安倍９条改憲ＮＯ！ 改憲発議に反対する全国緊急署名

各地でこんな取り組みが ⑫

２０２０年６月９日

安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション 連絡先 ﾒｰﾙ info@kaikenno.com ☎03-3221-4668

特

報

２４万人超の発議反対緊急署名提出
３０００万人署名は１００５万人 （国会受付）
６月４日、衆議院第二議員会館前で改憲発議反対全国緊急署名の
提出行動を行いました。行動には平日の昼休みにもかかわらず１１
０人の市民が参加しました。国会からは近藤昭一立憲民主党衆議院
議員、奥野総一郎国民民主党衆議院議員、塩川鉄也日本共産党衆議
院議員、吉田忠智社会民主党参議院議員、伊波洋一沖縄の風参議院
議員が参加し、署名を受け取り、連帯のあいさつを述べました。こ
の日までに提出した発議反対署名は２４万２５７人分です。
３０００万人署名は６月４日、１万５６０８人分を提出。６月８
日までの衆参両院の請願受付の集計によると、今国会（２０１通常
国会）中に４５万３６９１人分が受理され、累計で１００５万４６
８人分となりました。

合同宣伝・署名行動のお知らせ
６月 11 日は、総がかり行動実行委員会と安倍９条改憲ＮＯ!全国
市民アクションが呼びかける毎月１回の合同宣伝・署名行動の日で
す。支持率を急降下させている安倍政権、改憲の野望に終止符を！

◦６月１１日（木）午後６時から６時３０分
◦新宿駅西口
◦スタンディング、スピーチと改憲発議反対署名
（コロナ感染拡大に注意し、マスク着用はもちろん除菌グッズなどの
用意のもと、物理的（フィジカル）ディスタンスを配慮しながら実
施します。ご参加の方がたのご協力をお願いします）

各地の活動から
北海道

／９条守れ、コロナに乗じた改憲ＮＯ！

札幌西区、同中央区

札幌市西区の戦争させない札幌西区民の会はこのほど、地下鉄琴似駅前で宣伝を行
いました。「市民に外出自粛や休業要請をし、市民がそれ に応えていることに乗じて
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憲法を変えることをねらうなど許せない」と改憲 発議反対署名を呼びかけました。
札幌市の中央区革新懇と STOP 安倍政治中央区実行委員会は５月 29 日、共同で
宣伝署名行動を取り組みました。行動では新社会党の代表や中央革新懇代表らがマイ
クで訴え、署名への協力を呼びかけました。

青

森

／改憲に終止符、爆買いやめよ

青森市、弘前市、むつ市で行動

６月３日、青森市の駅前公園では青森県九条の会を中心に 16 人が参加してスタン
ディング。「安倍 9 条改憲に終止符を」「戦闘機の爆買いをやめコロナ対策へ回せ」な
どとポスターなどで訴えました。
弘前市では、憲法 9 条つがる女性の会が行動しました。
むつ市では、むつ市平和委員会が行動しました。

秋

田

／イージス撤回を！コツコツ３年

秋田市勝平の会

秋田市のイージス・アショアを考える勝平の会は５月 29 日、勝平地区の中心街で
宣伝を行いました。この３年間続けている毎週金曜日午前８時からのスタンディング
の一環です。同会は、地区内に立て看板の設置、宣伝カーの運行 などでイージスの配
備反対を訴え続けています。
この日の行動では、「イージスよりコロナに予算を！」と訴え、何本もの「イージ
ス・アショアはいらない」ののぼりを掲げました。「メディアの様々な報道がある
が、運動が国・防衛省を追い詰めている。県内の別な場所もダメで、計画そのものを
撤回させよう」などとアピールしました。

岩

手

／「政治の私物化やめよ」、発議反対署名を訴え

革新懇

盛岡市で６月３日、「アベ政治を許さない」宣伝が行われました。取り組んだのは
岩手県革新懇と盛岡革新懇。スタンディングとスピーチが行われ、改憲発議に反対す
る全国緊急署名への協力が呼びかけられました。
スタンディングでは、「安倍首相は政治を私物化するな」「野党連合政権をつくろ
う」などのコールもやられました。

宮

城

／０点の安倍政権を終わらせよう

九条の会連絡会、市民連合

宮城県九条の会連絡会は 6 月２日、仙台市青葉区中央通り商店街でスタンディング
を行い、「安倍 9 条改憲ＮＯ！」を呼びかけ、改憲発議反対署名を訴えました。
対話では、「安倍首相はくらしが大変な人のことがわからないんだね。コロナ対策
は全然ダメ。０点だね」と語る人もいました。
市民と野党の共闘で政治を変える市民連合みやぎ（市民連合＠みやぎ）は５月 31
日、仙台市青葉区中央通商店街で宣伝に取り組みました。コロナ問題で３カ月ぶりと
なった行動再開のこの日は 70 人が参加しました。
市民とともに、立憲民主党、日本共産党、社会民主党の国会議員、県議 、仙台市議
ら 12 人も参加しました。先に「桜を見る会」問題で安倍首相らを告発した弁護士グ
ループの代表もスピーチしました。

栃

木

／「検察庁法改定案廃案まで！」デモ

一栃木市

一市民の提案

栃木市の一人の市民が安倍政権の無法ぶりに怒り提案、市議会議員有志が賛同し呼
びかけた検察庁法改定に反対するデモ行進が５月 27 日、栃木市で行われました。緊
急の行動にも関わらず栃木駅から市役所までのデモ行進には 60 人が参加。「検察庁
法改定案は必ず廃案に追い込もう」「三権分立を守れ」などとシュプレヒコールを響
かせました。
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千

葉

／検察庁法改定に反対

県内法律家 4 団体が記者会見で表明

青年法律家協会千葉支部、自由法曹団千葉支部、千葉労働弁護団、憲法を考える千
葉県若手弁護士の会の法律家４団体は５月 29 日、千葉県弁護士会館でおこなった記
者会見で、検察庁法改定に反対することを改めて表明しました。
会見では、「市民の間にひろがったツイート・デモは象徴的で、今国会での採決は
見送りになったが、撤回されていない。国家公務員法改正は、検察庁法改定と切り離
して審議すべき」「黒川検事長の賭博罪は明白で、辞任で終わりにするわけにはいか
ない。問題の根本解決をめざす」などとの表明がされました。
4 団体は５月 18 日には、衆議院内閣委員会の国会議員、千葉県選出国会議員らに
検察庁法改定に反対する問題で要請をしています。

東

京

／「がんばります」─署名に添えられた手紙から

練馬区Ｓさん

「いつも平和のため民主主義のための市民活動にご尽力下さいましてありがとうご
ざいます。感謝申し上げます。先日改憲発議反対署名の回収のお知らせ をいただきま
したが、何とも申しわけないことに 2 月ごろから体調を崩し、署名のことをすっかり
忘れておりました。署名を頼めそうな人はすでに済ませており、力不足です。とりあ
えず 2 名分の署名を送らせていただきます。また元気になりましたら集会にも参加し
たく思います。」

長

野

／恒例のスタンディングを再開

長和町９条の会

小県郡の長和 （ な が わ ） 町９条の会は６月３日、８人が参加して和田峠・諏訪地域へ
向かう国道沿いでスタンディングを行いました。同会は毎月３日と 19 日に行動して
きましたが、５月はコロナのもとで休んでいました。「コロナ禍にまぎれて改憲をね
らう安倍政治は許せない」と声をあげました。
同会は、行動できなかった５月も、国会前の「５・３憲法集会」の集会宣言をイン
ターネットからダウンロードし、会員に配布しました。

静

岡

／平和の象徴･富士山の麓で訴え続ける

憲法を考える富士の会

富士市で活動する憲法を考える富士の会は５月 29 日夕、市内のロゼシアター前交
差点で改憲反対のスタンディング宣伝を行いました。同会は、戦争法（安保法制）の
強行をきっかけに、憲法を学び、考え、伝え、生かすことを目的に、平和の象徴とも
いうべき富士山の麓から声を挙げようと、2017 年３月、市民有志によって結成され
ました。同年６月から毎週金曜午後５時からスタンディングアピール行動を続けてい
ます。この日の行動には 25 人が参加しました。
静岡市 9 条の会連絡会は 5 月 29 日、葵区呉服町で定例の「9 の日」行動を取り
組みました。
フィジカル（物理的）ディスタンスをとって、「戦争させない」「安倍やめろ」
「軍事費削ってコロナ対策に回せ」などのプラスターや横断幕でアピール、リレート
ークも行いました。改憲発議反対緊急署名への協力を呼びかけました。

愛

知

／「コロナもアベもストップ！」

戦争法廃止刈谷市民の会

戦争法の廃止を求める刈谷市民の会が呼びかけたスタンディングが６月３日、刈谷
市役所前で行われました。参加した 10 人は、「コロナもアベもストップ」「働く人と
中小企業へ緊急に抜本支援を」「戦争させない！９条壊すな」などの手作りボードを
手に手に掲げアピールしました。同会は毎月３日と 19 日に行動しています。
市役所に来た人たちから「コロナで在宅が増え、光熱費など出費が かさみ暮らしが
厳しくなっている。年寄りを困らせないでほしい」「賭けマージャンの検事長に多額
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の退職金、税金の使い方が間違っている」などの怒りの声が寄せられました。

三

重

／「安倍改憲ＮＯ！」「アベ政治許さない」

みんなの会･津など

憲法を守り生かすみんなの会･津と憲法共同センター･みえが呼びかけた「アベ政治
を許さない」の宣伝が取り組まれました。津市内のまん中広場の行動には 6 人が参
加、中勢バイパス交差点の行動にも６人が参加しました。
「アベ政治を許さない」「安倍改憲ＮＯ！」などのプラカードを掲げ訴えました。

石

川

／「改憲許さない」とスタンディング、署名行動

金沢市内

金沢市で活動する安倍９条改憲ＮＯ！なんぶアクションが呼びかけた「改憲許さな
い」のスタンディングが６月３日、金沢市平和町で取り組まれました。行動には 28
人が参加しました。「アベ政治を許さない！」「軍事費をコロナ対策に！「暮らしを守
るのは政治の責任」「憲法９条を守ろう」などのパネルやのぼり、横断幕をかかげア
ピール、マイクからの訴えも行いました。
石川憲法会議と戦争する国づくりストップ！憲法を守りいかす石川県共同センター
は６月３日、金沢市内で「改憲発議に反対する全国緊急署名」を訴えました。行動再
開となったこの日は 13 人が参加し、「平和憲法を未来につなぐ署名」「ストップ！戦
争する国づくり」などののぼりを掲げ、署名を呼びかけました。

奈

良

／国会前行動に連帯

安倍政権に抗議

市民有志が呼びかけ合う

ＪＲ奈良駅前で 5 月 29 日、民意を無視して悪法を強行しようとする安倍政治に抗
議して国会前や大阪で取り組まれている行動に連帯するスタンディングが行われまし
た。市民有志がＳＮＳでよびかけあいおこなわれたものです。
参加者は「安倍やめろ 黒川許すな」「辞めるなら今だぞ安倍晋三」「国民の命を守
らない安倍は退陣」など、思い思いの手書きの横断幕やボードを手に訴えました。

京

都

／「安倍はヤメロ！」緊急デモに 60 人

左京区市民アクション

５月 29 日夕、京都市左京区の百万遍交差点で開いた集会の後、区内を６０人がデ
モ行進しました。呼びかけたのは安倍９条改憲ＮＯ！左京市民アクション。
参加者は、コロナ感染拡大の配慮からコールの代わりに、改憲発議反対署名を訴え
る横断幕や「検事長定年延長閣議決定取り消せ！」「お友だち優遇政治ＮＯ！」など
のメッセージボードを掲げて行進しました。

大

阪

／安倍改憲ＮＯ！平和と命、人権を守れ

羽曳野総がかり

羽曳野市の羽曳野総がかり行動実行委員会は５月 29 日、東西 2 カ所に分かれてス
タンディング宣伝を行いました。東地域は外環状線軽里北交差点、西地域は堺野々上
線･野交差点で宣伝。あわせて 37 人が参加しました。
「安倍 9 条改憲ＮＯ！」「コロナに乗じた憲法改悪は許さない！平和と命、人権を
守れ」「桜を見る会 安倍アウト」「軍事費削って支援に回せ、医療に回せ」「声をあ
げれば政治は変わる」などのプラスターや横断幕で訴えました。

広

島

／「安倍政権を終わらせよう」２カ月ぶりに行動

広島総がかり

戦争させない・９条壊すな！ヒロシマ総がかり行動実行委員会は６月３日夕、広島
市内の繁華街で宣伝しました。この日の行動は、広島県のコロナに伴う外出自粛要請
の解除を受け、２カ月ぶりの行動となったもので 、呼びかけを待ち望んでいた 60 人
が参加しました。
行動では、「安倍政治の暴走を止めよう！」「安倍９条改憲ＮＯ！」「河井 事件徹底
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捜査を！」などの横断幕やのぼりを掲げ、リレートークを行いました。「安倍首相は
もうやめるべきだ」「河井夫妻の事件は広島の恥じゃ」などの声が寄せられました。

愛

媛

／「軍事より生活を」定例アピール行動

松山市内の九条の会

６月３日、松山市の三津・高浜９条の会が定例の宣伝行動を取り組みました。２カ
月ぶりとなったこの日の市内のスーパー前の行動には 10 人が参加、「アベ政治を許
さない」のプラスターなどをかかげアピールしました。
リレートークのスピーチでは、「過去最高となっている軍事費は不要、コロナ対策
にこそ税金を使え」「『予備費 10 兆円』とは何だ、医療や学校など使途を明確に組
み換えを」などと訴えました。

徳

島

／声をあげれば政治は変わる、改憲 STOP！

憲法共同センター

徳島憲法共同センターは６月３日、ＪＲ徳島駅前で宣伝しました。「アベ政治を許
さない」のポスターを掲げスタンディング、「憲法９条守れ」「自粛と補償はセットで
行え」などとスピーチとコールで市民に訴えました。
スピーチでは「やっと１０万円の申請書が届いた。アベノマスクは今になっても届
かない。後手後手で的外れのコロナ対策の一方で改憲をたくらむとはとんでもない。
こんな安倍政権は許せない」「ツイッターの国民の声の広がりが今国会で 安倍政権が
目論んだ検察庁法改定を断念させた。声を上げれば政治は変わる」など と訴えがされ
ました。
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