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何としても３０００万やりきる決意で着実に
安倍 9 条改憲 NO！
3000 万署名達成へ

安倍９条改憲 NO！

４・7 九条の会集会にご参集を

3000 万署名達成へ

――九条の会集会

2018 年３月 23 日 九条の会事務局
全国の九条の会の皆さん

◇日時 ４月７日（土） 14 時 00 分

昨年５月３日に「2020 年を新しい憲法が

◇会場 東京都北区 北とぴあ

施行される年にしたい」と発言した安倍首

◇内容

相は､今年の国会開会日の１月 22 日には、

＊事務局報告 事務局長・小森陽一

「改憲実現の時」と所属の国会議員に檄を

＊呼びかけ人・世話人からの訴え

飛ばしました。いま、自民党内では､3 月 25

澤地久枝／愛敬浩二／朝倉むつ子／

日の党大会でのとりまとめに向けて、①憲

池内了／池田香代子／伊藤千尋／清

法９条、②緊急事態、③参議院選挙での合

水雅彦／山内敏弘

区解消、④教育充実などの 4 項目について

＊各地から署名の取り組み報告

の改憲案づくりが急ピッチで進められてい

◇参加費 無料（要事前申し込み）

ます。これらがどのようなものになろうと、

に働きかけて発議に持ち込むために必死の

自民党がねらう「本丸｣は、自衛隊を憲法に

策動を強めることでしょう｡なんとしても

明記して 9 条を死文化することです。9 条明

この発議を阻まねばなりません。

文改憲の策動がいよいよ本格化した今、私

安倍首相らが「とても改憲発議などでき

たち九条の会にとってもまさに正念場です。 ない」という国会情勢を作り出す上で､私た
2 月 21 日に開催された参議院憲法審査会
ちが今できること、なすべきことは「安倍
では、
「合区解消」などの自民党の改憲案に

９条改憲 NO！」の圧倒的多数の世論で国会

各党から批判が相次ぎ、自民党の孤立が際

を包囲することです｡すでに各地の九条の

立ちました。しかし、自民党は何が何でも

会では､3000 万署名の取り組みが進められ、

改憲案を取りまとめて国会に提出し、他党

多くの貴重な経験も生まれています。この
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うねりを一段と強めましょう。

をかけ、個人単位で参加できて、かつ町に

そのために各会のみなさんに以下の点を

入り署名を積み上げることを目標にした会

訴えます。

を立ちあげました。

①昨年９月からスタートさせた「安倍９

《数日後に回収》 3000 万署名を訴える

条改憲 NO！3000 万署名」を全力で取り組

会独自のピラをあらかじめ各戸に配り、数

み、それぞれの会で立てた目標を達成する

日後、回収に出かけます。回収日を決め、

ことで､改憲発議の企みを何としても阻止

メールやＳＮＳで参加者を募っています。

しましょう。

回収する参加人数にあわせて、ビラ配布

②４月７日（土）14 時から東京都北区の

数を決めるので、負担が少ないとか。１丁

王子駅前の「北とぴあ」で、
「安倍９条改憲

目から始め、配布と回収が終わったら、地

NO！3000 万署名達成へ

図に記載して、反省会も開き、次の地域へ

九条の会集会」

（定員 1300 名）を開きます。この集会を全

入ります。

国各地の九条の代表をはじめ、九条の会会

けれども最初から署名が集まったわけで

員など満員の参加者で成功させ、3000 万署

はありません。
昨年 12 月 20 日の１回目は、

名運動のさらなる推進と目標の達成のため

121 件に配り、23 入の署名にとどまりまし

に、お互いの活動を紹介して励まし合い交

た。

流しましょう。

「思ったよりも少ないねと、みな肩を落と
した」と竹浪さん。年末、帰省した子ども

地域の個人が力を寄せ合って

たちに「安倍改憲ＮＯ！」とタイトルをつ

―青森県弘前市の経験

けたビラと封筒を見せ、感想を聞くと、
「私

「安倍 9 条改憲の国会発議を何としても

なら見ないで捨てるな」と手厳しい言葉が

阻止しよう。動ける人が動ける時に町へ出

返ってきたと苦笑いします。

て 3000 万署名を広げよう」―。こう呼びか

そして２回目。タイトルを「戦争する国

け署名を広げているのが昨年暮れ、青森県

にしない署名にご協力を」に変更しました。

弘前市の市民が立ち上げた「3000 万署名を

結果は 110 件中 41 人、３回目には 150 件中

弘前で進める会」
（仁平将代表）です。

46 人と変化が生まれました。しかも賛成、

会の事務局を担う竹浪純さん（66）は「署

反対の両方の立場で話し合え、住民との対

名行動の日程を決めようとしても予定が合

話も増えました。

わない」
「行動したい思いはあるが、一人で

《留守宅からも》

回収日を明記してか

はなかなか行動に足を踏みだせない」
「街頭

らは、ポストに入れたり、ドアに貼り付け

宣伝だけでは圧倒的多数の署名集めに限界

るなど留守宅からの署名も増えました。
23 日の行動では、封筒に「署名」と大き

がある」との声を聞いて、
「何かよい方法は
ないかと考えました」といいます。

く書いて知らせる家もあり、参加者は手を

3000 万人署名が進んでいない状況にやき

取り合って喜びました。

もきしても仕方がないと、友人・知人に声

「仕事をしているので、日中は無理。夜
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でもいいなら私の地域でもやりたい」
（弘前

止をめざすスポーツと体育会」とスポーツ

市の会社員）、「山間地で一人で回りきれな

９条の会は 24 日、京王線飛田給駅前でＪリ

い。手伝ってほしい」
（大鰐町）と労働者や

ーグの開幕に合わせてサッカー観戦客に安

市外の住民が手を挙げ、行動に立ちあがっ

倍９条改憲に反対する署名を訴え、宣伝チ

ています。

ラシを配布しました。好カードのＦＣ東京

「3000 万人署名成功へ貪欲（どんよく）

と浦和のファンは味の素スタジアムに向か

に頑張るのみ」と語る会員たち。署名を広

いつつ、
「戦争になっては、サッカー観戦も

げる会の行動は、改憲阻止を求める人たち

できなくなります」の声かけに注目してい

の心と体、地域を動かしています。

ました。

（２月 25 日「赤旗」北海道・東北のページ）

ハンドマイクで、平昌五輪での日本の選
手の活躍と五輪精神が掲げる友情と平和の

運動の輪を広げ目標達成へ円卓会議

実現について話し、
「戦争させない、憲法９

【札幌市／中央区円卓会議】

条を守る署名に協力してください」と訴え。

札幌市中

央区の団体・個人が呼びかけ人となってい

応じてくれる人もいました。

る「安部９条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国

観戦者だけでなく、警備の人もチラシを

3000 万の達成をめざす札幌市中央区円卓会

受け取り、署名する場面もありました。

議」呼びかけ人会議が 21 日開かれ、３月 21

求められているのは９条を守る外交

日に集会開催を決めました。
会議には、共産党の森つねと副委員長や

【宮崎県／憲法と平和を守る宮崎県連絡

立憲民主党の村上ゆうこ市議、斬社会党の

会】

宮崎県連絡会は９日、宮崎市の山形

小柳政行県本部書記長、自由党の渡辺信一

屋前で 3000 万署名に取り組み、50 人分の

氏らが参加しました。

署名が集まりました。

呼びかけ人には、社会党札幌支部連合第

教職員ＯＢ９条の会みやざきの佐川嘉正

一プロックの村田進支郡長など 31 人が名を

さんは、
「９条に自衛隊を書き込めば自衛隊

遮ね、３月の集会成功と４月の駅前通りで

が戦場に行くことになる。９条を守れば自

の 100 人規模での大宣伝署名行動、市営住

衛隊員の命が守られる」と呼びかけました。

宅など団地軒並み訪問の案が出されました。
交流では、小柳氏から理容店主に依頼し、

県革新懇の佐藤誠事務局長は「子や孫が
将来、戦場に行ったり、核攻撃にさらされ

快く引き受け、260 人の署名を集めてくれた

ることがないよう、アピールしていくこと

経験を紹介。3000 万人署名を５月までに達

が大事。力を合わせて危険な動きを食い止

成するため、運動の輪を広げていここうと

めよう」と訴えました。

確認しました。

署名した宮原真子さんは「トランプ大統
領のやり方や、それに同調する安倍首相は

Ｊリーグサッカー観戦者にも訴え

恐ろしい。９条を守って外交をしっかりや

【スポーツ９条の会等】

って、みんなと仲良くしてほしい」と語り

「安保法制廃
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ました。

を連ね、宗教関係者・弁護士・大学教授・
映画監督・農協役員・文芸評論家・服飾家

殺したり殺されたりする戦争やめて

など多彩なメンバーが、安倍９条改憲を阻

【福岡県／福岡県９条の会等】

福岡県

止するために力をあわせ、3000 万人統一署

９条の会や福岡・戦争に反対する女たちな

名を成功させ、
「改憲発議」を阻止するため

ど６団体が９日、福岡市中央区天神の西鉄

に運勁参加を県民に呼びかけています。

福岡駅前で 3000 万署名に取り組みました。

キックオフ集会には、先の総選挙で「市

約 30 人が参加しました。

民と野党の統一候補」として闘い勝利した

福岡・戦争に反対する女たちの酒井素子

県内の国会議員の西村智奈美さん、黒岩宇

さん（78）は「安倍政権にレッドカード」

洋さん、菊田真紀子さんが参加し、安倍９

と赤い横断幕掲げてアピール。
「安倍政権は

条改憲阻止の闘いの先頭にたって奮闘する

戦争できる国へと変えようとしています。

決意が語られました。各政党代表として共

安倍９条改憲の発議阻止のため、3000 万署

産党の藤野保史さんも参加し、
「自衛隊を９

名にご協力を」と呼びかけました。

条に書き込むことは『攻撃する自衛隊』へ

多くの女性や学生、買い物客らから署名

の変貌すること、私たちの生活や文化の面

が寄せられました。

でも軍事色が濃厚になる。新潟の共同の力、

署名した女子高校生は「戦争で、ひいお

波が全国を励ましている」と新潟の闘いを

じいさんは亡くなったと祖父から聞きまし

激励。民進党新潟県連、自由党、社民党、

た。戦争で人を殺されたり殺したりするの

新社会党、みどりの党の代表など県内すべ

はいけない」と語りました。

ての立憲野党が壇上に並んで決意を述べま
した。2017 年の参院選挙、県知事選挙、総

市民と野党の共同を改めて確認

選挙と積み重ねてきた「市民と野党の共同」

【新潟県／全国市民アクション＠新潟】

の新たな進化・発展を確認し合い、熱気と

１月 28 日、900 名が参加した｢安倍 9 条改

期待にあふれる集会となりました。

憲 No！全国市民アクション@新潟キックオ

【魚沼市】

２月３日、「3000 万署名を

フ集会｣以降、県内各地で「市民アクション」

進める魚沼の会」の結成集会が開かれ、｢北

の結成、「署名を進める会｣などの結成集

朝鮮のことをあおるのは安倍さんとトラン

会・スタート集会が開催催され、
「新潟県で

ブさんだけ。世界はそうではありません｣な

６()万人を超える署名を｣と厳しい寒波・豪

ど、参加者がそれぞれの思いを語り良い、

雪の中で運動が進められています｡

｢何としても今の憲法を守り、平和な日本を

「安倍 9 条改憲 NO！全国市民アクショ

つないで行こう｣と決意を固めあいました。

ン@新潟」には、県９条の会も構成団体の一

会として「平和はいいね―だから９条は

つとして参加しています。29 名の発起人に

変えさせない」の独自のチラシも作成し、

は、９条の会呼びかけ人代表の中村洋二郎

3000 万人署名を進めています。

弁護士、島津光夫・元県立大学学長も名前

（「新潟県９条の会」No70）
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