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戦争法廃止へ、対話と宣伝の輪を広く大きく
2000 万署名の取り組み本格化

さん(77)が、｢一言いいたい｣と飛び入りでマ

11 月 19 日、
安倍首相はオバマ大統領との

イクを握りました。

会談で、
「南シナ海での自衛隊活動は、情勢

我満さんは､声を震わせながら､先の戦争

が日本の安全保障に与える影響を注視しつ

で父と兄を亡くしたことを語り、｢日本が二

つ検討する」と、中国の人工島造成で緊張

度と戦争しないと決めたから、つらさを乗

が高まっている南シナ海で、自衛隊が米軍

り越えて生きてこられた｡戦争はダメです。

の兵站活動を行うことを表明しました。戦

そこのお父さんも､若い人も署名してくだ

争法成立で、日本を戦争する国にする具体

さい｣と呼びかけました。我満さんの訴えに

的な動きが始まっています。

足を止めた市民が署名しました。

こうしたなか、各地の九条の会は、
「戦争
させない・９条壊すな！総かがり行動実行

女子大生もシニア世代も次々と

委員会」ほか 29 団体が呼びかけた 2000 万

【憲法９条をまもる愛媛県民の会】

県

人統一署名を中心に、戦争法廃止の対話と

民の会は 11 月９日、松山市の商店街で､戦

宣伝の活動を本格化させています。

争法の廃止を求める 2000 万人統一署名を
呼びかけました｡大きな反響があり､昼休み
の 30 分で 50 人分の署名が集まりました。

77 歳が飛び入りで署名の訴え
【青森県九条の会】

青森県九条の会は

14 人が参加｡森英二事務局長と､えひめユ

11 月 11 日、青森市内で街頭宣伝に取り組み､

ニオンの島本保徳副委員長が訴えました。

戦争法の廃止を求める 2000 万人統一署名

署名した女子大学生は、｢戦争だけは絶対

を呼びかけました。

イヤ｣ときっぱり。女性(73)は、｢戦争に､い

署名した女性(59)は、｢安倍さんの横暴政

い戦争も悪い戦争もない｡どんな戦争でも

治を見て、自分が動かなきゃ変わらないと

駄目です｡安倍首相らは自分で戦争するこ

確信した｡9 条を持つ国の国民として堂々と

とを決めておいて､あとは高みの見物｡戦争

たたかう覚悟です｣と話しました。

に行かされるのは私たち庶民の子どもや孫

バス停のベンチに腰掛けていた我満智子

たちです｡戦争法は廃止しなくてはなりま
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せん｣と話していました。

ぎないとも言われるが、原爆を落された国
だからこそ、特別な夢である憲法９条を持

「自衛隊員に人殺しさせるな」

ち続けるべきです」と開会の挨拶をしまし

【みやぎ憲法九条の会】

た。

みやぎ憲法九

条の会は 11 月 10 日、仙台市内で戦争法の

憲法劇の歌に続いて、法政大学教授の山

廃止を求める 2000 万人統一署名への協力

口二郎さんが「2015 安保から民主主義の再

を訴えました。

生ヘ」と題して講演しました。

ビラを配りながら参加者が交替でマイク

その後、各地九条の会の代表がそれぞれ

を握り、｢安倍政権の暴走を止めるのは国民

の幟や横幕などを持って登壇。その前で５

の声です｣と訴えると､高齢者や女性などが

名のリレートークが行われました。

あいついで署名していました。

根岸線沿線九条の会連絡会の秋吉隆雄牧

買い物途中の若い女性は､｢安倍さんのし

師は、聖書の言葉を引用しながら、民主主

ていることは､解釈改憲で自衛隊員に武器

義と平和を取り戻すために、戦争法反対の

を持たせて､海外で人殺しをさせること｡む

闘いを進めようと訴えました。

ちゃくちゃだ。アベノミクスじゃなくて安

横須賀市民九条の会の岸牧子さんは、９

倍のカオスだ｣と批判しました｡

月の市議会に 27 の賛同団体で戦争法廃案の

石巻市で被災し､現在は福島県いわき市

請願を出し 18 対 22 で否決はされたが多く

で暮らす 78 歳の女性は｢主人は父を戦争で

の会派が賛成した。戦争させない横須賀オ

亡くしています｡やはり戦争はだめです｡そ

ールズを結成したと報告しました。

れにやり方がひどい｣と話していました。

厚木市九条の会ネットワークの堤昭雄さ
んは 10 の会が協力して、これまで「日本の

2000 万人統一署名成功へ大集会

青空」の上映映会や９の日宣伝行動をして

【九条かながわの会】

きたが、来年１月に 1400 名の大集会を準備

九条かながわの

会は 11 月 11 日、
「戦争する国にさせてたま

していることを報告しました。

るか９条かながわ in 横浜大集会」を開き

横浜弁護士会の石黒康仁弁護士は、法律

800 人が参加して、2000 万人統一署名を成

の専門家として憲法の基本原理である平和

功させる決意を固めあいました｡

主義、立憲主義義を守るため今後も九条の

緞帳があがるといきなり制服向上委員会

会と連携して活動を進めたいと話しました。

の歌が始まりました。ベートーヴェンの喜

９条湘南集会実行会の井上紀子さんは、

びの歌の替え歌で、憲法をテーマにした「第

来年６月に茅ヶ崎で開かれる９条かながわ

九」、「諸悪の根源目民党」との歌詞のある

大集会 in 湘南の成功を訴えました。

「Oh ズサンナ」などを歌いつつ、若者の主

集会の最後に九条かながわの会の岡田事

張を堂々と述べ、大きな拍手を受けました。

務局代表が、戦争法廃止には野党の協力が

続いて、作家で九条かながわの会呼びか

欠かせないこと、そのための世論もりあげ

け人の山崎洋子さんが、
「憲法９条は夢にす

をはかることを訴えました。
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県内各政党への訴え発表

ました。

宮城県の

9 条の会はこれに先立ち､市内で｢戦争と

｢憲法九条を守る首長の会｣は 11 日、県庁内

樹木｣ツアーを実施｡袋川の桜土手(日露戦争

で記者会見し、県内各政党に､戦争法廃止の

の戦勝記念として植えられ､鳥取大火で焼

ために連携することを呼びかける要請をす

失後､新たに植樹)、長田神社の凱旋記念樹

ると発表しました。

(戦中、出征する兵士や満蒙開拓青少年義勇

【憲法九条を守る首長の会】

軍の少年が参拝)、伊谷邸の被爆アオギリ 2

川井貞―会長(元白石市長)は､7 日に総会
を開き、｢戦後 70 年間、国民を守ってきた

世を見学しました。

憲法を､今度はわれわれが守らなければな

【佐賀県／唐津・東松浦地区 日本国憲法九

らない｣と述べ､各党派に戦争法廃止のため

条の会】 唐松九条の会は 11 月 8 日、｢戦

の連携を要請することにしたと説明。鹿野

争法と私たち｣をテーマにしたシンポジウ

文永副会長(旧鹿島台町長)は､直ちに要請文

ムを唐津市内で開き､約 40 人が参加しまし

を県内各党事務所に郵送し､後日訪問､懇

た。

談･要請すると話しました。

曹洞宗東光寺住職の仲秋喜道氏は自らの

同要請文は､他国の戦争に日本が巻き込

戦争体験を話し､歴史問題や戦争法にふれ､

まれる安保関連法が戦争法だと認識し、成

再び戦争まで発展させるようなことがあっ

立過程にも重大な瑕疵(かし)があり、首長の

てはならないと訴えました。

経験にてらしても言語道断だと批判。与党

参加者は仲秋さんの話に｢日本は戦争を

には、多くの国民の声に耳を傾け、同法の

繰り返してきた 77 年の歴史があることを改

廃止に着手するよう求め､野党に対しては､

めて思い起こした｣と、戦争法廃止への決意

小異を捨てて大同に就く見地から、各党の

を述べました。

連携を要請しています。

【富山県／大学人九条の会】

富山県の

大学人九条の会 11 月 7 日、富山市で憲法講

首長の会は､2008 年に宮城､秋田両県で発
足し、14 年には東北 6 県すべてでつくられ

演会を開き、75 人が参加しました。

たことをうけて､東北六県市町村長九条の

｢平和憲法の現代的意義―軍事力と平和

会連合を結成し 82 人が参加しました｡宮城

は相容れない｣と題して講演した同志社大

県の会には､県内 16 人、県外 10 人の首長経

学大学院の岡野八代教授は、日本軍｢慰安

験者が賛同しています。

婦｣問題とアメリカの行う戦争を例に、日本
国憲法の意義について語りました。

パレードやシンポジウム、講演会
【鳥取市「９条の会」】

岡野氏は､戦争する国家と立憲民主主義

鳥取市｢９条の

は絶対に相いれないことを強調。安倍政権

会｣と､｢安保関連法に反対するママの会＠

は来年３月の戦争法施行に向けて着々と戦

とっとり｣、県高齢者運動連絡会は 11 月 3

争の準備をすすめているが､施行させない

日、戦争法に反対して合同でパレードしま

よういまこそ市民ががんばらないといけな

した｡約 180 人が参加し､市役所周辺を歩き

いと訴えました。
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とにがっかりしていましたが､少しは良い

11・13 九条の会講演会感想から

方に変化しているのしょうか｡あきらめま
せん……おののこまち

○戦争法は憲法違反。どう考えても自衛

○東北震災の時｢始末のつかないことを

隊員の戦死者をださなくては国際貢献でき

やってはダメだな｣と原発のことをつぶや

ないと言っているようだ｡廃棄へ向けて力

いていたオジさんがいました。法案も同じ｡

を緩めない

総理よりオジさんのつぶやきのほうが､理

○日本から出た米イージス艦が南沙の 12

にかなっているように思いました｡

海里を横切り、日本に戻ってくれば､中国の

○３か月前に孫が生れました｡大江健三

艦隊が日本の領海内までついてくるかもし

郎さんの言葉､「自分の子どもたちをどのよ

れません。日本が哨戒活動を行えば､シーレ

うに教育するのかが大切」､私もこの様に生

ーン全体に緊張が広がり､経済はブロック

きていきたい。

化し､キューバ危機や第 2 次大戦前夜のよう

○秋田県議会九条の会代表の石田です。

になりそうで心配です。

○戦争は地球をこわす｡住めない星にす

○熱い思いのこもったアピールの心を実

るな！キセキの星をこわすな｡こんなに多

現するために､みなで前へ進んでいきたい

くの生命体が住める星はない。

と思います。

○安倍独裁政治を許さない！九条の会の

○大変な時代､時期です｡頑張りたいと思

存在と運動は国民の希望です。

いました｡今後ともどうぞよろしくお願い

○本日の講演会ありがとうございます｡
10 月下旬､小森陽一さんの講演を青森県八

いたします。
○今日は本当にありがとうございまし
た!!

戸市庁舎公民館で聞きました｡感動しまし

九条の会､大事に大事にしてゆきたい

た｡しかし参加人数はまだまだ少ないと思

です!!

います｡桜井よしこらが東京で憲法改正の

○７年前に亡くなった母 88 才が､九条の

１万人集会を TV は大々的に取上げ､アベ首

会に入りたいといつも話していました｡戦

相のメッセージまで放送していました｡ビ

争をにくみ､9 条の大切さをつねに話してく

ックリでした｡全国津々浦々で私たちの協

れていました｡その気持ちをこめて少額､カ

同の声を大きくしていかねばと思います｡

ンパします。

今日の先生の皆さん､お体を大事にガンバ

○なくてはならない会ですが､高齢者の

ッテ下さい｡
○今の目標は全国で 2000 万署名を完遂

参加が多く､先が気になります。戦争は絶対
にしてはいけない。

することです｡署名、来年参院選で戦争法賛

○政治とは全然関係のない友が､新聞に

成議員を落す運動、“アベ政治を許さない"

載った戦争法案反対署名を｢家族でしたら

運動と､いろいろな手段を使って､ぜひとも

渡すから送ってね｣と私に言ってきました｡

戦争法をつぶすまで､各地の九条の会は闘

九条の会で撒くビラに見向きもしない人び

います。
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