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あたりまえの政治を市民の手で! 
ねつ造、改ざん、隠ぺい、安倍内閣は退陣を! 

0414国会前大行動にのべ5万人 
4 月 14 日午後 2 時、国会正門前で「戦争させない・９

条壊すな！総がかり行動実行委員会」「未来のための公

共」「Stand For Truth」の３団体が、「安倍政権は退陣を! 

あたりまえの政治を市民の手で!国会前行動」にとりくみ、

全国からのべ 5万人(主催者発表)が参加。「ねつ造、改ざ

ん、隠ぺい、許さない」「疑惑の徹底究明を」「安倍内閣

は総辞職」のコールが響き渡りました。 

代表してあいさつした総がかり行動実行委共同代表の

福山真劫さんは、「安倍政権によって憲法破壊と政治の私物化が進んでいる。これ以上、安

倍政権を延命させたら、日本の平和と民主主義、誇りは地に落ちてしまう。今度こそ市民

と野党の共闘で退陣させよう」とあいさつ。立憲野党からは、立憲民主党、日本共産党、

社民党があいさつ。共産党の志位委員長は、森友・加計疑惑について、「首相夫妻の関与の

疑惑は真っ黒に近いグレーだ。首相は『ウミを出す』というが、出すべき『ウミ』は首相

自身ではないか」と批判。「一歩一歩、市民と野党の共闘が追いつめている。この力で安倍

政権を倒し、ウソのない正直な政治、日本の民主主義を取り戻そう」と呼びかけました。 

3時 30分からは、「Ｓｔａｎｄ Ｆｏｒ Ｔｒｕｔｈ」が主催。正門前の歩道まで人があ

ふれました。「総辞職」「総辞職」のコールが響き渡りました。 

安倍内閣支持率急落、全国世論調査 
マスコミが週末実施した世論調査によると、安

倍内閣支持率が急落しています。NNN、共同通信、

朝日のいずれもが支持が最大 5%減少、不支持も最

大 5%増加しています。また、「安倍総理の人柄が

信用できない」44.7%(NNN)、「信用できない」

66.0%(朝日)と、安倍首相への不信と批判が増大

しています。加計問題について、柳瀬氏の証人喚

問の必要性について、若干の違いはあるものの、約 7 割の人が「必要」と答えています。

森友・加計問題の真相糾明と安倍内閣総辞職を求めて、たたかいを強化することが求めら

れています。19 日行動、憲法集会など、当面予定されている行動を大きく成功させましょ

う。 

戦争する国づくりストップ！憲法を守り・いかす共同センター 
〒113-8462 文京区湯島 2-4-4 全労連会館 03-5842-5611 (FAX 5842-5620) 

http://www.kyodo-center.jp    mail: move@zenroren.gr.jp 
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3000万人署名達成で安倍政権退陣へ! 

   4月 23日に署名到達点の集計を行います  
安倍 9 条改憲 NO!3000 万人署名のとりくみが、全国各地で、急速に広がっています。署

名の到達点を 5.3 憲法集会で発表する予定ですが、それにあわせ憲法共同センターの集計

を 23日～26日に行います。各団体・都道府県共同センターの到達点を事務局までお知らせ

ください。(電話 03-5842-5611 mail:move@zenroren.gr.jp) 
5.3憲法集会準備すすむ 

10万人の参加で大成功させよう!  

 

5.3 憲法集会の準備が進んでい

ます。11 時からサブステージ開催。

13 時からメインステージ。15 時 30

分頃まで、メインステージは続きま

す。集会のスピーカーも全員確定。

家族づれで楽しめる企画も満載。憲

法共同センターの会場地割、デモコ

ース(豊洲コース)順は、左図をご覧

ください。全国各地でも同様の集会

が準備されています。史上最高の参

加で成功させましょう。 

  



 

 

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】 

 広島市内 10ヶ所、89 人が 2850枚のちらし配布 
 憲法共同センターの呼びかけによる「安倍 9 条改憲 NO！3000 万署名ラストスパート行

動パートⅡ」は 4月 11日（水）に行われ、広島市内 10ヶ所のターミナルなどに 89人が参

加し、全教製作の「やっぱり平和がいいね」と「「9 条いいね」の二つのリーフを計 2850

枚配布しました。(広島県労連 3000万人署名推進ニュースより転載) 

 

江東区労連が区内 92労組を訪問！ 

 3000 万人署名、「働き方改革」反対の共同を 
呼びかけ、対話広がる！ 
江東区労連は、18 春闘で 3 回の「対話と共同労組訪問行動」を計画しています。これまでに 2

回の行動を行い、7労組 15人が参加し、区内の 92労組を訪問、3000万人署名や「安倍働き方改

革」反対の共同を呼びかけました。今年度は、182労組を訪問したことになります。 

 訪問すると、応接室に招きコーヒーまで出してくれたある労組の委員長は、憲法や最賃のとりくみ

などについて話を聞いてくれました。また、鉄道関係の労働組合の委員長は、「趣旨に賛成します。

ぜひ、とりくみたい」と 3000 万人署名への協力を約束しました。電機関係の組合の委員長は、「春

闘はこれから。会社は残業にはうるさい。派遣などにも、労働条件や給与は正規と同じ」と気さくに

話してくれました。 （江東区労連ニュース NO.285より転載） 

 



60人で「安倍内閣は退陣を」緊急行動！山口県労連 

森友公文書改ざん問題に対し、安

倍内閣への国民の批判が高まるな

か、県労連が参加する総がかり行動

山口地区実行委員会は、3 月 29 日

に山口市内で「安倍内閣は直ちに退

陣！緊急アピール行動」を行いまし

た。60 人が参加しました。 

参加者は、「国民、なめるな！」「国

政私物化許さない！」「安倍内閣退

陣！」など、さまざまなプラカード

を持ちよってアピール！また、マイクで、「公文書改ざんで日本の民主主義を危機に陥れな

がら 9 条改憲にのりだすなど言語道断」「文科省が学校の授業に介入するのは、不当な支配。

教育は政権の道具ではない」などの訴えもありました。 集会は、アピール「森友公文書

改ざんの徹底究明、安倍内閣は総辞職を」を採択し、内閣に届けました。               

（山口県労連ニュース 第 341 号より） 

憲法ポスターの掲示と 3000 万人署名のお願い 
盛岡大通り商店街を訪問！岩手ローカルユニオン  

4 月 9 日・10 日に、岩手県地域労連が参加する共

同センターで盛岡市の大通商店街と東大通り商店

街を訪問しました。9日は署名への協力をお願いし、

10 日は署名を受け取りながら憲法ポスターの掲示

をお願いしてまわりました。訪問数は約 100 軒で、

署名は 24筆、ポスターは 10枚を掲示してもらうこと

ができました。 

 署名もポスターも快諾してくれた喫茶店の店主は、

署名と合わせて配布した 5・3 憲法集会のチラシを

見て、「木村草太がくるんだ！予定がなかったら、

行きたかった。こういう（政治や社会で起きている）問題をもっと話題にするべきなのに、そういう場

が少なすぎる」と、話しました。また、飲食店の店主の方は、「いつも近くで宣伝や集会をしている

人たちですね。署名は賛同します。もっと目立つ場所で宣伝やデモをした方がよいと思う」と、私た

ちのとりくみを激励してくれました。他にも、「持ち帰って、家族みんなに書いてもらって郵送します。

ポスターも貼ります」と話してくれた方や、訪問すると「ダメダメ！」と言うので、店を出るとわざわざ

追いかけてきて、「今自民党支持のお客さんが店にいたから…後で署名を書いて郵送するから

…」と話してくれました。ショッピングセンターやカラオケ店、書店では 5・3 憲法集会のチラシを店

頭に置いてくれました。 

次回の商店街訪問行動は、4月 16日・17日で、肴町商店街と材木町商店街の 2 コースを予定

しています。3000万人署名は、5月末までに県内で 30万筆を目標にとりくみ、現時点で約 5万筆

が集約されています。目標達成へ拍車がかかります。 （いわてローカルユニオン NO.193 より） 
 



９条改憲NO！森友疑惑徹底追及！安倍内閣は総辞職を 

4.14大阪総がかり集会2000人、雨中の御堂筋をデモ！ 
国会前の緊急行動と連帯した大阪総がかり 4.14緊急集

会・デモが 4月 14日 15：00からうつぼ公園で行われま

した。この集会は緊急の呼びかけにもかかわらず 2000人

の市民が参加。サウンドカーを先頭に途中から雨の降り

だす中、なんばまで御堂筋を行進し市民にアピールしま

した。 

集会では、野党からのアピールの後、米田（1000人

委員会）・梅田（憲法会議）・木村（豊中市議）・湊（緊

急行動有志）の各氏から団体アピールが行われ、参加者

全員で「安倍政権の退陣を！森友疑惑の徹底追及！九条

改憲絶対反対」とスタンディングアピールを行い、最後

に山元総がかり行動実行委員が行動提起を行いました。 

(大阪憲法新聞 NO468より転載) 

【お願い】 

①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 19 日（木） 18：30～19:30 国会議員会館前 

4 月 26 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 4月 20日（金） 18:30～20:30 

場所 北とぴあさくらホール 

主催 安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合  

協賛 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 9条改憲 NO!平和といのちと人権を! 
日時 5月 3日（木） 11:00～  

場所 有明・東京臨海防災公園 

主催 5.3憲法集会実行委員会  

共催 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 


