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5 月｢全労連・戦争法廃止・憲法闘争推進月間｣
職場から学習を力に全組合員参加で 2000 万人署名やりきろう

【自治労連】

京都府職労 「府職労魂」で目標達成へ

京都府職労亀岡支部では、支部長の手紙を添えた署名用紙を配布したところ、家族の方にも協力いただ
くなどとりくみが広がり、目標の 300 筆の半数近くまで集まっています。目標達成に向けて、駅頭での
宣伝や地域への署名訪問なども検討しています。
北上地協では、毎週水曜日の夕方、スーパー前で署名宣伝行動を行っています。
また、府職労全体でも、会議は午前中に行い、午後は JR 二条駅や円山駅で駅頭署名宣伝やシール投票
など工夫したとりくみをすすめています。
現役組合員だけでなく OB も元気です。福知山市大江町在住の組合員 OB たちは、署名を片手に集落を
全戸訪問し、過半数を大幅に超える署名を集めています。
「府職労魂」で 2000 万人署名達成のため走り続けます。
「自治体の仲間」5 月号より

【全教】
全山形

全山形 169％、静岡は 139％達成

169％達成

「戦争法は廃止！野党は共闘を！」をスローガンに

2000 万人署名の目標に対し 169％の大幅な達成となりました。全教組織の中で一番の達成率です。
山形では「戦争法」廃止を求める県民集会を開いたり、毎月第二・第四月曜日の街頭署名や毎月 19 日
の昼休みパレードを粘り強くとりくんだ成果が実った結果といえます。
「戦争法は廃止！野党は共闘を！」
をスローガンにとりくみを続けていきます。

静岡

139％達成

「戦争法」廃止！立憲主義を取り戻す！を合言葉に

目標に対し 139.1％を達成しました。この間、全教静岡のホームページ「ともにー」
で何度も 2000 万人署名の重要性を取り上げてきました。去年の年末に行われた「平
和の旅」の沖縄ツアーや、県内で行われている「戦争法」反対集会の様子など、地道
に取り上げてきたこの間のとりくみの成果と言えます。
私たちはあきらめない！「戦争法」廃止！立憲主義を取り戻す！を合言葉にさらに
署名を積み上げています。

静岡でも各地で 2000 万人署名箱が置かれています。皆さんの
ところに置かれている署名箱にもそろそろ署名があるかも？

兵庫高

組合新聞で奮闘を伝える「なんとしても目標達成を」

兵庫高では梅林書記長が先頭に立って地元の淡路で 500 筆を集めています。
書記長のがんばりにプレッシャーを感じた小野委員長も郵送作戦を開始しました。切手を貼った返信
用封筒をつけて知人に署名とお手紙を添えて発送しました。
また、機関紙「兵庫高教組新聞」で 2000 万人署名を重要なとりくみとして位置づけ、記事を掲載して
います。兵庫でも５月３日の憲法集会にむけて、労働運動での潮流の違いを乗り越え、「戦争法」廃止、
立憲主義と民主主義を回復し、守る集会を共同で開催することになりましたが、上部団体の違う教職員
組合との共同記者会見も機関誌に掲載しています。またニュースでは、74 歳の女性が目標の 50 筆を突
破し、さらに署名活動をひろげ、すでに 200 筆を超えていると報じています。その秘訣はスーパーなど
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で知人に会うと躊躇なく署名をお願いするなどしているとの事です。

全教千葉・東葛支部

組合員の絶え間ない努力で

全教千葉・東葛支部では、8 割近い 63 の分会から署名が寄せられ
ています。現時点で目標達成（一人 10 筆）した分会は、17 分会で
す（4 月 10 日時点）。
学校長に「最初に署名してください」と訴え、管理職も含めてほ
ぼ全職員が賛同してくれた分会がいくつかありました。校内で署名
を集めきった分会では、学校外でのとりくみまで広げています。
講師の組合員は、ご近所から 10 筆以上集めてくれました。空白
分会にも知人を頼りに訪問し、20 筆近く集めてくれました。職場訪
問の場合には、返信用封筒と署名用紙を一緒に届けて、返信しても
柏駅前にて「戦争法」反対宣伝
らっています。
～東葛支部のみなさん♪～
4 月下旬までに、
目標の 8 割達成をしようと意思統一しています。
目標半分達成バスツアー開催！
全教千葉・東葛支部では、2000 万署名に節々の目標を決めてとりくん
できました。目標半分を達成したので、3 月 20 日にバスツアーを企画！
房総半島をバスで周り、目標達成に向けて 2000 万署名をがんばろう！と
意思統一をした旅になりました。
バスツアーに参加した、
東葛支部のみなさん

埼玉・埼玉高

青年部平和学習ツアー開催

３月５日（土）
、埼玉と埼玉高の青年部合同で、平和学習ツアーを開催しました。20 人が参加。お昼に
は、
「焼きとん」を食べて交流しました。
東松山市の埼玉県平和資料館を見学しました。資料館では、現知事のもと、3 年前開館 20 周年のリニ
ューアルを理由に、従軍慰安婦や南京大虐殺など戦争の加害責任に関する展示が一切取り払われてしま
っています。また、平和主義の根幹である憲法９条と前文のパネルが、目立つ場所から、展示室の端や外
側に追いやられています。
未来ある子どもたちを守る使命がある私たちは、この時代だからこそ、戦争の歴史をきちんと学び、し
っかりと平和を守るために活動していくべきだと改めて感じました。
全教「憲法・平和・核兵器廃絶メールニュース」より

【みえ労連】 そういん地域労連 18 歳選挙権リーフ・アンケート

アンケートハガキ・・・18 歳選挙権、消費税、安保法制、原発再稼動、ブラ
ックバイト、政治活動の参加などについての質問です。
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「未来をつくるのは私たち」と「アン
ケートハガキ」を、４月 21 日午前７時～
８時 30 分、県立桑名高校と県立いなべ
総合学園の高校生に渡す行動を行いま
した。
桑名駅北口で行動。にっこり笑って受
け取った男子高校生が戻ってきて「同級
生に渡すので 10 枚ください」と。
「いら
ない」と通り過ぎた高校生が戻ってきて、
「やっぱりアンケート書きます」との積
極的な反応がありました。
「桑員労連ニュース」4 月号より

憲法闘争行動日程
5 月 11 日（水）定例国会行動
■日時／5 月 11 日（水）12：00～12：40 ← 時間変更
■場所／衆院第２議員会館前
■主催／国民大運動・中央社保協・安保破棄実行委員会
＊12：40～「被災者を切り捨てるな！国の責任で復興」5・11 国会行動（主催／災対連）
5 月 第 3 火曜日行動 全国各地でとりくみましょう！
＜東京都内＞
■日時／5 月 17 日（火）
①ＪＲ新宿駅西口 12 時～13 時
（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＞、全労連事務局、自由法曹
団、民青同盟、全国革新懇、日本共産党）
②茗荷谷駅前 12 時～12 時 45 分
（新婦人、農民連、憲法会議）
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御茶ノ水駅前 12 時 15 分～13 時 （民医連）
⑥大塚駅前 12 時～12 時 30 分 （東京地評、年金者組合など）
⑦千駄ヶ谷駅 12 時～13 時 （婦団連、婦民クラブ、生協労連）
５・１９署名提出行動（総がかり行動）
＜東京都内＞
■日時／5 月 19 日（木）14 時～15 時
■場所／衆院第 1 議員会館 1 階多目的ホール
■主催／総がかり行動実行委員会
5 月 「19 日」行動 全国各地でとりくみましょう！
＜東京都内＞
■日時／5 月 19 日（木）18 時 30 分～19 時 30 分
■場所／議員会館前～国会図書館前 ＊憲法共同センターは国会図書館前に集合
■主催／総がかり行動実行委員会
5 月 20 日（金） 安倍暴走政治ストップ！戦争法廃止！労働法制改悪阻止！・第 1 次最賃デ―･･･全労連中央行動
賃金を柱とする諸要求を前進させるとともに、労働法制の改悪を許さず、ブラック企業なくせ、消費税
率再引き上げ阻止、戦争法廃止などの国民的課題も掲げ、政府・国会に対する要求行動を行う。
■日時／5 月 20 日（金） 終日
△戦争法廃止・諸要求実現 全労連決起集会 14：15～15：00 砂防会館
5 月 25 日（水）定例国会行動＆院内集会
■日時／5 月 25 日（水）12 時 15 分～13 時 ■場所／衆院第２議員会館前
◇院内集会 14：00～衆議院第 1 議員会館・大会議室
「安倍政権打倒！戦争法廃止、国民要求実現 5.25 院内集会」講演：二宮厚美・神戸大学名誉教授
■主催／国民大運動・中央社保協・安保破棄実行委員会
「明日をきめるのは私たち―政治を変えよう！6.5 全国総がかり大行動」 8.30 を上回る全国行動に！
＜東京都内＞
■日時／6 月 5 日（日）14 時～15 時 30 分
■場所／国会周辺
■主催／総がかり行動実行委員会
6 月 「9 の日」行動 全国各地でとりくみましょう！
＜東京都内＞
■日時／6 月 9 日（木）12：00～13：00
■場所／新宿駅西口
■主催／憲法共同センター、憲法東京共同センター

各組織のとりくみ、ニュース、チラシなどをお送りください。
Mail : move@zenroren.gr.jp（
憲法・平和グループ）
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