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「守ろう９条 紀の川 市民の会」 

２０２０年度 第１６回総会 議案書 

【開催予定】２０２０年３月１４日（土） １３：３０～１６：２０ 

※新型コロナウイルス感染症の蔓延を考慮し中止 

 

Ⅰ．２０１９年度の活動報告 
 

（１）【第１５回総会】 

 ■２０１９年６月２日（日）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６１名 

 ●講演 長峯信彦氏（愛知大学教授・憲法学） 

  演題 「安倍改憲のトリックを斬る～憲法制定過程の真

実と平和憲法を守る歴史的責任～」 

 ○「日本国憲法はアメリカが作った」「９条では日本は守

れない」という市民の頭にこびり付いている２大迷信が

ある。私たちはこうした考えを持つ市民にどのように話

していくかが非常に大事だ。憲法は、空気や水のような、

私たちにとって必要不可欠な存在。国や社会のあるべき

姿を定める基本的な法規範。「憲法学や法律学ほど、人

の心を必要とする『血の通った学問』はない」(渡辺洋

三） 

  ○「アメリカが作った」のトリックは、天皇を護る避雷針として、日本の権力者が

ＧＨＱ草案を選択したというのが事実だ。鈴木安蔵らの憲法研究会の案がＧＨＱ

草案の下敷きになったことは客観的事実と言える。日本国憲法制定時の最大の争

点は天皇だった。当時の保守的な権力者たちの行動原理は如何に天皇を護るかだ

けだった。マッカーサーは日本統治を成功させるためには天皇を利用した方がい

い、天皇が権力を持たないようにして、利用出来る時には天皇に登場してもらう

ということを考えた。これらの総合結果が日本国憲法だった。 

 ○ベアテ・シロタは当時２２歳で日本国憲法の１４条と２４条の原案を起草した。 

 ○憲法制定の国会審議では、非常に重要な修正が行われた。「国民主権の明記」「生

存権の明記」「無償義務教育は中学校段階まで含む」の３つだ。 

 ○戦争法が憲法違反であることは自明だが、重要影響事態法の新設があまり知られ

ていないように思う。集団的自衛権の行使や戦争行為ができることを規定してい

る。 

 ○憲法に自衛隊を書くと、自衛隊だけでなく、｢自衛の措置」が付いてくるので、

日本が集団的自衛権を発動して、アメリカの軍事紛争に首を突っ込むことが憲法

上可能になる。日本国憲法は世界に先駆けて進んでいる。後は我々が本質をきち

んと直視し、真に人類にとって必要な価値は何か、真に未来に向けた責任ある選

択は何かという≪正解≫を実現していくだけではないだろうか。 
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 ●総会議事（以下を確認しました） 

  ①「総会」と「憲法フェスタ」の一層の充

実を図り、多くの参加者で成功出来る

よう取り組む。                 

  ②９条改憲の国会発議を許さない取り組

みを行う。「３０００万人署名」に積

極的に取り組み、周りの人たちと意識

的に改憲問題を語り合っていく。街頭

宣伝活動、デモなどを行い、広く市民

に訴える。 

  ③ＤＶＤ上映会や学習会などに取り組み、様々な形での意見交流の場を作る。 

  ④会員を拡大する 

  ⑤運営委員会・フェスタ実行委員会の定期的な開催。事務局活動の充実。ニュー

ス発行の強化 

  ⑥財政の充実 

  ⑦９条を守る他団体との連携 

（２）【第１６回憲法フェスタ】 

 ■２０１９年１１月３日（日）河北コミュニティセンター、参加者約８０名 

 ■午前は、「展示の部屋」「映像の部屋」「リサイクル広場」の３つの催しが行わ

れました。（１０：００～１３：１５） 

 ■午後は、「メイン会場」で次の３つが行

われました。（１４：００～１６：３０） 

  ●和歌山のフォルクローレ・グループ 

   「ＭＡＹＡＨＵＡＣＡ（マヤウァカ）」

の演奏。演奏された曲は「コンドルは

飛んでいく」｢エスペランサス」「ブル

ヒタ」「もらい泣き」「ジェガステア

ミ」「花まつり」のアンデスと日本の歌６曲でした。 

  ●当会会員・江川治邦さん（日本エスペラント協会会員）の「第１００回世界エ

スペラント大会」（フランス・リール市）での「９条分科会」の活動報告。 

  ●講演 「戦場へ行く自衛隊～改めて安保法制の違憲性を考える～」 

   講師 長岡徹氏（関西学院大学教授・憲法学） 

   ○参院選の結果をどう見るか。改憲勢力の３分の２

を覆し、改憲策動の加速化を防いだが、安倍改憲

を断念させるほどの結果でもなく、対決は新局面

に入った。 

      ○国会議論が進まないのは、憲法審査会の自民党メ

ンバーが生ぬるいと安倍側近を憲法改正推進本部

に入れた。安倍首相は憲法審査会でどんどん議論

させ、改憲を進めようとしたが動かない。世論調
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査を見ると性急な安倍改憲には慎重な方がいいという世論が増えている。 

   ○安倍首相は、①自民党全党を挙げて改憲を進める体制を作る。②野党を分断

して改憲論議に持ち込む。③自民党は草の根の改憲運動をする必要がある。

と言い出した。１０月１８日、早速和歌山で実行した。 

      ○安倍首相の任期は２１年９月までなので、もう一度衆院を解散する。３分の

２を確保し、次の国会で発議するということを多分考えているのだろう。 

      ○そこで我々はどうするか。まず、草の根の世論形成が必要だ。２つ目は安倍

改憲の危険性をもっと知らせていかなければならない。３つ目に実質的改憲

を阻止する、戦争法を廃止する、自衛隊の中東派遣に反対することなどが重

要だ。 

      ○自民党改憲案４項目については、教

育は法律で十分対応出来る。｢合区解

消｣は、これは参議院をどうするかと

いうことを含めて考えなければなら

ない。｢緊急事態条項｣は、危険な上

に必要がない。９条については、２

項が死文化する。今、自衛隊は軍部

ではなく行政の組織で、内閣の下にある。自衛隊を憲法に書くと行政から独

立した組織になる。自衛隊は軍部という内閣と並ぶ組織になる。 

      ○実質的な改憲を阻止することも我々の課題だ。自衛隊の海外派兵の常態化、

財政の軍事化、産業の軍事化、科学の軍事化など。 

      ○自民党の古賀誠氏の『憲法９条は世界遺産』には、｢９条を大事だと考える

人は立場の違いを超えて協力し合う必要がある。平和というのは革新だ保守

だというような理念や政策を超えたものだ。そこだけは一緒にやっていける

という信念が私にはある」とある。私たちの運動も、９条が必要だという人

たちと、もっともっと広く手を繋げることをしていかなければならない。 

（３）【会員の拡大とニュースの発行】 

 ■この１年間の会員拡大は、＋２５名（増員３３名、減員８名）です。 

  現在（２０２０年３月末）の会員数は５９９名です。２０１９年の３～５月に引

き続き、９～１１月と２０２０年１～３月に会員拡大活動が取り組まれました。

引き続き意識的な会員拡大が必要です。 

 ■この間、｢総会開催案内」｢憲法フェスタへの参加の呼びかけ（案内）」を会員宛

に発送しました。また、会のニュース第１９号を９月９日に、第２０号を２月１

０日に発行しました。 

（４）「３０００万人署名」と新しい「改憲発議に反対する全国緊急署名」 

   「３０００万人署名」は、２０１９年４月２８日に楠見・東洋台で、６月９日

に園部地域で署名活動を行いました。２０２０年１月から２月にかけて、今まで

集めた署名を集約して届けました。２０２０年になり、｢安倍９条改憲反対！改

憲発議に反対する全国緊急署名」が呼びかけられ、和歌山市では３月１日にスタ

ート集会が開かれました。知人、友人に訴えを付けて署名用紙を送る取り組みも
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始まっています。 

（５）【各地域の宣伝行動】 

   憲法フェスタに向けて１０月下旬から１１月初旬にかけて宣伝カーで市内各

地域を回り、街頭宣伝に取り組みました。また、河北コミュニティセンターの周

辺を中心に憲法フェスタの案内ビラを全戸配布しました。 

（６）【その他の活動報告】 

 ■和歌山市内で行われた以下の行事・行動などに会員それぞれが参加しました。 

  ●憲法の破壊を許さないランチタイムデモ（19/4/26 第 58 回～20/3/11 第 69 回） 

  ●青年法律家協会「憲法を考える夕べ」（望月衣塑子氏講演）（19/4/26） 

  ●ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＨＤＡＹ 憲法 in Ｗａｋａｙａｍａ ２０１９（19/5/3） 

  ●Ｗｅ Ｌｏｖｅ 憲法～５月の風に～・県民のつどい（稲嶺進氏講演）（19/5/18） 

  ●平和のための戦争展わかやま２０１９（19/7/27～28） 

  ●宝田明さんと考える「平和」（『ゴジラ』第１作上映）（19/8/25） 

  ●強行採決から４年「わかちか広場でミニコンサートとスピーチ」（19/9/18） 

  ●安倍改憲ＮＯ！秋の憲法学習会（長峯信彦氏講演）（19/11/9） 

  ●憲法改正問題シンポジウム（和歌山弁護士会）（19/12/7） 

（７）【会計報告】（別紙） 

 

Ⅱ．２０２０年度の活動方針 
 

１．【私たちを取り巻く情勢】（情勢は２０２０年５月２０日現在） 

（１）参院選後の国会議席状況 

  ２０１９年７月２１日に実施された第２５回参議院議員通常選挙では、３年前と

同様、３２の１人区において野党共闘が実現し、１０選挙区で野党が勝利した（前

回は１１選挙区で勝利）。 

  どこまでを改憲勢力と見るかは難しいが、自民党・公明党の与党に、改憲に積極

的な日本維新の会を合算した議員数では、非改選と併せ、３分の２を割り込むこと

になった。 

  もっとも、維新の会以外の野党内にも、改憲に前向きな議員が少なからずおり、

改憲の危機が遠のいたとの観測は禁物である。 

（２）安倍晋三首相のあくなき改憲への執念 

  従前は、改憲への意欲を明らかにする場合には、「自民党総裁として」というエ

クスキューズが一応存在したが、２０１９年９月召集の臨時国会における所信表明

演説、２０２０年元旦の年頭所感などにおいては、「内閣総理大臣として」「憲法

改正への意欲」を明言するに至っている。 

  とりわけ、１２月９日の国会閉会日に行われた記者会見において、「憲法改正と

いうのは、決してたやすい道ではありませんが、必ずや、私自身として、私の手で



 - 5 - 

なし遂げていきたいと、こう考えています」と言い切ったことは肝に銘ずる必要が

ある。 

（３）改憲に向けた自民党の動き 

  ２０１９年１０月以降、二階幹事長、岸田政調会長、森山国対委員長ら党の要人

があいついで大規模な改憲集会の開催に取り組み、あたかも改憲への貢献度を競う

かのような状況となっている。 

  特に先陣を切った和歌山集会の場合、主催「憲法改正県民会議」、共催「自民党

和歌山県連『憲法改正推進本部』」、「美しい日本の憲法をつくる和歌山県民の会」、

「日本会議和歌山」とあるとおり、自民党が改憲を主唱する団体と公式に共闘して

いることを忘れてはならない。 

（４）憲法審査会（主に衆議院）における攻防 

  第１９６回国会（平成３０年常会）に「日本国憲法の改正手続に関する法律の一

部を改正する法律案」（公職選挙法で行われた改正を国民投票に反映させるもの）

が与党から提出されたものの、実質的な審議入りができず今日に至っている。 

  立憲民主党、共産党などの野党側は、テレビ等のメディアを利用した有料広告規

制をはじめ、実際の国民投票実施前に処理すべき改正項目をまず優先的に議論すべ

きと主張し、与党提出の改憲手続法改正案の審議を進めさせないという状況が続い

ている。 

  改憲手続法の改正のためには、憲法審査会での審議を省略できないため、状況次

第では、強行審議・採決という可能性も念頭に置いておく必要がある。 

（５）中東に自衛隊を「調査・研究」名目で派遣 

  国は、中東情勢が緊迫する中、２０２０年１月、護衛艦１隻とＰ３Ｃ哨戒機２機

を、防衛省設置法第４条の「調査・研究」の規定に基づき、オマーン湾などの中東

海域に派遣する旨決定した。 

  場合によれば、第三国の軍隊と軍事衝突する可能性を秘めた地域に、国会承認を

要しない「調査・研究」名目で自衛隊を派遣することに強い非難が集まったが、安

倍政権はこれを無視して派遣命令を発令した。 

  このような、派遣がなし崩し的に常態化することのないよう、批判・警戒を怠っ

てはならない。 

（６）「改憲発議に反対する全国緊急署名」の開始 

  ２０１７年秋以来、安倍首相による９条改憲を阻止するため、「安倍９条改憲Ｎ

Ｏ！全国市民アクション」が結成され、３０００万人を目標に「安倍９条改憲ＮＯ！

憲法を生かす全国統一署名」が展開され、一定の成果が収められた。 

  安倍改憲スケジュールにとって決定的な山場である２０２０年を迎えるにあた

り、国会での改憲発議を何としても阻止するため、新たに「改憲発議に反対する全

国緊急署名」への取り組みが始まった。 

（７）ＩＲ疑獄､｢桜を見る会｣疑惑、東京高検検事長定年延長問題などの展開 

   ２０１９年１２月、カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）事業への参入を目指し
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ていた中国企業から賄賂を受け取った容疑で自民党の秋元司衆院議員が逮捕され、

翌月起訴された。 

  また、「桜を見る会」とその前日に開催された安倍晋三後援会の前夜祭をめぐる

公職選挙法違反、政治資金規正法違反が強く疑われる問題について、とりわけ２０

２０年１月召集の第２０１回国会（常会）において、野党から厳しい追及がなされ

た。 

  さらに、安倍政権は、２０２０年２月７日に定年を迎えるはずだった黒川弘務東

京高検検事長の勤務を半年間延長する旨の閣議決定を１月３１日に行ったが、これ

は、検察官には適用されないことが公定解釈として確立していた国家公務員法の定

年延長の規定を適用できると「解釈変更」したことによるものであり、この違法な

決定に対し、全国の弁護士会を始め、広汎な国民各層からの大きな反発を招いた。 

  これらの様々な疑惑をさらに追及すべき時期に、世界的な新型コロナウイルス感

染症の蔓延という、全く予期せぬ事態が到来した。 

（８）新型コロナウイルス感染症の拡大と緊急事態宣言 

  我が国において、新型コロナウイルス感染症の最初の感染者が確認されたのは２

０２０年１月１５日のことであったが、徐々に感染が拡がり、４月７日には、新型

インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づく緊急事態宣言が発令されるこ

ととなり、様々な講演会、イベント等も次々と中止のやむなきに至った。５月１４

日には、東京・大阪など８都道府県を除く３９県は緊急事態宣言の対象地域から外

れたものの、いつから以前のような活動を再開できるのか、正確なところを予想す

ることは難しい。 

（９）検察庁法「改正」案に反対する運動とこれからの民主主義 

  国民がこのような不自由な生活を余儀なくされている事態に乗じ、安倍政権は、

検察官人事を内閣が恣意的に左右することを可能とする検察庁法「改正」案を含む

束ね法案（国家公務員法等の一部を改正する法律案）を国会に提出し、多くの国民、

野党の反対を押し切り、その成立を強行しようとした。 

  これに対し、自粛を余儀なくされ、デモや集会も自由に開けぬ状況の中、「♯検

察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグを付けてＴｗｉｔｔｅｒで意見を発信す

る国民（有名人も含めて）が一気に膨れ上がり、たちまち数百万件にも達するｔｗｅ

ｅｔが発信される事態となっている。 

  このような世論の盛り上がりを背景に、元検事総長を始めとする検察官ＯＢから

も検事長定年延長を非とし、検察庁法「改正」案に反対する意見書が提出される異

例の事態となり、ついに５月１８日、政府与党は通常国会での法案の成立を断念す

るに至った。 

  新型コロナウイルス感染症対応のため、従来型の活動が思うにまかせぬ状況にも

かかわらず、明らかに従来の枠を超えた「物言う国民」の登場は、決して一時的な

ものと考えるべきではなく、コロナ以後の社会のあり方を見通す上で、非常に重要

な気づきを与えてくれるムーブメントであった。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大という危機的な局面において、安倍晋三という

指導者に、その地位に相応しい能力も識見もないことは、今度こそ相当広範囲な国
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民の知るところとなったと考えられる。 

  さらに、東京高検検事長定年延長と、それを糊塗するために急遽内容を変更した

検察庁法「改正」案は、あまりといえばあまりに常軌を逸した暴挙であり、これま

で反政権の立場ではなかった国民の中にも、「さすがにこれは駄目だ」という意識

を芽生えさせていると思われる。 

  打倒安倍政権まではあと少しである。そして、我々の「憲法９条を守り、その理

念を活かす」という目標を実現するための活動は、「安倍以後」も視野に入れた息

の長いものであることを、あらためて確認する必要がある。 

 

２．【２０２０年度の取り組み課題】 

（１）今年度の重点活動 

  ①春の「総会」と秋の「憲法フェスタ」の内容の一層の充実を図り、会員を始め

多くの参加者で成功できるように取り組む。 

  ②９条改憲の国会発議を許さない取り組みをねばり強く行う。 

   ・新たに「安倍９条改憲ＮＯ！改憲発議に反対する全国緊急署名」を、これま

で署名に協力してくれた人たちとともに、まだ署名をしてもらったことのな

い人たちにもしっかりと働きかける。 

   ・その他、街頭宣伝活動、デモなども行い、広く市民に訴える。 

  ③ＤＶＤ上映会や学習会などに取り組み、様々な形での意見交流の場を作る。 

   ・改憲の意味をしっかりと認識できる場を、たとえ小さくても作っていく。 

  ④会員の拡大について、みんなで主体的に取り組んでいく。 

  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。 

   ・ニュースの発行に努め、総会や憲法フェスタの案内時には発行できるように

する。 

   ・会員のメールアドレスを収集し、メールによるニュースや情報の送信や、会

員の意見・希望などの収集に活用する。 

  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）２０２０年度予算案（別紙） 

 

３．【運営委員候補】 

  原通範（代表）、金原徹雄、阪口康悟、萩田信吾、馬場潔子、牧野ひとみ、 

  南本勲、山﨑和友 

 

【参考】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 


