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決 して！

を終わらせる”闘 い へ
許せない“アベ政権
6月25日(日)「市民の会」第2回連絡会で情報･意見交換

6月25日(日)に「市民と野党の共同をつくる市民
の会」第2回連絡会が札幌高等学校教職員センター
で開かれました。第１回が5月31日(土)でしたので、
ほぼ１カ月ぶりでしたが今回は12区の遠軽を始め、
9地区から会の代表約30名が参加しました。
初めに、市民の風・北海道の川原茂雄共同代表か
ら「森友・加計学園疑惑や共謀罪の採決強行で安倍
政権の支持率が大きく下がった。そのため衆議院選
挙の実施は先に延びたと思われる。これまでは衆議
院選挙を焦点に運動を進めてきたが、これからは
『安倍政権を終わらせる闘い』『安倍政権の壊憲を
許さない闘い』に向けて、戦略を練り直す必要がある
のではないか」と提起がありました。
この提起を受け、各地区の市民の会代表から、この
間の活動報告を含めた活発な情報・意見交換が行われ
ました。
6区の旭川からは「7月29日(土)に結成総会をするこ
とで準備を進めている」、12区の遠軽からは「稚内ま

仮 称
『あったことを
なかったことにはできない！』
もり･かけ疑惑の発覚はここから始まった
◇大阪府豊中市 木 村 真 市議会議員からの報告
◇７月25日(火)19:00～ エルプラザ３Fホール

での広大な選挙区で大変だが電話連絡などで憲法に関
するDVD上映会を各地で取り組む相談をしている」、2
区（札幌市北区・東区）からは安倍政権による「憲法9
条3項自衛隊明記」に関する講演会を、3区(札幌市白
石区・豊平区・清田区)からは７月に衆議院議員候補予
定者を含めた講演会を企画している、などの報告があ
りました。また各地区とも「共謀罪廃案」「アベトモ
疑惑を許さない」闘いを引き続き強めていくことにつ
いて、決意がありました。（各地区の運動は2・3面で
紹介）
会議の後半は「フミオ&シゲオ」ユニット(上田文雄・
川原茂雄市民の風・共同代表)から5区補選時の市民と
野党の共同の取り組みの成果と教訓についての対談が
あり、参加者からも当時の感想や質問・意見が出され
ました。第3回連絡会は8月に開きます。(日程・会場は
再調整しています)

３弾！ 市民と政党の対話集会

第

市民が変える

政治を変える

コーディネータ

コメンテーター

市民と社民党
７月16日(日)

14:00～16:00

北海道自治労会館 3Fホール

福島みずほ

川 原 茂 雄 上 田 文 雄
※当日16:30から札幌駅前(予定)で市民と野党３党
社 民 党 副 党 首
の共同街頭宣伝をします。福島みずほさんのほか、
参 議 院 議 員
札幌学院大学教授 弁護士･前札幌市長
市民の風からは上田文雄共同代表、民進党・共産
【主催】 市民の風･北海道 医療九条の会･北海道 市民連合北広島
党からも国会議員が参加します。
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6月25日の報告や資料、メーリングリスト・フェースブックなどで発信されているも
のを掲載しています。どの地区も活動内容が豊富なためその一部の掲載です。

「共謀罪・廃案」「アベトモ疑惑」全道各地で抗議行動

1

3

(札幌市中央区･南区･西区)

（中央区）6月4日(日)、
悪天候でしたが約40名
で共謀罪NO !を 訴えま
した。民進党の村上裕
子市議、共産党の小形
かおり市議、桝井妙子
弁護士、森つねと衆・
議員候補予定者に加え
若い市民からのスピーチもあり、共感の拍手が湧きまし
た。行動後に若い人を含む12名で懇親会。若者たちの悩
みを聞き、どう向き合って行くかなどを熱心に語りあい
ました。
（西 区）5月30日(火)に「共謀罪について考える西区民
の集い」を開き、前半は共
謀罪についての「父と娘の
会話コント(小芝居)」に弁
護士・上田文雄さんが解説
する勉強会。後半は衆・議
員候補予定者の森つねと
(共産党)さんと道下大樹
(民進党)さんから共謀罪反
対への決意と、参加者からの質問や意見交換をしました。
（南 区）毎週政党別に行われている真駒内駅朝街宣を4
月から「第1・第3火曜日、第2・4水曜日は民進・共産両
党と市民の共同街宣」としていましたが、今後も続けま
す。

2

(札幌市白石区･豊平区･清田区)

5月21日(日) に市民の会主催の街宣リレートーク
を福住駅周辺で行い、民進党の荒井さとし衆議院議
員、共産党の川部竜二衆・議員候補予定者が参加し
ました。7月17日(月･祝)には北海
きたえーるで「おとなも子どもも、
男も女もみんな元気で暮らしたい
!!」の集いを企画しています。

（白石区）6月19日(月)の「安保法制廃止を求める白
石の会」の行動には52名が参加し、地下鉄白石駅か
ら白石区役所間でスタンディング。共産党の伊藤り
ち子市議、児玉健次元衆議
院議員など3氏がスピーチ
をした後に、参加者28名が
「思いのたけ一言」発言を

(札幌市北区･東区)

しました。

4月15日(土)に「第2回市民と野党のトークカフェ」を
開きました。民進党の松木けんこう衆議院議員、共産党
の金倉まさとし2区国政対策委員長が共謀罪や森友 学園
問題などについて話され、共産党、民進党から道・市議
が参加しスピーチもありました。
4月30日(日)に北区麻生道銀前、5月6日(土)に東区イ
オン前で、2区の会呼びかけにより、市民と共産党、民
進党、社民党、市民ネット
ワークが参加し「共謀罪に
ＮＯを！街頭宣伝」を行い
ました。また、この間フェ
イスブックやツイッターを
始めたり、会の通信やリー
フレットを作成しています。
7月29日(土)には札幌 市
民ホールで、猪野亨弁護士
を講師に講演会「憲法9条3
項に自衛隊明記ってどうい
うこと？」を、松木氏、金
倉氏をコメンテーターに開
く準備をしています。

「共謀罪ブルース」
市民の風･路上ライブ隊 「
共謀罪ヤダヤダ
ソング」「戦争さ
せない大人たち 」
「怪しいアッキー
喚問を」などの替え歌を引っ
提げて、神出鬼没の路上ライ
ブを繰り拡げました。
街頭での反応も上々。新
しい「市民の風」旋風です。
（左記写真は札幌三越前）
6月8日(木)、市民の風は
「女も男も共に生きる社会 「詩織さん」に連帯行動
をめざす会」などの団体と
ともに詩織さんへの励まし、
連帯と抗議行動を札幌・紀
伊国屋前で昼・夕2回、37
名の参加で行いました。
※アベトモによる準強姦犯
罪を別のアベトモ警察官僚
がもみ消して不起訴になっ
事件に対して、被害者であ
る詩織さんは検察審査会に
不服申し立てを行っていま
す。
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(札幌市手稲区･後志管内)

（手稲区）「共謀罪廃案・ア
べトモ学園問題の徹底究明」
を求めて国会山場の5月29日
(月)から6月16日(金)までの15
日間、朝・夕連日スタンディ
ングなどを行い、のべ262名が
参加。また区民の会独自のビ
ラ1万枚を作成し、会員の自宅
周辺に配布しました。
（小樽市）6月11日に「いやで
す共謀
罪オール小樽集会＆デモパレー
ド」を実施。95歳の参加者から
「共謀罪を知らない人に広げよ
う」とスピーチがあり、150人
で商店街を行進しました。市民
の風・路上ライブ隊も駆け付け、
小樽の仲間を盛り上げました。
（余市町）5月27日(土)に余市九条の会主催の『憲法九
条と安倍政治－市民と野党の共闘を考える』講演会が
ありました。講師はユニット『フミオ＆シゲオ』（上
田文雄・川原茂雄市民の風北海道共同代表）です。

５

（厚別区）4月29日に厚別区民センターで、童話作家・
加藤多一さんの心打つユーモア溢れる記念講演の後に
「厚別の会」を結成しました。参加者は45名で、新し
く10名が入会しました。

と野党の共同をすすめる６区の
会」が結成されます。九条の会
を中心に1月から準備を進めてき
ましたが、これまで82名の賛同人が集まりました。
当日は民進党の佐々木隆博衆議院議員、共産党のお
ぎう和敏衆・議員候補予定者をはじめ、各野党の代表
も参加します。市民の風・北海道からは上田文雄、川
原茂雄の両共同代表が講師として参加します。

9

(胆振管内･日高管内)

（西胆振）6月14(水)～16日(金)の3日間、室蘭市の歩
行者専用道路・なかじまアイランドで50名以上がプラ
カードや横断幕を掲げて「強行採決は無効」「安倍独
裁政権を許さない」と訴えました。
（東胆振）6月16日、23日に金曜日スタンディングをし
ました。20名を超える参加者で長さ15メートルの大横
断幕「もの言えぬ監視社会はダメ！共謀罪ＮＯ！」を
掲げて立ち、国道の車・買い物客に訴えました

12

(空知管内･留萌管内）

(オホーツク管内･宗谷管内）

12区は遠軽の「戦争をさせない遠軽町民の会」が中
心となっていますが、管内４市(北見・網走・紋別・稚
内)を含めてエリアが広く、どう他の自治体に広めてい
くかが課題となっています。現在は「憲法学習ＤＶＤ」
を各自治体で上映する計画を進めています。

（石狩市）4月25日(火)に石狩北コミュニティセンター
で「石狩平和を守る市民の会」が主催する『「共謀罪」
法案に反対する緊急石狩市民集会』があり、元道警幹
部の原田宏二さんが講演をしました。

4月29日(土) 札幌教育文化会館

(上川管内)

5月14日(日)、岩見沢中央公園で「共謀罪法案ＮＯ！」
南空知集会が開催されました。参加者は170名で共産党、
平和運動フォーラムから挨拶、民進党・社民党からは
メッセージがありました。
オープニングには「共
謀罪ブルース」など３曲
のミニコンサートも。5月
19日(月)の総がかり実行
委員会・統一行動では栗
山・由仁・長沼３町キャ
ラバンをしました。

5月20日(土)に厚別区民センターで「市民と野党の
共闘を求める5区の会」が菅内150名の参加で結成しま
した。「市民と野党共闘」
の聖地の再始動です。活
動方針提起の中で準備会
事務局長は「補選で残念
な結果になったのは、こ
のような市民組織がなかっ
たこと」と総括。当別町
のR＆Rの歌声含めて楽しい「結成のつどい」でした。

「共産党」との対話集会

NO.6

（旭川市）7月29日(土)に「市民

10

(札幌市厚別区・石狩管内)

（年４回発行 会員の購読料は会費の中に含む）

北海道委員会から青山
慶二道委員長と千葉隆書
記長、畠山和也衆議院議
員が出席し、約170名が参
加しました。
はじめに青山委員長か
ら共産党綱領の説明があ
るなど超真面目モードか
ら始まりました。
参加者との対話では
「道5区を全国の統一候補
のシンボルとして早急に
決定して欲しい」などの
要望が出されました。

「民進党」との対話集会

5月13日(土) 札幌自治労会館
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民進党北海道から徳永
エリ代表代行と市橋修治
道幹事長が出席し、約200
名が参加しました。
徳永代行から国会報告
の中で一枚岩になってい
ない民進党に対する氏自
身の苦悩やお詫びがあり
ました。
コーディネータ、コメ
ンテーター、会場参加者
から「野党第一党だから
こそ」の厳しい意見が出
されました。
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「池田まきと私たちの政治をつくる会」１周年記念行事

共謀罪法、そして憲法
特別講演

横 路 孝 弘

衆議院議員

7月15日（土）15:30～17:00
厚別区民センター 区民ホール
特定秘密保護法・安保関連法・共謀罪法、そして憲
法改正へ。いま、安倍政権のもとで、この国の未来が

さわやか恵庭をつくる会

『ベストな電気って？』勉強会

危ぶまれています。
今年は憲法施行70周年。その憲法を「2020年まで改
正する」と踏み込んだ安倍総理。いまほど国民の判断、
覚悟が問われているときはありません。
「池田まきと私たちの政治をつくる会」は１周年記
念行事として、元衆議院議長の横路孝弘衆議院議員に
『安倍政権の現状について』の特別講演をしていただ
きます。お誘いあわせてご参加ください。

新しい後援会は

6/24土の午後に「さわ
やか恵庭をつくる会」の
「ベストな『電気』って？」
勉強会がありました。
講師は川原茂雄札幌学
院大学教授とイケマキで
す。フクシマの最新の状
況や避難者の生活につい
て報告・説明があり、参加者と意見交換をしました。
皆さん、やっぱり「原発は厭だね」です。

です

イケマキ・カフェ

「池田まきと私たちの政治をつくる会」は昨年7月30
日(土)に池田まきスタート集会「第２章はじまる」を

こんなこと勉強したい♪
話し合ってみたい♪ 仲間
を募ってイケマキと話しま
せんか？ 4～5人でもお気
軽に声をかけてください。
どこでも行きますよ(^^♪

開き、4月の補選時の政治団体「池田まきネットワーク」
（連合後援会）から名称と組織を変更しました。
「つくる会」は大きな組織の後ろ盾があるピラミッ
ド型後援会とは違い、いくつもの小さなグループがア
メーバーのように繋がるネットワーク型をめざしてい

ホームページ
後援会事務所

ます。ぜひ、グループを作って参加してください。

市民の風・北海道
総会＆1周年記念パーティ
総 会
8月27日(日) 14:00～15:00
15:00～17:00 記念パーティ
北海道クリスチャンセンター

http://www.ikemaki.jp
TEL 011-375-7900

市民の風・北海道

10月15日（日）
13:00～16:00
札幌大通公園6丁目 広場野外音楽 堂

札 幌 市 北 区 北 ７ 条 西 ６ 丁 目
市民の風・北海道は昨年8月27
日(土)に市民団体「戦争させな

※ 内容についてアイディア募集中です。楽しいフェ
スティバルになるようお知恵を貸してください。

い北海道をつくる市民の会」と
政治団体「安保法制の廃止と立
憲主義の回復をめざす市民の風・
北海道」の組織を統合して誕生しました。ちょうど１
年目を迎えた日に総会と１周年記念パーティを開きま
す。詳細はＭＬ等でお知らせします。
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