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国家の私物化、文書改ざんは許さない! 
真相糾明、安倍・麻生はやめろ コール鳴り響く 

昼・夜の緊急行動に2000人 
「森友学園」との国有地取引をめぐる決裁文書改

ざん問題で、14 点の文書で数十カ所の改ざんを行っ

ていたこと、削除した部分には、安倍晋三首相や妻

の昭恵氏、複数の政治家の名前、「本件の特殊性」な

どの記述があったことを財務省は認めました。また、

会計検査院に改ざん後の決裁文書を提出していたこ

とも判明し、安倍政権が組織ぐるみで改ざん、隠蔽

していた疑いがより濃厚です。 

国会提出資料の改ざんは公文書偽造などの罪に問

われるだけでなく、「国権の最高機関」である国会と

国民を愚ろうするものです。安倍首相をはじめ、国会を欺いてきた内閣は

総辞職するとともに、佐川氏や首相の妻、昭恵氏を国会喚問し問題の全容

を解明すべきです。 

戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会は、連日の「安倍・

麻生の国家私物化糾弾！公文書改ざんを許さない緊急行動」を提起。13 日

昼と夜の緊急行動には、それぞれ 1000 人が駆けつけ、「安倍はやめろ、麻生もやめろ」「疑惑の隠ぺい

許さない」のコールが国会に響き渡りました。 

昼の国会行動で、社民党の福島参議院議員は、「本件の特殊性」というのは安倍夫妻の問題だ。民主主

義が問われている。民主主義をとりもどし安倍首相を退陣させようと呼びかけました。民進党の杉尾参

議院議員は、「安倍政権を引きずり降ろすまでみなさんとともに闘う」と決意を述べました。日本共産党

の宮本岳志衆議院議員は、決裁文書の改ざんは、2 月 17 日「首相答弁との整合性、安倍昭恵隠し」のた

めにこそ行われたのではないのか。昭恵さん本人を招致すべきと強調しました。 

夜の国会行動で、共産党の山下よしき(左下写真)副委員長は「公文書改ざんは国会と国民を愚弄する

ものであり、断固として許されない。内閣は総辞職し、全容を解明すべき」と強調しました。 

行動提起では、①連日の「安倍・麻生の国家私物化糾弾！公文書改ざんを許さない緊急行動」14 日～

16 日(14.15 日は夜、16 日は昼と夜)を成功させ、全容解明と内閣総辞職を求めていく、②3 月の 19 日

行動を成功させる、③現在進めている「安倍 9 条改憲 NO！3000 万人統一署名」を飛躍的に広げていく、

④5.3 憲法集会を大きく成功させること、を確認し、行動を終了しました。 

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) 

http://www.kyodo-center.jp    mail: move@zenroren.gr.jp 
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当面の緊急行動のご案内 
3 月 14 日（水） 夕方（18 時 30 分～） 国会議員会館前行動  

3 月 15 日（木） 夕方（18 時 30 分～） 国会正門前集会 

3 月 16 日（金） 
昼（12 時～13 時） 国会議員会館前行動 

夕方（18 時 30 分～） 国会議員会館前行動 

3 月 19 日（月） 夕方（18 時 30 分～） 国会議員会館前行動 

主催 戦争させない・9条壊すな! 総がかり行動実行委員会 

※憲法共同センターの集合場所 

 15日国会正門前集会～南庭 

 それ以外の議員会館前集会～参議院会館前から国会図書館前 

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】 

 3千万署名 学習、交流、行動重ねて 12万筆を超える 

  

北海道勤医労在宅支部は、2 月 26 日、13 の駅頭での早朝宣伝に 45 名が参

加、憲法署名ハガキと裁量労働制反対のビラをセットで 1350 枚配布しまし

た。「署名を書いて郵送します」「頑張ってください」などの激励や、学生や



サラリーマンまで幅広く受け取ってもらえた、との報告が寄せられています。 

  

岡山医療生協労組は、法人と共同のとりく

みとして、2月 15,16,22,23日の 4日間、9 時

半～14時半で民医連ＤＶＤを見て感想を言い

あう「憲法カフェ」を行いました。勤務時間

でも参加できることを労使で確認、また、夜

勤明けの看護師さんが来れるようにと開始を

朝からとしました。150 名を超える参加があ

り、「あらためて戦争に突き進むことの怖さが

分かった」との感想が寄せられました。 

                (医労連かがやけ憲法ニュース⑤より) 

有志で火曜定例行動を開始！ 
～30 分で 26 人が署名に賛同！参加者もびっくり～  

広島ロードビルに事務所を置く有志が「安倍 9条改憲ＮＯ！」

署名行動をしようと論議を重ね、3月 13日（火）に最初の行動

を行いました。この行動は、国民救援会の川后宏さんの呼びか

けで、原水協、県労連、全教、国労と、たまたま訪問をしてい

た共産党の小濱さんが参加し、計 8名が広島駅北口南北自由通

路出口で、署名を訴えました。門田（県労連）、藤中（全教）の

二人がハンドマイクで「安倍 9条改憲ＮＯの署名に賛同を！」

と訴えると、森友公文書改ざんを財務省が認めた直後というこ

ともあってか、関心をもって聞き入っているようでした。学校帰りの高校生が集団で署名

をしていただいたり、横断歩道を渡っていた女性が引き返して署名に応じていただくなど

のこともありました。原水協の古田さんは「１カ月前に平和委員会でやったときは 8 名の

署名だったが、その時とは反応が全く違う」と驚いていました。この日は 30分の行動で 26

筆の署名が集まりました。終了後、参加者は、「毎週火曜夕方の恒例行事にしよう」と話し

ています。(広島県労連署名推進ニュース NO.5より) 

「9 条いいね」はがき 2 月末で 310 枚 887 筆に 
VOICE 私のひとことより 

☆戦争の経験はありません。しかし、体験談を母から聞きました、高校

生のころ少年ジャンプの「はだしのゲン」をみて、戦争の、原爆の恐ろ

しさを感じました。その当時は広島にいなくて、あまり原爆の怖さが身

近でなかったので、とてもとても恐ろしいと思いました。 

そして、自分が子どもを持つようになり、守ってやりたいと思うし、子

どもたちにも平和を考えて欲しいと、知覧にも沖縄にも何度か連れて行きました。政治家は、自己

の損得ではなく、人として命を、国を、地球を守ることを考えてください。自衛隊の方の災害地等



の活躍はすばらしいです。憲法が今までのままでも、充分その存在のすばらしさは国民が認めてい

ます。(広島県労連署名推進ニュース NO.5 より) 
 

全駅宣伝で署名301、地域のとりくみを伝え労組もたちあがった！ 
安倍改憲阻止の 3000万人署名のとりくみが加速し、15万６０００筆を突破。3月末までの目標の

60万筆を確実にやりきるために、各組織のとりくみと集約のいっそうの強化を訴えています。 
休止していた戦争法 NO!練馬実行委が再起動！   
戦争法案廃案にと 2015年春に結成された練馬区内の、上部団体を超えた労組の結集を軸に、

政党・政治団体、市民グループ、9 条の会、個人などがフラットな立場で参加し、戦争法成立ととも
に休止状態だったのが、安倍改憲阻止のために再起動。今回の 3000 万人署名は、町ごとに生ま
れつつある地域9条の会も参加、よりいっそう幅広く強くなっています。氷雨ふる2月22日夕方「区
内 21 全駅宣伝」に労働組合、市民、政党など 188 人で実施。チラシ 1279 枚を配布し、署名 301

筆が寄せられました。 

港湾労働組合がとりくみを始めた！   

港区の地域組織は、3 万筆目標でまずは地域住民への働きかけをと、駅頭、団地作戦にとりく
んでいます。とくに、都営には、①ハンドマイクで宣伝しながら戸別に配布、②翌日、戸別に回収。
等閑にクレームを言ってくる人もいますが、めげずに頑張っています。羽田空港の増便による飛行
ルート変更に伴い低空飛行問題も起こり、反対する運動とのつながりも大事にし、こうしたとりくみも
伝える中で、区内の港湾労働者の組合もとりくみ始めました。全国単産からの指示と地域の頑張り
が結びつけば、署名は広がります。   

（東京地評改憲阻止闘争本部 FAX・MAILニュースより） 

 
県内各地で行動がひろがっています！   

ユーコープ労組で 4 地域（県央、湘南、西湘、横浜西）のパート支部が駅頭宣伝を実施。32
人参加し、9 条ティッシュ 3000 個を配布。今後、全労働組合員 1 人 5 枚のはがきを配布し、署名
の促進を図ります。 
建設労連は  2 月 16 日の平和学習会に 120 人が参加。白神弁護士の講演に、メモを取っ
て聞き入る仲間の姿も。土建川崎西支部の登戸駅前での宣伝では、署名した女性が、「ネット署
名はないの…?」と聞いてくる好反応も…。確定申告の記入会に参加した組合員に 20 筆分（署名
用紙 4 枚）にまとめた署名をバンバン渡している」（土建大和支部）、「軽トラに署名用紙を常に携
帯し、仕事先で仲間に呼びかけている」（湘南地区協の組合役員）、「100 筆署名簿 3 冊目に突
入」（土建川崎中央支部主婦の会）など…。 
           (神奈川憲法共同センター3000万人署名推進ニュースより) 

 

３０００万署名 40 万超（3/7）４７３９１８人 
一歩踏み出せばひろがる署名―東大阪で 1万２千超す 

・できるかなと悩んでいるあなたへ。できますとも。一歩踏み出せば署名してくれますよ。

初めはボチボチ、集まりだしたらおもしろく欲も出てきますよ。続けたらいろんな計画と

工夫が自然に出てきます。一緒に頑張りましょう（これまでに 110 人の署名を集めた鴻池

M さん） 

・脊椎全損の障害を持つ方が署名に取り組みたいというので自宅に用紙を届けたところ自

宅にくるヘルパーなどに頼んで 40 人の署名を集め、私のところへ送ってきた。こうした思

いにこたえるためにもみんなで頑張ろう（大蓮 U さん） 



躊躇せずに声をかけ、対話をふやして理解と支持へ―天王寺 

２月９日上六交差点で宣伝。信号待ちの人に署名をよびかけ「安倍９条改憲は防衛では

なく、アメリカの戦争に参加するためです」と説明すると「初めて知りました。（ビラを）

読んで考えます」と返事がかえってきました。リーフも活用して対話を増やし、団体内の

活動者も増やし、未結集団体へも参加をよびかけ、大幅に活動量を増やすことを提起して

います。 

５寺院訪問し、署名ひろげる―藤井寺 

２月１１日（日）地域のお寺５軒を訪問。ていねいに説明すると署名の趣旨に賛同して

くれ、「自分と家族分だけですが」と署名してくれたり、用紙を２枚受け取ってくれ、「今

月末にきて」など署名集めに協力してくれました。 

(大阪憲法新聞 NO.459 より) 

 

「戦争しないように署名を」と地元世帯の 8 割を訪問 

山形県・山形市、西山形地区で「憲法 9 条を守る西山形の会」の世話人を務める高橋嘉

一郎さんは、昨年から地元の 630 世帯の約 8 割を訪問。日本共産党市議として 36 年間培

ったつながりを生かし、500 人を超える人から署名を集めています。毎日「あと 1 人、2

人」と訪問を重ね、「戦争をしないように署名をお願いしたい」と、家族も含めて署名を

お願いするようにしています。ある保守的な同級生を訪問した際は、同級生夫婦に署名し

てもらったあと、息子さんの夫人にもお願いしたところ、「私もしますよ。息子にもして

もらいます」と、応じてくれました。また、志願兵の経験を持つ地元神社の宮司の方は「戦

争はどんなことがあってもダメだ」と、快く署名しました。 

(日本共産党 3000 万人統一署名 活動交流ニュース NO.16 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「安倍・麻生の国家私物化糾弾！公文書改ざんを許さない緊急行動」 

 14日～16日 議員会館前(14日夕、16日昼・夕)、国会正門前(15日夕方) 

 

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 

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 

 

④5.3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 


