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■7.14，7.15 集中審議に国会前で抗議行動 

 戦争をさせない 1000 人委員会は、7 月

14 日と 15 日の両日、予算委員会の集中審

議で、閣議決定に関する討論が行われるこ

とへの抗議を行うため、衆議院議員第二会

館前と参議院議員会館前で座り込みと抗議

集会を行いました。座り込みには連日 200

人以上、抗議集会には 1000 人以上が参加

して抗議の声を上げました。 

警察が地下鉄の入り口をふさぎ横断歩道

を封鎖したため、参加者は炎天下を 30分以

上も遠回りさせられました。しかし「戦争

をさせてはならない」という熱い思いで、

参加者は 9時から 17時まで、暑さに負けず抗議のシュプレヒコールを行いました。 

 衆議院予算委員会の傍聴報告では、「集団的自衛権行使容認で後方支援のため海外に派遣さ

れる自衛隊員のリスクが高まっている。どうしてそのことに触れないのか」と問われた安倍

首相は、「安全を配慮し」との言葉だけで、自衛官のリスクや命のやり取りについて一切触れ

ることはなく逃げ回りました。また、「集団的自衛権行使の新 3要件を満たすならば、国連安

全保障理事会の決議をもって行われる集団的安全保障への参加は合憲と言えるのか」との問

いには、横畠裕介内閣法制局長官が「法理上はその通り」と答えました。まさに、この閣議

決定は、時々の内閣の判断によって歯止めなく拡大していくことが確実となっています。 

 国会前に集まった参加者は、こうした審議の経過の報告を受け、民主党、社民党の国会議

員の決意表明、さらに参加者がそれぞれの思いをマイクで訴え、安倍政権の暴走に怒りを露

わし、シュプレヒコールを繰り返しました。 

 1000 人委員会事務局長の内田雅敏さん（弁護士）は、「どのような限定を加えようとも戦

争立法が具体化される。閣議決定による限定容認はまやかしで、集団的自衛権の行使は絶対

に許せない」と述べ、これから始まる戦争立法を許さない決意をアピールしました。  
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■「戦争をさせない 1000人委員会」各県組織状況（2014年 7月 25日現在） 

 「戦争をさせない 1000 人委員会」は、7 月までに全国 41 都道県で立ち上がりました。各

県では、地域ごとに様々な 1000人委員会に賛同する組織が活動を始めています。詳細につい

ては、各県にお問い合わせください。各県組織の連絡先は以下の通りです（名称は「1000人

委員会」ではないところもあります）。 

都道府県 組織名称 連絡先 電話

北海道 戦争をさせない北海道委員会 札幌市中央区北4条西12丁目ほくろうビル2階　平和運動ﾌｫｰﾗﾑ内 011-231-4157

青森県 憲法を守る県民の会、県9条の会など共同行動 青森市本町3-3-11　憲法を守る県民の会 017-775-2401

岩手県 戦争をさせない！岩手県委員会 盛岡市南大通り2-10-38　平和ｾﾝﾀｰ内 019-623-9201

宮城県 宮城護憲平和センター 仙台市青葉区本町2-12-7　ﾊｰﾈﾙ仙台内 022-222-9181

秋田県 秋田・戦争をさせない1000人委員会 秋田市中通4-3-31 018-833-8354

山形県 9条ネットワーク 山形市木の実町12-37大手門パルズ内 023-641-5515

福島県 憲法をいかす福島県民の会 福島市仲間町4-8　 024-522-6101

茨城県 戦争をさせない茨城県1000人委員会 水戸市大工町3-4-24　平和県民会議内 029-221-6811

栃木県 戦争をさせない全国署名栃木県連絡会 宇都宮市中戸祭町821 028-622-0567

群馬県 戦争をさせない1000人委員会・群馬 前橋市大手町3-11-1社会文化会館２階 027-236-0663

埼玉県 戦争をさせない埼玉県1000人委員会 さいたま市浦和区高砂3-37-5 048-825-9898

千葉県 戦争をさせない千葉県1000人委員会結成準備会 - -

東京都 戦争をさせない東京1000人委員会 港区芝浦3-2-22　田町交通ビル５F 03-5443-4110

神奈川県 戦争をさせない神奈川の会 横浜市中区山下町160-2駐労会館3階 045-228-7185

山梨県 戦争をさせない1000人委員会山梨 甲府市丸の内3-33-7 055-222-1541

長野県 戦争をさせない1000人委員会・信州 長野市県町532-3　県労働会館内 026-234-2116

新潟県 戦争をさせない1000人委員会にいがた 新潟市中央区新光町6-2　勤労福祉会館内 025-281-8100

富山県 ９条を守り憲法をいかす富山県民の会 富山市奥田新町8-1　平和運動ｾﾝﾀｰ内 076-431-8756

石川県 戦争をさせない1000人委員会・石川 金沢市芳斉2-15-15　社民党内 076-233-3360

福井県 平和憲法を未来につなぐ福井県民の会 福井市日之出3-9-3　 0776-21-5321

静岡県 戦争をさせない1000人委員会・静岡 静岡市駿河区南町11-22　労働会館内 054-282-4121

愛知県 戦争をさせない1000人委員会・あいち 名古屋市熱田区金山町　ﾜｰｸﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞれあろ5階 052-678-3111

岐阜県 戦争をさせない1000人委員会岐阜県実行委 岐阜市曙町4-19-1　岐阜市勤労会館内 058-247-7650

三重県 戦争をさせない三重県1000人委員会 津市栄町1-891　勤労福祉会館内 059-227-0154

滋賀県 準備中 - -

京都府 協議中 - -

大阪府 大阪・戦争をさせない1000人委員会（仮称） - -

兵庫県 戦争をさせない1000人委員会・ひょうご - -

奈良県 戦争をさせない奈良1000人委員会 奈良市大安寺5-12-16　 0742-64-1010

和歌山県 戦争をさせない和歌山委員会 和歌山市雑賀屋町９　平和ﾌｫｰﾗﾑ内 073-425-4180

鳥取県 戦争をさせない鳥取1000人委員会 未定 -

島根県 戦争をさせない！島根委員会 松江市母衣町55-2　平和ﾌｫｰﾗﾑしまね内 0852-26-5754

岡山県 戦争をさせない1000人委員会岡山 岡山市北区津島西坂1-4-18　平和ｾﾝﾀｰ内 086-239-8400

広島県 戦争をさせないヒロシマ1000人委員会 広島市西区横川森町7-22　自治労会館内 082-503-5855

山口県 立ち上げに向け調整中 - -

徳島県 戦争をさせない1000人委員会徳島 徳島市庄和町3-35-1　平和運動ｾﾝﾀｰ内 088-623-2108

香川県 戦争をさせない香川1000人委員会 高松市丸の内7-18　 087-851-2362

愛媛県 憲法を守りいかす愛媛の会 松山市宮田町132　平和運動ｾﾝﾀｰ内 089-941-4500

高知県 平和憲法ネットワーク高知 高知市本町5-2-18 088-871-1580

福岡県 戦争を許さない福岡県民委員会 福岡市中央区天神5-6-7 -

佐賀県 戦争をさせない佐賀県1000人委員会 佐賀市神野東4-7-3 0952-32-2211

長崎県 戦争への道を許さない！ながさき1001人委員会 長崎市桜町9-6　 095-823-7201

熊本県 特定秘密保護法廃止！くまもとの会 熊本市中央区九品寺1-17-9　県労働会館内 096-371-6226

大分県 協議中 - -

宮崎県 戦争をさせない宮崎県1000人委員会 宮崎市別府町3-9　労働福祉会館４階 0985-29-1212

鹿児島県 戦争をさせない1000人委員会鹿児島県実行委 鹿児島市鴨池新町5-7-601 099-252-8585

沖縄県 沖縄平和運動センター 那覇市泉崎2-105-18　官公労共済会館内 098-833-3218
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■「戦争をさせない 1000人委員会」賛同者が広がっています 

「戦争をさせない 1000 人委員会」の賛同者が、1358人、113団体（7月 22日現在）とな

りました。「賛同者一覧」はホームページに掲載しています（各地域の 1000人委員会の賛同

者になられている方々は除きます）。全国の皆様からのご賛同に、心より感謝申し上げます。

「1000人委員会」の運動をさらに広げるため、皆様のさらなるご賛同をよろしくお願い致し

ます。 

 

■今後の活動提起 

安倍政権は、7月 1日、「集団的自衛権」行使容認の憲法解釈を閣議決定しました。これは

憲法の「平和主義」の空文化を狙うものであり、また「立憲主義」を否定するものです。そ

して戦後、侵略戦争に対する反省を出発点に、一人ひとりの平和に生きる権利を守るために

闘ってきた多くの人々全体に対する攻撃にほかなりません。 

私たちは全国の人々と連帯し、この間の閣議決定阻止の闘いの先頭で奮闘してきました。

とりわけ 6.30-7.1の官邸前の行動では万余の人々が結集し、安倍政権に対する怒りの声をた

たきつけました。しかし残念ながら、閣議決定を止めることができませんでした。しかし、

閣議決定に基づいて、日米ガイドラインの見直し、防衛費の拡大、来年度予算編成、関連法

案の提出などが進められようとしています。私たちはこれからの臨時国会、そして来年の通

常国会に向けて、憲法破壊・人権破壊・生活破壊の安倍政権と対決する全国的なたたかいを

つくりだすために、これからも全力でとりくみます。 

 

■「戦争をさせない全国署名」第 2次集約は 9月 30日です 

「戦争をさせない全国署名」の第 2次署名の集約は 9月 30日です。戦争をさせない 1000

人委員会は、戦争への道を突き進む政府の暴走を阻止するまで、全力で取り組んでいきます。

署名用紙は 1000 人委員会のホームページからダウンロードできます。署名がお済みでない

方はぜひ署名を、すでに署名がお済みの方は周りの方にご紹介をお願い致します。共に頑張

りましょう！ 

 

■集会・活動スケジュール 

 7月 25日時点での予定です。日程変更や緊急の行動呼びかけをさせて頂くことがあります。

詳細はホームページをご覧頂くか、事務局までお尋ねください。 

 

7月 31日（木）18時 30分～  憲法破壊の閣議決定を今すぐ撤回しろ！ 7.31集会 

場 所：全電通ホール（御茶ノ水、地下鉄新御茶ノ水・淡路町・小川町下車） 

               講 師：浦田一郎さん（明治大学法学部教授） 

                              報  告：福元勇司さん（沖縄平和運動センター副議長） 

               ※秋の臨時国会に向けての取り組み提起を行います 

 

9月 4日（木）18時 00分～   戦争をさせない・9条壊すな！ 9.4総がかり行動 

場 所：日比谷野外音楽堂  

               アピール：落合恵子さん，雨宮処凛さん，香山リカさん ほか 

               報 告：全国での取り組みなど 

                              デ モ：銀座・東京駅方面 

               ※解釈で 9条壊すな！実行委員会との共同主催 
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■全国のみなさんからのメッセージ 

― 「安倍内閣の集団的自衛権行使容認の閣議決定の暴挙に怒

りを禁じえません。安倍内閣を退陣させ、閣議決定を取り

消させる全国的な運動を展開していかなければなりません。

この度の暴挙に屈することなく、これからも活動を続けて

いく所存です」 

 

― 「すでに閣議決定されてしまいましたが、反対する気持ち

を持ち続け、諦めないことが大事だと思っています。反対

する人たちの代表としてこれからも頑張ってください」 

 

― 「首相は詭弁で押し通そうとしています。ズルさを感じま

す。『国を守る』『国民を守る』ことのみ強調し、『命』を失

うかもしれないということについては、正面から答えよう

としていません。去年の臨時国会は経済国会と言いながら、

あっという間に秘密保護法を成立させました。そして今回

の解釈改憲による集団的自衛権の閣議決定です。公明党は

限定的と強調していますが、戦争に突入した場合に限定な

どないのは誰が考えても明白です。国会や政治家は何をし

ているのか。本当に腹立たしく情けない。あきらめること

は絶対によくないと思います」 

 

― 「仏教を勉強しているので、関連する言葉を引用したいと

思います。『すべての者は暴力におびえ、すべての者は死を

おそれる。已が身をひきくらべて、殺してはならぬ。殺さ

しめてはならぬ』 中村元訳「ブッダの真理の言葉」（岩波

文庫）より 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局からのお知らせ＞ 

各地域の取り組み、1000人委員会の立ち上げ、賛同者の皆様のメッセージなどを掲載していきたいと考えています。事務局

へ手紙、FAX、メールでお寄せください。紙面の都合上、掲載しきれない場合はご了承ください。 

「アベノウォッチング」 

神奈川県・森本清彦さんの署名同封挿絵より 

山梨県・五味真二さんの署名封筒より 


