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柏市南部 9条の会世話人・事務局 

 

「九条の会」《井上ひさし、梅原猛、大江健三郎、小田実（０7/7/30 亡）、加藤周一（08/12/5 亡）、澤地久

枝、鶴見俊輔、三木睦子  /  事務局長小森陽一》は、04.６.10、「憲法 9条を守るという一点で手をつな

ぎ、改憲を許さないための行動に立ち上がろう」とアピールを発表し発足しました。 

このアピールを支持して、柏市南部地域でも、05.5.3 アピールを発表し、「申し合わせ事項」を決め、「柏

市南部 9条の会」を立ち上げました。    

 

9条をめぐる情勢  

（1）改憲反対の意見が改憲賛成を逆転。9条改正反対は 60％  （読売新聞「世論調査」4/8） 

 

 

）読売新聞は81年から、憲法問題の世論調査をやっていて、9１年の湾岸戦争直後、政治家、マスコ

ミが「国際貢献すべき」の大キャンペーンをやった。その中で、憲法改正賛成が増え 

2004年に改憲賛成は 65％で最高を記録した。93年以降、ずーっと、反対を上回って昨年まで 

続いてきた。 

ところが、2004年には「九条の会」が出来、それ以降、草の根の運動で、9条の会が大変な勢いで増え

てきた。それに連動する形で、読売の調査でも 05 年から連続的に改憲反対がどんどん増え、去年＇07



年（の調査で改憲賛成が過半数割れを起こす。 

そして 08年は遂に 15年ぶり＇93年の世論調査から（に逆転するという変化が出た。 

（朝日新聞の調査(5/3)でも、9条改定反対が 66％、賛成が 20％、圧倒的差をもって 9条改憲反対が、上回っている。） 

 

（2）イラクでの航空自衛隊の活動は憲法違反 （名古屋高裁 4月 17日判決 5/2確定）  

判決は、「子どもたちを含む民間人を多数死傷させ、民家を破壊し、都市機能を失わせ、深刻な被害を

生じさせている」と大義名分のないアメリカのイラク戦争の実態にせまり、また「国の戦争の遂行、武力の

行使等によって、個人の生命、自由の侵害、戦争等による被害や恐怖に曝されたり、戦争の遂行への

加担・協力を強制されるような場合には、裁判所に対し差止請求や損害賠償請求等の方法により救済

を求めることができる場合がある」と平和的生存権＇具体的権利性（を認めていること、更に、従来政府

がとっている「多国籍軍の武力行使と一体とならなければ、憲法上は許される。」という見解に対し、航空

自衛隊のイラクでの空輸活動は、「それ自体は武力の行使に該当しないとしても」、多国籍軍との密接な

連携の下で、戦闘行為がなされているバグダッドなどに、多国籍軍の戦闘要員を定期的かつ確実に輸

送している」と憲法解釈の歪みを指摘している。 

 

（3）9条世界会議の成功裏に終える。（5月４，５，６） 

   世界各国から、２万人を超える人々が集まり成功裏に終わった。 

   初日の全体会は、池辺晋一郎氏の指揮で「ねがい」の大合唱に始まり、北アイルランドのノー 

ベル平和賞受賞のマイレッド・マグワイヤ、ハーグ平和アピールのコーラ・ワイス、雨宮処凛、高遠 

菜穂子、浅井基文など各氏、イラク、アメリカの元兵士の話など熱気につつまれた。フィナーレの 

加藤登紀子の「百万本のバラ」は、会場いっぱいの大合唱になり、夜 10時 30分まで続いた。  

 

（4）５/30 : クラスター爆弾禁止条約締結 

「日本も全面廃棄へ」と報道されたが、実際には丌発弾の残らないものに改良し、所有は続けると言わ

れている。 

 

（5）8/29～8/31の戦争展 ： 東葛 4市は後援拒否 （改憲派への行政の配慮?）  

     ・「世界に輝く 憲法 9条」のテーマで写真と歴史年表展示で参加 

 

（6）9/1 ： 福田首相突然辞任表明  

（7）9/22 ： 麻生総理誕生   

 

(8)  10月：田母
た も

神
がみ

（元航空幕僚長）論文問題表面化 

・政府見解に反し「侵略戦争は濡れ衣」と主張。 

その後も、テレビなどで「集団的自衛権」などでも持論を展開している。 

 

（9）11/24：「九条の会」全国交流集会 

    ・全国で 7294（前回比＋493）、様々な分野の 9条の会誕生 

    ・九条の会からの訴え    

① アピール賛同の輪を広げ、「9条改悪反対」「9条を生かそう」の圧倒的世論を！ 

② 職場、地域、  学園で大小無数の集会を！  



③  すべての「小学校区に 9条の会を！」 

 

（10）12/12： 新テロ特措法改正法案国会通過 

   ・09年 1月 14日 期限切れになるインド洋での給油活動を 1年延長する改正法案が成立。 

 

（11）09.1/28日：政府は海上自衛隊に対しソマリア沖派兵準備を発令 

・ 3/14海上警備行動を発令、海自護衛艦 2隻の派遣を強行した。派兵新法を国会へ提出。 

    ・本来、海賊取り締まりは司法警察権を持つ海上保安庁が行うべきものであるにも関わらず、政府は

自衛隊を派遣し、海上警備行動、危害射撃を認めるなど、海外での武器使用基準を大幅に緩和

している。＇恒久派兵につながるのでは…（  
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活 動 経 過 

「憲法九条を守る秋田県市町村長九条の会」 

「憲法九条を守る秋田県市町村長九条の会」が８月５日、結成された。 

（呼びかけ人） 

千田謙蔵（元横手市長） 西成辰雄（元十文字町長）  木村實（元小坂町長）  松橋久太郎（森吉町長）他４名 

（賛同者） 

鈴木俊夫現湯沢市長ほか１８名の現・元首長が賛同している。 

「憲法九条を守る首長の会」（宮城県） 

「憲法九条を守る首長の会」を結成しました。憲法九条を守もりましょう！ 

県内１４名の首長経験者は、２００８年２月８日記者会見し、「憲法九条を守る首長の会」を結成したこと、宮

城県民のみなさんと首長経験者（現、元）のみなさんに「憲法九条を守もりましょう」とするアピールを発表し

たことを明らかにした。 

（呼びかけ人） 

川井貞一（元白石市長）  鹿野文永（元鹿島台町長）  大関健一（元栗駒町長）狩野猛夫（元松山町長）  

桑折智夫（元岩出山町長）  菅原 雅（元気仙沼市長）武山仁治（元松松島町長）  中川俊一（元古川市長）  

松村行衛（元七ヶ宿町長）  森 久一（元山元町長） 

●2月 16日：中川昭一財務大臣の酔いどれ会見  

①6000 万円も使って・・・。バチカン美術館で、美術品に触れたり、立ち入り禁止区域の立ち入りするなど

の破廉恥な行為・・・。 

②こんな、破廉恥な人は、「核武装論」「憲法改正強硬派」「集団的自衛権の明確化」「人権擁護法案に強

く反対」を主張する超タカ派。また、「歴史教科書問題をめぐる報道機関に対し、ヤコブ病で脳がスポン

ジ状態になっていて思考が停止している」と発言したり、「2005 年、NHK 番組改変問題に関与したと報

道」されるなど、私たちの気持ちを逆なでする行動が多い。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%9A%84%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E5%95%8F%E9%A1%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%84%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A4%E3%82%B3%E3%83%96%E7%97%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E7%95%AA%E7%B5%84%E6%94%B9%E5%A4%89%E5%95%8F%E9%A1%8C


（１）第 19回 （4/26 光が丘近隣センター）参加者：32名 

「総会・落語・トーク＆トークの集い」 

・総会議事  

・落語：橘家扇三さんの「長屋の憲法談議」 

・トーク＆トーク 

 

（２）第 20回 （7/6  南部近隣センター）参加者：34名 

   「憲法をめぐる情勢と海外派兵恒久法」と題して現代史家で労働者教育協会会長の山田敬男さんの講

演会で学習した。 

 

（３）第 1回うたごえ喫茶 （７/20 光が丘近隣センター） 参加者：30名  

 

（４）平和のための戦争展 （8/24～8/26 中央公民館） 

・「世界に輝く憲法 9条」のコーナーを担当。 

「廃墟から生まれた平和憲法」というテーマで、写真構成により、終戦から今日までの平和 

に関わる歴史を展示した。＇写真は朝日新聞から借用（  

 

（５）第 21回 （10/26  光が丘近隣センター）参加者：47名 

「名古屋高裁イラク派兵違憲判決と海外派兵恒久法」について、慈恵医大の小沢隆一教授の話を聞

いた。判決は、大義名分のないアメリカのイラク戦争の実態にせまり、また平和的生存権＇具体的権利

性（を認めていること、更に、従来政府がとっている「多国籍軍の武力行使と一体とならなければ、憲

法上は許される。」という見解に対し、航空自衛隊のイラクでの空輸活動の見解にも反すると憲法解

釈の歪みを明らかにした。 

 

（６）第 22回 （09/2/１ 光が丘近隣センター）参加者：49名 

   「春と平和をよぶ第 2回うたごえ喫茶」 ＇東葛合唱団「はるかぜ」の応援を得た （ 

・「平和への思いを語る」  ＇長崎のこと：朝長さん、 東京大空襲・吾妻橋へ逃げる：小林さん（ 

 

（７）９の日行動  （毎月 9日に南柏でビラ配布、署名、リレートークを行っている） 

 

（８）その他 

① 南部地域の「9条の会」の活動 

○西山地区グループ 

第一回 08.3.23 「戦争体験を語る」 水口さん 参加者：32名 

第二回 08.6.15 「後期高齢者医療制度について」 宮田さん、「9条世界会議の報告」児玉さ

ん、「日本の軍事費」橋野さん 参加者：１８名 

第三回 08.9.28 「恒久派兵法」福田さん 10名 

第四回 09.3.8  「憲法 9条と私」井川さん 参加者：15名   

○中原地区グループ 

    08.5.11 第一回「親と子の良い映画を観るつどい」 参加者：15名 

            『そして、トンキーも死んだ』のビデオ上映 

・09.２.11 第二回「親と子の良い映画を観るつどい」 参加者：17名 



              『はだしのゲン』のビデオ上映 

○さかいね 9条の会・ 

       ・５回の通信を発行し、多くの地元の商店オーナー、店長などの賛同を得て、活動を進めてい

る。 

   ② 新年会（09.1．19 庄屋増尾店）18名参加   

・18名参加、意見交換をした。 

③6/22かしわ 9条の会例会・市内９条の会交流会 

④戦跡（浅草、隅田川言問橋）、見学東京大空襲資料センター見学 

 

今 後 の 活 動 

○3回～4回の南部地域全体を対象とした例会の実施。＇講演、学習会、催ものなど（ 

○地域での戦争体験を聞く集い、ＤＶＤ・テープを鑑賞するなどの小規模な勉強会。 

○国会での憲法調査・審査は、現在開始されていないが、「新憲法制定議員同盟」＇会長：中曽根康弘（

は、9 条の会に対抗して「地方の拠点」作りを進めている。私たちは「９の日行動」での署名、ビラ配

布、その他の行動を引き続き積極的に進める。 

○会員、理解者の拡大 ＇茶のみ話に憲法を！（ 

   ○「会員の戦争体験、戦後体験、平和への思い」の収集、 

 

 

会 の 運 営 

○運営  ： ６名の事務局を含む 13名の世話人で運営している。 

○構成 ： 個人の会員制  

○財源 ： 会員の年会費＇年度は 4 月から翌年 3 月、一人 1000 円（とカンパで、物品販売等でまか

なっている。 

○ニュースの発行と配布 ： 世話人会が「例会ニュース」＇会報（と情勢や行事をお知らせする 

「通信」を随時発行し、世話人、協力員が手分けし全員に配布。 

○世話人会の活動 ：   ①例会の計画と総拢  

②宣伝活動：駅頭宣伝、地域へのビラ配布などの計画と実施 

                   ③かしわ 9条の会、その他の 9条の会との交流     

④会員への情報提供活動            

                 

検 討 課 題 

○会員から年会費の徴収について 

○世話人の増員 

以上 

 


