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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 

 

■5 月 3 日に憲法署名がスタート 

 5 月 3 日の憲法集会から、「平和憲法を生か

し、憲法九条改悪に反対する請願署名」（憲法

署名）が始まりました。署名運動の開始から二

ヶ月余をへて、さまざまな地域、職場、学園で

取り組みが広がってきています。自民党は来年

秋の自民党大会で改憲案を決定しようとして

おり、国会では改憲勢力が多数をしめています。

自民党をはじめとした改憲勢力は、憲法九条の

改悪によって、日本をいつでも戦争ができる国

へと根本的に変えていこうとしています。憲法

署名運動は、このような改憲勢力の前に立ちは

だかり、国会での憲法改定の発議を断念させる

ことをめざすものであり、仮に国民投票に至っ

たとしても憲法改悪を阻止することを目的と

したものです。今年の 5 月 3 日から来年の 11

月 3 日までの一年半をかけて、京都府下全域で

この署名運動に取り組み、憲法九条改悪に反対

する広範なネットワークをあらゆる地域に草

の根からつくりだしていきましょう。 

 

                                 憲法集会 

                 in 京都  

 

2004 年 

５月３日 

 

■憲法署名京都実行委員会にご参加・ご協力を！ 

 4 月 22 日、この憲法署名運動の実行委員会

が結成され、憲法四団体を代表する 4 人の方が

共同代表に就任されました。これまでの運動の

流れの違いをこえて、憲法九条の改悪を阻止す

るために、京都府下のあらゆる団体、グループ、

個人がそれぞれの想いを結びつけ、共同の取り

組みをおこなう態勢がつくられてきました。そ

れぞれの団体の取り組みも始まってきていま

す。京都自治労連は２００本の憲法署名の幟を

つくり、毎月９日に街頭での署名活動をおこな

うことを決定しました。京建労は、京建労の責

任で４０万人の署名を集めることを決定しま

した。いくつかの地域では、憲法署名を推進す

る地域ネットワークづくりも始まっています。

また憲法署名京都実行委員会では、６月 10 日

に井上ひさしさん、梅原猛さん、大江健三郎さ

ん、奥平康弘さん、小田実さん、加藤周一さん、

澤地久枝さん、鶴見俊輔さん、三木睦子さんが

憲法九条改悪に反対して東京で結成された「九

条の会」のアピールを支持し、連携して運動を

進めていこうとしています。

 

 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】〒６８２－０８５４ 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 
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■□■ 憲法署名実行委員会共同代表からのアピール ■□■ 

上田勝美さん（京都憲法会議 代表幹事） 

 

皆さん、進んで憲法改悪反対の憲法署名をい

たしましょう。 

 理由は、いま、憲法を変更する理由がまった

く無いからです。では、なぜ政府は憲法を改定

しようとしているのでしょうか。今のイラクの

ことでも明らかなごとく、自衛隊を世界中で戦

争に参加させるためです。小泉首相自身、平和

憲法が邪魔物だと広言しています。憲法九条は、

すべての戦争の放棄と一切の戦力の不保持お

よび交戦権の否認を明確に定めています。この

憲法九条の恒久平和主義の原理は、21 世紀の

平和的国際社会の構築に向けての確かな指針

を示しています。 

 いま、日本国民は「戦争への道」か、それと

も「平和への道」か、いずれかの道を選択する

岐路に立っています。国会では「改憲勢力」が

多数を占めています。ですから私たち主権者・

国民が緊急に明文改憲反対の一大国民運動を

展開する必要があるのではないでしょうか。 

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） 

 

今、憲法９条を変えようという動きに、不安

と怒りを覚える人は少なくありません。しかし、

政府の決めることだから仕方がないと考える

人達が少なくないのも現実です。 

「憲法９条を守ろう。」というと、「理想だけ

れど、現実とは違うよ。」と言われるかもしれ

ません。どんなに崇高な理想でも、何もしない

でいれば単なる夢で終わってしまうでしょう。

どんなに素晴らしい憲法でも、大切に思い守る

努力をしなければただの文でおわってしまい

ます。 

この署名運動を通して、私たちひとりひとり

が平和の創り手であるということを確認でき

ればいいなと思っています。世界中の人びとが

信頼し合い平和に暮らすことができる日がか

ならず来ることを信じて運動を続けましょう。 

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

澤野義一さん（憲法を生かす会・京都 代表）  澄田健一郎さん（憲法九条の会・京都 代表） 

 

 改憲政党は改憲案の骨子を提示し、ここ１、

２年のうちに改憲草案を作成するタイム・スケ

ジュールも提案するにいたっています。改憲論

が圧倒的多数を占める国会の憲法調査会も、来

年の前半には 5 年目の最終報告書を提出しま

す。このような改憲動向をにらんで、来年の通

常国会には憲法改正国民投票法も提案されそ

うです。あれやこれやの理由をあげて改憲論が

主張されていますが、その本質は海外派兵型戦

争国家づくりにあります。このような改憲に賛

成できないとすれば、そのための国民投票法の

制定にも賛成できません。国民投票法の内容に

も多くの問題があります。いま私たちに必要な

ことは、署名などによる改憲反対の世論形成だ

と思います。 

 

 私は、85 歳と７ヶ月になり、戦前・戦中・

戦後の生き証人になりました。「天皇は神聖に

して侵すべからず」とする大日本帝国憲法下の

戦前は、今の人が想像もできないほど庶民の生

活は貧しく暗いものでした。その戦前の日本に、

7 月 11 日の選挙の結果では逆戻りするかもし

れないのです。今の日本の政府は、日本国憲法

を改悪して戦争をする日本にしようとしてい

るのです。日本国憲法は、59 年前敗戦して、

三百万人以上の日本人と二千万人以上のアジ

アの人々の命で贖った戦争反対・平和の人類の

遺産です。この日本国憲法を守る政府を創れば、

平和で豊かな日本にすることができるのです。

皆さん、一緒になって、そういう日本にしてい

きましょう。 



■９氏の呼びかけで「九条の会」が発足！ 

 6 月 10 日、東京において加藤周一さんら９

氏の呼びかけで「九条の会」が結成され、アピ

ールが発表されました。そのアピールでは、｢日

本と世界の平和な未来のために、日本国憲法を

守るという一点で手をつなぎ、『改憲』のくわ

だてを阻むため、一人ひとりができる、あらゆ

る努力を、いますぐ始めること｣が訴えられて

います。加藤氏は「会」の性格として、「九条

の問題で大小のさまざまな団体が活動してい

るが、横の連絡がほとんどない。これらの横の

ネットワークづくりをしたい」と述べています。

また、大江健三郎さんは「憲法九条を守ろうと

いうさまざまな声が集まる萃点（すいてん）の

一つとして、この会を広げたい」と述べていま

す。私たち憲法署名京都実行委員会は、この９

氏のアピールに対して 4 人の共同代表の連名

でただちに賛同のメッセージを送り、実行委員

会としても賛同することを確認しました。そし

て、「九条の会」のこれからの活動に大いに期

待しつつ、連携して運動を進めていくつもりで

す。そのひとつとして現在、京都で「九条の会」

とともに憲法講演会を開催することを追求し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽「９条の会」アピール   （全文）▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

日本国憲法は、いま、大きな試練にさ

らされています。 

ヒロシマ・ナガサキの原爆にいたる残

虐な兵器によって、五千万を越える人

命を奪った第二次世界大戦。この戦

争から、世界の市民は、国際紛争の

解決のためであっても、武力を使うこ

とを選択肢にすべきではないという教

訓を導きだしました。 

侵略戦争をしつづけることで、この戦

争に多大な責任を負った日本は、戦

争放棄と戦力を持たないことを規定し

た九条を含む憲法を制定し、こうした

世界の市民の意思を実現しようと決心

しました。 

しかるに憲法制定から半世紀以上を

経たいま、九条を中心に日本国憲法

を「改正」しようとする動きが、かつてな

い規模と強さで台頭しています。その

意図は、日本を、アメリカに従って「戦

争をする国」に変えるところにありま

す。そのために、集団的自衛権の容

認、自衛隊の海外派兵と武力の行使

など、憲法上の拘束を実際上破って

きています。また、非核三原則や武器

輸出の禁止などの重要施策を無きも

のにしようとしています。そして、子ど

もたちを「戦争をする国」を担う者にす

るために、教育基本法をも変えようとし

ています。これは、日本国憲法が実現

しようとしてきた、武力によらない紛争

解決をめざす国の在り方を根本的に

転換し、軍事優先の国家へ向かう道

を歩むものです。私たちは、この転換

を許すことはできません。 

アメリカのイラク攻撃と占領の泥沼状

態は、紛争の武力による解決が、いか

に非現実的であるかを、日々明らかに

しています。なにより武力の行使は、

その国と地域の民衆の生活と幸福を

奪うことでしかありません。一九九〇年

代以降の地域紛争への大国による軍

事介入も、紛争の有効な解決にはつ

ながりませんでした。だからこそ、東南

アジアやヨーロッパ等では、紛争を、

外交と話し合いによって解決するため

の、地域的枠組みを作る努力が強め

られています。 

二〇世紀の教訓をふまえ、二一世紀

の進路が問われているいま、あらため

て憲法九条を外交の基本にすえるこ

との大切さがはっきりしてきています。

相手国が歓迎しない自衛隊の派兵を

「国際貢献」などと言うのは、思い上が

りでしかありません。 

憲法九条に基づき、アジアをはじめと

する諸国民との友好と協力関係を発

展させ、アメリカとの軍事同盟だけを

優先する外交を転換し、世界の歴史

の流れに、自主性を発揮して現実的

にかかわっていくことが求められてい

ます。憲法九条をもつこの国だからこ

そ、相手国の立場を尊重した、平和

的外交と、経済、文化、科学技術など

の面からの協力ができるのです。 

 私たちは、平和を求める世界の市民

と手をつなぐために、あらためて憲法

九条を激動する世界に輝かせたいと

考えます。そのためには、この国の主

権者である国民一人ひとりが、九条を

持つ日本国憲法を、自分のものとして

選び直し、日々行使していくことが必

要です。それは、国の未来の在り方に

対する、主権者の責任です。日本と

世界の平和な未来のために、日本国

憲法を守るという一点で手をつなぎ、

「改憲」のくわだてを阻むため、一人

ひとりができる、あらゆる努力を、いま

すぐ始めることを訴えます。 

 

2004 年 6 月 10 日 

 

 井上 ひさし（作家） 

 梅原 猛（哲学者） 

 大江 健三郎（作家） 

 奥平 康弘（憲法研究者） 

 小田 実（作家） 

 加藤 周一（評論家） 

 澤地 久枝（作家） 

 鶴見 俊輔（哲学者） 

 三木 睦子（国連婦人会） 
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〔がんばってます〕－それぞれの取り組みから－ 

■毎月９日を『９の日宣伝』として取り組む  ………京都自治労連 

京都自治労連は、自民・公明・民主が憲法改

悪を競い合い、有事関連 7 法案が重大な事態

を迎えるなか、毎月 9 日に一斉宣伝する「憲

法 9 条を守ろう『9 の日宣伝』」を呼びかけ

ました。これまで 6 月 9 日、７月９日と２回

行ってきましたが、『憲法９条を守ろう』ノボ

リや憲法ティッシュビラも好評で、市民のみ

なさんに大いに激励されました。 

 本部執行部が行った阪急西院駅前での宣

伝・署名行動では、「何か手伝えることはあり

ませんか」と青年が話しかけて来ました。ま

た、女子高生が自転車を止めて「自衛隊がイ

ラク派兵されるなど平和憲法が改悪されるの

ではないか心配です」と快く署名に応じてく

れるなど、予想以上に青年が平和問題に関心

を持っていることを実感。今後、府内全域で

「９の日宣伝」が実施できるよう奮闘してい

ます。 

 

〔署名の手引き〕 

●憲法署名は、国籍・年齢にかかわらず、誰でも署名を集めることができ、誰でも署名することが

できます。 

●署名用紙  実行委員会で作成した署名趣意書・署名用紙・チラシは、京都 YMCA および京都

バプテスト教会においています。増刷できる団体・個人は、それぞれで増刷をお願いします。郵送

が必要な方は、事務局までご連絡ください。 

●署名用紙の内容を変えないかぎり、署名用紙のレイアウトなどは自由です。趣意書やチラシにつ

いても、それぞれの団体・グループ・個人で独自のものを作成することができます。 

●署名の送付先  集まった署名は、京都バプテスト教会に郵送していただくか、実行委員会事務

局に手渡してください。 

 

〔原稿募集〕憲法署名ニュースでは、それぞれの取り組みの報告、経験交流を大切にしていきたい

と思います。こんな取り組みを始めた、こういう反応があった、こんなこともやってみようなど、

どんどん原稿を送ってください。字数は、紙面の関係もありますので 300 字程度でお願いします。

写真があれば原稿とともにお送りください。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

〔実行委員会事務局の紹介〕    
事務局長 ★小笠原伸児さん（京都憲法会議・自由法曹団） 

事務局員

募集中！

事務局員 ♪岩佐英夫さん（京都憲法会議・自由法曹団）   

♪大谷心基さん（守ろう憲法と平和 きょうとネット）   

♪園田裕子さん（憲法を生かす会・京都）   

♪立石直子さん（京都憲法会議）   

♪田中三郎さん（安保破棄京都実行委員会）   

♪辻昌秀さん（京都総評）   

♪服部待さん（守ろう憲法と平和 きょうとネット）   

♪増野徹さん（憲法九条の会・京都）   

♪山本純さん（アジア共同行動・京都） 
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