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顧問弁護士 城塚先生の

無料法律相談

みんなが安心して働き暮らせる社会をつくろう
日投票で行われた

改憲勢力が
衆議院の７割超
月

﹁日本を少

しでもよくす

るために︑個

人ができるこ

とは何です

か？﹂先日︑

シンポジウム

れ︑立憲民主党︑日本共産
﹁憲法・立憲主義擁護の民

突然の総選挙を通じて
情勢にあることはいよいよ

か﹂の二者択一が迫られる

明記︑戦争する国づくり︑

せ︑憲法９条改悪・自衛隊

らは

人の参加で若手が６

に参加しました！府職労か

たちや僕たちの子どもたち

いと思っていましたが︑僕

た︒ 内 田 さ ん は︑
﹁実現

会場から質問がありまし

の中で︑内田樹さんに︑

党︑社民党３党は総数で改
選前議席を増加させまし
国︑企業が世界で一番活動

主的な政治か﹂
﹁戦争する

さらに前進した市民と野

明白になっています︒

た︒

党の共闘を引き続き発展さ

総選挙では︑自民党が過半

％︶を独占する形となりま

日本国憲法が公布されて
月３日︑総

しました︒府職労からも青
人が参加し

選挙の結果を受けて︑広が

総がかり集会には２万人が

ました︒大阪で開催された

年６人を含む

り続けている市民と野党共

参加し︑府職労から約

年を迎えた

闘を引き続き発展させ︑憲

が参加しました︒

人
法９条改憲を阻止しよう

また︑ 月１日には府労

党︑民進党︶の代表も参加

民主党︑日本共産党︑社民

が集まり︑立憲野党︵立憲

国会包囲行動には４万人

行動が取り組まれました︒

たくさんの人から﹁改憲Ｎ

まれ︑１１０人が参加し︑

﹁なんば大宣伝﹂も取り組

中心になっ て呼びかけた

組連︵府職労・大教組︶が

必要になっています︒

いっそうの取り組み強化が

労働法制大改悪を許さない

楽しく交流しながら色んな

人となりましたので道中も

す︒ 参 加 し て 思 っ た こ と

いられなくなると思いま

あると知れば︑無関心では

が戦争に参加する可能性が

ョンを語ることです﹂と

くといいね︑というビジ

いて︑こういう方向に行

可能かどうかは置いてお

のだと思いました︒集会に

が集まり集会につながった

している安倍政権への怒り

や政治についても学ぶ場を

も若い世代に憲法の大切さ

うことです︒青年部として

とはとても怖いことだとい

大になると言われていま

らく歴史上︑この値が最

１億２８０５万人︒おそ

は急増し︑２００８年で

世紀に入り︑日本の人口

自衛隊の明記を突破口に

は全国からたくさんの方が

つくっていくことに力を入

応えておられました▼

Ｏ！３０００万人署名﹂が

参加し︑戦争に反対する姿

は︑何も知らずに過ごすこ

寄せられました︒

す︒それ以降︑人口は減

を繰り返さないために

充恵

国際がんセンター支部

松本

測されています︒日本の

人口減少率は世界１位で

す︒ そ れ を 勘 定 に い れ

て︑どんな国だったらい

いかを考えなければいけ

いといけないんだと感じる

べきかをしっかりと考えな

繰り返さないためにどうす

き︑
歴史を学び︑
同じ過ちを

と訴えておられるのを聞

争で学んだ大きな目標だ﹂

９条による平和は︑先の戦

参加されており﹁核廃絶と

ャンペーン︶の川崎さんも

ＣＡＮ︵核兵器廃絶国際キ

ーベル平和賞に選ばれたＩ

に参加しました︒今年のノ

する
﹁全国市民アクション﹂

された憲法９条改正に反対

労働組合の役割がますま

と改めて実感しました︒

が未来を創る力になる︑

とりが未来像を語ること

る社会をつくる︒一人ひ

時間働けば普通に暮らせ

ないものがあります︒８

に与える影響は計り知れ

の改善です︒労働が生活

重要な施策は︑職場環境

ものですが︑それ以上に

は︑従来から進めている

施 策 で す︒ 保 育 の 充 実

復を進めるための具体的

育て支援は︑出生率の回

ません▼結婚︑出産︑子

とともに︑憲法の危機をも

︵Ｕ︶

す重要です︒

もらいたいと思いました︒

っと多くの人にも気づいて

月３日に国会前で開催

は︑３分の１になると予

れて行きたいと思います︒

改憲されても何も変わらな

僕もその一人でしたし︑

人も多いと思います︒

法に興味がない若い世代の

理解できました︒政治や憲

と︑どれだけ危険かとても

紛争に参加できる国になる

れ︑海外で自衛隊が戦争や

僕自身も改憲が進めら

勢を示していました︒

参加者の声

太一

若い仲間に憲法の
大切さ伝えたい
書記局支部

越智

︵青年部常任委員︶

月３日の国会包囲行動

歴 史 を 学 び ︑同 じ 過 ち

少に転じ︑１００年後に

して９条改悪を進めようと

話ができました！

13

参加して良かったです！

・３国会包囲行動に４万人
おおさか総がかり集会に２万人

しやすい国をめざす政治

の２を超える議席を獲得し
したが︑決して安倍政権の

一票の差でも議席を占有

ました︒憲法９条を含む改
継続を民意が支持した結果

できる小選挙区制のもと

憲を容認する希望の党や日
とは言えません︒安倍首相

数を大きく上回り︑与党は

本維新の会も議席は減らし
は︑選挙開票時のインタビ

で︑自民党が選挙区で２１

たものの︑改憲勢力は衆議
ュ ー に 答 え﹁
︵改憲は︶ 自

改選前をわずかに下回った

院の４分の３を占める結果
衛隊明記で議論﹂と答えて

改憲ＮＯ！
と︑全国各地で集会などの

40

７議席︵小選挙区定数の

となり︑国会での改憲の動
いますが︑今回の選挙でそ

13

11

11

ものの自公で衆議院の３分

きが加速される事態となっ
のような信任が寄せられた
とは到底言えません︒

日︶ で

11

ています︒

市民と野党の
共闘も前進

９ 条 改 憲・自 衛 隊
明記は反対が多数
日・

11.３おおさか総がかり集会

選挙後の世論調査︵朝日
月

11

11

11.３国会包囲行動

一方で︑憲法違反の安保

75
（朝日新聞10月23日・24日 世論調査より）

71

11.１なんば大宣伝

法制︵戦争法︶の廃止と安

新聞

も︑９条改憲・自衛隊明記

倍政権による憲法９条改憲
反対の市民と野党の共闘も

については︑反対︵

45

％︶を上回って

賛成
（36％）

36

％︶

前進し︑全国２４９の選挙

が賛成︵

24

区で何らかの形で市民と野

23

います︻グラフ参照︼︒

10

20

９条改憲ＮＯ 市民とと野党のの共闘を発展させ

☎ 06-6941-3079

22

党の共闘で選挙が取り組ま

反対
（45％）

2069号 2017年11月８日
府職労までお電話ください
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９条改憲・自衛隊明記について
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