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次 第 
 

司会（共同代表 西崎） 

１． 開会あいさつ  

 

２． 来賓あいさつ 

立憲フォーラムより  

平和フォーラムより 

 

３． 総会 

◇ 議長選出 

◇ 第 1 号議案 活動報告（2021 年 7 月～2022 年 6 月）  

◇ 第 2 号議案 今後の活動方針（案）               

◇ 第 3 号議案 会計報告   

(2021 年 7 月 1 日〜2022 年 3 月 31 日  

        会計監査報告 

◇ 第 4 号議案 2022 年度予算（案） 

        （2022 年４月１日〜2023 年３月３１日） 

◇ 第 5 号議案 役員（案）） 

◇ 議長解任 

 

     

    

!" #$%& '()*+,'-)++&
       講師：中野晃一さん（上智大学教授） 

  「参議院選挙結果を受けて憲法改悪にどう地域から対抗するか」 

 

    

." /%0123&
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第１号議案 【活動報告】 

【2021 年 8 月総会開催後〜2022 年３月】 

① 代表・世話⼈会議開催 

2021 年 8/９，9/４，10/２, 11/13, 12/4, （以上 ZOOM） 

12/17（衆議院会館で開催、ZOOM と併⽤） 

2022 年 1/8, 2/5、（以上 ZOOM） 

② 学習会 FILA's 主催オンライン学習会 

2021 年 12/21 本⽥宏さん学習会「安⼼して暮らせる社会を築くために」 

2022 年 2/11 阿部とも⼦さん学習会「病院統廃合のもたらすもの」 

③ 声明⽂ 

2021 年 12/14 ⽟城デニー沖縄県知事の辺野古新基地建設での設計変更不承認の

決定を指⽰する声明 

12/29 武蔵野市住⺠投票条例の審議に関する⼀部の国会議員による地 

⽅⾃治への不当な介⼊に抗議する声明 

2022 年 2/27 ロシアによるウクライナへの侵略に抗議する声明 

 

【臨時総会開催後〜】 

① 臨時総会開催 

  2022 年 3/29 14 時〜 

場所 衆議院第 2議員会館第一会議室（Zoom 併用開催） 

参加者 会場：17 人 オンライン：35 人 

② 代表・世話⼈会議開催    

2022 年  4/2, 5/7、6/4、7/2（ＺＯＯＭ） 

  ③  学習会、集会  

（１）2022 年 3/29 ※臨時総会終了後 

「ウクライナ戦争と平和の条件」 

下斗米伸夫 法政大学名誉教授 

 

（２）2022 年 5 月 15 日 15 時~ 連合会館（Zoom 併用開催） 

「沖縄復帰から 50 年を問う ―地域、自治体から平和を創る―」 

    ビデオメッセージ 仲村未央 平和・立憲会議共同代表 

    講演「本土復帰」５０年とは何か 猿田佐世さん（新外交イニシアティブ代表） 

 

 

２．活動のまとめ 

2021 年 8 ⽉から 2022 年 3 ⽉までの活動については、コロナウィルス感染拡⼤で活動が停滞
しました。 
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2021 年 10 ⽉の衆議院選挙については、⽴憲ネットとしては、⽴憲野党統⼀候補の⽀援にそれ

ぞれ取り組みました。結果については参議院選挙につながる総括と評価が必要と考え、臨時総会
における⾼野孟さんの講演の中で考察を深めていく予定でしたが、２月に起こったロシアによる

ウクライナ侵略に関して、急遽、講師を下斗米伸夫氏に変更して、歴史的背景について学習しま
した。 

 

 3 月 29 日の臨時総会において、当面の方針として以下の 5つを決めました。 

①これまでの活動の基本であった立憲主義、（憲法）、平和、沖縄、自治体外交の課題に

加えて、自治・分権、貧困格差、ジェンダー平等、気候危機、脱原発なども政策課題に

追加し、学習会等を開催する。 

また、各テーマを専門に活動している諸団体とも連携していく。 

②憲法改悪阻止に向けて夏の参議院選挙へ取り組む 

・参院選に向けて野党協力を働きかける。 

③沖縄復帰 50 年の取り組み  

沖縄復帰 50 年の節目の 5月 15 日に、立憲ネットとして東京で集会を開催する。東京集

会には仲村未央沖縄県議などの講演を、リアルとオンラインの併用で実施する。地方の

各組織は、講演後東京集会と呼応して、同日あるいは別日程で、沖縄と連帯する集会や

学習会、スタンディングなどのアピール行動を実施する。5.15 集会を通じ、台湾有事と

沖縄基地強化、集団的自衛権行使の危険性を明らかにする。沖縄を再び戦争の最前線に

させない世論形成につなげていく。 

④貧困と格差について各地域での活動報告と学習会を開催する。 

⑤各都道府県での活動を活発化させる。 

 

①②④については、平和・立憲会議会員がそれぞれの地域や所属する団体等で行動を進め

たものの、平和・立憲会議としての活動は行うことが出来ませんでした。 

③については、5月 15 日に集会を開催し、仲村未央沖縄県議のビデオメッセージおよび沖

縄の現状についての報告、新外交イニシアティブ代表・弁護士による講演『沖縄から日本

の平和と外交を構想する』と意見交換を行い台湾有事と沖縄基地強化、集団的自衛権行使

の危険性等について共有することが出来ました。 

⑤については、5月 28 日に平和・立憲会議群馬が発足し群馬県での活動が始まりました。

平和・立憲会議おおいたでは、5月 15 日の沖縄集会に会員が特設会場に集まりＺＯＯＭで

参加。また 6月 7日から 8日にかけて水俣市を視察し、水俣市議会議員やエコネットみな

またの皆さんと交流を深めました。 

 

 以上それぞれの地域での活動は行われたものの、平和・立憲会議全体としての活動は、5

月 15 日の沖縄集会を除いて、行うことが出来ませんでした。 
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 ② 今後の活動について 

    １．沖縄問題（沖縄知事選挙、辺野古、日米地位協定） 

            9 月に行われる沖縄知事選挙は、辺野古基地反対派にとって絶対に負けられない

選挙になっています。当会発足以来、沖縄問題について支援活動や現地視察を行

ってきました。9 月の沖縄県知事選の玉城知事支援に向けて現地沖縄や仲村未央

沖縄県議と連携しつつ具体的な支援活動を行う。 

  

 

        ２．憲法改悪に対しての運動 

プーチンのウクライナ侵略戦争により、日本国民の安全保障、憲法に対する考え方

に変化があり、軍拡、核共有、憲法 9 条改悪への動きが加速しています。 

          戦争に反対する私たちの原理と論理を確立する必要があります。反改憲の運動を

いかにつくっていくのか、2023 年４月の統一地方選にむけて、当会としての討論会

を開催する。 

    

    ３．2023 年 4 月の統一地方自治体選挙後にテーマ別の学習会を集中的に開催する。 

 

    ４．平和・立憲会議の会員拡大とブロック別、都道府県別に地方支部発足を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 第２号議案 活動⽅針（案） 
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２０２1年度決算

繰越⾦ 632,014 繰越⾦ 632,014
会費 800,000 会費 703,000
事業費 90,000 事業費
雑収⼊ 10,000 雑収⼊ 69,000
収⼊計 1,532,014 収⼊計 1,404,014

事業費 400,000 事業費 155,000
通信費 300,000 通信費 224,190
事務費 235,000 事務費 367,372

⼿数料等 10,000 ⼿数料等 605
事務所補助費 135,000 事務所補助費 135,000

印刷費 80,000 印刷費 207,500
事務費 10,000 事務費 24,267

⼈件費 200,000 ⼈件費 121,500
旅費交通費 50,000 旅費交通費 0
広報費 30,000 広報費 0
会議費（オンライン経費含） 100,000 会議費（オンライン経費含） 22,110
渉外費 50,000 渉外費 0
予備費 167,014
⽀出計 1,532,014 ⽀出計 890,172

繰越⾦ 513842

ゆうちょ銀⾏ 423292
現⾦ 90,550

⽀出 ⽀出

2021年度予算
２０２１年７⽉１⽇〜２０２２年３⽉３１⽇ ２０２１年７⽉１⽇〜２０２２年３⽉３１⽇

収⼊ 収⼊

◆ 第３号議案 会計決算（案） 
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会計監査報告

平TLl・ 立憲 0人権をつなぐ全国自治体議員会議 (旧・自治体議員立憲ネットワ

ーク)の会計監査にあたり、関係書類を確認したところ、特段の不適正な処理

等は見られなかつたので、報告します。

監査した会計期間 2021年 7月 1日 ～2022年 3月 31日

監査に要した期FH5 2022年 6月 7日 ～2022年 6月 20日

監査にあたり確認した関係書類

①2021年度現金収支表

②ゅうちょ銀行出納帳

③ゆうちよダイレクト入出金明細照会の写し

④振込受払通知表/振替受入金明細表/振込取扱票の各写し

⑤領収証/レシート/振替払出受付票等支出証憑の写し
以 上

2022年 6月 20日

会計監査 ノl†嵐 おれ芋隷福)
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繰越⾦ 513,842
会費 700,000
事業費 0
雑収⼊ 50,000
収⼊計 1,263,842

事業費 300,000
通信費 300,000
事務費 370,000

⼿数料等 10,000
事務所補助費 135,000

印刷費 200,000
事務費 25,000

⼈件費 150,000
旅費交通費 50,000
広報費 30,000
会議費（オンライン経費含） 25,000
渉外費 20,000
予備費 18,842
⽀出計 1,263,842

2022年度予算

2022年7⽉1⽇〜2023年3⽉31⽇

収⼊

⽀出

◆ 第４号議案 会計予算（案） 



9  

 

※当⼈事（案）の任期は、来年定期総会とする 
◯ 共同代表（5 名） 

・⻄崎光⼦（元東京都議 東京・⽣活者ネットワーク） 
・松⾕ 清（静岡市議 緑の党） 
・遊佐美由紀（宮城県議 ⽴憲⺠主党） 
・仲村未央（沖縄県議 ⽴憲⺠主党） 
・⽟⽥輝義（⼤分県議 無所属） 

◯ 世話⼈︓留任 
◯ 会計︓川名ゆうじ（武蔵野市議 ⽴憲⺠主党） 
◯ 監査︓⻑⾕川俊英（堺市議 無所属）、五⼗嵐智美（佐倉市議 無所属） 
◯ 事務局⻑ ⾓倉邦良（元群⾺県議 ⽴憲⺠主党） 
◯ 事務局次⻑ ⼩椋修平（⾜⽴区議 ⽴憲⺠主党） 

 

◆ 第５号議案 役員⼈事（案） 


