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条 
 ２０１5 年・総会議案             (2014年４月～2016年３月)    守ろう         

総会・報告と  一年をふりかえり、明日を語るつどい 

誕生６８年にして、いま危機にたつ平和憲法 9 条 

            2015 年 3 月 29 日 

         柏市南部「9条の会」総会議案   

【Ⅰ】9条をめぐる情勢    

 

１． 武器輸出３原則を撤廃、武器産業への支援（４月） 

  14 年４月１日、政府は武器輸出三原則に代わる「防衛装備移転三原則」を閣議決定し、武器輸出の原則禁止

から“輸出できる国”に方向転換を決めました。武器を輸出するだけでなく、整備や補修、訓練支援なども含めたパッ

ケージとして販売できるようにしています。 

 

２． 集団的自衛権容認の閣議決定（７月１日） 

14年 7月 1日、安倍内閣は、集団的自衛権の容認を閣議決定しました。「日本の存立を危うくする事態に行使で

きる」などと、抽象的な言葉で、「条件を付けたから大丈夫」とごまかしています。今年の統一地方選挙後には、関

連法案が国会に提出される予定です。 

 

３． 衆院選政府与党の大勝（１２月） 

憲法擁護勢力では、共産・社民で 23 を獲得しました。特に共産は 21 議席へ大躍進しました。自公政権与党は、

過半数の 238を大幅に超える 325議席を確保し大勝しました。  しかし、自公政権は四分の一内閣と言われてい

ます。有権者の25％程度の支持しか得ていないのに、国会では三分の二の議席を得ています。これは、70数％の

民意は無視されているということです。選挙制度に決定的な欠陥があることが明白です。 

４． 基地反対のオール沖縄・翁
お

長
なが

氏勝利                                               

11月16日に行われた沖縄県知事選挙の結果は、米海兵隊辺野古新基地建設に反対する「オール沖

縄」の翁長雄志・前那覇市長が 36万票を獲得し、辺野古建設の条件である埋立を承認した仲井真弘

多・沖縄県知事に約 10万票の大差をつけて圧勝しました。他の 2候補者の得票を仲井真票に足しても、

翁長票が上回る圧倒的な結果である。 

日本は、いま、「戦争できる国・戦争する国」へ向けて、まっしぐらです。 

安倍政権は、話し合いによる問題解決の平和外交を放棄し、「イスラム国」（ＩＳ）の残虐な人質惨殺事件を口実に、

『人質救出のためには世界の裏側までも、自衛隊を出動させることもある』とか、『周辺事態法の「周辺」は地理的概

念ではない』と、発言したりしています。 

また、武器輸出の原則禁止から輸出できる国へ変貌、防衛産業に資金援助制度の創設をする政策などを公然

と進め始めています。さらに、憲法違反の集団的自衛権容認の閣議決定し、ジブチ、南スーダンなど海外での自衛

隊拠点（基地）作りを進め、「戦争が出来る」普通の国を世界に宣伝しています。 

安倍政権は、植民地支配・侵略の反省を曖昧にする村山談話の見直しをはじめ「戦後以来の大改革」と称し、戦

後の保守政治の諸原則すらも否定する特異な政治を実行しています。 

河野、野中、古賀、山崎氏など元自民党幹部からも、不安や反対が表明されています。 
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５． イスラム国のテロによる、日本人２人惨殺 

2 月 1 日、イスラム国（ＩＳ）を名乗るテログループが、安倍首相のイスラエル、エジプトでの「イスラエル国と戦う周辺

国へ 2 万ドル支援」の演説に反発、湯川、後藤の 2 人の日本人を殺害しました。テログループの蛮行は強く非難さ

れなければなりません。しかし、安倍首相は、日本が 2 人の救出に、どういう努力をしたかの検証を進める議論に

「テロには屈しない」「まるでテログループを批判してはいけないように聞こえる」などと、議論を封じる発言を繰り返し、

「2人に危機が及ぶかもしれない」事には「テロに屈服することになる。配慮しなかった」とも言っています。 

 

６． 憲法を守る運動の進展と改憲勢力の巻き返し（動向） 

 さいたま市三橋公民館の月報に、「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」 の俳句が掲載拒否されたことが話題にな

りましたが、多くの市民の申し入れにも関わらず頑な姿勢は崩れていません。こうした自治体は各地で見られます。 

97 年に大合流し結成された「憲法改正」を最大目標と位置づけ、「憲法改正を実現する１０００万人署名」を呼び

かける「日本会議」の影響が大きいと思われます。沖縄を除く４６都道府県議会と、過半数の１,６３２の市町村に「元

号法制化」決議をさせるなどの活動をしています。  

 

７． 教育現場に、「つくる会」系の教科書の押しつけ 

安倍政権を支える「日本会議」は、各地の教育委員会に対し、教育現場の意見を排除し育鵬社、自由社が作成し

た教科書を、採択するよう強くはたらきかけています。また、道徳教育の教科化も進められています。 

これらの教科書には、「アジア解放」が日本の戦争目的であったという事実と異なる内容を書き連ねています。

「真珠湾で大戦果」「大勝利」「快進撃」あるいは「玉砕」「死を覚悟の特攻」などと、まるで戦時中の大本営発表のよ

うな好戦的語句が並べられています。「子どもたちを、再び戦場に送るな！」という戦後教育の理念や戦争への反

省は、ひとかけらもありません。 

                                  

【２】この１年の主な取り組み 

１．◎講演と対話・交流の集い（総会） 

3月 30日、光ヶ丘近隣センターで、午後 1時 20分から、第一 

 部・総会、第 2部講演会と対話交流の集いを開催しました。 

 総会では、渡邉代表、村川会計担当が①憲法をめぐる情勢、 

この 1年の取り組み、②これから 1年の課題と取り組み、 

③ 会計報告、世話人の紹介を行いました。 

◎宗 みなえさん(弁護士)の講演  

◎テーマ： 秘密！ 秘密！！ 秘密！！！ 『秘密保護法の大いなる危険』 

◎お話し ： 宗 みなえさん  （千葉県四街道市出身で、東葛総合法律事務所所属の弁護士） 

２．『語りと学びの集い』を緊急に開催 

☆南部（6月22日）、光ヶ丘（7月 13日）、藤心（７月２７日）の近隣セン

ター3 会場で、「地域のつどい」を開催、延べ約 100 人の参加があり

ました。 

☆「集団的自衛権容認」の閣議決定がされ、“戦争する国”へ向けて 

動き出そうとしているという緊迫した状況の中、 特に 7月 1日の 

閣議決定後の 2会場では、憲法 9条の解釈を勝手に変えて、日本 

 を「戦争する国」に変質させようとする安倍政権の暴走に危機感を感じて、初めての参加の方を含め、地域の

方々が大勢参加、熱心な話し合いが展開されました。 
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①  「集団的自衛権」「行使容認」 

・去る 7 月 1 日、安倍内閣は政権与党（自民・公明）の合意が出来たとし

て、国会・国民の声を無視して「集団的自衛権の行使容認」を閣議決定

しました。憲法 9条の解釈を勝手に変え、「憲法改定の手続き・国民の意

思の確認」を経ずに実質的に「改憲」を強行したもので、民主的法治国家

を否定するクーデターに他なりません。 

② 安倍内閣がめざす日本の姿 ―自民党改憲草案から見えるもの 

・国民主権から国家主権へ―天皇の地位を「天皇を戴（いただ）く国家」

「日本国の元首」 とし再び神棚に…。 さらに現行憲法が、「主権は国民に有り」の立場から、「国民」を主語として

いますが、自民案では国家・国を前面に押し出し、最高法規と位置付された 97 条「…国民に保障する基本的人

権は…侵すことのできない永久の権利として信託されたもの…」を全面削除し、「個人より国家、まず国家ありき」 

の国家主義を徹底しています。 

・個人の権利にも制約をつけ統制を強化している ― 例えば集会・結社・言論・表現の自由は「公益・公の利益」を 

害することを目的とすれば認めていません。（政府が「公益・国益を害する」と判断した場合も・・・） 

 

３．「2014 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２０１４年の憲法集会が 

開催されました。 

☆講演会は、日弁連前会長の宇都宮健児さんで、テーマは    ➡ 

「いま、憲法が危ない」で、改憲の危機にあることを、分かり 

易く講演されました。 

☆沼南 9条と一緒に「手賀の杜団地」のポスティングも実施し、 

南部地域でも５000枚のビラを配布しました。 

 

４．『平和のための戦争展 とうかつ 201４』     東京大空襲の絵➡ 

☆８月２２日～２４中央公民館で開催されました。 

南部「９条の会」は実行委員会に参加。   延べ１０００人参加 

☆14年も、昨年に続き、吉野山隆英さん（語り部）の東京大空襲の 

絵画とお話しは、 参加者 に大きな感動をあたえました。 

 

５．平和行進 

☆７月１９日柏市役所から南柏まで平和行進を行いました。延べ１６０人 （南部「９条の会」から１２名）参加 

 

６．9の日行動 

☆南柏駅頭で、7，8月を除き延べ約60人が参加、ビラ配布は各回約110枚の。 

署名は各回10名程度で、スーパー「おっかさん」前でも実施しました。 

 

７．黙っていられない  ピースパレード 

☆10月 13日（月・祝） 柏西口公園で集会が開かれました。14時から駅まで 

パレードを行いました。 

☆参加者は、思いおもいの手作りのボードを掲げ、行進しました。沿道の市民の

方々から「がんばれ！」「集団的自衛権行使容認は間違い！」などの声が聞
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かれました。 参加者は約 200名 

 

８．柏市南部「9条の会」新春のつどい 

☆1５年 1月 2３日 増尾・松栄軒  参加者 30名 

   ☆「ニュース」（会報）新年号、『・・・一枚のビラだけで、人が変わるとは思わない だが一つのコトバ一枚の写真が 

人生を変える こともある・・・・・』という、春山さんの詩に感動し、初めてこの会に参加したという方がいました。 

 

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

☆４/２０ (４０号)    ☆９/3０（４１号）   ☆１1/３０（４２号）  ☆１/１（４３号）  計４回 

 

１０．その他（全国規模の集会等） 

☆九条の会としては初めての呼びかけで、『9条の会 集会＆パレード』が、11月24日、日比谷公会堂で、開催さ

れました。 

☆15年 3月 15日、九条の会全国交流会が専修大学神田で開催。全国２８０の会が参加。（1名参加） 

 

【３】これから１年間の主な取り組み（２０１５．４～２０１６．３まで） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．例 会 

☆今年も、延べ 5～６か所で同一テーマの「・・・のつどい」を実施する。情勢の変化等で緊急のつどいを開催する 

ことも検討する。 

 ☆新しい方々の参加を拡げるため、ビラ配布など宣伝行動を強化する。 

 ☆会員同士の交流・楽しめる会の実施に努めます。（うたごえ、手品、音楽会など） 

 

２．宣伝行動 

 ☆9の日行動は今後も継続する。 

 ☆「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 

 ☆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。 

安倍政権はこれからの１～２年の間に日本の「戦時態勢」の基盤を作り出そうとしています。一つは集団的自

衛権の行使をするための法整備を 5 月以降に実施し「何時でも、どこにでも」自衛隊を派遣＝参戦できる態勢

を作る。二つは憲法の改悪を国民の批判で提案できない場合には国民に受け入れやすい「環境権」、「国家緊

急事態条項」を国民投票にかけようとしています。 

この「国家緊急事態条項」は内閣総理大臣の判断で発することができ、憲法の効力停止、総理大臣への権

力集中、国民の統制強化がはかられ、かって歩んだ「暗黒の時代」の再来につながります。なお、この条項は

自民党改正案にあります。 

安倍政権がやってきたこれまでの主な仕事は、戦争の準備とそのための国内の体制強化策だけでした。そ

れにもかかわらず、残念ながら私たち国民の危機感は高まっていません。戦争か平和かの分岐点に立つ今、

戦争は先のことでなく目前にあり、戦時体制が迫って来ているという切迫感、危機感を拡げる活動・・・これがこ

の 1年の目標です。 この取り組みをさらに翌年に繋げ大きくし、安倍政権の暴走を止める力を培いましょう。  
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 ☆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。 

 

４．他の９条の会との連帯・連携・交流 

 ☆「かしわ憲法集会」の実行委員会に参加し、委員を送り出します。 

（5月 3日、アミュゼ柏クリスタルホールです。詳細は、総会の案内に同封したビラをご覧ください。） 

 ☆市内での共同行動に参加します。（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への参加 

 

５．会員拡大と会員の交流 

☆「つどい」へ、はじめて参加頂いた方への勧誘を、特定の会員が責任もって接触交流を深めます。 

 

６．10周年記念行事 

  ☆柏市南部「9条の会」は、5月に設立 10周年を迎えます。10周年にふさわしい記念行事を、秋に実施したい 

と考えています。 

 

【４】２０１４年度会計報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【５】２０１５年度 新しい世話人  （15名） 

〇今川マリ子（西山）   ◙鎌田 孝（小金原）  ◙高橋徹也（東中新宿）  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）  ◙渡邉起造（逆井）  ◙山脇茂弘（藤心）    ◎鈴木雄滋（藤心） 

〇春山秀雄（つくしが丘）  ◙熊谷源治（逆井）  ◙山田実（西山） 

                                              （◙事務局）     以上  

（退任） ◙三石晃久（増尾台） 〇林芳成（光ヶ丘） 

（新任） 上野捷悦  鈴木雄滋（藤心） 

   収       入 支      出 

前期繰越 34,571 内郵貯 9,200 会場費 20,850 世話人会学習会等 

会費 85,000 〃      500   印刷・コピー 51,402 チラシ、ニュース等 

カンパ 64,192 〃    4,500    用紙・文具代 17,347 印刷用紙、インク等 

その他 600  行事参加費 6,000 戦争展、憲法集会 

   講師謝礼 11,000 総会の際・宗 みなえさん 

   雑費 5,020 HP 管理費 

   小計 111,619  

   次期繰越 72,744 内現金     58,544  

合  計 184,363 内郵貯 14,200 合   計 184,363  

◎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。 
 


