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２０１６年度 第１２回総会 議案書 

            日時 ２０１６年４月２日（土） 

            会場 河北コミュニティセンター 多目的ホール（２階） 

 

Ⅰ．２０１５年度の活動報告 
 

（１）【第１１回総会】 

 ■２０１５年５月６日（土）１４：００～１６：４０ 河北コミュニティセンター

多目的ホール、参加者６３名 

  ●講演 由良登信さん（弁護士） 

   演題 「『戦争する国』を許さない～『安全保障関連法案』を阻止しよう～」 

   ○現在は戦後 大の憲法９条の危機だ。

９条は国連憲章を超えた先進性を持

っており、海外派兵、集団的自衛権行

使、国連の平和維持活動でも武力行使

を伴うものへの参加、壊滅的破壊能力

を持つ兵器の保有、先制攻撃、交戦権行使、徴兵制は９条によって禁止され

ている。安保関連法案は中国への恐喝となりかねない。ＧＤＰ２位と３位の

国が激突することは絶対に避けなければならない。国民にこの法制度を知ら

せたら賛成する人などいない。これを知らせることが大事で、国民投票に持

ち込ませず、９条を守る声が多数だという状況を維持し続けることが運動目

標だ。情勢は緊迫しているが、慌てず、じっくり、そして急いで取り組んで

いこうと訴えられた。 

 ●総会議事（以下のことを確認した） 

   ①街頭宣伝活動を私たちの地域に広げる（ふじと台、パームシティ、オースト

リート、ガーデンパークなどで） 

   ②「楠見でもデモ」「ふじと台デモ」のようなデモの検討 

   ③講演会・学習会・意見交流の会など、主体的に考え、話し合う機会を増やす 

   ④「戦争法案廃案」の持続的な署名活動の実施 

   ⑤会員の拡大 

   ⑥定期的な運営委員会及びフェスタ実行委員会の開催 

   ⑦事務局活動の実施・充実 

    ・運営委員会、フェスタ実行委員会の効果的な運営とニュースの発行 

    ・会員のメールアドレスを確認し、メーリングリストによる情報交換の検討 

   ⑧財政の充実 

   ⑨９条を守る他団体との連携 

 

（２）【第１２回憲法フェスタ】 

 ■２０１５年１１月３日（土） 河北コミュニティセンター、参加者１２０名 
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 ■午前は、「展示の部屋」「映像の部屋」「リサイクルひろば」の３つの催しが行わ

れた。特に「映像の部屋」は例年にも増して約２５人がＤＶＤ「速報 辺野古の

たたかい」を鑑賞。上映終了時には沖縄のたたかいへの連帯の拍手も起った。（１

０：００～１３：４５） 

 ■午後は「メイン会場」で次の３つが行なわれた。（１４：００～１６：３０） 

  ●「みんなで歌おう」 

   ○参加者全員で「赤とんぼ」「ケ・サラ」を歌った。（歌唱指導付き） 

  ●「地域から声をあげる」（初めての試みとして、この地域で行われた次の５つ

の「声をあげる活動」がスライドを映写しながら説明された） 

   ①「ふじと台デモ」       溝口和子さん 

   ②「オーストリート前宣伝」   原 通範さん 

   ③「楠見でもデモ」       馬場潔子さん 

   ④「有功直川地区路地裏宣伝」  阪口康悟さん 

   ⑤「河西地区の活動」      加藤正裕さん 

  ●講演 高作正博さん（関西大学教授・憲法学） 

   演題 「『戦争法制』で日本はどんな国になるのか 

       ～私たちはどう対抗すべきか～」 

   ○安保法案の国会審議の前に、日米でガイドラインの改定を合意し、米国によ

る日本防衛と米国への基地提供という従来の日米安保条約から、日本の主

権・経済・土地に加えて、生命を差し出す不対等な日米関係になったと指摘。

今回の戦争法制で従来は「憲法上許されない」としていた集団的自衛権の行

使ができるようになったが、安倍政権はいきなり集団的自衛権の行使はせず、

初は国際貢献の名でソフトに自衛隊を派遣するだろう。前線まで行けるよ

うになった自衛隊が前線で戦闘になったら、個別的自衛権で対応するが、他

国の軍隊が襲われその救援なら、集団的自衛権を発動することになる。一旦

自衛隊を海外に出すと状況次第で根拠法令がいろいろ

と変わり、切れ目のない活動になっていくという危険

性を指摘された。今後は「私は」と一人称で語る市民

とともに、「忘却」「無気力」「世論誘導」とたたかいな

がら、国会から逃げる政権、議論から逃げる政権、経

済への論点はずし政権、選挙の争点化から逃げる政権

を追及しようと訴えられた。 

  ※多目的ホール内では、「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」の写真展示も行わ

れた。 

 

（３）【会員の拡大とニュースの発行】 

 ■会員拡大 △５名（この１年間の増員２１名、減員２６名）。 

  現在の会員数は６０３名。意識的な会員拡大が必要。 

 ■ニュースは１６号を発行。定期的な発行と手配り体制の強化が必要。 

「第１２回憲法フェスタ開催報告」を作成し、１２月２１日に全会員に発送した。 
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（４）【会員がこの地域で行った主な活動】 

  ①第２回「ふじと台デモ」 

   第２回は２０１５年６月１２日に、３０名の参

加で実施。（第１回は２０１４年７月２９日に、

５０名の参加で実施） 

   和歌山大学前駅から和歌山大学入口の手前まで

デモ行進。マイクを回して参加者がみんなで声

を上げた。 

  ②オーストリート前宣伝（スタンディング宣伝） 

   楠見オーストリート前の県道で大型プラスタ

ーを掲げて、オーストリートのお客と県道を行

く運転者にスタンディング宣伝。第１回は２０

１５年６月１３日に２５名が参加し、「戦争す

る国づくりＮＯ！」。第２回は８月３０日（雨）

に４０名が参加し、「ＳＴＯＰ！戦争法案」。第

３回は９月１３日（晴）に３０名が参加し、「戦争法案ＳＴＯＰ！」。 

  ③第２回「楠見でもデモ」 

   第２回は２０１５年８月７日に８０名の参加

で実施（第１回は２０１４年１０月３１日に５

０名の参加で実施）。「楠見子連れ９条の会」が

中心となって親子で楽しく実施。目立つ黄色い

服装で、「アンパンマンのマーチ」などを歌い

ながら、河西診療所から善明寺文化会館まで約

２ｋｍを行進。デモでは若いお母さんも自分の言葉でアピールした。地域の人

もたくさん参加。 

  ④有功・直川地区路地裏宣伝（ハンドマイク宣伝） 

   １０年前「過半数の有権者への働きかけ」をテ

ーマに地域への宣伝行動を開始した。以来一時

期を除いて毎月末の日曜日の午前中にゼッケン

をつけ、ハンドマイク、のぼりを持って路地裏

宣行動に取り組む。毎回１０数人が参加。１１

月１日には「もっとやってほしい」との声もか

けられた。続けることが大事と考えている。 

  ⑤河西地区の活動（スタンディング宣伝＆デモ） 

   ２０１５年６月２８日に５団体で「戦争はいや

や河西の会」を作った。梅原・赤鬼前の街頭宣

伝には初めて参加した人が８名あった。８月３

０日はパームシティ前で街頭宣伝とパレードを

行い、約１００名の参加があった。９月１３日
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は同じくパームシティ前でプラスター宣伝を行い、９月１９日にも抗議の宣伝

を行った。 

  ⑥「有功・直川の会」の緊急学習会 

   ２０１５年６月２７日に有功自治会館で緊急学習会を開催した。当日は金原徹

雄弁護士が「自衛隊員を“戦死”させてよいのか？～戦争法案の本質を理解す

る～」と題して講演。４０人が参加した。 

 

（５）【その他の活動報告】 

 ■和歌山市内で行われた以下の行事・行動などに会員がそれぞれ参加した。 

  ●集団的自衛権行使容認に反対するアピールパレード（2/16 和歌山弁護士会） 

  ●ランチタイムデモ（3/16 第 9 回～1/18 第 19 回） 

  ●青法協・憲法を考える夕べ（4/29） 

  ●ハッピーバースデー憲法 in 和歌山（5/3） 

  ●５月の風に・県民のつどい（5/23 県民の会） 

  ●市民集会（6/12 和歌山弁護士会） 

  ●和歌山大集会＆パレード（7/12 和歌山弁護士会） 

  ●８・３０和歌山集会＆デモ（8/30） 

  ●戦争法案廃案・和歌山一斉行動（8/30） 

  ●和歌山市内アクション一斉行動（9/13） 

  ●総がかり行動 in 和歌山（9/13 県民の会） 

  ●安保法制廃止９・２３集会（9/23） 

  ●秋の憲法学習会（10/17 和歌山市共同センター） 

  ●和歌山市一斉宣伝・署名総行動（11/15 和歌山市共同センター） 

  ●戦争法廃止１１・２８集会（11/28） 等々 

 

（６）【「戦争法の廃止を求める統一署名（２０００万人署名）」への取り組み】 

  ２０１５年１０月２９日、「戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員

会」が呼びかけた「２０００万人署名」について、１２月２１日に全会員に署名

用紙を、返信用封筒（「第１２回憲法フェスタ開催報告」も）を同封して送り、

協力をお願いした。２０１６年３月７日現在、会員から寄せられた署名や役員が

集めた署名数は７６６筆である。（本日<４月２日>現在    筆） 

 

（７）【参院選・和歌山県選挙区に野党統一候補の擁立をめざす取り組みへの賛同】 

  ２０１６年７月に実施される参院選・和歌山県選挙区に野党統一候補の擁立を目

指す「安保法制の廃止を求める和歌山の会」が、１月３０日に「第１回賛同団体・

賛同者の集い」を開催した。当会も趣旨に賛同し、集いに参加した。 

 

（８）【会計報告】（別紙） 
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Ⅱ ２０１６年度の活動方針 
 

１.【私たちを取り巻く情勢】 

 

（１）政権が憲法秩序を破壊するクーデターを行った 

   ２０１４年７月１日、安倍晋三自民・公明連立政権は、長年にわたって歴代内

閣が維持し続けてきた、日本国憲法の下では集団的自衛権は行使できないという

政府解釈を覆し、集団的自衛権を行使できる場合があるとする新たな閣議決定を

行った。 

   ２０１５年５月、上記閣議決定を具体化するためのいわゆる安保関連法案が衆

議院に提出され、同年７月１６日に衆議院で、９月１９日未明に参議院で、賛成

多数により可決され成立した。 

    圧倒的に多数の憲法学者、日本弁護士連合会を始めとする全ての弁護士会、元

内閣法制局長官、元 高裁長官らが一致して安保関連法案を違憲と断じた理由は

概ね以下の３点に集約される。 

  ［１］集団的自衛権の行使は憲法９条に違反する。 

  ［２］重要影響事態における後方支援及び国際平和共同対処事態における協力支

援は憲法９条１項が禁じた「武力の行使」にあたるか、その恐れが極めて

大きい。 

  ［３］海外での武力行使を容認する安保法制は内閣の権限を定めた憲法７３条に

違反する。 

   安倍政権は、内閣法制局長官を集団的自衛権容認論者にすげ替え、集団的自衛

権の行使容認を閣議決定し、ついに違憲の法律を数の力で押し通して成立させる

ことにより、法秩序の連続性を破壊してしまった。このような行為は、法学的に

は「クーデター」と呼ぶしかない（石川健治東京大学教授）。 

 

（２）９条だけではない政権による憲法無視の数々 

   政権によって無視された憲法規範は９条だけではない。そのいくつかを列挙す

れば以下のとおりである。 

  ①２０１５年１０月２１日、憲法５３条に基づき、野党５党が衆参両院の各４分

の１以上の議員の連名によって臨時会の召集を求める請求を行ったにもかか

わらず、常会が召集されるまで２カ月以上の期間があったのに、安倍内閣は憲

法５３条の規定を無視し、臨時会の召集を決定しなかった。 

  ②２０１６年２月８日の衆議院予算委員会において、高市早苗総務大臣は、政府

が放送局に対し放送法４条違反を理由に電波法７６条に基づいて電波停止を

命じる可能性に言及し、安倍首相や菅官房長官もこれを当然視するなど、憲法

２１条が保障した報道の自由についての認識の欠如を露呈した。 

  ③２０１６年１月４日に召集された第 1９０回常会冒頭から、改憲への意欲を総

理大臣として公然と語る安倍首相の態度は、憲法９９条の公務員の憲法尊重擁

護義務の存在を全く無視しているとしか考えられない。 

 

（３）憲法よりも国会よりも沖縄よりもアメリカが大事 
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   安保関連法案が国会に提出される前の２０１５年４月２７日、ニューヨークで

の「２＋２」において、新たな日米ガイドライン（第３次）が合意されたが、そ

の内容は後に日本の国会に提出された安保関連法案で具体化することになるも

のであった。さらに、その２日後に米国連邦議会上下両院合同会議で演説した安

倍首相は、夏までの法案の成立を米国の議員に向かって「約束」した。まだ、閣

議決定もしておらず、国会に提出もしていない法案についてである。 

   さらに、数々の選挙で辺野古新基地建設反対の意思を示し続けた沖縄の民意を

踏みにじり、米海兵隊新基地建設工事を強行することに何のためらいも見せなか

ったことも、安倍政権の顕著な特徴である。 

  

（４）明文改憲に向けた動向 

   衆議院では、既に与党が２／３の議席を保持しているが、参議院の現在の議席

状況は以下のとおりである。 

  ［参議院  定数２４２］ 

   自由民主党  １１５（改選４９） 

   公明党     ２０（改選 ９） 

   与党計    １３５（改選５８） 

   おおさか維新の会 ７（改選 ２） 

   日本のこころを大切にする党 

            ４（改選 １） 

   改憲政党計  １４６（改選６１）（議席占有率６０．３％） 

   その他     ９６（改選６０） 

   欠員       ０ 

   今夏の参院選で改選期を迎える野党系議員（特に民主党は５９人中４２人が改

選を迎える）が多く、野党協力が成功しない場合には、改憲派が参議院でも２／

３（１６２議席）を確保する可能性が高いということが、首相を先頭とする改憲

派を勢いづかせている原因である。 

 

（５）安保法制に反対する広汎な市民の活動（全国で、和歌山で） 

   全国的には、「戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会」が共同

のプラットフォームとしての機能を発揮し、さらに、ＳＥＡＬＤｓに結集した若

い学生たちが、これまでにないユニークな運動の核となり、「安保関連法（案）

に反対するママの会」や「安全保障関連法（案）に反対する学者の会」も反対の

声を上げ続けたこと、日本弁護士連合会をはじめ、全国すべての弁護士会が一致

して安保法制反対のための行動に立ち上がったことなど、大きな共同のうねりを

巻き起こすことができたことは、非常に重要であった。 

   そして、このような共同の動きは、全国にやや遅れてではあったが、和歌山で

も大きく結実し、２０１５年９月以降は、「戦争をさせない和歌山委員会」と「憲

法九条を守るわかやま県民の会」（さらにこれに多くの団体も加わり）、共同の取

組がなされている。 

 

（６）参議院選挙での勝利のために～野党共闘を求める市民の動き 
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   上で述べたとおり、今年７月に実施される参議院選挙の結果次第では、明文改

憲が具体的政治日程に上る可能性が高い。そのような事態を何としても阻止すべ

く、野党共闘によって与党に対抗できる選挙態勢を作り上げようという市民を主

体とした動きが全国各地で湧き起こり、これに促され、２月１９日には野党５党

による基本合意が行われた。 

   そして、和歌山でも、「安保法制の廃止を求める和歌山の会」が参院選和歌山

選挙区に野党統一候補を擁立すべく、調整作業を進めている。 

   また、以上のような参議院選挙に向けた野党統一候補擁立のための活動ととも

に、現在、各団体が総力をあげて取り組んでいるのが「総がかり行動実行委員会」

が呼びかけている「戦争法の廃止を求める２０００万人統一署名」である。安保

法制の廃止を求める圧倒的な世論を「可視化」するために、２０００万人署名を

達成することの意義は大きい。 

 

２．【２０１６年度の取り組み課題】 

（１）今年度の重点活動 

  ①戦争法の廃止をめざす活動 

   ａ．２０００万人署名については、会員への署名活動への参加の呼びかけ、地

域住民への呼びかけや戸別訪問などの取り組みを行う。 

   ｂ．参議員選挙で、「安保法制の廃止を求める和歌山の会」の野党統一候補擁

立への取り組みに積極的に協力をする。擁立に至った場合はその当選を目

指して活動を展開する。 

   ｃ．街頭宣伝活動、デモなどを行い、広く市民に訴える。 

  ②さまざまな形での講演会・学習会・意見交流の場を作る。 

   主体的に考え、話し合える機会作りに取り組む。 

  ③会員の拡大に向けて働きかけを強化する 

  ④定期的に運営委員会やフェスタ実行委員会を開催する。 

  ⑤事務局活動の充実を図る。 

   ・運営委員会、フェスタ実行委員会の効果的な開催に努める。 

   ・ニュース発行の充実を図る（タイムリーな発行）。 

   ・会員のメールアドレスを収集し、メーリングリストなどを利用した情報交換

の場の設定を検討する。 

  ⑥財政の充実を図る。 

  ⑦９条を守る他団体との連携を強化する。 

 

（２）役員の推薦案（敬称略） 

  ●運営委員 

    原通範（代表）、網本和代、金原徹雄、阪口康悟、萩田信吾、馬場潔子 

    牧野ひとみ、正木善夫、松田長敬、南本勲、山﨑和友 

  ●憲法フェスタ実行委員 

    宇田ともえ、小野原典子、菅道子、雑賀敏樹、白井春樹、田中和子 

    西本真弓、深谷登 


