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「憲法改正」と野党共闘 

憲法塾・小高坂 

２０１６年１２月１９日  
 県労連執行委員長 田口朝光 

 

Ⅰ．日本の民主主義は機能しているか 

〇強行採決の常態化 

 ＴＰＰ、年金カット法案、カジノ（ＩＲ）法案の連続強行採択 

 ※山本農水大臣は何故、罷免されなかったのか。 

 ※数の傲り （衆議院２９４ 参議院１２１）の上の暴挙 

 ※「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対に腐敗する」（英国の歴史家ジョン＝アクトンの言葉） 

 

〇３権分立（立法、行政、司法）の否定 

※行政府の長が、自分を「立法府の長」と言い、司法は行政府の口移し判決を下す（９月１６日の

福岡高裁那覇支部の多見谷寿朗裁判長による判決。翁長知事が埋立て承認の取り消し撤回に応

じないのは「違法」）. 

・第４の権力＝マスコミ。ＮＨＫ籾井会長：「政府が右と言うものを左と言うわけにはいかない」、（原

発関連報道については）「住民の不安をいたずらにかき立てないよう、公式発表をベースに伝えて

ほしい」 

・高市総務大臣：政治的公平などを定めた放送法４条違反が繰り返された場合の電波停止の可能

性について、「行政が何度要請しても全く改善しない放送局に何の対応もしないとは約束できない」

などと述べた。（2016 年 2 月 8 日、衆院予算委員会） 

 

〇独裁者は、自分に似た国民を求める 

※安倍内閣は、反知性主義と立憲主義・民主主義否定のみこしに乗った政権 

※「独裁者」と「群衆」は、裏表 

ル・ボン「群衆」の特徴 ①道徳性・知性の低下 ②被暗示性 ③思考の単純化 ④感情的・衝動

的な興奮 ⑤偏狭性・排他性 

群集のコントロール法：『断言』『反復』『感染』 

※大衆社会の国民の特徴 ①他者との連帯感の喪失・主体性の喪失(不安から人に同調したがる) 

②流行やマス＝メディアの情報に流されやすい ③非対面的・非人格的な世界に生き、マスコミな

どに受動的な姿勢をとりがち ④非合理的な態度に傾きやすい。 

 大衆社会の国民が、独裁者によって群衆と化す。９・１１などのショックドクトリン。愛国者法・・・。 

 



－2－ 
 

Ⅱ．安倍首相のめざす「国」作りと憲法「改正」 

１．「企業が世界一自由に活動できる戦争をする国」作り 

－新自由主義の政策を推進する軍国主義者（アベノミクス＋戦争政策） 

・「戦争をする国」の総仕上げは、憲法９条改正 

・アベノミクスさえも手段 

  第１の矢、第２の矢は「カンフル剤」 ※改憲ロードには高支持率という赤いじゅうたんが必要 

  第３の矢は、「構造改革の毒矢」 ※カンフル注射で気持ち良くしておいて外科手術をする！ 

 ・「抱きつき」作戦＝野党の政策の盗用（一億層活躍、働き方改革） 

  ※新種の「争点隠し」、構造改革に社民的政策のふりかけをまぶす。 

 

２．「戦争をする国」の３要素 

① 戦争を欲する権力者 

② 戦争をする軍隊とその法体系 

③ 戦争を支持し、戦争に熱狂する国民。少なくとも黙認する国民。 

 特定秘密保護法、教育改革＝「戦争をする国づくり」のための「人づくり」 
 

３．安保法制で何が変わるのか？ 

武力行使の３要件の変更 
【自衛権発動の３要件】（１９５４年の政府見解) 

① 我が国に対する急迫不正の侵害があること 
② これを排除するために他の適当な手段がないこと 
③ 必要最小限度の実力行使にとどまること。 

【集団的白衛権】（２０１４年７月１日の閣議決定：「新３要件」） 

①我が国に対する武力攻撃のみならず、密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、

これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆

される明白な危険がある場合 
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない 
③要最小限度の実力を行使することは、「自衛」のための措置として憲法上許容される。 
 憲法上許容される「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があ

る。 
※自公協議による変更点は。①「他国」⇒「密接な関係にある他国」、②「恐れ」⇒「明白

な危険」の２カ所のみ！本質は変わらず。 
※３つの歯止めをなくす 

①「武力行使は自衛のために限定」 

②「海外では武力行使はしない」  ※地理的限定をなくす。 
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③他国の武力行使と一体化しない ※戦闘地域にはいかない 

※「戦闘地域」⇒「戦闘の現場」⇒「戦闘」を「衝突」とすり替えるごまかし 

 

４．３つのリスクが高まる 

①自衛隊員のリスク 

②海外の NPO が武力攻撃を受けるリスク 

③日本がテロに合うリスク 

※「戦争に巻き込まれる国」⇒「戦争をしかける国」（翻訳家 池田香代子さん） 

※「９条のブランドの崩壊」 

 「憲法９条は、経済や文化を超えて世界に誇れる最高のブランドだ。集団的自衛権を 例え限定

的でも容認してしまえばこのブランドが消滅する」（伊藤真弁護士） 

※「テロの対象」 

 「非常に多くの国を敵にすること」（大江健三郎） 

 「海外で武力行使することは他国に行ってその国の人の殺傷に加担することを意味する。活動し

にくくなるのが現実」（「日本国際ボランティアセンター」谷山博史代表理事） 

 ⇒ 「日の丸」が、戦争の象徴、多国籍軍・有志連合の象徴へ！ 

 

５．自衛隊が「殺し・殺される」軍隊に 

「ここしかできない仕事」（2014 年自衛官募集ＣＭ／AKB４８島崎遥香）の中味が変わる！ 

「今どきの萌える就職先」（2011 年、徳島地方協力本部） 

※単なる「就職先」ではなくなる。 

※「稲田防衛大臣（女性）は少々頼りないですが、頼れるあなたはぜひチャレンジを！」（2016 年

自衛隊秋田地方協力本部大館出張所） 

①守る組織から、「殺し殺される組織」へ 

「集団的自衛権が行使できる、武力行使ができるとなれば自衛隊は軍になる軍隊は殺す

ことも殺されることもある。 いまの日本に、どれだけそこに若者を行かせられるのでし  
ょう」（自民党・野田聖子元総務会長） 
 「（自衛隊に）命をかけて行ってもらうことになったら徴兵制も考えないといけなくなる」

（自民党・村上誠一郎元行革担当総） 
 「血は流れるかもしれない。それでも日本国民全体の安全は守れます。」 
  （岡崎久彦元駐タイ大使：安保法制懇メンバー） 
＜自衛隊員が殺される現実的可能性＞ 

   湾岸戦争（１９９０年） 
  イギリス    ２４人 
 アフガン戦争（２００１年） 
  イギリス   ４５３人 
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  フランス    ８９人 
  オーストラリア ３８人 
②貧困による徴兵制への懸念 

・１８歳高校卒業生への自衛隊勧誘資料送付。 
「赤紙が来た」。（７月上旬。募集期間：平成 26 年 8 月 1 日～9 月 9 日） 
※滋賀県中２個人宛 501 通の DM。事務次官通達で中学生へはその保護者へ。 
（東京 14.1025） 

・非正規率 1990 年代半ばから 2000 年代初めにかけて急増。 
※１９９５年「新時代の日本的経営」（日経連） 
全体平均 37.4％（労働力調査 2014年）。15～24才 48.6％。25～34才 28.0％。女性 56.7％。 

・一般曹自衛官（下士官）の倍率 
 2012 年度 陸 11.2  海 4.9   空 7.5 
 2013 年度 陸 10.7  海 5.2   空 9.8 
 2014 年度 陸 7.11  海 4.96  空 9.35 
 2015 年度 陸 5.3   海 4.2   空 10.0 
※陸自の倍率低下が目立つ。 

 〇「奨学金と言う名のローン」 
  借入金総額は平均 312.9 万円、返済額平均は 17,206 円、返済期間平均 14.1 年 
  （労福協 2015 年 7～8 月調査） 
  ⇒ 戦地に行くことを覚悟の入隊も。 
    将来、返済免除の「特典」での勧誘も。 

※自民党憲法改正草案 

第九条の三 

「国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その

資源を確保しなければならない。」 

  ⇒憲法１８条の「苦役の禁止」は歯止めにならない。何故なら苦役概念のすり替えはたやす

くできるから。国を守るために命を捧げることは名誉であり、国民としての誇りで

ある、と。 

 

６．改憲手口の変遷 

①９６条先行改憲（外堀を埋め、９条の本丸を攻める） 

②２段階改憲論（解釈改憲⇒明文改憲） 

③３段階改憲論（解釈改憲⇒明文改憲：お試し改憲⇒９条改憲） ＝ ２段階改憲論の変種 

※加憲を利用。緊急事態条項、環境権など。 

 

 



－5－ 
 

〇２０１２年４月、自民党「日本国憲法 改正草案」の緊急事態条項 

①どんな時に：武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害等「法

律で定める緊急事態」が発生した時 

②なにをする：内閣総理大臣は緊急事態を宣言でき る（９８条－１項） 

③どうなる：宣言があれば、内閣は緊急政令を制定したり（９９条－１項）公の機関の指示に従う義

務が国民に課される。（同３項）。 

緊急事態条項の新設 ⇒ ファシズムへの道（権力者が、４権の上に君臨する体制） 

※（我々の基本姿勢）安倍政権下の改憲反対・まずは、自民党の改憲草案の撤回。対案は、

現行憲法。加憲の項目は、法律で対処できるし、機動的かつ現実的。 

※共同通信社が 10 月 28 日、憲法公布 70 年に当たり郵送方式で実施した世論調査の結果。 

 

 

 

Ⅲ．今後のたたかい 

１．安倍政治の特徴 ⇒ （国民を）だます政治  

「だます・そらす・はぐらかす」 ⇒ 「だます・そらす・隠す 

 その典型が、ＴＰＰ  

 〇２つのだまし 

 ①自民党の公約違反（2014 年 12 月総選挙） ＴＰＰ断固反対、自民党ウソつかない、 

ブレない 

 ②衆議院決議違反（衆議院農水委員会決議 2013.4.19） 

  農林水産物の重要品目の関税撤廃は認めない。食の安全は守る。食の安定生産は損なわな

い。交渉によって得た情報は、国会に速やかに報告する。幅広い国民的議論を保障する。 

    ※農水産物 2328 品目中 1885 品目で関税撤廃 81％ 
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支持する 支持しない

朝日新聞 48 32

読売新聞 57 32

日経新聞TV東京 50 27

共同通信 53.9 33.2

時事通信 49.4 30

NHK 50 33

日本TV 48.8 32.9

JNN 57.1 40.7

FNN産経新聞 57.6 35.5

報道機関
2016年10月

     重要品目でも 30％で関税撤廃 

   ※売買同時入札制度（ＳＢＳ）で「調整金」の存在。60 ㎏当りの小売価格で輸入米が最大

3600 円、国内枚より安値で販売。 

   ※米国試算では農産物の輸出が 4000 億円増える。日本側試算では 1500 億円しか減らない。

食料自給率は変わらない。 

 〇そらす・隠す手口 

   「のり弁当」(黒塗り資料) 

「８４００ページ中２８％しか翻訳せず」 

「誤訳あり」 ※意図的な改ざん 関税の撤廃 ⇒ 関税の見直し 

 〇内容のひどさは勿論、社会的規制の撤廃 

農業だけじゃない。貿易に関するものは30章中最初の5章のみ。他は、投資や金融、食の

安全、医療・社会保障・・・。投資の自由化で労働力移動の自由化⇒失業、非正規の増大。金

融では簡保生命、労組や各種団体の共済が狙われる。国民皆保険制度の崩壊、高止まりす

る薬価（特許期間の延長）。 

    地方自治体の学校給食の地産地消、公共工事の地元優先発注など・・・。 

   ＩＳＤＳ条項（投資家対国家間の紛争解決条項）で多国籍企業が、国や自治体を訴え、社会的

規制を撤廃する。多国籍企業の利益を代表する政府は、その外圧を利用して「構造改革」を

推進する。 

   ⇒ ＴＰＰの勝者は多国籍企業。敗者は９９％の国民（＋地方の公権力＝公共団体） 

 〇トランプの勝利で発効は絶望的なのに TPP 承認案件と１１の関連法を強行 

  ※発効の要件。①署名（2016．2．4）から２年以内に１２カ国が批准、②２年過ぎて GDP の８

５％以上を占める６カ国以上の准が要件。アメリカ６０．４％、日本１７．７％。 

  ※発効の見通しがないまま、対策費を既に 1.9 兆円執行中。更に来年度予算に 2.1 兆円を

盛り込む予定。他国にもない。前代未聞の事態。 

 

２．安倍１強・自民１強の崩壊の始まりへ 

〇内閣支持率６０％（共同通信）の怪 

調査機関により差異も 

外交が得点との見方も 

「受け皿」不在も 

 

 

 

 

 

 



－7－ 
 

〇官邸揺さぶる４つの誤算 

１）TＰＰ・年金カット法案、カジノ法案、そしてオスプレイ 

深部の怒り。カジノ法での公明の造反。衆議院では３５人中２２人が賛成。１３人は（反対１１、棄権１、

欠席１）。参議院では２５人中山口代表含む７人が反対。また、都議会公明党は、自民との共闘を

解消。 

２）北方領土「ゼロ」回答 

①経済協力だけを「先食い」された 

②北方４島の開発を「ロシアの法律のもとで行う」ことを認めてしまった。領有権の放棄に等しい。国

民の失望。 

③ロシアのシリア・アレッポへの空爆の再会、クリミア併合などに対する欧米の経済制裁の中、領土

欲しさに「金目」外交。国際的信用を傷つけた。 

３）アベノミクスの崩壊 

①デフレ脱却ならず。黒田日銀「２年程度で２％の物価上昇」の実現を宣言（2013 年 1 月）。５度目

の延期で、「2018 年度ごろ」に。５年の総裁任期中に目標達成が困難なことを認めた。 

国債発行残高の約４割を買い占。「デフレからの脱却」は 2014 年選挙の安倍自民党の公約。 

②２０１６年度税収減。 

2015 年度税収 56 兆 2854 億円（消費税 8％と円安株高効果） ← 2012 年度 43 兆円 

2016 年度税収見込み 55 兆 7000 億円。当初予算比▲1.9 兆円。 

４）トランプ当選－株高の不安定さ 

減税、財政出動でアメリカの景気が良くなる。米長期金利の上昇予測。しかし、トランプ当選の原動

力になった白人ブルカラーに雇用と安定した生活を保障できるのか。 

それを進めるには①保護主義への傾斜。TPP よりきつい関税撤廃要求。②移民の制限など。不安

定要素。また、軍事費の負担増の要求。 

 ⇒ おごる平家は久しからず、おごる安倍も久しからず 

※共同通信社が１７、１８両日実施した全国電話世論調査によると、カジノを中心とする統合型リゾ

ート施設（ＩＲ）整備推進法の成立を踏まえ、カジノ解禁の賛否を尋ねたところ賛成が２４・６％、反

対は６９・６％に上った。先の日ロ首脳会談を「評価する」が３８・７％、「評価しない」は５４・３％。内

閣支持率は前回１１月より５・９ポイント下落して５４・８％、不支持率は３４・１％となった。 

 

３．安倍首相のシナリオ 

・総裁任期の３期９年への延長（1７年 3 月の党大会で規約改正） 

・２０１８年９月に再選 ⇒ 任期は２０２１年９月へ 

・２０１９年７月 参議院選挙 

・２０２０年の東京五輪 ⇒ アベリンピックへ 

〇年末、年明け解散のシナリオの崩壊？ 

 ①野党対策：衆院選で「野党共闘」が出来ないうちに 
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 ②党内固め：ポスト安倍の芽を摘む（党大会対策、１８年９月の総裁選対策） 

 ③支持率が高いうちに。プラス北方領土返還でムード盛り上げ。 

※年明け解散総選挙の場合、衆議院の任期は２０２１年２月までとなる。 

※アベリンピックを国威発揚の手段にし、改憲の国民投票へ。２０１８年通常国会に原案提出。

同年秋衆参で決議（発議）。２０１９年国民投票。参議院選挙と同時か？ 

〇来年秋の解散説が浮上。３月末に予算を挙げ。５月２７日、衆議院区割り勧告期限。６月都議選

後秋にも解散？ 

 ※条件が異なる可能性は、野党共闘の行方。時間的な余裕ができる。 

 ※安倍内閣の支持率低下のリスク。 

 

４．明文改憲には案外時間がかかる 

・自民党憲法草案に示された２００項目からの絞り込み作業 

・改憲勢力３分の２の多様さと調整の必要（改憲グラデーション） 

 ※衆議院：自民 294＋公明 35 で 69.3％（3 分の 2 以上）、維新 15。ただし、公明は加憲。 

 ※参議院：自民 121＋公明 25 で 60.3％。維新 12 加えても 65.3％。こころ 3、元気 1 を加えて

66.9％。 

・次期衆院選で３分の２を維持できるか？そして、国民投票で勝利できるか？ 

・衆参の各院の憲法審査会で改正原案を決定（過半数）。衆参で改憲案を３分の２で通す（発議） 

・国民投票での有効投票の過半数  

 ※個別投票。しかし、一括投票もできる。 

 ※但し、最低投票率を設ける論議の必要あり（2007 年 5 月の国民投票法成立時の参議院付帯

決議で、憲法審査会で検討するとなった）。 

 

５．改憲への国民的な壁 

①安保法廃止、憲法守れ！の国民的な運動 

 ※「九条の会」と「日本会議」の草の根対決。 

1997 年発足。日本会議：右翼宗教団体の連合体。個人会員 35,000 人。天皇崇拝が基本思 

想。2015 年 11 月 10 日、武道館 1 万人集会。左手を越に「団結ガンバロー」も。５・３集会、全国

キャラバン。１０００万人署名（ネットワーク）。国民投票で過半数（約 3,000 万票以上）の賛成が必

要となるとして、「美しい日本の憲法をつくる 1,000 万人賛同者（ネットワーク）」を全国に呼びかけ

ている。2016 年初詣では各神社に改憲ポスターと署名も。 

②「九条の会」の運動の広がり。２００４年 6 月 10 日発足。全国に 7500 の「九条の会」。 

 文化人等幅広い人たちが、全国で区の根の運動を展開。 

③国政選挙等での「野党共闘」の威力 

 「野党が共闘しなければ勝てない」・・・ 

④安保法違憲訴訟  
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 ２０１６年４月２６日、東京地裁で第１次提訴。高知では５月６日３２人が原告として提訴。代理人弁

護士は２０人。９月３０日第１回口頭弁論。 

 

６．市民と野党の共闘がカギを握る 

１）2016 年 7 月の参議院選挙の結果 

・大西聡氏：得票数 242,781 票（高知 126,647、徳島 116,134）。得票率は 42.9％（高知 47.1％、徳

島 39.1％）。 

・惜敗したが、高知では２万票差から７千票に縮め、徳島では６万３千票差を５万５千票に縮めた。 

高知県では７自治体（高知市、安芸市、土佐市、須崎市、土佐清水市、田野町、四万十町）で

自民候補を上回った。※高知市は県人口の４６％が集中する。そこで４０００票上回った意義は大き

い。 

・「共同」の出口調査では無党派層の６２％が、統一候補に入れた。高知で統一候補は４野党の

比例票の１．２倍、徳島では同じく１．３倍を獲得した。 

・しかし、投票率は高知(45.52%。前回比－4.4％)、徳島(46.98%。前回比－2.31％)とも史上最低とな

り、全国ワースト１、２となった。 

合区に加え、高知では県出身の候補者がいないと言うことが影響した（白票が前回比 1.58 倍）。 

・共闘効果はあったが、投票率を上げ、勝利に導くところまではいかなかった。 

※安倍内閣の選挙戦術：①争点隠し、②何となくアベノミクス ※「合区解消」という県民にとって切

実ではあるが、形式的な争点によって実質的な争点が隠された。 

※勝利の２つの要素。①野党共闘、②争点の明確化 

※10 月 28 日、憲法アクションで「衆議院でも野党共闘」の記者会見。その後民進党を訪問。新潟

知事選挙の教訓と「９・６・３」の法則 

 

２）高知憲法アクションは急ごしらえではない 

〇前史：2010 年「郷土の軍事化に反対する高知県連絡会」の結成。2012 年「原発をなくし自然エ

ネルギーを推進する高知県民連絡会」を結成。2013 年 9 月「憲法懇談会」が活動を開始。96 条先

行改憲、特定秘密保護法、集団的自衛権、ＮＨＫ会長罷免などで声明を発表し、6 回の講演会を

開催。 

 

〇憲法アクションの戦争法反対の取り組み：2015 年5月：「戦争させない！戦争に行かない高知憲

法アクション」結成（「憲法懇談会」発展解消）。2016 年に開催した戦争法反対県民集会（①

6/28:1500 人、②7/19:600 人、③8/30:1500 人、④9/13:1800 人、⑤9/27:1000）には、合計

6,400 人が結集。 

※団体の枠を超えた平和団体間の共闘＋市民団体（運動） 

※高知憲法アクションは、平和と民主主義を願う高知県民の宝 
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〇参議院選挙の「共闘」の内容：オール徳島と連携して両県の４野党（民進、共産、社民、新社会）

と統一候補を実現（3.9 徳島で記者発表）。12 項目の政策合意（安保法制廃止の大義からＴＰＰ、

原発、消費税まで。4 月 26 日、高知で記者発表）。 

「野党が共闘しなければ勝てない」「しかし、共闘しただけでは勝てない」「だが、しっかりした共闘

を築けば勝てる」（「本気の共闘」） ⇒ 「立憲・平和・共生県民連合 高知」（5 月 2 日政治団体登

録、5 月 10 日事務所開き） 

※濃いメンツの事務局：例えば事務所の壁には、岡田達也民進党代表と志位和夫共産党委員長

の必勝の為書が並ぶ。事務局常駐メンバーは、民進、共産、社民、新社会の幹事長、書記長クラ

ス。アクションからは県労連の私。 

「本籍地民進党、現住所市民と野党共闘」（大西氏への指摘） 

「縦の糸は政党、横の糸は市民」（中島みゆき「糸」に寄せて） 

※「縦の糸は民進、横の糸は共産」からの発展（3 月 20 日、徳島から 4 野党の幹部来高、高知の 4

野党幹部と両県の市民団体が、共通政策、闘う体制について論議。その後、懇親とカラオケ。某女

性高知県議）。 

「ほくろの位置が違う、味噌の味が違うと言っていては勝てない」（山口百恵「イミテーションゴール

ド」に寄せて） 例）演説会のしつらえ、お金の集め方、集票の仕方････「家風」 

〇飲みにケーション力とダべリング力の発揮（縦、横関係） ※「内助の功」は双方向。 

 土佐観光の標語「ありがとう 内助の妻と 土佐めぐり」⇔「内助の夫 妻に引かれて 土佐めぐり」 

※「大西そうとがんばる土佐の女たち」⇒選挙後「一票で変える土佐の女たち」⇒いの町で女性町

長誕生 

 

憲法アクションは、これからどう動くか  

 原則は原則であるが故に固く、また、原則的であるが故に柔軟 「この道しかない」の柔らかさ 

※衆議院選挙は参議院選挙より複雑な方程式。「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」からの発展 

 小選挙区２９５（四国で定数１１。高知２、徳島２、香川３、愛媛４） 

 比例１８０（１１ブロック。四国は定数６） 

 大義＋政策＋人間的なつながり（信頼関係）の強さ 「顔合わせ」「腹合わせ」「知恵合わせ」 

 

 

１）やってきたこと 

10 月 28 日 「衆議院でも野党共闘」の記者発表と 4 野党への申し入れ 

11 月 20 日 民進党蓮舫氏の来高に合せ要請 

①「1 対１」のすっきりした構図で闘えるように努力を 
②高知憲法アクションは、参議院対策の付け焼刃ではない 
③12 項目の政策合意は全国に誇るものであり、今も生きている 
④政治団体の「立憲・平和・共生県民連合 高知」は今も生きており、憲法アクションと
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共にいつでも戦える体制にある 
⑤参議院選挙の教訓の一つは、時間が足りなかったこと。早くまとめてほしい。 
 

２）これからやること 

①民進、共産党幹部に個別に会い、意向を伝え本音の論議をする。 

 それを受け、両党の協議を促す。 

②アクションと市民団体独自で政策の練り上げを行う。 

 １２項目が基本。その上に理念的深掘りを行い、あるべき社会の方向性などを議論。 

 衆議院選挙での打ち出し、争点などを分かりやすく表現する。 

 それらを基に全戸配布ビラを作成。 

 また、各政党、各候補者にその政策を提示賛同を求める。 

 その結果も公表する。政党任せにしない。 

 

 自由は土佐の山間よりいず、平和は沖縄の美ら海よりいず 

 「平成の自由民権運動」を高知から全国に発信するの気概 

「自由は空気ではない」「そこにあるものではなく、獲得するものであり、守る（べき）もの」 

以上 

 

 


