
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先の参議院議員選挙において、安倍改憲勢力
の３分の２議席獲得を打ち破った大きな成果を踏ま

え、第２４回全国市民アクションと第４５回総がか

り行動実行委員会は、この約５年間の総がかり実行

委員会を中心とした運動と、この間の３０００万署

名運動（安倍９条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一

署名）をはじめとする諸運動を総括し、成果と問題

点を明らかにし、今後の基本的取り組み方針を確認

しました。 

参議院選挙で安倍改憲勢力を３分の２以下にひき

ずりおろしたことは、この間の全国の市民のみなさ

んの努力の大きな成果です。しかし、今回の第４次

安倍再改造内閣の構成と自民党新執行部の体制、お

よび安倍首相の記者会見などにも明らかなように、

安倍首相は残りの任期２年の間にしゃにむに改憲の

発議に向かって暴走しようとしています。この機会

に、私たちは運動の結束を堅持しながら、この安倍

首相が企てる改憲策動に立ち向かい、断乎として改

憲発議を阻止していく新たな運動を構築していく必

要があります。 

今後の運動の具体化については、さまざまな形で

丁寧にご説明し、ともに取り組んで行けるよう努力

したいと思います。 

議事録の関連する部分の要旨を公表します。各地

の仲間のみなさんの御検討を経て、これがいっそう

大きな、強力な運動の形成・発展に役立つことを願

います。 

         総がかり行動実行委員会・全国

市民アクション運営委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第24回安倍9条改憲ＮＯ！全国市民アクション・第
45回戦争させない・9条壊すな！総がかり行動実行
委員会（2019年9月4日） 
「総括と基本的取り組み方針」から 
 
Ⅰ、はじめに 
①2014年、従来の憲法解釈を翻して集団的自衛権行

使容認が閣議決定され、憲法9条の「戦後最大の危機」

を迎える中で、私たちは安倍政権の憲法破壊の暴走を

止め、平和と民主主義を再確立するため、同年12月、

「戦争させない・9条壊すな！総がかり行動実行委員会」

を形成して、闘うことを選択しました。このことは、分裂状

態にあった日本の平和運動・民主主義運動・憲法擁護・

実現運動の統一に向かって、大きく踏み出すことでし

た。内実は分裂・対抗してきた運動経過のある3団体（戦

争をさせない1000人委員会、9条壊すな！実行委員

会、憲法共同センター）を中心にして、30数団体で実行

委員会を結成し、安倍自公政権の政策転換・打倒をめ

ざすものでした。画期的な出発であり、その後大きな役

割と責任を担うことになりました。そして約5年間全力で

取り組んできました。その中で、課題を前進させ、結果と

して安倍を退陣に追い込むためには、「総がかりを超え

る総がかり運動の構築」が必要であるとの問題意識をも

ち、運動課題の拡大や組織の拡大をめざしてきました。 

②さらに安倍政権の政策転換・打倒を勝ち取るため、大

衆運動の構築だけではなく、「政治を変えるため」、政党

と連携した闘いも必要であるとして、野党と連携した闘

い、選挙闘争へも参加してきました。とりわけ2015年12

月、「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民

連合」の立ち上げに参加し、2016年参議院選挙、2017

年衆議院選挙、2019年参議院選挙と3回の主要な国政

選挙に、「市民と野党の共闘」・野党共闘体制を構築し、

安倍退陣・打倒めざしての選挙戦で大きな役割を果たし

てきました。 
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全国市民アクション 
 

2019年９月４日の全国市民アクション・総がかり行動実行委員会の 

「総括と基本的取り組み方針」の発表に際して 
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③また2017年5月3日、安倍首相が「9条条文改憲」への

意思を明確にし、動き出そうとする状況の中で、運動の

さらなる拡大が必要であると認識し、2017年8月、憲法

改悪への危機感を持った19人の呼びかけ人の「呼びか

け」に応える形で、「安倍9条改憲ＮＯ！全国市民アクシ

ョン」を「九条の会」などとともに立ち上げ、3000万署名運

動など「安倍9条改憲阻止の闘い」をさらに大きく拡大す

る形で、取り組んできました。 

④こうした取り組みの結果、日本の平和･民主主義・憲法

擁護･実現運動で大きな役割を果たすことができまし

た。そして、野党共闘が三度構築され闘った2019年7月

の参議院選挙では、憲法擁護勢力が参議院の議席数

の3分の1以上を獲得しました。しかし安倍政権は9条改

悪・「戦後レジームからの脱却・戦争する国づくり」への決

意を断念しておらず、引き続き私たちの闘いの強化が求

められています。 

⑤こうした経過を踏まえて、次への闘いの方針を確立す

るため、「全国市民アクション」結成後の闘いを中心に一

定の総括をし、次の段階への方針の確立をめざします。 

 

Ⅱ、取り組みの経過（略） 
 
Ⅲ、取り組みの課題と一定の総括および課題 
１）到達点と課題の基本的認識 

①私たちは、2014年12月以降、分裂をしていた平和運

動を大きく合流させ、「戦争させない・9条壊すな！総が

かり行動実行委員会」という共闘組織でかつてない闘い

を作り出し、憲法空洞化・条文改悪反対運動の一翼を

担い、大きな役割を果たしました。しかし安倍政権の路

線に抵抗し、揺さぶることはできても、「戦後最悪の安倍

政権の退陣・打倒」を勝ち取ることは未だできていませ

ん。そのためには克服しなければならない課題も多くあり

ます。私たちは、安倍自公政権の退陣・打倒を勝ち取る

ために、「総がかりを超える総がかり運動」の構築、さらに

は新たな運動の発生が必要であるとの問題意識をもち、

運動課題の拡大や韓国の「キャンドル革命」などにも学

び、運動の組み立て方の検討もしながら、取り組みまし

た。「総がかりを超える総がかり」運動をめざす中で、確

実に次の段階への展望が見えつつあります。 

②また運動の柱として、「19日行動」、5･3憲法集会と合

わせて、戦争法廃止運動の経過も踏まえて、3000万署

名を提起しました。全国からの画期的な取り組みで、憲

法9条擁護運動を草の根から作りあげ、改悪反対運動を

大きく高揚させ、安倍政権の9条改憲を阻止し続けてい

ます。 

一方署名運動の克服すべき課題も見えてきました。

3000万署名運動の成果を踏まえ、草の根から運動をつ

くりあげ、広範な憲法改悪反対運動をつくりあげるため

にも、3000万署名運動については総括し、新たな署名

運動を開始する必要があります。 

③総がかり運動は、沖縄との連帯した闘い、「東北アジ

アに非核･平和の確立の闘い」その他の闘い、と運動を

拡大してきました。「貧困･格差課題」はまだ基本的に踏

み出すことができていません。こうした課題は引き続き継

続・強化する必要があります。 

④課題実現・安倍政権打倒のために、立憲野党と日常

的な連携を強めると同時に選挙闘争についても、野党

共闘体制の構築をめざし、市民連合を実質的に支え

て、選挙運動に参加してきました。また政党も野党第1党

の「民主党」（当時）を中心に様々な動きもありました。次

の衆議院選挙で立憲野党の勝利の鍵は、野党共闘の

構築であることは明らかであり、3回の国政選挙を総括し

ての市民と野党の共闘、本格的野党共闘をめざします。 

⑤こうした経過を踏まえて、全国市民アクション･総がか

り行動実行委員会の共同運営体制を継続し、組織体制

を強化しながら、「総がかりを超える総がかり」運動をめ

ざします。 

 

２）組織作りと体制の強化（略） 

 

３）運動の総括と課題 

運動の目標実現・安倍9条改憲を阻止することを中心

に全国市民アクション･総がかり行動実行委員会で、大

衆運動の構築、立憲野党と連携して、選挙闘争など全

力で取り組んできました。 

運動の中心は、「3000万署名運動」、連続しての「19

日行動」、5･3大集会、11･3集会、沖縄連帯闘争、「東ア

ジアに平和確立」の闘いでした。 

また2019年7月、参議院選挙の最大の課題は、野党

共闘を構築し、改憲勢力の3分の2割れを獲得すること

でした。そのことは実現しましたが、安倍首相は、新たな

事態のなかでも、憲法条文改悪を断念していません。 

（１）3000万署名運動 

全国市民アクション・総がかり行動実行委員会として、

構成団体、その他諸団体、市民あげた約2年間にわたる

取り組みとなりました。構成している労働団体は、組合

員、家族、地域署名を、市民団体や地域の諸団体は、

それぞれの形態・やり方で、また自治体・地域ごとに獲得

目標を決め、戸別訪問にも取り組みました。住民の8割

の署名を集めた地域もあります。さらに多くの団体によ

り、街頭・駅頭で宣伝活動と合わせた定期的な署名運

動が取り組まれました。 

このように、全国に署名運動が広がり、対話が進むこと

によって、「安倍改憲反対」「9条を守れ」の声が市民に確

実に届き、組織や地域に広がり、世論を大きく変えてき

ました。 

この署名運動に、多くの仲間の皆さんが参加し、1000

万に迫る署名を集めたこと、これが立憲野党を励まし、

立憲野党の奮闘もあり、憲法審査会での自民党改憲案

などの審査を実施的に阻止し、安倍9条改憲の発議を阻

止し続け、参議院選挙で、改憲勢力3分の2割れを勝ち

取った原動力であったことは明確であり、3000万署名運

動を高く評価する必要があります。 

安倍首相は、3分の2割れとなった参議院選挙の結果

にもかかわらず任期中の改憲に執念を燃やしています。

そして次の国政選挙である衆議院選挙が2020年にも予

測されます。そういう意味では、今年から来年の安倍改

憲阻止・憲法擁護運動は、決定的に重要な意味を持ち

ます。 

署名運動の目的は、署名数を獲得することは当然で

２ 



すが、署名を軸に市民との対話を広げ、地域や組織の

世論を変え、憲法擁護勢力を拡大することです。 

全国市民アクション・総がかり行動実行委員会の基本

は、30数団体の運動の統一であり、共同して闘い、さら

に連帯を拡大することでした。このことが新しい流れを作

り、平和運動・憲法擁護運動を大きく飛躍させ、野党共

闘を実質的に支えることです。野党連合政権の展望・課

題も見えつつあります。それゆえ最も重要な署名運動で

分岐することは絶対に許されません。 

こうした点を踏まえた署名運動の基本的考え方は、①

参議院選挙後の情勢に合わせて、新しい署名運動を提

起し、取り組む、 

②3000万署名を「一定期間」継続して取り組む、 

③署名提出行動などは統一して行う、です。この3点を

基本に署名運動に取り組みます。 

また署名の集約数について、2018年5月3日の憲法集

会で、「それぞれの団体から報告のあった集約数を単純

に足しこんだ数」＝「1350万筆」と発表しました。しかしそ

の後、発表数と国会への提出数との間で、相当数の差

があることが判り、各諸団体へ未提出の署名の東京事

務局への提出をお願いしてきましたが、差が埋まりませ

んでした。署名の集計数は、直接事務局に送付されてき

た現物数と、東京事務局に報告される「中央の各団体」

がつかんだ地方・地域組織からの結集数の合計数で

す。 

中央の各団体からの報告数は、署名の現物のない

「報告数」です。実態として、地方組織がいくつかの中央

組織に参加しており、それぞれがそれぞれの中央組織

に報告したため、ここでダブルカウントが生じ、結果とし

て約400万筆の差があることが判明しました。2019年6月

27日現在で国会に提出されている署名数は947万9977

筆です。総がかり行動実行委員会として、2019年5月3

日の大集会でも、発表署名数の修正をせずに、引き続

き東京事務局への署名の集約を求め、今日まで至らせ

た点を含め、全国で取り組んでいただいたみなさま、ま

た関係のみなさまにお詫び申し上げます。 

 

（２）「19日行動」(略) 

（３）5･3憲法集会（略） 

（４）11･3集会（略） 

（５）沖縄の闘い（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）東北アジアに非核・平和の確立を求める取り

組み（略） 

（７）共謀罪反対･廃止の取り組み（略） 

（８）貧困格差課題の取り組み（略） 

（９）女性課題の取り組み（略） 

（10）市民連合に結集しての選挙闘争（略） 

 

Ⅳ、若干の情勢と運動推進のための基本的認識 
前述の総括と課題を踏まえ、次の基本認識で取り組

みます。 

１）国際情勢の基本 

貧困格差の世界的深刻化／環境破壊･温暖化の進行

／米国の経済･政治･軍事における存在感の減少と米国

第一主義の台頭／中東の危機の継続／米中貿易戦争

と「覇権」争いの継続／Ｇ7の影響力の後退と世界の多

極化／ＥＵの不協和音と英国の離脱の動き／東アジア

の新しい動きと危機の深刻化／ポピュリズムとナショナリ

ズムの台頭 

２）国内情勢の基本 

貧困と格差社会の深刻化／安倍自公政権による戦後レ

ジームからの脱却･戦争する国づくり路線の継続／憲法

9条改悪路線の継続／米国との軍事一体化の進行と軍

事予算の拡大／沖縄辺野古新基地建設強行と南西諸

島への自衛隊配備の強化／東北アジアの非核平和の

確立に貢献せず、過去の歴史認識をゆがめ韓国との対

立／ウソと忖度の政治の継続／10月臨時国会における

取組／衆議院選挙の取り組み 

３）闘いの組み立て方の基本 

安倍自公政権の「戦後レジームからの脱却･戦争する

国･憲法破壊路線」に対抗して、「憲法擁護･改悪阻止、

沖縄辺野古への新基地建設阻止、東北アジアに非核・

平和の確立、貧困・格差社会の克服」を基本に取り組み

の強化をします。 

政策実現・安倍政権打倒のため、立憲野党との連携

強化と市民連合に結集して、野党共闘で選挙戦を闘い

ます。 

取り組みの体制は、従来の経過を踏まえながら、さら

に強化すると同時に全国における総がかり運動の強化

をめざします。 

具体的行動は、運営委員会、実行委員会で協議、決

定し、全体で取り組みます。 

（以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

全国市民アクションの住所が変わりました。 
東京都千代田区神田猿楽町にあった全国市民アクションの事務所が廃止され、住所・電話連絡先
が 10月 1日から下記に変更になりました。署名などの提出先は新住所となります。 
全国市民アクション新住所 
◆新住所：〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町３－３－３ 太陽ビル 402 市民ネット内 
◆宛名：「安倍 9条改憲ＮＯ！全国市民アクション」 
◆電話連絡先 

戦争をさせない 1000人委員会（03-3526-2920） 
解釈で憲法 9条を壊すな！実行委員会（03－3221－4668） 
戦争する国づくりストップ！憲法共同センター（03-5842-5611） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国市民アクション
は、総がかり行動実行委
員会との共催で、安保関
連法＝戦争法強行採決
からまる４年となる９
月19日、国会議員会館
前で48回目の「19日行
動」を実施、3000人が
参加しました。 
先の参議院選挙では、

自民党の単独過半数割
れと改憲勢力の３分の
２割れが実現されたに
もかかわらず、安倍首相
は改憲への強い執念を
表明しています。この日
の集会は、韓国敵視を煽
るな！辺野古新基地断
念、台風14号被災救援、
原発再稼働反対、消費税
増税を許すな等の声を
あげるとともに、市民と
野党の共同をさらに強
め、改憲発議阻止、安倍
政権打倒のため、さらに
粘り強く闘い抜くこと
を確認する集会となり
ました。 

 

集会は、小田川義和共同代表（総がかり行動実行委員

会・憲法共同センター）が主催者を代表して挨拶し「安倍

総理は内閣改造にあたって、自民党一丸となった改憲を！

と号令をかけ、改憲への異常な執念を示している。改憲論

議は許さない、改憲発議なんてとんでもない、その闘いを 

もっと強めよう！強行採決からまる四年、あの日の悔しさを忘れず、頭か

らつま先まで腐敗臭がする安倍政権を倒すまで、闘い抜く決意を確認しよ

う」と訴えました。 

政党からは、立憲民主党の佐々木隆博衆院議員、社民党の福島みずほ参

院議員、国民民主党の木戸口英司参院議員、日本共産党の田村智子参院議

員が連帯のあいさつを行い、口々に安倍政権打倒に向けさらに奮闘する決

意を語りました。 

 

 

 

 

 
佐々木隆博衆院議員、福島みずほ参院議員、木戸口英司参院議員、田村智子参院議員 
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市民団体等の代表が登壇。安保関連法に反対する

ママの会@ちばの谷口初江さん、憲法学者で日本体

育大学教授の清水雅彦さん、日本山妙法寺の武田さ

ん、安保法制違憲訴訟女の会の柚木康子さん。共同

センターの藤原麻子さんから闘いの報告と連帯の挨

拶がありました。 

 

 

 

 

最後に、総がかり行動実行委員会の高田健共同代

表が行動提起。「臨時国会開会日行動(10 

月４日 1２時～国会議員会館前)、10月の 

19日行動(10月 19日 15時～国会議員会 

館前)、国会正門前行動(11月３日 14時～ 

)への参加を」呼びかけました。 

 

 

 

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Ｎ

Ｏ！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 
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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  

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Ｎ

Ｏ！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。 

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 

 

６ 



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。 

 

北海道 世論は「安倍改憲ＮＯ！」  

共同センターが札幌市で「９の日宣伝」  

北海道憲法共同センターは 9月 9日、札幌市の

繁華街で「9の日宣伝」行動を取り組み、安倍 9条

改憲ＮＯ！ 憲法を生かす全国統一署名（3000万

人署名）の協力を呼びかけました。「安倍 9条改憲

ノー」の横断幕に通行人や観光客が注目しました。 

「『改憲すべきではない』が参院選で示された国

民多数の声」「共同ひろげ安倍改憲をやめさせよ

う」などとマイクから訴えました。「戦争できる国

にするなんてとんでもない、安倍首相の顔も見たく

ない。憲法を変えたらだめ」（85歳・元養護教

諭）と怒りを込めて署名する人や「栃木から旅行中

です。医労連の組合員です。一緒にがんばりましょ

う」と激励する人もいました。 

 

青森県 「安倍さん嫌いじゃないけど改憲はダメ」と署名 

県九条の会が行動  

青森県九条の会は 9 月 10 日、青森市新町商店街

で 14人が参加して宣伝署名運動を行いました。 

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。 

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。 
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■■■■■当面の主な行動日程■■■■■ 
 

■１０月４日（金）１２：００～１３：００ 

◆名称：消費税増税絶対反対！大軍拡予算反対！韓国敵視を煽るな！ 

改憲発議許すな！辺野古新基地建設は断念を！ 

１０・４国会開会日行動 

◆場所：国会議員会館前 

◆主催：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 

 

■１０月１１日（金）１８：３０～ 

◆名称：国は沖縄の民意に従い辺野古埋め立ての中止を！ 

―沖縄県の辺野古訴訟についての学習会― 

◆場所：文京区民センター  ◆資料代 500円 

◆主催：「止めよう！辺野古埋め立て」国会包囲実行委員会 

戦争させない・9条壊すな！総がかり行動実行委員会 

 

■１０月１９日（土）１５：００～（時間要注意） 

◆名称：安倍９条改憲ＮＯ！安倍政権退陣！１０・１９国会議員会館前行動 

◆場所：国会議員会館前 

◆主催：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 

 

■１１月３日（日）１４：００～ 

◆名称：安倍改憲発議阻止！辺野古新基地建設やめろ！ 

東北アジアに平和と友好！11・3憲法集会 in国会正門前 

◆場所：国会議事堂正門前 

◆共催：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Ｎ

Ｏ！全国市民アクション/３・１朝鮮独立運動 100周年キャンペーン 

８ 新しいリーフレット、ポスターの活用を 
在庫がまだあります。 
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 
力になっています。 
※送料のご負担（着払い）だけでお届けします。 
 
▽ご注文・問い合わせは 
戦争をさせない 1000人委員会（03-3526-2920） 
解釈で憲法 9条を壊すな！実行委員会（03－3221－4668） 
戦争する国づくりストップ！憲法共同センター（03-5842-5611） 

 

 


