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やりきろう！「戦争法廃止 2000 万人署名」
【生協労連】 目標 10 万筆に向け奮闘中 現在 48,974 筆
コープさが
労理共同で戦争法廃止の署名に取り組んでいます。３月 26 日には新栄店で２回目の宣伝をおこない
２時間で 99 筆の署名をあつめ、2000 筆を突破。

岩手学校生協
労組員 80 人で 8500 筆の署名を集めています。
パル労組 先週から毎週木曜日に京橋駅前で平和部会の主催で署名・宣伝行動をおこなっています。ま
た、署名用紙入れを全事業所分買いました。
京都
月一の定例店舗前宣伝を展開中。
京大パート
学内で署名活動ができるかどうか検討中。

関西地連

毎週集約開始！10 単組 3316 筆(4/4 現在)

大学での未集約が多いことから、プロジェクトチームを結成し、大学のなかまとともに 2000 万人署
名を推進するために打開策を検討中！

あいち

トヨタの企業城下町

豊田でも戦争法廃止アクション（野々山さんより）

豊田はトヨタの企業城下町。
「戦争法廃止」のような政治的アピールやアクションを市民レベルでは
しにくいところでもあります。３月 29 日、私は豊田のママのスタンディングアクションを応援する気
持ちで豊田市駅前に向かいました。
駅前ではママや男性４人がアクション中。スーツ姿の私が近づくと「何か抗議でしょうか？」とまず
聞かれ、警戒されてしまいました。
「安心してください。私は豊田市民です。プラカードをもってアク
ションに来ました」としどろもどろに言うと、ホッとされた様子。「ありがとうございます。どうぞ目
立つ所へ」とライトの真下を案内されました。足早に過ぎる方が多かったのですが、学生らしき女性か
らは「安保法って、安倍さんがいってるやつだよねぇ」と署名もしてくれました。
国会前や名古屋アクションとは、数や規模は雲泥の差。しかし、豊田という街で施行日に戦争法廃止
をアピールできたことに大きな意味があります。最初に警戒されたのは、今後の笑いの種に。

いずみ

労使共同で平和学習会（4/30）

700 筆を集約。7500 筆を目標に取り組んでいます。4 月 30 日には、木村草太氏（首都大学准教授）を
講師に学習会を開催します。

みやぎ

4 月～5 月 労理共同で署名を推進

4 月から 5 月にかけては、理事会との共同で安保法制の廃止を求める統一署名に変えて取り組みをさ
らにすすめていきます。
職員へのお願い署名はすでに、所属長へ生活文化部より送られています。戦争法の署名をしていない
職員および家族への記入をお願いするものになっています。こ～ぷ委員会には、4 月中旬からはじまる
第 2 回こ～ぷ委員会で呼びかけるものとなっています。そして、最終ＧＷが終わったところで、業務保
障扱いで委員会と共同で追い込みで店頭署名を行ないます。
このほかに、執行委員・部会役員で分会長・分会パート代表者会議終了後、4 月 16 日午後 14 時半～
15 時半に榴岡店と新寺店で店頭署名行動を行ないます。また地域の九条の会とも共同して 20 カ所近く
4 月中旬まで店頭行動を実施していきます。
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しが

新入職員労組説明会でも署名訴え

新入職員労組説明会（新人 7 人）で 2000 万人署名を訴え 30 筆増えました。3 月 29 日現在 337 筆に
なりました。

おかやま

６つの店舗前で一斉署名

１１０人分

3 月 19 日、大野辻、西大寺、東川原、大福、福富、山陽の６つの店舗前で一斉署名を行い、110 人分
の署名が集まりました。東川原は宇野学区 9 条の会との共同開催。地域のつながりも広がっています。
～署名郵送スタート 署名ぞくぞく。うれしい手紙も届いています～
全労組員への署名郵送作戦のお返事がぞくぞく届いております。ご協力ありがとうございます！現在
届いているもので 404 筆！！
その中に労組員のご家族からこんな手紙が届きました。この思いに寄り添って行動をしよう！！

「いつも大変お世話になっております。先日は職員家族宛に戦争法廃止への署名用紙を送り頂きまして
ありがとうございました。
（中略）何としましても廃止とし、未来の子ども達が戦争に加担する可能性を
失くさねばならないと強く願っております」
生協労連「2000 万人統一署名推進ニュース」より

【日本医労連】 戦争法の発動は許しません！

次々、目標達成！

日本医労連では、戦争法廃止を求める署名とあわせて、著名人からの戦争法廃止賛同メッセージを募っ
ています。現在、脚本家、大学教授、俳優、ジャーナリスト、弁護士、エッセイスト、コメデイアン、映
画監督、作家、評論家の方々からメッセージが寄せられております。
映画監督の山田洋次さんからのメッセ―ジをご紹介いたします。

「日本が戦争しない国、軍備をもたぬ憲法をもった国であることを誇りに思います。そして、安心して老
いることができ、病気であっても、安心でいられることを。」

山梨県医労連

2000 万人署名目標達成！！

山梨県医労連は、戦争法廃止を求める署名を 14,395 筆（3 月 30 日現在）集め、目標の 13,340 筆を超
えています。

鹿児島県医労連

目標、達成しました！

鹿児島県医労連も戦争法廃止を求める署名目標を達成しました！！4 月 4 日、18,406 筆になりまし
た。目標の 17,750 筆を超えています。

全労災千葉支部

学習が力に 「平和でなければ生活守れない！」

院内各所で行動

2015 年 7 月、全労災の戦争法についての学習会に支部から 4 人参加しました。そして千葉支部でも、
執行委員を中心とした参加者で、8 月 20 日に「憲法を考える千葉県若手弁護士の会」の呼びかけ人の田
村陽平弁護士に『総理大臣が教えてくれなかった安保法案の話し』というテーマでミニ学習会を行いま
した。戦争法案は通ってしまいましたが、戦争法への理解が深まったところで、年末に各病棟、院内各
所にて署名活動を開始。その間にも、執行委員を中心に首都圏、近隣で行っている市民パレードなどに
も積極的に参加しました。
学習が力 ― 学んだ知識で対話して
職場での署名がおおかた終わり、次に院内の通路での署名活動を計画しました。2 月は 2 回行いまし
た。やはり反応は色々でした。
「日本はアメリカに守ってもらっているのだから、憲法９条はいらな
い。
」
「成立した法律に、いまさら署名しても。」「戦争は嫌だ。」等々。しかし私たちも署名に応じても
らえない方に対しては、学習等で得た知識をここぞとばかりにしゃべったりという場面もありました。
地道な、署名活動で 200 筆全労災本部に届け、年明けには 100 筆あまり届けました。署名は幅広く、組
合未加入者はもちろん医師の名前もありました。
活動の原動力となったものとしては、学習によって戦争法への理解を深めることができ、平和への
個々の想いや願いを引き出す事ができたからではないかと感じています。ある青年は、『政治を身近に
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感じよう＆戦争の歴史を学ぼう』というテーマの全労災の青年交流会に参加してきました。彼は休みに
も関わらず外来患者対象の署名活動に来てくれました。デビューだったのでぎこちない感じではありま
したが、仲間はとても元気づけられました。平和でなければ今の生活、これからの未来の生活も無くな
ってしまうかもしれません。平和を守ることこそ大切なのだという切なる願いをもって今後も活動を続
けていきたいと思います。
（全労災千葉支部・高田晃広さんからの報告）
日本医労連「かがやか憲法ニュース」より

【自治労連】 大阪府職労｢つらさは半分、応援の声は倍に｣
保健所支部でも 2000 万人署名に積極的にとりくむことになりました。
富田林分会では、署名担当係を配置していますので、担当者が各課へ署名おねがいのファイルを回して
くれ、すぐに所内で 65 筆の署名が集まりました。これはこれで、ありがたかったのですが、目標として
いる 200 筆には、到底手が届きませんでした。
どうしたらいいか組合員で話し合い
そこで、どうしたらいいか、昼休みに組合の役員に集まってもらい、７人で話し合いました。その結果、
次の２つの案にまとまりました、１つは、組合員に１枚ずつ署名用紙を持って帰ってもらい、家族の方に
も協力してもらうようお願いするという案で、もう一つは、保健所の近くにある府営住宅に、事前に署名
用紙を配布して、回収に伺うという案でした。
早速、組合員に１枚ずつお願いをしたところ、
「ばあばが集めてくれて」とすぐに署名用紙を埋めて返
してくれた方や「もう１枚もらえますか」という方もいました。
みんなで行動して励まされた
府営住宅への配布にあたっては、お願い文を
手書きで作成し印刷しました。仕事が終わって
から、組合員で集まり、ポスティングに行きまし
た。回収は、土曜日の午前中に 4 人で行いまし
た。2 人ずつのペアになり、二手に分かれて、訪
問していきました。訪問先では、なかなか好印象
で、
「待ってたのよ」と言わんばかりに「私それ
書く、書く」という方がいたり、
「20 才過ぎてい
る息子の分も書いていいですか」という方がい
たり、
「ごくろうさま」とこちらの姿が見えなく
なるまで、見送ってくださる方もいて、本当に励
まされました。
自分の家の近くで、１人で回った時は「何そ
れ」
、
「何してんの？」
、
「絶対書かない」など、反
対意見の方も多くて、とてもつらかったのです
が、みんなでとりくむと反対意見に出合うつら
さは半分に、応援の声は倍になって返ってくる
ようで、なんだか元気がでました。
大事なことは、続けていきたいです。ひとりじ
ゃなくて、みんなで一緒に。
大阪府職労書記局通信より
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憲法闘争行動日程
4 月 6 日、20 日（水）昼休み定例国会行動
■日時／4 月 6 日、20 日（水）12 時 15 分～13 時予定
■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
4 月 「9 日」行動 全国各地でとりくみましょう！
＜東京都内＞
■日時／4 月 8 日（金）12 時～13 時
■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
4 月 15 日（金） 国民春闘勝利！中央行動～STOP 暴走政治、戦争法廃止！実現しよう！賃上げと雇用の安定
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。
■主催／全労連・国民春闘共闘委員会・東京春闘共闘会議
■グローバルアクションと連動した宣伝行動 8：00～9：00 1 カ所を予定
■厚生労働省交渉 11：00～12：00 ＣＤランク中心の交渉
■コア集会 厚労省前 12：50～13：20
■国会請願デモ 13：35～14：35
・デモコース／日比谷公園霞門⇒財務省⇒衆・参議面⇒旧永田町小学校解散
■議員要請行動等
4 月 市民連合リレートーク
■日時／4 月 17 日（日） ＊時間決まり次第ご連絡します。 ■場所／早稲田大学大隈講堂
4 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／4 月 19 日（火）＊憲法共同センターは 7 カ所で開催します。
①ＪＲ新宿駅西口 ＊時間は未定
（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～
（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）
⑤京成上野駅前 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 18 時～19 時
（民医連）
⑦JR 池袋駅東口 12 時～13 時 （東京地評、年金者組合）
■主催／総がかり行動実行委員会
4 月 「19 日」行動 全国各地でとりくみましょう！
＜東京都内＞
■日時／4 月 19 日（火）18 時 30 分～ ■場所／議員会館前 ＊憲法共同センターは参議院議員会館前
■主催／総がかり行動実行委員会
5 月 3 日（火・祝） 5・3 憲法集会 全国各地で大きく成功させましょう！
＜東京都内＞ 明日を決めるのは私たち－平和といのちと人権を！５・３憲法集会
■日時／5 月 3 日（火）▼メイン集会 13 時～ ▽イベント広場 11 時～ ▽プレコンサート 12 時～
▽クロージングコンサート 14 時 30 分 ▼集会終了後、パレード 14 時 30 分～（予定）
■場所／有明防災公園（東京臨海広域防災公園）
（東京都江東区有明 3 丁目）
■主催／5.3 憲法集会実行委員会 ▽事務局／総がかり行動実行委員会

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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