3000 万人署名

各地でこんな取り組みが ⑰

2019 年 2 月 1 日

１月 19 日の行動、各戸訪問の署名含む多彩な活動を紹介します
北海道

札幌駅前に 200 人で総がかり行動を展開

戦争をさせない北海道委員会が呼びかけた総がかり行動には 200 人が参加、
猛吹雪の前日から一転青空の下、札幌駅前で取り組まれました。
「隠ぺい・改
ざん・ねつ造・セクハラ政権は今すぐ退陣」の横断幕や「安倍内閣総辞職」
のプラスターなどをかかげ宣伝。参加した人たちの中には、
「諦めないのが第
一。体が動く限り安倍退陣まで頑張る。憲法を守り戦争のない日本にするた
め仲間と励ましあって活動する」と夫婦で、
「保育士たちの組合では 19 日の
行動に一人でも参加しようと毎回臨んでいる」という労働者もいました。寒
い中での奮闘でした。

青森県

青森市、八戸市で戦争法廃止、安倍改憲ＮＯ！

青森市では青森県九条の会が寒風吹きすさぶ青森駅前公園そばで 19 日、
スタンディング行動。「安倍改憲ＮＯ！」「憲法守れ」などのプラカードを掲
げ、戦争法廃止、9 条条改憲阻止、安倍政権下のねつ造や疑惑政治追及、安
倍政権の退陣を訴えました。
八戸市では戦争法廃止を求める三八連絡会が呼びかけた「戦争法廃止・安倍
9 条改憲ＮＯ！スタンディング」の行動。34 人が参加し、ポスターを掲げ、
リレートークで訴えました。

東京都

7 回目の戸別訪問 杉並区

９条変えるな！杉並市民アクションは、1 月 27 日（日）10 時から、参加者 5
人で戸別訪問による署名活動を行いました。206 世帯を訪問、在宅 87 世帯
で 24 人の署名でした。戸別訪問による署名活動は、区内にある主要な駅で
毎月順繰りに行っている署名・宣伝行動と並行してやっているもので、今回
で 7 回目。主な団地を対象に実施していますが、行動の前日には「明日ご自
宅に伺います」と明記した要請チラシと署名用紙を配布しています。これま
で累計で 1923 世帯を訪問しました。日曜日の午前中に訪問活動を行ってい
ますが在宅は累計で 885 世帯（約５～6 割が留守）。寄せられた署名の合計
は 337 人分となりました。

神奈川県

大和市民アクションがつどい・パレード、全戸や街頭宣伝も報告

安倍９条改憲ＮＯ！大和市民アクションは 20 日、「９条が GOOD！平和が
BEST！市民のつどい＆パレード」を行いました。つどいには５つの野党の
代表もかけつけあいさつしました。
つどいで採択された「アピール」は、安倍政権が、国民多数は改憲を望ん
でいないのに９条改憲の「自説」の押しつけ、教育基本法の改悪や戦争法強
行で危険な国づくりへの猛進、沖縄県民の民意を無視した新基地建設の強行、
大軍拡とくらし圧迫の暴挙などに抗議し、朝鮮半島の非核・平和の流れを進
める役割を果たせなどと訴えています。
「アピール」はまた、同アクションの昨年１年間の活動として、「安倍９条
改憲ＮＯ！」と、７万世帯にチラシを配布し、毎月３回以上街頭で宣伝・署
名を取り組み、国会前で行われた「19 日行動」などにも１０回以上参加した
と報告し、改憲案の国会発議を何としてもストップさせようと呼びかけてい
ます。

長野県

新春 19 アクション 長野駅前

ママは戦争しないと決めた実行委員会、憲法かえるのやだネット長野などが呼び
かけた「新春 19 アクション」が長野駅前で 19 日行われました。野党と市
民によるこの共同街頭宣伝には多くの市民が足を止め、スピーチに聞き入り
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ました。参加した政党の代表は、立憲民主党杉尾秀哉参院議員、日本共産党
藤野保史衆院議員、社民党布目裕喜長野市議。国民民主党篠原孝衆院議員か
らメッセージが寄せられました。
沖縄支援に取り組んでいる人やママの会の代表らも発言しました。

新潟県

「3000 万人署名集めきる」と決意 全県交流会

安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション＠新潟は１月 26 日、200 人が参加し
て 3000 万人署名の総達成をめざして「全県交流集会」を開きました。
主催者あいさつに立った同会呼びかけ人の中村洋二郎弁護士は「今年は日
本の針路がかかった正念場の年。3000 万人署名の主戦場は地域、一人ひと
りが声をあげることで安倍政治を終わらせることができる」と強調しました。
小森陽一九条の会事務局長が講演。
「署名した人が集めてくれるなどの変化
が方々で生まれている。署名の担い手を広げ、署名を集めきり、連続する選
挙で勝利しよう」と呼びかけました。
「平和 4 団体を軸に多様な団体に呼びかけ、1 万８千人の署名を集めた。
選挙でも全勝している」（新潟市秋葉区）、「地域ローラーで対話を重視。『う
ちは自民党だけど協力する』という人や、
『改憲はいいと思っていたけど安倍
さんがやろうとしていることはよくない』という青年らも署名してくれた。
5300 人分が集まった」
（糸魚川市）、
「公民館長、医師、書道家、福祉施設長
ら多彩な人々に呼びかけ人になってもらい推進、目標の１万人を突破した」
（魚沼市）など、６人の地域代表が取り組みを報告し交流しました。
県内のすべての地域と職場で、目標総達成の決意を固めあいました。

福井県

総がかりアクションが福井駅前でスタンディング

戦争する国づくり反対！福井総がかりアクションは 19 日、ＪＲ福井駅西口で「安
倍政権ノーの声を福井からあげていこう」とアピールするスタンディングを
取り組みました。スピーチでは、安倍 9 条改憲のねらいや、防衛計画大綱・
中期防の大軍拡の告発が口々に語られました。

富山県

高校生も署名 高岡市で宣伝・署名

高岡９条連絡会は 16 日、10 人が参加して高岡駅南北自由通路改札口で「９
条改憲ノー・スタンディング」を取り組みました。ヒバクシャ署名も訴えま
した。
「憲法に書く書かない以前に、武力を持つことが憲法違反」
「憲法も９条も
習った。戦争するのは恐ろしい」
「日本政府はアメリカ言いなり」などと話し
ながら高校生も署名しました。
同連絡会は毎週水曜にはスタンディングを行い、また地域に入り署名行動
を行っています。

愛知県

1・19 市民集会に 500 人

安倍内閣の暴走とめよう！共同実行委員会の呼びかけで、19 日名古屋市中区
で開いた「1・19 市民集会」には 500 人が参加しました。長峯信彦実行委
員会共同代表・愛知大学教授や中谷雄二同・弁護士らが訴えました。本村伸
子日本共産党衆議院議員が参加、近藤昭一立憲民主党衆院議員がメッセージ
を寄せました。参加者は「安倍改憲をとめよう」
「辺野古の新基地建設は許さ
ない」「安倍内閣退陣」をアピールし繁華街をデモ行進しました。

岐阜県

岐阜市では 11 回目の総がかり、多治見市では署名呼びかけ

岐阜市では 19 日、戦争させない・9 条壊すな！岐阜総がかり行動実行委員会
が呼びかけた「2019 年 1・19 安倍 9 条改憲ＮＯ！暴走する安倍政権退陣！
市民と野党の共闘で政治を変えよう！岐阜総がかり行動～第 11 弾～」の集
会とデモに市民 280 人が参加しました。集会では、1・19 集会アピール「市
民と野党の共闘で政治を変えよう」を採択しました。
集会には「ピースハートぎふ」に参加する立憲民主党県連合副代表の梅村
さん、国民民主党県総支部連合会代表の伊藤さん、日本共産党県委員会書記
長の高木さん、社会民主党県連合代表の森さんがあいさつし、それぞれ「市
民と野党の共闘」の重要性を強調、決意を述べました。壇上で手をつなぎア
2

ピールしました。「ピースハートぎふ」は今後、中津川市（2/16）、大垣市
（2/21）、高山市（2/24）で「手をつなぎ、未来をつなぐ。市民と野党のつ
どい」の開催を予定しています。〈「岐阜総がかりニュース」19 号から〉
多治見市のどもならんＮＯ！安倍政権パレード実行委員会は 19 日、多治見駅
前交差点で「戦争法廃止１９アクション」を取り組み、市民にアピールしま
した。行動に参加した 30 人は、
「安倍９条改憲ＮＯ！」
「市民と野党は共闘」
などのボードを掲げるとともに 3000 万人署名と消費税増税中止署名を呼び
かけました。

京都府

４００人がデモ行進

京都憲法共同センター、市民アクション＠きょうと、戦争をさせない 1000 人委員
会京都連絡会の呼びかけで 19 日、400 人が参加して、中京区にある京都市
役所前で集会を行い、河原町、四条通など繁華街をデモ行進しました。集会
では、沖縄訪問の経験から基地の危険性を実感したこと、連帯して県民投票
を成功させたい（理学療法士）、京都市が自衛隊に青年の宛名提供を決めたこ
とに抗議する運動を開始した（弁護士）などの発言がありました。
行動は毎月 19 日に行われているものです。

大阪府 総がかりが「19 日行動」、２５日には憲法共同センターが「環状線行動」
大阪総がかり行動実行委員会は、毎月おこなっている「19 日行動」として
18 日、京橋駅頭で「街頭テレビ」を使い訴えました。この行動には 26 人が
参加しました。
戦争させない高槻・島本実行委員会が呼びかけた高槻駅前の 19 日の行動に
は 60 人が参加。3000 万人署名は 85 人分が寄せられました。辺野古への
土砂投入抗議、坂本龍一さんの「沖縄を考える」（「朝日」）の紹介、勤労統計
の不正・虚偽告発などを内容とした独自ビラを配布しました。
大阪憲法会議・共同センターが呼びかけた「1・25 大阪環状線全駅宣伝行動」
は 25 日、夕方のラッシュ時に大阪市内の JR 環状線の全 19 駅頭に労働組合、
団体、地域が一体となって「安倍 9 条改憲 STOP!憲法の生きる政治を！」と
宣伝と 3000 万人署名の訴えが繰り広げられました。
この行動には全体で、232 人が参加し、署名が 133 人分寄せられ、憲法
会議作成の新しいリーフレット 3120 枚が活用されました。

和歌山県 落語と講演で決起
九条の会・わかやま、県平和フォーラム、県地評など 10 団体による実行委員会の
主催、50 以上の団体の賛同で 19 日、「危ないぞ！みんなで止めよう安倍改憲
1・19 和歌山県民のつどい」が開かれました。芸人 9 条の会の会員である落
語家の桂文福さんが 9 条新作落語と相撲甚句を披露、小林節弁護士が講演し
ました。
つどいには立憲民主党、日本共産党、立憲民主党、国民民主党、自由党、
社民党、新社会党からメッセージが寄せられました。

奈良県

３時間の長時間宣伝 3000 万人署名呼びかけ─生駒で

奈良県の憲法改悪を許さない生駒共同センターは 19 日、近鉄生駒駅前で
3000 万人署名を訴える午後 2 時から 5 時までのロングラン宣伝に取り組み
ました。ヒバクシャ署名も訴えました。
通りがかった奈良市在住の女性は「安倍さんは嫌い、9 条は守らないとい
けない。同じ気持ちの人がいてうれしい」と署名、修学旅行で広島に行った
という小学生も「戦争はダメ」と署名しました。
同センターは市内で 9500 人の署名を集めており、当面急いで 1 万人にし
ようと運動を強めています。

兵庫県

立花市民アクション（尼崎市）が定例宣伝

尼崎市の安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション立花は、19 日夕、ＪＲ立花
駅南回廊で宣伝・署名行動で 3000 万人署名を呼びかけました。毎月 19 日
に同じ場所で行っているもので、この日の行動には 16 人が参加しました。
訴えで安倍首相が年頭から改憲の決意を述べていること、大軍拡予算が提
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出されていることなど戦争する国づくりのねらい危険性が語られ、
「安倍さん
はあかん」
「戦争はいやや、僕らは（戦争に）行かん」
「寒いのにお疲れさん、
がんばって」などの声とともに、高齢者や中学生ら 33 人が署名に応じまし
た。

高知県

3000 万人署名の協力よびかけ

高知憲法アクションは 19 日、高知市の中央公園北口で宣伝。弁士は、沖縄・
辺野古では民意を踏みにじって土砂投入を強行していることについて強く批
判、新基地建設反対に力をあわせようと訴えました。また別の弁士は、安倍
政権の大軍拡計画＝防衛大綱は自衛隊が海外で戦争することを可能にするも
のと告発、3000 万人署名の協力を訴えました。行動には 50 人が参加。

徳島県

「えびす祭り」で市民アクションが署名の訴え

安倍９条改憲ＮＯ！徳島・市民アクションは 10 日、「えびす祭り」でにぎあう
徳島駅前・元町交差点で 3000 万人署名行動に取り組みました。「民意無視
で強行採決を繰り返す政権に抗いたい。安倍政権は何も支持できない」
（会社
員・女性）、「憲法を変えたら軍事優先の社会になる。モリカケもみ消し、原
発再稼働の安倍首相を早く辞めさせたい」
（農業・男性）などの声が署名とと
もに寄せられました。

宮崎県

地域をまわり 3000 万人署名の訴え 宮崎市

3000 万人署名蘇民アクションみやざきは１月 27 日、宮崎市で地域で家々を
訪問し、3000 万人署名を訴えました。行動では対話がはずみ、
「終戦の年中
学３年、勤労動員で延岡の旭化成の夜勤中延岡大空襲を受けた。二度と戦争
はしてはならない」
「自衛隊は必要だと思うが、アメリカに従って海外に行く
というのはダメ。憲法は今のままでいい」などと語り、次つぎ署名が寄せら
れました。
参加者は、
「地域をまわって反応や市民の思いがよくわかった」などと感想
を出し合い、「また行動しよう」と確認しました。
＊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。

（発行・連絡先＝安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション事務局
☎03-5280-7157 メール：info@kaikenno.com）

大好評 在庫あり〼
新しい署名付きチラシ（リーフレット）、ポスター
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チラシ（リーフレット）、
ポスターが署名運動を進める大きな力になっていると好評です。
◇チラシ（リーフレット） A４判２つ折 外面＝３人連記の署名欄、１８人の著名人
の顔写真入り「応援」団のページ、内面＝「いま、憲法を変える必要はあります
か？」と題した解説
◇ポスター A２判、A３判の２種類。街頭や室内に貼り出す、街頭署名の時、署名
板の前に付ける、など使い方いろいろです。
※送料のご負担（着払い）だけでお届けします。
▽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 03-5280-7157 Fax03-5280-7158(宣伝物注文受付専用)
メール info@kaikenno.com
詳しくはホームページでご確認ください。➡ 全国市民アクション │検索

在庫あります。ご注文・ご相談、ご連絡をお待ちしています。
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