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１６日に採決強行か!?
採決阻止にすべての力を！
「少なくとも今国会での採決は行うべきでない」
本日（９日） 自民党県連、小坂・若林参議に要請
公明党県本部・創価学会は要請書の受け取りを拒否
戦争をさせない１０００人委員会・信州は９日午前、自民党県
連、小坂憲次・参議院議員、若林健太・参議院議員の各々の事務
所を訪問し、安全保障関連法案に関して要請書を提出しました。
要請行動には、村山智彦・呼びかけ人（県護憲連合代表委員）な
ど３名が参加、議員は国会に行って不在でしたが、秘書の方など
に要請しました。
自民党県連への要請
公明党県本部は、事前に電話で日程を調整しようとしたとこ
ろ、担当者が「県本部では書面などは一切受け取らない。すべて
中央本部へ郵送してほしい」などと要請書の受け取りさえ拒否。
創価学会への要請で「創価学会長野平和会館」に出向いたところ、
担当者は要請書の受け取りを拒否、
「すべて中央本部へ送ってく
れ」と追い返されました。
なお、吉田博美・参議院議員への要請は１０日、１０００人委
員会・飯田下伊那のメンバーが地元事務所を訪問する計画です。
小坂憲次・参議院議員事務所で要請
また、１０００人委員会・上小で
も９日、自民、公明、創価学会の上
小地域の支部へ要請をしました。自
民党は留守、公明・創価学会は「中
央本部へ行ってくれ」などという対
応でした。
要請書（自民党県連あて）は裏面
テレビ記者から取材を受け
る村山智彦・呼びかけ人。
若林健太・参議院議員事務所で要請
の通りです。
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９月９日（水）に自民党県連に提出した要請書
２０１５年９月９日
自由民主党長野県支部連合会
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戦争をさせない１０００人委員会・信州
〒380-0838

長野市県町 532-3 県労働会館

tel:026-234-2116 fax:026-234-0641
Email

vi4h-kt@asahi-net.or.jp

安全保障関連法案を今国会で採決しないように求める要請書（陳情）
第１８９回通常国会では、わが国の戦後の安全保障・防衛政策の枠組みを大きく変える「平和安
全法制整備法案」
「国際平和支援法案」が審議されています。
国会の審議で明らかになった点の１つとして、憲法解釈変更の違憲性の問題です。６月には、衆
議院憲法審査会に招致された３人の憲法学者が、集団的自衛権の行使を容認する法案は「憲法に違
反する」という見解を表明しました。憲法学界の大半の研究者もこの法案が違憲であると指摘して
います。政府が提出した法案について、違憲か合憲かという論議が沸き起こること自体が異例であ
り、この法案の憲法的、法的な不安定性を示すものです。
さらに２点目には、この法案が「戦争法案」と呼ばれるように、日本が戦後の抑制的な安全保障・
防衛政策を転換し、米国と一体化して自衛隊が世界中に出動していく事態が予想され、国民の間で
戦争への危機感が高まったことです。
３点目には、民主主義のルールの問題です。安倍首相は「議論した後は多数決で決めるのが民主
主義のルール」と言います。確かに国会の議席数は与党が圧倒的な多数を占めていますが、国民は
選挙で政権に白紙委任したわけではありません。国民の過半数がこの法案に反対し、政府の説明不
足を指摘する声も多く、今国会での法案成立に反対し、慎重に審議をするように求める声は圧倒的
です。
このような国民世論の状況にもかかわらず政府・与党は、９月２７日までの延長国会のなかで、
この法案の成立をはかろうとしています。このような「成立ありき」の対応は、国民世論に背を向
ける対応であり、民主主義のルールに反すると言わざるを得ません。
戦後長らく政権を担ってきた自民党は、さまざまな国民の声を吸収する柔構造の政党体質を持っ
ておられました。しかし安倍政権になってからの自民党は、極端にスタンスの幅が狭くなり国民の
声を吸収する姿勢が弱まっていると感じられます。
安保法案の取り扱いについては、国民世論を受け止め廃案とするか、少なくとも第１８９回通常
国会で成立させないような対応を取られるように強く要請する次第です。
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これから１週間が最大のヤマ場 「この国会で採決するな」
■９月１２日（土）～１８日（金）に全県で連続行動を
■東京での国会包囲行動にも参加しよう
■自民党県連・公明党県本部、県選出の自民党参議院議員へ
の抗議行動、創価学会県本部、支部への要請を

地域１０００人委員会の活動計画（９月８日現在）

お近くの地域の行動に参加してください！
日

時間

地区

内

容

場

所

１２ 13：30 諏訪

第 2 回小さな勉強会

諏訪市公民館

１２ 18：30 木曽

集会・パレード

大桑村野尻地区館

１３ 13：30 長野

採決阻止！廃案を求める緊急集会・パレード

ＪＲ長野駅前・ＮＣビル前

１３ 14：00 松本

本気でとめる！安保法案 緊急アクション

松本市花時計公園

１３ 15：00 塩尻

集会・パレード

塩尻駅前東口広場

１４ 18：00 飯田

集会・パレード

飯田市中央公園

１４

６町村いっせいスタンディング

６町村ごと

１５ 18：00 須高

集会・パレード

須坂市役所前

１５ 18：00 北信

集会・パレード

中野市勤労者福祉センター

7：00 木曽

※他の地域１０００人委員会でも現在、行動を計画中です。

長野･松本では 14 日～18 日に連続の座り込み行動
■期

日

９月１４日（月）、１５日（火）、１６日（水）、１７日（木）、１８日（金）

■場

所

［長野地区］長野市

上千歳広場（ＴＯｉＧＯ駐車場ビル東側／昭和通り沿い）

［松本地区］ＪＲ松本駅（お城口）駅前広場
■時

間

［長野地区］１３時３０分集合（座り込み開始）～１７時３０分
⇒終了後、長野駅前へ徒歩で移動、長野駅前街頭宣伝集会・パレードに参加
［松本地区］１３時集合（座り込み開始）～１７時

ＪＲ長野駅前では連日集会・パレード（14 日～18 日）
■集会名

戦争法案の採決阻止！ＪＲ長野駅前連続街頭宣伝集会・パレード

■期

日

９月１４日（月）、１５日（火）、１６日（水）、１７日（木）、１８日（金）

■時

間

１７時４５分集合
※集

会

※パレード
■場

所

ＪＲ長野駅前

１７：４５～１８：１５
長野大通り⇒昭和通り⇒中央通り⇒二線路通り入口で解散
ＮＣビル前（旧ホテルサンルート前）
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国会を包囲！採決阻止！上京行動も計画しよう
期
日
１０日（木）18 時 30 分
１１日（金）18 時 30 分
１４日（月）13 時
18 時 30 分
１５日（火）13 時
18 時 30 分
１６日（水）13 時
18 時 30 分
１７日（木）13 時
18 時 30 分
１８日（金）13 時
18 時 30 分
２４日（木）18 時 30 分

行動内容
戦争法案反対国会前集会（連続行動第１７回） 衆議院第 2 議員会館前
戦争法案反対国会前集会 衆議院第 2 議員会館前
国会前座り込み行動 国会正門前 （～１７時）
戦争法案反対国会前集会 国会正門前
国会前座り込み行動 国会正門前 （～１７時）
戦争法案反対国会前集会 国会正門前
国会前座り込み行動 国会正門前 （～１７時）
戦争法案反対国会前集会 国会正門前
国会前座り込み行動 国会正門前 （～１７時）
戦争法案反対国会前集会 国会正門前
国会前座り込み行動 国会正門前 （～１７時）
戦争法案反対国会前集会（連続行動第１８回） 衆議院第 2 議員会館前
戦争法案反対国会前集会（連続行動第１９回） 衆議院第 2 議員会館前

自民･公明、参議院議員へ抗議、創価学会へ要請を
■自民・公明 長野県連絡先
政

党 名

郵便番号

自由民主党長野県支部連合会
公明党長野県本部

住

所

380-0936 長野市中御所岡田 1
381-0034 長野市高田 955－4

電

話

ＦＡＸ

026-227-5255 026-224-0978
026-229-8005 026-229-8007

■長野県選出 自民党所属参議院議員【地元事務所】
議 員 名
吉 田 博 美
若 林 健 太

郵便番号
住
所
399-3303 下伊那郡松川町元大島 1784-18
380-0935 長野市中御所 2-28-2

電 話
0265-36-2941
026-269-0330

ＦＡＸ
0265-36-6735
026-269-0333

小

380-0936 長野市岡田町 171 スズキビル 1F

026-224-2188

026-223-7177

坂 憲

次

■創価学会 長野県内の会館所在地
（長野県中心会館）創価学会松本平和会館 松本市南浅間４９７－１
0263-37-1500
創価学会長野文化会館 長野市大字稲葉日詰１７３１‐１１２ 026-221-0140
創価学会松代会館 長野市松代町東条４２ 026-278-2436
創価学会更埴会館 千曲市大字中２５８
026-273-1422
創価学会上田平和会館 上田市大字秋和字宮原１１１０－５ 0268-28-8333
創価学会伊那会館 伊那市大字伊那字中島３９０６－８ 0265-78-6200
創価学会駒ケ根会館 駒ヶ根市赤穂北割一区１４５９－１ 0265-81-1196
創価学会辰野会館 上伊那郡辰野町大字平出２１８７－１ 0266-44-1151
創価学会飯田会館 飯田市大通２丁目１９４－１ 0265-52-6789
創価学会飯田平和会館 飯田市松尾明７５０６－１ 0265-23-2221
創価学会諏訪文化会館 諏訪市上川１丁目１６６２－６ 0266-58-9282
創価学会長野青年研修道場 諏訪市大字四賀霧ケ峰７７１８－３９ 0266-53-4488
創価学会岡谷平和会館 岡谷市長地権現町４丁目１－１６ 0266-26-2111
創価学会安曇野会館 安曇野市豊科４２２１－４ 0263-71-1300
創価学会大町平和会館 大町市大町神栄町２７１８－１ 0261-23-5730
創価学会木曽会館 木曽郡木曽町新開２３７１－１ 0264-23-3099
創価学会塩尻文化会館 塩尻市大門桔梗町ヶ原５２－２ 0263-51-1877
創価学会信州中野会館 中野市大字草間１５１６－３ 0269-26-1336
創価学会須坂会館 須坂市野辺町１３８５－５ 026-251-2464
創価学会佐久会館 佐久市新子田１９２４－１ 0267-68-5886
創価学会南佐久会館 南佐久郡佐久穂町大字高野町１１１２－１ 0267-86-5631
創価学会望月平和会館 佐久市望月８４４－２ 0267-53-3336
創価学会長野研修道場 北佐久郡軽井沢町大字長倉４－４４ 0267-48-2688
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