3000 万人署名

各地でこんな取組みが ⑮
福島県

2018 年 11 月 16 日

はらまち九条の会 682 の署名、「あきいち」で宣伝

福島県南相馬市原町区を拠点に活動するはらまち九条の会は 11 月 3 日、南
相馬観光協会や原町商工会議所などでつくる実行委員会主催の「あきいち
2018」の会場で、
「安倍改憲ＮＯ！」のチラシの配布、署名の呼びかけを行
いました。また九条カフェや地方紙「福島民報」に連載中の画家朝倉悠三さ
んの「震災絵日記」の展示も行いました。同九条の会は会員 419 人、
「震災
後、他市に移住しても活動を続けています」と連絡網を密にしています。
同九条の会の 3000 万人署名の到達は、10 月 4 日現在で 682 人です。
同会は、2005 年 12 月に発足、会報「九条はらまち」は最新号 322 号
まで発行されています。東日本大震災・大津波・原発事故を受けた後、2011
年 6 月 11 日付 164 号の会報では、
「皆さんご無事でしたか？ご家族は？被
害は？」
「よろしければ、避難先の新住所をお知らせください」などと呼びか
け、
「本会事務局員も放射能を怖れ、市外に避難して３カ月活動できませんで
した」などと報じています。

千葉県

市川・浦安で多彩な取り組み─千葉県５区市民連合からの情報

千葉県５区（市川・浦安）での 3000 万人署名の取り組みについて、11
日現在の情報が寄せられました。
◆千葉県第 5 区（市川・浦安）市民連合
○毎月５日、駅頭署名活動
〇10 月５日(金)18 時 30 分～19 時 浦安駅で 12 人参加、署名は７。
悪天候のため時間短縮。
〇11 月５日(金)18 時～19 時 市川駅で 18 人参加、署名は 20。
署名対話で「野党はしっかりまとまってくれ」との声。
○浦安で 11 月 25 日 小林節講演会「節ちゃんに叱られる～イチから
わかる国民投票～」
◆九条の会市川
○毎月９日、
「９の日宣伝」で駅頭署名活動
〇10 月９日（月）18 時～19 時 本八幡駅で４人参加、署名は 13。
「婿が、習志野空挺団のレインジャー部隊なので、真っ先に戦場に送
られるので心配でしようがない」という女性も署名。
〇11 月９日（金）悪天候のため中止。
◆戦争をさせない１０００人委員会・いちかわ
〇11 月 27 日 15 時～新浦安駅で署名行動を予定
〇12 月 3 日 15 時～行徳駅で「アベ政治を許さない」スタンディング
と署名行動を予定
〇12 月 5 日 15 時～個々面接署名お願い行動 本八幡駅北口 14 時
30 分集合
◆安倍 9 条改憲ＮＯ！市民アクション・いちかわ
〇「止めよう！改憲発議 12・24 市川市民集会」を準備中。
集会後、一斉宣伝・署名活動を本八幡駅前で予定。

東京都

阿佐ヶ谷南口で 63 署名 杉並市民アクション

９条変えるな！杉並市民アクションは 11 月 11 日 15 時から 1 時間半、ＪＲ
阿佐ヶ谷駅南口で宣伝し、3000 万人署名を訴えました。参加者は 28 人、
63 の署名が寄せられました。行動には日本共産党から杉並区議や同統一地
方選区議予定候補、地区委員長、立憲民主党から杉並総支部長や統一地方選
の区議予定候補らも参加しました。

神奈川県

川崎・中原区の実行委員会 13992 の署名、改名して再スタートへ
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3000 万人署名に取り組む川崎市中原区の安倍９条改憲ＮＯ！憲法を生か
す中原実行委員会は、９月末で 13992 人（目標２万人）の到達です。この
間、中原区内の４つの九条の会が中心となって、地域の訪問活動を積み重ね、
貴重な対話、署名が集められました。また「中原しょめい隊」は、小杉連絡
通路で週 2 回の行動を繰り返しています。
このほど名称を平和と憲法を守る中原の会に改名し、3000 万人署名達成め
ざす署名活動の推進と集約、活動交流、情報共有のセンターとして再スター
トする提案がされています。

長野県

「署名集め発議許さない」 上田市で憲法講演会

ピースアクションうえだが主催し、上田･小県地域９条の会連絡会などが協力し
て 11 月 4 日、
「憲法講演会─憲法と私」が開催されました。講師は菱山南
帆子さん（安倍 9 条改憲ＮＯ！全国市民アクション運営委員、許すな！憲法
改悪･市民連絡会事務局次長）
。70 人が参加しました。
菱山さんは安倍 9 条改憲阻止の運動が確実に前進しており、自信を持とう
と強調、
「人と人とのつながりや人を変えていく活動が大事であり、野党共闘
と市民運動の両輪でがんばれば安倍政権は退陣させられる」と呼びかけまし
た。また一部にある「国民投票で決着をつければいい」という考えについて
触れ、改憲手続法の危険な内容を説明、
「何より発議させないことが重要であ
り、3000 万人署名を集めきって発議できない状況を作ろう」と訴えました。

石川県

35 人の署名簿に添えられていた能美市の市民からの手紙

日ごろの皆さまのご活動に心から感謝しております。
石川県能美市は保守的な地域で、反応はあまりよくありませんが、憲法 9
条を改悪することには反対する方が多くおられます。
これからも署名活動を続けたいと思います。

新潟県

地域くまなく、継続してまわり町人口の 25％に迫る

湯沢町で 3000 万人署名にとりくむ戦争への道にストップをかける湯沢の会
の 3000 万人署名は 10 月末で約 1900 人に達しています。目標の 2000
人（約 8000 人の町の人口の４分の１）到達に迫っています。
同会では、毎週金曜日に署名用紙とお願いのビラを地域ごとに配布し、日
曜日に回収する取り組みを粘り強く続けてきました。継続のコツの一つに、
1 組の訪問件数を 20 軒までに抑え、負担を少なくしています。同会には様々
な政党支持者や宗教関係者を含めた幅広い町民が「9 条と平和を守るために
は、党派は関係ない」と参加し、ある創価学会員は積極的に署名を集めてい
ます。
町民からは「9 条改憲反対、とまともに声をあげてくれてうれしい」
「いま
まで声を出す場がなかった。来てくれてありがとう」などの声が寄せられて
います。また署名用紙を預かってくれる人もでています。

鹿児島県

９月末までに３０００人の署名 鹿児島・上町九条の会

鹿児島市上町九条の会は、４月末と９月末の２回合計で 3000 人分の署名
を全国市民アクションに送っています。
同九条の会は、
旧市内北部の 2 つの小学校区を中心に会員 150 人で活動、
粘り強く署名を集めています。
3000 万人署名について、街頭署名行動と戸別訪問署名行動で改めて取り
組んでいくことを決意しています。

憲法９条壊すな！実行委員会

駅前で 3000 万人署名と辺野古土砂署名

憲法９条壊すな！実行委員会は 13 日午後 6 時から１時間、24 人が参加し
て、ＪＲ御茶ノ水駅前で宣伝･署名活動を行いました。3000 万人署名には
55 人が、総がかり行動実行委員会が新しく取り組んでいる「辺野古土砂署
名」（
「本土からの辺野古埋め立て用の土砂搬出を止めよう」署名）には 33
人が応じてくれました。安倍改憲の危険性についての対話になった青年が署
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名し、握手してわかれる場面もありました。
沖縄の歌やイマジンが歌われ、特大サイズの紙芝居が上演され、その合間
にスピーチ。また何人もがスタンディングに参加するというにぎやかさで、
人目をひく宣伝行動でした。

憲法共同センター

新宿駅西口で「９の日」定例行動

憲法共同センターが呼びかける「９の日行動」は毎月、全国各地で一斉に
取り組まれています。東京では、11 月 9 日 12 時から 20 人が参加して新
宿駅西口で行われ、3000 万人署名への協力が訴えられました。
憲法共同センターは 10 月 29 日には総会を、11 月 4 日には学習交流集
会を開き、署名目標達成めざす学習と活動交流、意思統一を行っています。

＊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。
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