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3000 万署名で安倍改憲反対の声を国会へ
参院審査会で各党が意見表明
参議院の憲法審査会は 12 月６日、1 年ぶ
りに実質的な審議をおこないました。

賛成

36・0 （39・4）

反対

48・6 （50・2）

わからない・無回答 15・4（10・4）

会議では自民の磯崎仁彦議員が「一部に

（「東京新聞」12 月 4 日）

根強く残る自衛隊違憲論を払拭するため」

神社の大祭で訴え 112 人が署名

自衛隊を憲法に明記することを検討してい
ると発言。これを受けて希望の党の松沢成

【岡山県高梁市／高梁９条の会】

高梁

文議員は自衛隊を「しっかり書き込むこと

９条の会は３日、近似（ちかのり）稲荷神

こそ憲法体系にふさわしい」と発言、維新

社霜月大祭の会場周辺で安倍９条改憲に反

の会の浅田均議員も「われわれも自衛隊の

対する 3000 万署名の共同行動に取り組み

明記について必要性を理解している」と同

ました。毎月の共同行動は 143 回目。約１

調しました。

時間で 112 人分の署名が寄せられました。

これにたいし民進党の白真勲議員は自衛

泉浩爾、斉藤幸子の両代表世話人ら 13 人

隊を明記する改憲は「集団的自衛権の合憲

が参加。参拝者に「安倍改憲に反対の声を

化だ」と批判。共産党の仁比聡平議員、社

国会へ届けよう。戦争放棄を決めた憲法９

民党の福島瑞穂議員は反対を表明しました。 条を守ろう」と呼びかけました。
公明党の伊藤孝江議員はこの問題に見解

多くの人が足を止の、
「戦争だけは絶対に

を示しませんでした。

いけません」
「９条は大切、安倍さんは危険
じゃ」と署名に応じました。年配の男性は

世論調査は改憲反対が上まわる

「戦争は二度とあってはならん。頑張って

共同通信社は 12 月２日、３日に世論調査

くれよ」と会員を励ましながら丁寧に署名

をおこないましたが、そのなかで「あなた

していました。

は安倍首相の下での憲法改正に賛成ですか、

母親連絡会の提起を受け、
「12 月８日は太

反対ですか」の設問に対する解答はつぎの

平洋戦争突入の日。これが赤紙です。海外

通り（カッコ内は前回 11 月１、２日）。

で戦争する国ヘの９条改憲に反対を」のビ

1

ラを配りました。
初めて参加した会員は、
「多くの人に署名

スタンディングと併せ 3000 万署名

してもらってよかった。つぎの機会にも参

【秋田県秋田市・潟上市／九条の会】 安

加したい」と話しました。

倍政権による９条改憲反対の一点で地域か
ら大きな運動をつくろうと、
「アベ政治を許

地元で 40 人の署名集めて行動に参加

さない」のポスターをいっせいに掲げるス

【宮城県／宮城県内九条の会連絡会】

タンディング行動が３日、秋田市と潟上（か

宮城県内九条の会連絡会は５日、仙台市内

たがみ）市で行われました。

の繁華街で定例宣伝を繰り広げ、安倍政権

秋田市では、「秋田九条の会」「あきた女

から９条を守る「3000 万署名」を呼びかけ

性九条の会」などが呼びかけ、ＪＲ秋田駅

ました，

前アーケードで通行中の人たちに 3000 万

参加者が「平和を守ろう！命をまも ろ

署名を呼びかけました。

う！９条まもろう！」と書いたビラを市民

行動が始まるとすぐに 40 代の女性が近寄

らに手渡しました。
「これまでは平和憲法の

ってきて署名しました。続いて、70 代の夫

うちに生きていけると信じてやまなかった。 婦が「安倍政権に改憲をされたら大変なこ
憲法を守るために今行動しましょう」とハ

とになる。何としても止めたい」と語り、

ンドマイクで次々に署名を訴えました。

多くの人が足を止めて、進んでサインしま

署名した仙台市若林区の男性（42）は「安

した。

倍政権はご都合主義で許せない。そこを国

参加者は午後１時きっかりにポスターを

民がきちんと見極めないと戦前に戻ってし

元気よく掲げて、市民にアピールしました。

まう。改憲を阻止して子どもたちに明るい

潟上市では、
「潟上九条の会」のメンバー

平和な社会を残したい」と話しました。

らが国道沿いでのぼりやポスター、プラス

仙台市太白区の女性（83）は「９条があ

ターを掲げて行動しました。雪まじりの雨

ったから戦後 70 年間平和が守られてきまし

が降る悪天候のなか、信号待ちや駐車場に

た。憲法を守りたい」と署名しました。

出入りする買い物客らから注目を集めまし

高校１年生の男女や 10 力月の女児を抱く

た。

女性などが次々足を止め書名に応じ、109

アメリカ言いなりの首相に批判の声も

人分が集まりました，
「九条を守る加茂の会」の油谷重雄さん

【福岡市南区／南区９条の会等】

福岡

（74）はこの日の午前中、地元で 40 人の書

市南区９条の会と南区革新懇は４日、市内

名を集めて宣伝に参加しました。
「今のまま

の大橋駅前で、第２回目の 3000 万署名宣伝

では戦争できる国になってしまう。そうい

をし、会員ら 16 人が「９条改憲ゆるさない

った国を孫たちに残してはならない、今声

署名に協力を」と呼びかけました。
参加者らは 150 枚のビラを配布。市民が

を上げて安倍９条改憲に反対することが大
事だと思う｝と力を込めました。

「安倍首相はアメリカの言いなり」と言っ
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て署名するなどし、76 人分の署名が集まり

幕、
「憲法変えるな 改憲は軍国の道！」の

ました。

のぼりを掲げ、安倍政権の９条改憲に反対
する「3000 万署名」をよびかけました。

北朝鮮問題を口実にした脅迫に反論

「憲法９条に自衛隊が書き加えられたら

【愛媛県松山市／三津・高浜９条の会】

軍隊になります。安部首相をやめさせない

三津・高浜９条の会は３日、スーパー前で

とだめです」と女性が署名。

定例の「３の日宣伝」に取り組みました。

「東京にいて、戦争をくぐり抜けてきま

13 人が「アベ政治を許さない」のプラスタ

した」と話す 90 歳の女性は「戦争をしてよ

ーなどを掲げ、アピールしました。

いことはありません。戦争は絶対にしては

田中慈照共同代表はスピーチで、1941 年

いけません」と力をこめました。
「侵略戦争

に三津で撮影された国策映画に言及。先月、

を反省しないと。核兵器禁止条約に署名し

地元で上映され、港から戦地へ向かう兵士

ないのはおかしい」

を激励するブラスバンドに小学生が参加し

小学４年生の娘がいる母親は「いつまで

ようと奮闘するもので｢非常につらい内容

も平和であり続けることを願うばかりです。

だった｣と感想を述べ、｢政府は、一見分か

頑張ってください」と署名し、激励してい

らない形で国民を戦争に巻き込みます。今

きました。

また同じ歴史が繰り返されようとしてい

戦争には党派を超えて反対を

る｣と訴えました。
松山大学の松尾博史教授は、北朝鮮の

【熊本県／くまもと九条の会】

くまも

核・ミサイル問題への安倍政権の対応につ

と九条の会は２日、改憲の発議をさせない

いて「挑発で危機をあおり、国民の恐怖心

ために「安倍９条改憲ノー！憲法を生かす

をばねに、一気に改憲を狙う意図が竟える｣

全国統一署名行動」とスタンディングをし

と指摘｡９条を守る努力の強化を呼びかけ

ました。熊本駅前に 70 人ほどが集まり、プ

ました。

ラカードやのぼりを持って歩道橋の上でス
タンディングし、駅前で署名を呼びかけま

戦争体験を語り署名する婦人も
【札幌市手稲区】

した。

″憲法改悪反対は国

九条の会代表の猪飼隆明氏らが「改憲を

民多数の声″―札幌市手稲区で新発寒９条

阻止するために、署名をお願いします」と

の会と「市民の嵐」
、市民と野党の共闘を求

訴えました。

める手稲区民の会は３日、共同し、ＪＲ手

男子高校生（２年生）は「戦争には反対

稲駅の通路″あいくる″でスタンディング

だから」と署名に応じました。80 歳の女性

行動をくり広げました。

は、
「戦争だけは許さない」と、駆け寄って

20 人余の人たちが「共謀罪反対です『話

署名しまた。女性は、戦争当時小学生、い

し会う』ことが犯罪に」
「憲法が危ない 日

とこを長崎の原爆で亡くしたと振り返り、

本を『戦争する国』に戻す」と書いた横断

「地球上の誰もが平和で穏やかに安心して
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生活できるよう、戦争には党派を超えて反

としても阻止しましょう」とのアピールを

対するべきです」と力を込めました。

拍手で確認しました。・
集いには県革新懇代表世話人で元県議の

総会ひらき 3000 万署名へ決意

川本幸立氏や共産党の椛沢洋平市議、
「ちば

【千葉県東金地域】

東金地域（東金、

３区結（ゆい）の会」の伊藤智香子の各氏

大網白里、山武の各市、九十九里町）
・九条

が参加、あいさつしました。総選挙を市民

の会は２日、東金市内で、2017 年度第 10 回

と野党の共闘候補としてたたかった立憲民

総会を開きました。

主党の岡島一正衆院議員も参加しました。

総会では戸賀輝彦事務局長が１年間の経

弁護士の島貫美穂子氏が「憲法改正は必

過と会計報告し、2018 に向けて①「安倍改

要なのか？」と題して講演。参加者らは、

憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名」
（3000

質疑や談論でアベ改憲の問題点を学びまし

万署名）を軸に対話の運動を②会独目で憲

た。

法を守るため国会請願署名に取り組む③

岡島氏は国会報告し、この中で、安倍９

「九条の会」のブックレットを利用した学

条改憲に反対してたたかうと表明。参加者

習会の開催―などの方針を提案しました。

は大きな拍手で応えました。

参加した会員が発言。
「安倍改憲の憲法９

孫を絶対に戦争に送りたくないと

条３項に自衛隊の明記は、ただ書き込むだ
けではないことを、分かりやすく訴えてい

【広島県三原市／九条の会・三原】 九

く工夫が必要」
「3000 万署名を 100 人の目標

条の会・三原は２日、九条の会の小森陽

で取り組もうとしているが、今一つ足が出

一事務局長を講師に迎え、講演会を開きま

ていない」
「地域ごとに日程を決めて署名行

した。
「戦争をさせない三原市民行動が後援

動をしてはどうか」など意見がだされたの

し、約 170 人が参加しました。

を受けて、それぞれの地域で「９日行動」

九条の会・三原の阪田光昭共同代表は「先

として「3000 万署名」に取り組むことを決

の総選挙で安倍政権をやめさせることがで

めました。

きなかった。どう立ち向かうか、講演を聞

総会に先立ち、プチコンサートが行われ、

いて考え合いたい」とあいさつしました。

シンガー・ソングライターの、いしい・た

小森氏は「９条３項に自衛隊の３文字を

えさんがオリジナル曲の「星（ひかり）
」
「彩

書きこまれたら、１項、２項は死文化する」

（いろどり）など全５曲を熱唱しました。

と指摘。改憲反対の 3000 署名に取り組もう
と呼びかけました。

市民と野党の共闘で力発揮し

講演を聞いた男性は

「公共の福祉を公

【千葉市緑区／誉田９条の会】 誉田（ほ

の秩序という言葉に置き換えて国民を縛ろ

んだ）９条の会は２日、区内で発足 10 周年

うとしているが、孫を絶対に戦争に送りた

の集いを開き、「草の根から世論をひろげ、

くないので、改憲は許せない」とのべまし

3000 万人の声を届け、安倍９条改憲をなん

た。
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