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２４号 2018年１０月２５日発行 
九条の会 

12 月 6 日 2 時から 4 時半まで教育会館 4 階大会議室  九条の会奈良県ネットワーク交流会を行います。 

１、いよいよ安倍改憲が山場を迎えています。 

① １０月 2 日に第 4 次安倍内閣が発足。自民党改憲推進本部長に下村博文元文科相、自民党幹事長代行に萩生田光一前改憲推

進本部長補佐など改憲推進のための内閣改造を行いました。 

② １０月 3 日安倍・高村会談で「臨時国会で自衛隊明記などの 4 項目の条文案（9 条に自衛隊、合区解消、緊急事態条項、授

業料無料化）を衆参両院の憲法審査会で説明する」と一致。 

③ 自民党は、国会での議論に向けた環境づくりに着手。自民の衆院憲法審査会の新幹事らは１０月 19 日に党本部で初会合を開

き、10 月 24 日開会の臨時国会に向け「改憲４項目」を憲法審提示する段取りを確認。 

安保法制や共謀罪などの審議過程で明らかになったように安倍政権は立憲主義を踏みにじり、なりふり構わないやり方で改

憲、国民投票を強行することは明らかです。 

２、今後、われわれはどう行動すべきなのでしょうか？ 

10 月 18 日に行った九条の会奈良県ネットワーク運営委員会では次のような話し合いを行いました。 

① 学習会や世話人会、集会で「安倍改憲のねらい」を明らかにし、「絶対安倍改憲の発議を許さない」決意を表明する。 

② 引き続き、３０００万署名や街頭宣伝を行う。（１０月 15 日現在１７,２４１筆） 

生駒九条の会議での提起は； 

イ、 一人ひとりが人脈を最大限利用してきたか。家族・知人・友人などでまだ残っているところはないか？ 

ロ、 これまで署名を集めていただいた方々に依拠してもうひと回り広げていただけないか？再度訴える。 

ハ、 地域を訪問する時は、無差別よりはこれまでの反応から選んで地図を作り訪問する。 

ニ、 人が多く通行する場所でマイク宣伝、署名画版を並んで持つ。9 日 19 日の行動以外にグループで自主的に行動日を決めてや

ってもいい。最低１０人以上必要。 

ホ、 改憲具体案を国会に提出すれば、メディアは大々的に報道。改憲案への全面的反論を全戸配布ちらしにして配布したい。 

３、九条の会奈良県ネットワーク交流会を開き、安倍改憲発議をさせないとりくみをどうすすめていくのか情勢の学習と意見交換を

行います。地域・分野からの複数参加をお願いします。 
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広陵 9 条の会 地域訪問署名活動 2018 年 9 月 8 日（土）/16 日（日） 

6 月以降 3000 万人署名の取り組みがストップ状態になって いましたが、9／1～9／9 の「全国一斉署名行動週間」の呼びか

けに呼応して 9／8（土）と 9／16（日）に地域訪問署名活動を開始。 9／8 は 5 人が参加し 16 時～17 時半まであらかじめピッ

クアップした家を 35 軒 訪問。内 25 軒で対話ができ署名が 23 筆集約。9／16（9／9 が雨のため延期したもの）は 4 人が参加し、

10 時～11 時半まで 30 軒訪問、20 軒と対話ができ、7 軒から署名が 10 筆集まりました。  署名してくれた人の反応は「最初”国

を守るためには自衛隊は必用なのでは”と言っていた女性が 30 分  対話する中で署名に応じてくれた」「・”神戸空襲で被災、戦

争は絶対ダメ”と快く署名」「安倍さんはやりすぎ ・安倍さんの言っていることはウソばっかりで腹が立つ。9 条改憲はダメ「・戦

争はいやだけどよくわからないから。（3 人・・・高齢の女性）」「・戦争はいやだけど頑張っている自衛隊を憲法に書き込むのは

良いのでは」よくわからない”とか”戦争はいやだけど国を守る力も必要では”と判断に 迷っている人が多く、話を聞いて対話してい

くことが重要と改めて感じました。 

9 月 19 日(水）に近鉄五位堂駅前で署名活動。若い人や高校生が良く署名をしてくれました。 
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2018 年 9 月 19 日 野党共

闘の機運を高めた奈良市民

連合集会 
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平城ニュータウン９条の会；9 月 16 日（日）右京ふれあい会館で行政法が専門の紙野健二氏を招いて、「辺野古新基地について」

と題した憲法カフェを開きました。 参加者は 36 名。この日は、13 日に沖縄県知事選挙が告示されたこともあり、沖縄の今の情

勢にぴったりの憲法カフェとなりました。 紙野氏は、辺野古埋め立てについて国や県は得た情報を県民には全く知らせていない、

国民主権はどこにもないのですと話され、行政法にてらしてのお話は、分かりやすく、参加者を納得させるものでした。  

 9 月 9 日、１０月 9 日高の原駅前街宣行動では高校生が立ち止まり署名、チラシを受取った若者が自ら署名に応じてくれ、「政

治ではね、 貴方達の将来を危ういものにしているのよ。きちんと勉強してくださいね」と語りかけた会員は「こういう若者も居

るんだと感動。今日は 5 筆も署名があり元気になりました。」と。 

橿原市 9 条の会 

橿原九条の会結成１３周年記念行事「戦争と平和を考える橿原市民のつどい」が 10 月 07 日(日）橿原文化会館小ホールで行

われ 201 名が参加。 代表世話人の島岡将氏（国立茨木大学名誉教授）の挨拶の後、浜矩子氏（同志社大学大学院教授）による記

念講演が「ふだんの暮らしと平和...そして戦争」と題して行われました。講演は；  

1. 戦争をどう阻止していくのか。 日本国憲法の概念が重要。2. どうすれば戦争にならないのか。この２つを柱に「 グローバル

な時代の正しい生き方には日本国憲法の前文：①諸国民との協和 ②国民は恒久の平和 ③主権在民がグローバル時代の正しい生

き方」「 アホノミクスはファシズム帝国の論理 。憲法を変えたいのは戦前のファシズムに戻し大東亜共栄圏の真ん中に居たいた

め」など明快な浜ワールドで安倍政権のアホ（悪）がメッタ切り。元気の出るつどいでした。 

 9 月 16 日(日）、中和近隣９条の会主催 八木駅前『安倍９条改憲・辺野古新基地建設 反対！』集会 が開催されました。 

１. 主催者あいさつ ２．桜井・葛城・宇陀９条の会からの報告 ３．橿原市内９条の会（６団体）からの報告 

崎浜盛喜さん（奈良・沖縄連帯委員会代表）から沖縄知事選の訴えがあり、「寄せ書き」「募金」激励、集会後、参加者７０名が橿

原市役所まで元気よくデモ行進しました。 

白橿 9 条の会 A コープ前 署名活動  9 月 24 日(月）恒例のＡコープ前での署名 活動を１時間行いました。久しぶりに３２筆

戴きました。 多くの方から安倍を早く退陣させなければいけない、玉城デニ－さん を勝利させたいと言っていただきました。

3000 万人署名を引き続きがんばりましょう。                                

香芝 9 条の会 近鉄五位堂駅前で署名活動  

9 月 19 日(水）「安倍自公政権の９．１９戦争法強行忘れな

い・許さない」と香芝九条の会は近鉄五位堂駅前で署名宣伝

を行いました。１１名が参加、署名は１０筆でした。 

桜井 9 条の会 

桜井市の市民体育大会当日（10 月 7 日）、8 時 30 分から 10

時まで、会場近くで安倍改憲 NO！3000 万署名宣伝を行い

ました。 署名していただけた方は 8 名と少なかったですが、

ミニリーフは 50 枚ほど受けとってもらえました。 こちらか

ら署名のお願いをする前に、置いてある署名用紙にペンを取

って署名をしていただけた方が 3 名もおられました。 それ

も、続いて。今までにないことです。 

JR 奈良駅前には 6 時過ぎから「WE SHALL OVERCOME」

など蟻の会の歌声が響きわたり、「安倍改憲 NO!３０００万名署

名」を訴える署名活動、安保法廃止のチラシを配る人たちが活

動。6 時半から市民連合奈良主催「9.19 安倍退陣！戦争法廃止

総決起集会」が始まりました。集会では、奈良市民連合共同代

表、各政党（国民民主党、社民党、共産党、新社会党）が野党

共闘で 9 条改憲阻止・戦争法廃止・安倍退陣の訴え、沖縄から

玉城氏支援の訴え、集会決議が読み上げられました。「臨時国会

に憲法改正の条文案を提出、通常国会での発議を企てる安倍政

権を一日でも早く終わらせるため、沖縄知事選での玉城候補の

勝利と参議院選挙での野党協力による勝利」が 300 人を超える

（参加者によると５００人程）参加者の大きな拍手で確認され

参議院選挙に向けての野党協力・共闘への機運が高まる集会と

なりました。 集会後、JR 奈良駅から奈良公園前までパレード

が行われました。参加者は幟や横断幕、プラカードやペンライ

トなど持ってシュプレヒコールで市民に訴えました。 
10 月 11 日 9 条を知らせたい シール投票 


