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 ⑪

2020 年 5 月 29 日

安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション 連絡先 ☎03-3221-4668

特

報

６月４日、署名提出を行います
「安倍９条改憲ＮＯ！ 改憲発議に反対する全国緊急署
名」の提出を、６月４日（木）１２時から、衆議院第二議
員会館前で行います。
署名を積み上げ、執拗な安倍改憲の策動に終止符を！
お手持ちの署名をお届けください。

〝民主主義の底力！〟
検察庁法改定今国会での成立断念、黒川検事長辞任に追い込む
与党・安倍政権は、内閣の意のままに幹部検察官の任期が延長できる「特例」など
を内容とする検察庁法改定案を、コロナ禍で不要不急の最たるものにもかかわらず、
衆院内閣委員会で採決を強行し、今国会での成立を目論見ました。安倍首相は５月１
８日、世論に押され今国会での成立断念を表明しました。
この検察庁法改定で後付けを謀ろうとしたことの発端、黒川東京高検検事長の違法
な任期延長問題も、本人の常習賭けマージャンの暴露で、辞任に至りました。 まさに
「天網恢々疎にして漏らさず」。しかし、検事長定年延長の閣議決定は「健在」で
す。
これらは、大音声となった１０００万超の Twitter デモ＝「＃検察庁改正案に抗議
します」、「＃週明けの強行採決に反対します」などのつぶやき、全国市民アクション
が呼びかけた黒川検事長定年延長抗議・辞任を求める賛同署名（ネット署名が３５万
１０００超、ファックスなどの署名１３００）、元検事総長や日弁連の二度にわたる
声明をはじめ法曹関係者の決起、全国各地でコロナ禍のもと工夫してとりくまれた草
の根の行動が情勢を動かした結果です。「政治は変えられる」、「政治は動かすことが
できる」「あきらめない」という民主主義の底力が発揮された瞬間でした。
直近の世論調査では、安倍内閣の支持率が２７％、不支持率６４％〔「毎日」
5/24〕、同２９％、５２％〔「朝日」5/25〕となり、「安倍内閣は危険水域」と言われ
ています。黒川検長辞任にかかわる安倍首相の責任や検察庁法改定をめぐっても厳し
い世論が示されています。

検察庁法「特例」改定は撤回、分離廃案に、
黒川定年延長閣議決定の撤回を
検察まで私物化しようという政権の思惑を貫徹するために、「特例」含む検察庁法
改定を許してはなりません。撤回、分離廃案あるのみです。また先例となる黒川検事
長の定年延長の「閣議決定」を撤回させようではありませんか。「水に落ちた犬は叩
け」、世論に背き検察まで私物化しようという政権に対し徹底した批判と追及 の声を
あげ続けましょう。
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各地の活動から
◦全国各地で取り組まれている検察庁法改定強行を阻んだ運動
◦「特例」撤回・廃案へ、黒川定年延長閣議決定撤回の運動
◦改憲発議反対全国緊急署名の活動
青

森／「私自民党員、でも署名」と安倍政権にＮＯ！

青森九条の会

青森県九条の会は５月 27 日、青森市新町商店街で安倍 9 条改憲阻止の宣伝を行い
ました。行動には 16 人が「安倍 9 条改憲は戦争への道」「検察庁法改正案は廃案
に」などの手作りポスターを掲げてアピールしました。
改憲発議反対署名を訴えていた参加者のところに訪れた女性が、「私は自民党員」
と名乗り、「コロナ危機を通じて日本が海外に依存していたことがわかった。安倍自
民党が日本経済を壊してしまったんだ」「無関心だった娘が『安倍政権を倒すにはど
うしたらいいの？』というので、選挙に行って自民党にいれなきゃいい、と言っとい
た」「安倍の支持率が下がっていがったなあ」と述べ、「近所にいる高齢者が 10 万円
の申請で困っているので手伝ってほしい」とも言い、署名してくれました。
同会は 19 日にも青森市駅前公園前でスタンディングを取り組みました。この日の
気温は 12 度でしたが参加した 17 人は元気に訴えました。

東

京／政治や検察の私物化許さない！

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５月 27 日、東京・有楽町イトシア前
でスタンディング宣伝を行いました。行動には 50 人が参加。やや人通りが回復した
中での宣伝でした。
リレートークでは、検察庁法「改正」案への抗議のツイッターに寄せられた市民の
声の力によって今国会での法案成立が見送られたこと、「おかしいことはおかしい」
と声を上げ続けよう、姑息にも定年延長を進める国家公務員法改正法案に幹部検察官
の「特例」を紛れ込ませて内閣の意のままにしようという検察庁法「改正」は断じて
許せない、撤回すべきだ、国家公務員の定年延長は長年の要求で当然、などが訴えら
れました。
訴えを聞いた高齢の女性が、「安倍首相が政治だけでなく検察も私物化、私も ほん
とうにそう思う」と改憲発議反対の署名をしてくれました。

東

京／定年「特例」撤回まで声をあげ続けよう

9 条壊すな！実行委員会

５月１９日昼、衆議院第二議員会館前に６００人が参加し、緊急行動を取り組みま
した。検察庁法改定案の今国会成立を阻止した下で、法案の先送りではなく、幹部検
察官の定年延長「特例」撤回などを求めるもので 、憲法 9 条を壊すな！実行委員会な
どがよびかけた行動です。
同実行委員会の高田健さん（総がかり行動実行委員会共同代表）は 、「世論の力で
検察庁法改定案は継続審議にさせた。しかし安倍政権は成立をあきらめているわけで
はない。勝負はこれから、コロナの条件の下で工夫しながら運動を続け、安倍政権に
よる権力の私物化を阻止しよう」と訴えました。藤沢９条の会、憲法会議、全労協、
宗教者 9 条の和、キリスト者平和ネット、憲法を愛する女性ネットの代表らが発言、
藤野保史日本共産党衆院議員があいさつしました。

東

京／検察庁法案は撤回を！自粛と補償はセットで！訴え

東京革新懇

東京革新懇は５月 21 日、大塚駅南口で宣伝行動、「本日、黒川氏辞意表明」のパ
ネルをかかげ、「検察庁法案撤回、コロナ感染予防の自粛と補償はセットで行なえ」
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などを訴えました。

東

京／プラカードづくりに青年も

コロナの下恒例行動

奈

良／検察庁法「改正」案廃案に！怒りのスタンディング

八王子アクション
5 月 16 日、小雨がふる八王子で毎月恒例の超党派集会八王子アクションをおこな
いました。45 名の市民の皆さんが雨とコロナの中駆け付けました。
シュプレヒコールができないので代わりに手作りのプラカードを募集したところ、
様々な手作りプラカードを手に参加者が集まりました。
八王子の若者たちで集会前に集まり、手書きのプラカードを作るなど厳しいコロナ
情勢の中でも創意工夫をして楽しく運動を継続しています。
来月からは集会方式をとり、時間も通常通りの１時間を予定しています。

奈良駅前

５月 23 日ＪＲ奈良駅前で、「検察庁法改正案廃案・安倍内閣退陣を求めます」の
怒りのスタンディングが取り組まれました。62 人が横断幕やプラカードをもって参
加し、駅利用者らにアピールしました。これは、奈良県労働者交流会議や奈良革新
懇、平和を求めるおばちゃんの会、九条の会奈良県ネットワークの代表らがＳＮＳで
呼びかけあい開催したものです。

兵

庫／改憲発議反対署名目標 2 万、現在 9500

尼崎医療生協社保平和委

下記は、全国市民アクションが呼びかけた黒川検事長定年延長抗議辞職求める賛同署名と
ともに全国市民アクション事務局に 届けられたメール文です。尼崎医療生協社保平和委員会
は今年 2 月、改憲発議反対全国緊急署名の提起を受け止め、 100 人で「緊急集会」を開催、菱
山南帆子全国市民アクション運営委員が講演し、野党各党の代表も参加、全国にもネット発
信して「もう一回がんばろう」と意思統一した経過があります。（編集部注）

「尼崎医療生活協同組合・社保平和委員会は『安倍９条改憲発議に反対する全国緊
急署名』を２万の目標で取り組んでおり、現在９５６３となっています。安倍政権の
権力の私物化、民主主義の破壊、平和憲法の破壊を許さず、尼崎共同行動に結集して
これからも運動を進めていきます。共に頑張りましょう！
尼崎医療生活協同組合 社保平和委員会・委員長 理事・西本美知子」

長

崎／「安倍政権は検察に介入するな！」

長崎市民集会

憲法改悪阻止長崎県共同センターと戦争への道を許さない！ながさき 1001 人委
員会がよびかけた長崎市民集会が５月 27 日、市内鉄橋（てつばし）で行われまし
た。この集会は安倍政権による検察人事や捜査への介入を許さないと抗議追及するも
ので、市民、立憲民主党、社会民主党、日本共産党の代表ら 70 人が参加しました。
世論の力で検察庁法改定の成立を阻んだことを確認、検察庁法は廃案に、検察に抗
議するなとアピールしました。集会アピールを採択し、首相官邸などに送りました。

全国各地の 19 日行動／検察庁法改定断念を追撃、黒川閣議決定撤回を要求
◦北海道・江別 江別市で活動する憲法 9 条を考える実行委員会は 19 日、大麻駅前
でスタンディングを行いました。15 年 9 月の戦争法強行以降毎月行動を続けていま
す。掲げた検察庁法改定強行断念などの横断幕に青年らも注目しました。
◦北海道・札幌市北区 戦争法の廃止を求める北区民の会は 19 日、地下鉄麻生駅前
でスタンディングを行いました。検察庁法強行断念の翌日の宣伝となり、通る人たち
から「すごいね」「うれしい」「次は撤回・廃案だね」などの 共感が寄せられ、「署名
はないの？」「がんばって」などの声も寄せられました。
◦静岡・静岡市 戦争法廃止オールしずおかアクションは 19 日夕、静岡市葵区で宣
伝。20 人が参加して、安倍 9 条改憲反対、検察庁法改正案撤回などを訴えました。
◦岐阜・岐阜市 憲法 9 条を守る岐阜県共同センターは 19 日、名鉄岐阜駅前で毎週
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木曜の宣伝行動を一カ月ぶりに再開、実施しました。黒川問題の安倍首相の責任は重
大、コロナ対策に全力をあげるべき時に改憲推進などもっての他、と訴えました。
◦岐阜・岐阜市 九条の会など市民有志は 18 日夕、名鉄岐阜駅前で 50 人が参加し
て、「検察庁法改定反対」のスタンディングを行いました。
◦福井・福井市 戦争する国づくり反対！福井総がかりアクションは 19 日、検察庁
法改定案の今国会で断念させた市民と野党の共同を確信に、安倍政権を厳しく批判し
ました。立憲民主党、国民民主党、日本共産党、社 会民主党の代表らも訴えました。
◦富山・高岡市 高岡地区九条の会は「安倍 9 条改憲に終止符を」とスタンディング
アピールで訴えました。88 人が参加しました。
◦三重・津市 憲法を守り生かすみんなの会･津と憲法共同センター･みえのよびかけ
に 16 人が参加、改憲発議反対緊急署名などを訴えました。
◦石川・金沢市 金沢市の小立野･犀川ロード九条の会は 19 日、午前 7 時半から兼
六園近くの交差点と笠舞 3 丁目交差点で「憲法 9 条を守り、安倍政権の暴走政治に
抗議する」スタンディングを行いました。
◦新潟・新潟市 安倍 9 条改憲ＮＯ！全国市民アクション＠新潟は 19 日、市内古町
商店街で街頭宣伝を行いました。改憲するな、検察庁法改正案は撤回を、などと訴え
ました。県弁護士会会長や県九条の会事務局長らがスピーチしました。
◦大阪・守口 19 日夕方、京阪守口駅前で 10 人、地下鉄大日駅前で 11 人が宣伝
しました。
◦大阪・西淀川 歌島橋交差点でスタンディング宣伝を行いました。55 人が参加。
「兵器の爆買いやめて休業補償を！」「カジノやめてコロナ対策を！」を 1 文字ごと
のパネルにしてアピールしました。
◦大阪・高槻 ＪＲ高槻駅前で 19 日、戦争させない高槻島本実行委員会が 60 人で
宣伝、10 人のリレートークを行い、チラシは置きビラ 方式にして配布しました。
◦大阪・四条畷 楠公商店街で宣伝。市民の政治や情勢への関心の高さは、40 分間
で用意した 152 枚のチラシをすべて配布したことにも表れていました。
◦大阪・京橋駅 総がかり市民団体と大阪総がかり行動の協賛で 19 日夕、京橋駅で
緊急行動を行いました。60 人が参加しました。
◦大阪・淀屋橋 国民運動実行委員会･安保破棄大阪実行委員会･大阪憲法会議 が合同
で、昼休みに淀屋橋で宣伝行動。
◦大阪・以下の地域で 19 日行動
北区･南森町、豊能･能勢電･光洋台駅前、豊中･豊中駅前、摂津･南千里コノミヤ
前、大東･住道駅前、寝屋川･寝屋川市駅前、藤井寺･ＪＲ藤井寺駅前、羽曳野･古
市駅前、河内長野･河内長野駅前、堺･堺東駅前、泉南･ＪＲ新家駅前、岬町･スー
パー前
◦鳥取・鳥取市 鳥取市九条の会などから 19 人が参加して、ＪＲ鳥取北口前で 19
日、検察庁法改定案に抗議し、定年延長の閣議決定の撤回などを求めてスタンディン
グを行いました。
◦香川・高松市など 市民連合＠かがわは 19 日、ＪＲ高松駅前など県内各地で宣伝
を行いました。コロナ対策の拡充や検察庁法改定案の今国会成立断念は世論の力であ
ることが強調されました。日本共産党、社会民主党、新社会党、戦争させない香川
1000 人委員会の代表らが訴えました。
◦高知・高知市 高知憲法アクションは 19 日、中央公園北口で 60 人が参加して集
会を開催。高知県議会会派「県民の会」、高知弁護士会憲法委員会委員長らも発言し
ました。
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