
「戦争法案を問う 全国一斉市民投票」 

１０万票集めて 戦争法案 絶対廃案！！ 
 

安倍政権は、今国会で集団的自衛権行使を認める戦争法（安全

保障関連法）案を成立させようとしています。この法案は、政府の判

断で海外での戦争をできるようにするものであり、憲法違反です。 

私達は 7 月衆議院での審議期間中に、滋賀・大阪市・摂津・兵庫

地域や東京足立区などで戦争法を問う市民投票を行ってきました。

95％以上の市民が戦争法「反対」に投じました。また国会周辺では

連日多くの若者や市民が抗議の声をあげています。しかし安倍政権

は、大多数の反対の声を無視し衆議院で強行採決を行いました。私

たちは強い怒りを持っています。そして 8 月 30 日には国会前に 12

万人、大阪 2万 5千人をはじめ全国 300か所以上で市民が戦争法案廃案、安倍ヤメロ！の声を上げました。 

9月上旬といわれる参議院での強行採決を許さず、廃案にするために、戦争法案の賛否を問う「全国一斉市

民投票」をおこないます。 “全国で、一斉に、１０万票を集め、同時開票・発表”が目標です。一人ひとりが直

接意思表示し、社会的にアピールし、投票結果を安倍首相や政府、自治体首長等に広く知らせ、戦争法廃案

を訴えます。平和と民主主義を守るためにこの運動にご参加、ご協力ください。 

◆集めてください、広げてください◆ 
◎市民投票は投票用紙に戦争法の制定に 賛成の人は○  

を、反対の人は×を書くだけです。 

居住地、国籍、年齢制限はありません。 

◎大募集！市民投票をお手伝いして頂ける方 

自分の家族・地域や団体・サークルなど１票でも１０票  

でも呼びかけて集めてみたい方！ 

◎ホームページからも参加登録できます 

 投票グッズ（投票用紙,ポスター,チラシなど）がダウン  

ロードできます。郵送希望者に必要枚数をお送りします。 

◆投票期間： 9 月 1 日（火）～9 月１2 日（土） 
◆開   票： 9 月 12 日（土）12：00～13：00 

9/12 までに集めた投票用紙を下記の事務局に返送していただくか、 

開票結果を開票現場の写真を添付してメールでお送りください。 

どちらも無理な場合、電話で事務局まで報告ください。 

最新情報はコチラ>>> http://www.zenko-peace.com/ 

西日本事務局  〒536-0008 大阪市城東区関目 6 丁目 4 番 2 カサビアンカ関目 103 

                                              「全国一斉市民投票」実行委員会宛 

           山川よしやす 090-8536-3170  heiminnokaiosaka@gmail.com 

東日本事務局  〒120-0024 東京都足立区千住関屋町 8-8 2 階 「全国一斉市民投票」実行委員会宛 

土屋のりこ   090-5646-4273   tsuchinoko1@gmail.com 

 

主催 「戦争法案を問う 全国一斉市民投票」実行委員会  共催 平和と民主主義をめざす全国交歓会 

mailto:heiminnokaiosaka@gmail.com


 ★西日本エリア 

滋賀 090-7090-6579（中川） 

京都 090-8146-8351（川口） 

大阪 090-8536-3170（山川） 

北摂 茨木 090-5057-2150（谷） 

豊中 090-8980-2436（山田） 

河内 090-3708-7705（山本） 

枚方 090-9705-5921（松田） 

堺  090-7498-0837（五十子） 

090-9054-7521（若宮） 

河内長野     

  090-6328-0639（藤丸） 

兵庫 090-3975-0670（松谷） 

   090-5972-9086（三橋） 

 

【戦争法案を問う 全国一斉市民投票 投票所設置を予定しているエリア】9/2 現在 

広島 090-8602-4232（日南田） 

沖縄 090-9783-9866（比嘉） 

＜滋賀＞＊9/5･6 の時間 10 時～17 時 9/5(土) 大津西武前、9/6（日）南草津駅前 9/10(木)14-18 南草津駅前 

＜京都＞ 9/5（土）10 時-14 時 四条河原町マルイ前 9/6(日)10 時-12 時 四条河原町 マルイ前， 

9/12（土）10 時～12 時 四条河原町マルイ前，9/12 (土)10 時～12 時 阪急東向日駅前  

＜北摂＞＊全日 10 時～12 時 

9/5(土)阪急豊中駅前 14 時市民投票学習会＠茨木福祉文化会館， 

9/6(日)阪急茨木駅前、9/7(月)JR 茨木駅前，9/9(水)JR 茨木駅前，9/12(土)12 時開票 

＜大阪市＞ ＊全日 10 時～20 時 

9/3(木) 大阪市役所前,9/4(金) 朝 6 時半～8 時半 京阪関目駅,10 時-20 時 京橋京阪モール通路 

9/5(土) 梅田のヨドバシカメラ前,9/6(日) 難波高島屋前、9/7(月) 大阪市役所前,9/8(火)朝 6 時半-8 時半 地下鉄今

福鶴見駅前,10 時-13 時 城東区関西スーパー古市店前,15 時-20 時 城東区の食品館アプロ関目店前、9/9(水) JR

天王寺東口前、9/10(木) 心斎橋道頓堀にある戎橋（通称ひっかけ橋）の上,  

9/11(金)朝 6 時半～8 時半 城東区鴫野橋（JR 京橋駅南口徒歩１分）、10 時～20 時 大阪市役所前/反原発ワンデ

ーアクション 9/12(土)10 時-11 時 城東区蒲生４丁目交差点、12 時開票＠城東区すみれコミュニティーホール 

常設投票所＠平和と民主主義をともにつくる会大阪事務所（城東区関目６丁目４-２ カサビアンカ関目 103） 

＜河内＞ ＊９/11 までは 10 時～15 時 

9/3(木)4(金)JR 住道駅２階デッキ広場、9/5(土),9/7(月)-9/8(火)寝屋川市駅東側ロータリー,9/9(水)-9/10(木)近鉄布

施駅前ビブレ広場,9/12(土) 10 時-12 時 JR 住道駅２階デッキ広場、13 時開票 大東市立生涯学習センターアク

ロス 4 階特別会議室（住道駅下車 3 分連絡通路直結） 

＜堺・河内長野＞  

9/3(木)10 時-12 時 南海高野線千代田駅西側交差点(国道 310 号線)，9/5(土)13 時半-15 時 南海高野線大阪狭山市

駅前，9/5(土)18 時半-19 時 南海高野線河内長野駅下車バスターミナル，9/8（火）10 時-12 時 JR 阪和堺市駅下

車イズミヤ前，9/9（水）15 時半～17 時 南海高野線河内長野駅下車バスターミナル，9/10(木)10 時-12 時南海

高野線河内長野駅下車バスターミナル，15 時半-17 時 近鉄南大阪線富田林西口駅前，9/11(金)10 時-12 時 泉北

高速鉄道光明池駅下車ダイエー前,15 時半-16 時半 南海高野線河内長野駅下車バスターミナル, 9/12(土)9 時半

-11 時半 南海高野線堺東駅前,12 時～開票 堺市役所前公共広場(スクランブル交差点角) 雨天時は堺市総合福祉

会館２階交流スペース(予定) , 14 時-15 時半 開票報告のつどい 堺市総合福祉会館（予定） 

＜兵庫＞ 

9/4(金)13 時半-JR 六甲道駅北側,9/6(日)13 時半-14 時半 JR 元町駅東口，9/9(水)18 時半-19 時半 阪神西宮駅南，

9/10(木)12 時-15 時 JR 立花駅南・陸橋通路，9/12(土)10 時半～高速神戸駅西口のギャラリーメトロにて投票と

開票（12 時～）常設投票所＠コミュニティースペースつむぎの家（西宮市戸田町 5-21） 

＜枚方＞＊ビオルネ前（枚方市駅前）の雨天時はいずれも枚方市駅南口御 座候前， 

9/3(木)18 時-19 時半ビオルネ前，17 時半-18 時半樟葉駅前,9/4(金)17 時半-19 時半  

枚方市駅東口近鉄跡地前～ビオルネ前，9/8（火），10(木) 18 時-19 時半 ビオルネ前 

9/11(金)17 時半-19 時半 ビオルネ前 開票 9/12(土)13 時-14 時市民の広場「ひこばえ」禁野本町 1-5-15-106 

＜広島＞9/6（日）13時-17時 広島市中区原爆ドーム前 

＜沖縄＞＜愛媛＞＜佐賀＞でも呼びかけています。全国で募集中！ 

 

●カンパにご協力お願いします● ゆうちょ銀行振込先 00970－0－305703／ ZENKO  

 

★最新情報は HP にて 

 

 

＊突然の変更など

があります。事前に

上記担当者までお

問い合わせ下さい。 


