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「安倍政権退陣」「9条改憲 NO」声上げる
5.3憲法集会に6万人、全国280ケ所
憲法記念日の 5 月 3 日、東京有明防災公
園で「安倍 9 条改憲 NO!平和といのちと人権
を 5.3 憲法集会 2018」が開かれ、昨年を上
回る 6 万人が参加。
森友・加計学園疑惑にともなう公文書改ざ
ん、厚生労働省の裁量労働制の根拠とした
データねつ造、自衛隊のイラク日報の隠ぺ
い、文科省の愛知県への介入、財務省福田
事務次官のセクハラと、安倍政権は権力の
私物化と暴走を続けています。
安倍政権の退陣と、9 条改憲発議を絶対に許さな
いと、全国各地 250～280 ケ所で憲法集会が開催さ
れ、大きく声をあげました。
中央の集会では、3000 万人署名が 1350 万人をと
っぱしたことが報告され、1 日も早く 3000 万人を突破
し、9 条改憲を断念させるとともに、安倍政権を退陣さ
せようとコールをあげました。

【安倍 9 条改憲 NO!全国市民アクション実行委員会アピール】
安倍９条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名

1350 万人を超えた！さらに 3000 万人をめざそう
「安倍９条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名」（3000 万人署名）は、全国各地での
一人ひとりのたゆみない努力の積み上げにより、４月 30 日現在で署名数が 1350 万人を
超え、５・３憲法集会で報告することができました。この間のみなさんのご努力に心から
の敬意を表します。
この５月 31 日には、3000 万人署名は第３次集約となり、今国会での提出期限ぎりぎ
りの６月 12 日（火）に、全国市民アクションとして衆参両院に最初の提出をする予定で
す。また、この提出日までにさらに署名を積み増すため、５月 24 日から 30 日までを「全
国一斉街宣・署名週間」として、みなさんに一層の取組みを呼びかけています。
一方、安倍政権はこの間、森友・加計学園問題にみられる権力と国有財産の私物化や公
文書の改ざん、度重なる虚偽答弁、自衛隊の「日報」隠しや統幕幹部の野党国会議員への
暴言、自民党議員と文科省による教育への介入、裁量労働をめぐる虚偽データ、財務省事

務次官のセクハラ事件など、政治と行政の責任や矜持・道義とはまったく無縁の「ウミ」
だらけの姿が明かになりましたが、数を頼りの逃げと居直りに終始してきました。このた
め、安倍内閣の支持率は軒並み急落し、退陣を求める声が大きく広がっています。
この状況もあいまって、「安倍首相のもとでの９条改憲」は世論の過半数が反対し、「安
倍４項目」の改憲案は自民党でも最終案にならず、衆参の憲法審査会でも議論とならず、
安倍首相が最短距離としてめざしていた「今国会での改憲発議」は事実上、不可能となり
ました。実質的に約半年で達成された 1350 万人超の署名は、大きな成果をあげたと言え
るでしょう。
しかし安倍首相と自民党改憲本部の幹部たちは、なおも「今国会でできなくても、年内
の早い時期に発議をめざす」と強弁し、安倍政権下での改憲発議の方針にしがみついてい
ます。
「安倍９条改憲ＮＯ！」の運動は、大きく広がってきましたが、まだ勝負はついてい
ないのです。彼らに憲法改悪をあきらめさせ、退陣に追い込むためには、私たちは手を緩
めず、もうひと押しふた押しの努力が必要です。
全国のみなさんがこのことを理解され、それぞれの地域の目標と全体での 3000 万人の
目標を達成するため、ともに一層の努力をしていただくよう、お願いいたします。
2018 年５月 10 日
安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション

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 】

「オール埼玉」総行動実行委員会が宣伝行動
１時間で２３４人から署名
４月２６日、オール埼玉総行動実行委員会が１２時～１３時３０分まで３０００万人署名集めと、６・
３総行動への参加をよびかけました。その結果、１３団体から１９１人が参加し、２３４人分の署名を
集めることができました。３０人の署名を集めた H さんは、「みんな安倍さんの政治に怒っているよ。
ちゃんと話をすれば、どんどん署名してくれます」と確信に満ちて感想を話しています。
この行動には、埼玉弁護士会会長はじめ、労働組合、ママの会、青年、市民団体の代表が次々

とリレートークをおこない、埼玉うたごえのみなさんが音楽で盛り上げてくれました。政党からは、立
憲民主党、日本共産党、社民党の代表がスピーチしました。
行動を呼びかけたオール埼玉の実行委員長は、「安倍政権のあまりにもひどい改ざんや隠ぺい
政治を絶対に許すことができない。この怒りを９条改憲 NO!の３０００万人署名に」と力強く呼びかけ
ました。(埼玉憲法会議ききゅうより)

安倍内閣は退陣を! 府中の会と市民連合
菅直人衆議員議員や共産服部・結城市議も訴え
5 月 13 日午前、府中駅けやき並木口で「3000 万署名を
すすめるふちゅうの会」と「府中市民連合」が呼びかけ
た「3000 万署名市民アクション第４弾」が 35 名の参加で
取り組まれました。市民弁士とともに菅直人議員・元総
理や共産党の服部ひとみ、結城亮市議が「国民をたぶら
かしてはばからない安倍内閣は一刻も早く退陣を」「安
倍 9 条改憲阻止」「かけがえのない９条を無傷で子や孫
に」などと訴えました。
(東京革新懇メールニュースより転載)

ハガキ署名の戻り率 戦争法時の５倍!!
署名の様子にも変化が！！

東京

今回の 3000 万署名は、通常の紙ベースの署名用紙とは別にハガキタイプの署名用紙を
20 万枚作成しました。5 月 13 日現在で若干を残しつつもほぼ撒ききっていますが、受け
取ってくれた市民から約 1 千通が戻ってきました。0.5％の戻り率です。この数字は、戦争
法案廃案を求めた前回の取り組み時には 0.1％であったことと比較しますと、なんと 5 倍
化していることになります。
品川労協では、この間、安倍内閣は退陣を！の声を大きく広げてきたことや、5.3 憲法
集会では国際展示場に向かう人たちにプラカードを掲げ、三線演奏をしながらスタンディ
ングアピールしたり、イトーヨーカドー前の宣伝では、アンパンマンのシール投票に親子
連れが来るなど、訴えに反響が続いています。東京新聞電子版からネットプリントしたプ
ラスターも使ってアピールしていますが、最近の安倍首相や麻生大臣の言動等に怒りが増
しており、対話し、掘り起こしていくことが重要だとしています。
練馬労連の 5.9 署名の取り組みでは、長野県からお母様が倒れられて看病に来ていると
いう方が、練馬の人はみんなどうして素通りしていくのか、もっと怒らなきゃ!! と言って
署名をしてくれました。高校生や若者も自ら寄って来てくれ、様子が少し変化しているこ
とを感じた、といいます。
(東京地評改憲阻止闘争本部ニュースより転載)

お店で、町内会で集めています
戸塚区で、30 年間婦人服店を営んでいる茂木節子さん。「なにしろ 3000 万だから。いつ
も気にかけておかないと」と、お茶のみスペースもある店内のテーブルに、
「署名用紙」を

常設。顧客のみなさんに、声をかけます。また、町内会役員のご近所さん 7～8 人に署名用
紙を 30 枚預け、集め役を依頼するなど、その地元力を振フル活用。これまで 500 筆以上を
集める茂木さん。「まだまだ集めますよ」。
(神奈川県憲法共同センター3000 万署名推進ニュースより)
【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 21 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 森友・加計学園疑惑徹底追及! 安倍内閣は総辞職を!
国会議員会館前連続行動
5 月 17 日（木） 18：30～19:30 国会議員会館前
5 月 24 日（木） 18：30～19:30 国会議員会館前
5 月 31 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 19 日行動
5 月 19 日（土） 14：00～15:30 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

③ 美ら海壊すな 土砂で埋めるな

5.26 国会包囲行動

5 月 26 日（土） 14：00～15:30 国会周辺
※憲法共同センターは国会図書館前に集合
主催 基地の県内移設に反対する県民会議
「止めよう!辺野古埋立て」国会包囲実行委員会
戦争させない・9 条壊すな!総がかり行動実行委員会

④ オスプレイ飛ばすな!6.5 首都圏行動
6 月 5 日（火） 18：30～19:30 日比谷野外音楽堂集会
※終了後銀座デモ
主催 戦争させない・9 条壊すな!総がかり行動実行委員会

