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3000万人署名660万人に到達(3月末憲法共同センター事務局調べ)
政治の私物化許さない・安倍9条改憲 NO!
世論と運動をさらに広げよう
憲法を守り生かそうと奮闘されている全国のみなさん
憲法共同センターの「安倍 9 条改憲 NO！3000 万人署名」の 3 月末の到達点(憲法共同センター事務
局調べ)が、構成・賛同団体と都道府県共同センターの合計で 660 万人(目標 1500 万人、中央団体と地
域のダブりは未調整)を突破していることがわかりました。
1 月末に開催した憲法共同センター3000 万人署名推進交流会時には 150 万人、2 月末集約では 360
万人、3 月末集約では 660 万人と、署名は確実に大きく拡がっています。
森友・加計問題に見られる国家権力と政治の私物化問題。安倍昭恵氏らの証人喚問を拒み、国民の共
有財産である国有地売却の真相を隠し、公文書まで改ざんした安倍政権の責任は重大です。内閣支持率
は、朝日では 31%まで下がり、街頭で 3000 万人署名にとりくんでいると、
「安倍首相をやめさせる署名
ですか?」と、署名にサインしてくれるなど、安倍政権への怒りから署名が広がっています。
また、3000 万人を本気で達成しようというとりくみも大きく広がっています。地域全住民を対象にし
た署名個別訪問活動。50 人 100 人などの目標を掲げて、1 人で 1000 人以上の人から署名を集約した経
験。憲法を気軽に語る「憲法カフェ」の取り組みなど、戦争法廃止署名に匹敵するようなとりくみにな
りつつあります。
安倍 9 条改憲 NO！全国市民アクション実行委員会は、5.3 憲法集会で 3000 万人署名の到達点を報告
する予定です。4 月、9 条改憲 NO の世論と運動を、戦争法廃止署名を上回る規模で広げましょう。
3 月 25 日に自民党大会が開催され、改憲を条文で決定することはできなかったものの９条に自衛隊を
明記するなどの方針を確認しました。これは、
「必要最小限の実力組織」も削除して、海外での無制限な
武力行使に道を開くものです。絶対に許してはなりません。
3000 万人署名を軸に、
「国家権力と政治を私物化する安倍内閣は総辞職を」
「海外での無制限な武力行
使に道を開く安倍 9 条改憲」の運動と世論をさらに広げ、安倍政権を退陣させ、憲法 9 条改悪を葬りま
しょう。

森友学園疑惑徹底追及！安倍内閣は総辞職を！
国会前連続行動のご案内
安倍 9 条改憲 NO！全国市民アクション実行委員会と戦争させない・9 条壊すな!総がかり
行動実行委員会は、4 月 19 日まで上記行動を、国会議員会館前、または国会正門前でとり

くみます。多くのなかまのみなさんのご参加をお待ちしています。
4 月 5 日（木） 18：30～19:30 国会議員会館前
4 月 12 日（木） 18：30～19:30 国会議員会館前
4 月 14 日(土) 14:00～15:30 国会正門前
4 月 19 日（木） 18：30～19:30 国会議員会館前
主催 戦争させない・9 条壊すな! 総がかり行動実行委員会
安倍 9 条改憲 NO!全国市民アクション実行委員会

3000 万人署名達成にむけ、グッズの活用を
憲法共同センターは、9 の日宣伝を
中心に街頭をはじめ宣伝活動の資材と
して、新しくリーフレット(左写真参
照)を 50 万枚作成しました。1 枚 4 円
(送料別)で好評発売中です。

また、「9 条改憲って何?」19
分の DVD、500 円。これを見てか
ら意思統一する組織が続出して
います。
3000 万人署名ボックスを作成
しました。1 個 600 円(送料 1200
円)。
いずれも、別紙申し込み用紙で申し込んでください。

【全国各地のとりくみ 】

1000 筆超の力持ちに思いっきり頑張ってもらって埼玉土建
3000 万人署名のとりくみも、5 月 3 日憲法集会まで残り１ヶ月となりました。３月２６日時点で、署
名の到達は、１４０、６５７筆で達成率は４２．１％となっています。各支部でみると、越谷支部の目
標超過達成に続いて、東松山支部が９６．７％と達成目前となっています。署名レンジャーは、３４
４人が１００筆を達成しています。

「署名１０００人超え」が２人誕生！埼玉土建の牽引車！
新座市・市瀬陽三さん（８５歳・瓦職）は、連日１時間、近くの西武線ひばりが丘駅に立ち続け、
署名数はついに、１０５０人を超えました。「これから暖かくなるのでやりやすい」と元気です。市瀬さ
んを猛追しているのが、東松山支部の組織部長の荻野和夫さん（７０歳・鳶職）で、なんと１２００人
を突破。荻野さんは、署名用紙をいつでも持ち歩き公園などで対話をして集めています。「口べた
でも、やる気をもって真剣に訴えれば、たいていの方が賛同して署名してくれる」と、１５００筆達成
めざしています。戦争を少しでも体験した人は、「もうあんな思いをしたくない」と署名に協力してく
れます」と所沢支部の染谷四郎さんは、すでに６１０筆を達成、さらに広げたいと決意を語ります。
埼玉土建では、力もちには思い切り頑張っていただくと同時に、青年たちには、「自分以外に１
人でも…」と、きめ細かな方針を提起して組織の総力をあげたとりくみを展開しています。

(埼玉土建 3000 万人署名推進ニュースより転載)
「森友問題からみえてきたもの～ゆがめられた政治と教育」
森友豊中緊急集会 1500 人が参加！
3 月 31 日（土）豊中市立文化芸術センターは満員で 1 時間前から 300
人の列。集会で前川喜平さんは「教育勅語は反憲法的文書、これの復
活が狙われている。これは戦争をきちんと総括してこなかったことから、
彼らが増殖してきたのだ」「文書の改ざんなど一部局でやれることではな
い」など指摘。寺脇研さんは「前川さんの講演を大臣に報告せずに調査
した、立法府の暴走と同じように行政府も暴走している。国民が支持率
を下げていかないと変わらない」と訴えました。
木村真さんは「森友問題がここまで来て、なぜ、だれも責任をとらないのか。国民はそうなれば政治不信
となり、アホらしいとなり、この国の民主主義が成り立たなくなる」。
前川さんのユーモアある話、寺脇さんのズバリ切り込んだ話、木村さんの勇気と行動にあふれた話に会
場は熱気に包まれました。
最後に「森友学園問題を考える会」として府議補選立候補予定の山本いっとくさん（共産党）を推薦、支
持したと報告。府議会での森友問題徹底究明を求めましょう。
(大阪憲法新聞 NO465 より転載)

署名返信ハガキ、若者向けミニパンフ作成

品川労協

品川総がかり行動実行委員会は、3 月に独自に作成した署名返信ハガキ（（2 万 4 千枚。
署名協力者に切手を貼って送り返してもらう）を配布する取り組み後、3 月 29 日現在、86
通 178 筆が返ってきています。またさらに、品川総がかり行動が若者向けのミニパンフ「『キ
ュウジョウ』ってなに？」を 2000 枚作成しました。駅頭宣伝などでは、高校生の興味を引
き、よくとってもらえます。
(東京地評改憲阻止闘争本部 FAX・MAIL ニュースより転載)

スト参加者 86 名が署名

全労災山口支部

全労災山口支部は、3 月 15 日のストライキの際に、参加者に 3 千万人署名
を訴えたところ、86 名がその場で応じてくれました。
また、山口県医労連では、県の執行委員会でＤＶＤを視聴。単組・支部へ
の提起として「自分 1 人の分とあともう 1 人からは署名を集める」ことを確
認しました。加えて、署名推進のアイテムとして、独自のカラーチラシ（左
図）を作りました。県社保協との共同で、署名用紙と返信用封筒をつけて、
岩国市、周南市などで配布する予定です。チラシの裏面は、10 名の方々の個
人名も入れての平和の思いが掲載され、新婦人の支部から 1 万枚の注文が入
るなどの反響を呼んでいます。
(日本医労連かがやけ憲法ニュース⑥より転載)

長崎県本部と長崎分会が統一署名行動で 230 筆を集める！

建交労長崎県本部と九州支部長崎分会は 3 月 23 日、
長崎市の繁華街通称鐡橋(てつばし)で 3000 万署名行
動を実施しました。この日は、天候にも恵まれ役員を
中心に 18 名が参加
し約一時間で 230 筆の署名が集まりました。自民党
が、22 日党本部で大義無き改憲案を細田改憲本部委
員長に一任することを強行決定したこともあり、関心
が高まっていると感じました。マイクを握った中里研哉県本部委員長と飯田彰吾書記長は
「被爆地長崎から戦争への道は許さないの声をあげましょう」
「70 年間戦争に加担しなかっ
たのは憲法のおかげ、次の世代に平和憲法を渡しましょう」などと訴えました。
ほとんどの参加者が 10 筆以上の署名を集めましたが、最高に集めた長崎分会執行委員の
N さんは 35 筆です。N さんは今までに長崎市の南端に位置する野母半島の友人知人宅を訪
ねて 250 筆以上集めていますが、この日も誰にでも気軽に声をかけ、
「戦争に反対なら署名
に協力してください」と道行く人に訴えました。次回は 4 月 17 日佐世保市繁華街、4 月 27
日は再度長崎市鐡橋で統一宣伝署名行動をおこないます。県本部と長崎分会は 4 月中には、
全国目標の 3200 筆に届くようにと決意しています。
(建交労 3000 万署名推進ニュース NO7 より転載)

連日の訪問で 1300 人分

元自衛隊員も家族全員が署名

岩手県一関市藤沢町の小山徳寿さんは、連日個別訪問にとりくみ 1300 人分の署名を集め
ています。訪問先では、「9 条って何や?」と質問されると、すかさず憲法 9 条と 13 条のコ
ピーを渡し、
「9 条に自衛隊を書き込めば、公然と外国で武力を行使することになりますよ」
と説明。
「しんぶん赤旗」記事も使って、南スーダンから帰国した自衛隊員の中に、精神疾
患で苦しむ人や自殺者が生まれていること、また、自衛隊南スーダン派遣差し止め訴訟原
告の「9 条が自衛隊員の命をギリギリのところで守った」という発言などを紹介しています。
また、70 代の元自衛隊員の方が「わかった。あんたの言うとおりだ。自衛隊の知人の話だ
と、南スーダンに派遣された自衛隊の車両は銃弾の跡がいっぱいで、危うく命拾いしたと
言っていた。家族全員分署名してやる」と協力してくれました。
(日本共産党 3000 万人署名活動交流ニュース NO18 より転載)
【お願い】
①3000 万人署名推進にむけて、憲法共同センターは、構成団体・都道府県共同センターの
署名到達点について、毎月末をめどに集約を行います。署名の到達点、特徴的なとりくみ、
出されているニュースなどを、憲法共同センター事務局にお寄せください。
②署名の現物の集約を 5 月 20 日以降に行います。集めた署名は、それぞれの組織の中央本
部、または憲法共同センター(〒113-8462 文京区湯島 2-4-4 全労連会館 4F 憲法共同センタ
ー事務局宛て)に、5 月末をめどにお送りください。

●当面の行動のご案内

①当面する連続国会行動
4 月 5 日（木） 18：30～19:30 国会議員会館前
4 月 12 日（木） 18：30～19:30 国会議員会館前
4 月 14 日(土) 14:00～15:30 国会正門前
4 月 19 日（木） 18：30～19:30 国会議員会館前
主催 戦争させない・9 条壊すな!総がかり行動実行委員会
安倍 9 条改憲 NO!全国市民アクション実行委員会

②あたりまえの社会を考えるシンポジウム
日時
場所
主催
協賛

4 月 20 日（金） 18:30～20:30
北とぴあさくらホール
安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合
戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会

③5.3 憲法集会
日時
場所
主催
共催

9 条改憲 NO!平和といのちと人権を!

5 月 3 日（木） 11:00～
有明・東京臨海防災公園
5.3 憲法集会実行委員会
総がかり行動実行委員会、安倍 9 条改憲 NO 全国市民アクション

