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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！

安倍政権の発足にあたり

共同代表・澤野義一

安倍首相のもとで、自民・公明両党による

憲法改正国民投票

連立政権が９月２６日に発足した。小泉政権
権

法案は、将来の憲法

を継承し、新自由主義的構造改革を加速させ

改正のための単なる

るとともに、現行憲法の理念を否定する保守

手続き法でなく、法

主義的・国家主義的政策を強硬に実現しよう

案が成立すれば、す

としている。後者の点でとくに問題なのは、

ぐにでも実質的に改

次のような法案を最優先で成立させようとし

憲案自体を審議でき

ていることである。

るようになっている。

教育基本法改正案は、愛国心教育を重視し、

このような安倍政権の方針は、集団的自衛

教育への国家介入を容易にできるようにして

権論の見直しと憲法改正を政治日程に乗せる

いるだけでなく、義務教育期間廃止等の新自

ことを公言している安倍首相の憲法論の実践

由主義的教育政策も導入している。

でもある。私たちがめざすのは、安倍首相の

防衛省設置法案は、防衛庁を防衛省へ格上

いう、戦争ができる「美しい国」ではなく、

げし、法律提案権等を与えて国防権力の強化

日本国憲法の理念に基づいた非戦「平和の国」

をはかるものである。海外派兵を自衛隊の「本

の実現である。そのためには、改憲反対の世

来任務」にする自衛隊法改正案も検討されて

論を大きくすることが、これまで以上に求め

いる。

られている。

戦争のない世界へ！平和憲法を生かし、
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9.17 交流会

報告

交流会までにお願いしました報告書は、４

さん）の３本の報告をしていただきました。

９団体・個人の皆さんからお寄せいただき、

全体会の後は、第１から第６に別れて分散

当日配布させていただきました。また、交流

会を開きました。運動や組織の作り方の工夫

会当日の全体会への参加者は約１２０名で、

や悩み、署名の集め方、参加者を広げる工夫、

第１から第６までの各分散会への参加者は合

活動資金の作り方などについて、様々な経験

計で８７名でした。三連休の中日にもかかわ

交流と意見交換を致しました。

らず、遠くは舞鶴からのご参加も含めて多く

分散会の後の全体会では、各分散会の討論

の団体、グループ、個人の皆さんにご参加い

の要点を発表していただき、憲法署名実行委

ただき、全体会や分散会を通じて、有意義な

員会からも、今日の交流会の経験と教訓を自

討論と交流ができました。この場をお借りし

分たちのものにしてこれからの運動を進めて

て、あらためてお礼を申し上げます。ありが

いこう、憲法署名実行委員会はこれからも九

とうございました。

条を守る運動の経験交流や情報交換などのセ
ンター的な役割をより積極的に果たしていき
たいので各地から要望や情報をお寄せ下さい、
来る臨時国会では教育基本法の改悪や国民投
票法案の成立が狙われており、これらに反対
する運動に取り組みましょう、当面の１１／
３京都集会にご参加を、との呼びかけがなさ

署名実行委員会事務局の増野徹さんと古田
紀子さんが司会を担当した全体会は、共同代
表のお一人である澤野義一さんが開会あいさ
つをした後、長野市から来て下さった平和憲
法を守る稲田・徳間連絡会の神戸今朝人さん
から、有権者の過半数から憲法署名を集めた
経験と教訓を、具体的に報告していただきま
した。動ける体制の工夫、２人１組週１回１
時間行動の継続、初めの一言は憲法九条云々
ではなくて「戦争反対の署名ですよ」と声を
掛ける等々、なるほどなあと思われる貴重な
経験の報告でした。京都からも、ＫＢＳ京都
（岡田浩さん）
、山階九条の会（谷口昇さん）
、
憲法九条を守る木幡・六地蔵の会（下西繁義
（２）

れました。最後は、共同代表のお一人である
上田勝美さんが閉会あいさつをして、４時間
弱の交流会を終えました。
京都の各地、各職場で、憲法九条を守ろう
と様々な運動に取り組んできている団体、グ
ループ、個人の皆さんが、お互いの活動に学
びあい、励ましあい、交流しあえたことは、
この交流会の大きな成果だろうと思います。
そして、憲法署名実行委員会としても、これ
まで以上に積極的に各団体、グループ、個人
の皆さんとのパイプを強めて、また、東京の
九条の会などとの連携も強めながら、自らの
果たすべき役割をしっかりと果たしていこう
と決意しています。
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…9.17 交流会 全体会報告…
長野県で過半数署名を達成した
ご う ど

「平和憲法を守る稲田・徳間連絡会」事務局長
２００４年５月３日に長野県レベルで「九

け

さ

と

神戸 今朝人

さん

私たちの運動の中心課題は過半数署名達成。

条の会」が発足、県全体で２６８、長野市には

署名は一人ひとりに語りかける説得宣伝活動

４０団体の「九条の会」があります。

であり、国民投票の予行演習であると位置づ

「平和憲法を守る稲田・徳間連絡会」立上

け、地域の名簿をもって全世帯をまわりまし

げに向け、医師、園長さん、大工さん等７２

た。呼びかけ人も全員１人１～２枚でも行動

人に呼びかけ人になっていただきました。本

していただくことを重視しました。

年３月５日に過半数署名を達成、稲田・徳間

週に１回 1 時間の署名
（それ以上はしない）

地域は長野市の人口急増地帯で、当初の過半

行動を２年間継続。１回で２人１組を２～３

数達成後も５００世帯増えましたが、改めて

組つくって行動し、１組３０人くらいを目標。

過半数を達成、さらに６０％をめざしていま

街頭署名は月１回、１時間。

す。その原動力は、繰り返し戦争体験を語り

署名を訴えるときには、むつかしいことを

あうことでした。戦争中この地域には軍事工

言わない。
「平和憲法の会です。戦争反対の署

場があり、親子爆弾を製造していました。こ

名にきました」で充分。どんな家でも臆せず

れはイラク戦争で使用されたクラスター爆弾

入っていくことが重要。旧地主の大きな門構

と同様で、数千の鉄片が飛び散る兵器です。

えの家に恐る恐る行くと、身内で２人が戦死

第二次大戦末期は人間魚雷を製造していまし

したと夫人が署名に応じていただきました。

た。

署名活動では、相手方の２～３割の人から

「稲田・徳間連絡会」では“小回りの利く

北朝鮮脅威論や改憲賛成等の反応あり。そう

体制”を重視し、代表委員４名は会議出席を

いう人には「お孫さん、どうするの？」
「北朝

条件に選出。事務局（３人）は、毎週会議を

鮮は、真ん中に韓国があるから簡単に日本を

開き、
「呼びかけ人会議」は３～６ケ月に１回。

攻めることはない」
「アメリカはむしろテポド
ンが必要」などと説得をします。
学習会は、２村で４０～６０人規模で４回
位開催。単なる学習会でなく文化的に豊かな
集いにする必要。演劇・津軽三味線・マジッ
ク・民謡・保育士さんの歌などやってきた。
この地域は、もともと平和運動などは弱い
ところだが、もと自民党国会議員の顧問の方
に「九条改悪と戦争だけは困る」と講演して
いただき、保守の方も大勢参加。そうした学
習会のあとは、署名がしやすくなりました。

（３）
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ＫＢＳ労組（岡田書記長）
平和運動の取り組みと放送

士を迎えてほぼ丸二年続けて

の社会的役割を果たす取り組

きました。その他、弘法様の

みに頑張っています。戦争を

日などに町に出て署名の呼び

する国になれば、真実が隠さ

かけをしたりしてきました。

れ、報道の自由が制約されま

署名数のみでなく対話の重要

市民講演会の取組も５回目

す。私達は、定期大会で９条

性も意識して取り組んできて

を予定しています。執行部が

を守る運動に取り組むことを

います。現在１万３０００筆

率先して街宣に参加するなど

決議し頑張ってきました。

余りであり、２万筆の目標達

したことが運動の活性化に大

成に向けて引き続き頑張りま

いに貢献したと思っています。

毎月９の付く日にマラソン
スピーチを行い、７５人の弁

す。

山科区山階９条の会（谷口さん）
０枚、署名は２０～３０筆集

びの声をいただきつつ黒字に

まるようになりました。戸別

終わらせることができました。

訪問にも取り組んでいます。

カンパ活動の成果があがって

２０人の呼びかけ人と１１

月例の事務局会議の場を大事

きているのです。神戸さんの

名の事務局という構成です。

にしてよく議論をしあい、認

地域とほぼ同数の有権者を擁

署名用紙、募金袋の全戸配付

識を統一できたことから取り

する地域なので、ここでも過

を行いました。また山科駅前

組んでいます。赤字を出さず

半数達成はできると思い頑張

での街宣活動にも取り組みま

に様々な取組を行っています。

っていきます。

した。結果、ビラの受け取り

靖国神社・国会傍聴ツアーも、

は１回１時間で１３０～２０

宴会を行いつつ、参加者の喜

憲法九条を守る木幡六地蔵の会（下西さん）
毎月第１日曜日、２０名ほど

力的であったりすることが特

で２人一組を作り、戸別訪問

徴です。署名活動をする中で、

を行っています。憲法署名活

北朝鮮問題が出てくることは

動のゼッケンをつけて訪問し

あります。署名活動に取り組

ています。若い世代がよく応

むにあたっては、事前に訪問

じてくれる一方、熟年世代の

先の各戸へ署名用紙と告知文

受けがよくないことが多いと

を載せたビラを配布しておき

いう印象をもっています。そ

ます。そうすると１回７０～

の親である老年世代はまた協

８０筆集まります。私達の活

動が「ねっとわーく京都」に
掲載された時にはその記事の
コピーを賛同者全員に配付し
て仲間内での士気を高めてい
ます。現在１２５０筆、住民
過半数１万筆目指して頑張り
ます。

（４）
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…第 1 分散会報告…
①運動を支える組

を支えたのが２０～３

織や体制は？⇒＊

０代。この世代に戦争

まだ会費も会則も

の悲惨さを伝える。＊

ない。中身作りはこれから。＊月一回メンバ

修学旅行で広島に行った経験のある子達（今

ーが集まり、相談している。

２０歳ぐらい）に、当時の先生から話しをし

②活動の内容や署名は？⇒＊月一回の懇談会

てもらった。＊地域にある戦争の跡を訪ねる

を軸に、まずお互いのつながりを。＊戦争体

企画。＊小座談会にはわりと若い人が集まっ

験を語る。＊ニュースを作って駅前宣伝。＊

ている。＊国際交流のための語学講座を設け

平和の集いで文化祭的に。サークルが活発に

ている。これには学生さんが参加してくる。

なり成功。これを署名に生かしたい。＊残留

④署名を取り組む工夫。⇒＊２名連記の署名

孤児をめぐる裁判や大江山に２００人の中国

用紙はどうか？＊どこの駅でも憲法署名を見

人が拉致された問題の裁判も九条の精神を問

かけるような雰囲気が大事。＊署名活動の後、

う。＊署名集めは苦手なので、一人で看板を

お茶を飲みながらその日の活動について話し

持って駅に立っている。

合う。これが次の行動に大変役立つ。

③若い世代への呼びかけは？⇒＊小泉の人気

…第２分散会報告…
府立高教組
向日第４向区ネット

国民投票実施をされた時、有権者に
地域 でしっかりした組織を作っていこ なる高校生への働きかけを強めて
うと、呼びかけ人・賛同者を広げ、丁寧 いる。職場の中に九条の会を作ろう
に相談しながら心かよわせて“過半数の と呼びかけて、ヤキニク九条の会な
世論”をどう作るかをさぐっています。 ども生まれている。卒業生への手
10/29 澤地久枝さんを呼んで、空気を変 紙・９条手紙運動を直筆で出すとか
えていくとりくみに力をいれます。
えしてきてくれます。

右京九条の会
９つの九条の会が作られた。悩みは事務局と呼びか
け人との意思をひとつにしていく工夫。2 ヶ月に 1
回経験交流会をしているがうまくいってない。事務
局長の会議を開くとか、全体の運動をつかんで、力
を引き出していくところがいるのではないか？

宇治・伊勢田
2004 年 12 月に発足。今
年 8 月「平和のつどい」
をして 120 人が参加。
署名をどうやて集めて
いったらいいのか？悩
んでいる。
（５）

反戦自衛官を支
える会
「2005･11･3 集会で表面に
出ました。各部隊の中での
憲法を守る活動はむづかし
い。九条のおかげで自衛隊
員は死なずにすんだ」

京田辺北部九条の会
2004 年 12 月発足したが、事務局が決まらなかった。
2006 年 2 月、インターネット見て「全国で 3000 も
あるのに京田辺にはないの？」と言って来た人があ
り、呼びかけ人・賛同署名も広げています。また、
田辺高校卒業生の会が若い人へ広げている。

中京朱一

第一法律事務所

地域には「憲法を守ろう」とかの
様子はない。月 1 回集まり、コツ
コツ平和の心を広げている。自作
のポスターを作ったり、全戸に知
らせている。中高年と若い人との
共同の輪をうまく作れていない。

事務局員で九条の会を作っている。法律にた
ずさわっている者としては、どうやっていこ
うか？悩みです。相談にこられた人へ、署名
用紙を送り、協力してもらっている。数は集
まるが、日々の活動もどうやっていこうか？
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…第 3 分散会報告…
右京９条の会：昨年４

事務局が２人一組に

月に講演会とコンサー

なって地域署名。今

ト。それを契機に右京内で２２学区中１４の

後は呼びかけ人の皆さんへの働きかけを！

学区で９条の会が立ち上がった。より幅広い

西京憲法ネットワークのＩさん：学習会、毎

層の方々に向けた企画を検討。

週木曜日の駅頭宣伝。憲法は一人一人が主権

左京松ヶ崎の会：集会での講師集めに苦労。

者という精神が基礎。時間と労力がいるけれ

９のつく日に署名活動。戸別訪問も。

どこの精神に基づいて会を運営。

中京区のＩさん：講師の人選は重要。地域に

左京区のＫさん：毎月一回お寺で話し合い。

根ざして９条をご自身の言葉で語れる方。

ニュースは毎月１回。平和鯉のぼりの集いや

無防備都市を目指す会のＮさん：京都におけ

地元の美大学生の手作りポスター、京大の１

る国民保護計画の問題でも市民の声を行政に

１月祭りに関わっていくなどの独自の活動、

届けることの重要性が課題。

特に若い層へのアピール活動にも取り組んで

伏見区のＹさん：ご自身の被爆体験、それに

いる。人、予算の獲得が課題。カンパ形式、

基づいた９条の大切さを語る活動を大切に。

会費形式、それぞれの地域で工夫・努力がな

南丹市の９条の会から：定期的に催しもの。

されていることがわかりました。

…第４分散会報告…
①憲法を守る婦人の会：改憲派の人を説得で

板３枚、横断幕を作って

きる方法はないか模索していたら、９条実現

街頭に設置している。

の意見広告を出す会が、改憲必要論に対する

④御室９条の会：街頭署

見解を載せた冊子を作った。この冊子を学習

名や戸別訪問のときに、

して参考にすれば良いのではないか。

ポスタ－をぶらさげて行なうと、相手に理解

②憲法９条守る亀岡の会：ス－パ－前で街頭

されやすい。そこから話ができる。

署名をしていたら、お母さんが中学生と高校

⑤京建労：過半数の署名をとった土佐清水で

生の女の子をつれてやってきた。お母さんだ

は、自治会の会長に呼びかけ人になってもら

け署名していこうとしたら、
「私もやる」と言

い、署名を一緒にまわってもらっている。

って中学生の子と高校生の子も署名してくれ

⑥土佐清水の署名用紙は、住所欄に土佐清水

た。状況が少し変化してきているなぁ。

市まで書いてある。

③京都退職教職員の会：立看板２０枚、大看

⑦宗教者平和協議会：東本願寺は憲法改正に
反対の見解を出しているが、そうでない教団
のところは、本山がしていないので末寺の住
職としては意見がいいにくいといわれる。
⑧余内９条の会：宗教者や元警官の人を呼び
かけ人に、町の人が賛同しやすい雰囲気を。
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…第５分散会報告…
京都府下の舞鶴

広げる事。生活の中で憲法に

や、南部からも

生かされ、活かすと言う実感の共有を、いか

参加していただき、
「九条の会」の地域での広

に運動として構築して行くのか、に懸かって

がりを実感しました。また、それぞれの問題

いるのではないかとの指摘が有りました。

を提起する中で、思いは同じ悩みも同じと、

憲法署名の活動については、地域での憲法

同時代を生きる者の連帯感を共有しました。

対話の大事なツールとしての役割を認めるが、

具体的な活動方法について、まず地域での

目的と期限を明確にして、府下一円で集中し

多様な人達の参加を確保しなければならない

て取り組む事が、より効果が有るのではと、

事、そのためには、活動の共通のマニアルを

発言がありました。

検討し情報を提供するセンター機能が必要と

参加された方々には、もどかしさの感じら

の発言が有り、参加者の認識も一致しました。

れる討議時間だったかもしれません。しかし、

討議に参加していただいた、呼びかけ人の

これからの活動のために、何が必要なのか考

上田先生からは、これからますます強まる改

えさせられる場だったと考えて頂き、それぞ

憲への世論操作の策動に対抗する為には、地

れのネットワークを強める事で、今後に役立

域での人の繋がりによる「九条」への思いを

てていただければと、思います。

…第６分散会報告…
長野の神戸さん

問は新たな賛同者を開拓

をはじめ約 22 名

できるので重要」
「マンシ

が参加。様々な意見が出されました。
はじめに「北朝鮮が攻めてきたら？」とい

ョンなどの若い人は各戸訪問ではダメだがス
ーパーの前なら署名してくれる」
「『戦争反対』

う質問にどう答えるかをめぐって、
「日本が平

の署名と言った方がわかりやすい」などの意

和憲法を護っていれば向こうから攻めてくる

見が出ました。

ことはまずない」
「そもそも防衛庁自身が白書

他に「手品など楽しいイベントも必要」
「初

で日本は 99%侵攻されないと言っている。や

めての参加者に合わせてゆっくり勉強するこ

はり軍拡のための政府の宣伝だ」等と答える、

とも大切」
「メディアへの意見表明の重要性」

あるいは「日米同盟が強化されていることや、

や、
「近江八幡では保守と見られる社長等が中

20 世紀後半の戦争の多くは米国が意図的に

心になった企画が行われ、参加者も若い人が

作り出したこと、米国の戦争体質など基本的

過半数をしめ、新たな試みになった」との報

な構造を説明する」などの意見が出ました。

告、
「京都の『9 条の会』のセンターができな

次に「署名をどうやって集めるか？」につ

いか」
「署名集めが中心だと参加しにくい」
「京

いて、長野や向日市は「チラシを全戸配布し

都の各『9 条の会』の連絡先をホームページ

てから訪問」して成果をあげている、
「全戸訪

にアップしては」等の提案もされました。
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いま、ホームページがアツイ！
昨年１月に公開して早 1.2 万のアクセスカウントを数えています。平均 1 日 20、多い日
で 70 カウント。
編集方針として①トップページにどのようなコンテンツ(情報)が掲載されているか一覧性
を重視。②署名実の当面の行事をトップページで知らせ、取り組み内容・ビラなど公開が許
されるデーターが取り出せる。③過去の取り組み実績データーを蓄積。④情勢の変化、進展
時に即した学習会資料(チュータ用)を掲載。
（情報をお寄せ下さい）
課題として、各地・各分野の取り組み交流の場になること。
ウェブの素人がやっていますので、改善や内容の工夫など、いろいろご指摘ください。
※HP を見て、行事を知ったとか、9.25 九条の会講演会 CD の注文とか、署名用紙の注文な
ど、ふだん接触のない方からのアクセスが結構あります。…ウレシイ！

≪憲法署名実行委員会のご案内≫

憲法署名京都実行委員会は皆さんの協 力

次回の実行委員会は、

11 月 30 日(木)19：00～
バプテスト京都教会にて

もうすぐ！１１．３
ぜひご参加下さい。

第Ⅴ期 06 年５月～06 年１１月
の協力金はお済みでしょうか？
金とカンパで運営されています。
協力金は半年を１期として、各期毎に集め
ています。（何期からでも始められます）
協力金は、団体１口２０００円、個人１口
５００円です。（複数口大歓迎！）
★カンパは随時受け付けています。★
会員拡大にもご協力を！

戦争はイヤ！平和がいい！いのち守ろう

11・3 京都集会
と き

２００６年１１月３日(祝)午後２時より

ところ

円山野外音楽堂

－開場：午後１時－

詳しくは、同封のチラシをご覧下さい。
★「11.3 京都集会」の実行委員会は、１０月１９日(木)夜７時～教育文化センター２０２号室にて
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