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3000 万人署名 

各地でこんな取組みが ⑭ 2018 年 11 月 7 日 

 

「日本国憲法公布 72 年 11・3」各地の行動─3000 万人署名が呼びかけられ

ました！ 
  
※記事中、日にちのないものは 11 月 3 日の行動 
 
北海道   
苫小牧市で集会・デモ 

「平和憲法を生かす苫小牧連絡会」が呼びかけた「平和憲法を守りぬく！ 
3000 万人署名をめざす集会」が市役所前広場で行われました。集会には市
民 80 人が参加、政党から立憲民主党、国民民主党、日本共産党の代表があ
いさつ。終了後デモ行進が行われました。 

同会は今年 2 月、元苫小牧市長、元市議会議長ら 19 人の呼びかけで結成、
3000 万人署名は、11 月 1 日現在 32000 人と目標の 4 万人に迫っていま
す。 

 
青森県  国会前行動に連帯する市民集会 青森市 

青森県九条の会など 11 の団体が呼びかけ、国会前大行動に連帯する市民
集会が青い森公園で開催されました。集会には 100 人余の市民が参加しま
した。日本共産党、社会民主党、国民民主党の代表が連帯あいさつを行いま
した。集会後には市内をデモ行進しました。 

 
秋田県  秋田市、潟上市で「アベ政治許さない」のスタンディング 

秋田市・秋田駅前で、秋田九条の会、あきた女性九条の会などの呼びかけで
「アベ政治を許さない」のポスターを掲げたスタンディングが行われ、3000
万人署名の協力を訴えました。 

潟上市では、潟上九条の会のメンバーらが県道沿いでスタンディングを行い
ました。 

 
山形県  山形市中心部でスタンディング 

山形市鉄砲町交差点で、「アベ政治を許さない」のポスターを掲げるスタン
ディングが行われました。 

 
栃木県  改憲阻止へ講演会 

「戦争法の廃止と立憲主義の回復を求める栃木県民ネットワークは 11 月 4 日、
都宮市で講演会を開きました。市民ら 300 人が参加しました。「安倍９条改
憲の危険性と発議阻止に向けたたたかい」を演題に渡辺治一橋大学名誉教授
が講演しました。 

 
東京都  国会前大行動に 1 万 8000 人 

「戦争させない・9 条こわすな！総がかり行動実行委員会」と「安倍 9 条改憲Ｎ
Ｏ！全国市民アクション」が呼びかけた国会前大行動が開かれました。午後 2
時からの集会には、国会正門前、並木通り、憲政記念館北庭、同南庭、国会
図書館前に 1 万 8000 人が詰めかけ参加しました。 

集会では立憲民主党・有田芳生参院議員、日本共産党・小池晃参院議員･
書記局長、国民民主党・小宮山泰子衆院議員、社会民主党・又市征治参院議
員･党首が各党を代表してあいさつしました。日本体育大学教授（憲法）の清
水雅彦さん、安保関連法に反対する学者の会・東京大学教授の小森陽一さん、
オール沖縄会議共同代表の高里鈴代さん、カナダ・バンクーバー九条の会・
ブリティッシュコロンビア大学教授の久保田竜子さん、ＩＣＡＮ国際運営委
員･ピースボート共同代表の川崎哲さん、24 条を変えさせないキャンペーン
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の濱田すみれさんがスピーチしました。主催者あいさつを福山真劫、行動提
起を高田健の各共同代表が行いました。 

大行動についてメディアも注目し、共同通信が配信したほか、「朝日」「東
京」などが報道しました。 

 
東京都  「オスプレイＮＯ！」と市民が行動 立川 

立川市で、「9 条改憲阻止・オスプレイ配備反対 11・3 立川大行動」が取り組ま
れました。市民 200 人が参加し、集会、デモ行進を行いました。主催した
同行動実行委員会は集会・デモ行進に先立ち立川駅前で署名・宣伝行動でオ
スプレイ配備反対署名と 3000 万人署名の協力を呼びかけました。 

 
東京都  日野でピースパレード 

日野市で 11 月 4 日、ピースパレードが行われました。「安倍 9条改憲ＮＯ！
市民アクションひの」と「日野市民九条の会」が呼びかけ、28 団体の賛同で取り
組まれたもの。のべ 300 人が参加しました。集会に向け、賛同人は 1000
人をこえ、募金は 60 万円、賛同人の名前を載せたチラシ 10 万枚を作成し
活用するなど、宣伝と対話を広げ、3000 万人署名を推進してきました。 

市役所前の中央公園・緑の広場でパレード出発前の集会では子育て中のお
かあさん、日野市民連合代表が発言、8 人の市議会議員があいさつ。会場に
は各団体や各政党の旗やのぼりが林立し、9 条を守る幅広い共同の姿が示さ
れました。 

 
山梨県  市民と野党が甲府駅前で集会 

「止めよう！改憲発議 11・3 山梨集会」が JR 甲府駅前南口で行われま
した。「戦争させない・9 条壊すな！山梨行動実行委員会」が国会前の行動に呼
応して呼びかけたもので 150 人が参加しました。集会後市内中心部をデモ
行進。 

立憲民主党、日本共産党、国民民主党の代表があいさつ、社会民主党から
はメッセージが寄せられました。山梨県弁護士会元会長も発言しました。 

 
愛知県  名古屋市内、阿久比町で集会やパレード のべ 3000 人が参加 

名古屋市中区では終日、安倍 9 条改憲ＮＯ！あいち市民アクション、愛知憲法
会議、あいち九条の会などの呼びかけで集会、デモ、トークイベントなどが行
われました。井戸謙一弁護士（元裁判官）や小林節慶応大学名誉教授らもス
ピーチしました。 

阿久比町では集会とデモが取り組まれました。集会では 3000 万人署名が
同町人口の４分の１を超える 7000 人から寄せられていることが報告され、
さらに地域をしらみつぶしに回ろうとの訴えもありました。立憲民主党、日
本共産党、社会民主党、自由党、新社会党の代表が参加しました。 

 
岐阜県  大垣市で戦争体験者らが学習集会 
   大垣市の 80～90 歳代の戦争体験者でつくる「憲法 9条を守る有志の会」の

主催で 11 月 2 日、「安倍内閣の改憲と『国民投票』を考えるつどい」が開
催されました。講演した弁護士が国民投票法の問題点と発議阻止の運動の重
要性を指摘・強調しました。また同会の世話人からは「有志の会 5 人で、老
骨に鞭打ちつつ 3000 万人署名を 1087 人分集めた。さらにがんばる」と
の決意が語られました。 

 
石川県  「安倍改憲ＮＯ！市民アクションいしかわ」が県民集会 

「憲法公布 72 周年記念石川県民集会」が 11 月 2 日、金沢市の石川県文
教会館で 350 人が参加して行われました。集会では共同通信の太田昌克さ
んが「朝鮮半島の非核化と平和への道筋─日米同盟と揺れる憲法」と題して
講演しました。主催した市民アクションいしかわは県内の安倍 9 条改憲に反対
する幅広い 34 の市民団体でつくられています。 

 



3 

 

三重県  望月衣塑子東京新聞記者の講演会 鈴鹿市 
「市民連合すずか」の呼びかけでつくられた実行委員会が主催して、望月記者

の講演会が行われました。 
 
滋賀県  ９条改憲を許さない！県民集会 
  「安倍9条改憲ＮＯ！市民アクション滋賀」が「９条改憲を許さない！県民集会」

を大津市内で開催、170 人が参加しました。集会後デモ行進が行われました。
集会では金子勝慶応大学名誉教授が講演しました。 

 
京都府  円山音楽堂で集会、四条通をデモ 2200 人 

「憲法 9 条京都の会」と「安倍 9 条改憲ＮＯ！全国市民アクション・京都」の共催
で「11・3 憲法集会 in 京都」が開かれ、2200 人が参加しました。集会で
は市民連合呼びかけ人の広渡清吾東京大学名誉教授が講演し、日本共産党、
社会民主党、新社会党、緑の党の代表があいさつ、自由党、立憲民主党、国
民民主党からはメッセージが寄せられました。 

集会後、四条通りから市役所に向け行進しました。 
 
大阪府  11・3 おおさか総がかり集会に 1 万 2000 人 

扇町公園で開かれた大阪総がかり集会に 1 万 2000 人が参加しました。
主催は実行委員会。舞台では、共同の広がりを実感させるプログラムが多彩
に展開されました。 

制服向上委員会のライブのあと、1000 人委員会･大阪・米田彰男共同代
表があいさつ、沖縄平和運動センターの山城博治議長がゲストスピーチを行
いました。立憲民主党、日本共産党、社会民主党、自由党の各代表の連帯あ
いさつ、国民民主党のメッセージ紹介が続きました。 

さらに、朝鮮半島の激動、核兵器禁止条約の締結、原発被害賠償、森友問
題、LGBT への理解などのスピーチ、朝鮮初級学校女子児童による踊りなど
も行われました。 

「憲法をこわす安倍政治を終わらせるため、更に運動を大きく前進させる
ことを誓う」集会宣言の採択の後、大阪憲法会議･共同センター・丹羽徹事務
局長があいさつし閉会しました。 

 
兵庫県  神戸憲法集会 渡辺講演に納得 

「11・3 神戸憲法集会」が同実行委員会によって開催され、会場いっぱいとな
る 600 人が参加しました。集会では渡辺治一橋大学名誉教授が講演し、戦
後史の中における安倍改憲の意味を説くとともに、3000 万人署名が世論を
変える大運動であること、来年の参院選で市民と野党の共同で与党を少数に
追い込むことの重要性を強調しました。参加者からは「『憲法、9 条は生きて
いる』ということが強烈な印象」などの感想が寄せられました。 

 
広島県  県庁前で「安倍政権もういやだ」の県民集会 

「『安倍自公政権』もういやだ！ 守れ！くらし、いのち、人権、平和 広
島県民集会」が県庁前で開催され、350 人が参加しました。 

 
徳島県  実行委員会が「徳島九条まつり」 

第 8 回徳島九条まつりが徳島市で行われました。徳島県内の九条の会など
でつくる実行委員会が開いたもので、約 500 人が参加しました。音楽劇、朗
読劇の上演、「第９」の合唱、憲法クイズ、憲法大喜利、会場周辺の戦跡めぐ
り・ピースウォークなど多彩なプログラムでした。 

 
高知県  3000 万人署名推進の集会と行動、高知新聞に意見広告も 

「改憲させない 3000 万人署名こうち総行動」と「高知憲法アクション」は高知市
丸ノ内緑地公園で、署名推進の集会を開きました。集会には 100 人が参加
しました。 

集会では、署名目標 10 万に対し、現在 7 万 5000 人に到達しておりこ
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れを一気にやり上げようと決意が固められました。 
3 日付高知新聞に大見出しに「ＳＴＯＰ！9 条改憲」とし、「3000 万人

署名にご協力を」、はがき大の署名用紙などの 7 段の意見広告を掲載しまし
た。「高知憲法アクション」がカンパを募って実現したものです。 

 
福岡県  福岡県民集会に 500 人 

九条の会福岡連絡会は「安倍 9 条改憲ＮＯ！福岡県民集会」を開催しまし
た。集会とデモ行進には 500 人が参加しました。集会では立憲民主党、日
本共産党、国民民主党の国会議員、社会民主党、緑の党の市議会議員が連帯
あいさつを行いました。 

 
熊本県  熊本全県キャラバン出発式・市内パレードも 

「安倍 9 条改憲ＮＯ！市民アクション実行委員会」、弁護士有志、「くまもと九条
の会」が呼びかけた安倍 9 条改憲阻止熊本全県キャラバンが取り組まれてい
ます。キャラバンは熊本市、八代市、阿蘇市、人吉市、天草市など県内を 8
つのコースでめぐり、「安倍改憲阻止」を街頭から訴えるものです。 

3 日、熊本市で行われた出発式には約 100 人の市民が参加し、立憲民主
党、日本共産党、国民民主党、社会民主党、新社会党の代表が連帯あいさつ
を行いました。出発式終了後、市内アーケード街を行進しました。 

 

 
＊活動の予定や計画、報告など情報をお寄せください。ニュースや会報、メモなど大

歓迎です。 
＊掲載した情報は、個人からのメール、各団体・政党などのニュース、機関紙などで知

らされた各地・各団体の動きを編集したもので、具体的な出典や報告者の名前は割
愛している場合があります。ご了解をお願いします。 

 


