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戦争法廃止・安倍政権 NO! 

「憲法闘争強化月間」スタート！ 
｢学び｣「行動」し、「共同をさらに広げよう」 

「憲法闘争強化月間（11 月 1 日～30 日）」がスタートしました。とりくみの柱は、「①学ぶ、②署名を

広げる、③共同をさらに広げる」です。11 月の「月間」を「戦争法廃止・安倍政権 NO！」の国民的な

大運動に大きく踏み出す契機にしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国労働組合総連合 2015 年 11 月 2 日 
日 

全労連 憲法闘争ニュース 速報版 
http://www.zenroren.gr.jp/jp/  TEL 03-5842-5610  FAX 03-5842-5620 No.53 

 

第一の柱・学ぶ 

 学習討議資料やチラシなどを活用し、すべての職場で、憲法語る会、憲法カフェなど、学習会を重視

してとりくみましょう。単産・地方・地域で憲法学習会を連続的に開催しましょう。 

すでに学習資料、チラシなどは各組織に発送済みです。チラシ等のＰＤＦは、全労連ホームページに

掲載しています。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/kenpo/index.html 

第二の柱・署名を広げる 

①戦争法廃止署名を大きく位置づけます。来年の参院選挙までに組合員一人 10筆以上を目標に、す

べての組合が年明けまでに組合員と家族からの早期集約を実現しましょう。 

 ②「月間」中に友誼組合や住民団体等への戦争法廃止署名の協力申し入れを大規模にすすめましょう。 

③集約体制を強化し、一人で 50筆以上集める「ピースチャレンジャー」を大規模に組織しましょう。 

 ④毎月 9日の「9の日」行動や総がかり行動の毎月「19日行動」を軸に、すべての組織が定期的な地

域宣伝行動や地域訪問等に精力的にとりくみましょう。 

 ⑤宣伝カーで流し宣伝を行いましょう。 

第三の柱・共同をさらにひろげる 

 戦争法廃止署名を真ん中に、職場・地域での共同づくり、世論形成をめざします。 

 ①要請書モデルを活用し、労働組合・団体訪問、自治体要請などをすすめ、戦争法廃止の一点での共

同を大きくひろげましょう。 

＊要請書モデルは、各組織へ送付済みですが、全労連ホームページにも掲載しています。 

http://www.zenroren.gr.jp/jp/kenpo/index.html 

戦争法廃止署名 

 全労連のホームページに掲載しま

した。ダウンロードできます。 

http://www.zenroren.gr.jp/jp/ken

po/index.html 

 

各単産・地方組織へは、組合員数分

を 11月 9日発送予定です。 

http://www.zenroren.gr.jp/jp/
http://www.zenroren.gr.jp/jp/kenpo/index.html
http://www.zenroren.gr.jp/jp/kenpo/index.html
http://www.zenroren.gr.jp/jp/kenpo/index.html
http://www.zenroren.gr.jp/jp/kenpo/index.html
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戦争法廃止に向け決意新た！ 
「廃止署名」、目標 1,000万 

憲法共同センター 第２回総会を開催 
 

 憲法共同センター（戦争する国づくりストップ！憲法を守り・いかす共同センター）は、10月 28日に

第２回総会を開催し、戦争法廃止に向け、「総がかり行動実行委員会」が呼びかけた戦争法廃止署名を軸

にした行動などを提起しました。 

 来賓として、「戦争をさせない 1000人委員会」の福山真劫氏があいさつし、「これまでの経緯を乗り越

え、共同を進めることができた」と強調。「『戦

争法廃止 2000万署名』、５・３憲法集会を共同

で成功させよう。安倍政権の暴走を止めるため、

３団体は連帯しともに頑張ろう」と語りました。 
 

 事務局から、全労連の盛本常幹が、「9の日」

宣伝の強化、「19日国会行動」に呼応した全国行

動を呼びかけ、戦争法廃止署名については、憲

法共同センターとして 1000万人の集約をめざす

ことを提起しました。また、あらたに、「総がか

り行動実行委員会」からの呼びかけによる「毎

月第 3火曜日宣伝行動」、「通常国会開会日行動」、

憲法共同センター主催の憲法闘争全国交流集会

（仮称）を提起しました。 

 

 
 

とりくみ 
 
【秋田県労連】 強行採決を忘れない！19行動 
 10月 19日、県労連が参加する秋田県憲法センターは「戦争法強行採決を忘れない！19行動」として、

夕方の集会・デモ行進を実施、緊急の呼びかけにもかかわらず、80人が参加しました。 

主催あいさつで虻川代表が「安倍政権は『戦争ができるようにするための準備』をすすめている。こ

の動きを止めるには『不断の努力』が必要。強行採決を忘れず、訴え続けていこう」と呼びかけました。

集会の後、商店街をデモ行進、「戦争法はいらない」と市民

にアピールしました。 

 今後、「9の日」に加え、「19日行動」、「戦争法廃止署名」、

澤地久枝さん提唱の「アベ政治を許さない」ポスターの掲示

運動などを展開していきます。 
 
 11月 3日には、秋田駅前で大宣伝行動（秋田県憲法センタ

ー主催）を計画。さっそく全労連のチラシ、戦争法廃止統一

署名を使い宣伝します。時間は、11時半から 12時半まで。 

 

 

 

 

■毎月第 3火曜日宣伝行動 

  ★全国各地で呼応した行動を行いましょう。 
 

■通常国会開会日行動 

 日時 2016年 1月 4日（月）12時～13時 

 場所 議員会館前 

 主催 総がかり行動実行委員会 
 

■憲法共同センター・全国交流集会（仮称） 

 日時 2016 年 2 月 20 日（土）10 時 30 分～16 時

（時間は予定） 

 場所 全国教育文化会館・エデュカス東京 7 階

会議室 

11・3憲法学習会 

「戦争法廃止に向けた労働組合のとり

くみについて」 

◆講師 井上久全労連事務局長 

◆日時 11 月 3 日 13 時半～15 時半 

◆会場 秋田市・生涯学習センター 

◆主催 秋田県労連 
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【映演労連】  映画人九条の会１１周年の集い 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

違憲の戦争法廃止へ──これからの憲法闘争の方向と展望 

講師／小澤隆一（東京慈恵会医科大学教授） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 暴走する安倍内閣は９月１９日未明、圧倒的な反対世論を無視して違憲の「戦争法案」を強行成立さ

せました。この国は、「戦争する国」になろうとしているのです。しかし、「戦争法案」反対の運動は巨

大なうねりとなって全国に拡がり、歴史に残る大闘争になりました。若者たちも立ち上がり、民主主義

運動の新たな高揚を示しました。 

 暴走・安倍政権は戦争法の発動、言論規制、軍拡、明文改憲へと突き進むでしょうが、こうした新た

な情勢の中で戦争法廃止に向けてどう闘えばよいのか、これからの憲法闘争はどういう方向をめざすべ

きなのか、闘いの展望はあるのか、いまみんなが真剣に考えています。 

 映画人九条の会は１１周年の集いを開催するにあたって、九条の会などで活躍されている慈恵医大の

小澤隆一教授に、「これからの憲法闘争の方向と展望」を語ってもらうことにしました。皆さま、ぜひと

もご参加ください。 

●日 時／２０１５年１１月１６日（月）１８：５０～２０：３０ 

●場 所／東京・文京シビックセンター４階・シルバーホール 

      東京都文京区春日 1-16-21 電話 03-3812-7111 

      地下鉄丸の内線・南北線｢後楽園駅｣徒歩１分／都営三田線・大江戸線｢春日駅｣徒歩１分 

●資料代／８００円 

●主 催／映画人九条の会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【神奈川労連】  
神奈川県共同センターより 
 
▼戦争法廃止、立憲主義守れデモ行進 

日時：11 月 19 日（木）出発 12：15、解散 12：

45 

集合：横浜市庁舎前（くすのき広場） 

解散：神奈川県庁（裏門） 

主催：憲法改悪反対・神奈川県共同センター 

▼毎週金曜日行動 

日時：11/13～毎週金曜日 18 時～19 時半 

場所：横浜駅西口 （東電前行動と連携） 

【兵庫労連】  

兵庫共同センターより 
 
▼11/10（火）12:15[三宮花時計前]昼パレード 

▼11/15（日）14:00[JR 姫路駅前]宣伝・署名 

▼11/19（木）10:50[板宿ダイエー前]パレード 

▼11/19（木）17:00[川西能勢口アステ]宣伝･署名 

▼11/19（木）17:30[JR 姫路駅前]宣伝･署名 

▼11/19（木）17:30「安保法制（戦争法）廃止総がかり

行動☆明石」結成集会 

 場所：アスピア７階・生涯学習センター１ 

＊結成集会は 18 時半～＊17 時半～明石駅前で宣

伝・署名 

【京都総評】 京都憲法共同センターより 
▼11・3憲法集会 in 京都 

戦争する国にしないさせない！憲法違反の戦争法廃止！ 

日時：11 月 3 日（火）14 時（開場：13 時） 

会場：円山野外音楽堂（祇園・円山公園内）雨天決行 

▼「19日行動」 

日時：11 月 19 日（木）18 時半～京都市役所前、19 時～デモ出発 
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憲法会議・2015年憲法講座 

11月 8日（日）15時 30分～18時 全国家電会館 5階講堂 講師／石川康弘・神戸女学院大学教授 

資料代 1000円  主催／憲法会議（申込先 FAX:03-3261-5453  mail: mail@kenpoukaigi.gr.jp） 
 

11月 「9の日」行動 ★全国各地でとりくみましょう！ 

＜都内＞11月 9日（月）12時～13時 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 
 

11月 19日 私たちはあきらめない！戦争法廃止！安倍内閣退陣！毎月 19日行動 ★全国各地で！ 

 11月 19日（木）18時 30分～19時 30分     主催／総がかり行動実行委員会 

  国会正門前（全労連など憲法共同センターは、南庭～財務省上） 
 

12月 「9の日」行動 ★全国各地でとりくみましょう！ 

＜都内＞12 月 9 日（水）12時～13 時 新宿駅西口(予定) 主催／憲法共同センター、憲法東京共同センター 

 
 

12月 19日 私たちはあきらめない！戦争法廃止！安倍内閣退陣！毎月 19日行動 ★全国各地で！ 

 12月 19日（土）14時～16時 30分  北とぴあ・さくらホール（屋内集会） 

戦争法の本質と危険性について学習する予定です 主催／総がかり行動実行委員会 

＊北とぴあ（東京都北区王子 1-11-1 TEL:03-5390-1100） 

 最寄駅：・東京メトロ南北線 王子 ５番出口 直結・京浜東北線 王子 北口 徒歩 ２分・都電荒川線 

王子駅前 徒歩 ５分） 

＊会場は、1300人収容です。人数に限りがありますので、入場できない場合はご了承ください。 

憲法闘争行動日程 

mailto:mail@kenpoukaigi.gr.jp

