安倍９条改憲ＮＯ！ 憲法を生かす全国統一署名（3000 万人署名）
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東京都 毎月 3 日と第 2 日曜の駅頭宣伝引き続き

板橋区・高島平九条の会

55 の署名を届けます。
高島平九条の会は、毎月 3 日の「3 の日行動日」と第２日曜日の例会の日に、都営
三田線高島平駅頭で「3000 万署名」「ヒバクシャ国際署名」「辺野古基地反対署名」
を取り組んでいます。これからも続けていきます。街頭署名への市民の反応はイマイ
チですが、あきらめず続けていく所存です。
3000 万署名の到達はどのくらいでしょうか。
署名してくれる人からも聞かれます。
新しい署名用紙があったら送ってください。
今後も頑張りましょう。
（9 月 7 日署名用紙とともに届けられた高島平九条の会・I さんの手紙から）

北海道

20 人が参加して大規模宣伝・署名行動

札幌市中央区大通公園

STOP 安倍政治！札幌中央区実行委員会は 8 月 25 日、20 人が参加して大通公園
で大規模な街頭宣伝・署名行動を取り組みました。
宣伝では、市民と野党の共闘をさらに進め、安倍政権を倒そうと、立憲民主党、日
本共産党、新社会党、市民の風がのぼりをひるがえさせ、それぞれの代表がスピーチ
しました。清末愛砂室蘭工大准教授も「憲法に自衛隊を明記することは、海外の戦場
に自衛隊を派遣することを正当化すること、断じて許せない」と訴えました。
安倍 9 条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名（3000 万人署名）の協力の呼びか
けに、この日行われたさっぽろマラソンで完走したというランナーが小走りで近寄り
「応援している」と署名、小学児童を連れたお母さんも「この子のためにも平和を守
らないと」と署名しました。

北海道

「〝この道はいつか来た道〟絶対ダメ」

札幌市西区でも宣伝・署名

戦争させない札幌西区の会は、地下鉄琴似駅で安倍 9 条改憲ＮＯ！憲法を生かす全
国統一署名（3000 万人署名）を呼びかけました。
「ごうまんお友だちファースト 憲法無視の安倍政治ＮＯ」と大書きしたプラスタ
ーや横断幕を掲げた新日本婦人の会や九条の会のメンバーがビラを配布し、署名を訴
えました。
「B29 が飛んできて本当に怖かった。〝この道はいつか来た道〟のようで嫌な世の
中になってきた」
（高齢の夫婦）、
「表現の不自由展の中止、安倍首相の街頭演説で道警
が批判者を無理やり排除、…こんな息苦しく物言えない戦前のような状態は恐ろしい」
（70 歳代）と署名が続きました。

東京都 「改憲ＮＯ！」猛暑の中３ヵ所で宣伝・署名 市民アクションひのなど
市民アクションひのなど市民団体が 8 月 28 日、京王線高幡不動駅前、ＪＲ豊田駅近
くのイオン前、日野駅の 3 ヵ所で宣伝・署名行動を取り組みました。
このうち高幡不動駅前の行動には 17 人が参加。訴えた安倍 9 条改憲ＮＯ！憲法を
生かす全国統一署名（3000 万人署名）と消費税増税ストップ署名それぞれ 20 人分
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が寄せられました。

新潟県

「戦争反対」白衣の平和行動、学習会も

新潟市で医療・介護労働者

医療・介護などの労働者でつくる新潟県医療労働組合連合会は 7 月 25 日、20 人
が参加して新潟市古町で宣伝・署名行動を行いました。
「白衣の平和行動」として、白衣や従軍看護婦の服装で参加した組合員は、ビラを
配り、安倍 9 条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名（3000 万人署名）とヒバクシ
ャ国際署名を訴えました。リレートークでは「アジア・太平洋戦争では看護婦が戦地
に赴き、多くの兵士を看取るとともに自らも犠牲になった。従軍看護婦の〝悲劇〟を
くりかえしてはならない。安倍政権の戦争する国づくりをやめさせよう」と訴えまし
た。
1 時間の行動で 51 の憲法署名、46 のヒバクシャ署名が寄せられました。
行動に先立つ学習会では、93 歳の元教員に、学徒動員された経験と怒りを語って
もらいました。

石川県

改めて署名を強めよう！

金沢市で 99 回目の昼休み怒りのデモ

石川県平和委員会・石川憲法会議などは 8 月 7 日、金沢市内で 99 回目となる「戦
争法＝安保法制廃止めざす怒りの昼デモ」を取り組みました。この行動は隔週に取り
組んでいるものです。この日の行動には約 40 人が参加しました。
平和委員会の代表は、参院選で審判が下ったにもかかわらず改憲勢力が策動を進め
ている改憲めぐる情勢を述べ、
「南部アクション」が 8 月 1 日に取り組んだ地域署名
行動を紹介、
「安倍 9 条改憲ＮＯ！ 憲法を生かす全国統一署名（3000 万人署名）
を改めて取り組もう」と訴えました。
パレードには飛び込みで参加する人も。
「9 条守ろう」
「安倍政権は憲法を守れ」と
元気なコールで行進しました。

三重県 「アベ政治を許さない」宣伝・署名 津市で 2 団体
憲法を守り生かすみんなの会・津と憲法共同センター・つは 9 月 3 日、市内で「アベ政
治を許さない」宣伝に取り組み、安倍 9 条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名
（3000 万人署名）を呼びかけました。
宣伝では弁士が、参院選で自民党が議席を減らし、改憲勢力が３分の 2 を下回った
ことを紹介し、憲法 9 条の改悪、消費税増税、国会を開かないことなど安倍政治を批
判し、市民と野党の共同で安倍政権を退陣させようと訴えました。
署名の訴えに市民が、
「憲法をかえることには反対」「9 条を変えてはいけない。9
条で平和を守ってきた。これからも守ってほしい」などと語り、次つぎ応えました。

徳島県

徳島駅で午後 1 時に「アベやめろ」のコール 憲法共同センター

徳島憲法共同センターは 9 月 3 日、徳島駅前で「アベ政治を許さない」ポスターを
掲げ、安倍 9 条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名（3000 万人署名）を呼びかけ
ました。午後 1 時には全国と連帯して「安倍やめろ！」「消費税増税やめろ！」とコ
ールしました。
リレートークでは「埼玉県知事選挙で市民と野党の共闘で新知事が誕生した。徳島
でも市民と野党の共闘で安倍政権を倒す力になろう」（県革新懇代表世話人）、「医
療従事者は命を奪い合う戦争に断固反対する」（県民医連理事）などと訴えが続きま
した。
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署名した人は、「戦争も年金も消費税も、アベ政治は何もかも許せない」（90 歳
代）、「友だちと『働けなくなったら死ぬしかないね』と話すことがある。将来に希
望が持てない社会では困る」（20 歳）などと語りました。

愛媛県

民意は「９条改憲ＮＯ！」

松山市で戦争法廃止愛媛の会が宣伝

安保法制の廃止を求める愛媛の会は 7 月 29 日、松山市の繁華街で宣伝し、安倍 9
条改憲ＮＯ！ 憲法を生かす全国統一署名（3000 万人署名）を呼びかけました。
行動には 10 人が参加。リレートークでは口々に、
「自民公明など改憲勢力は参院選
で３分の２を得られなかった。
『9 条改憲反対』
、これが民意だ」
、
「野党の共闘が 10
勝し、自民党を減らした」
、
「格差と貧困の進行は満州事変の前の不景気・戦争前夜と
似た暗さが漂っていると高齢者が話題にしている。憲法改正より、大軍拡より福祉の
充実を、と一緒に声を挙げよう」などと訴えました。

高知県

署名運動の経験学び合う こうち九条の会が全県交流会

こうち九条の会は 8 月 3 日、約 40 人が参加し、安倍 9 条改憲ＮＯ！憲法を生かす
全国統一署名（3000 万人署名）の教訓や市民アクションの活動経験を学び合う全県
交流集会を開催しました。
〇市民と野党の共闘組織「南国市民アクション」を結成し、3000 万人署名を推進、
1 万人の目標で 3383 人に到達。取り組みを通じて参加者の連帯と友情が生まれてい
る。
（南国市・大篠九条の会）
〇地域訪問や団体への依頼で目標 2000 を突破、2023 となった。次は有権者過半
数を目指す。
（大月町・大月九条の会）
〇地域のまつりで、九条の会、新日本婦人の会、清水労連が統一行動として取り組む
など 3000 の目標に対し 2227 まで来た。若い人に取り組みを引き継ぐためにも現
役労働者に訴えていく。
（土佐清水市・土佐清水九条の会）
〇新日本婦人の会、九条の会、共産党で統一行動を組み、地域を回って集めている。
（四万十市・中村九条の会）
〇ニュースを作り地域に全戸配布している。参院選では野党統一候補の政策をのせ、
「戦争法廃止、憲法 9 条を守る１票を」と呼びかけた。
（高知市・九条の会福井）

福岡県 参院選結果無視の改憲策動許すな

小倉駅前で共同センター

門司・小倉憲法共同センターは 8 月 3 日、北九州市の JR 小倉駅前で宣伝・署名行動
を取り組みました。
行動では、
「私たちの父母や祖父母たちは戦争の時代に生きてきた。2 度と戦争をし
てはいけないという思いで憲法が作られた」
（憲法共同センター運営委員）との訴えや、
参院選で改憲勢力が 3 分の 2 を割ったにもかかわらず「議論を行うべきというのが国
民の審判」などとの安倍首相の暴論に対して、弁士が次つぎ批判。
「がんばって！」と
道行く人から声援も送られました。
安倍 9 条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名（3000 万人署名）に応じた 89 歳
のおばあさんは「ニューギニアで戦死したと言われた兄は遺骨も戻らなかった。戦争
を知るものとして憲法は絶対に変えてはいけない」と述べ、75 歳の人は「当時戦死
していった若者たちのことや憲法がつくられた経過を今の若い人たちに伝えていきた
い」と語りました。
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＊活動の報告や予定・計画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。下記にお願いします。
郵送（〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町 1-2-3 錦華堂ビル 401 全国市民
アクション）、ファックス（03-5280-7158）、メール（info@kaikenno.com）
＊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。

署名付きチラシ（リーフレット）、ポスターのご活用を
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）とポ
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。（カンパのお願いをしています。）
▽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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