土）午後 1 時～3 時 

会場 吉成市民センター会議室 

演題 ｢戦争する国づくりを許さない！｣ 

講師 宇部雄介弁護士    入場無料 

（これからの企画）「戦争への道は歩まない」みやぎ女性のつどい 

日時 2014 年 10 月 25 日(土)13:30～15:30 

会場 フォレスト仙台２F ホール 

オープニング 仙台弁で語る日本国憲法  川端英子さん 

講演 「泥沼のイラクから学ぶ」     高遠菜穂子さん 
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終了後、ピースパレードを予定しています。 

託児の必要な方は 10 月 20 日までにお申込み下さい。1 歳以上。 

申し込み先 090-5832-6836 鹿戸 

（これからの企画）泉ビレッジ九条の会憲法カフェ 

日時  2014 年 10 月 25 日（土）13 時半～ 

会場  館コミニテｲセンター和室 

講演演題 「ええ、そんな九条の会があったの？市町村長さんの九条の会」（「9

条にかける首長の思い」「なぜ首長の会を作ったのか？」を聞きます。） 

講師  森久一さん（山元町元町長・憲法九条を守る首長の会会員） 

（連絡先）☎３７６－５２３６（桂 秀和） 

（これからの企画）角田九条の会、戦時体験を聞くつどい 

日時 2014 年 10 月 26 日（日）13 時半～ 

会場 角田駅構内角田駅オークプラザ 

講演 「私の戦時体験」 

講師 後藤東陽さん（みやぎ憲法九条の会代表・イラク訴訟の代表） 

連絡先 柴口 0224-62-1672 

（これからの企画）憲法 KIRAKIRA☆9 ハロウインパレード 

日時 2014 年 10 月 26 日（日）16 時集会、16 時半ハロウインパレードスター

ト。仙都会館前流れ解散。仮装グッヅ歓迎。 

会場 花京院緑地（青葉区花京院 1 丁目１付近）。 

連絡先 090-6544-6814 岩渕 

※ハロウインパレードに向け、10 月 20 日～25 日毎夜 19 時から 1 時間程度か

16 時から 1 時間程度、集団的自衛権の署名とハロウインパレードの宣伝を行

い予定です。 

（これからの企画）仙台弁護士会主催「秘密保護法の廃止を求める市民集会～

「秘密保護法と集団的自衛権(仮称)」」 

日時 2014 年 11 月 12 日(水)午後 6 時～午後 8 時 

場所 仙台市戦災復興記念館記念ホール 

演題 「(仮称)秘密保護法と集団的自衛権」 

行使 半田滋さん（東京新聞論説委員兼編集委員） 

参加費 無料 

輝け世界に！伝えよう未来へ！憲法９条を守り生かす宮城のつどい

小森陽一さんと菅原文太さんの講演と対談です！ 

日時 2014 年 11 月 15 日（土）13 時開会～16 時終了 
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会場 仙台サンプラザホール 

講演①小森陽一さん「9 条の危機を押し返すために」 

  ②菅原文太さん「今、伝えたいこと」（仮題） 

  ③以上の後、二人が対談します。①～②で 2 時間とっています。 

入場無料。チラシは各９条の会にお渡ししてあります。 

・ 集団的自衛権行使容認の閣議決定で「戦争する国づくり」が進んでいます。

平和を目指すなら、元々閣議決定などは不要。全国民･国会で話し合えばよ

いこと。国会審議すら行わずに進めることこそ異常です。 

・ 「つどい」では県内九条の会４～５つの会からの報告も予定されています。 

・ 戦争する国にしない、させない、これからもずっと！ 

（これからの企画）2014 日本のうたごえ祭典 in みやぎ。11 月に開催 

日時 11 月 22 日(土)、23 日(日･祝)、24 日（月･休） 

11 月 23 日（復興を希う音楽会） ゼビオｱﾘｰﾅ仙台（あすと長町） 

13 時開場・14 時開演・17 時 15 分終了予定 

指定席 4000 円自由席 3500 円（高校生以下･障がい者･介助者 2000 円） 

11 月 23 日（みんなで大うたう会）ゼビオｱﾘｰﾅ仙台（あすと長町） 

17:30～19:30  参加費 500 円  

11 月 22 日、24 日は「被災地企画として仮設住宅うたう会・被災地視察ツア」

と「合唱発表会・オリジナルコンサート太白区らららホール、日立システム

ズホール仙台（旭ヶ丘）」があります。 

お問合せは実行委員会まで。☎022-281-8771 FX022-261-5280 まで 

（うたごえ九条の会は祭典の中心メンバーです。） 

（これからの企画）将監九条の会、設立記念講演会開催！ 

日時 2014 年 12 月 6 日（土）13:30～15:30 

会場 将監西コミュニテｲセンター 

演題 「宗教者の私と憲法 9 条」いずみ愛泉教会牧師布田秀治さん 

文化行事 「歌い継がれてゆく心の歌」ソプラノ姉歯けい子さん、 

ピアノ津軽美枝さん 

（これからの企画）2015 年 3 月 7 日（土）ころ、大集会を予定 

みやぎ 9 条懇話会と宮城県内九条の会連絡会、みやぎ憲法九条の会は来年 3 月

頃、大集会を開催する予定で準備に入りました。今の計画は以下の通りです。 

日時：2015 年３月７日（土）ころ。会場確保が 1 月になるので最終の日程は未 

会場 今後、決めます。 

内容 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回させ、憲法 9 条を守る。特定秘

密保護法や教育問題など「戦争する国づくり」に反対する集会  
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（これからの企画）仙南地域九条の会が団結して開催！ 

「2 市 7 町規模の平和憲法大講演会」の開催！ 

仙南地域の九条の会は来春に向け、九条の会が共同で大講演会の開催を計画中。 

白石九条の会が呼びかけ、2 市７町の九条の会 12 と憲法九条を守る首長の会、

みやぎ農協人九条の会、宮城県内九条の会連絡会、みやぎ憲法九条の会の合計

16 がまとまって講演会を企画しました。隔週、実行委員会を開催して準備中！ 

1. 日時 2015 年 4 月 4 日（土）13 時半～16 時半（時間は予定） 

2. 会場 大河原えずこホール 

3. 内容 ①講演 九条の会事務局長・東大大学院教授小森陽一さん（決定） 

②仙南地域の九条の会の報告 ③合唱（紫金草合唱団を予定） 

4. （主催九条の会）①白石九条の会 ②角田九条の会、③柴田九条の会 ④大

河原 9 条の会 ⑤柴田協同クリニック九条の会 ⑥蔵王準備会 ⑦村田準

備会 ⑧七ヶ宿準備会 ⑨川崎町準備会 ⑩丸森準備会 ⑪生協仙南九条

の会 ⑫仙南青年九条の会 KIRAKIRA☆9 条の会９JOHN ⑬宮城県内九

条の会連絡会 ⑭憲法九条を守る首長の会 ⑮みやぎ農協人九条の会 ⑯

みやぎ憲法九条の会 以上 16。 

今後、仙南地域より広い地域の九条の会にも呼びかける予定です。 

「憲法 9 条にノーベル平和賞を」が選に漏れる。 

10 月 10 日(金)日本時間午後 6 時、ノーベル平和賞の発表。憲法 9 条はノーベル

平和賞にはなりませんでした。しかし、ノミネートされ、国内でも国外でも注

目されたことは特筆に値します。海外での評価には高いものがありました。 

署名運動は県内九条の会の統一テーマにしませんでしたが、宮城女性九条の

会などいくつかの九条の会が取り組みました。またインターネットの投票をや

ったところも少なくありませんでした。福島県九条の会は街頭で署名活動を展

開しています。 

全国で 44 万筆に達したとのことです。 

来年に向けての新たな高まりを期待したいものです。 

 

(お願い) 

●E メールニュースの登録をお願いします。E メールをお使いの方でまだ E メ

ールニュース「みやぎの九条」の購読を申し込んでいない方、お申込み下さい。 

●E メールニュース「みやぎの九条」の原稿募集中！各会の行事予定、終了後

の結果報告をお願いします。 

●写真があればなお歓迎です。 
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戦争･死刑と国家。そして国家と人民（11） 

 

2014 年 10 月 15 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） 

 

（七 の続き、です。） 

七 

（７）秘密の効果についての「報告書」の概要は以下のとおりである。 

（1）「特別秘密の指定がなされた情報は、特別秘密としての取扱を受けること

になる。具体的には、特別秘密の規定に照らし、これを取り扱う者が限定さ

れ、必要のない者が当該秘密を知得することのないよう、後述のとおり厳格

な人的管理及び物的管理が求められることとするのが適切である。なお、特

別秘密の作成・取得の趣旨に照らし、他の行政機関等や民間業者等との共有

が必要な場合には、特別秘密の外部への伝達を認めることが適当である。た

だし、特別秘密の漏洩を防ぐために、法令等により特別秘密の適切な管埋を

確保されていることが適当である。ただし、特別秘密の作成・取得の趣旨に

照らし、他の行政機関や民間業者等において、法令等により特別秘密の適切

な管理が確保されていることを前提条件とすることが適当である」。 

  以上が「報告書」の概略である。 

（2）この「報告書」の言わんとすることは、「特別秘密」については、厳重な

人的管理・物的管理をすることにより「特別秘密」の漏洩を防げる、とする

点にある。 

 これは、後述する人的管理物的管埋を強化することにより「特別秘密」の 

漏洩を防げるとする考え方である。 

（3）しかし、この考え方は、国民の与り知らないところで「特別秘密」が増大

することを制度化するものである。 

（８）そこで次に「人的管理」についての「報告書」の概略をみることにする。 

（1）「報告書」は「特別秘密」を保全するためには「特別秘密」を取り扱う者

につき適性を有すると認められたものに取扱わせること、真に必要なものに

限って取扱わせること、管理責任を明確にすること、及び「特別秘密」を取

り扱う者の保全意識を高めることを基本として「適性評価制度の整備」をす

ること、と述べている。 

（2）では「適性評価制度」とはいかなるものか。「報告書」によれば、秘密情

報を取り扱わせようとする者（対象者）について、日ごろの行いや取り巻く

環境を調査し、対象者自身が秘密を漏洩するリスクや、対象者が外部からの
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漏洩の働きかけに応ずるリスクの程度を評価する、という制度である。 

（3）この制度は、国民総監視体制であり、国民総背番号制と合体して運用され

た場合に、国民を総スパイ視することになることは、戦前の国防保安法や軍

機保護法、治安維持法の教える歴史的教訓である。 

（4）では、「適性評価」の対象者とは一体いかなるものか。この点についての

「報告書」の概略をみることにする。 

 「報告書」は「行政機関等や民間事業者等に於いて、「特別秘密」を作成・取

得する業務、あるいは作成・取得の趣旨に従い特別秘密の伝達を受ける業務

に従事する者は、特別秘密の取扱が業務上当然に想定される。また行政機関

に於いては、特別秘密の作成・取得の趣旨に照らし特別秘密の取扱が想定さ

れない業務遂行のために特別秘密の伝達を受けることがあり得る。いずれの

業務についても特別秘密の重要性に鑑み、あらかじめ適性評価を実施し、適

性を存するものと認められたもののみに特別秘密を取り扱わせるのが適当で

ある」としている。 

そして、その他にも「報告書」は、暫定的適性評価制度や例外的に適性評 

価制度の代替措置を講ずること。そして、総理大臣および国務大臣については

適性評価の対象外とすること、またその他特別の任免の要件・手続が採用され

る職については、適性評価の必要性を個別に判断することが適当であること、

などとしている。 

（5）この制度によれば、公務に従事する者はもちろんのこと、こと公務に関わ 

る民間事業者、大学関係者、報道関係者も適性評価の対象とされることにな 

り、いわば国民のほとんどが適性評価の対象となる。とすれば、国民のほと 

んどの者が身辺調査の対象となり、しかもスパイ視される危険がある。この 

制度は、歴史的教訓を無視した悪辣極まりない制度といわなければならない。 

（9）次に「秘密の管理」についての「報告者」の説明の概略をみることにする。 

 （1）まず「特別秘密」となる範囲を特定することが適当である。このための

標記（または通知）による指定を要件とすること、すなわち、特別秘密につ

いては、実質秘であることを前提に、指定行為により保全対象たる秘密の外

縁を明確化し、その範囲で厳格な管理を行うことが適当である。また、指定

権者は、原則として、特別秘密作成・取得の主体である各行政機関等に付与

することが適当である。行政機関等から事業の受託を受けた民間事業者等が

作成・取得した情報については、原則として、当該受託を行った行政機関等

が秘密指定を行うこととするのが適当である、としている。 

（2）この適性評価制度が実際に意味することは、結局のところ、行政機関が 

一手に適性評価を行うものであり、政府・行政当局・警察・自衛隊等が国民を

監視し、その言動・身辺調査を行うことを法的に認めたものであって、まさに
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政府・行政機関・警察・自衛隊等による国民総監視体制の導入なのである。 

（10）次に「人的管理」について「報告書」の説明の概略を示せば次のとおり

である。 

(1）前述のように、適性評価制度とは、特別秘密の取扱者から秘密を漏洩する

一般的リスクがあると認められる者を予め排除する制度である。そして適性評

価の対象者について、日頃の行いや取り巻く環境を調査し、対象者自身が漏洩

するリスクや対象者が外部からの漏洩の働きに応ずるリスクの程度を評価す

る制度である。 

（2）そして、評価の対象者は、「行政機関等や民間事業者等において、特別秘

密を作成・取得する業務、あるいはその作成・取得の趣旨に従い特別秘密の

伝達を受ける業務に従事する者の特別秘密の取扱が業務上当然に想定される。

また、行政機関等においては、特別秘密の作成・取得の趣旨に照らし特別秘

密取り扱いが想定されない業務の遂行のために特別秘密が伝達されることが

あり得る。いずれの業務についても、特別秘密の重要性に鑑み、あらかじめ

適性評価を実施し、適性を有すると認められた者のみに特別秘密を取り扱わ

せるのが適当である。そして暫定的に適性を評価し、一定期間にかぎり特別

秘密を取り扱わせることが適当である。 

また、例外的に適性評価に代替する措置を講じたうえ、一定期間にかぎり 

  特別秘密を取り扱わせることができること。一方、内閣総理大臣、国務大臣 

は、適性評価の対象外とすること。その他特別の任免の要件・手続が採用さ 

れている職については、適性評価を個別的に判断することが適当であること。 

以上が「報告書」の概略である。 

（11）次に適性評価の実施権者についての「報吉書」の概略は次の通りである。 

（1）特別秘密を取り扱う機関の適性評価の実施権者については、「報告書」は

以下の者とするのが適当であるとしている。 

① 国の行政機関の職員については、原則として各行政機関の長とする。 

② 独立行政法人等の職員については、主務大臣とする。 

③ 公共団体については、特別秘密は、主として警察事務に関連していることか

ら、警視総監・道府県警察本部長。 

④ 民間事業者等については、事業を委託した機関における実施権者。 

以上が実施権者の関する報告書の概要である。 

(2)以上を通観して明らかなことは、実施権を握っているのは、政府・行政機 

関の長、そして都道府県警察の長であることである。 

  この事態は、由々しき事態といわざるを得ない。なぜなら、いわば政府・

行政機関の長、そして警察が適性評価を行うことは、次に述べる「評価の観

点」「評価事項」に照らして分析するときには、国民の思想・信条・良心・宗
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教・職歴・渡航歴・懲戒処分歴・信用状態、薬物・アルコール依存度などを

含め全人格が政府・行政機関の長、そして警察の調査対象とされるからであ

る。このことは、恐るべき恐怖社会を作り出すであろう。 

（１２）更に評価の観点及び評価事項についての「報告書」の概略は次の通り

である。 

(1)評価の観点及び評価事項についてみると、「報告書」は、以下の観点から「対

象者」の適性を判断するとしている。 

① 我が国の不利益となる行動をしないこと。 

② 外国機関等の情報収集活動に取り込まれる弱点がないこと。 

③ 自己管理能力があること、又は自己を統御できない状態に陥らないこと。 

④ ルールを遵守する意思及び能力があること。 

⑤ 情報を保全する意思及び能力があること。 

⑥ 調査項目としては 

（イ）人定事項（氏名、生年月日、住所歴、国籍（含む帰化情報）、本籍、

親族等） 

（ロ）学歴、職歴 

（ハ）我が国の利益を害する活動（暴力的な政府転覆活動、外国機関によ  

る情報収集活動、テロリズム等） 

（ニ）外国への渡航歴 

（ホ）犯罪歴 

（へ）懲戒処分歴 

（ト）信用状態 

（チ）薬物・アルコールの影響 

（リ）精神問題に係る通院歴 

（ヌ）秘密情報の取り扱いに係る非違歴 

(2) 調査事項としては以上である。これらの項目からも明らかなように、適

性評価制度は、人間の全生活、全ての心の状態、全ての心身の状態、全ての

人間活動、全組織を調査するものであり、いわば人間の心と魂と行動を調べ

つくし掌握するものである。この制度のもとでは、国民は、プライバシーは

おろか、基本的人権なき「奴隷」のごとき状態に置かれるであろう。 

 

（１３）適性調査の「評価プロセス」について「報告書」の概要を記すことに

する。 

(1)そのプロセスは以下の通りである。 

 （イ）対象者の同意を得た上での調査票の任意提出 

 （ロ）必要に応じた面接 
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 （ハ）第三者機関（全金融機関、医療機関その他公私の団体）に対する照会

権（本人の同意を得る） 

 （二）職場の上司・同僚への質問権 

 以上が「報告書」の説明する調査プロセスである。 

(2)  このプロセスは、対象者の同意を得て調査票を自ら任意提出させるとさ

れているが、問題は、任意の中身である。その後に行われる面接や照会の

手続きを控えて、対象者が本当に「任意」で調査票を提出するであろうか。

普通の市民に期待することは、無理難題であり、それが市民の感覚という

ものである。 

（１４）次に「適性の判断」について、「報告書」の概要は次の通りである。 

(1)（イ）実施権者の裁量的判断にゆだねられるべきである。 

  （ロ）政府において、統一的な評価基準を作成してこれを共有すること。 

  以上が「人的管理」のあらましである。 

(2) それによれば、国民に関するありとあらゆる情報、例えば、国民の持つ

人格、プライバシー、思想、表現、信条、宗教など人間の全生活、全生涯、全

活動などが調査の対象とされ、その結果、人間は自由なき存在と化してしまう

ことは必定である。しかも適性評価の判断も秘密とされ、不服申し立ての道も

用意されていない。真に恐るべき秘密主義といわざるを得ない。 

  そして国家が国民に対して秘密を持つことは、事実上不可能である。理性、

良心の自由、思想・信条の自由、宗教の自由、表現・言論の自由を憲法上保

障されている国民に対し、いかに口封じしようが、いかに国家が秘密を保全

しようとしても、必ずや秘密は漏れるものである。このことは、過去の歴史

の示すところである。 

（１５）「物的管理」について、「報告書」によればおよそ以下のとおりである。 

(1)「特別秘密」に係る文書・図画、物件の作成・取得・運搬・交付・保管・

利用・廃棄・移管の手続き及び方法。 

(2)「特別秘密」の保管場所等への携帯型情報通信・記録機器の持ち込み、特

別秘密に係る電子計算機情報の取り扱い方法、特別秘密の保全状況について

の検査。 

（１６）「罰則」についての「報告書」の概略をみることにする。 

(1)「報告書」によれば、漏洩行為など本来「特別秘密」を知る立場にない者

が「特別秘密」を知ることにつながる行為についても、刑罰をもって臨むこと

が必要である。そして特別秘密を現に保全するもの、すなわち業務によりこれ

を取り扱う者による漏洩を処罰し、特別秘密の漏洩を根元から抑止することを

基本的な考え方とするのが適当である。また、法定刑については、上記行為を

抑止するとともに、特別秘密の漏洩という重い罪責に応じた処刑を可能にする
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刑を定めることが適当である。 

  なお、罰則を設けることにより、「特別秘密」を取り扱う者に緊張感を与え、

その保全意識をより高める効果を期待できる、というものである。 

（２）この「報告書」では、漏洩行為など本来「特別秘密」を知る立場にない

者が「特定秘密」を知ることに「つながる行為」についても罰則をもって臨

むことが必要であるとしているが、「つながる行為」とは具体的にいかなる行

為をいうのかについて、「報告書」はなんら説明していない。そればかりか、

「つながる行為」に、処罰条件として最も重要な構成要件的限定を施すこと

が果たして可能であろうか。 

（１７）そして「報告書」は、禁止行為についてはおよそ以下のように説明し

ている。 

(1)故意による漏洩行為について 

（イ）業務により特別秘密を取り扱う者は、自己の業務上の権限や地位に基づ

き特別秘密を知る者で、その業務性に応じた高度の保全義務を負うことにな

るから、これら者による故意の漏洩行為を処罰することが適当である。 

（ロ）そして、業務外知得者による漏洩行為については、その行為自体を処 

罰するのではなく、その前段階にある業務により特別秘密を取り扱う者に 

よる漏洩行為の処罰を徹底することが適当である。 

(2) 過失の漏洩行為について 

（イ）業務により特別秘密を取り扱う者は、その業務に応じ、特別秘密を厳 

格に保全し漏洩を防ぐ責任を有していると考えられるから、このような者 

に対しては、漏洩を防ぐ注意義務を認め、過失による漏洩を処罰することが

適当と考えられる。 

（ロ）特定取得行為は、犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会通念上是認で 

きない行為を手段とするもので、適法な行為との区別は明確であるから、 

特定取得行為を処罰対象に加えても、正当な取材活動など本来許容されるべ

き行為が捜査や処罰の対象とされる恐れはないと考えられる。 

また、特定取得行為は、「特別秘密」を保全状態から流出させる点で取扱

業務者等による漏洩行為と同様の悪質性、危険性が認められる行為であり、

その行為が取扱業務者等によるものでないということのみをもって処罰の

対象から外されるとすれば、特別秘密の保全を目的とする本法制度の趣旨を

損ねることになると考えられる。 

このため、処罰の範囲を必要最小限に抑えるという基本的な考え方の下で 

も、特定取得行為を処罰対象とすることには理由がある。 

なお特定取得行為の中には他の犯罪が成立する行為もあるが、特別秘密の

保全の観点からは、同行為は取扱業務者等による漏洩行為と同様の悪質性、



 17 

危険性が認められる行為であるから、本法制において、特定取得行為として

処罰対象とすることが適当である。 

(3) 未遂行為について 

故意の漏洩行為の未遂は、「特別秘密」の漏洩の危険を現実化させる悪質 

性の高い行為であり、処罰対象とすることが適当である。 

   また、特定取得行為は漏洩行為と同様に秘密を漏洩させる高い危険性を 

有することから、同行為の未遂も処罰することが適当である。 

(4) 共謀行為について 

   故意の漏洩行為の共謀は、漏洩行為について共謀者間では具体性、特定 

性、現実性を持った合意がなされる上、共謀者の一人の意思の変化では犯罪 

行為の遂行を容易に変更できないこととなり、単独犯における犯行の決意に 

比べて犯罪実現の危険性が飛躍的に高まるため、「特別秘密」の保全の重要 

性に照らせば共謀段階での処罰の必要性が認められる。そこで、他の立法例 

も考慮し、漏洩行為の共謀行為を処罰対象とすることが適当である。 

(5) 独立教唆行為及び扇動行為 

取扱業務者等に対し、「特別秘密」を漏洩するよう働きかける行為は、そ 

の漏洩の危険を著しく高める行為であって悪質性が高い。他の立法例も考 

慮すると、正犯者の実行行為を待つことなく、「特別秘密」の漏洩の独立教

唆及び煽動を処罰対象とすることが適当である。また、特定取得行為は漏洩

行為と同様秘密を漏洩させる高い危険性を有することから同行為の独立教

唆及び煽動を処罰することが適当である。 

(6) 自首減免規定について 

刑法第 42 条は自首したものに対する刑の任意減軽を規定しているが、さ 

らに、自首した者に対する必要的な刑の減軽又は免除を規定すれば、現実 

の漏洩にいたる前に自首することを促し、ひいては実害の発生を未然に防 

ぐことを期待できる。 

そこで、いまだに実害が発生していない時点での自首を促し、実害の発 

生を防止する観点から他の立法例も考慮し、漏洩行為及び特定取得行為 

の未遂及び共謀について、自首による刑の必要的減免規定を置くことが 

適当である。 

(7)国外犯処罰規定について 

   特別秘密の保全を徹底する観点からは、我が国の領域外における漏洩行

為や特定取得行為についても処罰対象とすることが適当である。したが

って、「特別秘密」の漏洩行為等については、刑法第二条の例により、日

本国外において罪を犯した全ての者を処罰することが適当である。 

(8)以上を通観して明らかなのは、「報告書」が特別秘密の漏洩に関しては、 
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業務により特別秘密を取扱う者にもそれ以外の者であっても、こと特別秘

密を漏洩した者に対しては、故意、過失、共謀、独立教唆、扇動などにつ

き、刑罰を以って取り締まる法律を立法しようとしていることである。そ

して、この立法の赴く先は、罪刑法定主義と基本的人権の廃棄である。こ

のことは国民にとっては不幸の極みといわざるを得ない。 

 

八（１）このように秘密保護法制制定の画策を同時進行したのが最高裁判決の

劣悪化である。2011 年 6 月 6 日、最高裁は「君が代起立命令」を合憲とし

た。また同年 6 月 22 日、同じく最高裁は「こころの自由裁判」に合憲判決

を下した。なお同年 6 月 4 日、大阪府議会は、「君が代条例」を強行採決し、

制定した。 

（２）他方、人民の戦いの成果として 2011 年 5 月 24 日、布川事件が再審無罪

を得たことが注目される。この事件は、1967 年茨城県利根町布川で起こっ

た強盗殺人事件であり、杉山、桜井両青年が犯人とされた。そして彼らは

無罪を主張し、第一審で無期判決を下されたことに対しも再審を請求して

23 年間戦い、再審無罪を勝ち取った。多くの人々の支援あればこその無罪

であった。 

私ごとになるが、私は裁判記録を丹念に読み、無実を信じ 1977 年 7 月 20

日、清水誠先生（東京都立大学名誉教授、民法）とともに共同発起人となっ

て「布川事件研究会」を起ち上げ、同会員と共に「布川事件の慎重な審理を

望む」と題する意見書を最高裁に提出するなど、いささか尽力した。「冤罪」

でなく『捏造事件』という清水先生の言葉こそ布川事件の核心を衝いたもの

である。まさに布川事件は警察と検察とそして第一，二、上告審の裁判官と

が共同して事件を『捏造』したのである。多くの冤罪事件についても同じよ

うなことが言えると思う。冤罪の詳細については後日述べることにする。 

（続く） 
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