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3000万人署名 

各地でこんな取り組みが ㉒ 2019年 6月 27日 

安倍 9条改憲ＮＯ！全国市民アクション事務局 ☎03-5280-7157 

                                  
 

3000万人署名は、自民党改憲案４項目の 
国会議論を押しとどめ、発議の野望をくじいた力！ 

第 198通常国会で受理された署名数は 

 152万 9,695人分  
  

1月 28日から開かれていた第 198通常国会は 6月 26日閉会しました。 

この国会に提出し、受理された「安倍 9条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署

名（3000 万人署名）」は、安倍 9 条改憲ＮＯ！全国市民アクションと全国市民

アクションに参加する団体から及びその他からのもの、また類似の請願項目の合

計で 152万 9,695の署名でした。 

全国各地でのご奮闘の賜物です。ご努力、ご協力に敬意を表します。 

 3000 万人署名運動は、「当面、国会発議を断念させる状況を作り出せるまで

継続する体制をとり続け」ます（第 21 回全国市民アクション運営委員会－6 月

13日）。 

参議院議員選挙で、市民と野党の共同、野党の共闘の勝利・前進で、安倍改憲

勢力を少数に追い込むために、3000万人署名を対話の力にしようではありませ

んか。 

 

 北海道 高校生らも次つぎ署名 札幌で 北海道共同センター  

 札幌市で 6月 7日、「9の日行動」の一環として北海道憲法共同センター

が宣伝し、3000万人署名を呼びかけました。行動では署名とともに安倍政

治に対して、「ものすごく怒っている」と、「戦争体験を語って新聞に載っ

た」切り抜きを孫に渡し話している。安倍さんは戦争を知らない」、「欠陥

戦闘機・F35を大量に買い込んで、トランプの言うがままだ」、「改憲はだ

めだ、憲法を変えることなんか国民は望んでいない、安倍さんは国民の気持

ちを聞いていない、勝手だ」などの声が寄せられました。通りかかった高校

生も「人の犠牲をうむ戦争は反対、がんばって」と署名しました。 

 

 青森県 毎週行動する県九条の会 八戸では朝市で  

青森県九条の会は 6 月 5 日、13 日と毎週、青森市新町商店街で 3000

万人署名を取り組んでいます。 

対話がはずみ、「安倍首相には正しいことが通用しない怖さがある、早く止

めないとだめだ」、「国民の声を聞かないから、自民党が参院選で負けるのを

期待している」、「安倍首相は独裁だ」などと語りながら署名に協力してもら

いました。中には、「高齢で署名するのに時間がかかるがいいか」と断って椅

子に掛け、ゆっくり署名する人もいました。 

戦争法廃止を求める三八連絡会は 6月 9日、八戸市館鼻岸壁で行われる「日
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曜朝市」で 3000万人署名を訴えました。 

早朝 6時 30分からの行動には 14人のメンバーが参加。1時間の行動で

寄せられた署名は 145人にのぼりました。「安倍首相には一刻も早くやめて

もらいたい」の声が寄せられ、観光客も署名するなどにぎやかな行動となり

ました。 

同会は戦争法強行を忘れないと「19 日行動」を続けています。6 月 19

日には八戸市三日町交差点で、新しく作成した横断幕「戦争の廃止を！安倍

9条改憲ＮＯ！若者を戦場に送らないために」を掲げ、3000万人署名を呼

びかけました。 

 

 三重県 19日行動で署名訴え 安倍政権の年金のウソに怒り 津市  

憲法を守り生かすみんの会・津と憲法共同センター・みえは 6 月 19 日、津市

まん中広場前で戦争法廃止と９条改憲阻止の宣伝を行い、3000万人署名を

呼びかけました。行動には 12 人が参加、「安倍 9 条改憲ＮＯ！Ｎｏ」のパ

ネルを掲げ訴えました。寄せられた署名は 15人でした。 

「年金で老後が安心できないのはおかしい。2000万円なんて誰も貯めら

れない。安倍政権はウソばかり」「株に年金資金が投入されるのはおかしい。

安倍政権は無茶苦茶、変わるべき」などの声が次つぎかけられました。 

 

 滋賀県 市民アクション・滋賀の呼びかけに県内 10 ヵ所で署名宣伝行動  

安倍９条改憲ＮＯ！市民アクション・滋賀が呼びかけた19日の3000万人署

名宣伝行動は県内１０ヵ所で取り組まれました。 

草津市のＪＲ草津駅前では、戦争はいやだ！草津市民の会や草津平和委員

会などの人たちがリレートークで署名を訴えました。行動ではヒバクシャ署

名も呼びかけられました。 

「年金問題、とんでもない。安倍さんの政治はおかしい、頭に来ます」と

怒りをぶちまけながら署名する人（70歳代）もいました。 

 

 京都府  人口 3000の地域で 1884の署名 福知山市三和町  

   「安倍９条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名」をすすめる三和の会は、６

月27日までに三和町内で1044人、その他の地域の分840人、合計1884

人を集めています。 

福知山市三和町の人口は約 3000人、住民の過半数を得ようと考え、その

ためには「9条改悪反対」のすべての人たちの賛同をと、思想信条、宗教の

違いを考えず、地域に影響力の強いと思われる方がたに先ず訴えました。 

三和町の元自治会長、元信用金庫支店長、現文化協会会長、元京都新聞中

丹地域支局長、元朝日新聞記者、元建設会社会長、元小学校長、茶道・着付

けの先生、外国人専門の民泊経営者、世界一高いブランコ（ギネス認定）が

ある「ダッシュ村」副村長、ブドウ生産者、ブドウ組合組合長、書道家ら 25

人に呼びかけ人になってもらい、三和の会が 2018年 3月発足しました。 

署名を集める人の輪も広がり、50人をこえています。300人以上の署名

を集めた人もおり、5人が 100人以上集めています。「統一行動」として

地域に集中的に入る行動も９回となり、毎回 60人前後の署名が寄せられて

います。 
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学習会を 3回開きました。「憲法について考えよう」という視点を重視し、

「そもそも憲法とは」「9条と自衛隊」「マスコミの問題」をテーマに開催

し、それぞれに 30人以上が参加しました。 

この署名運動が、国会の憲法審査会で国民投票法改正審議を進ませず、自

民党改憲案の論議をさせなかったことにつながっていることに確信を深めて

います。 

参議院選挙を目前に、市民と野党の共同、野党の共闘が大きく進み、「自

民・公明・補完勢力 vs市民＋野党」の構図が鮮明になり、野党が大きく前進

し、自公らを少数に追い込むうえでも、憲法改悪を許さないという声を大き

くし、3000万人署名運動を引き続きひろげようと呼びかけています。 

三和の会は、１次から３次の署名目標を次つぎ突破、第４次目標として

2000人をめざし、あと一息です。「まだ行けていない地域に行きたい」「知

人・友人・家族からの署名を忘れていませんか」「署名を集めてくれる方は

いませんか」などと声をかけあっています。 

（「安倍９条改憲ＮＯ！ 憲法を生かす全国統一署名」をすすめる三和の会田井太

加次事務局長の報告から） 

 

 奈良県 「こうやって１２００人の署名」 生駒市谷山さんの手記から  

  憲法９条の会生駒の谷山清さんは一人で 3000万人署名を 1200人以上集

めています。同氏の手記（2019年 5月 3日付）から紹介します。 
   ◇     ◇     ◇     ◇     ◇ 

憲法９条の会生駒などでも様々な署名行動が呼びかけられ、取り組まれている。

90 歳をこえ体調のこともあり、この大切な活動に参加し続けることができない

ので、自分なりの行動を考え、2017年 12月から始めた。かつて核兵器廃絶署

名を生駒市民 12 万人の１％、1200 人をめざした経験から、3000 万人署名

をがんばろうと思い、同じ目標は無理なのでせめて 500を、と目標を設定した。 

＜１＞これまでにめぐりあった人たちを対象に協力をお願い 

①40 年間の教師生活のなかで多くの教え子がいる。毎年、年賀状をくれる教え

子 180人の中から 55人に手紙、その内 48人から 269の署名。 

②元職場の仲間のうち、12人に手紙を送り、10人から 98。 

③サークル（「奈良作文の会」）で活動してきた仲間、また退職後のサークル（郷

土作文教育月刊紙「学びの園」）の協力者ら 16人から 160。 

④私のクラスに来た教育実習生で、その後も交流を続けている 3人から 90。 

＜２＞直接に足を運び呼びかけ 

⑤退職後に入会していた「生駒テニス愛好会」で親しくしていた方が 50。 

⑥２ヵ月にー度くらい訪れる大阪・鶴橋で朝鮮人参を扱っておられる店のおばさ

んが 135。 

 ⑦通院している２つの病院の院長が 8。 

 ⑧地域で親しくお付き合いしている方 6人が 35。 

⑨教え子の同窓会で 23。 

⑩講演を頼まれ、講演後に 62。 

 ⑪親類が 50。 

 ⑫その他。 

＜印象深かったこと＞ 

〇大阪・鶴橋にある朝鮮人参を扱う店のおばさんとは 10 数年来のお付き合い。

おばさんのお祖父さんの代に韓国から渡ってきたとのことで、韓国平和の旅のこ
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とや教員時代の授業で韓国併合を教えたことなどの話には、身を乗り出して会話

が弾み、安倍批判や憲法の大事さなども共有できる仲で、20 歳代の娘も話に加

わってくれる。別れ際に持っていた 15枚の署名用紙全部を渡したら 1週間後に

郵送されてきた。次回聞いた話では「商店街のみんなが協力してくれた」「娘の

夫の北海道の仲間に訴えたらみんながしてくれた」とのこと。再び 12枚をお願

いした。 

〇教え子の一人Ｍちゃん 40年ほど前の 6年生の担任の時、学校では初めて広

島に修学旅行に行き、学年文集に旅行で印象深かったことを詩にしたＭちゃんは、

その最後に「何もできないちっぽけな私だけど 何かをしたい 何かをしなけれ

ばならない」と書いていたことを思い出し、手紙をだした。すると 50の署名を

届けてくれた。Ｍちゃんは今ピアニストで活躍中。 

〇宝物の署名 6 つ─2 人からの 6 つの署名はどんなに多くの署名にも代えられ

ない宝物、3000万人の一人として立派に役目を果たすだろう。 

 Ｔちゃんは「学力の遅れ」もあり、クラス仲間に溶け込めなかった存在だった

がいろいろいっしょに考え授業に取り組み、無事進級。退職後も年賀状を出して

いた。今回手紙を出したら、ただ 1つの署名、自分の名前を書いて送ってくれた。

お礼の電話で 33年ぶりの弾んだ声が聞けた。 

もう一人Ｅちゃんは障がい児学級に入れるべきか迷った子。手紙のお願いに家

族と知り合い合わせて 5 人の署名を届けてくれた。添えられていた手紙に感激。

「1年生の時、先生に〝高い高い〟をしてもらったことが忘れられない。子ども

を連れて先生宅をうかがいたい」。 

 
＊活動の報告や予定・計画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。 

 
 お断り  
「3000 万人署名 各地でこんな取り組みが〔速報版〕2019 年 6 月 7 日付」は廃版と
します。編集上の手違いで、同速報版 6月 10日付と内容が重複しました。（事務局） 
 

署名付きチラシ（リーフレット）、ポスターのご活用を 
 
 全国市民アクションのホームページなどでお知らせしているチラシ（リーフレット）
とポスターが署名運動を進める大きな力になっていると好評です。 
◇チラシ（リーフレット） A４判２つ折 外面＝３人連記の署名欄、１８人の著名人
の顔写真入り「応援」団のページ、内面＝「いま、憲法を変える必要はあります
か？」と題した解説 

◇ポスター A２判、A３判の２種類。街頭や室内に貼り出す、街頭署名の時、署
名板の前に付ける、など使い方いろいろです。 

※送料のご負担（着払い）だけでお届けします。（カンパのお願いをしています。） 
▽ご注文は 安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション事務局 
   電話 03-5280-7157 Fax03-5280-7158(宣伝物注文受付専用) 
   メール info@kaikenno.com 
 詳しくはホームページでご確認ください。➡  全国市民アクション │検索 
 在庫あります。ご注文・ご相談、ご連絡をお待ちしています。 

mailto:メール　info@kaikenno.com

