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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 ！

《 報 告 特 集 号 》 
 

連帯と情熱で 
 
憲法署名京都実行委員会 事務局長 

大谷 心基（おおたに しんき） 
 

調報告で前に立ってみると、会場は

満員。２００席の会場に１７５名は窮

屈感もあるほどでした。しかも、その

みなさんの眼差しが鋭く、ちょっとビ

ビリもしました。 
語らせていただいた一言一言にも鋭

く反応。みなさんの情熱がバシバシ伝

わってきました。正直うれしかったで

す。「連帯できてる！」と思いました。

これは力になるとも確信しました。 
分科会もまた同じく。熱かった！ み

んな熱い思いを秘めている！それを表

現したい！なのに、いまいち表現する

場や方法、人とのつながりなどが見え

てこないというところかと想像。でも、

交流会を経て、みなさんが何かつかん

だのではないかとも想像。なにしろ幸

せでした！ 
 
 

取り組みの報告 ◇「９条の会」４向区ネット 
        ◇新婦人南支部 
分科会 ①学区･市町村･行政区  ②職場･職域 
    ③文化芸術･宗教者  ④学習会活動 
講演 「改憲論の泣きどころ」 岩佐 英夫さん 
分科会まとめと閉会あいさつ  

守ろう憲法と平和 きょうとネット 共同代表 服部 待さん

次回の実行委員会は… ３月９日(木) 午後７時～ です。 

所：バプテスト京都教会（上京区荒神口河原町東入） 多数のご参加お待ちしています。 

★交流会のプログラム★ 
開会あいさつ 憲法署名京都実 共同代表 澤野 義一さん

基調報告 憲法署名京都実 事務局長 大谷 心基さん 

（１）                      http://homepage2.nifty.com/9shomei-kyoto/ 
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≪ 開会のあいさつ ≫ 

 実行委員会共同代表 澤野 義一 
 

 私たちは、

なぜ憲法９

条を守ろう

と主張して

いるのでし

ょうか。自

衛軍を保持

し一定の海

外派兵をで

きるように、非戦・非武装の憲法９条を変え

たとしても、憲法全体が悪くならないと思っ

ている人たちがいるようですが、そうではあ

りません。憲法９条を一つ変えることは、自

民党の新憲法草案をみれば明らかなように、

関連して他の条項にも根本的な改編が及ぶこ

とになります。 

 例えば、前文において、政府の行為によっ

て再び戦争の惨禍がないようにすることや、

諸国民の平和的生存権保障を規定している部

分は削除されています。他方、国を守る責務

が規定されています。憲法９条には、自衛軍

が防衛以外に治安や災害活動に対処する非常

事態権が導入されています。国民の権利・義

務の章では、靖国神社等の大臣参拝を正当化

する（過去の戦死者だけでなく将来もありう

る戦死者を祀る）ために政教分離原則が緩和

され、国家的価値優先によって人権を制限で

きる「公益及び公の秩序」が強調されていま

す。統治制度では、総理大臣の権力強化がは

かられ、軍の規律違反や有事法制違反で自衛

隊や市民を裁く軍事裁判所が導入されていま

す。軍事裁判所が導入されると、知る権利や

裁判の公開原則も保障されなくなります。地

方自治関連では、国が自治体に戦争協力を要

請することを念頭においた、国と地方の役割

分担と相互協力が明記されています。これら

の規定は、すべて「戦争ができる国」を支え

る条項として機能することになります。 

 このような憲法改悪を阻止するためには、

私たちは憲法改正国民投票が実施されないよ

うな力、国民投票になっても負けない力をつ

けなければなりません。通常国会では国民投

票法案が提出・審議されることになっていま

すが、賛成すべきではないでしょう。改憲反

対論の中には、投票運動等を規制しない「よ

りましな公正な法案」ならば審議に応じるべ

きだという意見もありますが、憲法改悪反対

運動に混乱をもたらすもので疑問です。 

 意味のある国民投票や住民投票は、憲法の

理念を実現するために、国民や住民自身の中

から提案されてくるものでなければなりませ

ん。米軍再編に関連して、岩国市のように、

自治体や住民に基地の負担をさせる政府の行

為の是非を住民投票で問うこと、あるいは、

住民に戦争協力を要請する有事法制・国民保

護法に反対する京都市民が、昨年 10 月 29

日から 11 月 28 日の１カ月間で約４万１千

の直接請求署名を集め、京都市に無防備・平

和都市条例の制定を求めたような住民の署名

活動などは、大変意義があります（議会審議

の結果、条例案は否決）。しかし、政府・与党

が提案している憲法改正国民投票は、アメリ

カ政府や財界等の要求に基づくものであり、

国民の下からの切実な要求に基づくものでは

ありません。 

 本日の集会において、京都において「憲法

九条改悪に反対する署名運動」に取り組まれ

ている方々の経験交流を通じて、本来の憲法

運動の理解が深められますこ

とを期待しまして、ごあいさ

つとさせていただきます。 
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≪ 交流会基調報告 ≫    実行委員会事務局長 大谷心基 
 二つの道がある。人間

が人間として生きていく

道と、人間たるを放棄し、

「勝ち組」は神となり、

「負け組」は道具となる

道。そしてこの二つは、

平和憲法を改悪する道と

平和憲法を生きる道と言

える。自民党新憲法草案

を読む限り、平和憲法改悪の道は強大な力を

持つ者が神のように立ち、その他の者を台所

用品を棚に整理するかのごとくモノのように

システムに整理する道のようだ。私たちが今

一度人間として生きることを宣言し、神とな

るならそこから解放され、道具となるならそ

こからも解放される道、すなわち平和憲法を

生きる道を、覚悟を決めて選ぶ時が来ている。 
９条の動詞を見ると、私たちがすべきこと

は、戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権を

認めないということがわかる。その行為はす

べて否定形。否定形は消極的とも言われるが、

この否定命題は極めて積極的である。様々な

宗教・思想は数千年の対話を通じて「殺すな」

という否定命題が平和のための最も積極的で

普遍的な行動であることを証すが、平和憲法

もそれを語る。９条の否定命題は世界で最も

積極的で普遍的だ。 
だが自分の安全を脅かすものは殺してもい

いという雰囲気も広がる。ここに殺しのある

平和が生まれる。こういう平和を語る者はそ

れでみんなが安全になると語る。ここに嘘が

生じる。殺しのある平和はみんなの安全を語

られない。それは一部の力ある者の安全を語

り、力のない者は盾として危険なところに立

たされる。すでに福祉や教育の分野で、権力

も経済力も持たない者は危険を味わうような、

それらの理念と逆のことが起こっている。 
こういう嘘のシステムの根源には、現９条

をないがしろにする、殺しのある平和という

嘘がはびこっている。これは権力と経済力を

持つ者が神となり、そうでない者が彼らを守

る道具となる世界を作り出す偽りの平和だ。

こうして憲法改悪の動きが加速している。 
世論調査によると９条改悪反対が６２％、

賛成が３０％（毎日 05.10）である。賛成を

表明する者は、殺しのある平和の言説にだま

されている。そこで、当委員会の役割がひと

つ見える。だまされている者たちに真実を伝

えることだ。そこで分科会のひとつに「学習

会活動」を用意した。全体会の講演はだまさ

れている人々を解放に導くテーマを持つ。 
また、殺さない！と宣言した９条の改悪反

対署名を集めることが、当委員会の中心活動

である。現在の署名筆数は２０万筆弱である。

目標は１３０万筆。有権者の過半数を目指す。

でかいことは、小泉さんや堀江さんとかに言

わせるのではなく、私たちが言いたい。 
当委員会ができて１年９ヶ月。東京の９条

の会より早く立ち上がった。この間「９」の

日の行動が定着。毎月９日夕方に三条河原町

で署名活動をしている。またいくつかの労

組・団体で、「中心課題」と位置づけて運動が

すすめられた。学区段階で有権者の過半数を

目指す運動も始まっている。９条を守れ！と

いう運動が「○○９条の会」結成などの取り組

みとして生まれ、草の根で広がっていること

は意義深い。Ｋ９ＭＰ、平和憲法の会京都、

宗教者連絡会などの活躍も心強い。今後もさ

らに署名を共に集めていきたい。署名を集め

る運動の力量を高めるのに本日の交流は有益
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憲法９条改悪を許すな！                             Ｎｏ９ 

 

だろう。そして草の根運動の連帯のために当

委員会がますます機能するよう整えたい。ま

た、当実行委員会に参加・賛同してくださる

個人、団体が増えてくれることを望む。そし

て来る５月３日の憲法集会を、ぜひとも共に

立ち上げていきたいと思う。追って登録カー

ドに記された先に連絡させていただきたい。

今後ともよろしくお願いするばかりである 
 
 

≪ 取り組みの報告 ≫ 
 

 
向日市第四向陽小学校区… 

3000 世帯、有権者 6000 超。 

２００４年 7 月“「9 条の会」アピールに応

えて自分の町ではじめよう！” と呼びかけ  

8 月 6 日 「9 条の会」４向区ネット結成。 

以降､「平和映画会」、町内全戸ビラ配布、学

習会、乙訓憲法フェスタ、町内地域署名、「町

内のつどい」、「平和まつり」、向日市憲法フェ

スタ、元旦宣伝ティッシュ配りなど、多彩な

取り組みを通じて過半数署名をめざす。 

★地域活動で皆さんに伝えたい事★ 

（1）やって良かったと思うこと①友人・知

人、著名人、普通の人にも遠慮なく訴えた②

呼びかけ・賛同人、ポスター、シール、署名、

学習会、「平和まつり」バザー等時間はかかる

が、次々の企画で参加と協力を広げてきた。

③事務局を強化し、活動の企画・反省をし、

町の人の反応と情勢を感じつつ「事務局ニュ

ース」で知らせ、必要な学習会をする。終わ

れば飲み会で盛り上がる。 

（2）大きな企画・全戸配布ニュース、校区

「平和まつり」で一気に広く。「町内のつどい」

でじっくり着実に学び交流、２週に１回のご

近所署名で顔と声を届ける。 

（3）これを各校区の会と交流し、市全体へ！ 

自分の町に「平和の風」を吹かせる。 
（4）やったことを発信！（全国にも！）呼

ばれたらどこへでも行く。 
※署名を断られてもめげない。顔なじみにな

ってまた別の企画で。５月３日までに全町内

回りきるメドが！ 
※一人一人ができるあらゆる努力を、います

ぐはじめましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新婦人南支部 

 タペストリーを持ち、平和を訴える宣伝を

しています。 
 西大路九条のところで署名行動などを２年

続けています。何か目立ったほうがいいなー、

と皆で歌いながら宣伝することにしました。
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 ♪青い空は～♪を歌っていた時は、通りが

かりの女性から「今の歌、もういっぺん歌っ

て！」とリクエストをされ、びっくりしまし

た。そんなこともあるんやね～、と元気につ

づけています。 
 今は、♪へいわのうた♪という宇治の共同

作業所の仲間たちの歌で、“戦争よりもやさし

いがいい”“爆弾よりもごはんがいい”と、と

ってもやさしい歌声でアピールしています。 

 小中学生の子どもたちが、学校帰りに口ず

さみながらエールを送ってくれています。 
 これからも、平和の思いを伝える行動にが

んばりたいです。 

 

第一分科会（学区・市町村・行政区の運動交流）報告 

“戦争”よりも 
“やさしい”がいい 

１、はじめに 
参加者約 100 名。冒頭、進行係の増野さん

から「昨年の 2.26 交流会以降各地域で九条の

会が誕生している。地域（学区・市町村・行

政区単位）における運動交流、教訓や課題・

悩みなど自由にやりとりできるように進めた

い。」と提起。最初に向日市「９条の会」４向

区ネットを指名し、あとは挙手した方が順次

発言。以下、発言要旨を紹介します。 
２、発言要旨（14 名） 
①向日市「９条の会」４向区ネット 

(全体会報告のⅰ顔見知りの人と一緒に訪

問、ⅱ事前にポスティング、という工夫に加

えて)三点目、住民だれもが参加できるように。

市長が挨拶にくるような取り組みが夢。5 月

3 日には青年中心の行事を計画したい。 
②西京極・九条の会会員 
 「徴兵制」問題をもっと強調すべきでは、

とくに青年に対して。「北朝鮮が攻めてきた

ら・・・」にどう答えるべきか。 
③北区・甲田さん（83 歳） 

 組織的にやってきたこととして、治安維持

同盟で毎週、九条や消費税で署名に取り組ん

できた。一市民としては、居住地に入って 20
～30 人と対話して署名をもらった。 

④左京区消費者・九条の会 
 「汝、殺すなかれ！」が聖書のトップにあ

る。人間みな大切に！専守防衛に徹すること

が大事。人間の共食いはよくない。 
⑤東山区・叶田さん 
 私は反戦自衛官を支える運動をしている。

イラクの人に頼んでイラクにいる自衛隊員に

ビラを配っている。イラクの人たちは「日本

人の過半数は派兵に反対している。だから自

衛隊に対して空砲を撃っている。憲法九条を

変えたらいつでも自衛隊を全滅させる力を持

っている。」と言っている。憲法九条は自衛隊

員を守っている。 
⑥南区・久世・九条の会 
 昨年 5 月に 70 名で発足。９の日に街頭宣

伝（朝 7 時から 8 時）。そこではティッシュ

ペーパーを付けた戦争体験談ビラを配布して
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いる。全戸配布をしていないが、宣伝カーで

の流し宣伝をしている。地域全体の人に知っ

てもらうために、他のところでは宣伝活動に

どう取り組んでいるのだろう。 
⑦舞鶴・九条の会 
 舞鶴では３つの九条の会が誕生している。

一つは、昨年４月に発足した南舞鶴の会。社

民党元市議会議長、民主党・共産党の元議員

ら 18 名が呼びかけ人になって「九条改悪反

対の一点での共同」でスタート。繰り返し「九

条の会」アピールを学習。二つ目は、女性九

条の会。三つ目は、西舞鶴の会。まだ、舞鶴

10 万人市民の過半数獲得を目指した運動に

なっていないが、5 月 3 日は大々的に計画し

たい。悩みは財政問題と青年層の参加。また、

労働組合との共同もこれから。舞鶴を平和な

街に、日本海を平和の海にしたい。 
⑧向日市・向陽学区・九条の会 
 4～5 人の小さな座談会にも取り組んでい

る。学習すると必ず感動が生まれる。事務局

会議を月 2 回開催。学区は 9 千名有権者、い

ま賛同者 170 人、署名は 500 筆。5 月 3 日ま

でに 500 名賛同者を目指している。99 円パ

ンフを作成して財政に寄与している。 
⑨山科九条の会 

 毎月ニュースを発行し賛同者 1,400 人に配

布している。13 学区中 7 学区で九条の会発足。

橘大学では憲法サークル誕生。9 名の事務局

で月 2 回会議。いまの課題はいかに賛同者と

連帯するかと財政問題。 
⑩山科・山階九条の会 
 財政は自転車操業。野田淳子コンサートで

は 4 万円の利益を上げた。東京・平和ツアー

では悪戦苦闘のうえ 2 万円の利益を上げた。 
⑪憲法九条メッセージプロジェクト 
 書籍やパンフレットを発行しているので学

習や署名に役立てて欲しい。すでに 4 冊発行。

今日「危ない！この先は崖っぷち！」を緊急

発行。ビラ作りや講師派遣の相談もどうぞ。 
⑫中宇治九条の会（資料集 7 頁参照） 

 約 8,000 戸に全戸配布している。結成時と

憲法記念日に集会をもった。そこで 10 万円

を超えるカンパがあった。カンパ用封筒に「コ

ーヒー一杯のカンパを！」と書いて呼びかけ

た。コーヒーやチョコレート販売などで財政

活動をしている。 
⑬西京区・川岡学区九条の会 
 昨年 1 月に発足。ニュースを 4 号発行、各

3,000 枚を賛同者が分担して配布。活動でき

ないがカンパならという人も。今は賛同者を

増やすことを重点にしている。学区内の現職

自衛官も参加する集いも開催した。自衛官は

「攻められたらどうする」を強く言ってきた。 
⑭滋賀県・大津・日吉学区九条の会 
 1.1 万戸、1.8 万人の街。昨年 7 月に準備を

始めて今年 1 月 22 日に 120 人参加で結成総

会。135 名の賛同者。月 2 回の事務局会議。

近隣の行政区九条の会とも交流を進めて行き

たい。 
３、まとめ 
 昨 年 の

2.26 交 流

会から一年

を経過して、

地域での運

動が進んで

いることが

実感できる分科会でした。参加者約 100 名と

いう人数、そして発言内容も多彩でした。そ

れだけに、学区内で直接住民と接して有権者

過半数獲得をめざした運動と、市町村・行政

区レベルでの運動を分けて交流すればもっと

豊かな学び合いが出来たのではと、参加者の

感想がありました。 

会場では書籍・パンフや平和グッ

ズの販売も。！ 
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第二分科会 （職場・職域）報告 

メイン会場そとのちらしコーナー

 

25 名の参加者で交流を持つ事が出ました。 

交流会の形式は、最初に、4 名のパネリス

トをお願いし、それぞれの「憲法を守る」活

動・取り組み・思いを、話していただき、そ

れを受けて参加者からの発言で、課題や、こ

れからの活動のヒントを得るといった、意図

で、始めました。 

パネラーの発言は、京都市職労・民医連・

自由法曹団・障害者自立支援法との闘いに取

り組む会と、立場や取り組みも様々でした。

しかし、「日本国憲法」に対する想いは共通と

の認識を持つ事が出来ました。 

それを受けて、憲法九条メッセージプロジ

ェクトからは、メッセージを繫いで行く中か

ら、広がる活動の可能性の報告が有りました。

京建労からは、署名を集める事だけではなく、

組合員の家族でそれぞれの九条の会を作り、

ポスターを自宅に張り出す活動の紹介が有り

ました。中小企業の会からは、九条を守ると

言う一点で、色んな階層の企業人に広がる運

動の可能性についての説明が行なわれました。 

最後に、平和遺族会からは、たとえ靖国に参

拝する遺族であっても、戦争は二度と有って

はならないとい

う気持ちに、変

りはありません

とのお話しがあ

りました。 

 組織や職場の

中でも、それぞ

れの立場や、相手を尊重する事で、広がる運

動に希望を持つ事が出来た交流会でした。若

い世代や、無関心な人への働きかけも、まず、

憲法問題の本質を、どう相手に知らせるかを、

働きかけ方の問題として考えてゆこうと確認

しました。 

交流会の質問では、護憲派側から国民投票法

への提案が必要ではと、発言がありました。

この質問には、奥村弁護士から現状の説明が

ありました。 

 パネラーの皆さんにも、当日、その場でお

願いすると言った運営で、参加された皆さん

の協力で、交流会を終えることが出来ました。

また、時間が不十分だった事もあり、参加さ

れたにもかかわらず、発言の機会を持って頂

けなかった皆さんには、お詫びいたします。 

 

第三分科会 （文化・芸術、宗教）報告 
 

受付名簿だけでは所属団体などがわから

ないので、先ず名前と分野の自己紹介をして

貰ったところ、美術家、宗教者、映画関係、

演劇関係、歌声、文学、平和ガイド、地域の

九条の会、新婦人、個人参加、その他と２７

名の方が参加されていた。 
[各分野からの報告] 

＊松尾９条の会 
昨年７月に結成。「平和のための戦争展」、

アニメ「夏服の少女」の上映会、嵐山での署
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名行動、「戦争を語る集い」などに取り組み、

個人が撮った写真で独自のポスターを作って

いる。その実物が回覧された。 
＊右京区消費者九条の会 

５回連続シリーズの平和学習会。歌い、食

べ、笑いあう楽しい集会の企画。取り組みや

すいシール投票。誰でも気楽に参加出来る楽

しい取り組みの工夫など。 
＊世界の平和を求める京都宗教者の会 

会の発足経過と「いのちを尊ぶ宗教者の墨

蹟展」や憲法九条を守る訴えを市内２０００

の宗教法人に送り、賛同を募る運動などの報

告があった。 
＊子どもと一緒に文化を創る９条の会 
 子どもの文化に携わる有志の会として出発。

昨年「子どもの日」と「子どもの権利条約国

連採択の記念日」に子どもの文化企画を行い、

「人は人を殺さない」という価値観が世界共

通のものとなるように続けたい。 
＊洛北青年合唱団 
 地域の会や母親大会の分科会、合唱団の演

奏会で「平和」を訴えている。歌集を作り駅

前でも「九条のちかい」などの歌を歌ってい

る。「私の平和 憲法９条」をギターとアコー

ディオンの演奏で指導、参加者全員で歌った。 
＊春楡一座 
 高校の教師として現場の厳しい中、戦争は

いけないことを子ども達にどのようにして伝

えるか？映像と音楽、語りで伝えてやっとそ

の怖さが判って貰えた。「非戦を選ぶ演劇人の

会」の台本の一部を実際の朗読で披露された。 
＊憲法９条を守る名もなき市民の会・京都 
 美術家など同窓生８人で呼びかけている。

｢憲法改正｣問題を話合う集いを 23 日に開催。 
＊「戦争への道は歩かない！声をあげよう女

たち」 
 平和を願う女（ひと）この指とまれ！映画

という視覚で平和を訴えている。 
＊平和ガイドの方 

立命館大学の平和ミュージアムがリニュー

アルオープン。８月に戦争展を開催。３月に

靖国問題の集会を計画。 
 
後の質問で、日本の加害責任を若い人達に伝

えていく必要が強調された。 
 

 

第四分科会 （学習会活動） 報告 
 

１．趣旨説明 

司会より、この分科会は学習会を運営する人

やこれから開催しようとする人、また、講師を担

当する人などが集まった。それぞれいま抱えて

いる問題点や実施して上手く行った工夫などを

出し合って、結論を出すというよりも交流を深め

ようと説明があった。 

２．自己紹介（参加者１１名） 

司会の佐野さん（弁護士）より、分科会責

任者の岩佐さん（弁護士）まで、着席した順

に１１名それぞれが、名前や所属、参加した

思いなどひとことずつ述べて、自己紹介を行

った。 
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３．意見交流 

①講師依頼はどのように？ 

講演の謝礼をどれ位にすればいいか。主催

するグループの実情によって違うが、3,000

円以上が多い。講師側は、基本的にボランテ

ィアの気持ちで話すが、交通費やコピー代な

ど実費は必要だ。 

地域の会は費用が大変で、資金集めに、本

の販売や当選年賀ハガキを現金化する工夫

もした。またあるグループは、お茶と拍手は

たくさんあげるが、謝礼にお金をかけないよ

うに工夫している。大きな集会で有名人を呼

ぶことが話題になるが、もっと京都の学者や

文化人を活用してはどうか。 

同じ九条の解説でも、講師のライフワーク

を通じた話はわかりやすかった。特に若い人

には、イラク戦争など具体的なイラクでの体

験談や、かつての戦争体験者のお話は好評だ

った。 

京都で、講師陣を紹介しているグループは、

①憲法会議②自由法曹団③憲法署名京都④

安保破棄実行委員会⑤平和委員会⑥憲法９

条メッセージプロジェクトなどがあり、ぜひ

ネットワークを生かしてほしい。 

②参加者をどうやって広げるか 

何処の集会も顔ぶれが固定化しており、先

ずは、自分たちの会員が仲間をしっかり誘っ

てくることから始まる。周りのグループと一

緒に学習会など開くことで、講師候補のアイ

デアも増えネットワークも広がる。 

講師としては、人数が少なくても対話型の

ほうが反応あり盛り上がって、内容も深まる。

人数の問題ではないので、主催する人は少人

数でも失礼だと感じる必要もない。 

会の中心の人たちと、何も知らない一般の

市民を対象にする話とでは、内容を変える必

要がある。事前に、何を一番聞きたいのか充

分に確認しておく必要がある。話の後の、質

疑で分かち合うことも大事。 

この交流会も直前に知ったほど、まだまだ

情報が伝わらない。普段に知らない人たちへ

のアプローチが大切で、京都のいろんな催し

をＨＰや媒体に一覧で紹介するなど、もっと

ネットワークを活用できないか。また、イン

ターネットに頼れないアナログ世代もまだ

まだ多いので配慮が必要だ。 

参加者を増やす工夫として、ただ集まるだ

けでなく、共に食事をしたり、何かおまけ付

になるよう努力している。若者の参加では、

「武力行使に賛成派」と「反対派」に分かれ

て討論を実施したら、随分活発な討議になっ

た。 

③「泣きどころ」はなにか 

若者の陥りやすい改憲論点として、北朝鮮

が攻めて来たらどうするのか、そのために武

力の備えが必要だ。また、自衛隊は国際貢献

で海外へ出かけていく必要もあるという考

え方だ。主張が一番ぶつかるのは、絶対平和

論に対する反発で、特に男性に多い。 

改憲論者に対するときに、相手の言い分に

負けないという暗示を自分に掛けている。そ

して、自分の子どもが戦争に行くことになっ

たらどうするとか、戦争から帰ってきた人の

体験談など自分の身に置き換えて話す。 

この分科会に、正解というものはない。こ

れから、学習会と呼べないような小さな集ま

りでも、ぜひ自らチューターとなって、どん

どん輪を広げよう。 

 

 

 

 

 

 

受付も新しい

出会いの場！
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【講演】護憲論の泣きどころ＝改憲論の泣きどころ 
０６年２月１８日 弁護士 岩佐英夫 

 
＊広大な宇宙の中でかけ

がえのない美しい惑

星･地球。地球環境を守

れ！に誰もが異存あり

ません。 

＊その地球の１９１ヶ国

の中で、軍隊を持たな

いことを明記した、たったひとつの日本国

憲法。これは、戦争をなくしたいという人

類の悲願を遂に実現したものです。２度に

わたる大戦の後、ようやく戦争を違法と宣

言した国連憲章をさらに大きく前進させ

て、戦争放棄のみならず戦力と交戦権をも

放棄した、世界でたったひとつの憲法が日

本国憲法なのです。これこそ２１世紀の人

類の針路を示す羅針盤です。これを私たち

が捨ててしまったら、多分１００年たって

も９条のような憲法は生れないでしょう。

この大切な平和憲法・人類の宝を失ってし

まっていいのでしょうか？ 

 

◆真実を広めることこそ、改憲論の 大

の泣きどころ 

護憲論の“泣きどころ”は、改憲論者やマ

スコミによって流される意図的なキャンペー

ンに過ぎません。ですから、このヴェールを

剥ぎ取って、真実を暴き出したとき、それは

改憲論の“泣きどころ”に転化するのです。 

いま９条を変えろと迫っている 大の震源

地はアメリカです。私は９条を守りきること

は、日本とアメリカとの関係、日本とアジア

との関係を根本的に変えるという世界的な意

義をもつ“わくわくする”素晴らしい歴史的

な快挙だと思います。誇り高く進みましょう。 

【「毎日」05 年 10 月５日世論調査等】

をどう見るか 

１）憲法９条そのものについては、改憲反対

６２％、賛成３０％となっています。 

そして９条が戦後日本の平和維持に役に立

ってきたかの問いに対しては、“かなり”３

２％、“ある程度”４８％と合計８０％が肯定

的に評価しています。 

しかし、憲法全体について改憲の是非を質

問した場合には、「改正」必要が５８％にもな

ります。しかも、９条が日本の平和維持に「か

なり役立った」と回答した人の４７％が憲法

改正に賛成しています。 

２）この事実を直視し、その内容を分析する

必要があります。「毎日」の改憲賛成派と回答

した人の理由を尋ねると、“今の憲法が時代に

合っていない”56％、“一度も改正されてい

ないから”18％、合計７４％にもなります。 

また、護憲派にとって一見ささいに見える“わ

かりやすい日本語に”という回答が４３％も

あります。自民党改憲草案は、例えば“かな

使い”を現代かなづかいに直す等、こうした

「世論」にも周到に配慮していることに私た

ちは注意すべきです。 

３）自衛隊と憲法との関係：「自衛軍」と憲法

に明記することの意味→必然的に９条２項を

削除 

これまでの政府見解では、「戦力」の保持を

禁止した憲法９条２項があるから自衛のため

以外には武力行使ができないとしています。

従って「自衛隊」ではなく「自衛軍」（「軍」

はまさに政府のいう「戦力」です）と憲法に

明記することは、政府見解からいっても９条

２項と両立できないことは明らかです。 
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＊自衛隊と９条に関する「朝日」の質問に

対して、「“自衛隊は今のままでよい”が、憲

法に明記すべし」５８％、自衛隊でなく「普

通の軍隊」とするために改憲すべし１２％、

合計７０％にもなります。 

“自衛隊は今のままでよい”の意味は、“人道

復興支援”はよいが、海外で武力行使はしな

いという意味です。「普通の軍隊」は、まさに

海外でも武力行使する軍隊という意味です。 

４）「国際貢献」論との関係では、ＮＨＫの

05.1.23.の報道スペシャル番組での、国際貢

献と自衛隊の関係についての質問に対して、

“ＰＫＯ・人道的支援”には６４％もの支持

があることに注意すべきです。他方で、（後方

支援）６％＋（武力行使を含めた協力）４％

＝１０％しかない事実があります。 

つまり、多くの国民は、自衛隊の海外での武

力行使を支持しておらず、「国際貢献」は必要

ということで善意で支持しているにすぎず、

このために９条改憲が必要という議論に騙さ

れているに過ぎません。この誤解をときほぐ

すことが“北朝鮮脅威論”と並んで も重要

な課題です。 

 

◆靖国神社問題：問われる歴史認識 

憲法９条は、日本が２０００万人ものアジ

アの人々を殺した第２次世界大戦の痛切な反

省・歴史認識から生まれました。従って平和

憲法９条に基づく外交こそ、孤立から抜け出

しアジアと平和的に共生できる道です。です

から、憲法９条を擁護発展させることは、私

たち自身も深い歴史認識に立つことを要求し

ています。 

ところが、小泉外交は、この歴史認識を意

図的に欠如させて靖国神社参拝を繰り返し、

アジアのみならず、アメリカを含む世界から

孤立を招き、財界からさえ憂慮の声があがっ

ています。 

他方、05 年、40 日間にわたる「銃口」（三

浦綾子さん原作）韓国公演で韓国の人々の感

動と共感が静かに広まっています。民衆の交

流こそ、アジアとの共生への道なのです。 

 

◆改憲草案「前文」に盛り込まれた“新

自由主義”（構造改革）との矛盾  

“９条ではメシが食えない？”“私たちの

生活と９条は関係ない！”との声にどう答え

るかも重要です。「構造改革」の犠牲者が「小

泉改革・郵政民営化」を支持する現象が生じ

ています。 

改憲草案前文には、「愛国心」のおしつけを

入れ、そのすぐ後に、「自由かつ公正で活力

ある社会の発展」（新自由主義の思想）を入

れました。 

小泉「構造改革」は、自営業者と給与所得

者、正規社員と非正規雇用労働者、反公務員

意識など、さまざまな国民分断の策略をめぐ

らしてきました。どうやって国民の生存と生

活を守るのか、格差社会の拡大を真正面から

批判し、９条改悪と２５条攻撃、福祉攻撃・

大増税・“新自由主義”（構造改革）とは一体

であることを明らかにすることが重要です。

12 条 13 条の「公共の福祉」を「公益及び公

の秩序」に変更することは、９条改悪とセッ

トです。改憲派にとって「公益」の たるも

のは軍事的価値です。生存権など基本的人権

より「公益及び公の秩序」が優先するのです。 
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いまでも、日本は年間３万人の自殺があり、

“規制緩和”で月収５万円のタクシー労働者

があふれているという異常な国です。格差拡

大社会問題は、マスコミも取上げ始めていま

す。自民党員がこの１年で 18 万人減少し、

「構造改革の影響を受けた団体が集団でやめ

ている。自民党が改革をやっている証拠では

あるが‥‥」と自民党の組織本部長が弁解し

ています（06.02.18「毎日」）。 

９条改憲の方向では、防衛費が増強され福

祉の予算は削られる一方です。アメリカの「対

テロ戦争」経費は、これまでで 3200 億ドル

（3７兆 4400 億円）、ベトナム戦争のコス

トは 5800 億ドル（６７兆 8600 億円）で

す（１ドル 117 円換算）。 

日本の軍事予算の総歳出に占める割合は、

1897（ｍ30）年で 55.06％、1941（ｓ

16）年で 40.60%にも達しています。 

 

 

◆北朝鮮脅威論 

改憲論のもうひとつの大きな口実は“もし、

攻められたら”です。 

しかし、「見通し得る将来、わが国に対する

本格的な侵略事態生起の可能性は低下してい

ると判断される」と 0５年版「防衛白書」は

述べています。久間元防衛庁長官も「北朝鮮

が先に攻めてきたり、侵略してくることは現

実にはないと思う」と述べています（03 年

6 月 30 日付朝日新聞）。昨年１０月の米軍再

編「中間報告」の際の大野功前防衛庁長官の

「今回の協議は日米同盟の変革に向けた歴史

的プロセス（過程）だ」「これまでの日米同

盟は、日本を守っていこうというものだった。

それが世界の安全保障環境の改善に向けて日

米双方が努力していこうということになっ

た。」との発言も、自衛隊の海外派兵が日本

防衛のためではないことを示しています

（05.10.29 共同記者会見）。 

北朝鮮・韓国・米軍の軍事力を比較（防衛

白書（２００２年版）４５頁、重村智計（と

しみつ）「北朝鮮データブック」講談社現代

新書 173 頁）すると、数字的には、韓国よ

りも大きいが、近代戦を継続する能力はない

と評価されています。 

ⅰ）その装備の多くは旧式（白書 50 頁）。

飛行機も大部分は中国やソ連の旧式機（Mig

－29、Su-25 といった第４世代機も少数保

有。99 年カザフスタンから調達した Mig－

21 は１９５０年代の旧式）（白書 51 頁） 

ⅱ）決定的なのは、戦闘継続に不可欠な石

油を自国で生産できず、石油輸入は１００万

トン程度で（中国からの重質油、軍事にまわ

せるのは３０万トン程度）、スーパータンカー

３隻分程度しかないことです。これでは、戦

闘機の訓練すらままならない状況なのです。 

ⅲ）また、食料不足等で“脱北者”が続出

し、餓死者が多数でる状況にあります。食料

需要量５０１万トン、供給量３５４万トン、

不足量１４７万トン（０２、１０ ＦＡＯ国

連食料農業機関） 

ⅳ）国家予算約１兆７０００億円。このう

ち軍事予算は１４、４％（韓国国防部の資料

では３０％以上）（白書５０頁）。ちなみに、

京都府の２００５年度当初予算は、（一般会

計 8163 億 3800 万円＋特別会計 2486 億

8659万円）＝１兆650億2459万円です。 
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こんな北朝鮮が日本を“攻める”能力がな

いことは明らかです。北朝鮮との「戦争」は

アメリカが先制攻撃を開始し、その反撃がな

されるというシナリオしか考えられません。

そうした事態をなんとしても回避するために

「六ケ国協議」の枠組みは重要です。 

 

◆国際貢献 

日本が「日本であるがゆえに」なすべきこ

と、あるいはできることは、軍事力でなく日

本の高い技術力・経済力を生かした平和的な

協力、憲法前文と９条を生かす道こそ、日本

が国際社会から尊敬され、アジアと共生し、

日本自身の平和と安全を保障する道です。

 

 

 

ⅰ、第 1 は日本の歴史的負債（戦争責任）

の清算。とりわけ、第 2 次大戦後の「冷戦構

造」の 後の残存物であり、日本の植民地支

配が大きな責任を負っている朝鮮半島分断問

題の平和的解決、日朝国交回復、非核地帯実

現は東北アジアでの紛争の要因をなくすうえ

で決定的に重要です。 

ⅱ、第２に、カナダが対人地雷全面禁止条

約の実現に大きな役割を果したように、日本

の独自の経験・技術力と経済力を生かした国

際協力が重要です。 

① 広島・長崎を経験した日本は、核兵器の

廃絶のために世界の先頭に立つべきです。 

② 広島・長崎の原爆治療の経験を生かし、

劣化ウラン弾（ＤＵ）の被害に苦しむイラク

の子供たちへの支援、日本の優秀な医薬品・

医療機器・医療技術の提供、病院の再建、医

師とりわけ女性医師の養成等が求められて

います。 

③ 軍縮への貢献  

世界の軍事費（「ストックホルム国際平和研

究所」年鑑０３年版）は 7840 億ドル（約

84 兆円）、そのうち、アメリカが 3357 億

ドル（約 35 兆円）世界の 43％、日本は 467

億ドル（約５兆円）第 2 位です。殺人と軍需

産業のために毎年浪費される膨大な軍事費を

戦争被害やその根本原因の除去に向けるべき

です。例えば、世界の飢餓に苦しむ人を救う

１年分食料費 980 億ドル（10 兆 4860 億

円 12.48％）、世界のすべての地雷（１億

１千万個）の撤去に必要な金額は３３０億ド

ル、地雷被害者約２５万人に義足などを送る

のに約３億ドル、世界の飢餓に苦しむ人を救

う１年分食料費 980 億ドル（軍事費の

12.48％）、安全な飲み水と下水設備には９

０億ドル等々です。小型武器による死者も毎

年５０万人にものぼり、その 9 割は非戦闘員

で８割は女性と子供である。「究極の軍縮」で

ある憲法９条、武器輸出三原則をもつ日本こ

そ、軍縮の先頭に立つ資格があります。 

 

がれきの町で、イラクの子どもたち

イラク：避難民テントの少女 
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④ 人類生存の前提である地球環境の維

持、温暖化防止、公害防止技術の開発途上国

への技術移転 

しかも、前原代表の一連の発言は、国連憲

章等の国際法すら無視する危険なものが続い

ています。 

【前原発言のごまかしと危険性】：先制攻撃

を認める

⑤、災害予防策、津波の「早期警報システム」

等、地震国日本の経験と蓄積を積極的に世界

へ貢献 ＊「日本も矛（＝敵基地攻撃能力）の能力

を持たなくていいのか」『ミサイル攻撃をやら

れそうになったとき、相手の基地をたたくこ

とは憲法上認められている』（０３年３月２７

日衆院安保委員会） 

ⅲ、平和憲法９条を生かし広げることこそ、

大の「国際貢献」です。 

憲法９条被曝経験、非核三原則、武器輸出

三原則のもつ高い道義的な力を生かした外交

が基本です。 ブースト段階での攻撃 

◆今ある自衛隊の現実を認めて「歯止め」

をという民主党の議論の危険性 

＊「制約された自衛権」のインチキ：アメ

リカが無茶な暴走をしないかぎり、国際法的

根拠なくとも、アメリカのやることに納得が

いく場合は、同盟国としてアメリカの立場に

立たざるを得ないことも多くなるでしょう」

（「フォーサイト」）   

民主党は、現に自衛隊が存在するのだから、

むしろ自衛隊の存在を憲法上認めて、国連決

議に基づく「制約された自衛権」という「歯

止め」をかけたほうがよいという主張を展開

しています。しかし、この議論には非常に危

険なごまかしがあります。 

＊憲法９８条２項の「条約や確立された国

際法規の“遵守”」を→単なる“尊重”に格下

げすることを主張（「諸君」０３年９月号） ９条２項は自衛隊という「銃」のいわば「安

全装置」です。これまでは「安全装置」があ

るために発射できなかったのです。この安全

装置をはずしてしまったら、引き金をひくか

否かは政治判断だけに委ねられることになり

ます。つまり、自衛隊は自由に海外で武力行

使ができるようになるのです。 

以上のとおり、現に自衛隊があるのだから、

その存在を明記したらという議論は、仮に「善

意」であっても、憲法９条とりわけ２項が果

たしている現実的役割を無視した、極めて危

険な議論であることを明確にすることが重要

です。 

民主党のいう「制約された自衛権」という

のは、要するに国連憲章を守るという、国連

加盟国である以上当然のことを言っているに

過ぎません。しかし、日本は憲法９条を有す

る国であり、１９５２年に国連に加盟申請し

たときに軍事的協力はしないことを明確にし

たうえで加盟を承認されているのです。日本

は上記のように憲法９条を生かした国際貢献

をこそすべきなのです。なお、イラク特措法

は一連の国連決議を列挙して自衛隊派兵を合

理化している事実を忘れてはなりません。  
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閉会のあいさつ         服部 待  

昨年の２・

２６交流会で

講演いただい

た高田健さん

が、これから

の「九条の会」

の運動を展望

して、「超党派

のネットワークができたら、一つの党の外郭

団体だけではなく、無党派も宗教家もみな含

めて、市民運動家も含めた幅広いネットワー

クが、私はこの国で１万なりの数でできたな

らば、５割以上の世論を掘り起こすことはで

きるのではないかと思っている」（ＹＭＣＡス

タディシリーズ⑤／2006 年１月）と述べて

います。 

また具体的な運動展開についても、「真っ当

な国民投票のルールを作る会」、「憲法行脚の

会」と「憲法九条の会」の代表３人による、

テーマ「国民投票法とどう向き合うか」とい

う週刊誌の対談の中で、小森陽一さん（「憲法

九条の会」事務局長）は、「国民投票になった

ら、そこで勝利できるようにしようというこ

とは、『九条の会』の呼びかけ人の皆さんは、

いくつもの講演会でおっしゃっています。大

事なことは、どうやったらどのくらいの期間

でどの規模の運動で過半数を取れるのかとい

う『仕込み』と『仕掛け』と『段取り』が必

要でしょう」、「憲法九条について、本当のと

ころはどうなんですかというところで運動す

ることこそが外堀の運動です。『あなたはどう

ね』と、全戸訪問しながら、それを全住民と

話して、確実にうちの地域では何対何ってわ

からなければ、勝てないでしょう。」（週刊金

曜日Ｎｏ.594／2006 年 2 月１７日）とま

で話されています。 

昨年７月３０日に有明コロシアムで行なわ

れた 1 万人の集会で、大江健三郎さんは次の

ようなお話しをされました。大江さんは、「憲

法九条の会」の運動を通じて大きな手応えを

感じたことを韓国で開かれたシンポジウムで

紹介し、「しかし、その憲法改定を阻止する力

を、あと５年、１０年と日本人が持ち続けて、

それによって、日本と東アジアの国々、国民

との真の和解を固めるために、私たちはしっ

かりした成果を上げることができるだろう

か」と不安を語ったところ、アメリカの詩人

である友人が、「ケンザブロ、あと５年は君の

嘆くとおりかもしれない。しかし、あと１０

年たてばどうだろうか」と告げたと言います。

そして、東京へ帰るとその友人から手紙が届

き、「求めるなら変化は来る、しかし、決して

君の知らなかった仕方で」、という短い詩が書

かれてあったそうです。お話しの 後に、「こ

のような会場に集まってくださる皆さんに、

考えていただきたい。私たち古い世代の知ら

なかった形でこの国に変化がありうる、と。

その変化は、５年、１０年のあいだに実現さ

れうるのだ、と考えていただきたい。そして、

その変化を求めていただきたい」（岩波ブック

レットＮｏ．664／2005 年 11 月）と語ら

れました。 

その集会で鶴見俊輔さんは、国民投票で負

けることもあるかも知れないと言われました

が、大江さんは勝てると言われます。私たち

は、憲法改悪をねらう国民投票法を成立させ

ないとか、少しでも良い内容の法律にすると

いった外堀も大事です。また、もしも国民投

票が行なわれたら、過半数を超えて勝つとい

う内堀を守ることはさらに重要です。そして、

（１５）                      http://homepage2.nifty.com/9shomei-kyoto/ 



憲法９条改悪を許すな！                             Ｎｏ９ 

 

何よりも大江さんの言われるように、憲法九

条を生かしてアジアの国々と和解し、世界中

から戦争を無くしていくことこそが、私たち

が求める 後の本丸なのではないでしょうか。 

そのために、本日の交流会に集った私たち

は、京都でさらに過半数を超えるつながりが

実現できるように、希望を持って取り組んで

いきましょう。 

  
 
2.18 交流会感想 

上田留美子さん 
私は新婦人北支部に所属し、毎月９日に北大路ビブレ前で９条守る署名・宣伝行動をし

ています。 
９条交流会に参加し、多くの地域に九条の会が作られ、呼びかけ人を募り、賛同者を集

めての活動内容のすばらしさに接し、たいへん勉強になりました。 
ところで私の住む学区もそうですが、九条の会が立ち上がらない地域が多くあるのも事

実です。呼びかけ人となってくれる人がいないからということも理由の一つでしょうか。呼

びかけ人がいなくても自由に九条の会を作っていけばいいのに。無名市民のエネルギーの大

きさを信じて、自由に行動していけたら９条守る空気はもっとちがう広がり方をするかもし

れない。 
第一分科会で「外国、北朝鮮が攻めて来たらどうするの」との質問にどう応えるかにつ

いて聞かれていました。私は 近知人にその質問をされたところで、次のように答えました。

「北朝鮮、攻めてきますか？攻めてきませんよ。もしもの時の戦力は必要かもしれない。け

れど日本を守っているのは９条ですよ。日本を守っている 大の力は９条ですよ」その他い

ろいろ話しましたが 後に知人は「平和って大切ですね。がんばって下さい」と言ってくれ

ました。学習して確信をもつことは重要なことだと思いました。 
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