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全国各地から戦争法案ＳＴＯＰ！
戦争法案廃案！
7.28 大集会・デモ
に 1 万 5000 人
28 日、戦争させない・9 条壊すな！
総がかり行動実行委員会は「強行採決
許すな！戦争法案廃案へ！7･28 大集
会」を開催。日比谷野外音楽堂周辺に
は 1 万 5000 人が結集、30 分前には人
があふれ、入りきれない人たちは集会
と並行して国会請願デモを行いました。
集会には政党から、枝野幸男民主党
幹事長、小池晃日本共産党副委員長、
吉田忠智社民党党首、主濱了生活の党と山本太郎となかまたち副代表が駆けつけあいさつしました。神田香
織、鎌田慧、雨宮処凛、佐高信、小山内美恵子、落合恵子、「安保関連法案に反対するママの会」代表の各
氏が連帯あいさつ。憲法共同センターの小田川義和全労連議長が行動提起をおこない、「粘り強く、できる
ことはすべてやろう。FAX、メール、抗議文、議員要請、署名活動などなど…。9 月中旬の山場に向け、8 月
30 日に 10 万人国会大包囲を行なう。全国でも呼応して 100 万人行動にしよう。そして、戦争法案廃案、安
倍政権退陣をかちとろう」と呼びかけました。
国会請願デモは 21 時前まで続き、衆参両院議員面会所ではデモ参加者と国会議員とのエール交換が熱く
交わされました。

各団体・地域のとりくみ
山梨民医連、山梨民医労が共同集会・デモ開催
28 日、「戦争させない・9 条壊すな！」白衣の抗議集会
＆パレードが開催され、医師や看護師、事務職員など 110
人が参加しました。山梨民医連（平田理理事長）と山梨民
医労（岩瀬千佳委員長）が共同して開いたものです。集会
ではアピールを確認、「職場決議」をあげて地元の国会議
員各政党本部や首相官邸にファックスを送ろうと呼びか
けられました。
南アルプス市の巨摩病院から参加した看護師は「尊い命
を守り、救うのが私たちの毎日の仕事。その対極にある戦
争に向かう動きは何としてもくい止めたい」と話しました。
集会後、ＪＲ甲府駅前から県庁、平和通りをパレード。甲府駅前の工事現場では休憩中の作業員 2 人が立
ち上がり、シュプレヒコールに合わせて拳を突き上げエールを送ってくれました。
★山梨では、山梨憲法共同センターが毎週火曜日定例昼宣伝、9 の日行動（8 月は 6 日も）にとりくみ、
「戦
争させない」山梨実行委は毎週木曜夕方宣伝を開催、8 月 7 日には県民集会を予定しています。

新潟「戦争法案廃案！総がかり行動」に 1000 人
新潟県憲法センターや県平和運動センターなどでつくる実行委員会は 27 日、「戦争法案廃案！総がかり
行動 in 新潟」を開催しました。平和団体や労働組合のほか、東京電力福島第 1 原発事故で新潟県に身を寄
せる避難者らが、新潟市陸上競技場のサブグラウンドに集まりました。
参加者の声「やむにやまれぬ気持ちで初めてデモに参加した。今日はすべて赤の服装で、戦争法案反対の家
族や友達の思いも表したい」
（女性）
「子どもたちのために、どうしても戦争法案は廃案にしたい」
（1 歳の子
どもを連れた夫婦）
「今、大人が行動しなければ、子どもたちの未来に顔向けできない。新潟からも声をあ
げよう」
（安保法制に反対するママの会の磯貝さん）

福島 郡山共同センター
活動再開・次々にニュースも発行
郡山憲法共同センターは、福島第一原発事故を機に、活動を停止。郡山復
興共同センターとして活動をすすめてきました。しかし、戦争法案の危険性
が明らかになってきている中で、憲法共同センターのニュース発行が必要と
考え、再刊することになりました。6 月 2 日の 234 号から毎週のようにニュ
ースが発行されています。その他、9 のつく日の「9 の日」行動や、共同の金曜行動など様々なとりくみを
継続しています。
初めての「9 の日」行動郡山では初めて「9 の日」行動として辻立ちの宣伝行動を行いました。午後 1 時か
ら 3 時までの 2 時間の行動に、郡山市職労 2 人、新婦人 2 人、県立高教組 1 人の 5 人が参加。新婦人が郡山
空襲の惨害に触れながら戦争とはいかなるものか話し、
「6.21 憲法集会」のチラシを戸別配布。近くのアパ
ートから出てきた大学生はわざわざチラシを受けとり演説が終わると拍手をしてくれました。
6.21 戦争させない・9 条壊すな県中県南集会郡山憲法共同センターや平和フォーラムなど多くの市民団体、
個人で準備会をつくり、
「戦争させない・9 条壊すな 福島 県中県南集会」を開催し、650 人が参加。連帯
挨拶では山本太郎参議院議員が「戦争法案は大企業のため」と批判、糸数慶子参議院議員は自らの沖縄戦の
体験を語り会場はしんと静まり返りました。福島県青色申告連合会名誉顧問の名木昭さんは「私には心臓（晋
三）病がある。これの病をなくせば長生きできる」と話し、会場からどっと笑いが起こりました。

8 月毎週火曜日いっせい宣伝
①JR 新宿駅東口 18:00～19:00 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
毎週実施
②茗荷谷駅前 17:30～18:00 新婦人、農民連、憲法会議
③巣鴨駅前

18:00～19:00 自治労連

④西新橋一丁目交差点

8/18 8/25 実施

8/4 8/18 実施

17:30～18:15 国公労連 毎週実施

⑤四ツ谷駅前 18:00～19:00 全教 8/4 8/11 8/25 実施
⑥上野駅マルイ前 18:00～19:00 全労連事務局、
全労連加盟単産（自治労連・国公労連・全教・年金者組合・生協労連以外）
毎週実施
⑦御茶ノ水駅前 18:00～19:00 全日本民医連 毎週実施
⑧大塚駅前＆池袋東口 12:30～13:00 東京地評、年金者組合 毎週開催
8/4

8/11 8/25→大塚駅前

8/18→池袋東口

※憲法共同センター構成団体や個人の方は、お近くの宣伝箇所にご参加ください。

行動日程

＊主催団体記載のない行動は「総がかり行動実行委員会」の主催

３０日（木）
◆戦争法案廃案！強行採決反対！第１１回国会前木曜連続行動 衆院第２議員会館前 18 時半～19 時半
＊憲法共同センターは参院議員会館側

３１日（金）
◆安保関連法案に反対する学生と学者による共同行動 主催：安全保障関連法案に反対する学者の会
砂防会館１階大会議室（簡単な集会後デモ）
（１）学生と学者の共同集会 17：00、デモ 17：40～（砂防会館→自民党本部→参・衆→日比谷公園）
（２）学生と学者と市民の共同集会 18：10 デモ 18：40～（砂防会館→自民党本部→参・衆→日比谷公園）
（３）国会前抗議行動 19：30～21：30 国会正門前北庭側

８月４日（火）、11 日（火）
、18 日（火）
、25 日（火）

＊9 月以降も

◆とめよう！戦争法案 毎週火曜日いっせい宣伝行動 全国各地
＊憲法共同センターは、都内８カ所
・新宿東口･上野マルイ前･御茶ノ水駅の 3 か所は、毎週 18 時～19 時
・巣鴨駅（8/4 と/18 実施）･四谷駅（8/4、8/11、8/25 実施）18 時～19 時
・西新橋１丁目交差点(毎週 17 時半～18:15)
・茗荷谷駅（8/18、8/25 の 12 時半～13:15 実施）
・大塚駅(8/4、811、8/25 の 12 時半～13 時実施)

８月５日（水）

主催：国民大運動実行委員会など３団体

◆定例国会行動 12：15～13 時 衆院第２議員会館前

８月６日（木）、13 日（木）
、20 日（木）
、27 日（木）

＊9 月以降も

◆戦争法案廃案！強行採決反対！国会前木曜連続行動 衆院第２議員会館前 18 時半～19 時半
＊憲法共同センターは参院議員会館側

８月９日（日）
◆「9 の日」大行動
全国各地で
＊憲法共同センター、東京共同センターは、新宿駅西口
８月 30 日（日）
◆10 万人国会包囲大行動
＊14：00～15：30
＊国会周辺

10：30～12：00

