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九条の会だからできる取組みで 2000 万人署名を
戦争法廃止へ出足早くスタート

って対抗する必要がある。政党も違いを乗

【愛媛県松山市／まもろう憲法９条！石

り越えて共闘してほしいとの思いで、この

井の会】 「まもろう憲法９条！石井の会」

場を設定した」と述べました。

は正月３日、松山市古川の久兵衛広場で餅

民主党の木村勝好県連幹事長代理は、安

つきをして、
「戦争法廃止を求める 2000 万

保法制について「憲法違反の部分の廃止法

人署名」を訴え、
「アベ政治を許さない」と

案を提出したい」と述べ、参院選では、公

アピールしました。

認候補をすでに決めていると発言しました。

餅つきが始まると、近所の子どもたち

共産党の中島康博県委員長は「戦争法を

が集まり、重い杵を支えてもらいながらつ

廃止させる。この大義があれば参院選で共

きました。会員は「餅も、９条を守る活動

闘することは可能だ」として、廃止に向け

も粘りが大切だ」などと対話しながら、餅

て 2000 万人統一署名と危険性を国民に知

を通行人らに振る舞いました。

らせる活動に取り組みたいと話しました。

【熊本県／くまもと九条の会】 くまも

社民党の田山英次県連幹事長は、安保法

と九条の会も３日、熊本市下通商店街で、

制を廃止するために全力をあげたいと述べ、

戦争法廃止の全国統一行動をしました。50

「参院選の 1 人区は、野党が協力する姿勢

人が参加、
「アベ政治を許さない」のポスダ

で臨みたい」と語りました。

ーを掲げ、
「2000 万署名」を呼びかけました。

みやぎ憲法九条の会の河相一成共同代表
は、シールズの活動に触れ、
「彼らは政党は

「参院選での共闘」で懇談会
【宮城県／みやぎ憲法九条の会】

関係ない。民主主義を取り戻すたたかいと

みや

して行動している。各党もその思いで取り

ぎ憲法九条の会の提唱で安保法制廃止に向

組んでほしい」と訴えました。

けた政党懇談会が 12 月 22 日開かれ、民主

「オールしずおか｣で戦争法廃止を

党、共産党、社民党が参加しました。
みやぎ憲法九条の会の後藤東陽共同代表

【静岡県／オールしずおかアクション】

が「安倍政権の暴走に対し国民が一つにな

静岡県で戦争法廃止、同法の発動ストッ
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プ､｢野党は共闘｣を追求するための｢戦争法

討論では、国民的共同の署名運動である

廃止！オールしずおかアクション｣が 12 月

2000 万人署名をやりとげる重要性や、中

21 日夜､結成されました。

国・北朝鮮問題を悪用した「脅威宣伝」に

幹事団体は､静岡県弁護士九条の会､安保

有効に反撃することが大切だとの意見が出

法制に反対する静岡大学有志の会､憲法を

されました。

守り･生かす静岡県共同センター､静岡市憲

同会は、九条の会として正式に活動する
ことにし、
2000 万人統一署名の目標を決め、

法九条の会です。
静岡市駿河区で行われた会議で､共同セ

他団体にも働きかけることにしました。

ンターから提案｡戦争法廃止など 3 点で一致

ママの会などと共同で宣伝行動

する団体･個人と共同して全国の｢総がかり
行動｣と連携した運動を静岡で展開するこ

【大分県別府市／別府市九条の会など】
大分県別府市 12 月 19 日、別府市九条の会

とを目的に掲げています。
また､戦争法廃止 2000 万人統一署名を県

やママの会など７団体でつくる｢戦争法の

内で 50 万人分を達成するため､署名推進ア

廃止を求める別府の会｣(吉永哲男代表)が別

ピールを採択。県民や､あらゆる団体に呼び

府駅前で 2000 万人統一署名を呼びかけま

かけ､そのための交流会を開催していくこ

した。｢会として初の合同街頭行動｣(吉永さ

とを確認しました。

ん)に 40 人が参加｡観光客、中高生らも関心

新年２月 13 日に､静岡市の駿府城公園で

を寄せ、１時間で署名 159 人分が集まりま

2000 人規模の｢戦争法廃止！戦争させない･

した。

９条壊すな大集会｣を開催することになり

友人連れの中津市の女性(63)は､署名簿を

ました｡広範な団体・個人に呼びかけて実行

掲げた参加者のもとに歩み寄り｢戦争はダ

委員会を結成し､第 1 回実行委員会を 1 月 14

メよ、が母の口癖だった｡母は被爆直後の広

日に静岡市内で開くことも決めました。

島を通過した一番列車に乗っていたと話し
ていた｣と述べ､署名しました。

「国民連合政府」テーマに学習会
【島根県美郷町／美郷・九条の会】

同日夕、大分市でも｢戦争法の廃止を求め
る市民の会｣の 35 人が繁華街で署名に

島

根県美郷町の「美郷・九条の会」
（準備会）

取り組みました。

はこのほど、
「戦争法廃止の国民連合政府」
をテーマにした学習・討論会を開きました。

４団体のよびかけで県民集会

まず向瀬慎一氏から「国民連合政府」を

【福島県／福島県九条の会など】

戦争

めぐる論議について説明がなされ参加者か

法反対の一点で共同する４団体がよびかけ

ら、戦争法廃止の 2000 万人統一署名に取り

た｢戦争法反対！ 全国いっせい 19 日行動･

組む意義についての質問や「戦争法をわか

福島県民集会｣が 12 月 20 日、福島市で開か

っていない人も多い」などの意見が出され

れ、県内各地から会場を満杯にする 750 人

ました。

が参加しました。
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安全保障関連法に反対する県大学･短期

90 回以上参加した 75 歳の男性は｢5 歳の

大学研究者の会の呼びかけ人の坂本恵氏､

とき横浜市で終戦を迎えたが､父が戦死。宮

改憲阻止県連絡会代表委員の斎藤富春氏､

城､青森､岩手の 3 県で疎開生活を続けた｡家

憲法をいかす県民の会の呼びかけ人代表の

畜のヤギを追い払いながら､道端の草を食

角田政志氏、県九条の会代表の吉原泰助氏

べたこともある｡戦争法は絶対に廃止した

の順で､主催者あいさつしました。

い｣と話していました。

｢今度の参院選で､安保法制に賛成した人
を国会に送り出すことを絶対阻止しなけれ

地域の九条の会が協力しあって

ばならない｡政党は安保法制廃止の一点で

【宮城県仙南地域／仙南九条の会連絡会】

協力していただきたい｡そのために市民運

宮城県仙南地域 2 市 7 町の｢九条の会｣で

動などの人たちが立場の違いを超えて手を

つくる仙南九条の会連絡会は 12 月 20 日、

結び､大きなうねりをつくっていこう｣(吉原

白石市で安保法制の廃止を求める集会を開

氏)というあいさつなどに大きな拍手が寄せ

き､市内中心部をデモ行進しました｡約 80 人

られました。

が参加しました。

民主党県連の金子恵美代表代行、日本共

元白石市長で､｢憲法九条を守る首長の

産党県委員会の久保田仁委員長､社民党県

会｣の川井貞一会長が｢年賀状に安保法を廃

連の小川右善代表がそれぞれ連帯あいさつ

止する決意を書きました｡連帯して頑張ろ

しました。

う｣とあいさつしました。

集会では､戦争をさせない 1000 人委員会

｢白石憲法九条を守る会｣の丑田鉄也代表

事務局長の内田雅敏氏､元福島大学学長の

は｢戦争廃止を求める 2000 万署名の達成と

今野順夫氏が講演｡終了後､市内をパレード

選挙での野党共闘を実現させよう｣と訴え

しました。

ました。
デモで楽器をたたいた仙南青年 9 条の会

100 回目を迎えたスタンディング

(9john)の佐藤雅宣さん(36)は、｢若い人がデ

【岩手県釜石市／釜石・大槌九条の会】

モで訴えるようになったので､無党派の人

岩手県の釜石･大槌九条の会と釜石市平

に呼び掛ければ､もっと運動が広げられる

和委員会は 12 月 22 日、釜石市の国道脇で

と思う｣と話しました。

戦争法廃止を求める 100 回目の｢スタンディ

仙南九条の会連終会は､仙南地域 9 自治体

ング｣を行いました。14 人が参加し、ドライ

すべてに九条の会が結成されたことから昨

バーに訴えました。

年４月に発足｡各自治体で集会･デモに取り

釜石市は 1945 年 7 月 14 日と 8 月９日の

組んでいます。

艦砲射撃で､壊滅的な被害を受けました。

200０万人統一署名の取り組み交流

戦争法に反対する両団体は法案審議中の
8 月１日から連日、スタンディングを継続｡

【青森県青森市／青森市内九条の会】青

のべ 623 人が参加しました。

森市の｢蓮得寺｣(真宗大谷派)で 12 月 20 日、
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同市内で活動する地域の九条の会交流会が

2000 人署名の成功▽5･3 憲法集会の成功▽

開かれ､23 人が参加しました。

戦争法廃止 19 日行動への参加▽けんぽうサ

｢戦争法反対運動をどう盛り上げるか｣と

ロン京都の充実･発展を呼びかけました。

題し､村松恵二･弘前大学名誉教授が講演。

活動報告では､戦争法反対署名を取り扱

「日米安保がなくなることへの漠然とした

っていることを記したステッカーを作り、

不安を持つ国民感覚を理解するとともに､

家のポストに張るなど､さまざまな取り組

専守防衛論を正確に分析し､認識すること

みが報告されました。

が重要だ」と強調。｢非戦ブランド尊重派の

戦争法廃止などを求める

専守防衛論と協調しつつ､新たな理論展開

意見書を可決した議会

をつくる。毛嫌いせずに､共同関係をつくり
だし、運動を大きく発展させることが大事｣

（12､26 日現在｡数字は可決議会の数)

と語りました。

【北海溢（5）】根室市、旭川市、芦別市、

講演後、２つの分科会で､戦争法廃止の

歌志内市、上砂川町

2000 万人署名成功へ全力を尽くすなど、運

【青森（1】今別町

動を広げるため､活発に意見を出し合いま

【岩手（13）】県議会、花巻市、陸前高田

した。

市、久慈市、二戸市、大船渡市、北
上市、宮古市、奥州市、軽米町、平

2000 万人統一署名成功をよびかけ
【京都府／憲法９条京都の会】

泉町、一戸町、田野畑村

憲法９

【宮城（１）】美里町

条京都の会は 12 月 12 日、｢9 条京都のつど

【山形（３）】山形市、南陽市、川西町

い｣を下京区のキャンパスプラザ京都で行

【福島（３）】会津若松市、喜多方市、西

い､約 300 人が参加しました。

郷村

渡辺治･一橋大学名誉教授が｢戦争法廃止､

【茨城（１）】取手市

立憲主義をとりもどすたたかいと九条の会

【東京（１）】武蔵野市

活動｣と題して講演しました｡戦争法に反対

【長野（７）
】中野市、飯山市、南木曽町、

する広範な共同が政党を動かし､市民を励

飯綱町、木島平村､宮田村､中川村

ましてきたことについて｢私たちが持つ確

【三重（２）】県議会、菰野町

信は､共同の蓄積､共同の経験､共同の文化｡

【京都（３）】京田辺市、宇治市、向日市

この共同があれば戦争法廃止に向けて大き

【奈良（２）】香芝市、三郷町

な流れをつくることができる｣と熱弁。憲法

【滋賀（１）】愛荘町

は死んでいないと訴え､戦争法の強行で､九

【広島（２）】三次市、庄原市

条の会の運動は第 2 ステージに入ったと話

【島根（１）】大田市

しました。

【鳥取（１）】日野町

小笠原伸児･世話人兼事務局長は､戦争法

【高知（１）】大月町

の廃止に向けた活動として▽学習の推進▽

計 48 議会
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