
 

1 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国首長九条の会が 11 月 17 日に結成されました。

平和国家日本を後世に引き継いでいくために「憲法 9

条擁護」の一点で手を携える会で、武村正義元滋賀県

知事、稲嶺進元名護市長、松下玲子武蔵野市長など１

２０名を超える首長・元首長が賛同しています。 

九条の会奈良県ネットワーク運営委員会 
発行責任者 佐川愛子  

📩  nara9jyonokai@gmail.com 
☎ 090-9885-9756 
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３６号 2019 年１２月３日発行 
九条の会 

九条の会奈良県ネットワーク交流

会への 2019 年度の協力金をお願

いします。 

送付先：ゆうちょ銀行 

記号 14530 番号 27006271 

九条の会奈良県ネットワーク 

九条の会奈良県ネットワークの活動の紹介 

2004 年「九条の会」の呼びかけに応じて「九条の会」奈良を発足。その後、九条の会奈良県ネットワークが作られま

した。現在活動している地域、分野ネットワークが３９あります。今年度、新たに地域九条の会が生駒南に出来ました。 
 

（１）世話人会を中心にそれぞれに活動が行われています。 

＊世話人会中心の憲法学習会、地域の住民に呼びかけての学習会や講演会、地域によっては１００名を超える講演会も。 

＊街頭署名やスタンディングが行われています。「安倍改憲 NO!憲法９条を守ろう！」と駅前やスーパー前で署名活動・

チラシやティッシュ配布、通行する車への訴えを行っています。地域への 1 軒 1 軒への戸別署名などの活動で九条の

会奈良県ネットワークでの署名が２１７６８筆（2019 年 12 月 2 日現在）に集約されています。 

＊地域でのフェスタや自治会、市町村主催の行事に参加、平和や戦争の展示、模擬店、チラシ配布など行われています。 

＊ニュース会員へのニュース配布や全戸配布も行われています。ニュース会員は全県５０８０名になっています。地域

へのチラシは配布ボランティアを募り、資金カンパを集め生駒市では 2 万枚、奈良市九条交流会では 4 万枚のチラシ

配布を行っています。  

＊一人からでも九条の会と「憲法九条を知らせたい」に結集している市民も。月 2 回近鉄奈良駅前でシール投票や手の

ひらサイズのチラシ配布、署名活動を行ってきました。冬の寒い北風、夏の暑い日差し、足早に通り過ぎる人々、そ

んな中、戦争体験のお婆さんが「後生だから戦争だけにはならんように頼みますよ」と懇願、父親が自衛官という女

子中学生が「お父さんが海外で戦争に行くのだけは絶対嫌です。なんとか助けて下さい」との訴え。海外からの観光

客が署名をして、カンパを。先日は朝日新聞の声の欄に「9 条守る署名 5 か国語でも」と題して投稿が。小さい動き

が広がり、つながっています。生駒では、3 の日、9 の日、19 の日行動が定着し、呼びかけないのに２０ないし３０

名が集まるそうです。3 時間のロングランもあります。 

＊九条の会の活動は地域でのコミュニティをも生み出しています。生駒鹿ノ台九条の会は 14 回目の講演会を行ってい

ます。鹿ノ台独自のニュースを発行。訪問活動を重視し、「平和であったらいい」の 1 点で繋がり対話を大事にする活

動をすすめ、１５００軒の自治会で１５０軒のニュース会員を持っています。 
 

（２）半田滋氏が「7 月の参議院選挙まで改憲派は 3 分の２を占めていた。改憲発議に踏み込もうと思えばできた。な

ぜ、しなかったのか？それは、国民投票に過半数を得る自信がなかった。３０００万署名を始めとする取組が発議を

許さなかった」と述べています。草の根の地道な活動によるものと確信しています。 
 

（３）7月に行われた参議院選挙では九条の会として何ができるか地域・分野で相談し、選挙戦に臨みました。 

①会員ニュースに「参議院選挙の争点の１つが 9 条改憲である事など選挙戦の内容」を載せ、呼びかける。 

②地域に独自チラシや九条の会奈良県ネットワークのチラシを配布③市民連合のセンターに集まり、電話作戦を行う④

街頭で「政治を変えよう」「選挙に行こう」など呼びかけ、集会や演説会に参加⑤ホームページで状況や活動を知らせ

る。 

などそれぞれが「憲法 9 条」を守る 1 点で取り組みました。野党統一西田候補の得票は 4 野党の比例票の１，４８倍

となり 9 条の会としても役割を果たしました。 
 

（４）憲法 9条は日本の宝から世界の宝へ 

3 週間前にネパールに。ヒマヤラの山並み、澄んだ空気、麓から山頂までの開墾、人々の営みに感動。しかし、山岳で

鍛えた強靭な若者は貧困の為、イギリス兵の傭兵となり、イラク戦争の最前線に。義務教育は小学校 4 年生まで。様々

な悲劇に子ども達や青年は巻き込まれています。世界の軍事費が教育の費用にまわればどれほど世界の人々は幸せを

得る事が出来るでしょう。 
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生駒第 14回鹿ノ台校区平和のつどい 

2019 年 10 月 13 日に第 14 回鹿ノ台校区平和のつどいが開か

れ地域から 70 名が参加しました。 崎本さんが「長崎市長の挨

拶、一人ひとりの力は微力であっても無力ではない」との言葉

を引用しながら開会の挨拶。女性コーラス「コール・メープ

ル」の素敵な衣装と素晴らしい歌声で楽しんだ後、宮尾耕二弁

護士による「一緒に考えませんか 日本国憲法の平和理念を」

と題して講演が行われました。 

① 憲法は立憲主義に基づいており、「個人の自由（基本的人

権）を保障するために、国家権力を制限する法規範である」 

② 憲法 9 条をめぐる政府見解を紹介。吉田茂首相は「交戦権も

放棄」、鳩山内閣は「専守防衛の枠組み堅持」、安保法制まで

の政府見解は、「集団的自衛権の行使は、憲法上認められな

い」安保法制では「存立危機事態においては、集団的自衛権

は認められる」とあるが、これは解釈の限界を超える（長谷

部氏） 

③ 安倍改憲の数々のヒッカケ、自衛隊明記論の登場 

安倍首相は「自衛隊の存在を明記するだけ。任務は変わらな

い」と述べるが、「専守防衛政策に根本的な変化をもたら

す」「集団的自衛権が容認される」 

④ 自民党の憲法改正推進本部「たたき台素案」に対し、

2018/5/25 に日弁連定期総会で「専守防衛政策に根本的な

変化をもたらしかねない。恒久平和主義の内実に実質的な変

化」と決議。 

 

  

 

12・7奈良市民連合・不戦のつどい 

憲法改憲反対！安保法制廃止！ 

我々は、あらゆる戦争政策に反対する！ 

12 月 7 日（土）14 時から３０００万署

名、14 時半から集会、15 時から市内パ

レード 

九条の会へぐりのスタンディング 結構寒い 11・

19 行動でしたが、元気にやりました。 車中から手

にもった鳴り物に反応してくれていました。  

 
広陵九条の会は、11 月 19 日、毎月恒例となっている 19 の日行動を近鉄

五位堂駅前で 16：00～16：45 まで行い ました。 12 人の参加でスーパーメ

ガホン宣伝とチラシ・メッセージ 入りティッシュの配布、安倍 9 強改憲 NO！

3000 万署名に 取組み、チラシと・ティッシュ配布は 148 セット、3000 万 

> 署名は 15 筆集まりました。 また、今回初めて安倍改憲についてのシール

投票を行い ましたが若い人（高校生も）を中心に興味を示す人が 結構いて面

白い対話ができました。対話を通じて 3000 万 署名に応じてくれる人もありま

した。終了間際に小学 6 年生の子 2 人が「署名したいけどいいですか」と自分

から 近寄ってきて署名してくれました。学校で憲法を習った と言っていまし

た。 シール投票の結果は次の通りでした。  

・「安倍政権が憲法 9 条に自衛隊を明記しようとしています」 

  ;  知っている 16 人、 知らない 4 人  

・「憲法 9 条に自衛隊を書き込むことに賛成ですか、反対ですか」 

  ;  賛成 1 人、反対 16 人,分からない 7 人 

 

11 月 16～17 日において、「白橿町連

合自治会主催文化祭」に白橿９条の会が参

加しました。写真展示をしました。テーマは

「奈良にも戦争があった」です。また、橿原

市における太平洋戦争での戦死者を町名別

に シ－ルで示した展示もしました。17 日

には橿原市長「亀田忠彦」様も会場にお越し

いただき、御覧いただきました。２日間の参

加数は 330 人でした。昨年の半数の来場者

となりました。白橿９条の会 岡崎邦夫  

 

11 月 19 日の生駒駅行動は、3 時

間ロングランで、参加者のべ 31

名、核廃絶 70 筆、憲法 75 筆、

カンパ 1300 円、という成果でし

た。3000 万署名の通算は 5025

筆です。 

 

冨田宏冶さんと語ろう 

市民運動は衆議院選挙をどうたた

かえば良いか 

日時；2020 年 1 月 18 日土） 

場所；奈良市生涯学習センター 

   視聴覚室    

主催；小さい九条の会、共催；九条

の会奈良県ネットワーク 

資料代；５００円 

「安倍 9条改憲阻止」学習会及

び第 4回意見交流会 

12 月 9 日（木）１５：１０～

１７：００ 

生駒市コミュニティセンター 

生駒 9 条の会代表長尾強志 


