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２０１4 年・総会議案             (2013 年４月～2015 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 

       2014 年 3 月 30 日 

        柏市南部「9 条の会」 

[１] 憲法９条をめぐる情勢 

    「最高責任者は私だ」と、憲法解釈の変更を総理大臣が自由にやれるかのような発言をし、時の 

政府の行為を縛るという立憲主義を否定、憲法解釈を変更し地球の裏側まで自衛隊を派兵、 

武器輸出三原則を緩和し紛争国への武器輸出、報道機関への人事介入や靖国神社参拝を強行し 

太平洋戦争を自存自衛の戦争と歴史の書き換えなどをもくろむなど、第二次安倍内閣になって 

から、平和憲法の危機が一層進んでいます。 

 

（１）平和と民主主義――戦後最大の危機 

☆２０１２年年末の衆議院選で、４０％の得票で８０％の議席を得るという欠陥選挙制度のもと、自民党は

圧勝し、第二次安倍内閣が発足して１年余の間、政府・与党は、「４年近く国政選挙がない」ことを好機

ととらえ、かつてない異常事態を進行させています。 

（2013年 7月参議院選で自公政権が過半数を得、ねじれ国会を解消したことで、さらに勢い付いています。） 

☆法制局長官、各審議会、NHK 人事など、周りを自分と同じ考えの人で固め、民意とかけ離れた「異常政

権」は、数の力にものを言わせ、暴走に次ぐ暴走を繰り返しています。 

 ☆政府与党は、「欺瞞の議席数」を力に、憲法の解釈改憲、歴史認識を変える教科書の押しつけなどや、

公約にない政策も次々に強行採決していますが、「みんなの党」「維新の会」などの野党は「力」に迎合

し、翼賛体制化に手を貸す補完政党となっています。 

  

（２）なりふり構わぬ改憲への執念 

☆安倍首相・自民党は、改悪のためなら手段選ばず、何としても改憲をしようと、９６条の国会の発議要件 

（＝総議員の三分の二を二分の一） のハードルを低くすることを企みましたが、改憲派の学者、文化人

からも、立憲主義を破壊するものとして、反対や強烈な批判が巻き起こりました。安倍内閣としては初め

て窮地に立たされましたが、「従来の 9 条の解釈」を変更して、集団的自衛権行使容認や武器輸出三

原則緩和を進めようとしています。兵器製造企業や原発企業の幹部を引き連れて活発に売り込みのた

めの外遊をしています。 

 ☆「『集団的自衛権行使の容認』のために、9 条の解釈変更は、絶対多数を持っている今を逃したら、出来

なくなる」（石破幹事長） と、日本を「戦争できる国、する国」へと暴走しています。「軍事力で人を殺さ

ない」 日本ブランドを放棄しようとしているのです。 

 ☆同時に、２０１２年４月発表した「自民改憲草案」を基本に、草案の「軍法会議設置」「緊急事態条項」と

の関連法として特定秘密保護法を突如強行成立させました。さらに草案の実質的先取りの法制化を提

案すべく準備しています。 

 ☆また、福島第一原発の汚染水問題は、収束どころか危機は拡大・深刻化しています。この事態に安倍首
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相は何もしていません。その一方で、原発事故の原因が解明されないまま、再稼働、輸出に懸命です。 

 

（３）運動の広がり 

☆秘密保護法強行成立に対しては、突如提案されたこともあり、反対運動は大幅に立ち遅れ、後半になっ 

て各界の幅広い反対の声が高まりましたが、年末に強行採決されてしまいました。怒りは廃止運動に引 

き継がれています。9条の会では、秘密保護法の強行採決に対し、集会への参加、署名活動、居間か 

らでも出来る FAXやメールによる「要請・反対の意思表示」を呼びかけ、その輪は広がって来ています。 

☆「異常政権・異常国会」を変えるのは、国民の運動の盛り上がり、批判世論の高揚、署名運動の広がり

などにかかっています。 

☆この間、沖縄・名護市長選で基地反対派の稲嶺すすむ氏が勝利するという明るいニュースがありました。 

 

[２] この１年の主な取り組み（2013・4 ～ 2014・3まで） 

(1) 1年をふり返り、明日を語るつどい  ２０１３年４月７日 

――『今を語り、あすに思いをめぐらして』（総会・報告と提案）―― 

☆4月7日、光ヶ丘近隣センター実施しました。参加者25名 

総会では「憲法・9条をめぐる情勢」、「この一年の主な取り 

み」、「これから一年の主な課題」、「会計報告」、「新しい世 

話人」など報告しました。 

☆「これから一年の主な課題」では、憲法改悪阻止の差し迫っ 

た情勢に見合った「会員拡大」のため、地域に根ざしたブロッ 

クごとの取り組みを強化すること、計画を立て分担して取り組 

むことなどを報告・提案し理解を得ました。 

☆明日を語るフリートークでは、次のような意見が出されました。 

① 子どもたちが、戦争・平和、9条が理解できるような活動をする必要がある。 

② 遊びでも、学びでも様々な制約があり、子どもの権利が保証されていない。無権利の子どもたちが大

人になっていくことになる。 

③ 9条の会でもツイッターなど IT機器を活用すべきではないか 

④ 元自民党の幹部さえ、現憲法について 「誰も変えなければいけないような不都合はない、平和、権

利、民主主義など、ある意味で定着している」 などの意見を述べている。  

（２）『語りと学びの集い』を緊急に開催！ 

☆6月 29日と 30日、３会場で、『なぜ いま平和憲法を変えるのか? 自民党案は どこをどう変えるの 

か？ どうなってしまうのか？』 をテーマに、『語りと学びの集い』を緊急に開催しました。  

☆各会場とも渡邉代表から、自民党の憲法草案の問題点を分 

かりやすい解説、活発な意見交換が行われました。 

＊第一会場＝東中新宿町会会館 6月 29日（土）  ３１名 

＊第二会場＝増尾近隣センター６月 30日（日）   １５名 

＊第三会場＝リフレッシュプラザ柏６月 30日（日）  ２５名 

☆三会場、同一テーマ、同時開催は初めての試みで、11,000 

 枚のビラを各戸配布しました。 

☆改憲への関心は高く、合計 72名 (会員でない方 29名)の 

東中新宿町会会館で 
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参加がありました。 

（３）『語りと学びの集い』 第２弾  10月 27日  酒井根近隣センター 

☆「国家安全保障会議」（日本版ＮＳＣ)、「特定秘密保護法案」を、政府与党が憲法９条改憲に先行して 
法制化する危険なたくらみであることが明らかになる中、緊急に『語りと学びの集い』を開催しました。  

☆テーマは、『いま平和憲法が危ない！「なぜ いま平和憲法を変えるの！? 自民党が暴走を始めまし 
た。自民党が考えている改憲草案とは・・・」 

☆西山、酒井根、青葉台地区など、酒井根近隣センター周辺を中心に 4,000枚の案内ビラを各戸配布 
しました。初めての方を含め参加者は 31名でした。「特定秘密保護法案」の問題点が、メディアなど 
で、次々に明らかになるという情勢変化のなか、話し合いは「特定秘密保護法」に集中しました。 

 

（４）「2013 かしわ市民憲法集会」 開催  

☆５月５日、アミュゼ柏クリスタルホールで２０１３年の憲法集会が開催されました。 

☆今年は、半田滋さんの講演に先立って、「マカナ・アロハ・ゴスペルフラ」のみなさんが「ゴスペルフラ 

愛の贈り物」を踊ってくれました。  

☆東京新聞論説委員兼編集委員の半田滋さんの講演では、安倍首相は２００６年 12月には、教育基本 

  法改変、自衛隊法の一部改悪し防衛庁を防衛省への格上げと海外活動の本来任務化し、07年 5月 

  には国民投票法を成立させましたが、今度はルールを変え、9条改憲などを可能にするため、憲法 96 

  条の発議要件を国会議員の「３分の２」から「2分の１」にハードルを下げようとするなど、憲法改悪に執 

  念を燃やす安倍政権の危険性が指摘されました。 

☆憲法集会参加者は、全体で３６０名（南部「９条の会」では７２枚）でした。 

 

（５）『平和のための戦争展 とうかつ 2013』 が行われました。 

☆8月 31日、9月 1日、中央公民館で『平和のための戦争展とうかつ 2013』  

が行われ、柏市南部 9条の会は「世界に輝け！憲法 9条」 の展示コーナー 

を担当しました。 

☆ ☆新聞にも報道された吉野山隆英さん（語り部）の東京大空襲の絵画とお話しは 

新企画でしたが、参加者に大きな感動をあたえました。今年は 2日間だったに

もかかわらず、延べ 1000名を超える参加者がありました。 

（６）平和行進 

☆7月20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10名参加 

 

（７）9の日行動 

☆４/9  参加者7名 ビラ配布150枚 署名５筆    ☆５/9 参加者7名 ビラ配布200枚 署名１６筆 

☆６/２７ 参加者６名 ビラ配布１００枚署名６筆    ☆7/9 参加者８名  

☆８/9  参加者７名 ビラ220枚 署名26筆（9条） 10筆（原水爆禁止） 

☆９/9  参加者６名 ビラ106枚 署名11筆（反原発） ☆10/9  中止   

☆特定機密保護法案反対 

・11/9 スラッシュ9 参加者７名 ビラ １００枚 署名１３筆  

・11/17 参加者 ８名 ビラ 130枚 署名18筆    ・１２/19 中止 

 

 

 

   東中新宿町会会館

で 

お話し中の吉野さん 

東中新宿町会会館で  
 

・1/9   参加者 7 名 ビラ75枚 署名11筆    ・2/19  参加者8名 ビラ80枚 署名 7筆 

・3/19  中止                       ＊会が集約した署名は合計で約 250 筆でした。 
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（８）特定機密保護法案反対に反対するたたかい 

☆特定機密保護法案について、会員と協力者に対する行動呼びかけなどのビラ配布  ２３０部 

☆FAX、メールによる要請・抗議の意思表示をするよう会員や協力者によびかけ、数名の方から実施 

報告があった。 

☆南柏駅頭宣伝  

   ☆ １１/２１ 日比谷野音集会  １万人 

 

（９）反原発全国行動 

☆毎週金曜日、柏駅で宣伝行動  2012.8/31～2014.3/21まで80回実施 

   ☆ ３/９  日比谷野音集会・国会要請行動  ３２,０００人 

 

（10）柏市南部「9条の会」新春のつどい 

☆14年 1月 25日 増尾駅前庄屋  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） 

☆5/25 (37号)    ☆7/31（38号）   ☆1/1（39号） 

☆臨時号 6/10 11000枚  ☆10/14  3000枚          計 5回 

（12）その他 

☆映画「渡されたバトン さよなら原発」上映に協力  11月 27日 

（参加者は、南部９条の会からも大勢参加、全体で 1,000名を超えました） 

 

[3] これから 1 年の主な課題 （2014・4～2015・3 まで） 

これからの1年の最も重要な課題は、安倍首相の「憲法改悪、戦争への道」に向けた危険極まりない 

暴走を制止し押し戻す取り組みです。特に「集団的自衛権の行使」を容認するため憲法 9条の解釈 

変更を「閣議決定」し 9条を実質的に改悪しようとしていることに、反対する取り組みの強化です。 

さらに、昨秋に強行成立した特定秘密保護法の廃止、原発の再稼働・新設・輸出反対、そして沖縄 

普天間基地の即時返還と辺野古基地建設反対、武器輸出の自由化反対などの取り組みも重要です。 

また、安倍首相は、「愛国心教育」を強化するとして教育委員会や教科書への国の統制を強め、 

道徳教育の教科化など 「戦争する国づくり、人づくり」 を進めています。 

取り組む課題は多岐にわたりますが、いずれも 9条運動の目標 ＝ 「9条を守り平和の下で人間ら 

しく生きるために…」を実現する取り組みです。 

私たちは、ここ柏市南部の地で上記のことを語り合い、手を携えて友情の輪を広げ、市内 9条の会の 

仲間との連帯を強め、全国の大きな運動のうねりに合流していきたいと思います。 

いま、ある言葉が静かに広がっています、都知事候補者であった宇都宮健児さんの言葉です  

―「私たちの力は…微力であっても無力でない」 

…・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 

☆「…のつどい」を昨年と同様に５～６ヶ所で連続開催 

☆テーマは、「重要課題中心のテーマ」 や 「安倍がめざす＝戦争する国と国民統制」など 

☆新しい方々が参加しやすい呼びかけの工夫 
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（２）宣伝行動 

☆南柏駅だけでなく、人通りの多い場所での効果的な方法を検討する。 

☆「５～６か所連続開催のつどい」の開催地域で、ビラ、署名、ハンドマイク、会員への協力のお願い 

（３）署名活動 

☆これからの１年、署名活動を活発に行います。 

それは安倍首相に「国民の声、怒りの声」を多く届ける必要に迫られているからです。昨年末から始まった「秘

密保護法」の廃止署名、動き出した「集団的自衛権行使容認」反対署名等ですが、これからも増えるでしょう。

会員、協力者の皆さんのご協力をお願いします。 

 

（４）連携・連帯 

☆「5・5柏市民憲法集会」の共催、賛同人・参加者の増加 

☆市内での共同行動への参加 

☆東京などで開催される全国規模の行動に参加 

 

（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。 

 

[４] 柏市南部９条の会１3 年度会計報告 （13年 4月 1日～14年 3月 30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）印刷外注：ニュース 6,256 円、ビラ 25,705 円  (カラー印刷で初めて外注しました) 

 

 [５] 201４年度 新しい世話人 

〇今川マリ子（西山） ◙岩橋能二（南増尾） ◙鎌田 孝（小金原） ◙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） 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） 

〇林芳成（光ヶ丘）  16 名                  （◙事務局）         以上  

 

   収       入 支      出 

前期繰越 39,284 内郵貯 4,200 会場費 13,800  

会費 45,000 〃    500 印刷・コピー 48,218  

カンパ 17,500 〃    4,500  用紙・文具代 5,195  

書籍販売等 7,800  行事参加費 7,000  

その他 0  雑費 800 駐車料 

   小計 75,013  

   次期繰越 34,571 内現金 25,371 

内郵貯 9,200 

合  計 109,584  合   計 109,584  

◎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 

◎会員の石川清久さんが、集団的自衛権行使反対の立場から自分にもできる平和運動のとして HP を立ち上げました。参考にご覧ください。 
ホームページ名：集団的自衛権.net  アドレス：http://heiwa-ken.net/jp/ 

 

http://heiwa-ken.net/jp/

