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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同代表メッセージ 

「戦争か平和かの歴史的な闘い」 
澄田健一郎 広げよう世界へ！生かせ憲法九条の会・京都 代表 

 

 私は 86 歳になって、戦前・戦中・戦後の生

き証人になりました。戦前は天皇制軍国主義で、

アカとヤソは非国民と言われてきました。ヤソ

というのはキリスト教のことです。二つとも天

皇制軍国主義に反対なので弾圧されたのです。

敗戦で日本国憲法が公布されて、私は大きな希

望と喜びを与えられました。それは、私だけで

なく、日本国民全体だったのです。改憲論者の

言うように押し付けられたものではないので

す。政府も、いま私共の言っているようなこと

を大宣伝していました。新憲法制定のための第

90 回帝国議会での、政府の提案理由は「これ

こそ我が国が捨て身の態勢に立って、全世界の

平和愛好諸国の先頭に立つ趣旨」とし、「恒久

平和を希求する我が国の大理想を宣言した」も

のでした。吉田首相も「この高き理想をもって、

戦争のない国を創造する先駆けとして、全世界

の先頭に立ち、正義の大道を踏み進んで行こう

という固き決意を明示せんとするものであり

ます」と説明しています。隔世の感です。 

 それが今、小泉政府は選挙で圧勝して日本国

憲法を改悪しようとしています。だが、圧勝と

言っても、小選挙区で 49%、比例区で 51%の

得票で、半数で七割の議席を占めたのです。国

民は圧倒的に支持したのではないのです。国会

はこのようでも、国民は、世論調査でも過半数

が、憲法九条の改悪に反対しています。悲惨な

戦争に反対なのです。さらに、「九条の会」の

結成が 7 月に全国で 3000 を超え、その後も

続々と結成されています。私共が憲法改悪反対

の運動を続けていけば、必ず勝てるのです。こ

れは、戦争か平和かの歴史的な闘いです。 

 日本国憲法公布の日の、11 月 3 日に円山公

園で、全京都の憲法改悪反対運動を結集して、

共に闘おうと「京都憲法集会」が開かれます。

実行委員会で、「九条の会」の呼びかけ人 9 人

のどなたかを講演に来て頂こうとしたのです

が、できなかったので、メイン企画のない集会

になると案じられましたが、ヒロシマ・ナガサ

キの「平和式典」が、有名人を講演に招かなく

ても、市長の「平和宣言」が小泉首相の挨拶を

みすぼらしいものにさせているように、被爆者

の証言が全国民を感動させているように、京都

の多くできている「九条の会」の働き人の真実

な証言が、大きな働きをすると思います。この

たびの選挙のような嘘とペテンは、一時は国民

を騙せてもヒトラーのように必ず滅ぶのです。

真実は必ず勝利するのです。今までも、交流会

がされてきましたが、今、

この場所でするのは、意

味が大きく違うのです。

思いを新しくして参加

しましょう。 
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今秋の取り組みについて 
        増野 徹 

 

自民党の結党 50 周年記念大会が 11 月 22

日に行なわれ、「新憲法案」が正式に決定され

る予定となっています。8 月 1 日に公表された

「新憲法第一次案」では、「自衛軍」規定と海

外派兵の明文化、人権規定への「公益及び公の

秩序」による制限、「社会的儀礼の範囲内」と

いうかたちでの政教分離原則の空洞化、憲法改

正要件の緩和などが掲げられています。衆院選

での自民党圧勝、民主党前原代表の就任という

なかで、この自民党案を軸に改憲への動きが繰

り広げられるのは必定といわざるをえません。 

 

私たちは昨年４月 22 日の発足以来、「九条

の会」京都講演会の受け入れや、2 月 26 日、

7 月 3 日の二度にわたる「守ろう憲法９条！交

流会」など、京都における憲法改悪反対の声と

力を集め広げていく試みを続けてきました。そ

の中で、「憲法９条メッセージプロジェクト」

「世界の平和を求める京都宗教者連絡会」「平

和憲法の会・京都」のみなさんと共同で 11 月

3 日の行動を呼びかけました。憲法公布の日で

ある 11 月 3 日にそれぞれの地域・分野で取り

組みを行ない、円山に集まろうという呼びかけ

です。著名な講演者をお迎えすることにはなら

ないけれど、この京都の地で現実に取組みを進

めている人々の声と力を示すものにしていけ

れば と考えています。 

 

11 月 3 日の取り組みに先立つ 10 月 27 日

には、別掲の要領で国会行動を準備しています。

これまでみんなで集めてきた署名を携えて国

会議員の方々への直接的な働きかけを試みま

す。立法府のメンバーにどこまで影響力を行使

できるか、あらゆる可能性と手立てを尽くして

いく、そのための貴重な機会となるように頑張

りましょう。 

 

※10 月 4 日に「共謀罪」が閣議決定されまし

た。相談し・協働し・連帯する という社会活

動の根本から潰していこうとするとんでもな

い法案です。あらゆる分野・領域にわたって声

を上げていけるかどうか、戦後日本の民衆運動

の真価が問われているといって過言ではあり

ません。超短期決戦となる公算大ですが、悔い

を残すようなことだけはしないように。各人の

できる限りの奮闘を併せてお願いしたく思い

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 
（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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「日本を戦争する国にさせない！１１・３憲法デー」 

に参加・賛同をお願いします 
 

とき：１１月３日（憲法公布の日）午後４時開会  

ところ：円山野外音楽堂 

アピールと報告  憲法ウォーク（午後６時頃円山公園出発 市役所まで） 

 

 今年４月の衆参両議院憲法調査会の 終報

告を受けて、改憲の動きが一層強まっています。

自由民主党は８月１日に、自衛軍規定と海外派

兵の明文化、人権規定への「公益及び公の秩序」

による制限、「社会的儀礼の範囲内」というか

たちでの政教分離原則の空洞化、憲法改正要件

の緩和を盛り込んだ「新憲法第一次案」を公表

しました。そして、今秋１１月の結党５０周年

記念の場で「新憲法案」を大々的に発表する準

備を進めています。これは、改革の名のもとに

「強者救済」「弱者切捨て」を推し進め、国民

生活への支出を削減する一方で、アメリカの戦

争に資金も兵士も差し出すという今の政府の

やり方を、国の基本法である憲法として国民に

強制しようとするものです。この動きは、民主

党の動向とともに今般の衆議院選挙の結果を

うけて、さらに促進される懸念があります。 

  このような中で私たちは、この京都の地から

「憲法改悪を許さない。国民主権を覆しアメリ

カとともに世界中で戦争を行なおうとする動

きを許さない。」という意志を示し、さらに大

きく協働の輪を広げてゆくために、憲法公布の

日である１１月３日の夕刻に集いを持つべく

準備を進めてまいりました。 

 お知り合いの皆様へも是非お声をかけてい

ただき、賛同者の輪を大きく広げていただきた

く存じます。 

 
（１１．３実行委員会参加・賛同のお願いより抜粋） 

 
 

連絡先 ： 

 憲法九条メッセージプロジェクト                     TEL・FAX 0774-43-0210 須田 稔 

 世界の平和を求める京都宗教者連絡会           TEL・FAX 075-462-6611 石田良正 

 平和憲法の会・京都                             TEL・FAX 075-467-4437 大湾宗則 

 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 

（京都憲法会議、憲法を生かす会・京都、憲法九条の会・京都、守ろう憲法と平和きょうとネット、など）  

                 FAX075-231-4327・TEL090-8216-6223  増野 徹 

 
 

 １１．３憲法デー実行委員会議のご案内 

とき：１０月１４日１９時～ 

ところ：YMCA（三条柳馬場）にて 
多数の団体・個人のご参加をお待ちしております。 
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憲法署名を集めて、国会へ行こう！ 
よびかけ 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 署名集約は

10/15 

必着で！ 

 

自民党は、10 月 28 日

に「新憲法草案」を発表する

としています。国会では､｢国民投票法案｣の策定

に向けての憲法調査特別委員会が設置され、いよ

いよ本格的な改憲への流れが進み始めています。 

平和憲法から戦争ができる憲法に作り変えよ

うとする動きを許すことはできません。私たちは、

昨年来すすめてきた、「憲法署名」を、 終盤全

力をあげてとりくみ、国会に提出し、国会と世論

に働きかけたいと思います。 

署名行動の飛躍とともに、下記の｢国会請願 

実施要項｣にもとづく請願行動への参加をよびか

けます。 

個人･団体･地域から派遣のための準備と参加

登録をお願いいたします。 

 

 

国会請願 実施要項 

請願日 ２００５年１０月２７日（木） 

参加の要請 署名を進めてきた団体・地域から代表派遣を。参加可能な個人も大歓迎です。 

参加方法  基本は、現地参加（衆議院議員面会所 １２時集合）とします。 

※ 行き方のわからない人は事務局まで連絡ください。京都駅からまとまって行動します。 

「京都駅八条口 新幹線改札口前 8：10 集合（8：30 頃発の乗車券を事前購入）」 

請願行程  
「請願行動」12：15～12：40        衆議院議員面会所  

（昼食を済ませておくこと） 

     請願   （同じような運動を進めている長野県連絡会等とも合流します） 

「国会内・参加者のつどい」13：00～13：45  議員会館・会議室 

    国会議員より国会状況報告、｢9 条の会｣などよりの挨拶、参加者の自己紹介など 

「議員要請行動」14：00～15：30      衆議院①・②、参議院 議員会館 

     組みを組んで「衆参議員へ要請」（受付で、申請手続きを行なってから入館） 

「政党等への要請行動」14：00～15：30   各党本部など 

「共同代表」中心に組みをつくり、都内各党回りを行なう 

「参加者まとめのつどい」16：00～16：40  議員会館・会議室   

議員･政党要請の様子報告や感想など出し合う。        終了解散 
 

署名集約、参加確認・登録のお願い 

◎請願署名は、１０月１５日区切りで、事務局まで、届けてください。 
 署名送付先 上京区荒神口通り河原町東入ル日本バプテスト京都教会気付 

◎参加者の登録をお願いします。（全国会議員へ要請するには多数の参加者が必要です） 

 登録先 ☆ 実行委員会事務局長 増野 徹［TEL･FAX 075-612-5565］ 

          ☆ 国会請願事務局担当 田中三郎 

［TEL075-751-7705 FAX 075-771-8606］ 

  登録は、「氏名・住所･連絡先（所属・団体）」を報告してください。
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