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E メールニュース「みやぎの九条」 NO.327 

2020 年 8月 1日発行／みやぎ憲法九条の会 

Home Page http://miyagi9jou.sakura.ne.jp/ 

 

ホームページに九条の会の活動を掲載しています。企画のチラシ、報告、ニュースなど

寄せてください。連絡先：info@9jou.jp 

 

宮城県内九条の会連絡会総会学習講演 

「今こそ 憲法を！」～「コロナ」をのりこえ、時代をひらく～ 

世界中を襲ったコロナ禍の影響は、強いもの勝ちの新自由

主義社会の中で、日ごろから弱い立場に置かれている人々の

くらしを直撃しています。誰もが大切にされ、人間らしく生

きられる社会の再構築に向けてどうしたらよいのか、基本的

人権を基軸とした日本国憲法に立ち戻って考えあいたいと

思います。 

 

日時：９/５(土)１３：３０～１５：３０ 

会場：東京エレクトロンホール６０１会議室 （宮城県民会

館） 

講師：渡辺治さん（一橋大学 名誉教授 憲法学、九条の会 事

務局) 

資料代：５００円 

主催：宮城県内九条の会連絡会 連絡先 みやぎ憲法九条の会  

連絡先：TEL022-728-8812  FAX02２-276-5160 eメール info@9jou.jp 

◆どなたでもご参加下さいマスクをつけてご来場を 

 

 

http://miyagi9jou.sakura.ne.jp/
mailto:info@9jou.jp
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緊急署名(7/20現在) 

宮城県内 9条の会連絡会：2,380筆 他団体：3,127筆 

  合計 緊急署名推進センターの集約：5,507筆 

 石巻九条の会と名取九条の会から署名が寄せられました。 

＊署名は県名よりしっかり書きましょう。「●●市」などは他県に同名の地名がある場合

は除かれます。もちろん、「同上」「〃」は不可です。国会提出時に大変な苦労となって

います。よろしくお願いいたします。(「憲法共同セ

ンター」よりの連絡 再) 

 

 新しい署名ハガキ付チラシを作成しました。裏面は

「どうする？コロナ対策」⇒「答えは憲法にあるよ！」

を分かりやすくまとめられています。 

 地域の九条の会で配付希望されるところはみやぎ

憲法九条の会事務局に必要枚数をお申込みください。

申し込みされたところには宅急便でお送りします。１

２月２０日までに投函された場合は郵便料金は着払

いでみやぎ憲法九条の会で負担します。 

ハガキ付チラシを活用した個人からの署名が多くな

っています。鶴ヶ谷地域九条の会では世話人会で分担

して 2000部配布予定です。 

 

8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」を求めて毎月行っている運動です。 

●仙台市：8月 19日（水） 休みます。 

●石巻市：8月 19日（水）16:00～17:00 場所：石巻工業高校前・蛇田交差点 

●涌谷町：8月 19日（水）13:00～13:30 場所：涌谷公民館前交差点 
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●小牛田：8月 19日（水）13：00～13：30 場所：国道 108号山の神神社前交差点 

●気仙沼市：8月 19日（水）16：00～17:00  場所：ホーマック前 

 

宮城県内九条の会連絡会の街頭宣伝は毎週火曜日 

場所：仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

時間：12時から 13時まで。 

実施日：8月 4日、25日実施予定。8月 11日、18日はお休みします。 

 

8 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。 

●名取市     ヤマザワ前道路交差点 

●涌谷町     涌谷公民館前交差点 

●宮城野区    坂下交差点  

 

【これからの県内催事情報】 

戦争を語りつぐ上映会（８月） 

「 いしぶみ 」〜忘れない。あなたたちのことを〜 

８月６日朝、広島二中生徒３２１人と４人の教師は、広島市の中心部で建物疎開の作業を

行っていた。原爆はその頭上で炸裂。   

子供を心配して探しに来た父母に会えて喜びのうちに亡くなった生徒がいる一方、どこで

死んだのか未だにわからない生徒も少なくない。遺族からのわが子への思い…。 

朗読：綾瀬はるか、脚本・監督：是枝裕和。（２０１５年放送、７０分） 

■同時上映 「なぜアメリカ人はヒロシマに？〜高まる核の脅威の中で〜」（2017年 24

分） 

  

◆日時：８月４日(火)  １３：００〜１５：００ （参加費：無料） 
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◆会場：泉病院友の会ホール（仙台市泉区長命ヶ丘２−１−１） 

◆主催：泉病院友の会平和の委員会 

◆参加申込先：泉病院友の会 ３７８−３８８３ 

感染症対策のため定員１０名まで、事前の参加申し込みとマスク着用と飲料の持参をお願

いします。 

 

変えるぞ！政治、今、ここから 

８．３０泉・富谷のつどい 

 コロナ禍で明らかになったのは、政治のあ

まりにもの貧しさでした。徹底的に政治を私

物化し、ウソとデタラメで憲法・国会を冒涜、

民主主義をないがしろにしてきた安倍首相の

責任は重大です。こうした政治の対極にある

のが憲法が生きる社会・・・ 

 

日時：2020年 8月 30日(日) 14:00～ 

会場：日立システムズホール仙台シアターホ

ール(仙台市青年文化センター) 

講演：「露わになった安倍政治のウソと無責

任～憲法と政治を取り戻すために～」 

講師：秋葉忠利さん(前広島市長) 

連帯の挨拶：全国首長九条の会、国政野党の

みなさん、市民連合＠みやぎ 

主催：安倍９条改憲 NO！政治を変える泉・富

谷市民アクション 

連絡先：090-2956-3057 横尾 

 

講談師神田香織さんが語る 

「はだしのゲン」から「３１１」まで－私の歩いてきた道－ 
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原発再稼働を許さないみんなの声と力をもっと大きく広げましょう！ 

 

日時：９月６(日)  １４：００〜１６：００ 

会場：エルパーク仙台６Fギャラリーホール」 

講師：神田香織さん(講談師、福島県生まれ) 

   蟻塚亮二さん(医師) 

参加費：１０００円 

主催：さよなら原発みやぎ県民大集会実行委員会 

参加申し込み：会場の人数制限があるために前もって参加申し込みをしてください。E-mail、

携帯電話でのご連絡でもお受けいたします。 

E-mail：hag07314@nifty.ne.jp   携帯：090-8819-9920 

 

【九条の会等の活動報告】 

＃さ よ う な ら ア ベ 政 治 

守ろう！いのち くらし 平和 ７．１９トーク集会 

7月 19日（日）に県民運動連絡会みや

ぎ・安保法制廃止 19行動実行委員会

主催で、勾当台公園（県庁前）野外音

楽堂で「守ろう！いのち くらし 平

和 7.19トーク集会」を開催しました。 

連日、雨続きの毎日でしたが、当日

は青空ものぞき蒸し暑いほどでした。

県内各地から３００名(公式発表）が

集まり１５人の発言、そして各政党か

らの挨拶がありました。  

当日の発言を幾つか紹介します。 

 

●主催者あいさつ 小野寺義象弁護士（県民運動連絡会みやぎ共同代表） 

mailto:hag07314@nifty.ne.jp
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 昨年 11月 23日以来の久しぶりの集会です。たくさんお集ま

りいただきありがとうございます。みなさんと一緒にお会いで

きたことをうれしく思っています。この 7年間のアベ政治を振

り返ってみたい。13年には特定秘密保護法、14年には違憲の

集団的自衛権を認める閣議決定、15年には戦争法、17年には

共謀罪法を制定し、戦後大切にしてきた平和のこと、基本的人

権のこと、国民主権・民主主義のことを踏みつぶす悪政が行わ

れてきた。さらにカジノ法も打ち出している。一方私たちの社

会保障、医療介護、教育への支出は削ってきている。本当にひ

どいと思います。  

それと一緒に行われてきたのが政治の私物化。表裏一体です。森友、加計、桜の問題、検

察庁人事と閣議決定、検察庁法案などいっぱいある。私は桜の会の訴訟をやっているので

お話するが、5月 21日に弁護士、法律家 662名で検察へ告発してきた。まだ受理されてい

ないが、全国 47都道府県の弁護士が代理人になるよう、そして 1000名になるよう野がん

ばっている。全県からは告発できたし、870人まできたので、あと 130人で 1000人になる。

8月 6日には第 2次の告発をしたいと思っている。今日は政党の代表の方も見えている。

後でご挨拶をいいただきますが、立憲民主党、日本共産党、社会民主党です。アベ政治を

終わらせるためにともに頑張りましょう。 

●「命の水を守る市民ネットワークみやぎから佐久間敬子弁護士が発言しました。 

 昨年暮れの県議会で水道 3事業を民間へ売り渡す条例が可決されました。私たちは反対

の請願運動をし、325団体から賛同を得ました。歯科医の団体など多くの団体から賛同を

得、運動の裾野が広がったと思います。 

 今は事業者の応募が 3社あり、1社へ絞る作業をしているところです。2022年 4月には

新しい事業体制で行われることになっている。しかし、コストが安くなると言ってもあい

まいとしたもので、むしろ民営化には株主配当や役員報酬があり費用はより掛かるはず。

品質の問題では発注も仕様発注から性能発注になる。使用発注は性能を維持するためのも

のでそれがなくなると維持できない。これからも頑張るのでよろしくお願いする。 

●九条の会からは南小泉・蒲町校区９条の会事務局の松尾重信さんが発言しました。 

 若林区では昨年、八軒校区九条の会、沖野九条の会、六郷九条の会が共同で石川県から

水野スウさんをお招きして講演会を開きました。大変好評でした。今年は映画 会をしよ

う、朗読会をしようと準備を進めてきましたが、コロナのために中止となり活動が停滞し

ました。この間のアベ政治はマスクに象徴されるように、国民の不安や窮状を理解して対

策を打ったとはとても思えません。やっと活動できるようになり、6月 10日に薬師堂駅前

でスタンディングをしました。28日には市民連合＠みやぎの呼びかけでみやぎ生協荒井店
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前でスタンディングをしました。その日は県議、市議の方も 3 人参加され、26 人で行い、

さよならアベ政治を訴えました。7月 14日は雨で流れましたが、「政治を変える、今ここ

から」「誰しもが大切にされる政治に」という横断幕をつくりアピールしました。また、

こういう「憲法」ハガキも作り身近に憲法守ろうを訴えています。これからも若林区九条

の会として結束して活動し、さよならアベ政治を訴えていきたいと思います。 

●みやぎ農協人九条の会の事務局の齋藤清治さんが発言しました。2010 年に「平和でなけ

れば宮城の農業は守れない」との立場で農協、生協、消費者、学者の人たちで農協人九条

の会を結成しました。先の戦争で宮城県は人も、食料も、馬も取られ本当に荒廃しました。

「平和でなければ農業は守れない」この一点で活動しています。 

 日本の食料自給率は先進国の中では最も少ない 37％ということで、63％は外国産のもの

を食べている。海外からの食料に多くを依存しているのだから、自分の食べるものは自分

で決める食料主権、経済を自分たちで決める経済主権というものは奪われているというこ

とになる。例えば宮城県の基幹作物の米。生産コストはどのくらいか？ 1万 4千円ぐら

い。では販売して農家が受け取るのはいくらか。1万円ぐらいです。つまり、再生可能価

格が維持されていないというのが現状なのです。その結果、農村人口はどんどん減り、少

子高齢化が進み、限界集落となって地域社会が崩壊しようとしている。その原因は何か、

国際競争力強化と称して規制緩和、貿易自由化を進めている安倍政権そのものなんです。

そのように私たちは考えている。 

 そこからどのようにして脱却するか？ まず、食料自給率を向上させること。①自由貿

易を考え直すこと。できれば撤廃すること。そうすれば農産物の価格を維持することがで

きます。②農家へ直接価格補償すること。所得補償をすることを復活させるあるいは打ち

立てること。③食料問題は農業の問題ではなく国民の問題だということと考えている。農

家と一緒に消費者、流通関係者の中小企業の方たちと一緒になって食料主権、経済主権を

回復する運動を行うことが必要と思っています。 

 これは安倍政権下ではできません、安倍を引きずり落とし、野党連合政権を打ち立てて

いくしかないと思います。みなさんいかがでしょうか？ これからもご支援ご協力をお願

いします。 

●市民連合みやぎの多々良哲事務局長が発言しました。 

 危機の時に物事の本質が現れるという。このコロナ危機の時に安倍政権の関心事は国民

の命や暮らしを守ることではなく、自分と自分の政権を守ることしか考えていない。その

ことが良く表れていたと思います。今、多くの国民が政治に関心を持っています。それが

高まるにつれ政権の支持率が急落しています。Stay home で、テレビで安倍首相を見て「安

倍ってこんなにひどかったのか！」とよくわかってきた。 
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 アベ政治に変わるもう一つの選択肢＝市民と野党の共闘勢力、それしかない。そのこと

を市民に示すこと。利潤追求を第一とする新自由主義からの脱却、勝ち組負け組に分ける

のではない、みんなが大切にされる社会に作り直す展望を示すこと。違いを認め合うこと

によって違いを乗り越える。多様性を保持したまま大きなかたまりとあって選挙を戦う。

宮城では 1区から 6区まで野党共闘で戦う。7.11集会ではそのことを確認しみんなで決意

しました。がんばりましょう。 

 

集会終了後は会場そば

の歩道で両側から車道

に向かってスタンディ

ング。こちらにも約８０

名の参加者がありまし

た。（報告 みやぎ憲法

九条の会 佐藤修司） 

 

 

 

【会員の投稿】 

 

私の意見 「ＧｏＴｏ(ゴートー)事業とプレミアルム商品券」 

相原研一（みやぎ憲法九条の会 世話人） 

１７日、東京の新型コロナウィルスの新規感染者が２９３人、宮城でも１４人とそれぞれ一日の感

染者は過去最多となり、全国的にも感染拡大が広がっている。そんな中で政府は、観光業への

支援策「Go To トラベル」をについて、２２日から全国一律で始める予定を少し変更し、東京都民

と都内への旅行を対象外として強引に実施しようとしている 

仙台市は、市の中心部８商店街で使える３割のプレミアム商品券を１シート１万円で５万２千枚

を発行し、割り増し分は仙台市が負担するという。中心部８商店街約８００店で使えるというが、

仙台市は中心部だけテコ入れするのかと言いたいが、これから論ずることは別の事なので、

そのことは問わないことにする 

「Go To トラベル」事業に１兆３５００億円が投じられる。仙台市はプレミアム商品券事業に１億５

千万円を使う。問題なのは、「Go To トラベル」事業でプレミアム付き旅行券を買う人や商品券
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を買う人は余裕のある人でないと買えないということだ。明日の米を心配する人には縁のな

い話だ 

私は労働相談活動をしていることはこれまでも度々言ってきた。新型コロナウィルスで、事

業所が閉鎖され解雇・雇い止めにあい、どうしたらいいのかという相談が連日来る。「所持金２

千円しかない。何とかしてほしい」という悲痛な声が寄せられる。その一方で、旅行や割増商品

券である。それらを購入する人を責めるつもりはない 

私がおかしいと思うのは、お金の余裕のある人だけが恩恵を受ける行政のあり方である。１

兆３５００億円ものお金を、旅行という「不要不急」のものにつぎ込むのではなく、もっと別な使

い道があるのではないか。例えば、二次感染が言われているが医療体制の充実をはかるとか、

解雇・雇い止めを防ぐために中小零細企業・個人企業やフリーランスへの援助をもっと手厚く

するなど、やってほしい事はたくさんある 

仙台市の１億５千万円にしても、生活保護を受けている人をもう少し市独自に援助をしたり、

今年引き上げた学校給食費をもとに戻すとか、公平感が持てる施策をやってほしいと思う 

国会のあり方にも言いたい事がある。６月１７日、国会閉会後一ト月が過ぎた。閉会中審議は

行われているようだが、様々な問題が出てきている。審議には安倍首相は出て来ず、「巣ごも

り、ダンマリ」を決め込んでいる。九州豪雨災害も起こっている。自民党の議員によれば「首相

はお疲れになっているので、休ませなければ」などと言っている。お疲れであれば、ご退陣な

さってはいかがでしょうか。と、言っても退陣はしないだろうから、引きずり落とすしかないか

（2020.7.18） 


