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憲法共同センターに報告された、29 日・30 日の全国 100 万人行動に連帯するとりくみは 600 カ所以上に
上っています。国会包囲や全国のとりくみは参加者を元気づけ、9 月も次々に新たな行動がくまれています。
来週、再来週、山場の２週間をむかえます。憲法共同センターは本日、アピールピール・行動提起を発出し
ました。新たなとりくみも提起されています。全国各地でできることは全部やり切りましょう！
北海道
8 月 30 日、北海道では全国 100 万人大行動に連帯した行動が、道内 51 カ所で開催されました。（北海道
憲法共同センターからの報告）写真は札幌で開催されたデモの様子です。

秋田
秋田では、8 月 30 日「安保法制をめぐる議会報告と小林節さん（慶応大学名誉教授）の講演を聞くつどい」
（主催：県議会 9 条の会）に予想を上回る 800 人が参加。戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動秋田実
行委員会の集会・デモも、目標を上回る 1000 人の参加で大きく成功しました。地元紙でも大きく報道され
ました。
8 月 29 日には、横手市で戦争する国づくりをストップさせるオール横手緊急行動、大館市で「大館の女た
ちが呼びかける 8.29 市民アクション」が開催されそれぞれ 110 人余が参加しました。
（秋田県憲法センター事務局ニュースより）
埼玉
8 月 29 日から 31 日、埼玉県内では 7 カ所で行動がとりく
まれました。
（憲法共同センター調べ）
30 日、さいたま市緑区では「全国 100 万人行動」の呼び
かけに応え、
「九条の会」を中心とした実行委員会主催の集
会・パレードがとりくまれ、地域としては過去最高の 650
人が参加しました。この集会を成功させるため、地元自治
会長など様々な分野から 1000 人近い賛同人の協力がありま
した。
31 日には前日の国会行動の疲れも見せず、さいたま市内
で「第 3 回 戦争を許さない女性のレッドアクション」が

女性のレッドアクション

行われ、750 人が赤いものを身に着けて参加。埼玉の女性は怒っています。はじめに埼玉会館で小林節・慶

応大学名誉教授の講演がり「立憲主義」について学びました。その後、県庁前から浦和駅西口まで「戦争法
案ストップ！」と元気なコールで市民にアピールしながらパレードしました。
（埼玉憲法会議ニュース「希求」より）
東京
8 月 29 日、30 日、東京都内では 12 カ所で行動がとりく
まれました。
（憲法共同センター調べ）
八王子では、8 月 30 日 10 時半から、
「戦争をさせない八
王子市民集会実行委員会」が八王子駅北口で戦争法案反対
の大行動を開催しました。小雨交じりのなか、バンド演奏、
詩の朗読、若者リレートーク、各界からのリレートーク、
コールを繰り返し、駅前は 1200 人超の参加者の熱気に包ま
れました。実行委員会は午後からの国会包囲行動への参加
を呼びかけました。
（憲法共同センター八王子ニュースより）

マルベリブリッジやバス待ちの人も聞き入る

島根
島根からは、8.30 国会包囲行動に 26 人が駆けつけました。
全国 100 万人行動に連動し、安来、松江、雲南、出雲、大田、邑南町、江津、浜田でも集会やパレード、
スタンディングアピールがとりくまれ、県下で 1000 人の県民が参加しました。
松江の集会には 400 人が参加。集会では、大学の教師、弁護士、市民などが次々とリレートークで法案廃
案への思いや安倍政権への怒りを訴えました。15 時 55 分に参加者全員で行った全国いっせい 100 万人コー
ルでは、
「戦争法案絶対反対！」
「安倍政権はいますぐ退陣！」などの声が会場いっぱいにとどろき熱気に包
まれました。松江テルサ前の集会は 6 月 150 人、7 月 350 人、そして 8 月は 400 人と回を重ねる毎に増え、
確実に戦争法案反対の輪が広がっています。
（とめよう！戦争法 こわすな！憲法 9 条 島根県民運動ニュースより）

テルサ前での集会

憲法共同センターは 29 日・30 日の全国のとりくみついて集約中です。
各組織で、把握している行動、人数等がありましたら、先日お送りした調査表にご記入いただき、メール
でのご返信にご協力ください。

9 月 1 日都内、毎週火曜日宣伝 8 ヵ所、193 人参加
9 月 1 日は突然の雨に襲われながら、都内 8 ヵ所で宣伝を開催しました。
四ツ谷駅（全教本部）10 人、新宿東口（全商連、自由法曹団、民青、全国革新懇、共産党など憲法共同セ
ンター運営団体や生協労連など）23 人、大塚駅（東京地評、年金者組合など 8 団体）47 人、巣鴨駅前（自
治労連本部）23 人、西新橋一丁目交差点（国公労連、国公労連加盟単組）25 人、茗荷谷駅（新婦人、憲法
会議、農民連、ＨＰを見た男性など）25 人、御茶ノ水駅（全日本民医連事務局、ミドルズ）12 人、上野駅

マルイ前（建交労、ＪＭＩＵ、映演労連、全国一般、自交総連、医労連、全日赤など全労連加盟単産、全労
連事務局）28 人、計 193 人が参加。憲法署名や戦争法案反対署名を 115 人分集めました。各宣伝場所に日本
共産党から国会議員と秘書の方が駆けつけて下さいました。
西新橋一丁目交差点
国公労連の千葉前中央執行委員は、
「戦争法案が通されれば、海外での
軍事行動に自衛隊が組み込まれ、さまざまな形で私たち国家公務員も協
力させられる。私たち国家公務員も家族や親族がいる。憲法を尊重し擁
護する義務を負う公務労働者として、憲法違反の戦争法案を廃案にしな
くてはならない。一緒に戦争法案反対の声を上げよう」と訴えました。
シール投票（写真）した市民は 10 人で、20 代の青年からは「安倍政権
は独裁者で、いまの政治ではダメだ。戦争法案は絶対阻止しなければい
けない」と語るなど、対話と共同を深めました。
上野駅マルイ前
「憲法守れ」の署名をしてくれた方の声を紹介します。
◆北海道から出稼ぎに来ているという専門学校生(20 才男性)は「安
全保障は何らかの形で必要だが、安倍、谷垣、公明党が大嫌いだか
ら署名する」と。働いたお金は学費の足しにするそうで、「安倍は
こんな庶民のことはわからないだろう」
「戦争することには反対」
とも語っていました。
◆仕事帰りの女性(62 才)は「安倍は 1 日も早く辞めてほしい。何も
かも悪い」
◆仕事帰りの男性(61 才)は「憲法違反はハッキリしている。やり方
が姑息。アメリカに言われてのことかもしれないがやり過ぎ」
茗荷谷駅前
対話がひろがりました。
◆中年の女性が寄って来てくれ、
「30 日行きたかった。テレビが全然報道しなかったのに、ビックリ！もっ
とお報道すべき」と
◆大学生が、
「就職先に自衛隊を選べば派兵されることになり、自分にとって身近な問題」と署名。署名し
た女子大学生が「知らされないうちに、どんどん決まっていくのが怖い」と話しながら署名。
◆女子高校生が「学校で論文を書くようにと課題が出た」と話すので、戦争法案の中身を話すと、マジ顔に
なった。新婦人のミニチラシと新聞を渡すと受け取り、戻ってきて「資料、ありがとう」と言ってくれた。
御茶ノ水駅
日本共産党・赤嶺政賢議員が駆けつけて、審議がストップするほど
ひどい法案の内容についての批判を中心に力強く 15 分ほど訴えていた
だきました。続いて、事務局の岡村さん、中嶋さんがゲリラ豪雨にも
負けず、ずぶ濡れになりながら訴えつづけました。
あまりにも激しく雨が降ったため署名もチラシ配布も中止し、ハンド
マイク宣伝一本に絞りました。もちろんプラスターやのぼり旗でのア
ピールは行いました。
＊次回（9 月 8 日）の都内火曜日宣伝は大塚駅（12:30～13:00）のみ開催します。
それ以外は、
「戦争法案廃案！安倍政権退陣！9.8 新宿西口宣伝」
（18:30～19:30）に結集します。

行動日程
９月３日（木）

赤字は、新しい提起または変更箇所です。
18:30～19:30

◆戦争法案廃案！強行採決反対！国会前木曜連続行動

主催：総がかり行動実行委員会

衆院第２議員会館前 （全労連など憲法共同センターは参院議員会館側）

９月８日（火）
◆毎週火曜日全国いっせい宣伝行動 全国各地で
＊都内では、大塚駅（12:30～13:00）のみ開催
◆「戦争法案廃案！安倍政権退陣！９.８新宿西口大宣伝」 主催：総がかり行動実行委員会
18:30～19:30 新宿駅西口
新宿西口を埋め尽くす圧倒的規模（1 万人以上）で成功させよう！
９月９日（水）
◆「９の日大行動」 全国各地で
憲法共同センター、憲法・東京共同センターは、新宿駅西口 12：00～13：00
◆日比谷野音大集会＆国会請願デモ 18：30～ 集会（日比谷野外音楽堂）
集会後、国会請願・銀座デモ
＊憲法共同センターは銀座デモに集中します

９月 10 日（木） 14:00～16:30
◆議員要請＆署名提出院内集会

主催：憲法共同センター

院内集会 14：00～15：00（衆議院第 1 議員会館 大会議室） 議員要請 15：00～16:30
９月 10 日（木）
、９月 11 日（金）、
◆座り込み行動と国会正門前大集会

主催：総がかり行動実行委員会

13：00～17：00 戦争法案廃案！座り込み行動（国会正門前）
18：30～20:00

戦争法案廃案！国会正門前大集会

９月 14 日（月）～18 日（金）
◆座り込み行動と国会正門前大集会

主催：総がかり行動実行委員会

13：00～17：00 戦争法案廃案！座り込み行動（国会正門前）
18：30～20:00

戦争法案廃案！国会正門前大集会

14 日（月）は、数万規模の国会包囲行動にします。憲法共同センターは図書館前に集合。

９月 15 日（火）
◆毎週火曜日全国いっせい宣伝行動 全国各地で
＊都内では、上野駅マルイ前は 17:00～18:00 実施
その他の宣伝の詳細は後日お知らせします。
＜お知らせ＞
全労連ビデオニュース９月号（8.30 国会 10 万人全国 100 万人大行動）が出来ました。ぜひご覧になってく
ださい。
https://youtu.be/H6oQR_1KoiQ

