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これまでの運動から学び生かすべきことは？
鶴見俊輔さんの志を受けついで

地域・分野の会の交流・懇談会

九条の会講演会

九条の会事務局は 10 月 15 日、東京と近

―今、立憲主義と９条の危機に立ち向う

県の地域別・分野別九条の会の交流・懇談
会を開き、戦争法案に反対するこれまでの

◇と き 11 月 13 日（金）

運動とこれからについて意見交換を行いま

午後６時 30 分

した。

◇ところ 東京千代田区 日本教育会館

交流・懇談会には約 70 人が参加。渡辺治

◇お 話

事務局員からの報告を受け交流・懇談し、

よびかけ人 大江健三郎、澤地久枝

最後に小森陽一事務局長がまとめの発言を

ゲスト

行いました。以下、その要旨を紹介します。

益川敏英さん（京都大学名誉教授）
森まゆみさん（作家）

《事務局からの報告》

◇参加費 前売 1200 円 当日 1500 円

この間の運動総括の視点
渡辺

治

１

取り組みの経過

第２次安倍内閣が登場して以来２年 10 ヶ

まず、この間の九条の会よびかけ人と事

月、九条の会としても安倍内閣の解釈改憲

務局の取り組みを振り返っておきます。３

による集団的自衛権行使容認、そして戦争

つのことを重視して取り組んできました。

法に反対する大きな取り組みを行ってきま

情勢の学習と批判

した。この間の取り組みから深く学んで、

第１は、九条の会は、第２次安倍政権成

今後の戦争法廃止、改憲阻止の運動の新た

立に危機感を持ち政権発足直後から、集団

なステージに入るきっかけにするために、

的自衛権行使容認を柱とする解釈改憲の動

事務局としてこの 2 年 10 ヶ月の闘いをどの

きに対し、学習会、討論集会などで、いち

ような点で総括をしたらいいかという視点

早くその危険な本質を訴え続けてきたこと

から運動をふり返ってみたいと思います。

です。
第２次安倍内閣発足直後の 13 年 3 月 3 日
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に九条の会事務局と科学者九条の会が共催

団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、

した学習会「憲法９条の新たな危機に抗し

いまこそ主権者の声を草の根から」とのア

て」では、
「ここが危ない！集団的自衛権」

ピールを出します。これで閣議決定を批判

をテーマの一つに掲げました。６月８日の

すると同時に、あとでふれますが、初めて

事務局学習会「安倍政権の改憲に立ち向か

「事務局からの提案」を出します。10 月 10

う」では、集団的自衛権とあわせて、当時、

日には戦争法が出てくる動きの中、事務局

安倍首相が言い出していた 96 条先行改憲論

学習会｢集団的自衛権と日米ガイドライン｣

を批判しました。さらに 10 月６日には事務

をやりました。11 月 24 日に九条の会として

局主催学習会「
『戦争する国』への暴走を止

は初めて「安倍内閣の暴走を許さない九条

める」として安倍政権の解釈改憲に立ち向

の会集会&パレード」をやりました。

かう問題と沖縄の辺野古基地移転の問題を

そしていよいよ戦争法案が出てくるとい
うことになった今年２月 23 日、３回目の九

あわせて学習しました。
そして、九条の会としての大きな行動と

条の会アピール「憲法９条を根底からくつ

しては、10 月 7 日に記者会見を開き、
「九条

がえす『戦争立法』と改憲の暴走を止めよ

の会アピール―集団的自衛権行使による

う―主権者の声を全国の草の根から」を出

『戦争する国』づくりに反対する国民の声

しました。そして 3 月 15 日にはこれも異例

を」を発表したことです。九条の会は結成

ですが、「全国討論集会」を開いて、280 の

いらいアピールは出していなかったのです

会から 452 人が参加し、戦争反対の一致点

が、安倍政権の集団的自衛権行使の危険が

での行動、地域での草の根の行動、新たな

まだ知られていない状況を重視したわけで

会の結成など、たくさんの報告がなされま

す。11 月 16 日に
「第５回全国交流討論集会」

した。

を開きます。ここではよびかけ人のごあい

そして 5 月 1 日「九条の会事務局からの

さつと同時にイラク戦争を内閣官房副長官

訴えと提案」として戦争法案に反対する７

補として指揮しながら、この戦争を反省し

つの行動提起をすると同時に、法案が提出

安倍政権の集団的自衛権容認には反対する

された翌日 16 日には事務局緊急学習会｢日

発言していた柳澤協二さんもまじえたシン

米ガイドラインと戦争法案｣を開きました。

ポジウムを行いました。

戦争法反対の山場の 8 月 12 日にも、民主主

2014 年に入ると、動きは急を告げます。

義科学者協会法律部会の協賛を得て｢『戦争

政府は一方で公明党と談合しつつ 5 月 15 日、 法案』廃案に向けて 法学者と学生･市民の
安保法制懇の報告書の発表に合わせ首相の

つどい｣を開いて、法案の問題点を改めて検

記者会見で集団的自衛権行使容認の閣議決

討し、
「九条の会交流・討論集会」ももちま

定を行う決意を表明したのに対し、会は同

した。

日、閣議決定に向けた事務局の緊急学習会

このように限界はありますが、安保法制

をやりました。そして７月 1 日に集団的自

懇、閣議決定、そして戦争法案提出という

衛権容認の閣議決定です。九条の会は「集

たびに事務局学習会や討論集会をもって学
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習と危険性に対する批判を行ってきた、こ

に増やそう、それから交流をしましょうと

れが、取り組みの第 1 です。

いう３つの提起をしました。一番新しいの

九条の会としての挑戦

が、今年５月１日の｢事務局からの訴えと提

取り組みの第 2 は、九条の会として、こ

案｣にある７つの行動提起です。

こが正念場ということでいろいろな形で行

①山場月間に必ず行動に取り組む、

動を提起したことです。やれることはみん

②すべての地域のすべてのひとを相手に宣

なやろうということです。

伝、学習する、

まず、先ほども触れましたが、発足以来

③安保法案の廃案を求める署名に取り組む、

かつてないことですが、よびかけ人による

④地域・分野でできるだけ幅広い人たちと

アピールを 3 回だしました。ポスターは 2

共同声明を出す、

回だしました。１回目はデイゴの花のポス

⑤地元の国会議員オルグ、地方議会で法案

ター、2 回目は 2 人の青年を中心にしたポス

撤回を求める意見書を採択させる、

ターです。署名も 2 回だしました。署名は

⑥地域で開かれる集会には九条の会として

九条の会が周りの人に訴える武器となるの

もできるだけ多数参加する、

で「早く作成して」との声に応えてきまし

⑦会同士の交流をする。

た。

一言で言うと「地域に根ざして」、「共同

それから経過のなかで述べたように大集

を広げて」をめざして取り組みを行いまし

会とパレードを初めて取り組みました。

た。

全国討論集会、交流集会などで、いろい
ろな形でなされている地域の取り組みをみ

２

んなで学びあい交流することを重視しまし

これらをつうじて大きくいって４つの成

た。

全体をつうじての成果

果があったのではないかと思います。

全国の会への行動の提案

１つは地域での宣伝や行動がいろいろな

取り組んできた第 3 は、九条の会は各地

工夫して行われました。広島で大判チラシ

の会の司令塔ではないので提案という形で

を 50 万枚つくって県内で配布した。つづい

ではありますが、7000 余の九条の会はどん

て宮城が大判チラシを 30 万枚県下に配布し

な行動をしたらいいのか、九条の会らしい

た。それから千葉県柏市でも柏市の九条の

行動を提起したことです。とくに、2 回にわ

会が連携して２万３千枚のチラシを配布し

たって山場の月間を設定し行動を提起しま

ている。そういう全戸を対象とした宣伝が

した。

ずいぶん広がったことです。

この間、4 回、行動の提案をしました。1

2 番目は、九条の会が一貫して掲げてきた

回目は、13 年５月 17 日に呼びかけ人から

共同を実現するために、各会がイニシアテ

「九条の会の皆さんへ」と言うアピールで

ィブを発揮したことです。たとえば練馬の

出しています。ここでは私たちにとってい

九条の会では練馬連絡会をつくって、戦争

ちばん大事な学習しよう、九条の会を新た

法案反対にいろいろな団体を結集する。こ
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ういう共同の取り組みは全国でいろいろ行

うした 2 年 10 ヶ月にわたる運動について議

われています。

論し、どういう面で私たちは前進し、ここ

3 番目は地方議会の意見書採択など地方

はもっと工夫したほうがよかったのではな

議会での取り組みを行ったことです。７月

いか等を出し合って、戦争する国づくり阻

末の段階で 405 の意見書が出ています。ほ

止の闘いの新たな出発点にしていったらと

とんどが慎重審議・撤回を求めるものです

思います。地域や県、ブロック、いろんな

が、これに各地の九条の会がいろいろな形

単位で総括をはじめましょう。

でかかわっています。

各地・各分野からの発言

4 番目に、九条の会は全国に 7000 以上と
いっても活動していないところもあり、正
確のところは私たちにもわからないのです

東京八王子市/９条の会八王子市内連絡会

が、この間の取り組みのなかであらためて

八王子では、第２次安倍内閣が発足して

九条の会がつくられた、また活動を再開し

すぐに、市内の九条の会の連絡会をつくっ

たというところがたくさんうまれました。

ていっしょに行動する態勢をつくりました。

東北６県では市町村長らの九条の会ができ

最初にまず 10 万枚のチラシを地域に配り

ていますし、宮城では青年九条の会ができ

ました。そして、去年５月の九条の会の提

ました。練馬ではこの 6 月までに５つの新

起を受けて、いまでやったことのないパレ

しい九条の会ができました。秋田県では県

ードをやりました。

議九条の会がつくられて、民主党、社民党、

そして、幅広い共同の輪を広げようとい

共産党の県議が参加しています。

うことで、九条の会が中心なって実行委員
会をつくり、３月、５月、6 月とパレーをし

３

さまざまなレベルで会の取り組みを

ましたが、そのたびに参加者が増えました。

ふり返ろう

その中で、各党の国会議員に陳情に行った

このように、この 2 年 10 ヶ月、安倍政権

りしました。法案が衆議院で強行された後

に立ち向かってさまざまな行動をしてきま

はもっと共同の枠組みを広げ「戦争をさせ

したが、山場では「総がかり行動実行委員

ない八王子市民集会実行委員会」をつくり、

会」とか「SEALDs」の行動が前面にでる

８月 15 日には「ノー・ウォー・八王子アク

なかで、九条の会も旗をたてていろいろな

ション」をやりました。８月 30 日には再度

集会に参加する場面はありましたが、九条

の集会に、いままで八王子で集まったこと

の会はあまり表面に出なかったのではない

のない 1200 人が集まり、そのまま国会に行

かという悩みや、これまで党派にとらわれ

きました。９月 15 日の２回目の「ノー・ウ

ない独自の活動をやってきたこととの関係

ォー・アクション」にも 1000 人の市民が八

でいろいろな団体との共同はどうだったの

王子駅に集まりました。

か、などの悩みもあったと思います。

法案が強行採決された後は毎月、国会行

今日を手始めとして、皆さんのなかでこ

動の前の日あたりに八王子駅で「ノー・ウ
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ォー・アクション」をやることになりまし

参議院選挙に向けて何かしなければなら

た。ここには国会議員もよんで、国会にお

ないということで、来年の６月４日、茅ヶ

ける野党の共同を支えるようにしたいと思

崎市で、この地域の九条の会と協力して集

っています。また、リレートークには大学

会を開くことになり、城山三郎さんの娘さ

の先生だけでなく、この間は小学生が参加

んを代表とする実行委員会が発足しました。

して堂々と発言しています。

九条美術の会
神奈川県川崎市／生田９条の会

九条美術の会として、美術家としての戦

9 の日活動で区内の２箇所の駅で交代で

争法反対の共同を提起しました。6800 人と

宣伝行動をしてきました。しかしこの状況

いう画期的な数の方々、美術家によびかけ

でやるべきこととし、地域への全戸配布を

ました。1000 人以上の方から賛同を得、署

めざし２万枚のチラシをつくりました。

名も 2500 ほど、カンパも沢山よせられまし

まず会のニュースの読者の人たちに「チ

た。初めての経験で試行錯誤しましたが、

ラシの配布を手伝ってほしい」というお便

非常に高名な画家の方の賛同がよせられ、

りを書きましたら８歳から 89 歳までの 60

画期的な運動になったと思っています。

人の方の協力があり、９月の初めごろです
が 10 日ぐらいで配り終えました。反響があ

埼玉県上尾市／ 市井の人々の九条の会

りました。
「私も国会に行きました。このつ

教員たちの９条を守ろうという会です。

ぎのチラシ配布のときには私も参加した

憲法を学び、学んだことを地域に発信す

い」、「アメリカから帰ったばかりですが、

ることに基本に活動してきました。有権者

アメリカの人たちがどう考えているのか話

２万人くらいの地域が対象ですが、毎回場

し合ってみたい」などです。チラシ配布に

所を変えて、１回宣伝に出ると 20 ヶ所くら

参加された方からは、
「夏場に皆さんといっ

いで宣伝する運動をやってきました。

しょにデモはできないが、チラシ配布なら

いま戦争法の強行という事態を受けてど

できる」との声もありました。一つひとつ

のような運動を地域の草の根でやっていく

のアパートに入って、皆さん「やりきった」

べきかを考えています。戦争する国に向か

との思いがあります。

って日本をどう変えていこうとしているの

いま、生田区９条の会も入ってオール多

か、思想教育などを含め具体的な事実を学

摩連絡会をつくる話が始まっています。

んで、発信する。そして改めて日本国憲法
を学び、戦争法廃止に向けた国民の共同を

神奈川県／九条かながわの会

つくっていきたい。

九条かながわの会を結成して 10 年になり、
11 月 11 日に「戦争をする国にさせてたまる

女性九条の会／練馬区・ねりま九条の会

か！」という記念集会を開きます。講師は

女性九条の会は全国組織なので地域の会

法政大学教授の山口二郎さんです。

のような運動はできません。そのため学習
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会などでのお話をニュースとして出してい

日には大塚駅で安保法制に反対する宣伝行

くこと、署名をニュースといっしょに発送

動をしました。

し、集めてもらうことくらいしかできませ

歌人の分野では２年前くらいに歌人九条

ん。ですから今回の強行採決のような場合

の会・神奈川が結成されていますが、この

には、見解を示すメッセージを九条の会か

７月には歌人九条の会・高知ができました。

ら出していただきたい。

全国の会も、この 11 月８日、11 回目の「憲

それから地域の九条の会にも参加してい

法を考える歌人のつどい」を開きます。

ますのでその報告です。練馬では今日、
「総

川崎市高津区／高津九条の会

かがり行動練馬実行委員会」の結成相談の
会議をしています。

この間、約６万部配布されている地域紙に

さきほど練馬区の地域九条の会の話が出

全面意見広告をだしましたが、その資金集

ましたが、この８ヶ月の間に実は９つの地

めはそのあとの運動資金の確保を含めて成

域九条の会ができました。そしてまず必ず

功しました。その過程で、よびかけ人を増

のぼりをつくり、学習会をやり、
「日本の青

やす努力をし、これまでこういった運動に

空」の上映会をやり、パレードをしていま

名前を出さなかった人も引き受けてくれま

す。新しい地域の会はがんばっています。

したが、
「だれだれが引き受けたら自分も出

練馬では地元の国会議員に来てもらって

す」などの反応もありました。

質疑応答の会をやっていますが、自民党、

つぎにこの意見広告を縮小して全戸配布

公明党は出てこないので民主党、社民党、

しようと、４万部印刷しました。意見広告

維新の会、共産党が来ています。

は一方通行ですが、これには「ご意見をお

また区内の宗教者・宗教団体の人たちに

寄せください」ということでメールとファ

お手紙を出して 16 名の人たちが声明を出し

ックスと返信欄をつけましたが、それが帰

ました。これも画期的なことでした。

ってきました。この反応を含めて、これま
で発行してきた月１回の「たかつニュース」
の約 200 人の読者会員に配りました。

憲法九条を守る歌人の会
短歌の世界には２つの業界紙があります。

これまで月１回、溝の口で宣伝をしてき

私たちは５月の末に「戦争法案に反対しま

ましたが、最初は 100 枚程度しか配布でき

す」という呼びかけ人約 40 人の意見広告を

なかったのが、最近で 500 枚ぐらいにもな

出そうと２紙に申し入れました。1 紙は断っ

るのも、この間の運動の反映と思います。

てきました。
「歌人にはいろいろな立場の人
がいる」という理由です。しかし 1 紙には

千葉県柏市／かしわ９条の会

出すことができました。

柏地域には９つの九条の会があり、各駅

それから短歌だけでなく民主文学会や俳

で宣伝しますが、多いときで 10 数人、少な

人の会、詩人の会の方々と安保法制に反対

いときには５人くらいでやっていました。

する文学者の会を７月 25 日に開き、
９月 15

柏市には連絡会ではなく「憲法集会実行委
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員会」という組織があり、今年の６月、各

全国集会をしたいと考えています。

駅頭で宣伝する人を 300 人くらいにすると
いう計画をたて、
「皆さん来てください」と

埼玉県所沢市／しんとこ９条の会

よびかけました。少しずつ参加者が増えま

所沢には、11 の公民館があり、そのうち

して、８月 15 日には 100 人くらいが参加し

の３つの公民館地域に九条の会があります。

ました。若い女性が隣の市川市からきてく

年１回、公民館で文化祭をやりますが、

れたりしました。８月 30 日には雨だったの

私たちもこの文化祭に出展しています。そ

ですが 500 人、９月 17 日にはやはり雨でし

のため公民館の利用者団体の登録をします

たが、訴えから２～３日にもかかわらず 200

が、反動的な公民館長の場合などは名簿提

人が参加しました。

出を要求する場合もあります。また、企画

柏市議会では市長が去年は戦争法案賛成

についても実行委員会で、宗教と政治はタ

といっていましたが、今年の９月には「慎

ブー視されることもある。私たちは、公務

重に審議すべき」と述べています。今年の

員は憲法を守ることを誓約して職務につい

８月に市会議員選挙があり、当選した 36 人

ていると主張しています。

全員に駅頭での街頭宣伝に来てください、

いったん展示すると、私どもの公民館の

という葉書を出したところ、８月 31 日と 9

場合 1000 人くらいの人が見に来てくれ、そ

月 17 日に合計 12 人が参加してくれたこと

こでいろいろな議論もされます。

の反映だと思います。また、９月の市議会

渓流９条の会

では慎重にしろという意見書が継続審議に
なりました。これは柏市議会にとって初め

この会に入っていると釣りの上手な人に

のことです。やっぱり九条の会の活動は意

教えてもらったり、イベントがあって楽し

義があるのかと話し合っています。

いのですが、それにくわえて集会やデモへ
の参加の機会もできます。釣竿とプラカー

宗教者九条の和

ドをもってデモに参加すると他の参加者も

お坊さんは檀家さんがいてそこからの収

喜んでくれます。釣りの好きな人は意外に

入に頼っています。そのため特に大きな宗

多いのです。遊びたい、今の暮らしを豊か

派になると、政財界の大物が檀家総代とい

にしたいという気持ちと憲法を結びつける

う形でついており、反対運動していると宗

きっかけにもなります。

派のトップに電話１本で圧力がかかり動け

今年、２つの山登りの団体の人たちが、

なくなるような状況があったようです。そ

リニア新幹線の問題は非常に深刻であり山

れがそれぞれの住職の意識の高まりで反対

登りの好きな人たちがこういう問題を放っ

運動ができるようになってきた。来年２月

ておいたらダメだということで私たちによ

９日に、京都の東本願寺で東・西の本願寺

びかけにきてくれ、共同が始まりました。

の全国集会が開かれます。それから来年７

時間を連絡しあって国会の行動などにもい

月の参議院選挙を念頭に５月に国会近くで

っしょに参加するようになっています。
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千葉県流山市／九条の会・流山

埼玉県新座市／栄・池田九条の会

私たちは全戸配布までいっていませんが

この 10 年間で何よりもよかったのは、こ

リーフを３万枚つくったり、毎月「ニュー

れは安倍さんの「功績」かもしれませんが、

ス」を作って配ったりしています。そんな

戦争というものについて国民的な理解がで

なかで感じていることの一つは、ポスター

きたということだと思います。それが今後

は何年か何ヶ月か経つと色が褪せてしまい

の運動の土台になる。

ます。九条の会のポスターは印刷をしても

もう一つは、今後どうするのか連合政府

らえれば有難いですが、そうでなくとも版

ができるのかという議論をしていたのです

下をつくってどんどん印刷して活用できよ

が、それについても政党の中から出てきま

うにするということでもかまいません。

した。結局野党間の協力を実現していくこ

それからどんどん国会に行こうとファッ

とだと思います。

クスでよびかけるのですが、その際の特別

九条の会はこれまでも月間を設けて全国

委員会の名簿なども提供してほしい。それ

的な活動をしましたが、これからもそうい

から地域の会で「ニュース」をつくるとき

う活動をすべきではないかと思います。

に「こんな話題もあるよ」と紹介できるよ

九条科学者の会

うな材料を九条の会の方で提供してもらえ
れば有難い。

この間の大きな動きのなかで学者・研究
者の新しい活動の盛り上がりがありました

川崎市中原区／江川せせらぎ九条の会

が、会としてあの運動に直接コミットしま

戦争法が通ってしまって私たちはこれか

せんでした。しかし、あれだけ短期間にも

らあれを廃止するために何をしたらいいの

りあがったのは、やはりこれまでの運動の

だろうということを毎日毎日考えています。 反映であろうと思うし、また事があそこま
政党では共産党が国民連合政府というのを

でいったときに物事をまともに考えようし

出して他の党に呼びかけていますが、そう

ていた人たちがかなり動いたということが

いう大きな流れのなかで、町の中の私たち

非常に大きかった。

は何をしたらいいのかとの思いがあります。

九条科学者の会も最初は九条の会のアピ

それから 14 日の「東京新聞」の「こちら

ールに賛同する人の署名を一万不筆集めよ

特報部」というところに、小林節さん、伊

う考えていましたが、具体的に事態が展開

勢崎賢治さん、今井一さんが登場し、市民

していくなかで、それは必ずしもそうはな

九条をつくるという記事がありました。個

らなかった。具体的に情勢が展開していく

別的自衛権は認めるが集団的自衛権は認め

なかで、かみ合わせにくいところもありま

ないというのを見て、私たちはどう考えた

した。それでも 4000 の賛同署名を集めたこ

らいいのか思いました。

とは中味をつくっていくことになったと思

廃止に向けてどうとしたらいいのかとい

います。

う思いでいっぱいです。

後の展望について大きな議論をしていき
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たいと 11 月 14 日「秋の講演会」を開きま

ます。御茶ノ水駅頭で宣伝行動をしても署

す。安保環境が変わったから憲法解釈を変

名する人は千代田区の住民というのは稀で

えるという議論をどう乗り越えるか、ある

す。ですから、私たちは御茶ノ水で宣伝す

いは抑止力という議論をどう位置づけるか、 ることによって戦争反対の声を皆さんの地
という問題を問いかけていくことが必要で

元にまき散らしているのです。

はないかと思っています。

地域の九条の会のことですが、麹町で行
われた集会に私も出ました。そこで地元の

千葉県松戸市／新松戸９条の会

老人の方が、戦争法案というのは本当に危

暴走する安倍政権を打倒しなければなり

険でこういう場を作って下さってありがと

ません。私たちはそのために努力しようと

うございます、ということを言っておられ

している地方議員の方々とも協力して駅頭

たのが印象的です。これは九条の会のめざ

宣伝を毎週やっています。いまの安倍政権

すすべての小学校区で九条の会をつくろう

をどのようにして打倒するかという問題に

ということの意味を示していると思います。

つきましては、私たちが政党あるいは多く
の団体に働きかけていくことだと思います。

川崎市多摩区／生田九条の会

私も国会に５回行きましたが、本当に若

この前駅頭宣伝をしていて感じたのは、町

い人が多いです。彼らが非常な意気込みを

の雰囲気がまったく変わったということで

もって全国につながっているわけですから、 す。ふだんは大学生はうけとらないのです
その世論が政権打倒の大きな力になってい

が、会釈して受け取ってくれる、
「ガンバレ」

くのではないかと思いますので、こうした

とか声をかけてくれる、ピースサインして

若者に働きかけたいと思います。

くれるようになっています。
なんで変わったかというと、やはり国民

東京都千代田区／千代田九条の会

連合政府のよびかけが、町の空気にも影響

この間の運動で、共同が広がりました。

を与えていると思いました。つまり、
「がん

まず区内４つの大学共同の講演会です。明

ばってもやられたか」ということではなく、

治大学、日本大学、専修大学の九条の会、

私たちは主権者なんだ、国会の法律は国会

それから法政大学の憲法を考える会・安保

で決められる、閣議決定閣議でできるが、

法制に反対する会が共同で明治大学で安保

それなら何をしてもいいのか、そうではな

法制の廃案を求める講演会をやりました。

いということで町の空気にも影響を与えて

それから千代田でもこの間の運動のなか

いると思います。

で、新たに３つの九条の会ができました。

立憲政治を否定する閣議決定を取り消し、

２つは大学です。もう１つは地域の会です。

戦争法を廃止する政府をつくらなければな

今日ここに地元の御茶ノ水・秋葉原九条の

らない、主権者として頑張ろう、そういう

会の方も来ておられますが、毎月９の日に

チラシをつくろうと話し合っています。

は御茶ノ水駅頭を中心に宣伝行動をしてい
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埼玉県越谷市／越谷九条の会

合に、氏名を公表できる人だけでなく、公

一つは、
「平和を願う音楽と灯ろう流し」

表できない人たちもあわせて参加できるも

ということをやっています。今年は絵を書

のにすることと、ただ訴えを出すだけでな

いてもらおうと幼稚園に持ち込みました。

く、区にかかわる政界人にこの訴えを実現

そうしたらおじいちゃん、おばあちゃんが

するために行動するよう要請していこうと

孫といっしょに応募してくれました。みん

申し合わせました。
5000 世帯ありますが、2000 世帯に訴え

なが戦争のことに関心をもっているのに感
心しました。市の企画としてやっています。

の案とか賛同署名をいれました。集まった

市に協力している 78 の文化団体が共同の

のは 120 人でしたが、そのうち公表しても

フェスタをしているのですが、越谷九条の

いいという署名が 78 名でした。
団地は 70％

会もここに参加します。越谷九条の会のや

以上が高齢者です。その方々に国会に行こ

るのはコーヒーを９円で売ること、これは

うといってもなかなか行けない。そういう

評判がいい。もう一つは「大声コンテスト」

なかで、戦争法に反対する声をどう結集し

を会が主催してやっています。
「憲法を守ろ

ていくか、その一つの試みとしてこの取り

う！」とか「戦争法反対！」などとやって

組みを行いました。

います。

千葉県市川市／行徳九条の会
約 890 人の賛同者がおり、世話人会を毎

東京都／九条の会東京連絡会
先日の東京連絡会の懇談会のなかで、い

月やっています。
５月 20 日以降、東西線線路沿の陸橋に立

ま国民連合政府という問題が提起されてい
る、しかしその実現は難しいのではないか、

って電車に向けてのピースアクションを７

この問題については野党共闘を少しずつ拡

時 30 分から８時 30 分までしています。最

大していくことを通じて実現していくべき

近では行徳高校のところでビラまきもやっ

でいまこの問題を正面に掲げてというのは

ています。やはり若い人が関心をもってい

いかが、という意見が出されました。いろ

ることは感じます。

いろな意見が出され、懇談会のなかで結論

それから署名用紙ですが、九条の会のも

を出すということはしませんでした。ただ、

のだとかなり反応が違うんです。早く作っ

地域・分野の九条の会の活動をもっと広げ

てほしい。総がかり実行委員会のものも早

ていくことは必要ということが改めて確認

くほしいと思います。

されました。

損保九条の会

もう一つは私はある宗教団体の影響の非
常に強い団地に住んでいますが、そこでど

今年は戦争法案がありましたので、現役

のように戦争法反対の運動をすすめていく

のみなさんに損保九条の会として平和であ

かを検討した結果、戦後 70 年たったいま、

ってこそ損保産業だと訴えるビラをつくっ

自由と平和の訴えを出していこう。その場

て、５社７ヵ所で配布しました。
東京で 4000
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枚ほど配布したのですが、名古屋でも増刷

いるということが皆さんの発言から確認で

して配布したそうです。

きたのではないかと思います。そこにいま、

会としては、戦後 70 年ということとあわ

私たちの運動の到達点があると同時に確信

せて、
「ゴメンです戦争法案」ということで

があると思います。

戦争体験をした先輩に来て話をしてもらい

2 つ目には、これから具体的にどういう運

ました。参加者は 95 人で、現役の方にも来

動を行っていくのかということですけれど

ていただき、戦争法案は許せないとの決意

も、法律を廃止していく運動を私たちがど

を高めたのではないかと思います。

れだけ強めていけるのかどうかです。そう

法案は強行されましたが、めげずに 11 月

いう意味で言えば５月１日の九条の会事務

には講演会をひらきます。会の発足のとき

局の「訴えと提案」はこのまま有効に活用

は現役が中心だったのですが、10 年たつと

していけることだろうと思います。

現役が少なくなったのでこうした取り組み

この間安保法案が国会を通過したことに

をつうじて現役会員を増やしていきたい。

九条の会として声明が出ていないとのご批
判がありました。これは現在の九条の会の

まとめの発言

よびかけ人が３人しかいない状況でとりわ

事務局長 小森陽一

け行動提起は事務局でさせていただきまし

まず５月１日に九条の会事務局として出

たが、この間の九条の会アピールに関して

した「訴えと提案」をそれぞれの会の実情

はよびかけ人会議をひらいて文面について

に応じて全力で展開していただいたという

ご検討をいただいて発表してきたという経

ことが非常によく伝わりました。そういう

過があります。その意味で今回の状況、こ

意味で、今日ご発言いただいたすべての九

れからの運動をどうするか、九条の会のあ

条の会が山場月間をきちんとたたかいぬい

り方については、
11 月 13 日の講演会の日に

たということだと思います。

よびかけ人の方の会議で方向性を出します。

その中で重要なことは、地域での全戸配

署名については総かがり実行委員会で作

布にしても駅頭で署名を集めるにしても、

成するものを活用させていただこうと思い

新たな大きな運動の広がりが実感できる形

ます。全体として 2000 万人署名を実現して

でつかんでおられる。

いく運動にわたしたちも取り組んでいきた

これからはこの戦争法を使わせない、そ

いと思います。

して廃止していく政治状況と政府のあり方

そして 11 月 13 日の「鶴見俊輔さんの志

をどのようにつくっていくのか、ここにさ

を受けついで―九条の会講演会」は、九条

まざまな団体と協力しながら九条の会が取

の会のこれからの運動の意思統一の場にも

り組んでいく基本的なあり方が明らかにな

なりますので、是非これを成功させていき

ったし、そして現実に戦争を廃止していく

たいと思います。

力を私たちはつくりつつある。そしてまた
さまざまな新しい運動形態も生まれてきて
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