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２０００万人署名、廃止の連合政府促進の活動 
「９の日行動」「アジア・太平洋戦争開始 74年行動」 続 報 
 

 2015 年最後の「９の日行動」とアジア・太平洋戦争開始の日である 12 月 8 日、全国各地で取り

組まれました。全国各地でさまざまな団体・グループによって「戦争法廃止を求める 2000 万人統

一署名」や野党共闘促進の呼びかけや行動が取り組まれました。前号に続き紹介します。 
 
 〝憲法守れ〟集会に 320人 千葉  
 千葉県憲法会議と憲法をいかす千葉県共同センターは 8 日、「STOP!『海外で戦争する国』戦争

法廃止を求める憲法集会㏌ちば」を千葉市内で開催しました。320 人が参加しました。集会では栗

田禎子千葉大学教授、井上哲士日本共産党参院議員が講演しました。 

栗田教授は中東におけるテロとのたたかいがヨーロッパ内部に及んでおり、いつ大戦争になって

もおかしくない、この状況で安保法制が作られたことはある意味世界への宣戦布告でもあり、した

がって戦争法廃止の運動は世界的意義をもつと述べました。 

井上議員は、戦争法廃止の国民連合政府の実現に向けた国民的運動、その推進力となる 2000 万

人署名をやり遂げることの重要性を強調しました。 

ＳＥＡＬＤs のメンバーが特別発言を行いました。 
 
 再び戦争を繰り返させない 宮城で集い  
 宮城革新懇（平和・民主・革新をめざす宮城の会）は 8 日、仙台市で「再び戦争を繰り返させな

い集い」を開き、講演と総会をおこないました。56 人が参加しました。講演「自衛隊国民監視と

戦争法」（山田忠行弁護士）ののちの総会では、2000 万人署名の推進などの方針を確認しました。 
 
 和歌山の母親大会連絡会 9000枚の「赤紙」配布、2000万人署名も  
 和歌山県の母親大会連絡会は県内 20 ヵ所以上で行動し、新聞折り込みや職場配布を含め 9000

枚の「赤紙」を配布し、2000 万人署名に取り組みました。このうち西牟婁の各地域では 2000 枚を

配布、日高、那賀地域では地域のスーパー前で宣伝、和歌山市では朝、昼、夕と 3 回の行動が組ま

れ、伊都、有田では住宅街でのポストインなどが行われました。 

 この日は和歌山県下では、「生命を生み出す母親は、子どもたちを戦場に行かせたくありません」

「戦争法廃止」の声と 2000 万人統一署名の訴えが響き渡りました。 
 
 憲法九条わかやま県民の会が「9の日」行動  
 憲法九条を守るわかやま県民の会」は 8 日、毎月の「9 の日行動」をアジア・太平洋戦争開戦の

日 8 日に繰り上げ、JR 和歌山駅前で実施しました。この日の行動では、「戦争法廃止を求める 2000

万人統一署名」への協力を訴え、道行く市民が応えました。 
 
 治安維持法犠牲者国賠同盟和歌山 野党協力、2000 万人署名を訴え  
 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟和歌山県本部は、JR 和歌山駅前で「野党の協力で戦争法廃

止の国民連合政府を」と訴えました。宣伝では 74 年前の戦争突入を振り返り、再び戦争させない

ために戦争法を廃止しよう、野党協力で廃止の国民連合政府を、世論結集の 2000 万人署名をと呼
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びかけました。 
 
 憲法壊すな！弁護士がデモ 和歌山  
 憲法９条を守る和歌山弁護士の会は 8 日、「憲法の破壊を許さないランチ TIME デモを行いまし

た。この行動には弁護士ら 100 人が参加しました。「戦争法ぜったい反対」「壊すな憲法」「戦争し

たがる総理はいらない」などを唱和し、市内を行進しました。 
 
 若者「武力で平和ありえない」と署名 鳥取  
 鳥取県母親大会連絡会は 8 日、JR 鳥取駅北口で「赤紙」ビラを配布し、2000 万人署名を呼びか

けました。2000 万人署名をした 24 歳の男性は「武力で平和は守れない。武力で人を傷つけるなど

とんでもない。戦争はなくしてほしい」と述べながら署名をしました。 
 
 松江駅前で宣伝 島根  
 島根県母親大会連絡会などがよびかけ、8 日早朝松江駅前で「赤紙」（＝召集令状を模し、戦争法

廃止を呼びかけている）を配布しました。20 人が参加。訴えでは「戦争法廃止の国民連合政府の

実現を」などが強調されました。若い 2 人連れの女性たちが「安保法制はやめて」と声をかける場

面もありました。 
 
 35回目の平和キャラバン始動 山口革新懇  
 「二度と日本が戦争の加害者にも被害者にもなってはならない」と 8 日、山口県革新懇が呼びか

ける第 35 回平和キャラバンを県下 6 コースの宣伝を開始しました。 

山口市での出発式には 60 人が参加し、「戦争法廃止の国民の声を大きく集めよう」、「2000 万人

に『待っていました』と署名する市民もいる」などと決意の表明や運動が報告されました。 
 
 「赤紙！？」と青年が署名 福岡  
 福岡県母親大会連絡は 8 日、市内・天神で「赤紙」の配布と 2000 万人署名の呼びかけを行いま

した。参加した 26 人が宣伝するなか、「赤紙」を初めて見たという青年が説明を受け、署名しまし

た。 
 
 「無関心なら政府のいいように」と署名 長崎  
 14 人が参加して、8 日行った長崎県母親連絡会の宣伝の中で、若い女性が、「今まで憲法 9 条で

守られてきたことをなんで変えなければならないのか、政府の説明は全く納得がいかない。TPP で

もアメリカいいなり。無関心でいるなら政府のいいようにされてしまう」と怒って 2000 万人署名

に応じました。 
 
 30人で「12・8平和行動」 佐賀  
 実行委員会がよびかけた「12・8 行動」が佐賀市内で行われ、30 人が参加しました。リレートー

クや街頭シールアンケート、2000 万人署名などが取り組まれました。 

50 代の女性は「戦争はなにがあってもいけない。安倍さんのやり方は強引でおかしい」と述べ、

署名しました。 
 
 熊本 開戦の日パレードで訴え  
 熊本県革新懇、憲法連、平和憲法を活かす県民の会が共催して取り組まれた「再び戦争への道を

許すな・戦争法廃止・憲法 9 条を守ろう開戦の日行動」には 100 人が参加、商店街を行進しました。 

デモに先立つ集会で、「再び戦争への道を選ぶことをゆるさないために、戦争法廃止の世論を広

げ、統一候補を実現し参院選で勝利しよう」との発言もありました。 
 
 天文館で 46人の署名、300枚の「赤紙」配布 鹿児島  
 鹿児島県母親大会連絡会がおこなった天文館での宣伝行動には 12 人が参加。1 時間で「赤紙」

ビラ 300 枚を配布、2000 万人署名は 46 人分寄せられました。「私も配る」とビラ 10 枚を持ち帰

る人もいました。 
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当面の行動日程 
 

12月 15日（火） 「毎月第 3火曜日宣伝行動」／総がかり行動実行委員会呼びかけ  

全国各地で取り組みましょう！ 

＜憲法共同センターが取り組む都内の行動＞ 

①ＪＲ新宿駅西口 12 時～13 時  

（全商連、自由法曹団、民青同盟、全国革新懇、日本共産党、生協労連） 

＊日本平和委員会の沖縄連帯「15 日」宣伝と共同して開催します。 

②茗荷谷駅前 12 時～13 時 （新婦人、農民連、憲法会議）  

③巣鴨駅前 18 時～19 時 （自治労連） 

④虎の門交差点（郵政本社ビル寄り） 12 時 15 分～13 時 （国公労連） 

⑤ＪＲ四ツ谷駅前 12 時 30 分～13 時 （全教） 

⑥上野駅マルイ前 12 時～13 時  

 （自治労連・国公労連・全教・年金者組合・生協労連以外の全労連加盟単産、全労連事務局） 

⑦御茶ノ水駅前 12 時 15 分～13 時  （民医連） 

⑧大塚駅前 12 時 30 分～13 時 （東京地評、年金者組合） 

 

12月 16日（水） 憲法共同センター運営委員会 

18 時～ 平和と労働会館 

 

12月 18日（金） 解釈で憲法 9条壊すな！実行委員会 

18 時 30 分～ 文京シビック 4Ｆ区民会議室Ａ 

 

12月 19日（土） 「19日行動」／総がかり行動実行委員会呼びかけ／全国で取り組みましょう！ 

＜都内＞ ※総がかり行動実行委員会は夜の国会前集会は開催しません。 

「自衛隊を戦場へ送るな」総がかり講演集会 

開場 13 時 30 分 集会 14 時～16 時 30 分 北とぴあ・さくらホール（1300 人収容） 

 

12月 21日（月） 2016年 5・3憲法集会第 1回実行委員会 

18時 30分～ 連合会館 

 

12月 23日（水・休） 戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会 

13時～ 連合会館 

 

12月 24日（木）「秘密保護法」廃止へ！実行委員会 

18時 30分～ 文京区男女平等センター研修室Ｄ 

 

1・4通常国会開会日 国会前行動／総がかり行動実行委員会呼びかけ 

2016 年 1 月 4 日（月）12 時～13 時 衆議院第 2 議員会館～参議院会館前 

 

1・6秘密保護法廃止「６日を忘れない国会行動」／「秘密保護法」廃止へ！実行委員会 

1月 6日（水） 12時～13時 衆議院第 2議員会館前 
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「9の日行動」／憲法共同センター・憲法東京共同センター／全国各地で取り組みましょう！ 

＜都内＞1 月 8 日（金）12 時～13 時 ＪＲ新宿駅西口 

 

1月 12日（火） 憲法共同センター運営委員会 

10 時～ 平和と労働会館 

 

１月 19日（火） 「19日行動」／総がかり行動実行委員会呼びかけ／全国各地で取り組みましょう！ 

＜都内＞18 時 30 分～19 時 30 分予定 衆議院第 2 議員会館～参議院会館前 

 

1月 19日（火） 「毎月第 3火曜日宣伝行動」／総がかり行動実行委員会呼びかけ  

全国各地で取り組みましょう！ 

＜憲法共同センターが取り組む都内の行動＞ 

①新宿駅西口 12 時～13 時 （全商連、自由法曹団、民青同盟、全国革新懇、日本共産党、生協労連） 

②茗荷谷駅前 12 時～13 時 （新婦人、農民連、憲法会議、自治労連）  

③虎の門交差点（郵政本社ビル寄り） 12 時 15 分～13 時 （国公労連）  

④ＪＲ四ツ谷駅前 12 時 30 分～13 時 （全教） 

⑤上野駅マルイ前 12 時～13 時  

（自治労連・国公労連・全教・年金者組合・生協労連以外の全労連加盟単産、全労連事務局） 

⑥御茶ノ水駅前 12 時 15 分～13 時  （民医連） 

⑦ＪＲ池袋東口 12 時～13 時予定 （東京地評、年金者組合） 

 

民意が届く選挙制度の実現を！選挙制度を考える 1・25学習集会／「11団体」主催 

1月 25日（月） 14時～16時 衆議院第 2議員会館 多目的会議室 

講演:中野晃一上智大学教授／国会報告:穀田恵二日本共産党国対委員長／意見交換 

 

憲法共同センター全国交流集会 

2 月 20 日（土） 10 時 30 分～16 時 全国教育文化会館（エデュカス東京） 

講演:森英樹名古屋大学名誉教授／問題提起／経験･活動交流 

 


