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職場・地域・学園で憲法署名運動に取り組みましょう 

平和憲法擁護！ 憲法改悪絶対反対！ 
                        龍谷大学名誉教授 

                        憲法署名京都実行委員会共同代表  上田勝美 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 憲法改悪の機運が切迫している。その状況を、例

えば朝日は、「日本の言論」という特集のなかで「憲

法改正はまさしく秒読みの段階に入っている」（雑誌

『論座』４月号）と報じ、日本経団連会長の奥田碩

氏は 20 年来の懸案の改憲が「実現できる立場になっ

た」（朝日３月 23 日）と語っている。朝日の論調は、

改憲を一応危機的なものととらえているが、財界代

表は、今の政治状況を「わが意を得たり」という感

覚で語っている。 

 確かに、改憲に関する政治状況は、大変厳しいも

のがある。私は、しかし「憲法改悪の大波」にやす

やすと飲み込まれるとは決して思っていない。主権

者国民の憲法意識、平和意識が一貫して健在である

からである。例えば、最近の世論調査では、一般的

に言って、改憲派が護憲派を上回っていることは確

かなようであるが、九条に絞った世論調査では、常

に 60％以上が九条の改憲に反対の意思表示をして

いる。国民は、九条の改憲が歴史の発展に逆行する

もので、それがいかに「改正」の名目でなされても、

実は「憲法の改悪」以外のものではないことを敏感

に感じ取っているからである。 

 ただ、世論調査では一般的に改憲派が多いという

のは、現に喧伝されている改憲論に惑わされている

面があると思う。例えば、改憲論のなかには、環境

権、知る権利、プライバシーなどの新しい人権を新

設するというものがある。しかしこれら新しい人権

は、現憲法 13 条で、充分に救済・保障できるのであ

る。むしろ改憲勢力が狙っているのは、平和主義の

九条そのものである。 

 歴代の保守政権は、九条について、長年にわたっ

て、無理なごまかしの政治的解釈をして今日に至っ

ている。ところが日米軍事安保の強化で、もはや解

釈のごまかしで押し通せない段階に来ている。他方、

憲法九条二項は、無軍備を定め、国の交戦権を否認

している。自衛隊は九条二項所定に言う戦力そのも

のであり、したがって違憲の存在であることは裁判

所でも確認されている（長沼訴訟第一審判決）。その

自衛隊を海外に派兵することは、二重の憲法違反で

あると言えよう。 

 したがって、自民党と民主党が軍事安保の維持と

強化に奔走する以上、九条がじゃまものであり、そ

の削除を最大の政治課題としているのである。 

 他方、私たち国民にとって日本国憲法は、時代遅

れの、役に立たない代物になっているであろうか。

答えは、NO である。国民主権、基本的人権尊重主義

および恒久平和主義を基本原理とし、自由権、社会

権など多種多様な権利･自由を保障している現憲法

は、各国憲法に比較して、最も秀でた憲法の一つで

ある。特に、徹底した平和主義を定めている現憲法

は、文字どおり世界の宝とも言える憲法である。 

 第二次大戦では、世界で 5600 万人の犠牲者（死傷

者）を出したが、その大反省として制定された平和

憲法である。まさに日本の進路だけではなく、21 世

紀の人類の進むべき方向を鮮明に提示した憲法であ

る。 

 今、このような世界に誇るべき平和憲法を改憲す

る必要性も歴史的必然性も全く無い。平和憲法の改

悪に反対いたしましょう。学生、労働者、市民の全

ての方々によって、燎原の火のごとき勢いで、憲法

改悪反対の国民運動を前進させましょう！ 



 「守ろう！憲法九条」を拡げる 

京都の２５０名が交流 
 

京都の各地域で憲法九条の改悪反対に取り組む市

民グループや、団体・個人に呼びかけた交流会を、

２月２６日（土）にラボール京都で約２５０名が参

加して熱気のうちに開催した。 

はじめに「九条の会」事務局の高田健さんから、憲

法をとりまく状況や全国の動きについて問題提起

が行われた。国会の衆参両院で５年間進められた憲

法調査会が最終報告を出す段階に入り、護憲・改憲

の対峙する大きな山場に差しかかっている。政界、

財界がさまざまな改憲案を出す中で、いよいよ今国

会において憲法改悪に向けた憲法改正国民投票法

案と、改憲手続きのため２つの国会法改正案が提出

されようとしている。 

これらの法案を阻止するために、また、この先に

国会が憲法改悪の発議をし、改正のための国民投票

を行うことのないように、憲法九条を守る私たちの

闘いの在りようは、「九条の会」が願いとしている

ような思想信条、立場や党派を越えて、同心円的で

なく、「同円多心的」な広がりを全国の津々浦々に

まで創り出すことであり、やがて時期が来れば５千

万人署名にも取り組んでゆきたいとの思いなどが

語られた。 

続いて、あらかじめ配布された報告資料に基づい

て、宗教者、保育者や地域で九条を守るグループ、

市民団体や労働組合など３２名の方々から、持ち時

間が３分というとても短い時間ではあったが、さま

ざまな取り組みについて紹介が行われた。その後の

意見交換では、憲法グッズ活用の要請や今年の５・

３憲法集会実行委員会への参加呼びかけ、また主催

者の憲法署名京都実行委員会からも署名運動への

協力要請などがあり、３時間に凝縮された初めての

顔合わせと激励の会合を閉じた。 

（事務局：服部待） 
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3 月 9 日・街頭署名行動の報告 
 

 一番最初に署名に応じてくれたのは韓国からの

留学生の女の子。「外国人でもいいんですか」「もち

ろん、というか、是非！」。「九条には何が書いてあ

りますか」「戦争はしない、そのための軍隊や武器

は持たないということが書いてあります。あの歴史

は繰り返さないとの反省のうえにできた憲法です」

と答えると、「だったら署名します」、次は高校三年

生の男の子。「高校生でもいいんですか」「ってか、

高校生にこそ関心を持ってほしいと思っています」。

映像を学んでいるという大学生はさ～っと寄って

きて署名してくれました。小学生の女の子は途中で

住所がわからなくなって、別の板で署名しているお

母さんのを見て完成。きっと彼女にとってはじめて

の署名だったのでしょうね。署名用紙の入った封筒

を持って帰って下さった方も何組もあったとか。そ

のまま読めばアピールになるちらしを用意して下

さったＴさんは、署名をしてくれた若い女性 2人組

に「マイクを持って」と依頼、「もうちょっとでＯ

Ｋだったのに」とのこと。様々の努力や工夫があり

ます。 

 3 月 9 日は、何だか「若い人が署名、してくれた

なぁ」という印象の日でした。 
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２００５年 ３月

各 位 

   ５・３憲法集会ｉｎ京都(仮称) 実行委員会企画会議

                                     担当 岩佐英夫 増野徹

 

５・３憲法集会ｉｎ京都(仮称)実行委員会へのご賛同のお願い 

 

拝啓  余寒の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜

び申し上げます。また、日頃より平和に向けてのご活躍に敬意を

表します。 

 さて、2002 年以来ここ京都の地においては、平和憲法を守り、日

本をアメリカと共に戦争する国にしようとする動きを押しとどめ

ようという思いを同じくする皆様とともに、円山野外音楽堂で 5

月 3 日に憲法集会を行い、ピースウォークで広く市民へアピール

してきました。 

  この間、アメリカ・イギリスを中心とした事実上の軍事占領が

続くイラクに自衛隊が派兵され、自衛軍と海外派兵を正面から認

める改憲への動きや「愛国心」を掲げる教育基本法改悪への動き

もいよいよ本格化しようとしています。 

これに対して大江健三郎氏らによる「九条の会」結成など、憲

法改悪に反対する取組みも全国で広がり、京都でも 2000 人を超す

人々が集い、各地域・分野で自主的なグループが作られています。

私たちは、これらの多くの方々と協同の輪を広げるべく 2 月 26

日に交流会をもつと共に、その力をあわせて今年も 5 月 3 日に憲

法集会を成功させたいと思っています。 

つきましては、下記のとおり実行委員会を開催しますので、5月 3

日憲法集会への皆さんの想いをお持ちよりください。

敬具

 

また、取り組みに賛同していただける団体・個人の皆さんには、

別紙の回答書をお送りいただきたく存じます。 

  末筆ながら、皆様のご活躍をお祈り申し上げます。 

 

記 

  日 時  ：  ４月1日(金) 午後７時～   

   場 所  ：  京都ＹＭＣＡ  （中京区三条柳馬場東南角） 

連絡先 ： 憲法署名京都実行委員会  

(日本バプテスト京都教会気付) 

ＦＡＸ ０７５－２３１－４３２７

守ろう憲法と平和 きょうとネット

 
 

地域ネットワークだより 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
次々と憲法改悪に反対する新し

い地域ネットワーク・地域組織が

結成され、さまざまな取り組みが

おこなわれています。憲法署名実

行委員会の事務局が把握してい

る範囲でも、３月以降だけで次の

ような動きがあります。憲法署名ニ

ュースの紙上でご紹介・ご案内し

ていきたいと思いますので、新し

い動きがありましたらぜひご連絡く

ださい。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
★京田辺・綴喜九条の会 
３月 ６日 結成 ９０人参加 
★左京九条の会     
３月１２日 憲法と平和を考える

左京のつどい開催 １２０人参加 
★八幡九条の会  
３月２０日結成 
★西京憲法ネット    
３月２５日 第二回全体会議（午

後７時～西文化会館） 
★西京・桂坂九条の会  
４月３日 発足予定 
★右京区九条の会  
４月９日 憲法九条をまもる右京

大集会（講演・安斎育郎さん、コ

ンサート等 午後２時右京ふれあ

い文化会館） 
★中京九条の会   
 ４月１１日 平和が一番学習会

（講演:中田進さん、ハートピア京

都） 
★９ぴぃ  
４月１７日 伊藤真憲法講演会

（ハートピア京都） 
★憲法改悪を許さない宇治の会 

４月１８日 結成集会 
（講師・丹羽雅雄さん 午後７時

～ 宇治市公民館） 
                                           

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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 この日、朝から 3･20 ピースアピール実行委員会の

青年たちが平和への願いをこめた 700 人の手形を押

した 70ｍの大横断幕をつくり、三条大橋に掲げた。

そして、ピースアクションは、午後 1 時からのプレ

企画、京都うたごえ協議会の歌や演奏から開始され

た。次々と参加者が三条河川敷に集まってくるなか、

午後 2 時から集会が開始され、まず呼びかけ団体で

ある STOP！イラク派兵・京都を代表して服部待さん

が挨拶をおこない、イラク軍事占領の中止と自衛隊

のイラク派兵をやめさせようと力づよく呼びかけた。

インターナショナル ANSWER など３団体からの国際

連帯メッセージの紹介、在日韓国青年同盟からのア

ピールにつづいて、STOP！イラク派兵～平和憲法を

守れ！～宇城久実行委員会の辻本さんが京都からの

イラク派兵の状況について報告し、4月 10 日の大久

保基地を包囲するヒューマンチェーンへの大結集を

呼びかけた。その後、京都うたごえ協議会のピース

コンサートをはさんで、「やめて！イラク派兵」京都

訴訟の出口さん、憲法署名京都実行委員会の園田さ

ん、教育基本法の改悪やめて！京都の会の梶川さん、

京都総評の辻さん、ユニオンネットワークの玉井さ

ん、そして反戦反政府行動と 3･20 ピースアピール実

行委員会の若者、福知山の平和委員会の代表からそ

れぞれ熱のこもったアピールが行われた。集会の最

後に STOP！イラク派兵・京都の山本事務局長から、

4 月 10 日の STOP イラク派兵！平和と連帯ヒューマ

ンチェーン・大久保に総結集しようという呼びかけ

が行われた。 
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 イラク戦争の開始から2年にあたる3月19日から

20 日にかけて、イラク軍事占領などに反対する世界

同時行動に世界各国の人々が立ちあがった。京都に

おいても 3月 20 日、「イラク戦争開始 2年世界同時

行動 STOP！イラク派兵 3･20 ピースアクション」が

1200 人の参加で行われた。憲法署名京都実行委員会

もこのピースアクションの賛同団体となった。 
 集会後、ピースアクションに参加した労働者･市

民･学生は、色とりどりの旗･横幕、平和の虹の旗、

プラカード、風船などを持ち、華やかに円山公園ま

でのデモに出発した。5 月上旬には、いよいよ大久

保基地・福知山基地などから多くの自衛隊員がイラ

クへ派兵される。4月 10 日、大久保でのヒューマン

チェーン（午後 2 時・城南勤労者福祉会館集合）を

成功させ、平和の虹の旗で基地を取り囲もう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からのお知らせ＆お願い 

★新しい署名用紙、できました！！ ご入用の方

は事務局までお申出下さい。 

★第二期の署名集約について 

 5 月 3 日に署名数を発表したいと思います。 

そこで 

①署名数について 

4 月２０日（水）～２５日（月）の間に、所定の

用紙にご記入のうえ、 

ＦＡＸ ０７５－２３１－４３２７ または  

Ｅ-mail shomei-kyoto@nifty.com

            までお寄せください。 

②署名用紙について 

５月３日、「憲法集会 in 京都」（仮称）が円山野外

音楽堂で開催されます。その会場にお持ち下さい。 

 

★センター(事務所)＆ボランティアスタッフ募集

中！ 

さらに署名を広げていく拠点が必要！ということ

で、今、センター（事務所）を探しています。 

格安物件をご紹介ください。センターが決まり次

第、ボランティアスタッフも募集したいと考えて

いますのでよろしくお願いします

戦争のない世界へ！平和憲法を生かし、憲法九条改悪に反対する署名運動京都実行委員会 
【共同代表】 上田勝美さん（京都憲法改悪阻止各界連絡会議 代表幹事）  

黒木順子さん（守ろう憲法と平和 きょうとネット 代表幹事）  

澤野義一さん（憲法を生かす会・京都 代表）  

澄田健一郎さん（広げよう世界へ！生かせ憲法九条の会・京都 代表） 

【連絡先】〒６0２－０８５４ 京都市上京区荒神口通河原町東入ル１２２－１日本バプテスト京都教会気付

TEL ０９０－８２１６－６２２３ FAX ０７５－２３１－４３２７ 

mailto:shomei-kyoto@nifty.com



