安倍９条改憲ＮＯ！ 憲法を生かす全国統一署名（3000 万人署名）

各地でこんな取り組みが ㉕

2019 年 11 月 21 日

安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション 連絡先 ☎03-3221-4668

東京都

11・14ＳＴＯＰ！安倍改憲発議 総がかり行動 署名街頭宣伝 新宿駅

戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会と安倍９条改憲ＮＯ！全国市
民アクションは 11 月 14 日夕刻、統一した宣伝・署名行動を取り組みました。新宿
駅西口の小田急デパート前では憲法 9 条壊すな！実行委員会、同デパート前の横断
歩道に連結するエスカレーター前では戦争をさせない 1000 人委員会、京王デパー
ト前では憲法共同センターのメンバーがスピーチし、署名を訴えました。「桜を見る
会」についての関心が高く、「安倍首相の税金の使い方、私物化は大問題。国民が勉
強するにも病院に行くにも金の心配をしなくていいようにするのが政治の責任ではな
いか」と署名する人もいました。小田急デパート前での宣伝では紙芝居も上演され通
行人が興味深く近寄り、署名する場面もありました。行動には 53 人が参加、71 の
3000 万人署名が寄せられました。

東京都

９条改憲ＮＯ！ウィメンズアクション 3000 万人署名も

新宿駅西口

戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会は 11 月 7 日、新宿駅西口
で安倍９条改憲ＮＯ！ウィメンズアクションと銘打って、「＃Me Too」「＃With
You」の全国的な行動に連帯した初めての行動を取り組みました。
これは、女性たちが中心になり、ジェンダー平等の実現に向け、政治を変えようと
いう街頭宣伝。女性の憲法 9 条の支持率が高いことに敵がい心をもつ稲田朋美衆院
議員・自民党幹事長代行が、全国行脚で改憲宣伝をしていることに注目、「こんなこ
とに負けるわけにいかない」と呼びかけあい企画したものです。
「だれもが自分らしく生きられる明日へ」などの横断幕をかかげ、リレートークで
は「『女性活躍』とは全く逆の政治ばかり、力合わせて政治を変えよう」「みんなが
輝ける社会に」などと訴えました。3000 万人署名で対話が弾みました。
12 月 3 日には 2 回目のウィメンズアクションを行います。

北海道

野党が結集して 3000 万人署名・宣伝

札幌中央区実行委員会

ＳＴＯＰ安倍政治 札幌中央区実行委員会は 10 月 29 日、地下鉄西 11 丁目駅前で
朝の通勤客に安倍 9 条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名の協力を呼びかけまし
た。
訴えたのは立憲民主党村上ゆう子札幌市議、新社会党木山誠二札幌圏総支部書記
長、日本共産党森英士札幌中央地区副委員長。政党代表らは、平和憲法と 74 年の平
和の関係、9 条への自衛隊書き込みで憲法が壊されること、萩生田文科相の「身の
丈」発言の問題などを訴えました。

青森県 「戦争まいね！平和が一番」「憲法守れの署名」を訴え

県九条の会

青森県九条の会は青森市の商店街で 10 月 30 日、「戦争まいね（ダメ）！平和が
一番！」「憲法守れの署名です」と安倍 9 条改憲ＮＯ！ 憲法を生かす全国統一署名
を訴えました。
対話では、40 代の女性が「安倍首相が 9 条を変えることにこだわっている姿は異
様。安倍さんになって知らない間にいろいろ法律が通ってしまい怖い。憲法について
は詳しく知らないので学ぶ機会が欲しいとも思っている」、70 歳男性が「メディア
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が安倍さんを持ち上げている。改憲が本当に必要なのか流されずに考えていきた
い」、70 代の女性は「安倍さんは信用できない。景気が悪いのに消費税を上げた。
改憲したら何をするかわからない」の声が出されました。
同会は 11 月 5 日にも商店街で 16 人が参加して宣伝・署名行動。この日は冷た
い風の中の行動でしたが、30 分間で 22 人の署名が寄せられました。

埼玉県 11・26 オール埼玉大集会前にリレートーク、署名行動

５区市民連合

埼玉県の衆院 5 区内で活動する安保法制廃止・立憲主義回復をめざす５区市民連合は
憲法公布記念日の 11 月 3 日、さいたま市内で安倍 9 条改憲ＮＯ！ 憲法を生かす全
国統一署名」行動に取り組み、市民と野党の代表がリレートークで訴えました。
オール埼玉総行動実行委員会委員長の小出重義弁護士、伊藤岳日本共産党参院議
員、日森文尋社民党元衆院議員らが訴えました。熊谷裕人立憲民主党参院からのメッ
セージが紹介されました。
オール埼玉総行動実行委員会は 11 月 26 日、初回（2015 年 5 月 31 日）以来
9 回目となる１万人規模の集会（18 時～ ＪＲ大宮駅西口）を行います。

東京都 目標２万をついに突破 大盛況の記念のつどい

市民アクションひの

東京都日野市で 9 条改憲ＮＯ！憲法を生かす 3000 万人署名に取り組んでいる市
民アクションひのは、10 月 27 日までに 2 万 331 の署名を集め、約 2 年間の奮闘
で遂に目標を達成・突破しました。この数は人口の約 11％に当たります。
これまでに 3 種類 7000 枚の学習資料を作成し学習会を重ね、地域には６種類
27 万 3000 枚のチラシを配布し市民に呼びかけてきました。高幡不動駅前では
110 回の署名行動を続けました。27 回の全戸訪問で 4100 軒を訪問した地域の会
の活動もありました。知人への署名、知人への依頼、街頭での呼びかけ、手紙での訴
え、全戸訪問などを繰り広げ、市民との対話を重視するなど幅広い対象に粘り強い取
り組みが続けられました。
27 日に開かれた達成記念のつどいには 70 人が参加、総がかり行動実行委員会の
菱山南帆子運営委員が講演、コールを交わしました。つどいで、引き続き学習会や街
頭宣伝、署名行動などの運動を続けることを確認し、安倍・自民党の改憲策動を打ち
破る決意を固めあいました。（「東京革新懇 mailfax ニュース 952 号 10/28」か
ら）

東京都 「桜」のウソ！ チラシも署名も大きな反響

戦争はいやだ調布市民の会

戦争はいやだ調布市民の会は 11 月 15 日、つつじヶ丘駅南口で宣伝・署名行動を
取り組みました。この日は 18 時からの「夜バージョン」
、20 人が参加しました。
宣伝では「桜を見る会」の招待者名簿を廃棄したなどと逃げようする安倍首相の動
きは、森友・加計や自衛隊日報、労働データの隠蔽やねつ造と同じで、国民を愚弄す
るもの、こういう人に憲法を語る資格などないのではないか？と問いかけました。仕
事帰りの人たちが次つぎチラシを受け取り署名に応じてくれました。配布できたチラ
シは 200 枚、署名は 39 でした。3000 万人署名はこれで 1 万 4237 となりまし
た。
（
「戦争はいやだ調布市民の会伝言板 616 号・11/15」から）

東京都 毎週の行動続け 80 回、2000 人の署名

大田区ＪＭＩＴＵ労組地域支部

東京都大田区で活動する日本金属製造情報通信労働組合（ＪＭＩＴＵ）大田区地域支部
は、3000 万人署名行動を毎週のように取り組んでおり、その回数は 80 回、この
積み重ねで 9 月末までに署名は 2000 人を突破しました。10 月 16 日にもＪＲ蒲
田駅前で宣伝・署名。この日は台風 19 号被災地への義援金募金も訴えました。若い
男性が募金にも署名にも協力、高校生がグループで署名する姿もありました。
同労組支部がこの活動をはじめたきっかけは２年前の衆院選で自民党が「勝った」
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ことで改憲の動きを加速したときです。
「戦争はだめだ、改憲阻止へ署名を集めよ
う」と呼びかけあい、労組支部として毎週水曜日に行動を続け、通算約 80 回となっ
ています。安倍首相が改憲をあきらめるまで署名運動を続けると意気込み、憲法集会
などの成功へと呼びかけを広げています。

東京都 100 万人突破後もそれぞれの目標めざし引き続き取り組む

東京地評

100 万人の 3000 万人署名目標を 9 月 29 日の定期大会までに達成した東京地
評（東京地方労働組合評議会）は、目標突破後も引き続き署名運動に取り組むとし
て、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の 3000 万
人署名についての総括と「基本的考え方」を紹介し、以下の５点の行動を提起してい
ます。
（「東京地評改憲阻止闘争本部 Fax・Mail ニュース第 94 号 10 月 18 日」か
ら）
①全体 100 万筆達成後も、署名ゼロの職場を無くし、各単産・地域組織の目標達成
にむけて 3000 万署名に取り組みます。
②総がかり行動実委が提起する大規模集会を成功させます。直近では 11/3 国会正
門前行動への参加を強く呼びかけます。
③各組織で学習会や宣伝行動を定期的に実施することを呼びかけます。実施に当たっ
ては、改憲阻止の課題を消費税増税や大軍拡による庶民への負担増、生活・防災への
しわ寄せと関連付けていきましょう。
④署名推進は、オスプレイ新署名（作成中。11/24 以降取り組み）
、日米地位協定
改定署名（安保破棄中央）といっしょに進めます。
⑤新たな署名行動が提起された場合、憲法東京共同センターと共同・連携して具体化
します。

東京都 新宿駅西口で「９の日」行動、3000 万人署名訴え

憲法共同センター

戦争する国づくりストップ！憲法を守り・いかす共同センター（憲法共同センタ
ー）は、毎月９日を中心として、全国各地で「９の日行動」を呼びかけています。
東京では１１月 11 日昼、８団体の 19 人が参加し、新宿駅西口で宣伝行動を行
い、3000 万人署名を訴えました。

岐阜県 「安倍さんは本当の責任をとれ！」

県憲法９条を守る共同センター

岐阜県憲法９条を守る共同センターは 10 月 31 日、定例の 3000 万人署名行動を
名鉄岐阜駅前で取り組みました。
菅原経産大臣、河井法務大臣の辞任、「身の丈」発言の萩生田文科大臣などの経過
や安倍政治の実態を明らかにする訴えに応え次々署名が寄せられました。
「謝って済
むことか。
『任命責任を感じている』というなら安倍首相は本当の責任を取ってやめ
るべきではないか」と怒って署名する女性もいました。

徳島県 宣伝・署名の県内キャラバンスタート

徳島・市民アクション

安倍９条改憲ＮＯ！徳島・市民アクションは県内キャラバンをスタートさせました。
11 月 9 日には石井町の５か所で同アクション事務局長や議員らが街頭宣伝し、３
０００万人署名を訴えました。宣伝を聞いた町内の女性は「子や孫が戦争にとられる
のはいやだ。改憲は絶対に許せない」と署名しました。

愛媛県 ９日の定例宣伝で 3000 万人署名訴え

憲法９条をまもる県民の会

松山市大街道一番町口で 11 月９日、憲法９条をまもる愛媛県民の会が定例の街頭
宣伝を行い、参加した５人が口々に 3000 万人署名を訴えました。
子ども連れのお母さんは「２歳のこの子が大人になったとき戦争が起きたら嫌、平
3

和な世界であり続けてほしい」と話して署名、北海道から観光で訪れていた女性も
「とにかく戦争反対」と署名しました。

福岡県 61 人が３時間の宣伝署名行動 小倉駅

北九州憲法共同センター

11 月９月、北九州憲法共同センターがＪＲ小倉駅前前で 3000 万人署名行動を取
り組みました。この行動は３時間のロングラン。女性団体、労働組合の役員や構成
員、弁護士らのべ 61 人が参加しました。
駅の昇降客らが次々署名に応じました。
「終戦は小学校 2 年の時、食べ物がなかっ
た。平和が続いているのだから９条を守らないといけない」
（81 歳男性）
、
「広島で
の平和学習で戦争の悲惨さを学んだ。安倍首相は憲法を変えようとするのを止めてほ
しい」
（女子中学生）
、
「熊本地震の救援を見て自衛隊に入った友人には危険なところ
に行ってほしくない。皆さんの活動を見て、自分たちももっと積極的に関わらないと
いけないと思った」
（女子大学生）などと語りながら署名しました。

熊本県

桜を見る会 税金私物化

６野党がそろって街頭演説

熊本県の野党合同演説会が 11 月 10 日、熊本市上通アーケード前で行われまし
た。演説会では弁士が、
「桜を見る会」で安倍首相が地元後援会員を税金で接待した
問題の徹底追及、相次ぐ閣僚の公選法にかかわる辞任の問題、消費税増税、改憲の動
き、災害対策、原発問題などが口々に語られました。また、市民と野党の共闘、野党
の共闘の強化と決意を述べました。
立憲民主党矢上雅義衆院議員、日本共産党真島省三前衆院議員、国民民主党中山幸
弘県連合代表・宇城市議、社会民主党中島隆利元衆院議員、新社会党栗原隆書記長、
くまもと民主連合鎌田聡県議の 6 野党代表が訴えました。

短○
信 ○
短○
信 ○
短○
信 ○
短○
信 ○
短○
信 ○
短○
信 ○
短○
信
○

全国各地の「１１・３憲法公布記念日」の行動から
〔日本国憲法公布から 73 年の 11 月 3 日（前後も含め）
、全国各地で取り組まれた安倍改憲に
反対し、憲法を守り・生かそうというさまざまな行動が取り組まれました。事務局に寄せられ
た情報をもとに紹介します。
〕

東京・首都圏
◦国会正門前大集会 ３日、国会正門前に１万人が参加して集会「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㏌国会正門前」を開催
しました。主催は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、3・
1 朝鮮独立運動 100 周年キャンペーン。オール沖縄会議や安保法制違憲訴訟弁護団、日
本労働弁護団、安保関連法に反対する学者の会、フラワーデモ呼びかけ人らとともに韓国
の市民運動代表が発言しました。政党から逢坂誠二立憲民主党政調会長、穀田恵二日本共
産党国対委員長、福島瑞穂社民党副党首があいさつしました。
◦アベ政治を許さない行動 作家の澤地久枝さんの呼びかけで毎月３日、全国各地で「ア
ベ政治を許さない」のプラカードを掲げる行動が 11 月３日も取り組まれました。国会正
門前では澤地さんを含めこれまでの最高の参加者となった 300 人以上がアピールし、隣
接した場所でおこなわれた 11・3 憲法集会㏌
国会正門前」と呼応して取り組まれました。

北海道
◦札幌市 2 日、
「安倍改憲ＮＯ！平和憲法ＹＥＳ！講演会」
。小林節慶応大学名誉教授が
講演。主催は護憲ネットワーク北海道。
◦千歳市 総がかり行動実行委員会の呼びかけに応え、
「ピースアクション㏌ちとせ」が４
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日、２０人が参加してスタンディングと３０００万人署名を取り組みました。

青森県
◦弘前市 憲法 9 条守れ、戦争法廃止！弘前実行委員会主催の集会。15 年 7 月からのべ
38 回目、30 人が参加しました。集会後市内をデモ行進。
◦八戸市 32 人が参加して街頭宣伝。戦争法廃止を求める三八連絡会の呼びかけ。3000
万人署名も呼びかけ、市民や若者が署名しました。

岩手県
３日、盛岡市大通で「アベ政治を許さない」宣伝が取り組まれました。岩手県革新懇の
毎月の行動ですが、スタンディング行動や 3000 万人の呼びかけが行われました。

宮城県
「憲法 9 条を守り生かす宮城のつどい」が仙台市で 4 日、1100 人の参加で開催され
ました。国際ジャーナリスト伊藤千尋氏が講演。主催はみやぎ憲法 9 条の会。

栃木県
「日本国憲法公布 73 年記念集会」が 2 日、戦争法の廃止と立憲主義の回復を求める栃
木県民ネットワークの主催で開催されました。前泊博盛沖縄国際大学教授が講演。200 人
が参加しました。

山梨県
戦争させない･9 条壊すな！山梨行動実行委員会主催で 3 日、250 人が参加して「みん
なで止めよう！改憲発議 山梨集会」をＪＲ甲府駅南口で開催。立憲野党各党の国会議員
らも参加、集会後市内をデモ行進。

静岡県
浜松市中区で 3 日、スタンディングアピール宣伝が行われました。3000 万人署名も訴
えられました。行動には 60 人が参加。呼びかけは戦争させない 9 条壊すな！浜松総がか
り行動実行委員会。

愛知県
あいち九条の会が主催して「憲法九条を守ろう 愛知県民のつどい」が名古屋市で開か
れ、1600 人が参加しました。姜尚中東京大学名誉教授が講演、合唱や木管五重奏と独唱
などの文化行事や県内各地・分野の九条の会の活動展示が行われました。

岐阜県
「2019 ぎふ平和のつどい」が開催されました。岐阜・九条の会などによる実行委員会
の主催。700 人が参加。児童文学者の那須正幹さんが講演しました。会場ロビーには 100
点以上の市民公募の短歌・俳句が展示されました。

三重県
四日市市で 3 日、戦争させない・憲法壊すな！よっかいち市民ネットの呼びかけで、安
倍改憲に反対する共同の集会が開催され、80 人が参加しました。野党代表がそろって発
言、集会後市内をデモ行進しました。

新潟県
3 日、新潟市万代シティで、
「いいね！憲法 9 条」
「安倍 9 条改憲ＮＯ！」の横断幕をか
かげ宣伝。新潟県憲法共同センターの呼びかけに 30 人が参加しました。

福井県
憲法を守るつどいが 4 日、福井市フェニックスプラザで開かれました。明日の自由を守
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る若手弁護士の会・弘川欣絵弁護士が講演。150 人が参加しました。

富山県
２日、大学人９条の会富山、日本国憲法をまもる富山の会、９条の会富山県連絡会の共
催で、憲法講演会が開かれました。渡辺治一橋大学名誉教授が講演しました。参加者は約
１００人。

石川県
「憲法公布７３周年記念石川県民集会」が３日、金沢市の石川県女性センターで行われ
ました。400 人が参加した同集会は「安倍９条改憲ＮＯ！市民アクション・いしかわ」の
主催。ジャーナリストの伊藤千尋さんが「９条を活かして誇れる日本を─メディア統制を
はね返す市民力」の講演。

滋賀県
「安倍９条改憲ＮＯ！市民アクション・滋賀」は３日、
「９条改憲を許さない！滋賀県民
集会」を開催しました。８回目となる同集会には１７０人が参加しました。宇都宮健児弁
護士が「安倍政権の暴走政治にストップを！」の演題で講演しました。

京都府
2 日、京都市円山公園音楽堂で京都憲法集会が開催されました。
「憲法 9 条京都の会」
と「アベ 9 条改憲ＮＯ！全国市民アクション・京都」の共催。松元ヒロさんの「憲法くん」
の上演や小笠原伸児弁護士の講演がありました。日本共産党、社民党、新社会党の代表が
あいさつし、立憲民主党、国民民主党からはメッセージが寄せられました。

大阪府
「輝け憲法！いかそう９条！11・3 おおさか総がかり集会」が 3 日、同集会実行委員
会の主催で大阪市北区扇町公園を会場に開催され、1 万 2000 人が参加しました。高山佳
奈子京都大学教授がゲストスピーチを行い、沖縄平和運動センターや韓国の市民運動、市
民運動各分野の代表がスピーチしました。野党各党代表のあいさつ、朝鮮高級学校生徒に
よる舞踊なども行われました。

兵庫県
◦神戸市 神戸憲法集会が３日、神戸市で開催され、会場いっぱいの５５０人が参加しま
した。主催は同集会実行委員会、高作正博関西大学教授が講演しました。
◦神戸市北区 神戸市北区内の６つの九条の会が４日、
「第 14 回北区９条のつどい」を開
催、350 人が参加しました。作家の高橋源一郎さんが講演しました。

奈良県
◦ＪＲ奈良駅前 「憲法９条を守り平和な世界を！安倍改憲発議阻止 戦争する国づくり
許さない 11・4 憲法集会㏌奈良」が JR 奈良駅前で開催され、約 100 人が参加しまし
た。主催は同集会実行委員会、横断幕などを掲げ、３０００万人署名も訴えました。
◦橿原市 「安倍改憲阻止！辺野古埋め立て即時中止！近鉄大和八木駅前集会」が、３日
開かれました。主催は橿原市 9 条の会。60 人が参加、集会後市役所までデモ行進。

和歌山県
３日、
「守ろう９条 紀の川 市民の会」の主催で「第 16 回憲法フェスティバル」が開
催されました。関西学院大学教授・長岡徹さんの講演の他、
「ヒロシマ･ナガサキ展」や辺
野古のドキュメンタリー映画の上映など多彩なプログラムが繰り広げられました。

広島県
◦原爆ドーム前 女性 200 人らが 3 日、原爆ドーム前で集い、手をつなぎ、
「憲法守れ」
「安倍政治はもういや」などの横断幕などをかかげドームを囲みました。
「平和のバナーで
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原爆ドームを囲もう実行委員会」の呼びかけで、今年で 3 回目。
◦県庁前広場 「打倒！安倍政権、守れ！国民のくらし、いのち、平和広島県民集会」が
３日、広島市の県庁前広場で開かれました。300 人が参加。集会後商店街をデモ行進しま
した。主催は国民大運動広島県実行委員会。

山口県
３日、
山口市中央公園近くで１９人の参加でスタンディング行動。
風船や横断幕をもち、
「憲法を変えるな」と「カエルグッズ」を身に着けた宣伝が目立ちました。

愛媛県
新居浜市中萩・大生読地域の住民有志 12 人が３日、宣伝行動に取り組みました。
「アベ
政治を許さない」のプラカードや「かがやけ憲法」の横断幕が通行人の人目をひきました。

徳島県
◦徳島市 「第９回徳島九条まつり」が３日開かれました。主催は県内の九条の会や平和
団体で構成する実行委員会。徳島大空襲戦跡めぐりピースウォーク、エイサー、大喜利な
どが取り組まれ、3000 万人署名も呼びかけられました。
◦徳島駅前 JR 徳島駅前で３日、徳島県憲法共同センターが呼びかける宣伝署名行動が
行われました。行動では「アベ政治を許さない」のポスターも掲げ、３０００万人署名を
訴えました。

高知県
「憲法公布 73 周年県民のつどい」が 2 日開催されました。160 人が参加。小森陽一
九条の会事務局長が「文学者と日本国憲法九条」を講演しました。同つどいの主催はこう
ち九条の会、女性「九条の会」高知。

福岡県
◦北九州市 「平和をあきらめない北九州ネット」の呼びかけで、
「改憲やめろ！11・３
北九州集会」が開かれました。300 人が参加、集会後商店街を行進しました。
◦福岡市 九条の会福岡県連絡会の主催で「変えるな９条、いかそう憲法県民集会」が開
催されました。集会には 500 人が参加、繁華街・天神をパレードしました。田村貴昭日
本共産党衆院議員、荒木龍昇ふくおか緑の党代表がスピーチ、立憲民主党、国民民主党、
社会民主党からはメッセージが寄せられました。

熊本県
「安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション熊本県実行委員会」は３日、
「憲法公布の日集
会」を熊本市で 150 人が参加して開催しました。増淵千保美尚絅大学短期大学部准教授
が講演。また同市内の商店街で 3000 万人署名やスタンディングアピールも行いました。

沖縄県
SNS でつながった若者有志が 3 日、
「パレットくもじ」前（沖縄県庁向い）で、首里城
再建の募金を呼びかけるチャリティーコンサートを開き、
音楽や古典芸能を披露しました。
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