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２０１３年・総会議案             (2012 年４月～2014 年３月) 

             

総会・報告と提案      一年をふりかえり、明日を語るつどい 

誕生６６年にして、いま危機にたつ平和憲法 9 条 

        2013 年 4 月 7 日 

        柏市南部「9条の会」 

［1］ 憲法・9条をめぐる情勢 

（１） 超タカ派政権の誕生 

1. 私たちの会＝柏市南部 9条の会＝が発足して間もなく 8年目を迎える今、憲法 9条はかつて

ない危機に立たされており、運動と組織の強化を早急に作り上げることが求められています。全

国各地の 7500を超える 9条の会の組織も私どもと同様活動の強化を図っています。 

2. 昨年末の総選挙で自民党が「圧勝」し、右派・タカ派の 

安倍内閣が発足し、維新の会などをふくむ改憲派議員 

は衆議院議員の三分の二を占めると言われており、 

憲法改悪を強行する体制を整えたと公言しています。 

    自民党の改憲案の中心は、㋑憲法 9条改悪、集団的 

自衛権の行使、国防軍の設置、天皇の元首化、㋺公権 

力者の憲法順守義務を「国民の順守義務に」（＊１）、 

㋩憲法 96条の「３分の１」を「２分の１に」（＊2）であり 

他方では改憲と一体のものとして国民への監視・統制を 

強化するための国家秘密漏えい罪＝秘密保全法や 

国民共通番号制度＝国民総背号制の法制化も進めて 

います。 

（＊１） 

 憲法 99条 天皇又は摂政及び国務大臣、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。 

（＊2） 

憲法 96条 この憲法は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその

承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票におい

て、その過半数の賛成を必要とする。 

２ 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこ

れを公布する。 

 

3. この自民党の「圧勝」は 40％の得票率で 80％台の議席を奪い取る事も出来る欠陥法＝小選

全議員の 89%が改憲賛成 

朝日新聞・東大共同調査

12.12.17 
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挙区制がもたらしたもので、総務省によると先の選挙の死票は全国平均 53％で最大の選挙区

では実に 72％に達しています。過半数を超える国民の意思が議席に反映しない「ごまかしの

数」を力として改憲を強行するのは断じて許せません。 

  さらに、１票の格差は拡大し続け 3 月に広島高裁および岡山支部が選挙無効と断じ全国各

地で「憲法違反・違反状態」の判決が相次ぐなど、現行選挙制度はすべて「違憲」との判決が

出揃いました。 

4. しかし、安倍内閣は先の選挙結果をチャンスととらえ、改憲への方針として ㋑今夏(７月)の参

院選で衆議院選同様に「圧勝」し改憲を確実にする。 ㋺そのために国民世論はすでに「9条改

憲反対」が過半数を超えているとして、「経済・景気」と「尖閣と日本の危機」を選挙争点の前面

に出す。 ㋩「国会発議」を容易に出来るように憲法 96条を改正するとしています。 

とくに、「国会発議」は、衆参国会議員の“総意”に基づく「改憲案」を国民に提案し賛否を求め

るものですが、「総意＝3 分の２以上」を「2 分の１」に変更し、簡単に自民党案を「国会の総意」

に出来るようにしようとしています。 

 

 （２）侵害続く「平和の下で生きる権利」 

    1. 安倍内閣は 3 月 22 日、沖縄県に対し辺野古の埋め立て申請をおこない新基地建設に踏み

切りました。これは昨年のオスプレイの強行配備に続くもので「島ぐるみ反対運動」を続けてきた

沖縄県民の総意をまたも蹂躙しました。これは 「県民の総意」 であっても日米安保＝軍事同

盟が優先するとの安倍内閣の姿勢を如実に示したものです。沖縄の軍事基地強化は緊張感

高まる「尖閣問題」に一触即発の状況を作り出しており、「対立から対話へ、平和的共存へ」 と

訴えている東南アジア諸国の努力に背を向ける行為です。この安倍首相への批判が国際的な

広がりを見せています。ヨーロッパのマスコミから 「保守派がタカ派に変身」「好戦者が台頭」 

と批判・警戒され、アメリカの三つの州議会で 「かつての戦争の肯定、慰安婦問題の否定」 

発言への抗議決議が採択されました。「9 条を変えて軍事国家へ」 の警戒心は海を越えて拡

がり始めています。 

  2. 原発問題で安倍首相は前民主党政権の「将来は脱原発」の方針を見直すとし、すでに原発の

維持・強化に向けた対策が講じられています。「福島第一原発」の現状は「収束」どころか収束

に向けた工事もままならず、その日その日の事故・故障の対応に追われているのが実情です。

放射能汚染物も処理できず放置されています。この原発事故と事故後の実態、被害者の実状、

核ゴミの処分などの現状は「脱原発・原発ゼロ」の選択肢しかありません。 

福島第一原発・廃炉作業中（13.3.20）：朝日新聞から 
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   3. 「日米軍事同盟」の拡充・強化を基本方針とする安倍首相は、より対米従属・依存を強め国民

の声＝民意を無視し強行するでしょう。改憲、軍備・基地強化、原発再稼働そして TPP への参

加など経済面でも従属を深めアメリカに 「日本市場」 を開放しようとしています。 

      民意を無視・蹂躙する強行政治の下にあっても、私たちの課題は「民意を作り広げる」ことのみ

です。ただひたすら愚直に訴え続けることしかありません。 

 

[２] この１年の主な取り組み （2012.4～2013.3まで） 

(1) 1年をふり返り、明日を語るつどい  

      ―― 『今を語り、あすに思いをめぐらして』（総会とトーク・トーク） ―― 

☆3月 25日 光ヶ丘近隣センター   参加者 28名 

☆「9条をめぐる情勢」「活動報告」「今後の活動」「会の運営」「会計」「新しい世話人」などを報告。 

☆「トーク・トーク」では、①自宅の除染や処理は、自分の責任でやらざるを得ない現状があるため、

市や東電を動かす運動が必要 ②会報で良い本の紹介をしたら・・・ ③手賀沼の放射能汚染

で、小魚が食べられなくなっている。 ④平和・9条・脱原発を記載した会報を「親からのひとこと」

ということで、離れた所にいる子供たちに送ろう。などの意見が出されました。 

☆この集会のビラは、光ヶ丘地域を中心に 2,500 枚を各戸に配布しました。数名の会員でない方

の参加がありました。 

 

（２）学習会  小沢隆一先生 

☆なぜ、いま改憲派は平和憲法改悪を急ぐのか 

☆どこを、どう変えるのか 

☆その危険性を考える    

「武器輸出三原則の見直しの危険性」、憲法審査会の「改憲機

運の盛り上げ」「多数派が改憲案提案できる」などの危険性、また、

「本来、国民の人権を守るために、権力者の手を縛るものである」

が、自民党新憲法案は国民に「国家に対する様々な義務」を負

わせる内容で超復古調になっていることなど指摘されました。 

☆地域に 3,000枚のビラを配布、５名の会員以外の参加者があった。 

 ☆7月 14日  リフレッシュプラザ柏  参加者 47名 

  

（３）学習会  山田敬男先生 

 ☆『尖閣・領土問題をとおして日本とアジアの平和を考える』 

   現代史研究者の山田敬男氏の講演会を行った。印象的だったのは

安倍自民党総裁の登場とその危険な狙いの分析でした。それは集

団自衛権行使と 9条 2項を変えての国防軍の創設です。その後の

総選挙の結果は、自民党の圧勝で、まさに山田氏が述べていた通

り 「きわめて危険な内閣」 の誕生となったわけです。 
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☆12月 8日  酒井根近隣センター  参加者２5名 （地域にビラ 2,000枚を配布） 

 

（４）館山戦跡めぐり バスハイク    

☆「ちばコープ柏 平和の会」 と共同企画で実施。 

☆南房総館山の戦跡を見学。 

☆現地到着後、「NPO法人・安房文化遺産フォーラム」の池田氏に、DVDを使って、東京湾要塞の

拠点となった館山海軍航空隊と赤山地下壕との関連、大巌院にあるハングル「四面石塔」とアジ

アの友好、房総里見氏と「里見八犬伝」の世界などを詳しく解説していただきました。 

☆これは、事前学習となったと評判よく、午後の大厳院や赤山地下壕の見学の参考となりました。 

☆10月 17日  参加者 40名 （会員外の人も大勢参加） 

 

   （５） 2012年 かしわ市民憲法集会 

☆池田香代子さんの講演会  『子どもたちが “平和に生きる”ために』 

☆5月 5日 アミュゼ柏  参加者 310名   

☆賛同者 600名 （南部 9条の会から 63名が賛同者に） 

 

（6） 2012年  平和のための戦争展 とうかつ 

☆南部 9条の会は「世界に輝け！ 憲法 9条」 のテーマで展示 

に参加 

☆8月 25日、26日 柏市中央公民館 （来場者延べ 1,000名） 

 

（７） 平和行進 

☆7月 22日  柏市役所からから駅頭宣伝しながら行進、南柏 

公園で流山にリレー。 （柏市南部「9条の会」から 15名参加） 

 

（８） 9の日行動 

☆5/9参加者 7名  ビラ配布 150枚  署名 12筆  

☆7/9参加者 9名  ビラ 200枚  署名 33筆 

☆10/9参加者 11名  ビラ 150枚  署名 46筆  ☆11/9参加者 10名 ビラ 50枚 署名 23筆（反原発） 

☆2/9参加者 11名  ビラ 180枚            ☆3/19参加者 7名  ビラ 150枚 署名 1筆 

 ＊ 『さよなら原発』 1000万人署名市民の会  全国で 800万筆  （柏市「南部 9条の会」ででも取り組み 230筆を集めました。） 

 

（９） 反原発全国行動 

☆7/16 さよなら原発 10万人集会  参加者 17万人  （柏市南部「9条の会」から 20名参加） 

☆毎週金曜日 柏駅で宣伝行動  8/31～3/1まで 26回実施 

 

（10） 柏市南部「9条の会」新春のつどい 

☆13年 1月 18日 増尾駅前 庄屋   参加者 30名 
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（11） 会報・『柏市南部「9条の会」ニュース』発行  （1回 200部作成配付） 

☆4/25 (33号)  8/1（34号）  9/21（35号）  11/26（臨時号）  1/9（36号）  （計 5回） 

 

（12） その他 

☆映画 「1枚のはがき」 上映に協力  11月 28日  （参加者は全体で 1,000名） 

 

 [３]   これからの１年の主な課題  (2013.4～2014.3まで)   

安倍内閣は、「解釈改憲で集団的自衛権の行使を

合法化する。憲法 96 条の憲法改定発議要件を 2/3

から 1/2 に緩和する。憲法 9条第 2項を改定して、国

防軍の創設を盛り込み、日米同盟を強化し、日本を戦

争する国に変える。」 意図であることが明らかになって

きています。 

 また、原発の再稼動、新増設にこだわっています。さら

に、欠陥機の大型輸送機オスプレイの危険な低空・夜間訓練を容認 

しているだけでなく、米軍の普天間基地の辺野古への移転を容認し、 

推進を急いでいます。こうした事態に対し 

☆憲法改悪反対 

☆原発再稼動・増設反対、原発ゼロを！ 

☆オスプレイの夜間・低空飛行訓練やめよ！ オスプレイを撤去せよ！ 

☆普天間基地の即時返還、辺野古への移転反対！ 

☆安保条約の廃棄！ 

を求め、次のような取り組みを展開します。 

 

（1）例 会   

☆勉強会、学習会、催しなどを適宜に開催し、事実を明らかにし、理解を 

深め合い、出来るだけ多くの方に参加していただけるよう創意工夫をこらす 

 

（２）宣伝行動を旺盛に進める 

☆これまでの南柏駅中心から南部地域 （新柏、 増尾、逆井、高柳）に 

広げるよう努力する 

☆地域ごとにポイントを絞って集中的に各戸へのポスティングを行う 

 

（3） 5･5柏市民憲法集会に南部地域から大勢の人を 

誘い、積極的に賛同人になってもらう                                     

 

（４）「憲法改悪反対」「原発なくせ」 等の行動に、柏市内の九条の会との連携を深め、積極的に 

オスプレイ 

増え続ける汚染水：70万トンタン

クを増設予定、2年半で満タン。 

5.5 かしわ市民憲法集会

講演予定 半田滋さん 

「マガ 9対談」から 

参加する 

オスプレイ配備反対・沖縄県

民大会 

10 万 人 以 上 が 集 ま っ た 

12.9.9 
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（５）会員を増やす取り組みを強める 

①地域に根ざしたブロックごとの取り組みを定着させる。 

☆当面は光ヶ丘と逆井・藤心地域の２つに分ける 

☆地域ごとの勉強会、つどい、会費集金などへ計画的に取り組む 

☆会員拡大の計画をたて、分担して取り組む 

②新しい人に世話人になってもらい、会の活性化をはかる。当面女性の参加に力を入れる 

③世話人、事務局体制の充実化、会議の定例化、 運営の充実化を図る 

 [４] 2012年度 会計報告    （１２年３月２６日～ 13年３月３１日）    

収       入 支      出 

前期繰越 36,677 内郵貯 19,200 会場費 11,550  

会費 39,500 〃    500 印刷・コピー 31,016  

カンパ 16,640 〃    4500  用紙代 2,156  

書籍販売等 20,300  文房具 1,188  

その他 24,207  ブックレット 

製作費 

11,000  

   講師謝礼 25,000  

   行事参加費 8,000  

   雑費 8,130  

   小計 98,040,  

   次期繰越 39,284 内現金 35,084 

内郵貯  4200 

合  計 137,324  合   計 137,324  

＊補   足          

・会費 

・ブックレット 

・その他収入  

・ 講師謝礼  

・行事参加費 

54名分 

単価  300円 （製作費  一部 100円） 

映画上映配当 10,000円   学習会資料代 14,100円   その他 

小澤 隆一氏  山田 敬男氏 

憲法集会及びパンフ代   平和のための戦争展 

     ☆予算案は財政を強め、実績を作り上げつつ、世話人会で具体化し、次期総会で承認をうけます。 

 

 [５] 2013年度 新しい世話人 

〇今川マリ子（西山） 〇岩橋能二（南増尾） ◙鎌田 孝（小金） ◙熊谷源治（逆井）  

◙高橋徹也（東中新宿） 〇春山秀雄（つくしが丘） 〇藤巻宏三（藤心） 

〇七海正文(藤心) 〇野村慶三（南増尾） ◙三石晃久（増尾台）  

◙村川五郎（つくしが丘） ◙山田実（西山） ◙渡邉起造（逆井） ◙山脇茂弘（藤心） 

◎竹村憲子（増尾） ◎林芳成（光ヶ丘）  16 名      （◎新任  ◙事務局）    以上       


