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  安倍改憲に審判  

共同の力が改憲勢力（自公維等）「３分の２」を阻止  

 ２１日投開票の参議院選挙の結果、参議院では自公維など改憲勢力が１６０議席にとどまり、参議院での改憲発議に必要な

１６４議席に届きませんでした。改憲勢力は公示前に比べて公明が＋３、維新が＋３でしたが自民が－１０となり計－４。一

方で１人区では、６年前に自民に勝ったのが沖縄 （糸数・社大党）と岩手 （平野・無所属〔元民主〕、今回自民で落選）の

２つでしたが、今回は市民と野党の共同候補が１０区で１０人当選。１人区の自民党の議席を８つ減らす （２つは定数減を

ともなう） こととなり、市民と野党の共同の力が安倍改憲に審判を下す力となりました。 

■沖縄、秋田など平和の共同も力発揮 

 今回の１人区では、各地で平和の熱い争点が共通政策にかかげら

れ、たたかわれました。沖縄では、全国の共通政策でもある辺野古

新基地建設中止、普天間基地の閉鎖・撤去、さらにオスプレイ配備

撤回をかかげてたたかわれ、知事選、県民投票、衆院補選に続いて

安倍政権に厳しい審判を下しました（写真左、沖タイHPより）。

秋田ではイージス・アショア配備反対をかかげた市民と野党の共同

候補が激戦を制して初議席を得ることができました。 

（魁新聞HPより） 

■公約実現と次の共同に向けがんばりましょう  

 今回の参議院選挙では、平和委員会も市民と野党の共同の一員

として国政選挙に関わる様々な経験を積みました。共通政策につ

いては、平和政策の５項目への発展は、私たちが奮闘してきた方

向に合致するものでした。さらに都道府県段階での政策の発展も

ありました。これは、全国各地の粘り強いたたかいの反映ではな

いでしょうか。ここに確信を持ち、かかげた共通政策＝公約実現

のため、夏の平和の取り組み、日本平和大会を節目とした秋の取

り組みなどを成功させ、世論と運動をいっそう前進させましょ

う。参院選は、都道府県単位の共同でしたが、次の国政選挙は総

選挙。小選挙区＝文字通り地域での共同となります。共同の一員

にふさわしい会への発展 （政策力、組織力） が市区町村単位で

求められます。がんばりましょう。（日本平和委員会） 

日弁連人権大会プレシンポジウム 「冤罪を生まない刑事司法の実現のために」 

～取り調べの立会いと再審改革を中心に～  

最近、東住吉事件、松橋事件など再審事件での「再審無罪」が続

いています。こうした事件では被疑者に対する密室の取り調べで自

白が強要され、えん罪の原因となっています。 

今年の６月から一部の事件で取り調べの録音・録画が義務付けら

れましたが、取り調べへの弁護人の立会いが認められていない状態

です。これでは冤罪の防止には十分とは言えません。このシンポジ

ウムでは日弁連の海外調査をもとに、弁護人の立会いが認められて

いる諸外国の実情を報告し、併せてえん罪の救済のためのあるべき

再審制度の改革についても議論します。 

と き：２０１９年８月３１日（土）１３：３０～１６：３０  

ところ：茨城県青少年会館（水戸市緑町１－１－１８） 

主 催：茨城県弁護士会 

（共催：日本弁護士連合会・関東弁護士連合会） 

   水戸市大町２-２-７５ ０２９-２２１-３５０１ 

１．冤罪被害者からの報告～取り調べの実態について 

 ・櫻井常昌司さん（布川事件元被告人）  

 ・青木恵子さん（東住吉事件元被告人） 

 ・二本松進さん（築地事件元被告人） 

２．諸外国における取調べの立会いについて  

 ・西村健弁護士（日弁連刑事弁護センター・大阪弁護士会） 

３．あるべき再審制度への改革に向けて  

 ・塚越 豊弁護士（日弁連人権擁護委員会・東京弁護士会） 

４．パネルデスカッション  

 ・櫻井昌司さん ・青木恵子さん  

 ・日本松進さん ・西村健弁護士 

 ・塚越豊弁護士  

第１回 常任理事会報告 

２０１９年度 第１回 常任理事会は７月２７日（土）水戸

市見川市民センターで開催されました。参加者は９名でした。

司会は石岡平和の会の山口常任理事でした。 

１．「日本平和大会ｉｎ沖縄」へ、県内地域Ｇ（県

央・県北・県南Ⅰ・県南Ⅱ・県西・鹿行）で各１人

以上、合計６人以上の代表を派遣しましょう。 

〇１１月８日（金）  

12：00～13：00 辺野古ゲート前 座り込み連帯行動 

  18：30～20：30 開会集会 豊見城中央公民館大ホール 

〇１１月９日（土）  

 9：00～12：00 シンポジウム・分科会 

  13：30～14：00 閉会集会（那覇市内）   

  14：00～15：00 那覇市内パレード  

〇事前の学習・交流や、事後の報告会を設定します。 

２．「核兵器禁止条約」「辺野古基地建設反対」

「東海第二原発廃炉」の議会請願 

〇９月に、各議会に提出できるよう準備を進めます。 

３．「東海第二原発の廃炉」と「県民投票」実現へ  

〇「県民投票」の学習会の設定や、県民投票カフェへの参加

を呼び掛けます。 

〇「受任者」に登録する。受任者への参加を呼び掛けます。 

○金曜行動への参加を進めます 

４．仲間づくり  

 〇８月・９月中に、各平和の会・平和委員会は、１人以上の

新しい仲間を迎えます。 



【2019「戦争と平和 パネル展」日程決まる】 

今年の特徴は・・・、  

   全ての展示場所が、自治体庁舎（ギャラリー等）や公民 

  館、まちづくりセンター、図書館等の公的な建物で開催さ 

  れます。阿見町や取手市、守谷市など、自治体の後援を受 

  けて開催する例も増えています。 

   県内３０ヶ所で開催されます。昨年は２２ヶ所でした。

石岡や那珂のように、地域で場所と時期を変えて展示する

という例も増えました。また友部や北茨城のように自前で

作成する地域もあります。 

   パネル展だけでなく、「映画やＤＶＤの上映」、「講

演」、「紙芝居の読み聞かせ」、「お寺での鐘撞き」な

ど、多様な取り組みが増えています。 

   各会では、カラーチラシの作成など、丁寧な広報に取り

組んでいます。（写真参照） 

   広島市立基町高校の生徒が、被爆者の体験を聞き取って

描いた「原爆の絵」があります。１セット６３枚で構成さ

れています。茨城原水協の提供で、原水協が２セット、県

平和委員会が４セットを準備しました。大きさはＡ２（Ａ

３の倍の大きさ）です。展示場所の広さによって、半数を

展示する場合もあります。 

（注）「原爆の絵」とは？ ⇒広島市立基山高校普通科創造表

現コースの生徒が、取り組んでいる事業。原爆被害の実際を

後々の世に伝えるため、被爆証言者から聞いた話を、証言者

とともに絵として完成させた作品。広島平和記念資料館より

依頼を受けて、２００７年から継続している。  

  県内各地の平和の会・平

和委員会の開催する「戦争

と平和展」の日程を（あい

うえお順）紹介します。 

 このほかに、那珂市や神市 

などのように、市が独自に 

「戦争と平和」パネル展を開 

催する例も増えてきていす。 

■あおぞら （堀江）  ７／３０（火）～８／１９（月）  

 取手駅の通路３０ｍの両側 （取手と共催） 

■阿 見 （水野）  ８／３０（土）～８日３１日（土）  

 阿見町中央公民館 

■石 岡 （植 田）  ８／４（日） ～ ８／１６（金）   

 ≪みの～れ≫ 

□石 岡 （山口）  ８／１０（土）～８／１６（金）  

 まちかど情報センター  

■潮 来 （風間）   ８／６（火）～８／１９（月）   

  市立図書館  

■牛 久 （遠藤）    ８／１２（月）～８／１８（日）   

  中央生涯学習センター２階 

■内 原 （伊達）  ８／１（金）～８／３１（土）   

  市立図書館  

■太 田 （鈴木・篠原） ８／６（火）～８／１６（金）   

 常陸大宮市庁舎 １階 

■大 宮 （小野瀬）    ８／５（月）～８／１６（金）   

   常陸大宮図書情報館 

■鹿 嶋 （木村）  10月（未定）  

   鹿嶋市まちづくりセンター   

■かすみがうら （石井）  ８／２（金）～８／１６（金）  

   あじさい館 

□かすみがうら （石井）   ８／１９（月）～８／２３（金）   

   千代田庁舎ロビー  

■北茨城 （穂積）   ８／１８（日） １日間 磯原駅構内   

■茎 崎（軽部） ８／６（火）～８／９（金）  

  自由が丘めぐみ協会■下館（前田）  計画中   

■城 里 （森島）    ８／２（金）～８／４（日）   

  コミュニテイセンター城里 

■大 子 （中沢）   ７／２０（土）～８／１５（木）   

■つくばみらい （岡本）  ７／３１（木）～８／５（月）   

■つくば （荒井）  未定 

■土 浦 （近藤）   ８／６（火）～８／１１（日）   

  県南生涯学習センター 

■東 海（ 加藤）   ７／２８（日）  １日のみ 東海駅  

■友 部 （稲田） ８／６（火）～８／１８（日） 市立友部図書館  

□取手 （根本）   ７／３０（火）～８／１９（月）   

  駅の通路３０ｍの壁の両側 （あおぞらと共催） 

■那 珂 （川又）   ８／３０（金）～９／１（日）  

■那 珂 （川又）   ９／６（金）～９／８（日）  市立図書館  

■藤 代 （根本）  秋に実施予定   

■守 谷 （嘉藤田）  ７／２５（木）～８／２（金）   

  中央図書館・２階ロビー  

□守 谷 （嘉藤田）  ８／５（月）～８／１３（火）  

 中央図書館・２階ロビー 

■美和・緒川・御前山 （堀江）  ８／１（木）～８／１０（土）  

  緒川総合センター  

■結 城 （叶谷）  １０／１４（火）～１０／２０（日）    

  結城市民情報センター 

 県内各地の平和の会・平和委員会は、７月から８月にかけて、毎年「戦争と平和展」に 

とりくみます。 

 ２０１９年度の「戦争と平和パネル展」各地の予定をお知らせします。 
「戦争と平和を考えよう」各地で創造的に  


