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安倍９条改憲 NO！全国市民アクションと総がかり行動実行委員
会は１月 19 日、国会議員会館前で今年初めてで、かつ 4０回目と
なる「19 日行動」を実施しました。参加した 2800 人は、
「安倍政
権による改憲発議阻止」、
「辺野古への土砂投入即時中止！」
「市民と
野党の共闘推進！」
「みんなの力で政治を変えよう」と訴え、いよい
よ改憲発議阻止の一大政治決戦の年となる新年を迎えての新たな決
意を確認しあう行動となりました。

私たちのたたかいで
国会での改憲発議阻止を!
集会は、菱山南帆子さん（9 条壊すな！実行委員
会）の司会で進行。最初に政党から、立憲民主党の
菅直人衆議院議員、
日本共産党の吉良よ
し子参議院議員が駆
け付け、それぞれ、
今年こそ安倍政権打
倒に向け参議院選で必ず勝利しようと訴えました。
主催者代表のあいさつは内田雅敏
弁護士（戦争をさせない 1000 人
委員会）が行い「我々の喫緊の課

題は、改憲発議の阻止、沖縄の新基地建設を阻止
すること、東北アジアの平和構築のためにも、徴
用工問題を正しく理解し、その解決を図ることだ」
と訴えました。
運動団体からは「『止めよう！辺野古
埋め立て』国会包囲実行委員会」
の野平晋作さん、
「改憲問題対策
法律家 6 団体連絡会」の大江京子
弁護士、「戦争はいやだ調布市民
の会」の鈴木彰さん、憲法学者の
清水雅彦日体大教授が連帯のあい
さつと闘う決意を述べました。

特に「戦争はいやだ調布市民の会」の鈴木彰さんは
「市民の会は結成して 4 年だが、これまで、月 3 回
のペースで宣伝や署名活動を 90 回実施し、延べ 2700
人が参加してきた。また、まいたビラは 22 万枚、街
中パレードというデモ行進は 6 回実施してきた。す
べての行動を合わせると、470 回の行動で、延べ 12
万 7 千人の市民が参加したことになる。3000 万署名
は現在、足踏み状態だが、我慢しあったり、励ましあ
ったり、歯を食いしばって、取り組んでいる。今年は
参議院選だが、市民と野党の共闘の力で、憲法改悪を
阻止し、安倍内閣を打ち倒す機会にするため、皆さん
と一緒に頑張る」とたたかいの報告と決意を述べま
した。

最後に宮澤洋子さん（憲法共同センター）が行
動提起を行い今後の行動【当面の行動日程参照】
への参加を呼びかけました。

年末年始を中心とした取り組みから
❖東京都❖日の出町全戸訪問で目標突破！
都内一番乗り
東京都西多摩郡日の出町（有権者数約1万4千人で
は、日の出町九条の会、新日本婦人の会支部、日
本共産党支部などが協力し合い、全国市民アクシ
ョンの呼びかけに応え、17年９月以来3000万人署
名を取り組んでいます。運動開始直後から全戸訪
問対話を進め、毎週町内の各戸を順次訪問、この
ほど目標にしていた３０００を達成・突破しま
した。都内での行政区単位の目標達成の一番乗り
です。
毎回の行動には10人前後が参加、２～３人の組
で山間部も含め各戸を訪れ対話し、町の全域を回
り尽くしました。最近の対話では、安倍政治が
「勝手なことばかりで嫌だ」「怖い」との声や先
方から改憲のねらいが語られるようになってお
り、世論の変化が確認できる状況も生まれていま
す。
目標達成後、目標を５００人引き上げ、新たな
課題として、隣町であるあきる野市内の各戸訪問
署名活動にも加わっています。また全国市民アク
ションが新しく作った署名付きチラシ（リーフレ
ット）の活用も始めています。
（東京革新懇ニュース832号などから）

❖東京都❖立正佼成会の人たち国会前の対話の
きっかけで会内で署名広がる
市民連合めぐろ・せたがやのＳさんは、11・3国会前
大集会の折、駐車中だった「立正佼成会山形教
会」と書かれた観光バスを見つけ、もしや集会へ
参加者かと思い、バスに乗り込み「署名まだの方
はぜひ」と訴えたところ、「国会の見学に来てい
る。山形ではそんな署名集めていない。外から届
く演説の声を聞きがら、みんなで安倍がきらいな
のになんで変わらないのかなあと話していたとこ
ろ。こんな署名くらいで変わるかね」と対話にな
り、「そうか、わがった」とバスに残っていた11

人全員が署名。「立正佼成会世田谷教会に行ってみ
ればどうか」と教えてもらいました。Ｓさんは後
日、世田谷教会を訪問。責任者が不在だったので手
紙を添えた署名用紙を置いてきたところ，総務部長
名で10人の署名が届けられました。そこで改めて市
民連合めぐろ・せたがやのメンバー数人で世田谷教
会の責任者を訪ねました。その方は、立正佼成会が
平和を願い、平和憲法が危ういことを憂慮している
こと、若手弁護士による学習会を行い「立憲主義」
を学んでいること、立憲民主党や自民党議員の話を
聞く機会も設けていること、信者や近隣の道場や教
会長ら幹部にも話し、訴えてくれることなどを語
り、署名用紙を預かってくれました。
その後、用紙分の署名が集まったとの連絡があり、
全国市民アクション事務局から用紙を急ぎ取り寄
せ、追加して届けました。
（市民と野党をつなぐ会＠東京のホームページなどか
ら構成）

❖東京都❖２０１８年ＦＩＮＡＬ大街宣９条壊すな！
実行委員会
戦争させない・9条壊すな！総がかり行動実行委員
会、安倍9条改憲ＮＯ！全国市民アクションに参加す
る憲法９条壊すな！実行委員会は12月22日午後、新宿
駅東南口で「安倍9条改憲ＮＯ！3000万署名2018年Ｆ
ＩＮＡＬ大街頭宣伝」を行いました。
行動には85人が参加。3000万人署名、「ＳＴＯＰ！
ＨＥＮＯＫＯ本土からの辺野古埋め立て用の土砂搬
出計画を止めよう」署名の行動、チラシ配布、スタ
ンディング、まちなか紙芝居上演、沖縄歌など、に
ぎやかな宣伝活動でした。また米・ホワイトハウス
にあてた辺野古基地建設中止を求めるインターネッ
ト署名運動は、モデルのローラさんらも呼びかけ、
話題を呼 んでいますが、その紹介パネルも掲示され
ました。
行動では「3000万人」58人、「辺野古土砂搬出止め
よう」59人の署名が寄せられました。

❖京都府❖高校生ら青年との
対話・署名の〝極意〟学びあう
安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション・京都はこの
ほど京都市内で、3000万人署名を高校生ら青年に広
げるための交流会を開催しました。交流会は、京都
市左京区の左京市民アクションが区内の高校・大学
のうち11の学校の門前で670人の署名を集めるなか
で、そのうち約8割を集めている50代女性の経験を学
びあおうというもの。以下は女性の〝極意〟の概略
です。
① 決意が大事─安倍政権はなかなかつぶれない。
引きずりおろして交代させるか3000万人署名で
改憲発議を止めるしかない。
② 呼びかけの一歩─相手の目を見て「こんにち
は」と言い、自己紹介を「若い人を戦争に行か
せたくないという思いで平和活動をしている」
と続ければ多くの若者が信用してくれる。
③ 真剣に対話─いったん対話になれば言いたいこ
とを最後まで言う。真剣さが伝われば署名して
もらえる。

❖静岡県❖掛川市の市民アクションが１９日行動
憲法９条を守る掛川市民アクションは12月19日、ＪＲ掛
川駅前で宣伝行動をおこない3000万人署名を訴えま
した。行動には15人が参加、スピーチのほか、アコ
ーディオンの演奏と歌も飛び出し、にぎやかな宣伝
となりました。「自衛隊が海外に行く理由がわから
ない。平和憲法を持っていながら海外の戦争になぜ
関わるのか」「今のままの平和がいい。安心して生
きたい」（連れだって署名した女子高校生２人
組）、「戦争に加われば国内も大変なことになる。
９条を変えていいことはない」（署名した女性）な
どの感想も。同アクションは、18年１月に結成さ
れ、これまでに８０００人以上の署名を集めていま
す。

❖大阪府❖3000万人署名、辺野古新基地阻止を
訴えおおさか総がかり
おおさか総がかり行動実行委員会は12月19日、大阪
市梅田ヘップファイブ前で宣伝行動を取り組みまし
た。行動では3000万人署名への協力を呼びかけると
ともに「ストップ！辺野古新基地建設！大阪アクシ
ョン」のメンバーが土砂投入強行を強く批判するス
ピーチを行いました。参加したサックス奏者の伴奏
で参加者がいっせいに「憲法を守ろう」「辺野古に
基地はいらない」のコールを挙げ、ウィ･シャル･オ
ーバーカムや「童神」（わらびがみ＝古謝美佐子さ
んの歌）も歌い、アピールしました。

❖福岡県❖久留米市で19日行動─
３０００万人署名と土砂投入に抗議の訴え
安保法制廃止、市民のくらしを守る久留米実行委員

会とちくご意思表示の会は12月19日、西鉄久留米
駅前で宣伝行動を行いました。参加者は３０人。
「3000万人署名の達成で安倍政権を退陣させよ
う」「参院選で与野党逆転を」などと訴えまし
た。「辺野古土砂投入ダメ」と大書したプラカー
ドを掲げ、アピールする人もいました。
署名に応じた人たちは、「政府の数の力でなん
でも押し通す姿勢は危ない」「参院選で野党が一
致してほしい。絶対多数をなくしたい」「選ぶの
は私たちだ」などと口々に語りました。
❖秋田県❖新春スタンディング＋署名九条の会が
合同で行動
あきた女性九条の会、秋田九条の会などが呼びか
けた「アベ政治を許さない」のプラカードを掲げ
るスタンディングは１月３日、ＪＲ秋田駅前で行
われま3 した。午後１時にプラカードを掲げ、ア
ピールするとともに、3000万人署名の協力を呼び
かけました。
「憲法を守ってもらわないと困る」「もう安倍さ
んにはサッサと止めてほしい」「野党のがんばり
に期待している」などの声が寄せられました。
❖東京都❖憲法共同センターが「新春９の日行動」
戦争する国づくりストップ！憲法を守り・いか
す共同センターは１月９日、全国に呼びかけて、
「新春９の日」宣伝・署名行動を取り組みまし
た。
このうち東京・新宿駅西口の行動には8団体20人
が参加しました。全労連、全商連、憲法会議、全
日本民医連の各代表、日本共産党衆院議員らがス
ピーチ、安倍首相の新年記者会見などでの改憲発
言を取り上げ、改憲策動を阻止すること、統一地
方選と参議院選で改憲勢力を少数派に、と訴えま
した。
3000万人署名を訴えるなかで対話が弾み、「安
倍さんは一体何を考えているのか」「安倍さんに
は辞めてもらうしかないと思うがなかなかしぶと
い」「野党は安倍政権に代わる政策を示すように
してほしい」などと安倍政権への批判が共通して
出されました。
この日寄せられた署名は38人分、14人から集め
た人もいました。
＊活動の予定や計画、報告など情報をお寄せくだ
さい。ニュースや会報、メモなど大歓迎です。
＊掲載した情報は、個人からのメール、各団体・
政党などのニュース、機関紙などで知らされた各
地・各団体の動きを編集したもので、具体的な出
典や報告者の名前は割愛している場合がありま
す。ご了解をお願いします。

新しいリーフレット、ポスターが大好評です
全国市民アクションのホームページなどでお知らせして
いるリーフレット、ポスター（Ａ２、Ａ３）が署名運動
を進める大きな力になっていると好評です。
※送料のご負担（着払い）だけでお届けします。
注文数が５０００部以上は独自の印刷をおねがいします。
ご相談ください
▽ご注文は安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション事務局
電話03-5280-7157Fax03-5280-7158(宣伝物注文受付専用)
メールinfo@kaikenno.com

名称：安倍９条改憲 NO！辺野古土砂投入即時中止！
共謀罪廃止！安倍政権退陣！1.２８国会開会日行動
場所：衆議院第 2 議員会館前
主催：総がかり行動実行委員会・全国市民アクション・共謀罪 NO！実行委員会

名称：「国・地方係争処理委員会」に訴える総務省ヒューマンチェーン行動
場所：総務省前
主催：「止めよう！辺野古埋立て」国会包囲実行委員会
協賛：総がかり行動実行委員会
16 時 30 分～「国・地方係争処理委員会」への申し入れ
18 時 30 分～総務省前リレートーク
19 時 30 分～ヒューマンチェーン

名称：２・２市民連合「街頭宣伝行動」
場所：新宿駅東南口
主催：安保法の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合
共催：総がかり行動実行委員会・全国市民アクション

名称：安倍９条改憲 NO！辺野古新基地建設反対！
普天間基地即時返還国会正門前行動（仮称）

場所：国会正門前
主催：総がかり行動実行委員会・全国市民アクション
協賛：「止めよう！辺野古埋立て」国会包囲実行委員会

