3000 万人署名

各地でこんな取組みが

――ここに紹介するのは、2017 年 11 月から 2018 年２月半ばまでの各地の 3000 万人署名の取り
組みの例です。各種の報告から特徴的なものをピックアップしました（主な特徴は太字に）。各
地での創意工夫や奮闘記を交流、共有するため、簡潔な情報を事務局までお寄せください。

新潟県 県内の 9 条の会は Q&A やカラーチラシ 10 万枚作成。
「新潟大学 9 条の会」
“3000 万署名と
3000 万対話が必要“。
「阿賀野市 9 条の会」”全戸訪問“。
「全国市民アクション＠新潟」発足（1.28）。
宮城県 「みやぎ憲法九条の会」、宣伝グッズ 10 セットを県内９条の会に頒布。
「署名用紙を 20 万枚
作る」。県内「九条の会連絡会」は e-mail news で県内各地のイベント情報を告知。
長野県 「安倍９条改憲 NO！上田地域市民アクション」結成（130 人、信濃毎日に記事。11・25）。
愛知県（名古屋市）「緑区九条の会連絡会」憲法を考えるつどいで“八法亭みややっこ”（飯田美弥子弁
護士）の「憲法噺」
、地元のフォークバンド 2 組が結成した“ずーっと 9 条隊”が演奏（11.26）。

長崎県 「安倍９条改憲 NO！全国市民アクション・ながさき」結成、
「5 月末までに 40 万人目標」
（12.9）。
埼玉県 「オール埼玉総行動実行委員会」、①署名目標 200 万人、②年末に各自治体に「９条改憲反対」
の要請行動、③６月３日に１万 5000 人超の大集会とパレード。各自治体首長、県議、市町村議
にも参加呼びかけ。県内 15 小選挙区に「地域連絡会」を１年がかりで結成。
北海道（釧路市）「安倍９条改憲 NO！釧路市民アクション」
、当面２万筆目標、毎月「９の日行動」や
公営住宅を重点的に戸別訪問。百均の吊下げ型名刺入れに「安倍９条改憲 NO！憲法を生かす全国
統一署名をお願いします」のカラー名刺を入れ玄関先で活用。
「ぜんりん」の住宅地図で公営住
宅の棟ごとのチェック表を作成し再訪問に備える。当面２人一組で行い、経験を集約し改善する。
三重県 「いせ９条の会」
、戦争法廃止の 2000 万人署名と同様、地域別に日を決め、戸別訪問で説明。
神奈川県

多摩地区では署名用紙を全戸分用意（ＰＣやプリンターのない家庭もあるので）。

宮崎県
（宮崎市）
「大宮九条の会」11 周年のつどいで 3000 万署名やシール投票、
全戸訪問の方針（11.25）。
山梨県 「甲斐市 9 条の会」設立総会、菅原文子さんが講演、3000 万署名推進など確認（11.26）。
愛媛県（新居浜市）
「憲法 9 条をまもる市民の会」総会、市長など超党派で 150 人参加、月 2 回街宣。
国際法律家 「アジア太平洋法律家協会」執行委員会で「日本の憲法９条に関する声明」採択（12.2）。
滋賀県（甲良町）

野瀬甲良町長が町議会で「９条改正は必要ない」と答弁（12.7）。

大阪府 府内各地で「改憲ＮＯ！おおさか総がかり 3000 万人署名街頭行動」（12.8）。
島根県 「しまね総がかり行動」集会に 250 人、
「3000 万人署名の拡大を！」（12.10）。
岩手県 「アクション 3000 万署名岩手の会」結成集会、450 人。「県内で 30 万人目標」（12.10）。
富山県 「安倍９条改憲 NO！市民アクションとやま」
、5 月末までに 25～30 万人を目標に（12.10）。
東京都 「東京母親大会」1470 人、
「3000 万人署名の成功」を確認（12.10）。
北海道 札幌駅前の署名行動で現役自衛官も署名（12.12）。
宮城県 「3000 万署名推進センターみやぎ」発足（12.11）。県内 129 の「九条の会」や「安保法制
廃止みやぎネット」など 200 超の団体に結集を呼びかけ。
山形県 「戦争法廃止を求めるやまがた県民の会」代表者会議、
「5 月末までに 30 万人をめざす」
（12.13）
。
秋田県 「9 条まもろう！能代市民の会」結成。呼びかけ 32 人、共同代表 10 人（12.15）
。
東京都 「１区市民連合」
と
「みんなの新宿をつくる会」
が新宿西口行動、
55 人参加、
署名 88 人（12.16）。
愛知県 「安倍９条改憲 NO！あいち市民アクション」キックオフ集会（600 人超、12.17）。
福島県 「福島県市民アクション」キックオフ集会、
「町村ごとに市民アクションを結成、48 万人目標」
。

医療生協は 1 万 7000 人にアピールを折り込み（12.17）。
福井県 「安倍９条改憲 NO！3000 万署名キックオフ集会 in ふくい」
（全国 3000 万署名運動をすすめ
る福井県実行委員会）、呼びかけ 305 人、
“20 万人目標、全市町に署名組織を”（9 市 8 町～）。

北海道 「市民の風」と「STOP 安倍政治！札幌中央区実行委」が署名行動、民進・共産市議も参加（12.19）。
東京都 首都圏各大学の「九条の会」メンバーでつくる「Peace Night ９実行委員会」主催、東大駒
場キャンパスで小森陽一、清水雅彦、井筒高雄各氏がスピーチ、学生のトークセッション（12.21）。
宮城県 「安保法制の廃止を求める女性議員・元議員有志の会」が仙台市内で街宣。民進、共産、社民
の市議が参加。有志の会には県内の女性議員・元議員の過半数が参加している（12.24）。
鳥取県 鳥取県を中心とする新日本海新聞の社主・吉岡利固氏が１月１日、安倍改憲は「平和憲法の特
権を自ら捨て去るもの」と厳しく批判するコラムを掲載。
神奈川県 「あつぎ・九条の会」／約 260 軒の戸建て団地を２人で５回に分け訪問。曜日や時間帯を変
えたが在宅は約 100 軒。町名と名前を名乗り「自衛隊員の命を危険にさらす改憲は止めたい」と
訴え、約４割が署名、６割は「分からない」「もう少し考えたい」。12 人が九条の会の会員に！
愛知県（名古屋市）「千種・名東区で７万 3000 人分の署名目標を確認（1.20）。
兵庫県 「署名 140 万人達成のための交流会」を開いた（1.21）。
大分県 右翼や警察をかわし、1 人で街角で署名を呼びかけている○○さん、281 人が署名（1.25）
共同センター 「署名 BOX」販売中（＠600 円、シール２種付き、送料 1200 円）。
岐阜県 岐阜駅前で 188 回目の「９の日」行動（1.9）。寒風の中の署名に中１女子２人が「がんばっ
て」
、女子大生「手伝うことがあればやりたい。この活動をリポートしたい」（1.29）。
全日本視覚障害者協議会

「点字署名用紙」を制作、すでに 120 人以上が署名（1.30）。

埼玉県 「オール越谷市民アクション」は５万人目標だが、すでに２万人超（1.31）。
青森県 むつ市
「憲法九条を守る！署名運動下北地域実行委員会」は市町村長・議員に公開質問状を送付。
福岡県 「平和をあきらめない北九州ネット」は署名 25 万人目標に、各行政区に市民アクションづく
りを進めている。門司区では九条の会呼びかけ人（73 歳）が小学校区内を各戸訪問中。
福島県 福島市蓬莱地域では、組をつくって市営・県営住宅を各戸訪問している（2.3）。
京都府 「全国市民アクション・京都」は署名目標 60 万人で、現在約７万人（2.3）。伏見の桃山南学区
では署名用紙を 3600 軒に全戸配布、毎日返信が寄せられている。
広島県 「府中町民アクション実行委員会」は料金受取人払いのハガキ署名を作成。パンフ「９条いいね」
の手渡し行動も。１～２月にあらかじめ署名用紙を配布、４～５組で各戸訪問（広島市佐伯区でも）。
岐阜県 「オール岐阜５区市民の会・中津川」が５台 10 人で９条改憲反対の自動車パレード（2.12）。
栃木県 「小山・九条の会」、中学時代の同級生５人の連名で、同級生全員に署名を呼びかけた（2.12）。
宮城県 「県内９条の会連絡会」その他で、現在１万 7410 人の署名を集約（2.13）。
青森県 「青森県九条の会」は氷点下の寒さと猛烈な雪の中、青森市の商店街で署名行動（2.15）。
兵庫県

県内の署名目標 140 万人で、現在 9 万 7613 人（2.15）。

山形県 「憲法九条を守る西山形の会」世話人（84 歳）は山形市西山形地区 630 世帯の８割を訪問、500
人超から署名を集め、「あと１人、２人、５人でも」と回っている（2.16）。
東京都 「戦争法ＮＯ！ねりま実行委員会」は目標 10 万、現１万 8 千人（2.16）。区内 21 全駅宣伝（2.22）。
東京都 「戦争はいやだ調布市民の会」
で年金者組合の第５回戸別訪問に７人参加。
累計 3707 筆（2.16）。
広島県 「第九条の会ヒロシマ」は中国新聞朝刊（約 70 万部）に署名用紙を入れた意見広告を掲載（2.16）。
山梨県 「山梨市民アクション」、 “戸別訪問が最も効率的。①予告とお願いのチラシ＋署名用紙をポス
ティング→②１週間後に広報車で訪問予告→戸別訪問”。県内の目標 25 万人（人口の 30％）。

