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2018年11月14日(水)

ＮＯ．9
※季刊発行（年４回）から随時発行

に変更しました。

市民の風 通信
購読申込先 〒061-2273 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

戦 争 さ せ な い 市 民 の 風 ・ 北 海 道

２０１９年は4月（7日）に統一自治体選挙、夏（６/
２８～7/28の間）には参議院選挙があります。そして、
2019年は憲法改悪阻止に向けた正念場の年です。

10月の第４次安倍改造内閣発足以降、自民党は全国
289の衆院選挙区ごとにおかれている各支部全てに
「憲法改正推進本部」の設置を進めています。

この動きに対して「市民と立憲野党」側の対応・準

備は遅れに遅れています。しかし、何としても「安倍

政権下での憲法改悪」を許すわけにはいきません。

このような中、統一自治体選挙、参議院選挙にどう

立ち向うのか、そして、憲法改悪をどう阻止していく

か、私たち「市民の風」にとっても正念場を迎えてい

ます。総会で、しっかり議論をし、意思統一をお願い

します。そのたたき台（方針案）を送ります。会員の

皆さんはぜひとも総会に参加してご意見をください。

また、会員になっていなかった方はこの機会に入会

をお願いします。

市民の風・北海道は11月6日(火)に道庁記者クラブで

「市民の風・北海道として

の参議院議員選挙に向けて

の方針と野党各党への要請」

について記者会見をしまし

た。

その後、立憲民主党北海

道連合と日

本共産党北

海道委員会、

翌日には国

民民主党北海道総支部連合と社会民主民党北海道連合

に対し「参議院議員選挙についての政策協議と相互協

力の要請」を申し入れ、北海道知事選および参議院議

員選挙に向けて、これまで築き上げてきた共闘関係と

相互協力に充分に配慮して取り組むよう強く要請しま

した。

11月25日(日)13:00～

＜＜参議院議員選挙＞＞

野党に候補調整と相互協力を要請

市民の風が呼びかけ
た沖縄知事選挙の応援
カンパは『434,000
円』にもなりました。
ご協力ありがとうござ
いました。

市民の風は玉城デニー

さんに「必勝・為書き」を送り、

ライブ隊を中心に作成した動画

メッセージを沖縄への『連帯の

エール』としてフェースブック

とツィッーターで発信しました。

沖縄知事選挙
応援カンパ

【と き】 12月9日(日) 18:00～20:00

【ところ】 厚別区民センター2F大ホール

【講 師】 市民連合＠新潟 共同代表

佐々木寛 新潟国際情報大学教授

【参加費】 500円

【主 催】 市民と野党の共闘を求める５区の会

戦争させない市民の風・北海道

市民が変える、政治を変える 市民集会

池田まきさんと語る市民集会
(2016/3/5 厚別区民センター)

『市民の風・北海道』

知事選・参議院選挙に向

円

10/14から取り組んでいる『知事選に向けたシー
ルアンケート』はあちこちの街頭に拡がっています。
終了次第、集計して公表し、「道民の声」として候補
の選定や政策策定に反映するように立憲野党に申
し入れます。



南 区 10/13(土)に
約160名が参加して『南区

憲法フェスティバル』を開

きました。記念講演は高崎

裕子弁護士。右写真は「あ

る若い兵士の一生」を歌う

北海道合唱団です。立憲民

主党から岩崎道郎市議、共産党から千葉なおこ市議候補

予定者の挨拶がありました。

中央区 「STOPアベ政治！中央委員会」主催とし
て大街宣、朝街宣

スペシャル、300

0万人署名、知事

選挙シールアンケー

トなどの行動をし

ています。また、

中 央 区 革 新 懇 の

「9の日」行動、立憲民主党の村上市議、共産党の小形

市議の早朝行動など、それ

ぞれの団体が連絡しあって

参加しています。

西 区 毎週月曜日に地

下鉄琴似駅前でスタンディ

ング。7/22(日)に「ちえ

りあ」で『憲法再発見 西

区憲法フェス★2018』を

開催。「憲法カフェ」で学んだあと、参加各団体が「パ

フォーマンス」を競い合いました。

9/27(木)には西区サロン『軍隊を捨てた（だけじゃ
ない！？）国コスタリカから考える平和』を開き、学び

合いました。

「市民自治と平和をめざ

す北区・東区の会」は5/2

6(土)、６/１６(土)、7/6

(金)、28(土)、8/10(金)、

24(金)、9/22(月)、１０/

１２(金)に3000万人署名活

動。10/20(土)には知事選挙に向けたシールアンケート

を 地下鉄北24条駅周辺で行いました。11/8(木)には

「東アジア情勢と憲法9条を考える集い」を市民ホール

会議室で開きました。

7/8(日)に「ねつ造、隠ぺい、

改ざんを許すな！怒りを行動

に！3区市民の会大集会」＆

荒井さとし国政報告会を清田

区で開き、115名が参加しま

した。荒井さんの国会報告後

に共産党の畠山和也前衆議院議員から連帯の挨拶があり、

その後、1時間以上にわたって活発な質疑討論が行われ

ました。

白石区 「平和ってな～に？白石市民の会」は活動
資金を作るためにTシャツを作りまし

た。デザインは恵庭の清原雅子さん、

制作は障がい者作業所「NPO法人共

働友楽舎ワークショップアリス」の

協力です。10/7(日)に予定していた

第１回市民講座『生きづらさを乗り

こえて』は残念ながら台風で中止となりました。

豊平区 10/25(木)、

「ストップ戦争法豊平区民

の会」は札幌圏の市民組織

に呼びかけて、『憲法を守

る運動をしている市民組織

による活動交流会』を開き

ました。円卓会議の札幌地域

圏のような集まりです。当日は札幌10区のうち8区が参

加。活動報告や運動の中で感じている問題点などが出さ

れました。

手稲区 「平和ってい～ね！ていね区民の
会」は通常国会期間中・週3回、現在はテーマを
「アベの嘘」として水曜日にスタンディング行動。

また、区内の市民団体
と毎月「３日」と「１９
日」に共同の行動をして
います。7/7(土)に本多
平直衆議院議員と語る会
＆懇親会を開き、畠山和
也前衆議院議員からも挨
拶をいただきました。

小樽市 6/17(日)、「平和憲法を未来につなぐ会・
小樽」の主催で『そうだ、本

多さんに聞いてみよう～リア

ルな国会のはなし～』。中学

生も参加し、貴重な意見があ

りました。

6/30(土)に「小樽・後志地

域行動（L.A.O.S）」、「9条

の会小樽ネット」の主催で『安部政権の勝手を許さない

小樽大行進』。本多平直衆議院議員（立憲民主党）、畠

山和也次期参議院議員候補予定者（共産党）も参加、市

内をパレードしました。

後志管内 8/18(土)～19(日)、「後志・原発とエネ
ルギーを考える会主催の『と

まロック』を岩内中心に開か

れました。

二日目は朝から大雨に見舞

われましたが、テントの中で

元気にやり抜き、最後は岩内

中心街をパレードしました。
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各地域の活動

1 (札幌市中央区･南区･西区一部)

２ (札幌市北区・東区)

３ (札幌市白石区･豊平区･清田区)

※円卓会議での報告、メーリングリスト・SNSなどで発信されている中から掲載していま
す。事務局で把握していないものもありますので、掲載漏れはお詫びします。

４ (札幌市手稲区･西区一部・後志管内)



厚別区 「戦争さ
せない・9条こわすな！厚別
の会」は毎月「１９日」を
定例行動の日として、スタ
ンディングや署名活動を続
けています。

江別市 「江別憲法第

９条を考える集い実行委員会」は毎月１９日に『江別・

みんなでアクション』をしています。11/3(土)には午

前と知事選シールアンケート、午後には脱原発スタンディ

ング『ブラックアウトNO！』を３６人の参加で行いま

した。

千歳市 「ピースアクションちとせ」として毎月

「9の日」行動を継続しています。9/24(月・祝)に

は「戦車公道使用に反対するスタンディング」を緊急に

呼びかけ、抗議行動をしました。

８/２６(日)に「市民と

野党の共同をすすめる６

区の会」の 『１周年の

集い』を開きました。緑

の党、新社会党、社民党、

共産党、立憲民主党から

「市民と野党の共同」を

続ける決意と連帯挨拶をいただきました。

10/27(土)には『市民と立憲野党の共同街宣』（リレー

トーク）を平和通買物公園で行いました。

１１/３(土)、釧路駅前で

安倍政権に対する反対する

集会と、抗議デモを市民参

加で行いました。

西胆振 「戦争させない！

西いぶりの会」は月２回室蘭

中島アイランドで街頭行動を

しています。

8/5(日)に『七夕パレード』

を４０人の参加で行いました。9/24(月・祝)には「安

部９条改憲NO！署名2000筆」達成を目指す講演会を

川原茂雄市民の風・共同代表を迎えて行いました。

9/17(月・祝)に今年３回目の空知菅内「１市

４町の会」トラックキャラ

バンをしました。

３０００万人署名も各団

体が目標達成に向けて頑張っ

ています。

帯広では毎週金曜日の１

８時半からの「キンロクハ

ン」行動を多くの市民団体

が一緒になっ

て続けています。

「市民の風とかち」は 『帯広市の十勝

飛行場をオスプレイの補給拠点とする計

画に反対する意見書を採択するよう帯広

市議会に陳情書を提出、ハガキによる抗

議行動を続けています。

6/23(土)、網走でこ

れまで164回も続けてきた

「平和の願いを金曜集会」の

仲間たちが中心になって「9

条改憲を許さない市民の会」

を結成しました。

記念講演は上田文雄市民の

会共同代表です。
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12 (オホーツク管内･宗谷管内）

7/28日(土)に「市民の風」「医療九条の会」「市民連

合北広島」主催の『北海道の未来を考える・市民と政党

の対話集会』が開かれました。

2019年春に予定されている知事選挙に向けて北海道

の４立憲野党（立憲民主党、共産党、国民民主党、社会

民主党）の代表格と幹事長が出席。

他に多くのイベントが重なっていた日でしたが200人

を超える市民が参

加し、知事選挙な

どについての各党

の考えに対して、

質問・意見が出さ

れました。

対話集会後のビー

ル・パーティには

約50人の市民が

北海道の野党政党

責任者とめったにない交流。率直な意見交換をすること

ができました。

11 (十勝管内）

北海道の未来を考える

～ビールパーティでも意見交換～

7/28土

６ (上川管内)

(札幌市厚別区・石狩管内)５ ９ (胆振管内･日高管内)

10 (空知管内･留萌管内）

７ (釧路管内・根室管内）
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札幌教育文化会館小ホール（中央区北1条西13丁目）

2017/10/15に開かれた『平和にYES❗ 改憲にNO❗『市民
が政治を変える！札幌アクション』」

平和にYES ! 未来へGO！

2018/2/17(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円卓会議』ですが、以降、

3/17、4/22、6/30、8/26、10/28、12/9（予定)

と続け、実践交流・情報交換を積み重ねています。

この輪を北海道全体に広げましょう。

円卓会議の存在を知らない団体もあると思われます

ので、ぜひとも参加されるように声をかけてください。

☆円卓会議の位置づけについては６月３０日の第４回会議で

以下の整理をしています。

① この円卓会議の名称を「安倍改憲を許さないための

共同をつくる円卓会議」とする。

② この円卓会議は、安倍改憲を許さないための連帯・

情報交 換・交流・問題提起・活動提起の場であるが、

それを決定する場ではない。

③ 共同の活動は、その活動・企画を提案した団体を軸

に別に実行委員会などを構成して取り組む。この円卓

会議は実行団体とはならない。

④ この円卓会議は隔月ごとに開催し、隔月に世話人

会を開催し内容を準備する。
⑤ 世話人会は、呼びかけ団体の数を増やし、その団

体で「世話人会」を構成する。各団体は持ち帰って世

話人団体になるかどうかを検討し返事する。

⑥ 運営費用については、基本的には費用をかけない

運営をする。その都度カンパなどで賄う。

☆これまで円卓会議に参加している団体(順不同)

・市民の風・北海道
・護憲ネットワーク北海道
・九条ネット北海道有志の会
・市民の声を聞く会
・北海農民運動北海道連合会
・市民連合北広島
・北広島9条の会
・市民の風とかち
・戦争させない！西いぶりの会
・平和憲法を未来につなぐ会・小樽
・市民と野党の共同をすすめる6区の会
・平和をつくろう南区実行委員会
・札幌中央区革新懇
・STOP安倍政治!中央区実行委員会
・西区憲法フェス2018
・市民自治と平和をめざす北区・東区の会
・市民と立憲野党の共同を求める北海道３区市民の会
・市民と野党の共闘を求める5区の会
・平和ってな～に？白石市民の会
・平和ってい～ね！ていね区民の会
・さっぽろ勝手連
・１０区野党統一候補実現を求める会
・個人の尊重と平和を守る長沼の会
・医療九条の会・北海道
・カトリック札幌地区正義と平和協議会
・「安保法制」に反対する北海道宗教者連絡会
・安保法案廃止をめざす栗山町民の会
・五輪団地9条の会
・市民の風・えべつ
・白百合グループ
・市民と野党の共闘を求める一区の会
・戦争法の廃止を求める北区民の会
・ピースアクション in ちとせ
・平和憲法を未来につなぐ会・小樽
・北海道学者の会
・生協９条の会
・三人会
・北海道地域自治体問題研究所
・ユニキタ
・自由法曹団
・道労連
・自治体退職者北海道本部
・北海道高校退職者協議会札幌支部
・市民ネットワーク北海道
・社民党道連
・新社会党

第7回円卓会議は

と き：2018/12/9（日）１４:００～

ところ：厚別区民センター です。

『安倍改憲を許さないための共同をつくる円卓会議』
この輪を北海道全地域に大きく広げよう

昨年10月の『平和にYES❗ 改憲

にNO❗市民が政治を変える！札幌

アクション』の劇場版を計画して

います。詳細は今後実行委員会で

検討し、メーリングリストなどで

お知らせしていきます。

2019年1月20日(日)
14:30 開 場（終演18:00）

◇ 15:00～第１部開演

◇ 16:30～第２部開演

（仮 題）


