3000 万人署名

各地でこんな取り組みが ㉑

2019 年 5 月 14 日

お知らせとお願い

署名は６月１０日（月）までにお届けください
今国会（第 198 通常国会・会期末 6 月 26 日）会期中に国会へ提出しま
す。
６月１０日（月） までに、それまでにご奮闘された結果である署名現物
をお届けくださるようお願いします。
お届け先＝〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町 1-2-3
錦華堂ビル 401 安倍 9 条改憲ＮＯ！全国市民アクション 宛
─全国市民アクション事務局─

北海道 目標突破目前に連日奮闘 札幌新発寒（しんはっさむ）九条の会
札幌市手稲区の住宅街で活動する新発寒九条の会は、目標としている
3000 人の 3000 万人署名目標を何としてもやり遂げようと 4 月 22 日か
ら連日活動を強め、連休前の毎日行動を続けました。場所は JR 手稲駅自由
通路。会員手作りの「憲法があぶない 日本を戦争する国に戻すな」「戦争
はきらいだ 九条を守ろう」などの横断幕やのぼりをかかげ署名を訴えてい
ます。高校生も青年も高齢者も署名に応じてくれます。
4 月 22 日の行動には６人が行動に参加し、34 人の署名、23 日は 8 人
で 32 署名、24 日は 3 人で 9 署名、25 日は 7 人で 19 署名、26 日は 3
人で 10 署名を得ました。5 月 13 日の行動には 2 人が参加し 5 人の署名で
した。
また同九条の会は月２回、地域に入り戸別訪問で署名を訴えており、5 月
11 日は 2 人で 24 軒を訪ね対話 8、署名 2 でした。
あと 90 人で目標突破となるところに到達し、駅頭と地域の全戸訪問の取
り組みを「これしかない」と目標達成に意気込んでいます。

青森県 「安倍さんに言いたい 9 条改正を望んでいない」 九条の会が行動
青森県九条の会は 5 月 7 日、青森市新町商店街で取り組んだ 3000 万人
署名行動では署名に足を止めた市民が、安倍政権への怒りと改憲を許さない
思いを次つぎぶつけました。
「
（安倍さん）あなたは戦争に行きますか？子や孫を戦場へ送れますか？」
「嘘つきの政権が続くのはゴメン。全く信用できない。解散・総選挙の話
も出ているが、自民党の大敗を望んでいる」
「青森空襲の時、死体を踏んで逃げた。戦争したがる安倍みたいな人怖く
てまいね（だめだ）
」
「空襲を体験した。戦争する国にしたくない」
「安倍首相は、トランプ言いなりの外交で戦闘機を爆買いするだけで役に
たたない。改憲も爆買いも安倍さんも必要ない」
「私は９条改正を望んでいません、と安倍さん言いたい」
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「戦争はいや。安倍のように戦争したがる人さ、権力をもたせるのは危ね
え」

新潟県

全戸訪問を２年間 目標に大きく迫る 糸魚川の取り組み

糸魚川市では、憲法を守る糸魚川共同センター（糸魚川憲法センター）が一昨
年以来全戸訪問による 3000 万人署名を続け、目標に迫っています。
同センターは毎月 9 のつく日にスタンディングなどの行動のほか、週末に
は全戸訪問活動を続けています。同センターは署名目標を 7000 人とかかげ、
5700 人に到達しています（5 月 3 日現在）。これは先の戦争法廃止を求め
る 2000 万人署名の到達を 100 人以上上回るものです。
全戸訪問は、1 回の行動で 20～30 軒を回り、平均 20 人の署名を集めて
います。回収予定日時を書いた署名用紙をポストイン、予定日に回収にまわ
ります。
「本気で改憲をとめるためには署名の対象をこれまで以上に広げることが
必要であり、それが全戸訪問だと思う。全戸署名行動は 50 年前の原水爆禁
止署名以来」と同センターの中心メンバーは語ります。行動に参加している
人は、「全戸署名は確かに手間がかかるが確実に対話ができる」と述べてい
ます。訪問では様々な体験をします。「回収にまだ来ないのか」と催促を受
けることもあります。「創価学会員だが署名する」、「もともと改憲が必要
と思うが安倍政権での改憲はダメというこの活動には賛成」などの反応もあ
り、励まされています。
「こんなに頑張っている署名活動は、これまでにない」と自身を振り返る
活動参加者もおり、なんとしても改憲をストップさせるためにがんばろうと
決意が固められています。

富山県 「チューリップフェア」で訴え 94 人が署名 砺波市のアクション
富山県砺波市で 5 月 3 日、「チューリップフェア」会場で、全国市民アク
ション小矢部、同となみ、同なんとのメンバー19 人が 3000 万人署名を訴えま
した。横断幕やのぼり、プラスターを掲げ、ビラを配布して宣伝。県外や家
族連れ、外国人らのフェア参加者が次つぎ署名、寄せられた署名は 94 人と
なりました。
この日シール投票もおこないました。投票の結果は、改憲に「賛成」17
人（11.6％）、
「反対」95 人（65.1％）、「わからない」33 人（22.6％）
でした。

東京都 柴又駅に 450 日、署名は 3150 人 葛飾区の小杉さん
葛飾区柴又の小杉貞夫さんは、これまでに一人で 3150 人の 3000 万人
署名を集めています。94 歳の小杉さんは、署名が呼びかけられた 2017 年
9 月から毎日（雨天を除く）、のべ 450 日間、日によっては午前も午後も、
京成柴又駅前に立ち続け、署名を訴えています。
小杉さんはすっかり有名人となっており、地域に署名に入ると「駅前のお
じさんに署名した」という人もたくさんいます。
小杉さんが所属する日本共産党柴又支部は、小杉さんの分を含め目標の
5000 人達成にあと 70 人分と肉薄しています（5 月 13 日現在）。

岐阜県 各戸訪問続け熱心な対話 岐阜市内の地域九条の会
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岐阜市内の地域で活動する長森・日野九条の会は 4 月 28 日、一斉訪問に
よる 3000 万人署名行動をおこないました。対象の市内日野城見台地域には
前日、「明日うかがう」という手紙を付けた署名用紙を全戸配布。この日は
４組で訪問活動をおこないました。
ある組は 42 軒を訪問、そのうち 16 軒で対話ができ、35 人の署名を集
めました。「セールスお断り」の張り紙をした家では、安倍政権の 9 条改憲
のねらいなどの説明に納得し男性が署名。呼んでも反応がなかった家からは
追いかけてきて署名を届けてくれた人もいました。また「憲法を変えてはい
けないという署名ですね」と念を押して署名する女性も。
別の組からは「こういう活動をやってくださるあなたがたがいることで日
本の平和が保たれている」と励まされたとの報告もありました。また、家の
外にいた女子中高生の姉妹と対話になり、「9 条は学校で習った、戦争はき
らい」とはっきり言い、母親を呼んできて一緒に署名してくれました。

京都府 3000 万人署名で改憲派の包囲を アクション・京都が決起集会
安倍改憲ノー！アクション・京都は 4 月 24 日、決起集会を開き、7 月の参議
院選挙に向け、安倍改憲阻止の運動をいっそう強めようと意思統一しました。
集会には、府下の団体や地域の代表、市民ら 80 人が参加、活動交流、意見
交換を行いました。
報告にたった小笠原伸児弁護士は、改憲をあきらめない安倍政権と改憲を
けしかける維新の動き、「平和」標榜の公明党の変貌など軽視できない情勢、
憲法審査会で自民党改憲案を審議させないこと、参院選での野党共闘の実現、
「安倍政権下での改憲に反対」の一致点をあらゆるレベルでの運動の組織化
などの課題を強調し、これらの推進のために 3000 万人署名運動の強化と
5・3 憲法集会などの成功を訴えました。
意見交換では「中・高校門前宣伝を重視、1000 人をこえる署名が寄せら
れている」
「野党共闘の一致点を大事にして署名活動を組み立てる」などと 5
人が発言しました。

兵庫県 草の根から安倍改憲ノー！ 県内各所で署名と 5・3 集会を宣伝
戦争をさせない 1000 人委員会・ひょうご、憲法改悪ストップ兵庫県共同センター、
９条の心ネットが共同する戦争させない、9 条壊すな！総がかり行動兵庫県実行委
員会は 4 月 24 日、県内各所・主要駅などで、3000 万人署名への協力と憲
法集会の成功を呼びかけました。
JR 神戸駅前では、９条の心ネットワークのメンバーが宣伝。羽柴修弁護士
らが訴えました。三宮駅周辺では憲法共同センターのメンバーが署名と「5・
3 兵庫憲法集会」への参加を訴えました。

宮崎県 「９の日行動」で 3000 万人署名を訴え
憲法と平和を守る宮崎県連絡会は 9 日、宮崎市内山形屋前で 3000 万人署
名の協力を呼びかけました。
スピーチでは教職員 OB 九条の会みやざきや革新懇のメンバーらが、
「国民
が望んでいない改憲を押し通そうとするのは主権者無視、民主主義の破壊」
などと訴え、
「安倍改憲に反対する世論と運動が全国で広がっている、さらに
声をひろげよう」と全国の運動を紹介し、署名を訴えました。
通りかかった市民は、
「こんないい憲法は他にない。子や孫の未来のために
3

絶対に守らないといけない」
「1 年生のとき終戦、戦争は何としてもいやです」
などと語り次つぎ署名しました。

＊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。

大好評 大増刷 在庫あり〼
新しい署名付きチラシ（リーフレット）、ポスター
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。
＜外面＞

＜内面＞
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