5・9 共謀罪法案廃案へ！議員会館前行動に 550 名
5・9 答弁できない金田法相は辞任せよ！共謀罪法案廃案へ！国会前行動
若葉の美しい連休明けの 5 月 9 日（火）に、国会前行動を 550 名で行いました。
「 安倍政権
は憲法守れ」
「みんなの力で政治を変えよう」
「 共謀罪は絶対廃案」とのコールに、国会見学
に来ていた生徒さんたちが手を振ってくれました。フランスでは極右の大統領候補が退けら
れ、韓国では、今夜、新しい大統領が決まりました。私たちも子どもたちの未来のために、
日本の政治に道義と信頼を取り戻しましょう。「これからの 2 週間が、衆議院で強行採決を
させない戦いの大きな山場」と集会の中で語られました。本日の発言者は以下の通りです。
主催者挨拶

海渡雄一さん（共謀罪ＮＯ！実行委員会）

法務委員会では、委員長の解任の動議が出ている。これから本会議でその審議が行われる。
共謀罪の審議は、この間遅れている。
「審議をそこそこに打ち切って、強行採決をする」と
いう声や「都議選の前はもう無理なので、大幅に会期を延長する」という与党の声もある。
連休明けの今日、多くの人が集まったことは大きな力になる。共謀罪は、安倍政権の、戦争
準備、憲法改正の総仕上げ。戦前の軍機保護法、国家総動員法、治安維持法に対応している
法制度だ。これからの連日の行動にもぜひ参加してほしい。安倍政権がたくらみを断念する
まで一緒に戦い続けたい。
又市征治さん（社民党）
かつて教育勅語のもとで「国家のために死ねる人間作り」が行われた。一方、治安維持法
で政府や戦争に反対する人々を一網打尽にすることが行われた。その中で、アジアに向けて
の侵略戦争がすすめられた。元警察官僚と話す機会があった。「事前に捜査で電話やメール
まですべてを通信傍受することになる。どうなのだ」と聞くと、「もっともだ。そんな事を
やりたくないし、時代錯誤だ」と彼は言っていた。一億総監視社会の本質がそこに見える。
教育勅語をもてはやす安倍総理や稲田大臣は、
「いいところもある」などというが、本質を
わきまえていない。今の自衛隊は、違憲の安保法制で集団的自衛権の行使ができるようにな
った。9 条 3 項にそういう自衛隊を明記することは、9 条の死文化を意味する。 来年中には
国民投票に持っていくかもしれない。すべてが一連の流れの中にある。次の選挙では、立憲
野党が市民と共闘して 1/3 以上を取り、内閣を倒さなければならない。
逢坂誠二さん（民進党） 近藤昭一さんご参加
連休中に函館で、海渡さんを招いて講演をした。小さな街だが、450 人もの聴衆が来てす
ごい盛り上がりだった。市民の声は、全国で確実に高まってきている。しかし、まだ多くの
街の人は「テロ対策なら悪くないだろう」と考えている。詳しく説明すると、「それなら反

対だ」となる。私たちは、いたずらに審議を引き延ばしているのではない。 国民の皆さんに
しっかり理解をしてもらったうえで、判断をしてほしい。審議の中で、「捜査対象になる人
や嫌疑がかけられている人は、その時点で一般の人でないと判断をしている」と言われてい
る。
「それはおかしい」ときちんと議論したい。
山添拓さん（共産党）
5 月 3 日に、安倍首相が「9 条を変える。教育無償化のために憲法を変える。 オリンピッ
クを記念して憲法を変える」と、憲法改正の項目と時期を明言した。共謀罪もオリンピック
で煙に巻いて通そうとしている。平和の祭典の政治利用は許されない。「自衛隊が憲法違反
（状態）だ」と言う前に、歴代自民党政権でさえ「 集団的自衛権は憲法違反だ」 と言ってき
た安保法制をまず撤回すべきだ。
「テロ対策のために、オリンピックのために、国際条約の
ために共謀罪は必要だ。一般人は対象にならない」という安倍首相の論拠は、もはやボロボ
ロだ。この事実を多くの皆さんと共有したい。衆議院でこの法案を葬りましょう。
桜井昌司さん（布川事件冤罪被害者）
警察が如何にひどい事をするのかを骨身に沁みて知っている。全国の警察で、交通違反逮
捕を競ってやっている。共謀罪が出来たら、これも競って競争するようになる。多分、私は
逮捕されないが、私につながる弱い人を捕まえて「 桜井がやった」ということにしてしまう。
「警察官と仲良くなるとレイプしても捕まらない」という記事が週刊誌に出ていた。 そんな
社会にすることはやめよう。真面目な警察官が真面目でいられるような社会を守ろう。
船田伸子さん（大垣警察署市民監視事件被害者）
大垣市に 130 ｍもの風力発電施設 16 基の建設が予定された。地元自治会長さんとお寺の
住職さんが勉強会を開いた。警察はこの動きを全国に広げさせないために中部電力子会社シ
ーテック社を呼びつけて意見交換会を 4 回行った。なんの関与もしていない私と住民の勉
強会を結び付けて、厄介な人物として私の名前と個人情報（ しかも内容は誤っている）を、
警察はシ社に伝えた。実態を明らかにするため、国賠訴訟を行っている。共謀する前に監視
対象となる恐ろしさを身を持って体験している。基本的人権を保障した憲法があるから裁判
ができる。憲法を使って戦うことで憲法を守りたい。信頼する友人を密告者として疑わなけ
ればならないのは苦しくて悲しい。そうならないように力をあわせよう。
武田隆雄さん（日本山妙法寺）
宗教者と市民で、
「再び朝鮮半島を戦場にしてはならない。朝鮮半島に平和を。核もミサ
イルもいらない」という緊急集会を、きのう官邸前で行った。「安倍政権は力ではなく対話
で解決をめざせ」というアピールをした。「アメリカ軍と軍事行動を共にすることを直ちに
やめること」、
「朝鮮半島の非核化のための 6 か国協議を再開する外交交渉を始めること」

の 2 つを求めた。平和をつくり出す宗教者ネットなどの三団体でアピールを呼びかけたが、
5/31 までに多くの団体から賛同を求めたい。朝鮮半島に住む人も、シリアの空爆下に住む
人も普通の日常生活を送っている。家族団らんがある。そういう人たちに思いを馳せていか
なければならない。
加藤健次さん（共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会）
法律家 7 団体で連絡会を作った。日弁連は共謀罪に反対している。5/18 に霞が関のイイ
ノホールで集会を持つ。この法案は、憲法に反し、刑事法全体をひっくり返すような危険な
ものだから、法律家はこぞって反対している。私たちは具体的な事件を通じて、警察・検察
・捜査機関がなにをやっているか、痛いほど身に染みて感じてきた。国会では、具体的な現
実を無視して、「警察は法の濫用をせず適正な捜査をする」という空想的な議論がされてい
る。連休中に「今も行われている市民監視の実態事例集」を作った。どこかの警察官が突出
してやったことではない。日常の業務としてやっていると平気で言っている。国会の議論の
中では、共謀罪の危うさがはっきりしてきたが、政府の答弁や報道では、確信犯的なウソが
まかり通っている。ウソをウソだと言っていかなければならない。「共謀罪法案 政府・自
10 の疑問とウソ」というまとめを作った。今日の院内集会で、先の資料とと

民党の説明

もに配りたい。多くの人に伝えてほしい。
（ 今後、共謀罪ＮＯ！実行委員会ＨＰに掲載予定）
行動提起

小田川義和さん（憲法共同センター）

本日は約 550 名の参加であった。安倍首相は、共謀罪の審議が思うように進まないこと、
森友問題や、閣僚の失言が相次ぐにことに憤っている。5/17 の法務委員会で共謀罪法案強
行採決という声も出ている。以下の行動を、ともに頑張ろう。
提

起

１．5/12（金）に、共謀罪反対の共同署名を国会前集会で集約する。
２．5/13（土）
、5/14（日）を、全国で宣伝行動を行う集中行動日とする。
様々な問題とともに、創意を持って訴えてほしい。
３．以下に予定されている連日の国会周辺での行動をやりきる。
16 日の日比谷野音集会を最大結集点と位置づける。
--------------------------------------------------------------------------5 月 9 日(火)衆議院法務委員会審議日

昼(12 時～ 13 嘲 議員会館前行動
午後(13 時 30 分～)院内集会

5 月 10 日(水)審議日

昼(12 時～ 13 時)議員会館前行動

5 月 11 日(木)

夕方(18 時 30 分～ 19 時 30 分)議員会館前行動

5 月 12 日(金)審議日

昼(12 時～ 13 時)議員会館前行動 署名提出
午後(13 時 30 分～ 16 時)議員会館前座り込み
夕方(18 時 30 分-19 時 30 分))議員会館前行動

5 月 13 日(土)、14 日(日)
5 月 15 日(月)

全国一斉宣伝、署名行動
昼(12 時～ 13 時)議員会館前行動
午後(13 時 30 分～ 16 時)議員会館前座り込み
夕方(18 時 30 分～ 19 時 30 分)議員会館前行動

5 月 16 日(火)審議日

昼(12 時～ 13 時)議員会館前行動
午後(13 時 30 分)16 時)議員会館前座り込み

5 月 17 日(水) 審議日

昼(12 時～ 13 時 )議員会館前行動
午後(13 時 30 分～ 16 時)議員会館前座り込み
夕方(18 時 30 分～ 19 時 30 分)議員会館前行動

5 月 18 日(木)

昼(12 時～ 13 時)議員会館前行動
午後(13 時 30 分～ 16 時)議員会館前座り込み
夕方(18 時 30 分～ 19 時 30 分議員会館前行動

5 月 19 日(金)審議日

昼(12 時～ 13 時)議員会館前行動
午後(13 時 30 分～ 16 時)議員会館前座り込み
夕方(18 時 30 分～)国会正門前行動

