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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

「守ろう！憲法 9条 7・3 交流会」報告 
 

7 月 3 日(日)午後 2 時から河原町正面のひとま

ち交流館で『守ろう！憲法 9 条 7・3 交流会』を

開催し、約100名の方々にご参加いただきました。

「となりの人と話をしよう～9 条改悪反対の声を、

署名を、広げるために～」は憲法改悪反対運動の

中で経験する失敗やすれ違いなどをもとに、身近

な人、憲法にまだ意識を向けていない人にどうや

ったら輪を広げていけるのかという問題意識を

テーマにしたものです。 
第一部は『世界がもし 100 人

の村だったら』を作られた池田

香代子さんから「100 人の村か

ら憲法がみえた」という題でお 
話いただきました。池田さんは多くの人に憲法を

読んでもらいたいと絵本『やさしいことばで日本

国憲法』を出版しました。憲法を変えるべきだと

いう人も守るべきだという人もよく考えると憲

法を読んでいない。議論するのはいいけれどまず

読んでみませんかという視点です。そして、英文

憲法が We, the Japanese people…「私たち日本

の人々は…」 で始まっていること。憲法という

のは聖徳太子の「十七条憲法」のように偉い人が

上からいうのではなく、「主人公は私たちで、私

たちにはこういう権利がある」と国家にきつく言

い渡している。それが立憲主義なのだということ

を強調されました。また「押付け論」等について

も、憲法は民生局が 1 週間でたたき台をつくった

というのは事実だが、元になったのは憲法研究会

の「憲法草案要綱」。中心の鈴木安蔵氏は自由民

権運動、特に植木枝盛研究を続けていた民間研究

者で、植木枝盛の『東洋大日本国国憲按』は国民

主権はもとより抵抗権も認めていた。明治憲法で

は実現しなかった植木枝盛の思想が伏流水のよ

うに現れてきたと語られました。 
次に、安保があるから日本が平和だったという

意見に対して、マッカーサーから吉田茂首相に

「憲法公布して 1 年経ったら見直してはどうか」

という手紙を送っていることを指摘。もしこのと

き改憲していれば、朝鮮戦争・ベトナム戦争に参

戦することになっていた。殺しあわずにすんだの

は 9 条のおかげと明解に述べられました。 
質疑応答の後、3 本の寸劇が上演されました。

「一人で100筆集めるというやり方もあるけれど、

10 人の人がそれぞれ 10 筆ずつ集めるというやり

方もある」等々実践的なアドバイスもいただきま

した。池田さんのお話とも併せて、今後の取組へ

の糧とできればと思います。 
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となりの人と話をしよう！ アンケート集計 
１．職場やとなりの人に９条改悪問題や署名について話をしたことはありますか? ＊はい １５ ＊いいえ 1 
 

２． ９条改悪について話をしたり、署名を集めると

きに、体験されたことをお聞かせください。 

・「北朝鮮がせめてきた時に軍隊がなければどうす

るのか？」※1 
・「今、若いものの犯罪が増えたり、若者がだらし

ないから軍隊できたえなくては。」※2 
・「自分では判断できないので断る」 
・知らない家をまわった時話もきいてくれない。で

も「選挙のように投票することになったら私たち

が伺ったことを思い出して、9 条守る方にマルし

て下さいね」というと「わかりました」と。 
・街頭署名で、「ワシャ(自衛隊)賛成じゃ」とわざわ

ざ言いに立ち寄る方などおられます。仲良しにな

ると「九条は守らなあかん！」と言いに立ち寄ら

れたというオチがついています。 
・【質問】 中国デモ・竹島問題・北朝鮮核開発問

題、どれをとっても日本の再軍備は必要。それで

も、自衛隊などの軍備は不要と言うのですか？ 
⇒【返事】核兵器までできた今日、正義の戦争など

存在しない。戦争は、兵士も老人・子供も区別し

ません。話し合いで時間をかけて解決しましょう。 
・「わしは改憲賛成や」⇒何でや？生命は一番大切

やで、二度と戦争はいけない。戦争反対の一点と

仏教の心 殺生するな、させるな 独裁にファッ

ショに通じる人権無視になる。 
・「『憲法改正』に賛成。9 条の改悪には反対だけど

「言葉使い」が古くてとっつきにくい…。だから

手直し・記述賛成している」のだと 
・中央労働学校等で、討論会をしました。主に日本

が軍国主義の道を歩む危険性について。国民の暮

らしの問題でも、雇用不安・生活不安・将来不安

が労働者・国民の間に広がっている等。 
・礼拝説教の中で迷う事なく語る 
・所属する福祉関連の会で「憲法改悪についての分

科会を作りたい」と提案したが否決。理由は「各

自置かれている立場でそれなりの活動をしてる署

名もダブる」と拒否。年齢差や経験差で、遅れて

いる私は反論もできず情けなかった。 
・そもそも周囲に真剣な話や考えねばならない話を

聞こうとする雰囲気がなく、それ以前の問題。 
 
３．９条改悪反対の話や、署名を広げるなかで、何

かとまどいや不安を観じたことはありますか。 

・署名はいろいろ回ってきますが、何回も同じ名前

では抵抗があるので、違う友達を開拓します。 
・※1、※2 の話は 70 才以上の人の言葉なので、戦

争体験をどう考えているのかとまどう。 
・私は反対で意気揚揚。でも周りはケンもホロロ。 
私たちの働きかけが弱すぎる。一般の人々に広く

働きかけていない。分かり易い普通の人の言葉で

相手の中に入ってゆけていない。堅すぎる。相手

と言葉・考えのキャッチボールになれないものか。 
・「改悪されたらこうなる」には、現状肯定がふくま

れているかな？と不安です。 
・目立つような宣伝行動を、にぎやかに晴れやかに

できるような交流・グッズなどがあればいいなぁ。 
・憲法などわしらのような者には関係がない(ひとり

暮らしの若い労働者) 憲法など難しくて分からん

(若い女性) 署名集めするひまがあったら、その分

働いて、わしにくれ(生活に苦しい老人)この方々

に、為政者を含めて憲法を守ることの重要性をど

のようにして理解していただくか。 
・余りに政治、とりわけ憲法 9 条を知らない若い人

に不安と失望を感じた。 
・憲法そのものに関する関心のなさ。何か難しいこ

と云ってる、という偏見。JR 事故のような当面

の具体的なことなら応じてくれるが…。「結局共

産党に牛耳られるのんや」と云われ、心の中で「そ

れが何故あかんの?」とつぶやく。 
・集会に参加している人達はまだ事の重大さを理解

できているが、やはり大事なのは関心のない人達

にこの活動を広めていく努力が必要。今のままで

は、単なる思想集団とさほどかわらない。 
 
４． ９条改悪反対の話や署名を広げるなかで、あ

なたの感じたこと、思ったことなど 

・憲法についてよく知らない人が大多数。ほとんど

の人が)改憲意見を鵜呑みにして知っているつも

り。こちらがしっかりと学習しなければ話をかみ

合わせるのは大変だと痛感した。 
・語りかける仕事は緒についたばかり。圧倒的な人

が残っている。大運動にするには、意気込みもや

り方も身についていない。 
・人は信頼できるということ。意見の違いを大事に

しながら一致点を守るというやり方について学び

つつあります。 
・もっと、実践していることの交流や情報がほしい。

忙しい毎日の中で、「やらなくっちゃ」と思いつつ
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流されている日々。わかりやすく、やりやすく、

パッと取組みができる何かあれば…。 
・駅頭では署名してくれる人は、説明しなくてもす

ぐに書いてくれるが、興味すらもたない人や、ち

らしも受けとってくれない人が多すぎる。 
・現日本国憲法の素晴らしさ、国家権力の恐ろしさ、

まだまだ解っていない人々が多い。まず、自分の

友人、親戚、隣人から、自分の体験・言葉で、そ

れら全ての人々にレターで、言葉で語り話をしよ

う。必ず賛同を得られると思う。 
・街頭宣伝マイクがもっとも効果的。辻説法、紙芝

居、猿など動物演技も有効。ビラはA4 一枚以内。

多く書いているものは読まれない。主張は憲法を

生かさない長年の政治(自民党など)が、今日の各

種矛盾・不公正を生みました。現在のアメリカの

状態をもっと知らせ、米国との同盟が良くないこ

とを分かっていただく。署名数だけでなく「平和」

の一点で、大衆の声となることを目指したい。 
・街頭で署名活動をしましたが、知人、教え子、何

らかの繋がりのある人は賛成し話を聞いてくれる。 
・もっと多くの人に声をかけて署名を広げたい！ 
・日本には、戦後歴史的な平和憲法があり、これが

守られてこそ、日本国民の平和と秩序がある。腐

敗した政治を改めることが大切だと思います。 
・私は高齢(85 才) ですが、戦争体験者なので、迷う

事なく９条改悪反対です。 
・国民の多数が「日本国憲法」がどれだけ自分たち

の生活／日本の経済・政治そして社会に影響を及

ぼしているかについて認識が極めて薄弱であると

推察しています。それが「国民投票」となったと

きに最も恐ろしい。憲法を愛し、その価値を識っ

ている人達は友人・知人・隣人の最大限の方々に

単に「署名簿」だけでなく、個別に私信も添えて

憲法への自分の想いを綴ってお願いし、それが国

民の過半数を超えるまで拡大に拡大をし続けるこ

と。ここで憲法改悪など成立してしまえば、国民

にとってその不幸は百年目である。皆、それこそ

命懸けでやらねば、「憲法」は護りきれない！ 
・集会の内容をもっと変えていかねばならないよう

に感じる。正しいことを主張するだけでは受け入

れられないことは、過去の日本の歴史をよく見れ

ばすぐわかる。物の本質を理解出来ないでいる権

力者や、しがらみによってことごとく歪曲されす

ぐ流される人達が多いのだから。 
 

（※アンケートのご協力ありがとうございました。紙面の関係で、同趣旨のご意見は、編集者の方でまとめさせていただきました。） 

 

★★★★★☆★★★★★ 秋以降の取り組みについて ★★★★★☆★★★★★ 
憲法署名実行委員会事務局 

■国会請願 
 自民党の改憲案が 11 月の結党 50 周年大会で発表される予定と伝えられています。その機先を

制するという意味で、10 月中旬以降での国会請願の準備に入ります。 

 せっかく国会に行くのですから、少しでもインパクトのあるしつらえが必要です。全国の仲間と

連携した取組ができないか、東京の九条の会の事務局と連絡を取り合いながら追求中です。 

 つきましては、現在お手元にある完成署名を 9 月末日までに集中していただくようお願いします。 

※ 8 月 4 日現在 実行委員会事務局の手元に届いている署名数は 115,495 筆です。 

■11 月 3 日の取組み 
 当実行委員会が発足した当初の想定では、来る 11 月 3 日が第 3 期の区切りとなっていました。改

憲をめぐる情勢は、この第 3 期をもって当実行委員会の活動を終了できるようなものではなくなってお

り、11 月 3 日は全 3 期の締めくくりという意味と、自民党改憲案に対し、改憲反対の輪をさらに大き

く広げるための端緒としての意味とを併せて求められるようになっています。時間的な制約があるのも

事実ですが、京都での憲法改悪反対の声と力を可能な限り広げていけるような取り組みを追求していき

ますので、各人・各団体のお力添えをお願いします。   日時 11 月 3 日 午後  場所 未定 

～～～～【当面の日程】～～～～ 
臨時事務局会議：8 月 27 日(土) 午後 3 時～ 京都 YMCA ※きょうとネット 8 月例会の前に 

次回実行委員会：9 月 1 日(木) 午後 7 時～  日本バプテスト京都教会 

定 例 街 頭 宣 伝：9 月 9 日(金) 午後 5 時半～6 時半 河原町三条アーケード入口 
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湯川さんゆかりの地域で「９条をまもる」運動 
 自伝的随想『旅人』によれば、湯川秀樹博士の

実家は、何遍か引越ししながらも春日・京極地域

にかなりあり続けたようです。今でも博士が卒業

した京極小学校の校長室には肖像画が飾られてい

ます。ご存知の方が多いとは思いますが、博士は

核兵器を絶対悪と考え、戦争のない世界を展望し

て、アインシュタイン博士らとともに「世界連邦」

を提案し、亡くなるまで核兵器の廃絶と戦争のな

い世界のために行動されました。 
 「平和に生きたい！９条を生かしたい！京極・

春日の会」（略称、「京極・春日９条の会」）はその

ような湯川さんの思いを受け継ぎながら、今年１

月２３日に結成されました。それに至るまでに、

昨年の１１月１４日、「イラクの子どもを救う会」

代表の西谷文和さんの講演会「イラク戦争と憲法

９条」がおこなわれ２８人が参加されました。結

成総会では同志社大学の浅野健一先生の講演も行

われ３０人が参加されました。総会で披露された

カラー刷りの「憲法９条を守ろう」の独自ポスタ

ーは２月２０日に両学区内一斉に貼り出されまし

た。「会」結成を知らせる「会」の「ニュース」１

号も約 4000 枚、全戸に手分けして配られました。 
４月になって衆・参・憲法調査会報告が出され

るなどあわただしくなる中で「会」の世話人会が

開かれ、「若い人と一緒に平和のためのイベントを

やりたい」「憲法を守る楽しい集まりをやろう」と

話がはずみました。「６．１８京極・春日憲法まつ

り・・・トーク＆ライブ・ミニ戦争展」はこうし

て準備されました。たくさんの方々の協力を得ま

した。「戦争に付いて語る」「平和を奏で、唱う」

「戦争の跡を見る」とイベントを３つも欲張りま

した。９０人が参加し大きく成功しました。３つ

とも大変感動的でした。戦争体験者の方々４人の

お話、沖縄・辺野古の海を守るために活動する若

者の話、中国の留学生のすばらしい２１弦琴の演

奏、自ら作詞作曲をしたギター曲を演奏してくれ

た若者、学区内１６家庭から協力を得て集まった

「戦争遺品」の展示などなど盛りだくさんでした。

まつりの合い言葉は２３歳で戦死した竹内浩三の

詩から一部もらって「兵隊の死ぬるやあわれ 戦

争はこりごり」としました。参加者の気持ちとぴ

ったり合っていたと思います。 
「ミニ戦争展」に興味を示して京都新聞が取材

に訪れ、まつりの前日に「報道」してくれたこと

も手伝って、京極・春日以外の滋賀県、宇治市、

市内他行政区などからの参加者もありました。な

によりも世話人たちを感激させてくれたのがたく

さんの若者たちの参加でした。 
イベントの間の時間帯に流された、まぼろしの

「国家」（「われら愛す」）と美空ひばりの「一本の

鉛筆」は好評でした。「初めて聞いた。覚えたいか

ら CD の名前を教えて」と問い合わせてこられる

人もいました。 
現在、会員が５０人ですが、世話人会は１００

人目指して奮闘中です。学区内を一軒一軒訪問し、

憲法署名を集めながら会員を増やしていこうと計

画しています。秋には自民党の「改憲案」が出さ

れます。独自色を薄めても、公明党・民主党と足

並みを揃えて「とにかく変える」路線を走ろうと

しています。われわれの輪も急いで大きくしなけ

ればと切に思います。 
（京極・春日９条の会 事務局長 湯山哲守） 

 

 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 

（略称 憲法署名京都実行委員会）     

【ホームページ】   http://homepage2.nifty.com/9shomei-kyoto/

【共同代表】 上田 勝美（京都憲法会議代表幹事）     澤野 義一（憲法を生かす会・京都代表） 

黒木 順子（守ろう憲法と平和 きょうとネット代表幹事）  澄田健一郎（憲法 9 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（憲法署名京都実行委員会事務局） 

Tel ０９０－８２１６－６２２３  Fax ０７５－２３１－４３２７  
【郵便振替】口座番号 ００９４０-８-２２２２５６  名 義 「憲法署名京都実行委員会」 
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