安倍９条改憲ＮＯ！ 改憲発議に反対する全国緊急署名推進
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【お知らせ】

改憲発議に反対する全国緊急署名 合同宣伝･署名行動
とき＝７月６日（月）午後６時～７時／ところ＝ＪＲ新宿駅西口
安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション・総がかり行動実行委員会

７月５日・東京都政めぐる政治戦
正直・公正の弁護士・元日弁連会長の勝利で
新型コロナから都民のいのちと暮らしを守り、福祉に手厚い東京へ
市民連合が全力、進む市民と野党の共同
７月５日の東京都政をめぐる政治戦で、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める
市民連合は、正直・公正の元日本弁護士会会長の弁護士に連帯し、自己責任と排除、
差別の都政に終止符をうち都政を都民の手にとりもどすために奮闘する、との「声
明」を 6 月 13 日発表し、勝利めざして全力をあげています。
6 月 25 日には上野駅で、市民連合の山口二郎法政大学教授は現都政のパフォーマ
ンス政治を批判。山口教授は、福山哲郎立憲民主党幹事長、小池晃日本共産党書記局
長、吉田忠智社民党幹事長、小熊慎司国民民主党衆院議員らととも に、正直・公正の
弁護士に期待し、力合わせ押し上げようと訴えました。
立憲民主党、日本共産党、社会民主党、新社会党、緑の党が正直・公正の弁護士を
応援。国民民主党は自主投票としていますが、平野博文幹事長、原口一博国対委員
長、小沢一郎衆院議員らが応援・激励しています。6 月 28 日には銀座・歩行者天国
で、枝野幸男立憲民主党代表、志位和夫日本共産党委員長、福島瑞穂社民党党首、野
田佳彦衆院議員（前首相）がそろい、新型コロナからいのち・くらし守り、福祉に手
厚い東京をと、貧困と格差をなくすために命がけでがんばってきた元日弁連会長の押
し上げを訴えました。
地域でも都内の小選挙区 25 のすべてで、正直・公正の弁護士を応援する市民と野
党の共闘の体制が確立され、深く広く活動しています。
「めぐろ・せたがや市民選対」では、要求を書いたのぼりやプラスターを掲げたが
「自由が丘ウオーキング」（70 人が参加）、学芸大学前の「のびのびウオーク」など
多彩な活動を展開しています。「のびのびウオーク」では、「学費を半額に」のプラス
ターを見て問いかけてきた学生と意見交換が弾みました。元日弁連会長の地元江東区
でも市民と政党が相談しながら行動。6 月 22 日には大雨の中、亀戸駅前に 100 人
以上の人たちが集まり宣伝しました。
作家、俳優、市民活動家、学者らの支援の輪も広がっています。
新型コロナウイルス感染者の確認が 6 月末から連日 50 人を超えるなど再び増加し
ているなか、「東京アラート」が基準を満たさないまま、現知事の出馬表明前日に解
除されたことなどについて、元日弁連会長は現知事に公開質問状をだしました（7 月
1 日）。
元日弁連会長は、都立・公立病院をめぐり、現都政が断行しようとしている営利化
に道を開く独立法人化などではなく、充実・強化こそ大事だと主張、本気の感染症対
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策を訴えています。
7 月 5 日に向け、元日弁連会長の弁護士に期待が高まっています。

戦争させない！埼玉の会が東京の政治戦に連帯して宣伝
戦争させない！埼玉の会は 6 月 26 日、さいたま市の浦和駅東口で東京の政治戦へ
の連帯を兼ねた定例の宣伝を行いました。「埼玉県から都内へは 100 万人以上の通勤
者がおり、埼玉県民にとっても都政は重大な関心事。正直・公正の弁護士、元日弁連
会長の勝利を必ず」などのリレートークが行われました。

各地の活動から
東

京

／〝政治にもコロナにも憲法生かして〟

ウィメンズアクション

安倍 9 条改憲ＮＯ！ウィメンズアクションは 6 月 26 日、東京・有楽町イトシア
前で宣伝署名行動を行いました。いっしょにと加わった男性も含め 45 人が参加。
「STOP 安倍改憲」や「コロナ対策に思い切った予算を」などのプラカードや横断
幕を掲げて宣伝しました。
リレートークでは前豊島区議・山口さん、全労協・柚木さん、全労連・長尾さん、
現職の教員など 2 人の労働者が訴えました。一人は歌をまじえて発言しました。
平時から低賃金で苦しめられている職種の労働者や女性がコロナ禍でさらに犠牲を
強いられている実態にあること、安倍政権の場当たりの「対策」で、現場がいかに混
乱しているかなどが明らかにされました。一方、一人 10 万円の特別給付金の支給な
ど、市民が要求することによって実現したことも紹介されました。
おかしいと思うことについて声をあげ続け、憲法 を変えるのではなく政治を変えよ
う、コロナ対策は憲法を生かしてこそ、税金は兵器の爆買いでなくいのち・くらしを
守るために使うべきだなどとの訴えが続きました。
改憲発議反対署名の呼びかけに応え 15 人が署名しました。

（6 月 26 日東京・有楽町イトシア前

北海道

マイクを持つ司会の菱山さん〔写真＝高島牧子さん〕）

／札幌・大通公園で野党勢ぞろいの大街宣

中央区実行委員会

STOP 安倍政治！中央区実行委員会は６月 28 日、札幌・大通公園で「2020 大街
宣」を行いました。同実行委員会は３年前から市民と野党の共同を進めて います。コ
ロナ禍で、緊急事態宣言が北海道独自のものと安倍政権のものがだされ、１ 月から行
動を自粛、今回が今年最初の行動です。
立憲民主党・勝部賢志参院議員、同・道下大樹衆院議員、日本共産党・畠山和也前
衆院議員、社民党・浅野隆雄道連幹事長、新社会党・小柳正行道本部書記長、戦争さ
せない市民の風・北海道の小林久公事務局長らが勢ぞろいし、訴えました。市民と野
党ののぼりやプラカードを林立させ、改憲発議反対署名を呼びかけました。
同実行委員会は、23 日朝には地下鉄西 11 丁目駅前で、15 日朝には地下鉄 28 丁
目駅前で野党代表を迎えて宣伝、19 日には市内中心部で「９の日行動」の昼宣伝と八
面六臂の行動を展開しています。
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北海道

／１５０回目の「戦争させない行動」

室蘭・西いぶりの会

戦争させない！西いぶりの会は 6 月 14 日、市内の中島アイランドで「軍事費を削
ってコロナ対策に使え」「新型コロナ感染拡大ストップ ＃自粛と補償はセット」「勝
手な解雇は許されません」など、参加者が思い思いのパネルなどを掲げスタンディン
グを行いました。改憲発議反対署名を呼びかけました。
同会は戦争法強行に抗議して発足、この日の行動が 150 回目となりました。

北海道

／待たれていた署名行動を再開

厚別区の地域９条の会

札幌市厚別区の厚別区９条の会と大谷地９条の会は６月 14 日、新札幌駅前で合同
のスタンディング宣伝を行い、改憲発議反対署名を呼びかけました。
コロナ危機で 3 ヵ月間の自粛の後、この日再開したものです。署名用紙をテーブル
に置き消毒用アルコールも備えました。署名する人が相次ぎ、訴えに拍手する人もお
り、安倍政権への不満が語られるなど市民の変化を実感する行動となりました。

青

森

／「憲法変えたらだめ」「わ（私）も」と署名

青森県九条の会

青森県九条の会は６月 16 日、この日も青森市新町商店街で改憲発議反対緊急署名
を呼びかけました。
参加した 19 人が通路に並び、署名を呼びかける中、次つぎ署名が寄せられまし
た。「安倍首相がやろうとすることには必ず裏がある。私たちのためじゃない、早く
辞めてくれないと日本が終わってしまう」と女性が署名。それを耳にした高齢の女性
が「んだんだ」「わ（私）も」と署名しました。スーツ姿の現役労働者が「安倍きら
い」「憲法変えちゃだめだ」などと語って署名する姿もありました。

千

葉

／「アベ政治ＮＯ！」を共同で訴え

千葉市緑区総がかり行動

戦争させない・９条壊すな緑区総がかり行動が６月 21 日、千葉市緑区鎌取駅前で
取り組まれました。28 人が参加し、9 条の会や緑区市民懇などの代表が行ったリレ
ートークではアベ政治ノ―、改憲発議に反対する緊急署名を呼びかけました。

神奈川

／思いはひとつ

「戦争はイヤ」

川崎区市民アクション

川崎区市民アクションは６月 21 日、JR 川崎駅前で改憲発議反対署名を市民に呼
びかけました。同アクションは川崎区内の市民団体や労働組合の有志らで構成されて
います。
1 時間の行動で 31 人の署名が寄せられました。中には「STOP 改憲発議」のプラ
スターを見て駆け寄って署名した姉妹の姿もありました。

山

梨

／３ヵ月ぶりの戦争法廃止 19 日集会

戦争させない実行委員会

戦争させない・９条壊すな！山梨行動実行委員会は 6 月 19 日夜、ＪＲ甲府駅南口
で３ヵ月ぶりの戦争法廃止 19 日集会を開きました。
集会では椎名慎太郎山梨学院大学名誉教授が主催者あいさつし、野党の代表と市民
がリレートークを行いました。

新

潟

／再開！174 回目のレッドアクション

長岡・新日本婦人の会

新日本婦人の会長岡支部は６月 18 日、レッドアクション・スタンディングを取り
組みました。赤いものを身に着けた 11 人が参加しました。
この行動は 2015 年 7 月から毎週木曜日に続けているものです。「継続が命」
と、厳冬・降雪の冬の 3 ヵ月、猛暑の 8 月を休んできましたが、今回コロナ禍で２
ヵ月ぶりに再開しました。
この日の行動で 174 回目となり、延べ参加者数は実に 2132 人にのぼります。

石

川

／軍事費削りコロナ対策を

金沢で「怒りの昼デモ」

石川憲法会議と戦争する国づくりストップ！石川県共同センター の呼びかけで 6
月 24 日、安倍政権の退陣を求める「怒りの昼デモ」が行われました。いしかわ四高
記念公園横での集会、繁華街に向けたデモには 40 人が参加。デモは「平和憲法 9 条
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を守ろう！」の横断幕を先頭に、「軍事費を削ってコロナ対策にまわせ」「憲法 9 条
守れ。改憲許さない」などのコールで訴えました。

富

山

／「改憲 NO！」富山駅前でアピール

共同行動実行委員会

「戦争する国」づくり反対共同行動実行委員会は６月 17 日昼、富山駅前で安倍 9
条改憲反対、安倍内閣退陣を求め、スタンディングアピールを行いました。
同実行委員会は、安保破棄富山県実行委員会、富山県平和運動センター、自由法曹
団富山支部で構成されています。コロナの影響で 3 ヵ月ぶりのこの日の行動には 50
人が参加、「アベ改憲派許さない 立憲主義回復へ政権交代を」「辺野古新基地建設
は中止、普天間基地は撤去を」「国会を止めるな」などの横断幕やプラスターを掲げ
訴えました。

福

井

／共同で安倍政権追撃を

福井総がかりアクション

戦争する国づくり反対！福井総がかりアクションは６月 19 日、宣伝行動を行いま
した。
同アクションの屋敷紘美代表や立憲民主党の野田 富久代表、日本共産党のかねもと
幸枝書記長、県労連の鈴木孝典議長らが、立憲主義、法治主義をないがしろにする安
倍政治を批判、市民と野党の共闘強化で政治を変えようと訴えました。

静

岡

／戦争法廃止、安倍改憲反対、安倍政権退陣

浜松総がかり行動

戦争させない・9 条壊すな！浜松総がかり行動は６月 19 日昼、JR 浜松駅前で
53 回目の宣伝行動に取り組みました。20 人が参加し、横断幕やプラカード掲げ、
「戦争させない 9 条生かそう」「戦争法は今すぐ廃止」などのコールも行いまし
た。
「安倍首相は逮捕されなくていいの？」と自作のプラカードを持って参加した男性
もいました。

愛

知

／「火事場泥棒改憲許さない」「署名をもっと」

あいち市民ＡＣ

安倍 9 条改憲ＮＯ！ あいち市民アクションは６月 28 日、名古屋市内で集会を開
き、コロナを口実にした火事場泥棒的な改憲を許さず、改憲ノー・改憲発議ノーの署
名をさらに広げようと呼びかけました。123 人が参加した集会は広い会場で座席の
間隔をあけ感染防止対策をこらして行われ、活発な活動交流が行われました。
同アクション事務局長の中谷雄二弁護士は基調報告で、コロナを口実に緊急事態条
項を書き込もうとするなど安倍首相は改憲に執念を燃やしているが絶対に許さない、
3000 万人署名以来の改憲反対署名は 80 万人を超えている、安倍政権が改憲をねら
っている以上さらに署名を集めようと呼びかけました。
集会には、ビデオメッセージも含め 4 野党の代表が参加しました。
近藤昭一立憲民主党衆院議員は、安倍政権による新自由主義で失われたものを見直
すこと、情報公開を共同の力で実現することなどを述べました。牧義夫国民民主党衆
院議員は、安倍さんであろうが誰であろうが言い出す改憲にはノーだ、9 条だけでな
く憲法そのものに手を加えるべきではない、と発言しました。福島瑞穂社会民主党参
院議員はビデオメッセージで、政治を私物化してきた安倍政治をみんなの力で終わら
せよう、と訴えました。本村伸子日本共産党衆院議員は、検察庁法改定案の成立を断
念させたこと、自民党改憲案の提示を阻止していること、市民と野党の共同がいよい
よ大事になっていることなどを強調しました。

愛

知

／軍事費より感染症対策を！

市民と野党の共同宣伝

市民と野党をつなぐ会＠愛知 4 区の会と野党は共闘！市民アクション愛知 4 区は
6 月 14 日、50 人が参加して、コロナ対策の強化・迅速化、国政私物化の安倍政治
からまともな政治へと変えようと、合同の宣伝を行いました。
行動には、国民民主党牧義夫衆院議員、立憲民主党高木ひろし県議、日本共産党西
田とし子熱田区委員長、社民党平山良平県連合副代表、緑の党尾形慶子共同代表、新
社会党保田泉県委員長が参加しました。市民も次つぎマイクを握り訴えました。
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愛

知

／戦争法廃止、安倍政権退陣求め集会

あいち中部ネットワーク

愛知県日進市と東郷町の住民らで組織する安保法制に反対するあいち中部ネットワ
ークは６月 20 日夕、名鉄日進駅前で戦争法廃止・安倍政権の退陣を求める集会を開
催、40 人が参加しました。同集会は、２０１５年秋から会場を日進市と東郷町交互
に毎月１９日に開催してきたもので、今回が 52 回目でした。
参加者は、「安倍辞めろ」「戦争法は廃止」などの手作りのプラカードで市民にアピ
ールしました。リレートークでは、太平洋戦争の語り部や日進市の未来ネット市議、
日本共産党市議らが発言しました。

岐

阜

／再開「９の日行動」で戦争法廃止を訴え

九条の会・各務原

岐阜県各務原市で活動する九条の会・各務原は６月 19 日、中断していた戦争法廃
止・９条守れの９の日行動を３ヵ月ぶりに再開しました。市役所前でのスタンディン
グ行動には 12 人が参加。「防衛費削り、コロナ禍対策に」「戦闘機購入よりも医療
費充実を」のボードを掲げアピールしました。

岐

阜

／「がまんできん、すぐ退陣を」

もう黙っとれんアピール

岐阜県のもう黙っとれんアピールあくしょんは６月 19 日、名鉄岐阜駅前・十六銀
行本店前でアピール行動。この日は再開の行動で 30 人が参加しました。リレートー
クでは弁護士や元教員、ジャーナリストらが、「モリ･カケ･サクラは終わっていな
い」、「アベ政治を許さない」、「もう我慢できん」などと訴えました。

三

重

／安倍改憲 STOP！

憲法みんなの会・共同センターみえ

憲法を守り生かすみんなの会・津と憲法共同センター・みえがよびかけた戦争法廃
止、安倍 9 条改憲反対の宣伝行動が、6 月 19 日津市で取り組まれました。行動には
10 人が参加しました。

大

阪

／住民投票よりコロナ対策

戦争あかん西淀川デモ

６月 19 日夕、大阪市西淀川区で戦争あかん西淀川サイレントデモがおこなわれま
した。70 人が参加しました。この取り組みは戦争法強行から毎月行われてきたドラ
ムデモで、コロナ禍の下、4 ヵ月ぶりの行動。集会会場の北之町公園から塚本駅まで
のデモはドラムやコール抜きのサイレントデモとなりました。
集会で実行委員長は、大阪市が廃止となる協定書案が可決されたことを受け、「住
民投票よりコロナ対策をの声を区民に届けよう」と呼びかけました。日本共産党宮本
たけし前衆院議員、立憲民主党沓澤和夫大阪 5 区幹事長が連帯あいさつしました。

香

川

／「国会止めるな」「疑惑の解明を」

市民連合＠かがわ

市民連合＠かがわは６月 19 日、JR 高松駅前と琴電瓦町駅前で、コロナ対策は中
途半端で、疑惑を隠したまま安倍政権が逃げるようにした国会の閉会に抗議する宣伝
を行いました。
行動では、日本共産党の県議、社民党の高松市議、新社会党の県本部委員長、 戦争
をさせない香川 1000 人委員会の事務局長がリレートークで訴えました。

宮

崎

／市民と４野党代表がアピール

くらしと平和を守る実行委員会

くらしと平和を守る宮崎県実行委員会は６月 19 日、「安倍政治を許さない１９日
統一行動」を宮崎市内のデパート前で行いました。
市民が思い思いの横断幕やプラカード、のぼりを掲げるなか、九条を守り憲法を生
かす県民会議、市民連合みやざき、県内の立憲民主党、国民民主党、日本共産党、社
会民主党の代表が訴えました。

安保 60 年・沖縄 75 年･「慰霊の日」沖縄行動

23 日各地で

【神奈川・６・２３ＷＥＢ集会】「安保廃棄６・２３ＷＥＢ神奈川集会」が行われま
した。山田浩文神奈川労連事務局長や瀬長和雄沖縄統一連事務局長ら全国各地で活動
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する 10 人がＷＥＢで発言、９０人がオンライン参加しました。
【群馬・前橋市】前橋市内で行われた学習会では、日本航空元機長の山口宏弥さんが
「日米安保条約と日本の空」を講演しました。
【名古屋・大須観音前】「辺野古新基地建設中止、日米安保条約の廃棄」を訴える宣
伝が中区の大須観音前で行われました。日米地位協定改定要求署名、改憲発議反対署
名の呼びかけに大須観音参拝者らが次つぎ署名しました。
【名古屋・中区若宮広場】６月２０日、「辺野古新基地反対コンサート」が開かれ、
100 人を超える市民が参加しました。愛知県内の沖縄出身者や米軍基地建設に反対す
るミュージシャンらが「音楽を通じて支援を」と実行委員会をつくり、２０１５年６
月から３ヵ月に 1 回のペースでコンサートを開いているもので、今回が２０回目とな
りました。
【岐阜・名鉄岐阜駅前】「怒りと悲しみの沖縄県民に呼応する、いのちと平和の ため
の行動」が名鉄岐阜駅前で取り組まれ、80 人が黒い服装で参加しました。「辺野古基
地ＮＯ！」のパネルや横断幕をかかげスタンディングを行いました。玉城デニー知事
の平和宣言が読み上げられ、沖縄在住の大学生のメッセージの紹介や沖縄県人会メン
バーのあいさつ、団体代表の連帯あいさつ、「沖縄を返せ」の合唱などが ありまし
た。
【三重・津】「辺野古のケーソンをつくらせない三重の会」が津駅前で宣伝。「ＪＦＥ
スチールは辺野古のケーソンを作るな」の横断幕やのぼりをかか げチラシを配布する
行動に 23 人が参加しました。
【富山・富山駅前】富山駅前では、辺野古新基地建設反対、日米同盟の強化許すな
と、「９条改憲ＮＯ！」「沖縄県民の民意を尊重せよ、辺野古への土砂投入中止を」な
どのプラスターを掲げ宣伝しました。
【京都・円山公園音楽堂】京都沖縄連帯集会実行委員会が呼びかけた集会が６月２８
日、東山区円山公園音楽堂でおこなわれ、４００人が参加しました。昨年の参院選で
オール沖縄で当選した高良鉄美参院議員が講演しました。京丹後米軍レーダー基地の
報告、月桃歌舞劇団のエイサーと劇、川口真由美さんの歌などもありました。
集会後、エイサーを先頭に市役所に向け繁華街をパレードしました。
【神戸・元町駅前】参加した６人がイージス・アショアの秋田・山口への配備の断念
は住民の反対の声の結果であり、辺野古基地建設の即時中止をと訴えました。また辺
野古工事即時中止・普天間基地無条件撤去、日米地位協定の抜本的改定を求める署名
を呼びかけました。

各地で６月のフラワーデモ

性暴力のない社会めざす

【フラワーデモ・オンライン】６月１１日、オンラインライブのフラワーデモが行わ
れました。呼びかけ人・作家の北原みのりさん、 Ｓｐｒｉｎｇ代表理事の山本潤さ
ん、ライターの小川たまかさん、強姦（ごうかん）救援センター・沖縄代表の高里鈴
代さんが参加して、性暴力のない社会めざし、性暴力被害の実態や問題点、刑法改正
などについてオンラインで語り合いました。
【埼玉】フラワーデモ埼玉の呼びかけ人らによるフラワーデモが １１日、さいたま市
で行われました。
川越市でフラワーデモが行われました。
【名古屋】６月１１日、ツイッターデモによるフラワーデモが行われました。初開催
から１年目の行動です。「＃０６１１フラワーデモ」のハッシュタグをつけ、参加者
が思いを寄せあいました。
【三重】ＳＮＳで呼びかけられた「フラワーデモみえ」が行われました。
津駅前では２１人がスタンディングを行いました。
伊勢市伊勢神宮外宮付近のフラワーデモには８人が参加しました。
【福井】福井市で６月１４日、３ヵ月ぶりのフラワーデモが取り組まれました。
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