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E メールニュース「みやぎの九条」  NO187－１ 

九条の会全国統一行動月間特集 
（2014 年 11 月 1 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。 

 

「つどい」の参加者数は 10 月 31 日現在 414 名。非常に少ない状態。 

● 11 月 1 日現在、「つどい」の参加者数は目標 1142 名、414 名です。目標も

引き上げ、また参加者を増やす活動が重要です。 

● バスを仕立てるところ。石巻（40 名）、白石（30 名）、小牛田（28 名）、鹿

島台（30 名）などバスを準備するところも出てきています。 

● 残り 2 週間です。一人でも多くの人の参加をお願いします。 

次回の報告日は 11 月 7 日の金曜日。メールかファックスでお知らせ下さい。 

 

 (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。 

● 間違いや掲載されない事項があれば、メールかファックスで連絡を下さい。 

 

●10 月 25 日、「戦争への道は歩まないみやぎ女性のつどい」 

が開催されました。 
  

10 月 25 日開催のつどいにはフォレストホール満場の 390 名が参加、イラク支援ボ

ランティア高遠菜穂子さんの力のある講演も好評で、大成功を収めました。 高遠さ

んは「泥沼のイラクから学ぶ－日本は平和のイニシアティブを」の演題で講演、泥沼

と化したイラクの現状を報告、参加者は一心に聞き入りました。 

高遠さんは冒頭、前おきとして、「帰国するたびに日本社会の閉鎖性を痛感する。

周りが全て閉じられた空間にいるようだ。日本の人たちはもっと世界に目を向けるべ

きだ。自分が拘束された 10 年前と現在ではイラクをはじめ世界情勢全く違ってしま

った。国境がない状態で国と国との問題として解決できるレベルではない。そうした

実態が日本では全く知られていない。情報鎖国状態だ。イラク戦争が終わって間もな

く日本政府は『イラク戦争の検証はしない』と発表した。この時、集団的自衛権がく

るんだなと思った。検証すれば、その実態が明らかになり、とてもアメリカとともに

戦うなどと言うことを国民が許すはずはないから」と語りました。 

その後、「イラク政府とアメリカ軍が抵抗する勢力に対して行っている殺戮の模様

などの現状を DVD で紹介。アメリカが有志連合で立ち向かうとしている「イスラム

国」はイラク戦争前からあったもとは小さな勢力。だが、イラク戦争後の政府に対す

る国民の不満を代表、あるいは利用して台頭してきており、元凶はイラク戦争にある

ということを忘れてはならない。日本の若者たちは 70 年近く戦争をしないで来た国

で育ってきたからこそ、〝戦う〟というよりは紛争解決の仲立ちなどに役立てるだろ

う」と話し、暗に集団的自衛権行使容認を牽制しました。 

つどいは宮城女性九条の会の呼び掛けで県内の女性団体・教職員組合女性部、みや
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ぎ生協、個人有志などが共同して実行委員会を発足し、67 名の呼びかけ人をたてて

取り組みました。成功は大きな共同の成果です。 

また、準備会、実行委員会にはそれぞれ弁護士さんにご協力をいただき、集団的自

衛権についての学習を深めながら取り組むことができました。 

当日、配布資料には呼びかけ人 30 名から寄せられた、それぞれの平和をつくる担

い手としての取り組みや平和への思いを掲載し好評でした。 

集団的自衛権について、はじめての人にもやさしく理解できるようみやぎ憲法九条

の会発行のリーフより抜粋して掲載しました。 

 

（下はその時の会場内と高遠さんの姿です。） 

  
 

 

●「みやぎ青年 9 条の会 KIRAKIRA☆9」 

がハロウインパレードを開催しました。 

  

みやぎ青年 9 条の会 KIRAKIRA☆9 は 10 月 26 日（日）ハロウインパレードを開催。

開催に向け、20、22、24，25 日の夜にアーケードや生協前で宣伝と署名活動を行な

いました。宣伝でも、ハロウインパレードの衣装をつけてチラシを配り、シール投票

ボードを使っての対話にも取り組みました。当日は花京院緑地に仮装した青年が集ま

った。集会の後、繁華街を約３ｋｍ、28 人でハロウインパレードを行いました。集

会では「戦争は絶対にいやです。たのしくみんなでアピールしていきましょう」「連

れ合いがかぼちゃの衣装を作ってくれました」という参加者からのスピーチの後、ア

ピールを採択。「私たち自身が憲法を学ぶことを大切にします」「憲法を身近に感じて

もらうことを重視します」「私たち自治んが憲法を学ぶことを大切にします」「一部の

人だけじゃなくみんなで楽しく行動します」「現行憲法を全面的に実施させるために

憲法を生かす活動に取り組みます」などと発言しました。ハロウインパレードでは、

「かがやけ憲法」「キラキラ 9 条」「戦争いやだ」「みんなでとめよう」「僕らが変えよ

う」「政治をかえよう」とコールしながら行進。信号で停まった時に、マイケルジャ

クソンの「スリラー」を流してダンスをした。アーケードは人が多くいて、飛び入り

参加や一緒に歩いてくれる人など反応があった。 

 感想交流では、「今まで参加したデモの中で一番楽しかった」「もっとたくさんの人

にきてもらいたかった」「メッセージをもっとわかりやすく見えやすいものにしよう」

「注目度はあったし、楽しさは伝わったと思う」「積み重ねて、もっと広げていけそ

う」という声が出て、次のクリスマスパレードをもっと楽しいものにしていこうとい

う元気もチャージしました。次回のクリスマスパレードは１２月 20 日 16 時～、仙台

市内で行います。 
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集会もハローウインにちなんでカラフル        街頭での署名と投票行動 

 

 
みやぎ青年 9 条の会「KIRAKIRA☆9」のアピール行進（デモ）の姿 

 

 

仙台６地域 9 条の会からの報告 

 

 

6 地域内にある 3 つの生協店舗前での署名とチラシ配布 

今回は、岩切、幸町、新田地区の会員が準備し、6 地域が互いに応援しあう形態にし

ました。 

 参加者は、3 日間で 29 名、署名数は 180 筆。 

初めて町内で署名呼びかけ活動に参加は８名。 

 チラシは、いただいた７00 枚（600 枚の申し込みに対し 700 枚きました）。配布済

みでしたので、800 枚を市川さんからいただき使いました。 

26 日は、好天すぎて息切れ気味の高齢者も出たので、終了後、みんなで「午後の

紅茶」で乾杯。 
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署名の呼びかけに対して、大概の住民は手を振って避けていくなど住民の反応は少し残

念ですが、それでも、地域住民に顔が見える活動だから、これだけの署名が集まるの

だと、確信しています。 

 用意したものは、大型横断幕、幟旗、プラカード、そして、「憲法九条にノーベル

賞を」の垂れ幕など。 

 また、自前の宣伝カーを仕立てあげ、録音テープも、高校退職者教職員の友人の技

術と年を感じさせない高齢婦人の美声で、プロ級のテープを作製、連日、町内の小路

めぐりを始めました。 

 ポスターの追加分届きました。感謝。 

 １１．１５の参加者の集約はまだですが岩切では、「文太さんの話が聞きたいから

行きます」が一昨日 1 名。「小森さんの話が聞きたいので行きます」も、昨日 1 名。

と、20 名の目標に対し 12 名の参加になってきました。 

6 地域全体では、100 名の目標です。 

動き、語れば、増えます。   以上 

 

10/2４〜   町内のすみずみに入る、臨時宣伝カー 

 

 
 
 

（187－2 に続く） 

10/23  岩切

前 

10/25 幸町

セラビ前 

10/26新田東

店前 

10/2４〜   町

内のすみずみに入

る、臨時宣伝カー 
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.E メールニュース「みやぎの九条」  NO187―２ 

九条の会全国統一行動月間特集 

（2014 年 11 月 1 日発行）     宮城県内九条の会連絡会 

 

（E メールニュース「みやぎの九条」187 はボリュームが大きいため 2 回に分

けてお送りします。） 

 

県内九条の会の活動は全県・全会に広がりつつあります。 

安倍政権の集団的自衛権行使容認閣議決定への怒りが広がっています。 

以下、各会の活動の紹介と今後の計画です。 

 

● 県内 125 の九条の会の内 87 の会、70％が月間の活動計画を作成・行動中。 

● 集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を求める街宣。10 月 21 日に実施。

16 名が参加し、チラシ 440 枚を配布、34 筆の署名が集まりました。雨天で受

け取りはよくなかった。次回：11 月 4 日(火)12 時～13 時、平和ビル。 

●9 月 11 日、「平和のつどい」実行委員会がみやぎ生協明石台店で講演会。18

名参加。演題「集団的自衛権と日本の安全保障」、講師マスコミ九条の会相原研

一さん。集団的自衛権がよく分かった。自衛隊のできた経緯、集団的自衛権行

使で政府は何ができるのか？政権が閣議決定した意味がよく分かった。 

●泉中山九条の会は 9 月 27 日学習会。参加者 22 名。 

・テーマは集団的自衛権行使容認の閣議決定。講師野呂圭弁護士。 

・野呂先生は 7・1 閣議決定の背景は湾岸戦争に遡り、アメリカの要請に基づい

て時の政府の動きがあることを指摘。新３要件の詭弁を厳しく指摘した。 

・参加者に署名簿を持参してもらった。生協前での署名も計画。 

・泉・とみや・青葉区北部九条の会連絡会の活動としたいとの意見が出された。 

●上杉九条の会は 9 月 29 日(月)「集団的自衛権と日本国憲法」の講演会を開催。

参加者は 23 名。講師佐久間敬子弁護士。（前号で既報） 

● 鈎取九条の会は 10 月 11 日（土）例会を開催。24 人が参加。みやぎ憲法九

条の会事務局の池上さんが集団的自衛権行使容認問題を、名取九条の会の藤

崎祐一郎さんが「どのように署名を集めたか？どんな問題があったか？」を

話しました。 

● 山元町九条の会が正式に再建されました。 

① 10 月 5 日、山元町九条の会。18 名が参加して、相談会を開催（3･11 大

震災で星会長は逝去、椎谷事務局長は家の地盤が地滑りで名取市へ転居）。 
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② 新しく事務局に当る連絡係に三浦隆雄さんが就任しました。 

③ 11･15「つどい」や署名に取り組みながら、2015 年 2 月 14 日に「うた

ごえで綴る戦争体験」（仮題）を開催します。 

● 黒松九条の会、９月 20 日(土)集団的自衛権行使容認閣議決定の講演会。講師

板垣乙未生さん。13 名参加。危険な状況が分かり、9 条を守る思いを強めた。 

● 10 月 3 日、角田九条の会は駅頭でチラシ配布。チラシ 300 枚を完全配布。 

● みやぎ農協人九条の会は 10 月 18 日（土）みやぎ亘理農協で講演会を開催。

130 名が参加。冬木勝仁先生が TPP,・安倍農政、米価について講演。みやぎ

農協人九条の会はこの 3年間で、県内 14農協の内 9農協で講演会を開催した。 

● 大河原九条の会。10 月 1 週に A 高校で生徒に配布 300 枚、8 割が受け取る。

第四週は B 高校へ。雨の中 5 名で配布。枚数は 200 枚。受け取りは約 6 割。

いずれも高校生のお母さん、祖父母のような人で親近感を持った様子。 

●片平九条の会。10 月 19 日（日）徳照寺の佐藤和丸住職を囲む「お茶っこ会」

（お茶はペットボトル）を開催。新人 3 名を含む 22 名参加。佐藤和丸さんは

九条の会との関わり、秋田市の宗教者九条の会の集まりで聞いたアレンネル

ソン（ベトナム帰還兵）の話、自分の思い込みで暴走する点でアメリカ大統

領のブッシュと安倍首相は似ているなど、話は多岐にわたり、参加者からは

「めったに聞けない話が聞けた」「ベトナムの話は集団的自衛権につながる」

などの感想が出されました。 

● 塩釜九条の会、多賀城九条の会など。10 月 9 日下馬駅でチラシ配布。30 分

で 300 枚。高校生へ配布。 

● 坂病院「ビルマの竪琴」上映会に 71 名参加。閣議決定撤回要求署名を民医

連の用紙で展開。 

●鶴ヶ谷九条の会。10 月 4 日の鶴ヶ谷地区の街づくり協議会「元気会」のお祭

り（3000 名集まる）で、ぶんぶく茶釜を出店。 

●松島九条の会・松島医療生協９条の会は共同で 10 月 5 日の健康祭りにパネル

展示し、集団的自衛権行使の○×投票を実施。 

● マスコミ九条の会は 10 月 6 日世話人会を開催。30 名が集まった。来年 1

月に伊東周平さんの講演会を企画する。 

● 首長の会の講師活動が活発になってきています。 

 ･鹿野文永副会長が 10 月 5 日鶴岡で。54 名参加。 

 ・鹿野文永副会長が 10 月 17 日に北海道余市九条の会で講演。100 名参加。 

 ・鹿野文永副会長が 10 月 18 日苫小牧の九条の会で講演。120 名参加。 

 ・森久一元町長が 10 月 25 日(土)仙台市泉ビレッジ九条の会で講演。 

 ・11 月 15 日(土)午前中、第 9 回総会を開催する。 

● 鹿島台九条の会。千葉卓三郎の碑を巡るツアーを企画中。 
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 11・15 へはバスで行く。30 名を計画。バス代、個人負担 1500 円 

● 6 地域九条の会も様々な活動に取り組んでいます。 

(1)みやぎ生協労組の9月30日学習会に11名が参加。若い弁護士の姿勢に感動。 

(2)11・15「つどい」には 100 名の参加を目指す。5・25 大集会には 30 名の参

加。各地域最低 15 名を目指す。各地域 100 枚、合計 600 枚のチラシを活用。

呼びかけ人、昨年の「つどい」参加者、5・25 に来た人、に声を掛け、チラシ

をお願いする。もちろん参加も。 

(3)駅頭、生協店舗前での「つどい」の宣伝と署名活動。 

 10 月 23 日（木）16～17 時みやぎ生協岩切店前でチラシ配布と署名（9 人参

加、署名 44 筆、チラシ 200 枚配布）、25 日(土)11 時～12 時幸町店。10 人参

加、78 筆の署名！26 日（日）11 時～12 時新田東店前。その後、JR 岩切駅、

東仙台駅、新田駅でチラシ配布を行う計画。垂れ幕は「九条にノーベル平和

賞を！」 

(4) 宣伝カーによる宣伝を開始。初日 24 日は 6 地域の 16 か所で宣伝。普通車

にスピーカーを着け、エンドレステープに 5 分間の宣伝を吹き込み、音量はあ

まり上げず、町内の皆さん向けに比較的小さな声で。効果は大きい！（このノ

ウハウは全 9 条の会のものにしたいですね！） 

(5) お茶っこ飲みながら気楽に学習会。DVD を 7 本用意。大いに活用・学ぶ。 

●年金者九条の会も 6 地域九条の会と一緒に行動しています。 

●宮城女性九条の会。10 月 25 日「戦争への道は歩まない」取り組みを強化。

390 人参加、満杯の参加！講演内容もよく、聴衆は聞き惚れていた。10 月 25

日の報告を賛同者 700 人に送付する際、署名簿も送付。 

●「平和憲法大講演会 in 仙南」の第 6 回実行委員会が 10 月 22 日、開催。

12 名参加。来年 4 月 4 日の開催内容、来年 1 月 7 日のキックオフ集会の内容

などを検討した。実行委員会には県南の 16 の九条の会及び準備会が参加。 

 

11 月は宮城県は九条の会提起の全国統一行動月間を継続します。 

● 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。以下、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。 
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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。 

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する。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とう。 

②月間中に何をするか、計画を立てよう。 

③学習会・講演会を開催して、学ぼう。 

④署名に力を入れよう。各会の賛同者・会員の 2 倍を目標に。 

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、

それを毎週まとめて、全九条の会に送る。 

 

 

以下はこれから（11 月 1 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 11 月 4 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撤回」のチラシと署名。 

・ その後は 11 月 18 日（火）12 時から 13 時。平和ビル前。 

（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 

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。 



 5 

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）戦争体験を聞く会松島「九条」の会 

日時 11 月 22 日（土）14 時～ 

会場 高城コミュニテｲセンター 

講演 伊藤啓治さん「シベリヤ体験」 

（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）とみや九条の会の映画会「ビルマの竪琴」 

日時 11 月 24 日（月･休）10 時～12 時 

会場 成田公民館 

映画鑑賞とおしゃべり。映画は「ビルマの竪琴」。敗戦後、残った日本兵は何を

してきたか。 

入場は無料 

（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 
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（これからの企画）憲法講演会「震災復興と憲法」 

日時 2014 年 12 月 6 日(土)13 時～ 

会場 東北大学片平キャンパス金属材料研究所講堂 

演題 「震災復興と憲法」 

講師 今野順夫（元福島大学学長） 

主催 宮城・研究者九条の会 東北大学憲法九条の会共催 

協賛 東北大学職員組合 

（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

定 

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  

（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。 
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戦争･死刑と国家。そして国家と人民（12） 

 

2014 年 11 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） 

 

九（１）2012 年に入ると、自民党「日本国憲法改正草案」（4 月 27 日）、日米間

の「動的防衛協力」（同月同日）、自民党「国家安全保障基本法」（7 月 4 日）

が策定された。そして 2012 年 11 月総選挙で自民党が大勝し、9 条改正派議

員が343名当選し、憲法発議に必要な480議員の三分の二を占めるに至った。 

  そして 12 月 26 日、自民、公明連立の第二次安倍政権が成立したのである。 

  この事態を踏まえ、2012 年の主な動きを検討する。 

（１） まず 2012 年 4 月 27 日、日米安全保障協議委員会（SCC）が共同発表

を行った（憲法学習資料集＜４＞52 頁以下）。 

その「結び」の部分は次のようなものである。 

結び 

  閣僚は、この共同発表において緊密かつ有意義な協力が具体化されたこと

を歓迎し、調整された再編のパッケージを双方において立法府と協議しつつ、

速やかに実施するよう指示した。さらに、閣僚は、このパッケージがより深

化し拡大する日米同盟の強固な基盤となるとの確信を表明した。閣僚は、普

天間飛行場の代替施設の環境影響調査評価プログラムの進展、グアムへの航

空機訓練移転計画の拡充、航空自衛隊航空総隊司令部の米軍横田基地への移

転、陸上自衛隊中央即応集団司令部の米軍キャンプ座間への移転の進展を含

む、11 年 6 月に行われた前回の SCC 会合以降の再編案に関する多くの重要

な進展に留意した。閣僚は、変化していく地域および世界の安全保障環境の

課題に対し、日米同盟を強化するために、再編に関する目標に向けてさらな

る進展を達成し、また、より広い観点から、日米同盟における役割・任務・

能力（RMC）を検証する意図を表明した。 

（２） 同共同声明は、①第三海兵遠征軍の沖縄からグアムへの移転をすること。 

②戦略的拠点としてグアムの発展を促進すること。③海兵空陸任務隊を沖縄、

グアム、ハワイに置くこと。④以上の措置が日本の防衛、そしてアジア太平洋

地域全体の平和と安定に寄与すること。⑤約 9000 人の米海兵隊を沖縄から日

本国外に移転すること。⑥グアムにおける米海兵隊員の定員を約 5000 人にす

ること。⑦ハワイに米海兵隊の要員を移転すること。⑧適切な受け入れ先が利

用可能となる際に前述の沖縄からの米海兵隊の移転が実現すること。⑨戦略的

拠点としてグアムを発展させ二国間（＝日米間）の動的防衛協力を促進する新
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たな取り組みを探求すること。⑩沖縄における基地の統合および土地を返還す

ること（キャンプ桑名の全面返還、キャンプ瑞慶覧の部分返還、普天間飛行場

の全面返還、など 6 カ所の返還）。この返還は、移転部隊が必要な施設が使用

可能となるのに伴いなされること。⑪普天間飛行場の移設はキャンプシュワブ

辺野古崎地区及び隣接する水域に建設が計画されている普天間飛行場の代替

施設が唯一の解決策であること。 

（３）以上のような確認・決定が日米間で行われた。そして、共同声明はこれ

らの措置をとることにより日米同盟が強化されるとしたのである。 

では、右のごとき日米共同声明が明らかにしたことは何か。それは米海兵隊

を沖縄のみならずグアム、ハワイに分散させ、日米同盟がアジア太平洋地域に

つき覇権を確立するということである。そして、このことは前示「結論」にお

ける「日米同盟を強化する」という文言で要約されていることは一目瞭然であ

ると思う。 

 

十（１）2012 年 4 月 27 日、自民党は「日本国憲法草案」を発表した（憲法問 

題学習資料＜４＞13 頁以下）（以下「草案」という）。その中の重要と思われ 

る点を検討することとしたい。なお、前掲拙著『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』でもこの草案について論じているので、その重要 

な部分を引用することをお許しいただきたい。（同書 277 頁以下）。 

（２）①まず第一に、憲法前文が書き直されたことである。この改正案の趣旨 

は、まず主権者たる国民を「国と郷土に誇りと気概を持って自らを守り、基 

本的人権を尊重するとともに和を尊び、家族や社会全体がお互いに助け合って

国家を形成する」としている。 

②しかし、その国家が国民の「厳粛な信託」によって形成されてきたことを

意識的に無視するものである。そして「国と郷土に誇りと気概を持って自ら守

り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体がお互いに助

け合って国家を形成する」という文言には、一見もっともらしいところがある

が、実は、この文言は、新自由主義特有の友愛や人民の連帯を無視し、「自主

努力」「自己責任」を国が国民に強いるものであり、しかもこの「自主努力」

「自己責任」なるものの実体は、国が国民に対して服従を強いているものであ

る。 

 そして、さらに重要なのは、「平和のうちに生きる権利」を抹殺したことであ 

る。 

（２）①第二に、天皇を『元首』とし、しかも国旗は「日章旗」、国家は「君が

代」としたことである。 

②これは、正に復古調の「天皇主義」である。 
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（３）第三に、「安全保障」についてである。 

 ①まずはじめに注目されるのは、第九条第一項が戦争放棄を謳ってはいる。 

②しかしその後段で「武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決す

る手段としては用いない
．．．．

」としているが、このことは現行憲法が「永久にこれ

を放棄する
．．．．

」としているのに対し、「有事」の際には武力を行使しようとすると

いうことである（傍点は筆者）。 

 しかも第九条第二項には「自衛権の発動を妨げるものではない」という規定

が置かれている。そして、現行憲法第九条第二項に規定されていた「陸海空軍

その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」という最

も重要な規定が削除された。そして、その代わりに自衛権の発動を認める規定

を置いた。 

これは「集団的自衛権」容認の布石である。 

 そして現に、同草案第九条の二に、国防軍に関する条文が設置されたのであ

る。 

 そして同条は「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため

……国防軍を保持する」としているが、その任務に加えて「国際社会の平和と

安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、

又は国民の命若しくは自由を守る活動を行うことができる」とする任務を規定

している。 

これこそ、正に集団的自衛権の規定そのものである。 

 それに加え、第九条の二には、国防軍に審判所を設置するとしている。 

その審判所の任務とは「国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実

施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合」の裁判を行うためのも

のであり、かつての軍法会議そのものであり、おそらく民間人も国防軍審判所

において「機密漏洩」等で罪、とくに共犯として罪を問われることになるであ

ろう。 

 さらに改正草案が「国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護

に努めなければならない」という規定を置いている。 

しかし、これは国防軍の外国進出を認める現実的かつ法的効果を持つであろ

う。 

（４）第四は、国民の「責務」条項の新設と、基本的人権制限条項の新設の問

題である。 

 ①まず問題とされなければならないのは、改正草案が「国民の責務」なる条

項を設け、それまで、現行憲法が「常に公共の福祉のために利用する責任を負

ふ」としていたものを「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、

常に公益および公の秩序に反してはならない」と改めたことである。 
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②これまで「公共の福祉」とされていたのを「公益および公の秩序」に改め

たのは、国家の利益と国家の秩序を守るためには基本的人権を制限・剥奪でき

るとしたことである。これはまさしく国家の論理と政策で基本的人権を制限で

きるとしてものであり、国民を国家に服従させようとするものである。しかも

改正草案第十三条でも「生命、自由及び幸福追求権」についても「公益および

公の秩序に反しない限り……最大限に尊重されなければならない」という条文

を置いている。 

これも前述のように、国家の論理と政策で基本的人権を制限・剥奪できると

したものである。 

 さらに思想の自由について、改正草案は、現行憲法の「これを侵してはなら

ない」を「保障する」と改正した。 

これは、思想の自由の永久的にして尊厳性を持つ自由を、国家の保障する限

りでの政策的自由に貶めるものである。 

 そして表現の自由についても、改正草案は「公益および公の秩序を害する活

動を行い、並びにそれを目的とする結社をすることは認められない」とする条

文を追加している。 

このことは、結社の自由を剥奪するに等しい規定といわざるを得ない。なぜ

なら、公益および公の秩序とは、国家の利益、国家の秩序そのものであり、人

民の利益、市民社会の秩序とは似て非なるものだからである。 

（５） 勤労者の団結権について、公務員の団結権、団体交渉権、団体行動を

する権利について、改正草案は、現行憲法第二十八条に第二項を追加し、公務

員の団体交渉権等を制限する規定を置いた。 

改正草案によれば公務員が全体の奉仕者であることを理由とするものである

が、これは法の平等及び公務員の憲法尊重義務に抵触するものである。しかも

「全体の奉仕者」とは、国の奉仕者ではなく、本来は国民全体の奉仕者である

べきだからである。 

（６） 改正草案は、内閣総理大臣の権限を強化・拡大した。まず、内閣総理

大臣に、衆議院の解散権を与えることを明示したことである（改正草案第五十

四条）。 

 次に改正草案は、内閣総理大臣に行政各部を指揮監督し、その総合調整権を

与えたことであり、しかも国防軍の最高指揮官として国防軍を統括する権限を

与えたことである。 

これらは、現行憲法に定められた内閣総理大臣の職務を大幅に拡大したもの

であり、内閣総理大臣は、裁判官（最高裁判所長官を含む）の任免権も内閣（す

なわち内閣総理大臣）が掌握していることと、衆議院の解散権を持ったことと

があいまって、恰も行政のみならず立法、司法、軍事の四権を掌握する独裁的
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立場に置こうとするものである。 

（７）次に改正草案が政党条項を置いたことも重大な改正である。 

そもそも政党は、人民の自主的で自由な政治活動を行う基本的人権を持つ人

民の結社である。自主性と自由こそ政党の生命であり、そもそも政党に国家が

介入・統制することはあってはならない。ところが改正草案は、「その活動の公

正の確保及びその健全な発展」の名目で法律を以て規制しようとするものであ

り、正に政党を国家の統制に服せしめるものである。その延長線上にあるのは、

政党の自主性と自由の衰退、消滅である。 

（８）次に緊急事態条項が設けられたことは、第九条改正と相俟って、今回の

改正草案の眼目である。 

 この緊急事態とは、「我が国に対する外部からの武力攻撃」に止まらず「内乱

等による社会秩序の混乱・地震等により大規模な自然災害において、特に必要

があると認めるとき」は、閣議が緊急事態の宣言を発するとされている。しか

も、緊急事態の宣言の効果は、①内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定

できること、②内閣総理大臣は財政上必要な支出ができること、③地方自治体

の長に対して必要な指示をすること、④緊急事態の宣言が発せられる場合には、

法律の定める措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければ

ならないことである。 

 問題の第一は、緊急事態の宣言が内閣総理大臣の裁量に委ねられている点で

ある。 

 第二は、緊急事態の宣言の効果が、内閣の政令によって基本的人権を制限す

る措置に関して発せられる国その他の公の機関指示に「何人」すなわち人民が

従わなければならない、とされていることである。これによれば、人民は、国

や公の機関の政令や指示に絶対的服従を強いられ、基本的人権は停止状態に陥

るのである。 

（９）次に憲法改正条項について、改正草案は、改正発議の要件を「各議院の

総議員の三分の二以上の賛成」から「衆議院又は参議院の議員の発議により、

両院のそれぞれの総議員数の過半数の賛成で国会が議決し」国民投票にかける

としている。 

「三分の二」から「過半数」としたのが、今回の改正草案の眼目のひとつで

ある。この改正草案の意味するところについては、もはや説明の必要はないと

思う。しかし、一点だけ指摘するとすれば、「三分の二」から「過半数」に変え

ても、改憲発議がおそらく過半数をとるのは事実上難しいであろう。いかにフ

ァッショ的な安倍政権といえども、国民投票に付した場合、敗北することが明

らかな状況で改正発議をすることは自ら墓穴を掘ることであり、そのような愚

挙を行うことはできないであろう。まして国民投票で過半数を得ることは不可
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能であろう。このことは、前述の世論調査が明らかに示しているのである。 

（１０）最後に、憲法尊重擁護義務について、改正草案は「すべて国民は、こ

の憲法を尊重しなければならない。国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務

員は、この憲法を擁護する義務を負う」としている。 

これは、現行憲法が「天皇又は摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その

他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」としていることとの対

比でみれば、問題点は二つあることがわかる。 

 その第一は、憲法尊重擁護義務が、まずはじめに「すべて国民」に課せられ、

副次的に「国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員」に課せられる構造に

なっていることである。この構造は、そもそも近代憲法が人民が自由・人権・

博愛・平和を守るため国家権力を統制する最高規範として制定された歴史的意

義に逆行するものである。そして、この法構造は、人民を国家権力の服従者と

する狙いを持つものである。 

（１１）①草案の基調の第一は、「集団的自衛権」容認であり、軍事法制の完結

である。前者については前示（３）参照。とくに国防軍内に審判所、つまり「軍

事裁判所」ともいうべきものを設置したことは重要である。これは、脱走した

隊員、反抗的な隊員、仮に徴兵制がしかれた場合には徴兵拒否の一般人民、軍

事情報の漏洩、公表、その教唆・幇助する一般人民を秘密法廷で裁き刑罰を課

す仕掛けなどである。このことは昔日の軍事法廷の示すところである。 

②草案の基調の第二は、基本的人権の制限である（前示④参照）。 

草案は、「公益および公の秩序」に反しない限り基本的人権を認めるとしている。

「公益」とは国家、じつは支配的統治権力層の利益のことであり、「公の秩序」

も同様に国家的秩序、実は支配的統治権力層を人民から護る秩序のことであり、

しかも、およそ解釈で限定することは不可能なものである。 

③草案の基調の第三は、緊急事態の関する条項が置かれたことである。緊急

事態とは、基本的人権条項が停止状態となることである。政府の発する政令に

より基本的人権はなきに等しいものとなるのである。しかも、緊急事態の宣言

をするのは内閣総理大臣であり、国会には事後承認の権限しか与えられていな

いのである。 

 このことにより、内閣総理大臣の権限が強化され、恐るべき内閣総理大臣独

裁体制が出現するのであろう。 

④草案の基調の第四は、内閣総理大臣が、行政各部を指揮監督し、国防軍を

統括し、衆議院の解散権を持ち、最高裁判所・下級裁判所の裁判官の任命権を

実質上持っていることである。 

（１２）以上にみたように、この草案は、内閣総理大臣が行政、司法、国会、

軍事の全権を握る軍事独裁体制を樹立しようとする恐るべきものである。 



 13 

 

十一（１）2012 年 4 月 27 日、日米安全保障協議委員会は共同発表した。それ

は、米軍の再編計画の一部変更と日本の軍事的役割を盛り込んだものであった

（憲法学習資料＜４＞52 頁参照）。 

 この共同発表に続いて 2012 年 7 月 4 日、自民党は「国家安全保障基本法案（概

要）」を策定した。この法案については、前掲拙著『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』（288 頁以下）で詳しく論じ批判しているので、

読者の便宜を考え、その重要な結論部分を抜粋し、引用したい（同書 295 頁以

下） 

 

（１）① まず本法案の「目的」とは何か。その特徴は、我が国の平和と独立

を守り国の安全を保つことだけでなく、「国際社会の平和と安定を図る」ことを

目的としているかのような規定の仕方になっていることである。しかも、その

国際社会の平和と安定を、軍事的脅威的手段を以て国益を守ろうとする点に基

軸がある。 

 しかも、その軍事力とは「実効性の高い総合的な防衛力を効果的に整備」さ

れた強大な軍事力である。つまり、強大な軍事力によってアメリカと日本との

国益と称するものを守ろうとするのが、本法案の真の目的なのである。 

② 次に問題なのは、右の目的をもって、教育、科学技術、建設、運輸、通信

その他の内政の各分野に「安全保障」と称する軍事政策とその論理を潜り込ま

せていることである。このことの持つ現実的な意味は、我が国を軍事国家に変

質させることである。 

 そして、その典型が、本法案第三条第二項に規定するように「我が国の平和

と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上、制度上必

要な措置を講ずる」と規定していることである。そして軍事をはじめとする国

政上のあらゆることを秘密とし、これに刑罰を加えるとしていることである。

このことのもたらす結果は、正に「秘密国家」の出現である。 

③ 第三に問題なのは、国民の責務規定である。本法案第四条によれば、国民

は、国の安全保障施策に協力し、我が国の安全保障の確立に寄与しなければな

らない、としている。 

 この条文の持つ真の目的は、人民に、政府の行う軍事行動その他これに関す

る施策について、盲従を強いるものである。 

 そして、その施策、すなわち軍事施策は、内閣の定める「安全保障基本計画」

によって体系化され、強権的手法で実施されていくであろう。 

④ 第四に問題となるのは、本法案第八条の定める自衛隊の任務である。 

 この条文は、現行自衛隊法が定めた我が国に対する「直接侵略及び間接侵略
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に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維

持にあたるものとする」としていたのに対し、「侵略」を「侵害その他の脅威」

と変更し、自衛隊の軍事行動の行い得る場合を大きく拡大したのである。 

 のみならず、自衛隊は、直接・間接の侵略に関わりなく「必要に応じ、公共

の秩序の維持にあたる」ための自衛隊の行動を認められたことである（国家安

全基本法案第八条第三項）。従前は現行自衛隊法第三条が「直接侵略及び間接侵

略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の

維持にあたる」としていたが、「直接または間接の侵害」のみならず、「その他

の脅威」という文言が付け加わったことにより、仮に直接・間接の侵略がない

場合でも自衛隊の出動を認めたものであり、自衛隊の任務はいわば国民に対し

「鉄砲を撃つ部隊」に変身させることを意味するものとなるのである。 

① 第五に問題なのは、本法案が、諸国との防衛協力・防衛交流を積極的に推進 

するとした点である。 

その真の狙いは、アメリカとの軍事同盟を、アジア、ヨーロッパ、さらには

全世界に拡大しようとする点にある。 

② 最後に最も問題なのは、本法案第十条である。 

 なお、第十条とは次のような条文である。 

第十条（国際連合憲章に定められた自衛権の行使） 

①第二条第二項第四号の基本方針に基づき、我が国が自衛権を行使する場合

には、以下の事項を遵守しなければならない。 

 一 わが国、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの

武力攻撃が発生した事態であること。 

 二 自衛権行使に当たって採った措置を、直ちに国際連合安全保障理事会に 

報告すること。 

 三 この措置は、国際連合安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必 

   要な措置が講じられたときに終了すること。 

 四 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」対する武力攻撃につい 

ては、その国に対する攻撃が我が国に対する攻撃とみなしうるに足る関 

係性があること。 

 五 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」対する武力攻撃につい 

ては、当該被害国から我が国の支援についての要請があること。 

 六 自衛権行使は、我が国の安全を守るため必要やむを得ない限度とし、か

つ当該武力攻撃との均衡を失しないこと。 

②前項の権利の行使は、国会の適切な関与等、厳格な文民統制のもとにおこ 

なわなければならない。 
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（２）以上（第十条）の規定は、自衛権を集団的自衛権へと変質させる中核的

規定である。このことは、条文を精読すれば一目瞭然であろう。本法案の真の

狙いはこの条文の設置にある。 

 では、この法案の危険極まる実態を明らかにしてみたい。 

 まず問題なのは、我が国に対する外部からの攻撃が行われた場合のみならず、

「我が国と密接な関係にある『他国』に対する、外部からの武力攻撃が発生し

た事態」（第十条第一項）にも自衛隊は自衛権、すなわち軍事力を行使できると

したことである。そして、「我が国と密接な関係にある『他国』に対する軍事攻

撃については、その国に対する攻撃は我が国に対する攻撃とみなしうるに足る

関係性があること」を、自衛権行使の条件としている（同条第四項）。 

 ここで問題とすべきは、「密接な関係性」「関係性」という法的概念の曖昧さ

である。「密接」いい「関係性」といい、いかようにも広く解釈し得る概念であ

り、自衛権の概念では到底把えられない法的概念である。 

 さらに問題なのは、自衛権行使が「我が国の安全を守るため必要やむを得な

い限度とし、かつ当該武力攻撃との均衡性を失しないこと」に、一見、限定さ

れていることである。 

 しかし、「必要やむを得ない限度」といい、「均衡を失しない」といい、自衛

隊の軍事行動に対するなんらの歯止めになっていない。なぜなら、これらの概

念は、それ自体として、自衛隊の軍事行動に対する制約原理を法的にも、事実

的、政策的にも含んでいないからである。 

３ 以上検討したところからも明らかなように、自民党「国家安全保障基本法

案」（2012 年 7 月 6 日総務会決定）は、自衛権を集団的自衛権に変質させ、日

米軍事同盟を全世界との軍事同盟へと導く危険性のある法案である。 

 

十二 そして 2012 年 12 月 26 日、第二次安倍内閣が成立した。 

 自民党は、公明党と連立合意をした。その連立合意とは、日米軍事同盟の強

化であり、中国、韓国、ロシアを巻き込み、日米軍事同盟をアジアに拡大し、

そのために防衛予算を増額するものであった。 

 さらに安倍総理大臣は日米軍事同盟をあらためて強化していくこと、新たに

国家安全保障強化担当相を設けること、司令塔となる国家安全保障会議を設置

することを述べたと伝えられる。 

 安倍晋三氏という、軍事を優先し、日米関係を極端に重視し、人民の生活を

省りみず、財界に操られて恥じず、権力好きな政治家は、戦後歴史の中でも極

めて特異な政治家である。このような政治家は早晩自滅し失脚するであろうこ

とを予め書き留めておきたい。 

そして本稿の次なる課題は、2013 年から 2014 年にかけて繰り拡げられる安
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倍政権の野望とたくらみを分析し批判することである。なお、その際、2013 年

6 月 12 日、世界 70 ケ国の専門家の作った国際的なツワネ原則と秘密保護との

関係について述べる予定である。 

（2014 年 8 月 23 日 脱稿） 
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