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安倍退陣へ、宣伝・署名手をゆるめず
新たな力加えさらに前進へ

コロナ禍の中、軍事費は天井知らず

【静岡県菊川市／菊川市憲法９条の会】

「敵基地攻撃能力保有」政策の中心ミサ

菊川市憲法９条の会は 2006 年 12 月に結

イル防衛のため軍事費が急増しています。

成されました。その後、市民塾の開講、講

すでに、この名目での予算は、12 年～20

演会、映画会、憲法学習会を開催。横断幕
を市内３箇所に掲示して管理をしています。
年間４回会報「リンゴの樹」を発行し、30

年に合計２兆 6730 億円を投入、当初予算の
２・７倍近く。導入停止となったイージス・
アショア予算は 1787 億円ですが、すでに

号が５月に発行されました。難しいという

196 億円は米ロッキード・マーチン社に支払

声と深い内容に勉強になりますという反響

い済み。「予定通りの日程で作業をすすめ

があります。毎年８月には、菊川市役所ロ

ている」同社に今後どの程度払うか不明。

ビー１階で「被爆写真展」を開催し、来場

ミサイルそのものは日米共同開発の経費

者からは「大切な活動です」「展示をして

が膨らみ 1 発 40 億から 50 億円に達する見

下さりありがとう」等の声が寄せられてい

込み。イージス艦４隻を８隻に倍増し、最

ます。憲法記念日に向けて「意見広告」に

新鋭の「まや」には 1720 億円を投入。

取り組んで来ました｡ 2014～15 年には高校

実質スパイ衛星としての機能が急速に拡

生向きのチラシ「戦争する国づくり、ぜっ

大している宇宙衛星は、今後現在の４基か

たいダメ！」を菊川、掛川市内の４高校前

ら 10 基をめざしており、すでに予算は最近

で配布しました。

の決算額 600～900 億、これまで１・４兆円

前回の市長、市議選立候補者に公開質問

を投入しています。

状を送り、護憲か改憲かを問い結果を記者

コロナ被害にはまともな対策をしない政

会見して公表しました。

府に抗議の声を。

2007 年頃市内９地区で事前に地区集会準
備会を開催し、７～800 枚のチラシをポステ
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ィングし地区集会を開催したと記録されて

行動を続けてこられたと思います。今後も

いました。世話人だった皆さんは創造的な

幅広い人に署名や行動参加を訴えていきた

活動を意欲的にやられていた事が伺えます。 い」と話しています。
結成から 14 年、メンバーの高齢化に伴い

５年で 600 回、参加者 6000 人余

新たなメンバーも迎え再出発をすることに
なりました。
新しい活動として７月 19 日「憲

【新潟県加茂市／加茂・九条の会】 加茂

法カフエ」に挑戦します。「コロナと私達

九条の会は 11 日、第 600 回のスタンディン

の暮らし」というテーマで､菊川９条の会ら

グを実施しました。

しい「憲法カフエ」になるよう取り組んで

2015 年７月 13 日の戦争法反対から始まり、

います。

毎週月、土曜の月約 10 回の行動を続け、延

（久保田幸枝「九条の会掛川 通信」20

べ参加者は５年で 6416 人になります。

年７月９日）

翌 12 日は、総会後に 600 回記念のスリラ
ンカカレーの食事会を開きました。

雨や雪に負けずにスタンディング５年

「敵基地攻撃」は戦争への一歩

【長野県白馬村／白馬・小谷９条の会】
2015 年７月から毎週行われている安倍９条

【愛媛県/憲法９条をまもる愛媛県民の

改憲反対のスタンディングが、18 日で５周

会】 愛媛県民の会は９日、松山市の繁華

年を迎えます。

街、街道一番町口で定例の街頭宣伝に取り

スタンディングは白馬・小谷９条の会が

組み、「改憲発議に反対する全国緊急署名」

呼びかけ、白馬駅前の交差点で毎週金曜日、

への協力を訴えました。

約 20 人がプラカードやのぼり旗を掲げて通

森英二事務局長は８日の衆院安全保障委

行人や車に向けてアピールしています。

員会の閉会中審査で、河野太郎防衛相が敵

コロナ禍で約１ヵ月中断したものの、雨

基地攻撃能力の保有は憲法上可能と述べた

や雪でも元日（16 年）も休まず行動。10 日

ことについて「憲法９条に背くだけでなく、

に 254 回目の行動をしました。９条改憲に

歴代自民党政権が堅持した『専守防衛』か

反対する署名は新日本婦人の会と共同で約

らも大きく外れる。まさに戦争をする国づ

2000 人分を集めています。

くりだ」と批判。「敵基地攻撃能力の保有

「白馬駅前スタンディングニュース」も

にかんする土俵に乗ることは９条を変えよ

2015 年 12 月から毎週欠かさず発行し継続的

うという土俵に乗ることです。明確に反対

な行動の支えになっています。

する」と強調しました。

白馬・小谷９条の会事務局の速水政文さ

署名に応じた東温市の女性（80）は「平

んは、「メンバーには親から戦争の体験を

和の憲法を守りたいから９条改憲に反対」

聞いて育った人も多く、９条を守りたい、

ときっぱり。松山市の女性（70）も「戦争

安倍政権の悪政をやめさせることが憲法９

反対だから」と笑顔で署名に応じました。

条を守ることにつながるという思いがあり
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コロナ後の日本は新しい政治を

75 年前の 1945 年、和歌山は１月から７

【徳

島県／九条の会徳島】 九条の会徳島は９

月まで 10 回の空襲に見舞われましたが、中

日朝、徳島駅前の国道交差点で、毎月定例

でも被害のおおきかったのが 7 月９日の大

のスタンディング宣伝を行いました。

空襲です。一夜にして 1101 人が犠牲になり
ました。来襲したＢ29 爆撃機は 100 機を超

大雨のなか集まった 20 人の参加者は交差
点の四隅に分かれ「アベ９条改憲ＮＯ！」

え、9 日深夜から翌未明にかけて焼夷弾が

「憲法９条改悪許すな！」「守ろう９条い

次々投下され、市街地の７割が焼け野原に

かそう憲法」の横断幕をもってアピールし

なり、国宝の和歌山城も灰燼に帰しました。

ました。

デモ参加者は京橋プロムナードまで、和

バスの窓から通学中の高校生や、運転手

歌山大空襲の犠牲者への鎮魂の思いをこめ

が手を振るなど声援が寄せられました。

ながら「安倍９条改憲反対！」を訴えて行

上地大三郎事務局長は「コロナ禍は、こ

進しました。

の国で一人ひとりの命を守る政治が行われ

（「九条の会・わかやま」405）

ていなかったことをあぶり出した。日本国

コロナ禍が教えた憲法の大切さ

憲法はその全体で、国民の命や健康、暮ら
しを守ることを国の責任として求めてい

【東京都文京区／本郷・湯島九条の会】

る」とのべ「野党は立場や考え方は違うだ

参加者の皆さん。小雨のなか、お疲れさ

ろうが『憲法を守る政治を行う』一点で団

ま。きょうは 6 人の方々が参加しコロナ禍

結してほしい」と強調。「国民はコロナ後

での安倍政権、都政の無策を糾弾しました。

の世界は、このままではいけないと感じ始

コロナ危機を体験している今のわたした

め、安倍政権に代わる新しい政治を求めて

ちはこれまで気づかなかった多くのことを

いる。野党がしっかり『別の道』のビジョ

知らされている現実を訴えました。とりわ

ンを示すことが大事だ」と語りました。

け生活格差です。憲法 25 条を文字通り実現
させることの大切さを語り、2 項に書かれて

和歌山大空襲の犠牲者を偲び

いる「国は、すべての生活部面について、

【和歌山県／憲法９条を守る和歌山弁護

社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及

士の会】 ７月 15 日、第 73 回ランチ

び増進に努めなければならない」。まさにこ

タイムデモ（憲法９条を守る和歌山弁護士

んにちのコロナ禍を国は全力で対処する責

の会呼びかけ）が行われ、60 人の市民が参

務があります。

加しました。

国家とは何か。権力者のためにあるのか、

和歌山市役所前でのデモ出発に先立ち、

国民のためにあるのか、この訴えは赤信号

藤井幹雄弁護士は，
「７月９日は和歌山大空

で待っている人々に届いているようでした。

襲の日でした。犠牲者への鎮魂の思いを込

何人もの方が頷いていました。

めて歩きましょう」と訴えられました。

「黒川前検事長不起訴、検察許すも、国
民許さん」「東京だってゼロメートル地帯、
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防災対策を」「イージス・アショアの失敗、

「緊急事態立言」が解除され久しぶりの

虫の良すぎる敵基地攻撃準備、憲法違反」

宣伝行動。コロナ感染防止策として、対話

といったプラスターを持っていると路ゆく

や署名・チラシの配布などは自主的に行い

人々が見入っている姿も多く見られました。 ませんでしたが、工夫してより多くの市民
途中で電池が切れるというアクシデント

の方々に改憲ＮＯ！の声を届けていきたい

もありましたが、戦後 75 年、2 度と戦争さ

と思います。

せないわたしたちの行動は続きます。

（東松山九条の会事務局長「東松山九条

次回 8 月は 11 日（火）です。広島・長崎

の会ニュース」ＮＯ75）

への原爆投下、敗戦と続く月です。

全国署名のさらなる広がりを

（
「本郷・湯島九条の会」石井 彰）

【前橋市南橘町／南橘地区九条の会】

工夫凝らし改憲ＮＯ！を市民の中に

6 月 28 日現在の南橘地区九条の会の署名

【埼玉県日東松山市／東松山九条の会】

数は｢改憲発議に反対する全国緊急署名｣

６月 21 日（日）、高坂ピオニウオーク前交

(新署名)含め 3,515 筆になりました。(目標

差点において、「安倍９条改憲ＮＯ！東松

4000 筆！)

山市民アクション」による宣伝行動が元気

新型コロナウイルス感染に備え、皆様に

に行われ 18 人が参加しました。

直接お会いしてお話をさせていただくこと

大型商業施設が集まる交差点付近は、た

はできませんがこのニュースを通じ､又、署

くさんの買い物客や乗用車が途切れること

名依頼のお手紙などで“平和憲法を守ろう"

なく通り、新型コロナと通常国会の問題、

と呼びかけていきます。

憲法と緊急事態条項、医療や教育の課題な

皆さんのお手元にお届けした｢ご協力の

ど、スーパーメガホンによる音（声）の訴

お願い｣に同封の署名用紙にご署名いただ

えに振り向き耳を傾けていました。

き、ご返送いただけるよう宜しくお願い申

また、横断幕やプラスター、プラカード

し上げます。

には「憲法変えるな・政治を変えよう！」

南橘九条の会は、地域の皆様とのコミュ

「アベ政治に終止符を・市民と野党の共同

ニケーションや結びつきを一番大切な事と

で！」「国会を止めるな・国民の疑問に答

して活動しております。お宅にお伺いして

えよ！」「コロナ対策費を〝食い物〝にす

お話する事や､ニュースやチラシを読んで

るな！」「軍事費を削って少人数学級を！」

いただく事など様々行っております。

「沖縄新基地いますぐ止めて、コロナ・災

そしてもう一つ、「電話で皆様の声やご

害対策費に！」「森友・加計・桜・黒川・

意見を聞く」活動もしていきたいと思いま

河井、うやむやにするな！」など市民・国

す。どんな事でも“愚痴”でも良いです｡気

民・有権者の思いを書き、高く掲げてアピ

楽にお話し下されば幸いです。

ールしました。

（事務局・浅尾「南橘地区九条の会ニュ
ース」Ｎｏ133）
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