2018年5月22日（火）

市民の風 通信

市民の風 通信
戦 争 さ せ な い 市 民 の 風 ・ 北 海 道
購読申込先 〒061-2273

NO.８

2018年5月22日(火)
ＮＯ．８
※季刊発行（年４回）から随時発行
に変更しました。

札幌市南区豊滝２丁目９－６ 小林方 [電話] 090-2070-4423 [FAX] 011-596-5848
[メール] 1-siminmado@freeml.com
[ＨＰ] http://市民の風.com

2019年統一自治体選挙(前半)

（4月14日投開票予定）

『道知事選』意思統一に向け６月３日総会
戦争させない市民の風・北海道 臨時総会
【と

『5･3憲法集会』 に
６万人が参加

き】６月３日(日)13:00～16:00

【ところ】厚別区民センター（和室Ｃ）

これまで市民の風・北海道は「憲法改悪の阻止、
安保法制廃止、立憲主義の回復のために市民が政
治に参加し、市民が望む政治を実現する」ことを
目的に2016年5区補選・参議院選挙、2017年衆
議院選挙に関わってきました。
2019年の夏には再び参議院選挙がありますが、
１年を切った4月には統一自治体選挙があります。
より身近な選挙について、私たちはどう取り組
むべきか？ とりわけ泊原発廃止に向けて多くの
権限を持つ北海道知事の選挙について、意思統一
に向け議論をします。
会員の皆さんのご参加をお願いします。

セクハラ抗議､札幌も緊急行動
4月21日 紀伊国屋書店前に30名が参加
全国統一行動が呼びかけ
られた21日、札幌でも「女
も男も共に生きる社会をめ
ざす会」と「市民の風」共
催で抗議行動。池田まき衆
議院議員もマイクで訴えま
した。抗議行動は5月7日も
行いました。

今年の『5.3憲法集会』（東京都江東区・有明防災
公園）です。東京新聞だけが空撮をし、5月4日朝刊
1面に載せています。

3.24 平和にYES! 改憲にNO!
市民アクション

350名参加

上田文雄さん・横路孝弘さんの迫力のある対談、池田
賢太弁護士と５人の若い市民による真剣な憲法カフェ、
各市民団体による「ケンポウ変えなくても、いいんじゃ
ないかい！」アッピール＆パフォ マンス。
企画が決まってからわずか１カ月ほどの準備期間でし
たが盛り沢山の２時間となりました。安倍改憲を阻止するために、この日のような市民アクションを地
域で・身の回りで広げていくことを確認しました。
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各 地域 の活 動
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※メーリングリスト・SNSなどで発信されているものを掲載しています。どの地域も活動
内容が豊富なためその一部の掲載です。（掲載漏れはお詫びします）

(札幌市中央区･南区･西区一部)
南

4/8(日)に約50名の参加で「澄川
憲法カフェ」。4/14(土)は10
1名の参加で「南区憲法学習会」。
5/3(木)は36名の参加で「平和
をつくろう南区実行委員会」の
街頭宣伝など、継続的な運動を
続けています。
中央区 「STOPアベ政治！中央委員会」として
休日の統一署名・シールアンケート行動のほか、月
曜日は立憲民主党・村上市議、火曜日は共産党・小
形市議の早朝行動、「9の日」(9・19・29日)は中
央区革新懇の行動に参加しています。3/21(水・祝)
は中央区の円卓会議、
4/15(日)は16人7組
で団地訪問署名活動、
4/29(日)は参加者約
60名で大街宣を行い
ました。

区

西 区 毎週月曜日に地下鉄琴似駅前でスタンディ
ング。4/19(木)の第５回西区サロンで「ウリハッ
キョ（私たちの学校）」の上映会。7/22(日)に参
加者全員が楽しめるような憲法学習会を200名規
模で予定しています。

２

(札幌市北区･東区)

「市民と野党の共闘をも
とめる２区の会」は２/15
(木)の第３回総会で「市民
自治と平和をめざす北区・
東区の会」として再出発。
3/9(金)に「そしあるハイ
ム」火災事故について市長あて要請行動。3/10(土)、
24(土) 、4/14(土)、28(土)、5/12(土)に3000万
署名行動。5/10(木)は「命とくらしを考える学習
会」をしました。

３

NO.８

(札幌市白石区･豊平区･清田区)

「３区の会」として2/12
(月)に100名を超える参加で
荒井さとし国会報告会を開催
しました。
白石区 「３区白石市民の
会」は2/25(日)に「平和って
な～に？白石市民の会」に名称
を変更して再スタート。5/12(土)に講演会「自民
党改憲の問題点と危険性」（講師：池田賢太弁護士）
を開催しました。

４

(札幌市手稲区･西区一部・後志管内)

手稲区 昨年12/17
(日)の総会で「市民と野党の共
闘を求める手稲区民の会」から
「平和ってい～ね！ていね区民
の会」と名称を変更。毎月「3
日と19日」は他の市民団体と
手稲駅周辺でスタンディングや
リレートークをしています。
アベ政権のデタラメさに抗議するため3月から早朝
抗議スタンディング（当初は平日連日、現在は月･
水・金）継続。5/3(木･祝)の憲法記念日には約90
名が参加、初めてデモをしました。
小樽市 4/14(土)に
「平和憲法を未来へつ
なぐ会・小樽」のキッ
クオフ会。任務を終え
た「平和と立憲主義を
守る統一候補をめざす市民の会・小樽」の再スター
トです。4/15(日)には本多平直衆議院議員も参加
し、120名もの市民による「改ざん・隠蔽・アベ
改憲を許さない小樽市民アクション」を行いました。
後志管内 1/18(木)に倶知安町で「本多さんと
語る会」を開催。6/2(土)には余市町で横路孝弘前
衆議院議員を迎えて「市民と野党の共闘でアベ九条
改憲をやめさせよう」講演会を開きます。

５

(札幌市厚別区・石狩管内)

1/20(土)に「５区の会」
主催の「池田まきさんの国会報
告会」。5/19(土)に「５区の会
設立１周年のつどい」を新札幌
弦楽合唱団アンサンブル弓や憲
法カフェとともに開きました。
厚別区 2/4(日)と25(日)に厚別９条の会が300
0万署名活動。3/3(土)に厚別区民交流集会を43名
の参加で開催。
江別市 3/31(土)に「3.11から７年・脱原発！
脱被爆！講演会＆デモを」を開催。講演会には53
名、デモには40名が参加しました。
千歳市 毎月「9の日」行動を継続。4/8(日)に
「泊原発再稼働反対のスタンディング」。12月か
ら始めた3000万署名は4/29に2000筆達成。こ
れを祈念して5/9(水)の行動後ににお花見パーティー
をしました。
北広島市 3/31(土)に「9条改憲NO！3000万
署名を進める市民アクション・北広島の会」発足。
4/8(日)、15(日)に地域署名活動を行いました。
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発展を願う新春3者懇談会」を立憲民主党の神谷裕
平和通買物公園で、毎月
衆議院議員、神谷後援会、共産党と自治体議員、野
第4土曜日には「6区市民の
党統一候補実現を求める会の計20人で開きました。
会」が中心となって「市民
「選挙での共闘は出遅れたが、選挙戦に入ってか
と立憲野党の共同街頭宣伝」。 らはどの選挙区よりも共闘は深まった。これが選挙
第1・第3土曜日には各地域
後にも生きている。話し合うことが当たり前になっ
の「九条の会」が全国統一
ている。さらにいろんな団体と共闘の輪を広げて行
署名を取り組んでいます。
きたい」 仲間の決意です。「10区の野党統一候
2/12(月･祝)に「立憲カフェ＠北海道」、18(日)に
補の実現を求める会」は4/22(日)に総会を開き、
「佐々木隆博さん＆立憲野党と気軽に語る会」。5
「市民と野党の共闘を進める１０区の会」と名称を
/3(木･祝)に「あさひかわ九条の会」など4団体の
改めました。5/3(木・祝)
呼びかけで約500人の市民が参加する『5･3憲法
2/11は「長沼➡由仁➡夕
記念日 安倍改憲反対総がかり行動』をしました。
張 ➡ 栗山 ➡ 南幌」間を憲
法記念キャラバンをしま
(釧路管内・根室管内）
した。
3/13(火)から19
(十勝管内）
(月)まで連日「安倍内閣は
総辞職を！森友疑惑徹底
毎週金曜日の18時30分から帯広駅前でス
追及！緊急駅前連続行動！」
タンディングやリレートーク行動（キンロクハン）
をしました。3/29(木)は
を続けています。最近は「全国お国ことば憲法9条」
「原発再稼働反対釧路ＪＲ釧路駅前」行動を、5/3
や参加者全員が「こどもたちの憲法 井上ひさし作」
(木･祝)の憲法記念日に「憲法施行71年釧路集会」、 の朗読です。2/11(日)に川原茂雄市民の風共同代
作家の早乙女勝元さんの講演「東京大空襲の経験か
表の「憲法出前授業Ⅳ」、3/18(日)に「市民の風
ら憲法をみつめて」をしていただきました。
とかち」の臨時総会、19日(月)に帯広駅前で58名
の参加による「森友疑惑徹底追及！安倍内閣総辞職！」
(胆振管内･日高管内)
緊急リレートーク、3/25(日)に石川かおり事務所
「戦争させない西い
主催による「山田元農水相を迎えて種子法廃止」の
ぶりの会」の定例スタ
講演会、4/19(木)に「隠ぺい・改ざん・ねつ造の
ンディングは3/24(土)
安倍内閣退陣！4・19十勝集会」、5/3の憲法記
で100回目となりま
念日には講師に上田文雄市民の風共同代表などを迎
した。
え「みんなで憲法を読む会」を開くなど元気な運動
3/30(金)に「森友
を続けています。
アッキード事件徹底追及！安倍内閣総辞職！」行動
(オホーツク管内･宗谷管内）
を24名の参加で、4/21(土)には「憲法を守る室蘭
地域ネット」がスタンディングと3000万署名をし
遠軽町・オホーツクの市民運動の先頭に立っ
ました。
て運動を進めてきた岩沢正守さんが昨年10月30日
に逝去。その遺志を引き継ぎ運動を継続させていく
(空知管内･留萌管内）
ため2/3(土)に遠軽で川原茂雄市民の風共同代表の
1/11(木)に岩見沢で「市民と野党共闘の
「憲法講演会」を開きました。

６

(上川管内)

７

11

９

12

10

市民の風・ライブ隊

“引っ張りだこ”です。
政治風刺の替え歌な
どを路上や集会などで
歌っているライブ隊で
すが、路上での署名活
動などでは抜群の効果
があり、各地域・団体
から“引っ張りだこ”
です。

4/22(日)の札幌・
チカホでシールアン
ケートをしました。
参加してくれた方は
186名。「憲法改正
必要なし」は76％、
「将来に不安」は77
％もありました。

「新聞読んで語ろう会」

札幌チカホでシールアンケート
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『安倍改憲を許さないための
共同をつくる円卓会議』設 置
2/17(土)に「戦争させない市民の風・北海道」
「９条ネットワーク北海道有志の会」「護憲ネットワー
ク北海道」の三団体の呼びかけによって『安倍改憲を
許さないための共同をつくる第1回円卓会議』を37団
体52名の参加で開きました。「3000万人署名を取り
組んでいるが、全体の取り組み状況が見えないし盛り
上がりに欠ける」「各地域・各団体で安倍改憲に反対する取り組みをしていると思うが、今のようにバ
ラバラにやっていては対抗できない」など、各団体からの報告・出された悩みは共通するものでした。
今後は①市民・組合・宗教団体など改憲阻止グループ間の連絡・連携を強める ②元気をつける共同
行動の第一弾として３/24(土)に『安倍改憲を許さない市民アクション in 北海道集会』を開き、円卓会
議に参加した団体を中心に実行委員会を作る などを確認しました。この円卓会議は第2回・3/17(土)、
第3回・4/22(日)と続け、情報交換・意見交流をしています。

3/17

衆議院選挙後（11月28日）
共産党道委員会 と意見交換会

市民と立憲民主党
との大対話集会

3/17(土)の「市民と立憲民主党との大対話集会」
には立憲民主党所属の北海道の衆議院議員8名のう
ち7名が出席。事前及び当日参加した300名の市民
から出された広範囲の質問や、かなり厳しい意見に
対しても、担当分野ごとに７名の議員から丁寧に答
えていただきました。

市 民 の風 事 務 局 メ ン
バ ー と 共 産党 道 委 員 会
が「衆議 院選挙 での共
闘の成果 や反省 点など
について 」意見 交換を
しました 。民進 党の希
望の党合 流とい う大混
乱の中でも北海道が全選挙区で立憲野党統一候補と
相互支援が実現したのは「5区補選の貴重な経験と
共謀罪反対行動などで全道各地に拡がった市民と野
党の共同と、そこで培った信頼があった」と総括。
「野党共闘や選挙戦を献身的に取り組んできた共
産党の議席を守りきれなかった」ことや「野党間の
相互支援の不十分さ」などについても率直に意見交
換をしました。

2018年４月４日

『憲法応援団』結成

対話集会後は
市民と立憲野党で札幌駅前アクション
対話集会後は札幌駅南口で「森友アッキーﾄﾞ事
件徹底追及！安倍内閣は総辞職を！」アクション
を実施しました。市民と立憲野党（立憲民主党・
共産党・社民党）のス
ピーチの後、池田まき
衆議院議員のコールで
「疑惑の徹底追及と安
倍内閣の総辞職」を参
加者で訴えました。

憲法応援団（札幌の弁護士45名）の団長は上田文
雄市民の風・北海道共同代表です。5名でも10名で
も仲間うちの勉強会にお呼びください。
【憲法学習会】のご相談は
憲法応援団・事務局（北海道合同法律事務所内）
☎ 011-231-1888
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