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改憲発議阻止・3000 万筆達成へ
さらに署名活動の強化拡大を！
６月７日、安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクションは、衆議院第 1
議員会館内で「安倍９条改憲ＮＯ！憲法を生かす統一署名」の署名提
出集会を開催し、立憲４野党２会派所属の国会議員約２５名に署名
を手渡しました。署名の集約総数は約１３５０万筆。達成目標３００
０万に向けて、さらに取り組みを重ねることを確認しました。
１

集会は、長尾ゆりさん(憲法共同センター)の司
会進行ではじまり、まず、総がかり行動実行委員
会の高田健さん（９条壊すな！実行委員会）が
主催者代表として挨拶、「昨年９月
以来、全国各地で、寒い雪の日も雨の日も署
名活動を重ねて１３５０万筆を突破した。３００
０万筆を目標にしてさらに取り組みを強め、世
論を変え、安倍政権を退陣に追い込もう！」と
呼びかけました。
次に、「改憲問題対策法律家６団体連絡会」の大江京子さ
ん。「宗教者九条の和」のキム・ソンジェさん、「全日本視覚障
害者協議会」の田中章治さん、「安全保障関連法に反対する
学者の会」の廣渡清吾さん、「オール埼玉総がかり行動実行
委員会」の秋山あつ子さん。九条の会の小森陽一さんらが各
界を代表して発言し、それぞれ、取り組みの報告や今後に向
けての決意等を表明しました。
九条の会の小森陽一事務局長は「この３０００万人署名活
動は九条の会が何のために作られたかを実証するもので、
地域や職場・学園の４人に１人を達成するものとして全国で
取り組んでいる。３０００万人署名が必ず目標達成を実現する
よう全力を出す」と決意を語りました。

各政党や会派からは、枝野幸男代表（立憲民主党）、
志位和夫委員長（日本共産党）、岡田克也代表（無所属
の会）、小沢一郎代表（自由党）、照屋寛徳国会対策委員
長・衆議院議員（社会民主党）、糸数慶子代表（沖縄の
風）らが出席し、それぞれ連帯のあいさつを表明し、その
後、他の衆参両院の議員約２５名が参加する中、署名を
受理しました。
最後にまとめの発言として、総がかり行動実行委員会
共同代表の福山真劫さん（戦争をさせない１０００人委員
会）が、「憲法９条は、戦争による尊い犠牲
の上に作り上げられたものであり、この９条
を次の世代に引き継ぐことは、今を生き
る私たちの義務である。野党と市民が連
携してたたかえば９条改憲は必ず阻止で
きる。そして、国家権力を私物化しウソだらけの安倍政権
を必ず終わらせるこ
とができる。そのた
めに頑張抜く！」と
訴えて集会を終え
ました。

安倍政権の退陣を要求する
6・10 国会前大行動に 2 万７千人
６月 10 日、
「安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクショ
ン」や「戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行
委員会」を中心に、23 団体で構成された「６・10 国
会前大行動実行委員会」が主催して開催した「安倍 9 条
改憲ＮＯ！政治の腐敗と人権侵害を許さない 安倍政
権の退陣を要求する 6・10 国会前大行動」は、激しい
雨の中、国会正門前に、2 万 7000 人が参加しました。
「安倍政権をみんなで倒そう！」「森友・加計疑惑徹底
追及！」「改憲発議みんなで止めよう」「あきらめない
ぞ！」などのコールが国会前に響き渡りました。
２

集会は、まず、主催者代表として福山真劫さん（戦争をさせ
ない 1000 人委員会、平和フォーラム共同代表）
が挨拶、「安倍政権の暴走が続き、ウソだらけの
政権になっている。これを許せば平和と民主主
義、未来も壊される。野党と全国の仲間がたたか
えば必ず安倍政権を倒すことができる。確信をも
ってともに闘おう！」と訴えました。
各政党を代表して、立憲民主党の福山哲郎幹事長、共産
党の小池晃書記局長、無所属の会の田嶋要衆議院議員、社
会民主党の吉川元幹事長が登壇。口々に、野党の力をあわ
せて、安倍政権の退陣に向け、共にたたかう決意を述べまし
た。

また、各界を代表して次の 1４人が発言しました。
立憲デモクラシーの会からは山口二郎さん、森友学園疑惑
を最初に暴いた豊中市議の木村真さん、環太平洋経済連携
協定（ＴＰＰ）に反対する全国共同行動の山田正彦さん、女
性の権利を訴え、１票で変える女たちの会の坂元良江さん、
労働法制改悪の問題で日本労働弁護団の棗一朗さん、ルポ
ライターの鎌田慧さん、安全保障関連法に反対する学者の
会の佐藤学さん、辺野古新基地建設阻止を訴える沖縄平和
運動センターの山城博治さん、オスプレイの配備に反対する
横田基地公害訴訟原告団の福本道夫さん、共謀罪ＮＯ！実
行委員会の海渡雄一弁護士、全国被爆
者団体協議会の児玉三智子さん、雇用
共同アクションの伊藤圭一さん、若者達
でつくるエキタスの藤井久実子さん、子ど
もを過労死でなくした過労死家族の会の
佐戸恵美子さん。それぞれの取り組み・課
題などを報告するとともに、連帯のメッセー
ジを述べました。

最後に、憲法共同センターの小田川義
和さんが行動提起を行い「国会の会期末ま
での連続木曜日行動。野党が一緒になっ
て作成した原発ゼロ法案の成立を後押し
する６月 28 日の集会、そして毎月の 19 日
行動などに全力で取り組もう！」と訴えました。

◆山口二郎さん

◆坂元良江さん

◆棗一朗さん

◆山城博治さん

◆児玉三智子さん

◆木村真さん

◆鎌田慧さん

◆福本道夫さん

◆伊藤圭一さん

◆山田正彦さん

◆佐藤学さん

◆海渡雄一さん

◆藤井久実子さん

◆佐戸恵美子さん

3000 万人署名
各地の主な取り組み
●群馬県

前橋市「南橘地区九条の会」の＜北代田
町９条の会＞の会員は、暖かくなったので２人で近所の
訪問を始めた。１回目は３月 29 日の午前。７軒が不在、
９軒で 14 人が署名。顔見知りとあって、どこも好意的。
２回目は４月８日午前。少し離れた所で、不在は７軒、
19 軒で 25 人が署名、断った家は３軒。多くは快く応じ、
「趣旨に大賛成」など励まされた。
＜荒牧町９条の会＞の会員は、
「昨年 12 月から知り合い
に誘われて戸別訪問を始めた。１回に１時間余りの行動
で、40 回以上、延べ 1000 戸くらい訪ねたことになる。
『安倍政権の下で憲法改正をさせてはならない』という
声の多さに驚いた」
。
３

＜かいがや９条の会＞では、初参加の人も含めて
８人で【４・29 署名大作戦】、９条署名は 2008 年５月
から桂萱地域の全戸訪問をめざして 10 年になる
が、この日は 103 軒を訪問し、署名は 54 人。「安倍
さんには憲法をさわってほしくない」などの声も。

●宮城県

大崎市の「鹿島台憲法９条を守る
会」が、署名目標の地区人口の４分の１である 3000
人を突破。河北新報（5.2）が報じた。党派や所属を
超え、元校長や文化人、スポーツ関係者など、さまざ
まな 150 人以上の会員が訴えを繰り返した結果、４
月 27 日に 3227 人分を集約した。会長は記者会

見で、
「安倍首相の会見への執念は、ただならぬものがあ
る。改憲発議を狙い続ける限り、私たちも終わりなく署
名を続けていく」と語った。
「鹿島台９条の会」では、会費と寄付で制作したビラと
署名用紙を返信用封筒で届ける活動を重視、ビラの内容
も何度も追加・更新し、これまでに 290 通ほど帰ってき
た。

会のチラシを持って、16 人で協之島団地（約 2500 世帯）
を一斉訪問。気軽に署名をしてくれる人も多く、69 歳の
男性は「古い憲法だから帰るのは必要かもしれないが、
軍備拡張はよくないから、やっぱり署名するわ」と。事
務局長は、
「地域に署名で入るのは難しいけど、みんなと
いっしょに入ることで連帯感も生まれ、宣伝効果もあ
る。今後もこのパターンを大切にしたい」（5.12 報告）
。

●長野県

●和歌山県

「日高町平和を願う９条の会」は５月
13 日、同町の人口 7908 人に対し、署名が 2235 人
（28.26％）に達した。引き続き、自主目標の 3000 人に
向けて取り組みを進める。１月以降６回の統一行動には
延べ 62 人が参加、訪問した 506 軒（71％）で 904 人が署
名、断られたのは 201 軒だった。宣伝カーは８回運行、
住宅地図を用意し、地域担当者を決めてチェックしなが
ら、「すべての過程を訪問しきろう」と奮闘。

「榮村九条の会」は、同村の人口 1899 人
に対し、540 人（28.4％）を超える署名を集めた（5.1 現
在）
。元村長が村議（無所属）とともに奥まった秋山郷を
回り、農作業中の人など 50 人から署名をもらった。元
村長の訪問は、どこでも歓迎され、
「お茶でも飲んでいっ
て」と声をかけられる。事務局長は「目標を超えたから
終わりではなく、まだ声をかけていないお宅もあるの
で、ぜひ署名を積み上げていきたい」と語る。
「憲法九条を守るこもろの会」は、2007 年から地域訪
問を継続。3000 万人署名の提起を受けて、約 100 人の会
員に「70 年間続いてきた平和な国の姿が変えられようと
する時、いま全力投球で抗せずに、いつ立ち上がるか」
と訴え、訪問活動を再開。憲法９条を守る署名は４月末
で１万 7328 人で、小諸市の有権者約３万 4000 人の過半
数に達した。

●宮城県

「県内９条の会連絡会」は＜3000 万署名
推進センター＞を設置。５月 14 日までに２万 3444 人分
を集めた。県内の他の団体と合わせると 15 万 4840 人に
達した。

●群馬県

一人暮らしの O・Ｙさんは 2 月から署名
を集め始め、５月 14 日に 4968 人になった。うち約 300
人は、友人など６人にチラシを手作りして集めてもら
ったが、あとは毎日街頭で集めたもの。憲法９条を守
るのは夫の遺志としてバッグに夫の遺影を入れて持
ち歩いている。最初の目標は 100 人だったが、２週間
で 1000 人を超え、今は 5000 人が目標。

●北海道

メーデー北海道集会で、署名集めベスト３
が発表されたが、ススキノのママたちが猛奮闘。1000 人
（１位）を集めたＯ・Ｓさんはスナックのママ、
「戦争は
二度と起こしたらダメ。戦争を放棄した９条は守りた
い」と客に声をかけ、親せきや知人に署名を呼びかけて
きた。

【全国一斉街宣・署名週間】関連
●東京都 「総がかり行動北区実行委員会」では、
【全

●岩手県

「市民アクション岩手の会」
、盛岡市で開
かれた５・３憲法集会で、県内で署名が 11 万 7000 人を
突破し、さらに目標の 30 万人をめざすことが発表され
た。

国一斉街宣・署名週間】に先駆けて、区内の６駅、２商
店街の計 10 か所で署名行動。超党派の区議や市民団体
などが場所を分担し、122 人が参加、
署名は 264 人（5.12）
。
「憲法９条を壊すな！実行委員会」街宣チームは５月 29
日（火）18：30～19：30、新宿駅西口で街頭宣伝・署名
行動を実施。また、同実行委員会の憲法を生かす会と平
和を実現するキリスト者ネット（キリスト者平和ネッ
ト）なども同日 14：00～15：00、JR 御茶ノ水駅明大口
（西口）で街宣・署名行動を実施。
「9 条変えるな！杉並市民アクション」5 月 27 日街頭宣
伝・署名活動を実施。

●静岡県

県内 85 の９条の会は、５月３日の朝日新
聞県内版に「安倍９条改憲に反対する」１ページ全面の
意見広告を掲載。今年で８回目で、昨年を上回る 5160 人
が賛同した。

●埼玉県

区内 11 団体による「安保法制を廃止する
オール緑区の会」の自主目標は合計３万 2000 人で、５
月 10 日には２万 1000 人（目標比約 70％）を超えた。う
ち「緑区９条の会連絡会」は自主目標 5700 人を５月 10
日までに達成。
「みぬま地域九条の会」は、スーパーマ
ーケットの前で来客が多い日に署名行動、1 人で 300 人
とか 600 人の署名を集めた人も。

●千葉県

「安倍改憲ＮＯ！市民アクション・いち
かわ」は【全国一斉街宣・署名週間】の呼びかけに応え、
５月 27 日（日）市川市内の４駅頭で実施

●神奈川県

「神奈川県憲法共同センター」は５月
19 日（土）13：30～15：00、JR 桜木町駅前（南改札東口）
で街頭宣伝・署名行動を実施。

●岐阜県

７団体で構成する「どもならん NO！安倍
政権！パレード実行委員会」は、落合恵子さんの講演

４

