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2019年11月9日(土)

ＮＯ．１０
※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] q-ko@sea.plala.or.jp [ＨＰ] https://www.siminnokaze-hokkaido.net

戦 争 さ せ な い 市 民 の 風 ・ 北 海 道

【と き】12月６日(金) 18:30～20:00
【ところ】札幌エルプラザ2F環境研修室

【参加費】 500円（資料代）

【主 催】 市民の風・北海道
【賛同団体】平和ってい～ね！ていね区民の会、市民と野党の共闘を

求める５区の会、北海道３区市民の会、市民と野党の共

闘を求める１区の会、市民自治と平和をめざす北区・東

区の会

『

11月24日(日)13:30～

市民連合＠新潟共同代表

新潟国際情報大学国際学部教授

市民政治の育てかた

「憲法改悪」絶対許さない！」

新潟で吹かせた
デモクラシーの風

◇ 2019年１２月７日（土）

１０:００～１８:００

◇札幌駅前地下歩行空間

これからの「市民の
風・北海道」は、①言い
出しっぺからやる、一人
でもやる ②参加する団
体・個人の違いを認め合
い誹謗中傷はしない ③
「ゆるやかに・しなやか
に・したたかに」そして
「楽しく・面白く・愉快
に」、でいきたい（第４
回総会方針案）と考えて
います。

ぜひ総会に参加し、こ
れまでの運動の成果と反省を共通の財産にして、次のス
テージに向けた準備をしましょう。

アベ政権による「憲法改悪」を絶対許さないために。

2/23（土）、市民の風・北海道と石川とも

ひろ知事候補予定者が政策協定を結び

ました。

「戦争させない市民の風・北海道」は2016年8月2

7日に「戦争させない北海道をつくる市民の会」と「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」が統合してできました。

それから3年が過ぎました。この間、2017年10月

の衆議院選挙、2019年4月の北海道知事選挙、7月の

参議院選挙を「北海道における市民と立憲野党の橋渡し・

接着剤・間接ギヤとなって、共闘による統一候補の実現

と議席獲得をめざして」取り組んできました。

まだ大きな成果にはなっていませんが、北海道衆議院

12小選挙区のうち11選挙区の市民団体と連携できるよ

うになり、知事選挙では各地でいち早く市民独自の集会

などが取り組めるようになりました。

また、道議会の自民会派による「改憲意見書」提出に

反対する要請書の呼び

かけでは、わずか数日

で56団体から連名の

同意を得ることができ

ました。

わたしたちのこれま

での行動は立憲政党を

はじめ全道の市民・民

主団体から信頼を得て

おり、これからも期待

されています。

3/21(木)、知事選挙告示。市民スペースで

も朝から証紙貼り。大勢の仲間の参加で熱

気ムンムン。あっという間に終りました。
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各地域の活動
※市民の会連絡会での報告、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。

南 区 10/13、講師に渡辺達生弁護士を迎
え「第14回南区憲法フェ

スタ」を開きました。

同じ衆議院1区の中央区

の仲間たちや立憲民主、

共産、新社会党の代表

も挨拶にこられました。

市民と野党の共闘が南

区でも着実に進んでい

ます。

中央区 10/27、STOP安倍政治！中央区実行委員
会主催の大街宣Part8＠紀伊国屋前。参加者は25人+で

「安倍改憲NO!署名」は22筆です。「戦争は絶対いや！」

という小学生たちが署名をしてくれ、さらにお小遣いを

カンパしてくれました。

スピーチは立憲民主党、日本共産党、社会民主党など

代読含めて9人でした。

西 区 地下鉄琴似駅周辺で毎週月曜日に定例スタン

ディング、毎月14日には中

央区・手稲区・小樽などの仲

間たちと「辺野古埋立に抗議

する」スタンディングを、埋

め立てが始まった昨年12月

から続けています。また、環

境問題などを中心とした学習

会も続けています。

1 (札幌市中央区･南区･西区一部)

市民自治と平和をめざ

す北区・東区の会では10/10

に「ＬＧＢＴ・多様性を求めて

～理解を深め、そしてなにがで

きるか～」と題して学習会をひ

らきました。

講師は道議会議員の渕上綾子さん。渕上さんが真摯に

語ってくれたトランスジェンダー当事者としての経験、

性的少数者についての基礎知識とかかえる問題、行政、

教育など社会がかわるべき課題についての話に参加者は

一心に耳を傾けました。当日は数名の道議・市議（元も

含む）が参加し、メッセー

ジもよせられました。

北区・東区の会では、

このほか毎月2回安倍改

憲阻止3000万人署名の

街頭活動を続けています。

２ (札幌市北区・東区)

豊平区 北海道知事選挙、参議院選
挙期間中の土日は、3区管内の地下鉄

駅や大型スーパー、札幌ドーム前など

で、スピーチやビラ配布など市民街宣

を繰り返して行いました。

白石区 「平和ってな～に白石の
会」は水道の民

間委託問題で学習会を続けていま

す。

11/23には第3弾として「安倍

政権は何故”水道の”民営化をし

たいのか―DVD観て語ろう！ 民

営化で利益を得るのは誰？」を予

定しています。

３ (札幌市白石区･豊平区･清田区)

手稲区 「平和ってい～ね！ていね区民の会」
は毎月第1・3・5水曜日は朝、

第2・4金曜日は夕、にスタンディ

ングをしています。このほか毎

月3日と19日は区内の市民団体

と一緒に行動。毎月14日の辺野

古埋立抗議の日は有志が琴似ま

で出向いて行動をしています。

選挙本番中は毎日連続行動！

参議院選挙では５駅同時行動、

最終日は24時まで。これ、手稲区の定番です。

小樽市 10/27、小樽
市で『9条を未来へつなごう！

KENPOフェスタ in おたる』

（主催：小樽ピースアクショ

ン実行委員会）を開きまし

た。

このフェスタは2003年

から続けています。今年は小

学校低学年3人による「憲法前文朗読」、ワオキツネザ

ル神さんの「絵本・赦しの花」朗読、川原茂雄市民の風・

北海道共同代表の「憲法出前講座」。約70名が参加し

ました。

後志管内 8/23～25、「後志・原発とエネルギー
を考える会」主催の『とまロック2019』が岩内で開か

れました。昨年と違って天候にも恵まれました。

来年はさらに多くの方の参加をお願いします。（左写

真は「市民の風ライブ隊」

です）

４ (札幌市手稲区･西区一部・後志管内)
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8/20夕、さっぽろ自由学校「遊」主

催の「政治家との対話講座『選んだ人と

ざっくばらんに』に石川ともひろさん

が登場しました。

「原発で竹島どころでない”国土”も

失った。原発は最大の政治課題と思ってい

る」など、参加者のどのような質問にも春の候補の時と同じよ

うに歯切れ良い答え。懇親会にも参加していただきました。

地元帯広で

毎年行ってい

る「石川かお

り&ともひろ

野遊会」に今

年も3,000名

近くの方が参加、バーベキューなどで楽しみました。

石川さんも石川一家も元気いっぱいです。

10/19(土)雨の中、

今年最後の街宣。冬期間は

室内での活動になります。

11/16(土)は『ドローン

で見る沖縄の基地』上映会

を遠軽町福祉センター4階児童集会室で行います

12 (オホーツク管内･宗谷管内）

12/17（土）18時から市民の風

とかちの主催で「来る衆議院選挙、立

憲野党候補の勝利に向かって」、佐々

木寛 市民連合＠新潟共同代表を講師

に「新潟に学ぶ、選挙の勝ち方・未来

のつくり方」を学びます。プラザ2階

視聴覚室です。

11

「かえよう北海道！いぶりの会」は春の知事選
で2回の集まりをもちました。2月は石川ともひろ候補

と川原茂雄・市民の風共同代

表、3月は市民の風共同代表の

上田文雄さんと川原茂雄さん

による「ふたりトークショー」

で、取り巻いている状況や

「希望の北海道をどうつくる

のか」などの学習をしました。

９ (胆振管内･日高管内)

北広島市 10/14
に「北広島九条の会」第13

回総会が開かれました。

上田文雄さんに「今、憲法

を考えるー憲法に自衛隊が明

記されたら何が起こるか」の

テーマで記念講演を行っていただきました。

千歳市 11/4、スタンディングと街頭署名に寒い風
に吹かれながらも２０名が

参加。ギター伴奏と歌もあっ

たことなどから、中・高校

生が立ち止まり聞いてくれ

たり、署名をしてくれまし

た。

５ (札幌市厚別区・石狩管内)

「６区市民の会」の新しい

チラシができました。「市民

の皆さん～忘れていませんか？

～あなたが国の主人公である

こと～1人不満をいだいていて

も政治や社会は変わりません

～一番の近道はまず選挙に参

加すること～みんなが集まり、

知恵を出し合い、行動を起こせば、政治も社会も変えら

れるということ～」。  12/15（日）13時から  宮下通買

い物公園で市民と野党の共同街宣を行います！

６ (上川管内)

釧路では毎月

19日行動を継続して取

り組んでいます。

9月19日の釧路駅前

行動では8/31東京で開

催された緊急集会「韓国

は敵なのか」における詩

人の佐川亜紀さんの「韓

国は敵じゃない」という

詩の朗読の映像を参加者でみました。

また皆で「日韓問題対話で解決」「安倍政権は今すぐ

退陣！」の声をあげました。

７ (釧路管内・根室管内）

「１０区の会」は９月から参院選の総括と合わせ

て衆院選の準備を進めてきました。９/２６に共産党南

空知地区委員会の要請で懇談会を開催し、衆院選と来年

の岩見沢市長選に向けての意見交換をしました。立憲民

主党の神谷事務所とは事務局レベルですが11/10を予

定しています。南空知管内の労組、農業団体回り、北空

知の実情調査と留萌管内の共闘の実績作りが出来ないか、

来週、再来週に予定を組みました。

「ゆに9条の会」は９月に続き日韓問題の学習会をし

ます。11/17（日）午後2時から由仁町元気館で、学習

会「韓国人から見た日韓関係を語る」。講師は玄武岩

（HYUN Mooam) 北大大学院メディア・コミュニケー

ション研究院教授です。

10 (空知管内･留萌管内）

(十勝管内）



10月4日深夜、道議会の自民・公明両会派は「改憲に

向けた国家論議を促す意見書」を、これまでの全会一致

の原則を破って強行可決しました。

意見書は「日本会議の要請を受けて自民が可決の機会

を伺っていた」が、「安倍首相が臨時国会で議論進展を

呼びかけた」タイミングで強行した（北海道新聞2019

/10/6朝刊社説）ものです。

緊急でしたが市民の風・北海道は市民団体が連携した

道議会正門前の抗議集会に参加、引き続き道議会の傍聴、

野党各派への激励行動をしました。

また自民会派のこの動きに対して「意見書を議決する

ことに反対する要請書」の提

出を全道の市民団体に呼びか

け、市民ネットワークの代表

ととともに9月３０日に５６団

体（右記載）の連名で道議会

議長と全会派に提出しました。
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道議会 自民・公明会派

『改憲意見書』強行

要 請 書 連名提出56団体（順不同)

「道議会は『国会における憲法議論の推進を求める意見書』
を議決しないでください」 ・

・戦争させない市民の風・北海道

・過去と現在を考えるネットワーク北海道

・平和をつくろう南区実行委員会

・平和憲法を守る豊平区民の会

・戦争させない・９条壊すな！釧路行動実行委員会

・戦争させない市民の風・えべつ

・北海道パレスチナ医療奉仕団

・苫小牧の自然を守る会

・北海道労働組合総連合

・ベクレルフリー北海道

・北海道民主医療機関連合会

・護憲ネットワーク北海道

・市民と野党の共同を進める6区の会

・医療九条の会・北海道

・9条江別市民の会

・平和ってい～ね！ていね区民の会

・個人の尊重と平和を守る長沼の会

・戦争させない！西いぶりの会

・医療法人（社団）道北勤労者医療協会

・医療法人（社団）道南勤労者医療協会

・医療法人（社団）道東勤労者医療協会

・医療法人（社団）十勝勤労者医療協会

・医療法人（社団）オホーツク勤労者医療協会

・医療法人北海道勤労者歯科医療協会

・社会福祉法人協立いつくしみの会

・社会福祉法人勤医協福祉会

・社会福祉法人札幌東勤労者医療福祉協会

・株式会社えみな福祉企画

・株式会社北海道保健企画

・有限会社函館保健企画

・株式会社北健友社

・株式会社ファーマケア十勝

・株式会社あゆみ調剤

・エイチ・エム・メディカル協同組合

・民医連道央事業協同組合

・平和憲法を未来へつなぐ会・小樽

・市民自治と平和をめざす北区・東区の会

・市民ネットワーク北海道

・九条ネット北海道有志の会

・東区９条の会

・市民自治を創る会

・カトリック札幌教区正義と平和協議会

・市民と野党の共闘を進める１０区の会

・ゆに９条の会

・市民と野党の共闘を求める5区の会

・安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合北広島

・幌延問題を考える旭川市民の会

・旭川憲法スクール

・野党共闘と立憲主義の回復を求める三区市民の会

・明日の平和をつくりだす夕張の会

・北広島西の里・虹ヶ丘憲法九条の会

・STOP安倍政治！中央区実行委員会

・市民の風とかち

・北海道学者の会

・JR北海道研究会

・市民の風・西区の会

・北海道学者の会

※締め切り後に２団体から申し出がありました。

・アイ女性会議北海道、

・日本キリスト教会北海道中会ヤスクニ・社会問題委員会

矢臼別「日米共同訓練」

抗議のスタンディング
9月16日に北海道矢臼別演習場で、沖縄を管轄する

陸上自衛隊西部方面隊と米陸軍の日米共同訓練が行わ
れ公開されました。

これに対する抗議のスタンディングを大通公園3丁
目駅前通りで午後1時から１時間ほど行いました。

路上に首都圏で活動中の
「琉球弧自衛隊配備NO！島
じまスタンディング」のカラ
フルなポスターを展示し、参
加者（15名以上）が思い思
いのプラカード、ポスターを
掲げ、道行く人に訴えました。

日 時 2019 年11月19 日(火)
19:00～21:00 (18:00 開場)

会 場 札幌市教育文化会館（北1西13）

主 催 沖縄県 参加費 無 料

プログラム
1.現状報告

沖縄県辺野古新基地問題対策課

2.基調講演

玉城デニー 沖縄県知事

3.トークセッション

玉城デニー知事トークキャラバン

を支援する北海道有志の会

皆で考えてみませんか？

10月4日、道議会正門前で開かれた緊急抗議集会


