
総会・報告と提案  一年をふりかえり、明日を語るつどい 

 

 [１]憲法９条をめぐる情勢   

安倍首相は改憲発言を繰り返しています。自民の議員

に質問させ、答える形で自説をとうとうと述べる等、手を変

え品を変え改憲への執念をあらわにしています。 

国会運営でも、ウソ、誤魔化し、すり替え、言い逃れ、ろ

くな説明せず、強引な政治手法で、少数意見を蹴散らし、

数の力で、重要法案を次々に強行成立させています。 

沖縄の辺野古新基地建設では、県知事選で県民の反

対の意思が明確にされたにも拘らず、口では「沖縄の心に

寄り添って・・・」と言いながら、県民の意思・気持ちを無視

し工事を強行しています。 

今年の施政方針演説では、日露戦争の戦意高揚に利用された明治天皇の「しきしまの 大和心の をゝしさは 

ことある時ぞ あらはれにける」を引用し、安倍首相が私たちを「導こうとしている国の形が戦前の日本」であることを

露呈しました。最近の強行姿勢・独裁的運営に「アベ」「ヒットラー」「ムッソリーニ」などと揶揄する声も聴かれます。 

安倍内閣はこの一年、アメリカとの同盟関係を強化し、軍備拡大、軍事傾斜はすさまじいものがあり、２０１９年度

の防衛予算は、過去最高の５兆 3,000億円です。新防衛大綱でも、5年間 27兆円を計上するなど、アメリカの言

いなり価格で武器の爆買いを進めています。 

経済成長の実感はありません。アベノミクスは既に破綻しています。秋には消費税１０％へのアップ。複雑な軽減

税率適用、キャッシュレスなど混乱も予想され、消費冷え込みにより景気の後退を招くのではないでしょうか。 

沖縄県知事選で玉城デニー知事が圧勝しました。共闘すれば勝利できることが証明されました。         

20１９年１月２８日、野党５党１会派が「参院選１人区１本化」で合意しました。安倍政権の暴走を止めるチャンスで

す。選挙では何も変わらないと政治に背を向けた人たちに 「今度の参院選で野党連合が三分の一以上を獲得で

きれば、安倍首相の改憲の野望を阻止する一番有効な一手であること」 を伝えて行こうではありませんか。少し明

りが見えてきました。あえて「安倍、自民公明政権NO ! 」を呼びかけます。 

主な項目は、下記のとおりです。 

 

1. 沖縄県知事選 玉城デニーさん圧勝 !! 

「去年9月30日の県知事選」で、8万票もの大差で、玉城デニーさんが当選し、8月8日に逝去された翁長前知

事の遺志 （辺野古に新基地は作らせない） が、しっかり引き継がれることになりました。 

沖縄県民は、「半永久的に基地の島」として使い続けようとする安倍政権の企みに対し、「沖縄のことは沖縄で決

めよう」という、沖縄県民の誇りと尊厳を示した選挙結果になりました。 

安倍首相は、選挙結果・沖縄県民の気持ち・意思を尊重し、防波堤建設、海面埋め立てを中止し、新基地の

建設は断念すべきです。 

自公、財界、業界の激しい締め付けをはねのけたオール沖縄 （国政の５野党１会派） の共闘は、今後の「市

民と野党共闘」を前進させるための教訓を残しました。 

2. 自民党は、全小選挙区支部に「改憲本部設置」を急がせています 

昨秋、改憲発議に失敗した安倍首相は、側近で固めた改憲本部の強化と共に、全小選挙区ごとの改憲組織

（改憲本部）を立ち上げ、地域での動きを活発にするよう指示しました。  

3. 防衛費は過去最高の５兆3000億 

【安倍政権になってから強行された主要な法律等】 

・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 (2006.12.15) 

・国民投票法（2007.5） 

・国家安全保障会議を設置（日本版NSC）（2013.12.4 

・『防衛装備移転三原則』が閣議決定（2014年4月

1日に、武器輸出三原則に代わる新たな政府方針） 

・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）  

・共謀罪法 (「テロ等準備罪」 2017.6） 
・入管法、水道法、漁業法、日米FTA、日欧EPA（2018.12） 
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さらに防衛大綱で5年間に、27兆円でアメリカから、陸上配備迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」２基、

F35A・Bステレス戦闘機、合わせて105機（６兆２000億円）、オスプレイなど武器購入を発表しました。アメリカ言

いなり価格で武器の爆買いを進めています。F35A・Bステレス戦闘機は、前の中期防42機を含めると147機となり、

これにより、護衛艦「いずも」を空母化することも決めています。これらは先制攻撃のための武装強化で、盛り上が

っている「東アジアに平和を！」 の声と動きに反する行為で、逆に近隣各国の軍拡競争を招くことになるのではな

いでしょうか。戦略でも、武器でも日米一体化が進み、アメリカの戦争に武力を携えて参加できる体制になり、集団

的自衛権、戦争法の実行の恐れが一層現実的になります。 

4. 原発輸出、トップセールスの破綻 

安倍首相が企図した原発輸出は、リトアニア、台湾、ベトナム、アメリカ、トルコ、インド、イギリスは次々に建設中

止、撤退、契約辞退しました。しかし、安倍政府は原発推進方針を変更していません。 

＊『原発をなくしてはいけない。なぜなら、どの国も原子力政策と核政策はセット。核を作ろうと思えば作れるという

メッセージは周辺国への核抑止力になる』（石破茂） ＝自民党の本音といわれている。 

・リトアニア＝日立 ： 国民投票で反対が65％（１２年）、政府が原発建設を凍結。（１６年） 

・台湾＝日立、東芝、三菱 ： 原発反対の市民運動で凍結（14年） 

・ベトナム＝三菱、東電など ： 計画を白紙撤回（16年） 

・アメリカ＝東芝 ： 子会社の巨額損失で撤退。（１８年） 

・トルコ＝三菱 ： 建設費２．１兆円➡５兆円超に高騰で断念。（18年） 

・インド＝東芝 ： 原発輸出を視野に日印原子力協定を結んだが、東芝は巨額損失で撤退（18年） 

・イギリス＝東芝 ： 巨額損失で撤退。（１８年）日立は建設費２兆円➡３兆円に高騰で凍結。（19年） 

5. 安倍内閣、強行採決を繰り返し     

入管法、水道法、漁業法、日米FTA、日欧EPA（経済連携協定）、働き方関連法などの重要法案をろくな審議

をせず、少数意見を無視し「数の力」で強行、ますます独裁化が進んでいます。 

6. 野党５党１会派が参院選１人区１本化で合意 

立憲、国民、共産、社民、自由の５党と、社会保障を立て直す国民会議（野田佳彦代表）は、１月28日会談、 

合意事項で「与党を利することのないよう、32の１人区で、速やかに候補者の一本化のため調整を図る」などとし

ています。 

７．「梅雨空に 『９条守れ』の女性デモ」裁判、勝訴確定（2018.12.20） 

   2014年6月、さいたま市大宮区で、女性が所属する「かたばみ三橋句会」が互選した句を「世論を二分するテ

ーマ」を理由に、三橋公民館だよりへの掲載を拒否され、不当として裁判闘争、東京高裁で勝訴（2018.5.18）、 

12月20日、最高裁で勝訴確定、市側は「たより」にも掲載、謝罪しました。これは俳句作者とグループ、市民、学

者・研究者らの粘り強い運動が実ったものです。９条の会、市民の自発的活動・行事などに対し「世論を二分する

テーマ」を理由に、各地で、施設の使用を拒否、抑圧する動きがある中、素晴らしい判決でした。 

[２] この一年の主な取り組み  ― 2018・2～2019・１ ― 

1. 1年を振り返り、明日を語るつどい（総会）  2月 25日 

藤巻宏三さんの司会進行で、① 総会（プロゼクターを使用）、② DVD「9条 

改憲って何?」を見て 話し合いました。当日は、いろいろな行事が重なり、参 

加者はちょっと少なかったですが、熱心な意見交換が行われました。 

2. 話し合いのつどい 

①南部近隣センター 11月 10日（土） 13時（開場）から 16時 

②光が丘近隣センター 11月 24日（土） 13時（開場）から 16時 

2 つの会場で、自己紹介を兼ねながら、話合いを始めしましたが、国会での度重なる強行採決、森友・加計問

題の公文書書き換えるウソとゴマカシ（言い替え・言い逃れ）の安倍政治に、言いようのない怒りが会場を包みました。 
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3. ２０１８平和のための戦争展 

私たちの「柏市南部９条の会」は、今年も「平和のための戦争展」 に展示参加しました。６月の米朝会談で北東 

アジアの平和への期待が高まっていることから、アジア太平洋戦争の悲惨さ・侵略による加害の歴史を表現した展

示を企画しました。 参加者はこれまで最高の２,２００名に達し、特に若者の参加が多く見られました。 

① ８月１１日（土） アミュゼ柏 クリスタルホール  柳沢協二 記念講演 

② ８月１６日-１９日 パレット柏で展示及び文化集会の内容で開催。 

3．柏市民アクション  （19の日行動＝柏憲法連絡会議の呼びかけ） 

政府は2015年9月19日戦争法を強行成立させた、「２０１５年９月１９日を

忘れない」 と、この戦争法廃止を目指して、全国各地で、 毎月19日に宣伝

行動を行っています。柏駅東口でも署名・宣伝活動を行っています。 

４．第9回かしわ市民憲法集会                          

子どもたちが  平和に いきられるために！ 

５月５日（子どもの日） に柏市民文化会館で、かしわ市民憲法集会を開催し

ました。  

〇弁護士の伊藤 真さんが記念講演  「憲法が危ない」  
伊藤さんは九条の会の世話人に加わった弁護士で安保法制違憲訴訟共同代表。 

〇小杉佐知子＆コカリナアンサンブルの演奏  
柏市内在住で、コカリナ奏者の小杉佐知子さんとそのグループが「愛と平和」の 

音楽を演奏。 

５．６・10国会前大行動  雨の中 27,000人 

柏市からは、約 20人が、一緒に国会前大行動へ参加。 

＊市民連合の山口二郎さん、沖縄平和運動センター議長の山城博治さん、 

７歳の時に広島で被爆した被団協事務局次長の児玉三智子さんら、色々な分野の人がスピーチしました。 

６．講演と学習の会 

「コープみらい柏平和の会」主催の勉強会を後援しました。 

・テーマ：「幸せな今日、平和な明日を創る」 ～働く・学ぶ・対話する、私たちが今できること 

・講師：渡邉雅之先生   ・日時：10月 21日、  ・場所：パレット柏 

７．そ の 他 

 ・成人の日宣伝（1/14） ・卒業生宣伝（3月8日柏南高校） （いずれもビラとテッシュ配布） ・平和行進（7/２１）  

[３] １８年度会計報告   柏市南部9条の会 

備考１ 会費納入者 52名        備考２  カンパにはホームページ管理料 3,240円を含む 

備考３ 収入の部の「その他」は新年会余剰金 1,570 と戦争展還付金 22,943円 

収    入 支    出 備    考 

前期繰り越 131,878 内郵貯 29,200 会場費 26,590 世話人会.・学習会等 

会費 43,500 〃   500 印刷・コピー 41,564 チラシ・ニュース等 

カンパ 24,540 〃   4,500 用紙・文具 10,470 印刷用紙・インク等 

その他 24,513  行事参加費 6,000 戦争展・憲法集会 

   講師謝礼 0  

   その他 14,906 HP利用料・マイク購入費等 

   小計 99,530  

   次期繰り越し 124,901 ・郵貯 34，２００ 

合 計 224,431 内郵貯 34,200 合 計 224,431 ・郵貯 34，２００ 
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市内に広がるように努めます。 

③ 会員の拡大に努め、会員同士の交流を図ります。  

 

 

〇今川マリ子（西山）  〇上野捷悦（増尾台）  ○岡田由利子（藤心）  〇高橋徹也（東中新宿） 

〇鈴木雄滋 （藤心） 〇藤巻宏三（藤心）  〇七海正文(藤心)  〇竹村憲子（増尾）                     

〇村川五郎（会計・つくしが丘） 〇渡邉起造（代表・逆井） 〇山脇茂弘（事務局長・藤心） 

〇春山秀雄（つくしが丘） 〇熊谷源治（逆井） 〇鎌田孝（小金原） 〇野村慶三（南増尾） 〇鈴木純（南増尾）           

1６名  

  ●ご逝去： 山田実（西山： ご冥福をお祈りします。２０１８.4.17）             

＊９条の会メンバーが高齢化し、活力が不足してきています。新しい会員に是非!と思う方、ご紹介ください！ 

＊世話人をやっても良いとお考えの方、歓迎します。世話人会議の場は開放しています。一度のぞいてください！ 

 

 [５] これから1年の主な課題    

これからの１年は、平和憲法を守る正念場の年。前半は参院選で改憲派の大幅な後退＝「３分の２」を崩す取り

組み。後半は「改憲発議」を止める取り組みに全力をあげます。 
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・場所は公共施設 （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「かしわ市民憲法集会」（５月３日）の開催を１年の最大イベント」と位置づけて力を注ぎます。 

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。（原則 １．４．７．１０月） 

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「平和への思い」などの投稿掲載 

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を要請。 

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 「駅頭・地域宣伝行動」―「3000人署名」を広げることを中心にします。「９の日行動」（南柏他）「１９の日行

動・（柏駅頭）」は今後も継続します。会員のみなさんに参加を呼びかけます 

③ 昨秋、柏市南部９条の会も参加する「柏憲法連絡会」が発足しました。隔月毎に「かわら版」を発行し、市内

全域への配布をめざし市南部地域への配布を、会員・協力者の皆さんと相談し対策を立てたいと思います。   

３． 署名活動 

① 「安倍改憲NO!  ３０００万署名」に継続して取り組みます。 

② 憲法・原発・沖縄に関わる署名、ヒバクシャ国際署名や「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。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 各種署名については、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 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。 

② 市内での共同行動（平和行進、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 
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 [４] 新 世 話 人 


