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各地で各戸訪問活動 対話し、署名訴え
戦争法廃止、改憲阻止に向け、九条

安倍首相の任期中改憲発言

の会の取り組みをお知らせください

安倍晋三君

アンケートのお願い

この憲法改正について

は、衆議院、参議院それぞれ３分の２

2016 年３月 九条の会事務局

の多数がなければ発議もできないわけ

2015 年、安倍政権が戦争法を強行し、戦

でございまして、我が党だけでこれは

後日本は大きな岐路に立たされました。し

３分の 2 にそれぞれ獲得することは、

かし、戦争法に反対する運動の昂揚によっ

ほぼこれは不可能に近いんだろうと、

て、日本を戦争する国にするかしないか、

こう思っているわけでございまして、

決着は今年に引き延ばされました。ところ

そういう意味におきましては、自民党

が安倍政権は通常国会での施政方針演説を

はもちろん、だけではなくて、与党、

手始めに、さらに踏み込んで明文改憲を訴

そしてさらには他の党の方々の御協力

えるに至っています。これを機に一気に憲

もいただかなければそれは難しいんで

法の改変を強行する構えです。九条の会の

はないかと、こう思っております。

役割が改めて問われています。

私も、私の在任中に成し遂げたいと、

こうした情勢を受けて、九条の会は、２

こう考えておりますが、これは、まさ

月８日に記者会見を開き、
「安倍首相の九条

にそういう状況がなければこれは不可

明文改憲に抗議する」という緊急アピール

能であろうと、このように考えており

を出し、安倍首相の改憲発言に抗議すると

ます。

もに、
「2007 年、9 条改憲を公言した第１次

（３月２日 参院予算委員会議事録）

安倍政権を退陣に追い込んだ世論の高揚の

事務局では、九条の会のみなさんが、この

再現をめざして、戦争法を廃止し、憲法９

夏に向け戦争法廃止、改憲阻止でどんな取

条を守り抜くこと、そのために、一人ひと

り組みを行いまた企画しているかをうかが

りができる努力を、いますぐ始めること」

い、運動の地域や分野での広がりを全国の

を訴えました。

会が共有して、九条の会の新たな飛躍の梃

こうした取り組みを強めるため九条の会

子にしたいと考え、別紙（「ニュース」本号
1

4、5 頁）のようなアンケートを作りました。

の小西理氏、弁護士の金杉美和氏、若者憲

このアンケートについては、集約してそ

法サークル「しーこぷ」のノム氏がパネリ

の結果を、全国の九条の会の皆さんにお知

ストとして駆けつけ、民主党の辻元清美衆

らせします。積極的にお知らせください。

院議員らがメッセージを寄せました。

＊アンケートについては、ダウンロード

集いでは、「近江八幡は人口約８万人。

し、お返事はファックスや PDEF でお願い

2000 万署名を１万 6000 人分集めよう」と

します。資料もありましたらおつけ下さい。

提起されました。

＊都道府県九条の会や連絡組織には別途

団地を２人１組で 600 世帯訪問

お願いします。

【広島県／広島県９条の会ネットワーク

2000 万署名の取り組みを交流

等】 戦争法廃止の 2000 万署名を達成しよ

【富山県／「９条の会」富山県連絡会】

うと２月 28 日、広島市安佐南区の高取団地

県連絡会は２月 28 日、富山市で第９回「９

の約 600 世帯の訪問行動が取り組まれまし

条の会」活動交流集会を開きました。20 団

た。広島県９条の会ネットワーク、ストッ

体 50 人が参加しました。

プ！戦争する国づくり安佐地区市民アクシ

前代表幹事の長谷川了一さんか憲法をめ

ョン実行委員会、秘密法廃止！広島ネット

ぐる情勢報告。
「オール富山」世話人の土井

ワークの３団体の主催で 69 人が２人１組で

由三さんが参院選挙区の野党統一候補実現

手分けし、246 人分の署名を集めました。

をめざす決意を述べました。

戦争法ヒロシマ実行委員会の奥村弘さん

活動交流では、
「高岡市では演劇鑑賞会の

（45）と広島マスコミ九条の会の山田圭子

例会で訴えた」
「富山市豊田では長寿会や元

さん（62）の組は、８人と対話。夫婦２人

警官などこれまで断っていた人たちから署

分の署名を寄せたパートの女性（61）は「東

名をもらい、１人で 100 人分を集めた」
「小

京で独身の 31 歳の息子が派遣で働いている

矢部市では 3000 人を目標にとりくみ、１月

が、戦争に狩り出されるのではと心配。私

で 1000 人分を超えた。戸別訪問で目標をや

たちの意志に関係なく戦争に巻き込まれて

りきりたい」などの報告が行われました。

しまいそうなので、怖い」と語りました。
元自衛隊員だという男性（64）は「以前

５党合意を歓迎し緊急集会

の自衛隊は平和だった。しかし、今の陸上

【滋賀県近江八幡市／憲法９条を守る近

自衛隊の訓練は、戦争の準備をしている。

江八幡市民の会】 「市民の会」は２月 27

頑張ってほしい」と激励しました。

日、戦争法の廃止や国政選挙での協力など

各地で「３の日」行動

の５野党合意を歓迎する緊急討論集会を市
内で開らき 120 人が参加しました。

【秋田県潟上市／潟上九条の会」】 潟上

日本共産党の堀内照文衆院議員、社民党

九条の会」は３月３日、同市内の国道沿い

県連の沢田享子副代表、元自民党衆院議員

で「アベ政治を許さない」スタンディング
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行動を行いました。
「若者を戦場に送らない」などの自作の

町内全戸訪問の署名活動

サインボード、ノボリやポスターなどを掲

（埼玉県所沢市・吾妻９条の会の藤村元

げ、戦争法廃止をアピール。買い物客や高

さんから、町内全戸訪問の活動レポート

校生、信号待ちの車などから注目を集め、

がよせられました。以下はその概要）

対話がひろがりました。

所沢には８つの９条の会があり、戦争法

参加者らは「戦争法廃止の私たちの意思

反対の運動の中で、所沢９条連絡会が作ら

を街頭でアピールして、1 人でも多くの人が

れた。そして９条連絡会としての署名推進

行動に参加してくれればと思う。運動を広

のチラシが１月末に出来上がった。

げるため、来月もがんばろう」と意気込ん

そこで２月中旬、松ケ丘２丁の全世帯に

でいました。

チラシ・署名用紙・吾妻９条の会の署名の

【熊本県／くまもと九条の会】

くまも

依頼文を封筒に入れて配布した。

と九条の会は３日、熊本市下通で、
「アベ政

私の場合、直後に３筆の署名、１週間後

治を許さない」のポスターを掲げる全国一

にも２軒から署名がポストに届けられた。

斉行動に呼応し、25 人が参加して戦争法廃

署名のお願いに、事務局員の住所・氏名を

止の 2000 万署名を呼びかけました。

書いておいた効果だった。

参加者は、全国で巻き起こった戦争法反

２月 20 日から土曜・日曜の午前と午後

対の声を無視した自公政権の強行を批判し、

に２人１組の組を作り各戸訪問を実施。私

「国民主権、民主主義を壊すものだ」と訴

は 21 日と 28 日に参加した。まず、その

えました。

結果だ。（全体の結果は３月下旬）

【秋田県／秋田九条の会】

秋田市では

戸数 留守 署名 しない 不明保留

３日、
「秋田九条の会」などが呼びかけ、宣

21 日 38

14

９

８

７

伝署名を行いました。

28 日 75

25

12

18

15

冷たい風雨が吹きつける中、ビラを配り

「わからない」や「今、忙しいから」
「あ

「今日は子どもたちの健やかな成長を願う

とで］と答えた人を不明・保留としたが、

ひな祭りの日です。だれの子どもも殺させ

署名という行為に躊躇するのが含まれて

ないため、戦争法は廃止しよう」と訴え、

いた。留守宅を除いた数字を分析すると、

2000 万署名を呼びかけました。訴えを聞き

署名した人（戸数）は 28・４‰である。

署名した 20 代の男性が「がんばって」と激

単純に日本全体の人口にあてはめると

励。参加者らは午後一時ちょうどに「国民

2000 万人を優に超える水準ではある。

と憲法無視、くらし・平和破壊のアベ政治

また、「しない」と答えた方の中で、戦争

を許さない」とポスターを掲げ、安倍政権

法にはっきり賛成といった方は２、３名

退陣をアピールしました。

で、そういう人以外にまだ運動への忌避感
やとまどいがあるという気がした。
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戦争法廃止、憲法改悪阻止に向け

九条の会の取り組みについてのアンケート

九条の会の名称
連絡先 住所
電話番号
メールアドレス：
１

戦争法廃止、明文改憲阻止をめざして、九条の会が今年に入って行った活動、取り組
みの計画を、できるだけくわしくお知らせください。
１－１

総がかり行動実行委員会が提起した 2000 万人署名についての計画をお知らせくだ

さい。

１－２

実行した催し、これからの活動の計画を、できるだけくわしくお書きください｡

２ 戦争法反対のために、2014 年から 15 年にかけて、九条の会はどんな取り組みを行い
ましたか。できるだけくわしくお知らせください。
２－１

2015 年５月に事務局の訴えと提案を発表しましたが、ご存じでしたでしょうか。
知っている。参考にした。
知っているが参考にはしなかった。
知らない。

２－２

2014 年７月１日の閣議決定前後から、15 年５月の戦争法案の国会提出、９月の強行

採決、それ以後に分けて、九条の会が行った取り組みを、なるべくくわしくお書きくだ
さい。

３ あなたの九条の会の歩みをお知らせください。
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３－１

九条の会の結成はいつですか。
よびかけ人、代表はいますか。どんな構成ですか。
会員制ですか、それとも。
事務局は定期的に集まっていますか｡

３－２

ニュースや会員相互の情報共有の仕方はどうやていますか。

３－３

財政はどうやって賄っていますか。困っていることや打開策で考えていることがあ

ればお書きください。

３－４

九条の会で最近悩んでいること、どうしたらよいか迷っていることがありますか。

３－５

九条の会の全国での取り組みについて
九条の会ニュースが定期的に発行されていることを知っていますか、読んでいますか。
九条の会のメルマガを.知っていますか？

役稿していますか？

４ 九条の会が新たな役割を担ううえで、今後望むことを教えてください。
４－１

九条の会は毎年全国交流集会を開いてきましたが、いまの情勢をふまえて、ご意見

をお聞かせください。

４－２

よびかけ人、事務局に求めることはありますか。

４－３

県の九条の会（あれば）にこんなことをしよう、してもらいたいということはあり

ますか。

４－４

ブロック別（あれば）交流集会に期待すること
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