E メールニュース「みやぎの九条」NO178 臨時号

集団的自衛権行使容認問題，県議会早期改憲意見書特集号
2014 年 6 月 27 日号

みやぎ憲法九条の会

集団的自衛権行使容認・県議会[早期改憲意見書]採択の動きが急！
● 集団的自衛権行使容認問題は公明党が高村案を受け入れる模様で、7
月 1 日閣議決定を図るとの動き。いよいよ｢戦争する国づくり｣を決め、
海外に自衛隊を出す決定を行う予定
● 県議会の「早期改憲意見書」は 7 月 3 日の会期末に向けて自民党の採
決強行の動きが続いている。
● いずれも許すことの出来ない内容！
● 宮城県内九条の会連絡会幹事会は以下の「六つの行動」を提案します。
1. 県民･市民への街宣を強めましょう。
(1) 課題は集団的自衛権行使容認反対・「早期改憲意見書」をやめよ・特定
秘密保護法反対。
(2)日程と時間帯
６月２８日（土） 12 時～13 時

みずほ銀行・平和ビル前 集団的自衛権問題

６月２９日（日） 正午

同上

６月３０日（月） 午前 8 時～9 時

同上

７月１日（火）

午前８時

同上

７月２日（水）

午前８時

同上

７月３日（木）

午前８時

同上

７月４日（金）

午前８時

同上

(3) 各９条の会は会議を開き、対応を検討してください。
どの日に誰が参加できるか、検討してください。
闘いの最終局面です。一人でも多くの人が参加できるようにお願いします。
2. 6 月 30 日の県議会への要請行動を強めましょう。
(1) 県議会は 7 月 3 日が会期末。政調会長の協議で全員一致にならない意見書
は採択すべきではないという原則を守るべきです。ましてや改憲は国民の中
で議論されていない問題です。県議会が県民の意見も聞かずに先行して意見
書を県民の総意のように取り上げることは不見識です。
(2) 30 日は各派に採択しないように要請して回ります。
九条の会からも多数、参加をしたいと考えます。
3. 7 月 1 日(火)の昼間は宮城県内九条の会連絡会の街宣に結集しましょう。今
までは 15 名くらいの参加ですが、7 月 1 日は 100 名規模で行いたい。12
時～13 時平和ビル前。
(1)毎月 2 回ずつ街宣を行ってきています。今回もこの街宣です。テーマは集
団的自衛権行使容認問題ですが、もう一種類チラシを入れるかも。

(2)人通りの多い場所で。この間は 13～15 名程度の参加です。7 月 1 日は 100
名の集会規模にしたい。ぜひ、各会複数でご参加下さい。
4. 7 月 1 日(火)集会を成功させましょう。
18 時から、市役所前の「市民の広場」です。憲法会議を中心とする実行委員
会主催。宮城県内九条の会連絡会も積極的に参加します。デモ行進もあります。
(1) この日閣議決定がなされるかも知れません。抗議し、撤回を求めましょう。
(2) 国の形を変えてしまう、９条を亡きものにする、実質改憲。
許すことは出来ません。九条の会はこれを阻止するために作った会。
私たちの目標は 9 条を守ること。今こそ、結集して集会を成功させましょう。
(3) なお連絡会の幹事・運営委員は 17 時に市民広場に集合してください。準備
作業に当たります。
5. 宮城県選出の国会議員と政党に「集団的自衛権行使容認をやめよ」のファッ
クスを送り、私達の意志を示しましょう。

コンビニから送ることも出来ます。1 通 50 円です。
●宮城県選出の国会議員のファックス
以下に抗議と激励のファックスを送ろう。（以下はファックス番号）
土井亨 03-3508-3350 秋葉賢也 03-3508-3632 西村明宏 03-3508-3873 伊藤信太郎
03-3508-3871

安住淳 03-3508-3503

小野寺五典 03-3508-3912

井上義久 03-3508-3354 高橋千鶴子 03-3508-3936

郡和子 03-3508-3942 林宙紀 03-3508-3434 大久保三代 050-3730-0513
櫻井充 03-6551-0512 愛知治郎 03-6551-0623 熊谷大 03-6551-0423
和田政宗 03-6551-1220

高階恵美子 03-6551-0714 中野正志 03-6551-0709

紙智子 03-6551-0710 大門みきし 03-6551-1203 若松謙維 03-6551-1207
●お手紙を送る、ファックスするなど、様々な工夫を行って国会議員に訴えましょう。
自民党

100-8910 千代田区永田町 1-11-23

総裁安倍晋三殿 FAX03-5511-8855

公明党

160-0012 新宿区南元町 17

民主党

100-0014 千代田区永田町 1-11-1 三宅坂ビル

公明党 代表 山口那津男殿 FAX０3-3353-0457
代表海江田万里殿 FX03-3595-9961

みんなの党 102-0093 千代田区平河町 2-6-1 平河ビル 9 階代表 浅尾慶一郎殿
FAX03-5216-3711
日本維新の会 542-0082 大阪市中央区島之内 1-17-16 三栄長堀ﾋﾞﾙ

代表橋下徹殿

FAX06-4963-8801
結いの党

100-0014 千代田区永田町 2-9-6 十全ビル 703

代表 江田憲司殿

FAX03-5532-4130
日本共産党 151-8586 渋谷区千駄ヶ谷 4-26-7 委員長
社民党

志位和夫殿

100-8909 千代田区永田町 1-8-1 党首 吉田忠智殿

生活の党 100-0014 千代田区永田町 2-12-8 永田町 SR ビル 3F 代表

FAX03-5474-8358

FAX03-3580-0691
小沢一郎殿

AX03-5501-2202

6. 各地域の九条の会は各地域の県議に「早期改憲意見書」採択反対の要請を面
談またはファックスで行いましょう。

宮城県議会 選挙区ごと 議員連絡先 FAX
青葉区 石橋 信勝(いしばし のぶかつ)022(271)3830 菅間 進(かんま すすむ) 022(271)3830
遠藤 いく子(えんどう いくこ) 022(391)7726

相沢 光哉(あいざわ みつや)022(262)2198

吉川 寛康(きっかわ ひろやす)022(279)9793

ゆさ みゆき 022(739)9758

中沢 幸男(なかざわ ゆきお)022(273)8153
宮城野区 庄子 賢一(しょうじ けんいち)022(255)9636

石川 光次郎(いしかわ みつじろう

022(254)3226 坂下 やすこ(さかした やすこ)022(257)5523

堀内 周光(ほりうち のりみ

つ)022(353)5584
若林区 細川 雄一(ほそかわ ゆういち)022(294)1433
なし

本多 祐一朗(ほんだ ゆういちろう)記載

千葉 達(ちば とおる) 022(282)5183

太白区 小野寺 初正(おのでら はつまさ)022(245)6024
し)022(304)5853
022(248)8633
泉区

佐々木 幸士(ささき こう

藤原 のりすけ(ふじわらのりすけ)022(743)3020

岸田 清実(きしだ きよみ)

横田 有史(よこた ゆうし)記載なし

伊藤 和博(いとう かずひろ)022(272)1785

菅原 実(すがわら みのる)022(251)4376

外崎 浩子(とのさき ひろこ)022(218)4783

小野 隆(おの たかし) 022(374)8844

今野 隆吉(こんの たかよし)022(378)2377
石巻・牡鹿

齋藤 正美(さいとう まさみ) 0225(94)2747

ち)0225(23)7414

三浦 一敏(みうら かずとし)0225(94)2297

0225(23)9519
塩釜

本木 忠一(もとき ちゅうい
坂下 賢(さかした けん)

池田 憲彦(いけだ のりひこ)0225(72)2008

佐藤 光樹(さとう こうき)022(367)6287

気仙沼 元吉

天下 みゆき(あました みゆき)022(366)0139

畠山 和純(はたけやま かずよし)0226(22)2048

内海 太 0226(23)5845

境 恒春(さかい つねはる)0226(23)9071
白石 刈田 佐藤 詔雄(さとう のりお)0224(33)3295

安藤 俊威(あんどう とした

け)0224(25)5955
名取

石川 利一(いしかわ りいち)022(382)4941

角田 伊具

長谷川 洋一(はせがわ よういち) 0224(69)2165

多賀城 七ヶ浜
岩沼

太田 稔郎(おおた としろう) 022(382)3666

寺澤 正志(てらさわ まさし) 022(361)6651 仁田 和廣 022(357)4351

村上 智行(むらかみ ともゆき)0223(23)4194

登米 渡辺 忠悦(わたなべ ちゅうえつ)0220(58)2274 只野 九十九(ただの つくも)0225(76)2960
栗原 川嶋 保美(かわしま やすみ)0228(32)7772 長谷川 敦(はせがわ あつし)0228(23)6846
東松島 渥美 巖(あつみ いわお)0225(82)3811
大崎 中島 源陽(なかじま もとはる)0229(77)2350

菊地 恵一(きくち けいいち)0229(21)8766

佐々木征治(ささき せいじ) 0229(56)3543 岩渕 義教(いわぶち よしのり)0229(23)0585
柴田 すどう 哲(すどう さとし)0224(52)3854 高橋 伸二(たかはし しんじ)0224(87)6323
亘理 渡辺 和喜(わたなべ かずよし) 0223(34)8747
宮城 安部 孝(あべ たかし)022(276)9329
黒川 中山 耕一(なかやま こういち)022(348)1727 藤倉 知格(ふじくら ちかく) 022(358)9738
加美 皆川 章太郎(みなかわ しょうたろう)0229(63)6116
遠田 中村 功(なかむら いさお) 0229(45)2139

6･23 緊急集会は 700 名で成功しました！
6 月 23 日の集団的自衛権行使容認に反対する緊急集会は 700 名の参加で成功しました。
提起してから開催まで 10 日余。5･25 大集会に集まった皆さんを中心に、大きな成功を収
めることが出来ました。ありがとうございました。
● 集会では、後藤東陽みやぎ憲法九条の会代表の挨拶の後、以下の代表が発言しました。
①宮城県内九条の会連絡会 ②みやぎ憲法九条の会 ③仙台弁護士会 ④女性団体
⑤労働界 ⑥市民団体

最後にアピールを採択。アピール行進に入りました。

仙台弁護士会は正式に会として参加し、十河副会長があいさつ。みやぎ生協も集団的自
衛権行使容認反対の声明を挙げての参加でした。広い層の反対を示す集会となりました。
● マスコミも注目。
・ NHK は翌日の東北版で詳しく報道しました。
・ 朝日新聞、毎日新聞、河北新報も写真入で報道しました。赤旗は写真はありませんでし
たが、詳しく報道しました。
6･23 緊急集会のスナップで～す。

みやぎ憲法九条の会
〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台ビル 5 階
電話 022－728-8812 ファックス 022-276-5160
URL http://www.9jou.jp/

E メール info@9jou.jp

