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3000万人署名 360万人に到達(2/28現在事務局調べ)

目標達成にむけて、3～4月大奮闘しよう! 
 安倍 9 条改憲をストップさせるため、憲法共同センターは 1,500 万人の目標に掲げ、とりく

みをすすめています。毎月末を集約日に設定し、憲法共同センターの構成・賛同団体、ならびに都

道府県共同センターに、署名の到達点の集約を行っていますが、2月末現在集約可能な範囲(中央団

体と地域組織のダブりは未調整)で 360万人に到達していることがわかりました。1月末の憲法共同

センターの交流会では、約 150 万人の到達でしたので、1 ケ月で 200 万人の人たちに署名してもら

ったことになります。この間の全国のとりくみ敬意を表明します。 

 この間のとりくみの特徴は、①安倍 9 条改憲 NO!全国市民アクション実行委員会に対応するよう

な幅広い地域組織が、全国各地で結成され旺盛なとりくみが開始されていること、②3000万人を集

約するために、それぞれで人口比や 2000 万人署名の到達などを勘案し、積極的な目標を掲げ、と

りくみがすすめられていること、③すべての地域住民を対象に、個別訪問をはじめとする幅広い対

話活動が進められていること、④北朝鮮問題や「ありがとう自衛隊キャンペーン」を克服する学習

活動が進められるとともに、それを力に対話が進められ、署名の前進を切り開いていること、など

があげられます。 

 安倍 9条改憲 NO!市民アクション実行委員会は、5.3憲法集会(有明・東京臨海防災公園)で、3000

万人署名の到達点を発表する予定です。2 ケ月間で、憲法共同センターの自主目標 1,500 万人を達

成させるための大奮闘が求められています。憲法共同センターに結集する構成・賛同団体、ならび

に都道府県共同センターが、目標達成にむけて、これまでにないとりくみを展開しましょう。 

  

 安安安倍倍倍 999 条条条改改改憲憲憲 NNNOOO!!!森森森友友友・・・加加加計計計疑疑疑惑惑惑徹徹徹底底底追追追及及及!!!   

333000000000 万万万人人人署署署名名名ををを広広広げげげよよよううう!!!      111999 日日日行行行動動動ににに 111888000000 人人人   
「総がかり行動実行委員会」と「安倍 9 条改憲 NO!全国市民アクション実行委員会」は、安倍９条

改憲の阻止、「森友・加計」問題など行政の私物化の徹底追

及を掲げて 2 月 19 日夜、国会議員会館前行動にとりくみ、

衆院第２議員会館前を中心に 1,800 人が参加し、「安倍改憲

をみんなで止めよう」とコールしました。 

 寒い中でしたが、開始時間が近づくにつれ参加者が増え続

け、議員会館前の歩道はいっぱい。主催者あいさつした「総

がかり行動実行委員会」共同代表の高田健さんは、「安倍政

権は年内にも改憲を狙っているが、国民は望んでいない。

3000万人署名などで世論を盛り上げ、必ず阻止しましょう」

と呼びかけました。 

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) 
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 立憲野党からは、立憲民主党の佐々木隆博衆議院議員、日本共産党の穀田恵二

衆議院議員、社民党の福島瑞穂参院議員がスピーチしました。穀田氏(左写真)は、

改憲や「働き方改革」法案に反対する共同が広がっているとのべ、「安倍政権の打

倒につなげよう」と呼びかけました。 

最後に行動提起。「3000 万人署名を 5.3憲法集会までに目標達成できるように、

全国で大奮闘しよう」「3 月の 19 日行動を大きく成功させよう」「全国各地で 5.3

憲法集会を史上最高の規模で成功させよう」とよびかけ、コールでしめくくり終

了しました。 

5.3憲法集会の準備すすむ! 

10万人の参加で大成功させよう! 

今年は、「史上最高の 10万人の参加で大成功させよう」と、準備が進められている 5.3憲法集会。

少しだけ内容を紹介します。11時からは、ミニステージ、おやこ憲法ひろば、出店がオープン。12

時からメインステージでコンサートを開始。佐藤タイジさんなどが出演予定。13時から集会を開会。 

メインスピーカーは、確定している人は、落合恵子さん、元朝日新聞記者の竹信三恵子さん、憲法

学者の清末愛砂さん、山内敏弘さんです。立憲野党からは、立憲民主党、共産党、などから党首ク

ラスが発言予定(現在調整中)です。各分野からの発言では、沖縄、福島、働き方改革など多彩な分

野から発言予定です。3000万人署名の到達点の報告も当然予定しています。 

 今年は、全国各地でも史上最高規模で、憲法集会が準備されています。中央での集会を 10 万人

規模で大成功させましょう。 

    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】 

日本医労連 3000万署名 3月末、5月 3日までの目標を決めて 



2月 15～16日に開催された日本医労連中央執行委員会で、3000万人署名のとりくみを一気に

強めようと、各組織の取り組みを交流、「3月末まで 72万筆（2000万人署名到達分）」「5月 3日ま
で 100万筆」を集めきることを確認しました。3月 15日の統一行動で一気に集めるなど、全組合員

の力を合わせてやりきります。 

東京医労連は、年明けからとりくみ、週報体

制もとり 21027筆（2月 15日現在）集約の報告。

東京共同センター作成 1枚 3.5円の返信用ハ

ガキチラシ 1 万枚を活用し、ポスティングや街

頭宣伝で配布し署名を集めます。 

愛知県医労連は、労使共同宣言をあげてい

る名南会労組、北医療生協労組に経営者要

請で訪問するので、3000 万人署名でも共闘し

て取り組むことを呼びかけます。 

奈良県医労連では、岡谷医療生協労組が

労使共同で 3000万人署名をとりくもうと定期的

に対策会議をおこない、1 月 30 日「戦争に協

力しない共同宣言」が締結されました。 

岩手県医労連は、改憲について Q＆A を入

れたチラシを作成しました。          

自治労連 

下記の独自リーフを 60万枚作成。組合員 1人が 5枚程度のリーフを活用し、1人 5筆以上、150

万筆の署名目標突破をめざします。 

(全労連憲法・平和闘争ニュースより) 

やとみ市民アクション 76 人参加の「結成集会」に、弥富市長からメッセージ 

 弥富市の世論と運動を広げようと、19 歳の大学生から 92 歳まで 3 世代にわたる住民が、

参加。服部彰文市長から「私もかねてから憲法 9 条の改悪はあってはならないと主張して



いる一人であります。現在の 9 条があるからこそ戦後の日本の繁栄と民主化がなされたも

のと確信しています」とのメッセージが寄せられました。 

    (憲法改悪反対愛知共同センター 3000万人署名推進ニュース NO.3より) 

３月末までに、署名を１００万に！ 

３０００万署名と結んで市民アクションの動きも続々！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(大阪憲法新聞 NO458より) 

市民と野党の結束さらに高めて 安倍 9 条改憲に 3000 万人署名で対抗! 

       立憲 4野党、弁護士会、連合労組、埼労連が勢ぞろい 

      2.26オール埼玉大集会  ロビーまであふれる 1800人 

午後６時半の開会前に埼玉会館大ホールは２階席

まで満員。ロビーのモニターＴＶの回りも大勢取り囲

む 1800 人を超える参加者で、オール埼玉総行動実行

委員会の「3000 万人署名で流れを変える」大集会が

開催されました。 

 壇上には県内の小選挙区を単位とした１５の地域

連絡会の代表やママの会など賛同団体の代表が並び、

小出重義実行委員長が「安倍政権がもっとも恐れる、『安倍９条改憲ＮＯ！』の３０００万

人署名を、なんとしても集めきろう」と熱のこもった主催者あいさつ。そして、後援団体

の埼玉弁護士会、連合埼玉、埼労連の代表からは共通して「安倍首相の手による９条改憲

は絶対阻止する」との決意が語られました。政党の立憲民主党、日本共産党、社会民主党、

「安倍９条改憲」反対の世論をひろげる３０００万署名のとりくみの

なかで、区民・市民アクション設立の動きが現在、府下で急速に拡大中 

・中央区市民アクション     ・市民アクション阿倍野連絡会 

・住吉市民アクション       ・大正市民アクション 

・西成区民アクション       ・住之江署名推進運動体 

・城東連絡会            ・都島連絡会 

・旭区区民アピール運動     ・此花区１０００人アピール 

・署名推進池田実行委員会   ・「ドキドキみのお」との共同行動 

・豊中市民アクション      ・市民アクション＠吹摂 

・茨木総がかり行動     ・戦争させない高槻島本実行委員会 

・枚方市民アクション     ・３０００万の声を届ける交野の会 

・東大阪署名推進実行委員会  ・安倍政権 NO＠八尾アクション 

・羽曳野総がかり実行委員会  ・河内長野総がかり実行委員会 

・堺市民アクション アピール運動  ・和泉市民アクション 



自由党からは「市民と野党の共闘」の大切さと、市民とともに安倍改憲を阻止する決意が

述べられました。 

 講演に立った中野晃一さん（上智大学教授）は、「相手をリスペクトしながら、安倍首相

に改憲させるな！の一点で３０００万人署名を集めきろう」と、ユーモアを交えながら力

強く訴えました。 

 各団体からの特別報告では、３５万人の署名目標を掲げ、すでに１１万人を超えている

埼玉土建や、宣伝カーを連日運行し５００世帯をイッキに訪問して署名を集めている９区

連絡会などから勇気の出る報告が相次ぎました。 

 最後に行動提起を含めた集会アピールが提案されました。 

①３０００万人署名を、県内２００万人から集めよう 

②草の根からの学習と宣伝行動に取り組もう 

③すべての自治体で「憲法９条守れ」の国への意見書採択をめざそう 

④各地・分野の共同のたたかいをさらに広げ強めよう 

⑤６月３日、北浦和公園の１万５千人集会を成功させよう 

    (埼玉憲法会議ニュースききゅう NO145より) 

【お願い】 

 3000 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。 

 

●当面の行動のご案内 

①戦争させない東アジアに非核・平和を!3.6 集会 

日時 3 月 6 日（火） 18:30～ (18 時開場) 

場所 日本教育会館・一ツ橋ホール 

主催 戦争させない・9 条壊すな!総がかり行動実行委員会 

協賛 「止めよう!辺野古埋め立て」国会包囲実行委員会  

②安倍 9 条改憲 NO! 森友・加計疑惑徹底追及!戦争あおるな! 

  共謀罪廃止! 安倍内閣退陣 3.19 国会議員会館前行動 

日時 3 月 19 日（月） 18:30～19:30 

場所 第二議員会館前～国会図書館前 

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 

 



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 


