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安倍・麻生の国家の私物化、公文書改ざんは許さない!
関係者全員の証人喚問、あべ内閣は総辞職を!
連日国会前行動、のべ2万人以上の参加
27 日に佐川氏の証人喚問が行われましたが、「刑事訴追を受け
る恐れがある」として、証言拒否を乱発。野党側は、安倍昭恵氏
をはじめ関係者全員の証人喚問を要求しています。
「森友学園」疑惑をめぐる集中審議が行われた19日、戦争させ
ない・9条壊すな！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 NO！森友・加
計疑惑徹底追及！戦争あおるな！安倍内閣退陣！3.19国会議員会
館前行動」にとりくみ、5000人が参加。13日～16日、22日～23日、
27日～28日の連続行動とあわせると、のべ20,000人以上が短期間
に国会前行動に参加し、安倍内閣総辞職を求める声は大きく広が
っています。
直近の世論調査では、内閣支持率があいついで急落。朝日では
支持率 44→31%、不支持率 37%→48%。文書改ざん安倍首相の責
任 82%となっています。関係者すべての証人喚問を実現し、安倍
内閣を退陣させましょう。

当面の連続行動のご案内
3 月 28 日（水） 18：30～19:30 国会議員会館前
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

憲法共同センターが、アピール発表
森友・加計疑惑・公文書改ざん徹底究明！内閣は総辞職を
安倍 9 条改憲 NO 全国統一署名を一気に広げよう!

憲法を守り生かそうと全国で奮闘されているみなさん
「森友学園」への国有地取引をめぐり、公文書を政権ぐるみで改ざんしていたことに対し、
「安倍内閣は総辞職を」
「安倍はやめろ、麻生もやめろ」の怒りの声が、全国各地でわき起
こっています。私たちは、満身の怒りを込めて、「安倍内閣総辞職」を要求します。
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、国会と主権者国民
をあざむく最悪の憲法違反、民主主義破壊であり、
「訴追の恐れ」などを理由にした隠ぺい
は許されません。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、安倍昭
恵氏など関係者全員を国会喚問し問題の全容を解明すべきです。
世論調査結果をみても、内閣支持率は朝日の 31%をはじめ急落し、徹底解明と責任をと
っての辞任を求める声は圧倒的です。総がかり行動実行委員会をはじめ様々な団体が全国
各地で「内閣総辞職」を求める行動にとりくみ、2015 年の戦争法のたたかいに近づく行動
と参加になりつつあります。全容解明と内閣総辞職を求めて、さらに世論と運動を強めて
いこうではありませんか。
自民党は、3 月 25 日に党大会を開催し、改憲案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」
も削除して際限のない軍備拡大に道を開くものです。衆参の憲法審査会に示して国会発議
を目指すとしており、安倍改憲を阻止するたたかいは一刻の猶予もありません。安倍首相
は大会での演説で「いよいよ結党以来の課題である憲法改正に取り組む」と意欲をむき出
しにしており、改憲への執念は異常です。改憲に反対する国民世論と「森友」公文書改ざ
ん問題などで高まる政権不信に逆らうものです。ましてや、秘密保護法、戦争法、共謀罪
など憲法違反の立法を強行し、森友問題の疑惑解明にも背を向ける安倍内閣にそもそも憲
法を語る資格はありません。
安倍 9 条改憲をストップさせるために、安倍 9 条改憲 NO！全国市民アクション実行委
員会が提起した「3000 万人署名」を 5.3 憲法集会までに達成させ、改憲発議したくてもで
きない状況を作り出しましょう。
憲法共同センターの直近の到達点は、500 万人を超えたところです。「3000 万人署名」
を広げることが、安倍政権を退陣に追い込む最大の道です。貴重な前進を切り開きつつあ
りますが、4 月 5 月、全住民を対象に、創意・工夫をこらして、宣伝・対話を一気にすす
めましょう。憲法共同センターとして 1500 万人、全体で 3000 万人の目標を達成しましょ
う。そして、5.3 憲法集会を史上最高の規模とケ所数で成功させ、安倍 9 条改憲発議をスト
ップさせましょう。
2018 年 3 月 29 日
憲法共同センター運営委員会

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 】

練馬 9 条の会、今町単位 25、あと 3 カ所で区全体を網羅
保守的団体にも 3000 万署名
自民党や公明党は、地方議員、業界、マスコミ、日本会議などを総動員して改憲の宣伝をしてくるに
違いない、それに対してねりま九条の会としては、
「地域から、共同」を合言葉に保守層にも働きかけて
いこうと行動している。まず町を単位に九条の会を作ろうと働きかけ２５の九条の会ができ、あと３か
所につくれば練馬区全体が網羅できる、それぞれ自主性を発揮し、憲法学習会を開き、3 千万署名簿、
チラシ、封筒の３点セットを全戸配布し、戸別訪問するところが出てきた、宗教団体、創価学会や立正
佼成会、天理教にも申し入れを行っている。また老人クラブへも申し入れ、子どもへの働きかけを重視
している、高校生は学校では政治活動禁止、チラシは受け取るな、署名するな、悪法も法であるという
教育が行われている。若者に自民党支持が多いのは教育に問題がありそうだ。しかし 9 条改憲の被害者
は子供たち、憲法の真価を問い直す機会として憲法パンフの普及と対話を重視していきたい。4 月 25
日集約の 3000 万署名の成功目指して。
（ねりま９条の会事務局長大柳武彦）
(東京革新懇 mailfax ニュース NO.725 より)

店舗で地道に署名を継続し 1700 筆に
生協ひろしま組合員・職員「平和憲法・９条を考える会」
生協ひろしまでは、組合員や職員、理事・役員の有志で「平和憲法・９条を考える会」を 2007
年 2 月に結成しました。会員は約 500 名で憲法や 9 条を
考え暮らしに生かす活動をすすめています。
安倍政権のすすめる 9 条をはじめとする改憲（悪）に反対
し地域の集会や署名の取り組み、毎年春には「総会」を開
催し、8 月 5 日には「平和憲法と 9 条を考える全国生協
組合員活動交流会」を行っています。
この間の取り組みでは、2 月～4 月で広島市内周辺の生
協ひろしまのお店で「安倍 9 条改憲ＮＯ！

憲法を生かす

全国統一署名（3000 万署名）」を行っています。3 月 2
日～3 日の生協の各お店の周年祭では多くの組合員の皆

さんに署名を協力いただき、約 1700 名集まっています。
現在は全労組員に「9 条いいね！はがき」を配布して署名していない方や近所の人への署名のお
願いの取り組みを行っています。5 月 3 日の憲法記念日まで「改憲ＮＯ！」を拡げ「憲法を守り生
かす取り組み」を全力で取り組んで行きます。
5 月 13 日（日）
（１０時ロードビル）に生協ひろしま平和憲法・9 条を考える会「第 12 回総
会」を行い、平田かおり弁護士に記念講演「暮らしに生かされる憲法」をお願いしています。憲法
改悪を許さず戦後がさらに続く日本を残しましょう。

どんどん広げて署名も満開に

神奈川

ユーコープ労組では、春闘団交後に 16 人で桜木町宣伝。31 日には、伊藤千尋さんを講師に迎
えての学習会を開催し、さらなる署名の推進力にする計画です。
年金者組合では、港北支部などで構成する港北アクションが団地訪問。1 軒 1 軒呼び鈴をおし
て会話し、48 筆の署名を集めました。行動に参加した方は、「反応がよくなっている。安倍政権に
怒っている」と実感しました。
民医連では、署名推進会議で映画「標的の島」上映会（川崎医療生協）や、機関紙に同封した
ハガキ署名 349 筆(いずみ診療所)など、4 月末までに目標をやりきる構えです。
神商連では、力もち会員が続々誕生。戸塚民商鎌倉支部では、娘さんの部活動のつながりを生
かして、先生や保護者によびかけて 100 筆集めた人、商工新聞読者に「5 人集めて」「10 人集め
て」と声をかけて、「読者の方たちは力を貸してくれる」と感心して 87 筆を集めた支部長さんなどが
牽引車となって、550 筆を超えて支部目標達成です！すごいですね！
（神奈川安倍 9 条改悪 NO!3000 万署名推進ニュース 3 月 27 日号より）

３．１７～１８ 府内各地で行動ひろがる！ 大阪
堺では！3.18 全 27 駅宣伝 参加 344 人署名駅宣のみで 1 日で１１９４人の署名！
署名宣伝行動には、参加者３４４人集約署名９１０筆、堺
東駅前での市民と野党の共同宣伝には、参加者１２０人署名
７１筆、泉ヶ丘駅前には参加者８８人署名２１３筆でした。
計延べ参加者５５２人署名１１９４筆でした。２年前の戦争
反対での同様の行動と比べ、参加者は１．３倍署名は上回っ
ています。今週末２５日（日）午前１０～１２時に、森友追
及の先頭に立たれている辰巳孝太郎参議院議員（日本共産党）
を招き、堺からのアピール主催「国会カフェＶＯＬ．２」を
計画。（堺市民アクション）

高槻・島本で、市民集会パレードに４００名！
3 月 17 日（土）午後 4 時から、安倍 9 条改憲
ＮＯ！「3000 万署名」を広げよう！市民集会＆パレードを開き
ました。主催は、戦争させない！高槻・島本実行委員会、会場の
城跡公園には 400 名もの方が集まって下さいました。
たつみコータロー参院議員、辻元清美衆院議員からの森友文書
改ざん問題の国会報告、市民のアピールがあり、高槻市、島本町
の府議、市議、町議も駆けつけて下さって、熱気あふれる集会と
なりました。そして、ＪＲ高槻駅前まで、
「憲法 9 条世界の宝」
「森
友疑惑徹底究明」「安倍内閣は総辞職」「民主主義ってなんだ こ

れだ」など、力強くコールしながらパレードをしました。
来週から疑惑追及の始まる国会、私たち市民も怒りの声をあげましょう！（高槻島本市民アクション）

【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 8F 署名保管室宛て)
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

4 月 20 日（金）

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

18:30～20:30

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

