日本国憲法 は平和 と人権 の砦
いい憲法でもダメなんで
す。 し か し 大 事 な こ と
は、勇気ある市民が立ち
上がって獲得した差別の
撤廃、権利は、差別に立
ち上がれずに苦しんでい
る、多くの人々の生活を
も変えるということで
す。

けですよ。それは、憲法
の力が、戦争、徴兵を知
らない社会を作っている
からです。それは決して
「空気」ではなく、運動
や市民が守ってきたもの
です。

学習を力に、改憲発議ストップへ

の下の平等を蹂躙したと
して立ち上がった女性や
運動がなければ、いくら

憲法は空気じゃない
先輩が守ってきた
ことは、博士論文を書く
前に、結婚する前に徴兵
に行くか、行くまいかと
いうことです。しかし、
日本の学生はこれっぽっ
ちも考える必要がないわ

訴えるときに、少しぐら
い舌足らずだったり、若
干時間かかったりしても
いいんですよ。組合員自
身が「なぜ」という疑問
を大事にしながら運動す
ることが大事です。
それから、職場の同僚
や回りの人にできるだけ
広く訴えることが大事で
す。あの人と話しても絶
対ダメだよね、という人
にも。話した結果、断ら
れたり署名してくれなく
ていいんです。話し、問
いかける活動は必ず生き
てきます。

河合 二人占めの贅沢な
時間を取っていただいて
ありがとうございまし
た。声を上げることで、
憲法が暮らしに活かされ
ることが本当によくわか
りました。
阿野 今日は貴重なお話
を聞けて良かったです。
憲法が平和と人権の砦と
いうことがよくわかりま
した。本当にありがとう
ございました。

お得な情報いっぱいのホームページに是非！一度アクセスしてみて下さい！！

本気の議論で
憲法の力を確信すること

取り組まねばならない課
題だと考えたからです。
その裏には、戦前日本で
は労働組合が侵略戦争を
防ぐことができなかった
ことに対する強い反省の
思いがあったのです。
いま、労働組合が一番
やんなきゃいけないこと
は、安倍首相が推し進め
ようとしている９条の改
憲はどこが危険なのか、
憲法は私たちの暮らしに
どんな力になっているの
か、また憲法の問題をな
ぜ組合が取り組むのか、
そういう問いを腹を割っ
て議論して、一人ひとり
の組合員のみなさんがし
っかり確信することでは
ないかと思います。その
確信さえあれば、同僚に

組合員募集中

河合 人権を守るという
観点が大切な事はわかり
ま し た。 し か し、″ 立 ち
上 が れ な い 人 〟 や″ 関 心
を持てない人〟に対して
は、どう働きかけていけ
ばいいのでしょうか？
渡辺 今の日本社会に住
んでいる多くの人達は日
本国憲法の下で生まれ
て、生きて、暮らしてい
るので、空気のように当
たり前だと思っています
よね。だから何も自分が
立ち上がらなくてもと思
っている。たとえば多く
の人は日本が七十年以上
にわたり戦争のない国だ
ったことをあたり前と思
っている。しかし、第２
次世界大戦以降、アジア
の中で戦火を経験したこ
とがないのは日本だけで
なんです。保守政権が、
憲法を変えようとしたと
きに、先輩や同僚たちが
立ち上がって、ようやく
守ってきた結果です。
私がかつて教えていた
大学に韓国やドイツから
の留学生がたくさんいま
したが、彼らが一番悩む
河合 青年部の交流の場
で も、
「職場改善や賃上
げの話はできるけども、
３０００万人署名の話を
すると、何で組合がそん
なことをしなくてはいけ
ないの」と言われ、悩ん
でいると聞きます。私は
労働組合の活動は憲法が
あるから出来るものだと
思っているから、切り離
せないと思うのですけ
ど。
渡辺 労働組合が憲法や
平和の問題に率先して取
り組んできたこと、
また、
いることは、実は、戦後
日本の労働組合に特有の
ことです。戦後の組合の
中でも「憲法や平和に取
り組むのは労働組合の本
務ではない」という意見
がたびたび出されてきま
した。多くの労働組合が
その意見に与しなかった
のは、平和は労働者や国
民の生活の土台をなすも
のであり労働組合がまず
新築・増改築・リフォーム・住まいの相談は

大阪府の本来の役割
発揮すべき

０１２０‑５０２‑３９１に

お気軽にお電話ください！！

青年部長

この秋、安倍政権が目論む改憲発議をストップさせていくために、３
０００万人署名を職場で、地域で大きく広げていくことが求められてい
ます。これまで憲法が果たしてきた役割とその力など、改めて憲法を守
る意味について、渡辺治一橋大学名誉教授にお聞きしました。聞き手は
大阪労連女性部の阿野寛子事務局次長と青年部の河合成葉部長です。

義を保障していますが、
民主主義だけでは、少数
派の思想や宗教、ＬＧＢ
Ｔのようなマイノリティ
の生き方は保障されませ
ん。多数が嫌う思想や言
論、生き方は、たとえ時の
多数が望んでも侵害して
はならない、というのが
人権という考え方です。
平和と人権を保障してい
る憲法は、多様な生き方
を可能とする社会を目指
していると言えます。
しかし、現実の日本で
は不寛容なさまざまな行
為が起きています。それ
は、憲法にどんなにすば
らしいことが書いてあっ
ても、それだけでは力に
はならないということで
す。憲法 条の実現を訴
えた朝日訴訟や職場での
定年差別は憲法 条の法

学び、たたかい、
元気よく

輝け憲法11.３総がかり集会が扇町公園で
行われ、１万２千人が集まり、声を上げた
河合成葉さん

声を上げるか ら
暮らしに活か さ れ る
阿野 憲法を守ると
りくみの中で、杉田
水脈議員のＬＧＢＴ
への発言など、政府
や自民党から女性や
性別に対する差別発
言が問題になってい
ます。憲法はどんな
生き方も保障してい
ますが、女性がもっ
と生きやすい世の中
にするために憲法を
どう活かしていくか
悩んでいます。
渡辺 どんな信条を
持つか、どんな生き
方をするかなど、多
様性を重んじた社会が必
要 で す ね。 日 本 国 憲 法
は、戦争の放棄と強い人
権保障という二つの柱
で、多様な社会の可能性
を保障しています。まず
「 平 和 」。 戦 争 を 遂 行 す
るため、国家は、兵士だ
けでなく国民全体を一定
の方向に強制します。歴
史を紐解けば日本やナチ
スドイツで戦争を遂行す
るために、差別や虐待、
虐殺が行われました。日
本国憲法は戦争も軍隊も
持たない、世界でまれに
み る 憲 法 で す。 で す か
ら、世界で最も多様な生
き方を保障する憲法と言
ってもいいでしょう。
それともう一つは人権
です。日本国憲法は、国民
の多数の意思に従って政
治が行われるよう民主主
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２０１９春闘に向け
スタート

阿野寛子さん

研修・学習会などにご利用ください
10月31日、大阪労連は府北部地震や台風21号な
どに対する被災者支援と今後の防災・減災対策につ
いて、大阪府と交渉。松井維新府政のもと、大阪府
が人員削減をすすめ、広域自治体としての役割が発
揮できていないことを指摘し、改善を追及しました。

ろーれんフラッ シ ュ

最賃 以 下 は 違 法 で す ！

10月29日、大阪労連青年部第30回定期大会が大
阪国労会館で開催されました。代議員からは「職場
のリアルな要求を団体交渉でぶつけています」「学
習を大切にしています」
「今日の青年部大会で元気
をもらった」など発言が続きました。

女性部事務局次長

10 月 26 日、大阪春闘共闘委員会の結成総会を国
労大阪会館で開催。討論では、新聞労連やJMITU
はじめ、参加した組織からの発言が相次ぎました。
役員体制や11月24～25日に行われる春闘討論集会
などの日程を確認しました。
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大阪では 10 月から最賃が 27 円引きあがり、時給
936 円以下で働かせることは最賃違反となります。
10 月 22 日に京橋駅頭で、大阪労連が最賃周知宣伝
と併せ最賃の引き上げを求める署名行動を行ない、
多くの署名が集まりました。
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