
                 

[１]憲法９条をめぐる情勢 

2015年 6月の衆議院憲法審査会で(2015/6/4) の与党推薦のすべての参考人の先生方、また元最高裁判所長

官、ほとんどの憲法学者・弁護士及び全国各地の弁護士会が憲法違反を主張し、国民の多くが反対する中、安倍政

権は、2015年 9月 19日安保法制（戦争法）を強行成立させました。集団的自衛権行使を認め、地球の裏側まで自

衛隊を派兵できるようにする内容が含まれています。 

7月の参議院選挙で改憲勢力が大勝し、衆参両院で改憲勢力が3分の2を占め、明文改憲発議が可能な状態にな

ってしまいました。 

安倍政権は、一次安倍内閣で教育基本法を改悪し二次以降、矢継ぎ早に自衛隊法の一部変更、国家安全保障

会議の設置、特定秘密保護法の強行成立、さらに集団的自衛権行使容認を閣議決定し戦争法を強行成立させるな

ど憲法９条を崩し戦争できる体制へとまっしぐらに進んできました。去る11月には南スーダンPKOへ派遣する次期自衛

隊要員（350人）に「駆けつけ警護」「宿営地の共同防護」の新任務を付与し、殺し殺される戦場の出現が現実のもの

になってきました。 

 

（１） 15.4.27 新日米ガイドライン 

共通の戦略目標をもって、アメリカと肩を並べて一緒に戦争するという憲法と矛盾した状況になっています。  

（２） 15.5.5 米、オスプレイ24機日本配備済。 

日本政府、２０年までに1７機配備方針決定、5機分16年予算措置） 

（３） 15.5.19 防衛装備庁新設法案決定（武器輸出加速）    

（４） 15.5  安倍首相、お試し改憲をほのめかす 

（５） 15.6.4 安保法制は違憲ーー憲法審査会で 

  与党推薦３人の憲法学者全員が指摘 

（６） 15.6.25 安保法制審議入り 

（７） 15.9.19 戦争法制強行成立 

（８） 15.10  ２０００万署名呼びかけ  総がかり実行委員会 

（９） 16.7.10 １４年１２月の衆議院選に続き、参議院選挙で改憲勢力が３分の２を獲得   

（１０） 16.11.15  南スーダン派遣の自衛隊への「駆けつけ警護」の任務付与、閣議決定、11月18日には、稲田防

衛大臣が次期交代要員（３５０人）に「宿営地の共同防護」「駆けつけ警護」の新任務を付与命令、今後順次

派遣されます。 

 

[２] 201５・4 ～ 201６・１２までの主な取り組み 
 

(1) 「総会、講演と対話・交流の集い」                          ➡ 

2015年 3月 29日、光ヶ丘近隣センターで、1部：総会、 2部：記念講演（山田敬男

さん「戦後 70年 今の時代をどう考えるか」）、3部：意見交流の内容で開催しました。 

開会前には小山さんのアコーデオン、高橋さんの歌唱指導で合唱。 

総会では、渡邉代表が情勢、実施事項、今年度の計画、新世話人の提案・紹介、村川さんが会計報告しました。 

・教育基本法改定(2006.12.15) 

・自衛隊法一部改定海外任務を本来業務へ、防衛庁を省へ格上げ （«） 

・国民投票法（2007.5） 

・国家安全保障会議を設置（日本版NSC）（2013.12） 

・特定秘密保護法（2014.12） 

・集団的自衛権行使容認を閣議決定（2014.7.1） 

・戦争法強行（2016.9.19）        【強行された主要な法律等】 
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渡邉代表から、今後、1 年～1 年半、憲法を変えてしまうのか、その手前で止められるかの正念場を迎える。自民

党はいきなり9 条を変えるのは難しい。環境権・緊急事態条項など、公明党などと妥協できるものをとりあえず変え、

『国民の改憲なれ』を狙い、その後9条改悪などをめざす2段構えでやってくるだろうが、「憲法守れ、戦争をしてはダメ

だ」 の声は非常に大きい。地域でも改憲反対の強い考えを一つにまとめて行こう と反対行動の重要性・緊急性を訴

えました。  参加者 ： ２７名 

（２）戦争法廃止のため、いま出来ることなどを話し合う集い  （『語りと学びの集い』 ） 

2015年11月22日、28日、宗 みなえ弁護士、井

上圭一土浦市議（共産党・自衛隊OB）を講師に地

域の集いを開催しました。個人がそれぞれ意思表

示した戦争法案反対の運動は、シールズなどの若

者が積極的に運動を盛り上げ、私たちも力強い励ま

しを得ました。大きな運動の後、挫折や失望などに

陥ることなく、「戦争法廃止」のため次のラウンドに取り組むために、集いを開催しました。参加者・延べ４６名。 

（3）「かしわ市民憲法集会」 開催  

☆２01５ かしわ市民憲法集会  5月 3日 アミュゼ柏  2015年かしわ市民憲法集会が 

・開催されました。柏市内在住のヴァオリニスト西尾優子さんのアメイジンググレースなど 

馴染みの曲で、心が洗われるような集会の開会。 

・「子どもたちが平和に生きられるために」と題するアーサービナードさんの講演は、日本国 

憲法は過去、戦争に参加させない力を持ってきた 生きたすばらしい憲法であること。 

「9条があるから戦争はだめ」 のように、境目を明確にして来たが、安倍総理はアメリカへの 

従属を約束しアメリカとの境目も無くしてきている。アメリカの戦争に金も出し兵士も出すこと 

になる。などと日米軍事同盟の危険性を指摘。辺野古を認めると「アメリカの要求に 

応えなければいけない次」がある、と警告も。 

☆２０１６年 憲法集会  ５月３日（火・祝）憲法記念日 ・柏市民文化会館大ホール 

・オプニングステージは、「よさこい柏紅塾」で、開幕。 

・講演：浜矩子さん（同志社大学大学院教授）は、安倍首相が 2015年4月アメリカ議 

会で演説。 「アベノミクスの効果が出れば、「国防予算を増加する」と、強い経済 

で、富国強兵路線を約束するなどのアベ路線の異常を「アホノミクス」と名付け批判しました。 

（4）平和のための戦争展 

☆『平和のための戦争展 とうかつ 201５』  2015.8.21～23  中央公民館 

＊記念講演：８/２２(土)   半田滋（東京新聞論説・編集委員）「日本は戦争をするのか」 

＊柏市南部９条の会は展示で参加しました。 

☆『平和のための戦争展 とうかつ 2016』  2016. 8月 19日～21日  中央公民館 

＊「戦後 70年を経た今、平和憲法は危機に直面しています。あらためて、現行憲法の素晴らしさに確信を持と 

う」 をメインテーマに、現行憲法と自民党改憲草案を対比して、展示参加しました。 

＊「鈴木奈々、山田洋次、仲代達矢、尾木直樹、茂木健一郎さんなど芸能人の戦争法強行成立についてのコメ 

ントから、子どもに憲法の話が出来た」 などの意見が寄せられました。 

（5）平和行進 

☆15年７月１８日 平和行進 柏市役所～柏駅～西口公園まで行進、流山市のグループにバトンタッチしました。 

☆16年7月23日 昨年と同じルートで、柏市南部「9条の会」から12～13名参加 

（6） 「ピースパ レード   We love peace」   16年 5月 22日  
  ☆柏・西口公園(集合) 〜 柏駅東口 まで、思い思いのメッセージボードを掲げ行進しました。 
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      ◉私たちは、戦争につながる事には絶対に反対です。 

（７） 9・19の日行動 

南柏駅、柏駅東口などで、13回にわたって、約1,000枚配布、延べ130筆署名を集めた。 

（8） 署名活動 

 ☆ 安全保障法案「廃案」を求め、署名活動に傾注。 15年7月、取り組みを会員に呼びかけました。 

＊国会質疑では参考人の著名な憲法学者がそろって「安全保障法案は憲法違反」と表明しました。また、衆院特別委員会では元内閣法 

制局長官も戦争法案を厳しく批判しました。日本弁護士連合会は戦争法案に反対する意見書を発表しました。「安保関連法案の廃案を 

求める声明」に学者、研究者の賛同が14,000人を超えて、広がりました。また、地方議会での戦争法案「廃案」や「慎重審議」を求める意 

見書は全国で２６５議会を超えました。全国各地でかつてない共同のひろがりで大集会が開催され、地域から「戦争法案ノー」の声がわき

起こりました。 

☆15年7月以降、戦争法案反対の署名を呼びかけ、15.9.19戦争法強行成立後は、「５野党合意」を力に、「戦争 

法廃止、2,000 万人署名」のとりくみを強める文書で再度訴えました。（託された署名３３２筆は7月14日国会へ） 

（９） 戦争法反対行動 

☆15.8.30 国会集会 

☆15.9.19 柏駅頭集会 

☆16.9.19 柏駅頭、国会集会 

（10） 柏市南部「9条の会」新春のつどい 

☆新年会 １月 22日（金）18時～  増尾の松栄軒で行いました。参加者 30名 

（1１） 会報・『柏市南部「9条の会」ニュース』 発行  （1回250部作成配付） 

第4４号 201５年 ５月８日発行  緊急号 201５年 ７月31日発行   第45号 2016年 1月 1日発行   

   緊急号 201６年 ３月１０日発行 

 

[3]これから1年の主な課題（2017.1～2017・12まで） 
11 月中旬、中断していた衆参両院の「憲法審査会」が再開され、年始から改憲に向けた動きが激化するでしょう。

安倍首相は 「わたしの任期中に改憲を達成」 と公言し自らの総裁任期の延長を図りました。これを支え強める 

ために 「1月総選挙」 の動きも出るなど情勢は激しく動く可能性があります。 

南スーダンへの自衛隊派遣では、武器使用を可能にした「駆けつけ警護」の任務付与により戦争の危機も迫って

います。来年度予算では膨張し続ける戦費捻出のため、年金削減、医療・介護制度のさらなる改悪が提案されます。 

イギリスのEU脱退に続いてアメリカの次期大統領にトランプ氏が当選するなど、先進資本主義の国々で富の偏

在・賃金格差の拡大の不満が増大する一方で自国中心主義、排外主義・人種差別があらわになるなど、いま何か

が起こり動き始めています。 

アメリカへの従属を限りなく深めている日本、私たちの平和と生活はどうなるのでしょうか。これからの一年、状況を

みんなで読み解きながら行動を共にすることを目指して「対話と行動」に力を注いでいきたいと思います。 

みなさん！ ひとつひとつ、出来ることから始めましょう。 

（１） 例 会 

① 地域での「懇談会・つどい」を開催し、対話の“輪”を広げます 

 ァ）「9条」だけでなく、憲法にかかわる諸問題も広く取り上げます 

ィ）開催地・場所は近隣センター（光が丘、酒井根、藤心、南部、増尾など）とします 

ゥ）開催地周辺に「お誘い」のビラを配布します。みなさんのご協力をお願いします 

ェ）各地域で最低年間１回、全地域対象のつどいを１回の開催を目指します 

（２） 宣伝行動 

①会報「南部９条の会ニュ－ス」を年４回発行します 

ァ）内容 a）行動、催事、「懇談会・つどい」等の予告と結果報告内容 

b）情勢の報告、皆さんの「思い」の投稿など 
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ｃ）体の不自由な会員の方も、意見交換の場として紙上参加していただくことを検討。 

ィ）他の団体・個人が発行した「憲法」に関わるビラや資料は、世話人会の確認を得て皆さんに配布します 

② 9 の日行動、１９の日行動は今後も継続する。 

③「つどい」の宣伝を、点からさらに面に広げて行く。さらに声掛け・ホームページの活用など効果的な宣伝方法も

検討する 

（３） 署名活動 

① 憲法・原発・沖縄に関わる署名、ヒバクシャ国際署名（ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署

名）や「９条の会」、総がかり大行動などの統一署名に取り組みます。 

② 署名の目的を明確に訴え、メリハリのある活動を進めます。集約担当を決め、確実に要請先に届くような体制を

整えます。 

③署名の内容については、世話人会で検討・確認したうえで取り組みます。  

（４） 連携・連帯 

①第8回目を迎える「2017かしわ市民憲法集会」を大きく成功させるために努めます。 

（5月3日、柏市民文化会館、講師：木村草太さん） 

② 毎年8月に開催している「平和のための戦争展」に今年も参加し、「憲法＝平和と戦争」のコーナーを担当します。 

③市内での共同行動（ピースパレード、戦争展、統一ビラ配布、抗議集会等）、 東京で開催される全国規模の 

集会に参加します。市内の諸団体・個人との共同・連帯の活動を強め「憲法まもれ！」の声が市内に広がるように

努めます。  

（５） 引き続き会員を増やす努力を強めます。特に参加者との交流を深めます。 

（６）10 周年記念行事 は検討中です。 

 

 [４]柏市南部９条の会・会計報告（15年4月1日～16年3月31日) 

会費納入   50名  （内 16年度分前納 22名  17年度以降前納） 

カンパにはホームページ プロバイダー料 3,240円を含む 

 

[５] 2017年 新しい世話人     ◙(事務局） 
〇今川マリ子（西山） ◙鎌田孝（小金原） ◙熊谷源治（逆井）  ◙鈴木雄滋(藤心）◙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）  ◙上野捷悦（増尾台） 

〇竹村憲子（増尾）  ◙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）  1５名    

                           

収    入 支    出 備    考 

前期繰り越 72,744 内郵貯 1,4200 会場費 17,330 世話人会.・学習会等 

会費 40,000 〃   500 印刷・コピー 31,849 チラシ・ニュース等 

カンパ 60,648 〃   4,500 用紙・文具 16,767 印刷用紙・インク等 

冊子販売 5,800  行事参加費 6,000 戦争展・憲法集会 

   講師謝礼 42,000 山田・宗・井上各氏 

   その他 9,863 HP利用料・冊子製作費等 

   小計 123,809  

   次期繰り越し 55,383 現金 36,183・郵貯１９，２００ 

合 計 179,192  合 計 179,192 現金 36,183・郵貯１９，２００ 

◎資料やその他ニュースは、ホームページにも掲載しています。『柏市南部「9 条の会」』で検索、アクセスできます 
 
◎私たちの柏市南部「9条の会」は会費で運営しています。会費の納入にご協力ください。 

 

４ 


