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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！
平和を創る担い手の皆さんへ！

０７年憲法闘争の課題
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）

安倍政権は、「戦後レジームからの脱却」を最

現憲法体制の否定にある。野党共闘と言っても、

大の政治課題として発足したが、この３ヶ月間で、

これでは、政府与党を内閣退陣に追い込む事は不

その環境整備として、①教育基本法の改悪と②防

可能である。第二に、国会で圧倒的多数派の政府

衛庁の権限を強化するための「防衛省」格上げと

与党が「数の論理」で「違憲立法」を次々に強行

いう違憲の政治を強行した。

成立させる政治環境があることを注視しなけれ

ところで、安倍内閣は発足後、悪政の連続で失

ばならない。

点続きである。例えば、鳴り物入りのタウンミー

さて、安倍首相は今年に入って、今夏の参院選

ティングも、政治主導の「やらせミーティング」

では「改憲」を全面に掲げることを公言し、また、

以外の何ものでもなかった。また、前内閣の折に

通常国会で憲法改正手続法たる「国民投票法」の

切り捨てた「造反議員復活問題」等、その反国民

強行成立を画策している。このように安倍内閣は、

的な失政は枚挙にいとまがない。こんな内閣が

憲法改悪を全面に掲げて、「正しい憲法論争」を

「美しい日本」を語り、日本の政治を担当する「資

避け、
「数の暴力」で「戦後レジームからの脱却」

格」は、ゼロと言うほかは無い。

路線を暴走してきていることを知るべきだ。

それでは、なぜ、憲法違反の悪法が次々と成立

しかし私たち主権者は、たじろぐことは何も無

したのかということである。私は、その理由とし

い。戦後６０年間、自由と平和の日本国憲法を支

て、第一に、政府与党と民主党の①軍事安保肯定

え、発展させてきた「底力」がある。これは「偉

の安全保障政策及び②日本の教育理念・教育政策

大な、強力なエネルギー」であることを再確認し

については、両者は基本的に大同小異だというこ

たい。連帯して、頑張りましょう。

と。要するに、彼らの基本政策は、平和と民主の

署名実 ＊会議：３月８日(木)19 時～＠バプテスト京都教会
＊宣伝：３月９日(金)17：
30～＠三条河原町
＊事務局：２月２８日(水)18：30 郵送作業、後、会議＠京都法律
ネット ＊準備会：２月１３日(火) ＊例会：２月２７日(火) いずれも 19 時～ ＠ＹＭＣＡ
STOP!イラク派兵
＊実行委員会 ３月７日 19 時～ ＠YMCA 予定（事前に確認を！）
＊集会３月１８日（チラシ同封しています）
5.3 憲法集会 準備会：２月１５日(木)19：00
＊実行委員会２月２０日(火)19：00
いずれもバプテスト京都教会（ご案内同封しています）
九条の会 第３回憲法セミナー
3 月 17 日(土) 午後１時 30 分(午後１時開場)
＊会場 立命館大学衣笠キャンパス以学館
＊テーマ いま語る ９条の心
＊講師 有馬頼底(臨済宗相国寺派管長)
鶴見俊輔(「九条の会」)
＊参加費 1000 円(学生 500 円)＊申込み=憲法署名京都実行委員会 FAX075-231-4327
（１）
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昨年 11 月 3 日、
「戦争はイヤ！ 平和がい
い！いのちを守ろう

続いて笑工房の木藤なおゆきさんが憲法や

１１・３京都集会」が京

教育基本法について漫談（別項参照）をおこな

都市東山区の円山音楽堂で開催されました。緊

い、会場は笑いの渦に包まれました。また、木

迫した国会情勢や各団体・個人の奮闘もあって、
円山音楽堂を埋め尽くす４０００人が参加し
ました。集会は、同集会実行委員会の主催で、
よびかけ人を代表して「守ろう憲法と平和 き
ょうとネット」の代表幹事の黒木順子さんがあ
いさつをしました。黒木さんは、教育基本法を
通すために政府がタウンミーティングでやら
せ質問をしていたことをとりあげ、「自分たち
の主張を通すためには何でもやる安倍内閣に
もっと怒り、教育基本法改悪反対、憲法改悪反
対の声を上げていきましよう」と訴えました。
来賓として、社会民主党京都府連合・林勇代
表、新社会党京都府本部・池内光弘書記長、日
本共産党・穀田衆議院議員があいさつをしまし
た。また民主党からはメッセージが読み上げら
れました。

藤さんの憲法や教育基本法の暗唱には万雷の
拍手がおきました。集会では、１０人がアピー
ルを行いました。（別項参照）国民投票法案や
共謀罪、生存権裁判などの発言をはじめ、教育
基本法について地域から、子育てのお母さん、
高校生、市民団体などから多彩なアピールが相
次ぎました。集会アピール（別項参照）を採択
後、よびかけ人で、教育基本法改悪やめて京都
の会代表で弁護士の出口治男さんが閉会あい
さつをしました。参加者は、京都市役所前ま
で”憲法ウオーク”をおこないましたが、祇園
から市役所までつながるデモとなり、市民から
も「何事か」と驚く人もいました。参加者は、
市民に憲法と教育基本法の改悪に反対しよう
と訴えました。

（２）
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【木藤さんの漫談から】
木藤さんは「地球のすみずみに憲法の花を」と題して約 40 分にわたって憲法と教育基本法
について漫談をおこない会場を笑いの渦にするとともに、憲法と教育基本法の改悪はダメと
の強いメッセージを送りました。すべての紹介はできませんので、最後の方で格差社会にふ
れて、
「貧しい家庭の子は生きていくために兵隊に入らなしようがなくなってしまう」と徴兵
制にふれた部分のみ下記に掲載・紹介します。
“志願を募ってもそれでも兵隊が集まらなか

営形態です。（笑い）女性の方、笑っている場

った場合はどういうことになるでしようか。徴

合じゃないです。こんど戦争が起こったらみな

兵制ということになります。恐ろしいことです。 さん方も行かなくちゃならないんです。男女雇
若者は全部戦争にとられていってしまう。そし

用機会均等法です。（笑い）どういった女性が

ていまの若者は数が少なくて頼りないといわ

戦争にかりだされるか考えたんです。戦争とい

れている。頼りないといわれてもいろんな子が

うのはまず相手の兵隊にショックを与えなけ

いてると思いますよ。でもボクの知り合いの 20

ればならない。外国が考える女性のイメージは

代の子に、こないだ、「お前、非戦闘地域って

おしとやかでやさしいというイメージがあり

どういう意味かわかるか」と言うたら、なんと

ます。それを覆すような人から行く。ガサツで

言ったと思います。「わかってますよ。風呂屋

ずうずうしい人から戦争へ。そうなるとかなり

のない地域でしょ」
。
（笑い）そんならもう一人

の確率で送り込まれるのか大阪のおばちゃん。

の男が、「何言うてんねん。自衛隊がそんな不

（笑い）ところが極秘任務は任せられない。
（笑

潔なところに連れて行かれるわけないやん」。

い）おしゃべりやからみんなバレてしまう。20

そいつもわかってない。ほなもう一人が、「二

世紀、どこの国も軍備を強化することが国民を

人ともなに言うてんねん。イラクかて内風呂ぐ

守ることやと考えました。しかしながらみなさ

らいはあるやろ」。
（笑い）ここまで頼りないこ

ん方、20 世紀振り返ってみてください。こんな

とばかりじゃないでしょうけれども頼りない

に戦争で人の命がなくなった世紀はなかった

といわれている。そして数が少ないと言われて

です。誰が殺したかというと軍備を強化した国

いる。国としては戦争になったときには、送り

です。”

出しはいいが、戦後の復興のことを考えたら無
事に帰ってきてもらいたい。その数が少ない頼
りない若者を守るためにどういったことがお
こなわれるかというと、数が多くて頼りがいの
ある高齢者も戦争へ。（笑い）そうすると若者
はどう思うでしよう。私たちのために命がけで
高齢者の方々が戦ってくれている。この人たち
に何かできることはないかということで、年金
の納付者が増えます。（笑い）ところが受給者
は戦争で死ぬんです。国としては一石二鳥の運
（３）
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アピール
本日１１月３日は日本国憲法が公布され６

に都合のいいとんでもない法案です。資力のあ

０年という記念すべき日です。戦争は二度とし

るものが大量に自由に宣伝できること、国会に

ないと誓い、軍備をもたず、戦争行為そのもの

設置される広報協議会による無料の宣伝も国

はもちろん、国際紛争の解決にあたって武力行

会での政党の議席数に比例させるなど、改憲勢

使を禁じた日本の憲法は、いま、世界中であら

力に文字通り都合のいい内容になっています。

ためて注目をあびています。
ところが、アメリカと一体となった自衛隊の世

また、この間、障害者自立支援法はじめ社会
保障制度が次々と後退させられ、税金や保険料、

界での展開に、憲法９条はジャマだとして、

利用料が増大するなど、憲法が保障する健康で

憲法を変えようとする動きがでています。

文化的な最低限の生活保障も崩されてきてい

こうした時に、今開かれている臨時国会で、

ます。多くのみなさんが何とかしたいと切実な

安倍内閣は、戦争する人づくりのための教育基
本法改悪案を強行しようとしているとともに、
憲法を変えるために必要な国民投票のための
手続法（国民投票法案）を作ろうとしています。

思いをいだいています。
私たちは、教育基本法改悪に反対です。国民
投票法案は必要ありません。
安倍内閣による戦争する人づくり、戦争する

これは、日本の歴史上もきわめて重要な局面に

国づくりをやめさせる声を一層大きくしまし

あると考えます。

よう。

教育基本法改悪案は、国家が法律で「愛国心」
を強制するとともに、いまは許されていない教

２００６年１１月３日

育への国家による介入ができるようにするも

「戦争はイヤ！平和がいい！

のです。

いのちを守ろう １１・３京都集会」

国民投票法案は、憲法を変えようとする勢力

● 自由法曹団・古川さん

● 生存権裁判・松島さん

国民投票法案が審議されています。まるで審

憲法２５条は、すべての国民に健康で文

判が自分に有利なルールを決めておいて、ゲ

化的な生活を保障しています。今回の生

ームに参加するようなもの。最低投票率の定

活保護費の削減は、憲法違反です。私は、

めがありませんから、例えば投票率が４０％

人間らしい生活を取り戻すために裁判を

の場合で無効票などを考えると有権者の１

起こしました。国民みんなの生活が苦し

０％台で憲法が改悪されてしまいます。ま

くなっているとき、生活保護基準がその

た、公務員や教員は運動を禁止されます。広

歯止めの役割を果たします。この裁判は、

報協議会も問題です。国民投票法案は改憲派

国民みんなの生活を守るたたかいだと思

が自分に有利にするための道具に他なりま

います。ご支援をよろしくお願いします。

せん。成立を阻止しましよう。
（４）
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● 共謀罪反対する・里中さん

● 関西大学名誉教授・鰺坂さん

共謀罪は今継続審議となっています。共謀罪は国際

教育基本法を変えさせてはならないと

的犯罪を取り締まるとの口実で持ち出されていま

緊急アピールをだそうと各界の方２０

す。しかし、相談するだけ、合意しただけで逮捕す

人のよびかけで、５７２名の方に賛同を

ることができるというものです。民主主義の根本を

いただいています。たくさんのカンパも

抹殺します。個人の自由よりも国家の権力を優先さ

いただき、京都新聞にきょう意見広告を

せるものです。治安維持法のような共謀罪を復活さ

出しました。いじめからくる自殺、不登

せて、教育勅語以上の道徳を私たちに強制してくる

校、未履修問題など、教育基本法を変え

のであれば、日本はこれまでのような平和と経済の

るどころではありません。変えればよけ

繁栄は望めないと思います。共謀罪法案を廃案に、

いにひどくなります。一緒にがんばりま

教育基本法の改悪に反対しましよう。

しよう。

● 府民会議・左京連絡会・浦さん
金曜夕方の宣伝は８月から行なってい
ます。左京区の保育園長、弁護士、宗教
者、教員、ＰＴＡ役員など９人のよびか
けで憲法と教育基本法で子どもたちが
主人公の教育となるアピールにとりく
みました。現在１６団体と２５６人の賛
同を得ています。また１０月１日にシン
ポジウムを開催しました。大変素敵なシ
ンポを開くことができました。さらに１
０月の一斉宣伝では、左京区内１０ヶ所
で７０名が参加しとりくみました。廃案

● 新婦人・三好さん
きょうはたくさんの子育てママさんたちと参加して
います。私たちの周りでは子どもたちへの虐待や自殺
が相次いでいます。死ぬことを選択するしかなかった
子どもたちの絶望と大切な子どもたちを失った悲し
みを思うと、自殺やいじめの原因を作り出してきた者
への疑問と怒りがわいてきます。子どもが友だちと一
緒に学び成長する学校に競争と格差を持ち込み戦争
する人づくりを持ち込もうとする安倍内閣を黙って
みているわけにはいきません。新婦人は、自分たちの
まわりで署名や教育アピールを広げています。力を合
わせて廃案にするためにがんばりましよう。

に向けてがんばります。

● 心の教育はいらない市民会議・蒔田さん
ここ京都は伊吹文科大臣と教育再生会議の委員になった門川京都市教育
長のお膝元です。京都は文化や伝統という美しい名前のもとに国家主義と
企業支配、不平等や格差が当たり前だという、そして自ら口をつぐんでし
まう心のクーデターの発信地となることを私たちは絶対に許すことはで
きません。門川教育長は、京都で子どもたちに愛国心を押し付けるために、
ジュニア日本文化検定というのを京都の学校で強行しようとしています。
子どもたちにジュニア日本文化検定を受けさせないでください。教育基本
法の改悪を許さないため、ひとりひとりが声を上げ行動しましよう。
（５）
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● 教師教職員組合・新谷さん
今、子どもたちは、大きなストレスにさ
らされ、社会のひずみに押し流されまい
と必死にもがいているように思います。
しかし子どもたちの通っている学校が安
心で心が休まる場所になっていないどこ
ろか一層ストレスを増大させる場所にな
っているように思います。いじめられな
いか友だち関係に心をくだき、部活動で
の先輩や同級生との関係、学習成績や受
験の抑圧など本当に苦しんでいます。保
健室が生徒であふれかえっています。ま
た教職員も勤務の管理が非常に強まり、
教員評価システムによって、いつ不適格
教員の烙印がおされるかと不安にさらさ
れています。教育基本法の問題は、すべ
ての子どもの現在と未来にかかわること
です。何としても廃案にするため奮闘し
ましよう。

● 高校生のみなさん
私たちは教育基本法を変えてほしくありませ
ん。私たちになぜ変えるのか、どう変えようと
しているのか詳しく教えてほしいです。私たち
はみんなが理解できる勉強がしたいです。教育
基本法を変えるとランク付けがひどくなり、勉
強できる人とか、お金持ちの人だけが優先され
ていくのはおかしいと思います。だれもが教育
を受けられると書いてあるのに、奨学金がない
と大学にいけず、大学を出ても就職先がないこ
ともあり、借金を背負うような生活をすること
もあります。その一方で世界２位の軍事費はお
かしいと思います。その５兆円を教育に回して
ほしいです。今、戦争を進めるような報道ばか
りです。憲法９条を守りたいです。そして、今
の教育基本法を生かす教育をしてほしいです。
紙コップのローソクでクリスマスにピースアピ
ールをします。ご協力をお願いします。

● 福知山市民の会・森本さん
北部はバスで集会にかけつけました。私たちは、８月２９日に５２０人の北部大集会を成功さ
せました。呼びかけ人３２名とこれに賛同する人が４１５名を数え、あらゆる層の方々と力を
合わせることができたことが、今、大きな確信になっています。すべての子どもたちの成長の
ためにというスローガンには、確実に理解と協力が集まること、ひとりひとりの熱く深い思い
が地域の活動となって現れてきたことが集会を通してわかりました。教育の場自体が人間の尊
厳を脅かす戦場となりはててしまわないように、今こそ本気で力を合わせましよう。

新しい９条署名の横幕で署名増を！
「これはすごくいい！」と思うことを誰かに薦める時、皆さんは
どうしますか？多分、相手に歩み寄り、向かい合い、目を見て話
しかけるのではないでしょうか。そして、自然と笑顔になり、楽
しげに話すのではないかと思います。
私たちは「こんなに素敵な憲法９条を一緒に守っていきたい！」
という思いで、署名を集めています。署名のお願いも「いいこと
を薦める」と思って声を掛けたら、もっと私たちの思いが届くの
ではないでしょうか。
（６）

【大谷若菜】
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（同会ニュースから）
「憲法九条を守る城陽の会」は２００６年４月
２２日に結成されました。現在会員・賛同者は４

岩佐英夫

丸を選ぶ」と話されました。
各地域でも、９月１６日（土）青谷コミセンで
憲法学習会をしました（第一部は中野和好さんの

５０人です。
宇治・城陽・

戦争体験、第２部で「憲法は訴える」のビデオ鑑

憲法集会」を共催し５５０人が参加し平

賞）。久世地域では１２月８日に忘年会を開催し

和への願いをひとつにしました。靖国神社参拝問

自治会の主要なメンバーの方も参加し、一年間の

題や北朝鮮のミサイル発射に伴い憲法九条を変

活動の反省のあと、手品・踊り・合唱などを楽し

えようとする動きが強まる中で、９月１５日に学

みました。２００７年は地域の署名に入ることに

習会、１２月１３日にシンポジウムを開催し、延

なっています。

昨年は７月２日に「九条を守る
久御山

べ１０２名が参加し、九条を守る運動を急いで強

城陽の会は、宣伝行動も昨年６月から毎月３回

める合意つくりをすすめました。１２月１３日の

行い、市内を一巡しました。そして、今は各道路

シンポジウムでは元城陽市長に大西忠さんも参

の一筋毎に丁寧な訴えをしています。

加され、エネルギー問題、食糧問題など、もと通

２００７年の活動として、５月に一周年記念行

産省勤務での経験を生かし、アメリカに従属する

事、９月に大集会、１０月に学習会を計画してい

日本の実体・裏面をユニークな視点から鋭く分析

ます。今年も楽しく粘り強く運動を広げようと張

され「我が国が星条旗の一つの星になるより日の

り切っています。

事務局：福山和人
2005 年 5 月 15 日、私たちは、
「修学院学区
九条の会」を結成し、以下の企画に取り組んでき
ました。①2005/5/15

結成の会（音楽演奏、

事長）42 名参加。
会では、「９条を変えないで戦争をしない国を
求める」オリジナル署名を作り、現在約１６００

詩の朗読、出口治男弁護士の講演）120 名参加、

筆集めています。またビラを２回、「修学院九条

②2005/7/18 映画「日本国憲法」の上映会 51

の会ニュース」を４回発行し、それぞれ地域の全

名参加

「修学院の子どもたち

戸（約６６００世帯）に配布しました。それとは

が見つけた平和の大切さ～オマールさんの足跡

別に、呼びかけ人・賛同者間の交流誌的な「つう

を訪ねる集い」38 名参加

④2006/1/22 学

しん」も２回発行しました。憲法九条をあしらっ

習会「自民党新憲法草案、民主党憲法提言を検証

たオリジナルワッペンも作成・普及し、玄関先や

する」小笠原伸児弁護士

ポスト、自転車等に貼ってもらっています。

③2005/9/3

⑤2006/2/19

講演

会「平和を求めてこれを追う（聖書の教えと平

会は、呼びかけ人（会の趣旨に賛同し、名前を

和・憲法）」講師木下海龍さん（日本福音ルーテ

公表して、呼びかけ人会等に参加できる方）と賛

ル教会修学院教会牧師）⑥2006/5/12~14

石

同者（会の趣旨に賛同して頂ける方、名前の公

川倶恵（ともしげ）さん作品展と講演会（シベリ

表・非公表は問わない）とで、構成されています。

ア抑留の絵画展とお話）⑦2006/11/23~26 ピ

当初２８名の呼びかけ人でスタートし、現在では

ース９フェスタ（郡山総一郎講演会,展示,ビデオ上

呼びかけ人５０名、賛同者２２０名に広がってい

映等）⑧2007/2/4

ます。職業や支持政党、立場の違いを超えて様々

講演会「困難な時代にあ

って改めて命の尊さを考える（自立支援法と憲法

な方が参加しておられるのが特徴です。

25 条）」講師森昇さん（社会福祉法人修光学園理

方針は月１回程度の呼びかけ人会で決めて、日

（７）

http://homepage2.nifty.com/9shomei-kyoto/

憲法９条改悪を許すな！

Ｎｏ12

常的事柄については数名の世話人及び２名の事

今後、私たちが最も重視しているのは地域の中

務局で対応しています。連絡や交流は、主にＭＬ

での憲法対話です。地域で憲法をネタに対話をす

と FAX 等で行っていますが、増えていく呼びか

すめるのは容易ではありませんが、署名やワッペ

け人や賛同者間の連絡をどうするか、会費制を取

ン普及を通じて、地道に対話を進めたいと思って

っていない中で財政基盤をどうするかが悩みの

います。

種です。

大江九条の会 事務局長 井上義治
太平洋戦争開戦６５年目の昨年１２月８日「大

その事は呼びかけ発表後、短期間に２２０人の会

江 9 条の会」が誕生しました。呼びかけ人の一人、

員と４００筆を越える賛同署名が集まったこと

上野氏（元町助役）が「戦争のむごさを知ってい

でも分かります。

る私達は、戦争への途を断じて許さない。この思

夏の参議院選挙で自民党は憲法改正を争点に

いを地域に拡げよう」と力強く設立宣言。望田同

すると言います。国民投票法も国会に上程される

志社大名誉教授は「政府は色々な口実をろうして

など、平和憲法を守る課題は正念場です。

改憲を策してくるだろうが、子や孫に胸を張れる

改憲発議に必要な３分の２を改憲派に与えな

選択をしよう」と話され、１００人の参加者の共

い闘いと、もし発議されても国民投票で阻止する

感と確信を深める発足となりました。

運動を、草の根から組織することがさしせまった

大江では１年前から９の日の学習会を重ねて

重要課題です。

きましたが、いつも数名程度の参加という状況で

大江でも本格始動に向け１月９日に呼びかけ

した。「情勢に見合う運動の展開」が求められる

人と地域委員・事務局の合同会議を開き、呼びあ

と認識しつつ、それ以上に足が出せないまま推移

っけ人を更に拡げ、第二次発表と１６歳以上の住

して来た所ですが、安倍政権の誕生で改憲が現実

民の過半数署名にむけ、“猪突猛進”で頑張るこ

になってきたことから「会」の立ち上げは待った

とを誓い合いました。

なしと追い込まれる中で、議論を重ねた結果、ま
ず呼びかけ人を当ろう。と手分けして依頼して回
りました。その結果、当初９人を目指していたの
ですが、先の上野さんをはじめ、１１人の著名な
各界各層の方々から賛同をいただきました。結局
こちらが躊躇していただけで、住民の皆さんは、
今の情勢に大きな危惧を持っておられたのです。

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
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