
                                                                       
 

森友学園疑惑究明・共謀罪法案廃案・安倍政権退陣を！ 

国会前で 400人が声を上げる！ 
 総がかり行動実行委員会が主催し、森友学園疑惑の真相究明、「共謀罪」法案廃案、安倍政権の

退陣を求める国会議員会館前行動が 20日、衆院第２議員会館前で行われました。400人が参加し、

「疑惑の隠ぺい絶対反対」「共謀罪は絶対廃案」等と、コールを 

国会に響かせました。 

 主催者あいさつした高田健氏は「共謀罪は戦争法と一体のも 

のだ、戦争法反対を上回るたたかいで必ず廃案に追い込もう」 

と述べるとともに、「“森友隠し”をする安倍政権を許さず、真 

相を明らかにさせよう」と呼びかけました。 

 「安全保障関連法に反対する学者の会」の立教大学特任教授 

西谷修氏、「止めよう！辺野古埋立て」国会包囲実行委員会、「 

共謀罪ＮＯ！実行委員会」の角田代表が連帯あいさつしました。 

 駆けつけた社民党の又一征治参院議員、民進党の山尾志桜里 

衆院議員、共産党の清水忠史衆院議員があいさつ。山尾氏は前 

日の法務委員会での法務省林刑事局長を与党が数の力で出席させたことを厳しく批判し、「共謀罪

法案を何としても廃案にさせよう」と訴えました。清水氏は「安倍政権は真相を明らかにしようと

しない。昭恵夫人を国会で喚問し事実を明らかにすべきだ」と訴えました。 

 都内から参加した男性は、「共謀罪も森友問題も許せなくて、国会前に初めて来た」、「森友隠し

はひどい。政治家の関与は明らかだ。国会の場で真相を究明すべきです」と語りました。 

◎次回の集会は、4月 25日に同じ場所で、同じ時間に開催されます！ ご参加ください！ 

衆院憲法審査会 「国と地方のあり方」テーマに参考人質疑 
20日、衆議院憲法審査会で、「国と地方のあり方」をテーマに参考人質疑が行われ、地方自治の

あるべき姿、国と地方の役割、沖縄基地問題、国会に地域代表制を設ける是非などについて、４人

の専門家が 20分ずつ意見を述べ、それに対する各党からの質疑が行われました。 

明治大学教授の大津浩氏は「国家意思の決定権力を一元的に集中させることは許されず、地方分

権の推進を明確にするために憲法改正を行う考え方はありうる」と。沖縄大学客員教授の小林武氏

は「憲法を改正する必要はなく、今の憲法が定めている地方自治を政策によって完全に実施するこ

とこそが、政治に求められている」と。東京大学大学院教授の齋藤誠氏は「国と地方の適切な役割

分担などを、法律によって詳しく定めることには限界があるので、憲法レベルでの検討を行う必要

がある」と。中央大学教授の佐々木信夫氏は「憲法の施行から７０年がたち、日本社会は大きな変

化を遂げており、財政の効率性から考えても、『道州制』への移行の検討が必要だ」と述べました。 

 小林氏の意見 国と地方の在り方で、極端にゆがめられているのが沖縄だ。地方自治の原則に照

らせば、沖縄の民意を尊重して、辺野古への新基地建設を断念するのが、憲法のもとにある政府が

なすべきことだ。特定の地域と住民に矛盾を押し付けるのは、原発事故で甚大な被害を被った福島

に対する姿勢にも通底している。今なすべきは憲法に改定を加えることではなく、地方自治の充実

だ。沖縄と福島の問題は、全ての地方の問題に共通する普遍性を持っている。 
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 4氏の意見表明の後に、各党より 15分間の質疑が行われました。共産党の赤嶺議員は、4氏に「憲

法・地方自治の観点から辺野古への新基地建設の強行をどうみるのか」と質問。様々な意見がださ

れましたが、小林氏は「日米安保条約と日米地位協定が沖縄の自治をゆがめている。県民の権利、

人間の尊厳をまもるという憲法の適用から排除されている」と指摘しまた。 

衆議院憲法審査会では、来週 27日に「国と地方のあり方」について、各党の意見表明と自由討

議が行われます。傍聴希望する方は前日 3時まで憲法会議にお知らせください。 

◎27日の審査会後、12時から 13時まで、衆院議面集会が開催されます。どうぞ、ご参加ください。 

若者憲法集会 5月 21日に開催！若者に参加を呼びかけよう！ 

 東京都世田谷区で 5月 21日、「声をあげよう。私たちの命と自由のために—」、「憲法変えるな政

治をかえろ」と、若者憲法集会が開催されます。若者が安倍政権による明文改憲に「ＮＯ」を突き

付け、若者に市民と野党の共同の輪を広げる場となります。全国で若者に参加を呼びかけましょう。 

【日程】 5月 21日（日） 

10時から 12時  分科会 世田谷区民会館、国立オリンピック記念青少年総合センター 

13時半から 15時 全体会 世田谷区民会館ホール 

16時半から    デモ  新宿中央公園出発 

※22日には国会要請を実施 

【午前は分科会、午後は全体会、その後デモ】 

 午前中（10時から）に開催される分科会は 5テーマが用意され 

ています。「民主主義を切り開く―草の根の力が世界を変える―」 

分科会では、韓国人留学生と日本の学生が、若者による政治変革 

について語ります。琉球大学准教授の二宮元さんが助言者として 

参加します。他に、学生や高校生向け、労働組合について学ぶ分 

科会などが予定されています。 

 13時半からの全体会には神戸女学院大学教授の石川康宏氏がゲストとして登場します。若者にと

っての憲法の意義や改憲阻止のたたかいについて、参加者とともに考えます。 

2017年度憲法記念日の各県のとりくみ 
 憲法記念日の 5 月 3 日を中心に、各地で「憲法集会」「憲法講演会」等が開催されます。各地の

とりくみを 3 回に分けて紹介しています。         （第 2 回目 北信越・東海・近畿版） 

 （１） 集会名 （２）開催日時 （３）会場 （４）企画 （５）規模 （６）主催  

（７）参加費・資料代 

 

 

 

新潟 

【4 月 8 日】 （１）憲法施行 70 年 いかそう憲法まもろう 9 条 （２）4 月 8 日 13:30～15:45  

（３）新潟県民会館大ホール （４）講演 池田香代子氏 （６）立憲主義と憲法 9 条をまも

る新潟県民の会 

【5 月 3 日】 ◆（１）マイク街宣・ステンディング （２）5 月 3 日 9:30～10:00 （３）萬

代橋 （６）戦争法廃止！総がかり行動 in 新潟実行委員会 

◆（１）憲法リレートーク （２）5 月 3 日 10:30～12:30 （３）メディアシップ日報ホール  

（６）市民連合＠新潟 

 

 

 

長野 

◆長野市  

（１）5・3 憲法集会㏌長野 （２）5 月 3 日映画 10:30～、講演会 13:30～ （３）長野市若

里市民文化ホール （４）映画「風かたか」、講演 三上智恵氏 （６）5・3 憲法集会実行委

員会 （７）映画前売 1300 円・講演会は無料 

◆長野市以外で 5・3 を中心として集会や取り組みを行う地域 

飯山、中野、須坂、千曲、東御、上田、佐久（統一行動）、小諸、松本（下記に掲載）、塩尻、

安曇野、諏訪・岡谷、伊那、木曽、南木曽町 

 

昨年は 4000 人の若者でデモ 



◆団体 ＮＰＯ法人松代大本営平和祈念館（交流会）、信州の教育と自治研究会（学習会 講師

佐貫浩氏） 

 

 

 

 

松本 

◆5 月 3 日 

（１）憲法 70 年！これからどーなる？5・3 松本アクション （２）5 月 3 日 12 時半～ （３）

松本ＰＡＲＣＯ前花時計公園 （４）バンド演奏、杉尾ひでや参院議員＆野党各党からの報告、

元法務大臣に聞いてみよう平岡秀夫さん、デモ （６）本気でとめる戦争！松本アクション  

◆5 月 7 日 

（１）憲法施行 70 周年記念松本市民集会 ＳＴＯＰ！現代版「治安維持法」「共謀罪」  

（２）5 月 7 日 13:30～ （３）松本勤労者福祉センター （４）プレイベント松本中央コー

ラス、記念講演 内田博文氏、特別発言 中嶋嘉尚弁護士、集会アピール・行動の呼びかけ  

（６）憲法施行 70 周年記念松本市民集会実行委員会 （７）無料 

 

岐阜 

（１）5・3 憲法施行 70 周年記念岐阜講演会 （２）5 月 3 日 14:00～  

（３）岐阜市文化センター小劇場 （４）女性のうたごえ・講演 川田忠明氏 （５）500 人  

（６）憲法改悪阻止岐阜県各界連絡会議・憲法 9 条を守る岐阜県共同センター  

 

富山 

（１） 憲法施行 70 周年記念講演会 イラク戦争の教訓 暴力の連鎖の中で考える平和憲法  

（２）5 月 2 日ＰＭ6:30～ （３）サンフォルテ 2Ｆホール（富山県民共生センター） 

（６）日本国憲法をまもる富山の会、富山県平和運動センター、9 条の会富山県連絡会  

（７）協賛金 700 円、大学生 500 円、高校生以下 500 円 

 

 

石川 

（１） 平和憲法施行 70 周年記念石川県民集会 （２）5 月 3 日 14:40～ （３）本多の森ホ 

－ル （４）山田朗氏講演 集会後パレード （５）1500 人 （６）「憲法改悪阻止！戦争法

廃止！」を呼びかける八団体（石川県憲法を守る会、石川憲法会議、石川県平和運動センタ－、

石川県労働組合総連合、九条の会・石川ネット、戦争をさせない石川の会、戦争をさせない 1000

人委員会、青年法律家協会北陸支部） 

 

静岡 

（１） 憲法施行 70 周年記念 ～憲法を考える市民の集い～ （２）5 月 3 日 13:30～16:30  

（３）あざれあ （４）第一部会津里花一五一会演奏、第二部記念講演 上野郁子氏  

（６）静岡県憲法会議 

 

愛知 

（１）70 年目に問う 憲法のいま 憲法施行 70 周年記念 市民の集い （２）5 月 3 日 13:00

～16:00 （３）名古屋国際会議場センチュリーホール （４）きたがわてつコンサート・丹羽

宇一郎氏講演 （５）3000 人 （６）愛知憲法会議 （７）1300 円  

 

三重 

（１） 日本国憲法施行 70 周年記念 5・3 憲法を考える三重県民のつどい （２）5 月 3 日 

10:00～12:00 （３）生涯学習選センター大研修室（県総合文化センター内、県立図書館 4 階） 

（４）講演会：佐藤潤一氏 （６）三重県憲法会議 （７）資料代 500 円（高・大学生 300 円） 

 

滋賀 

（１） 滋賀・憲法のつどい―守ろう平和・語ろう未来― （２）5 月 7 日 13:30～  

（３）大津市生涯学習センター （４）講演会 池内了氏、アトラクション ケンハモカルテ

ット カンタービレ （６）滋賀・九条の会 

 

京都 

（１）『憲法記念春のつどい』 2017 （２）5 月 27 日（土） 午後 （３）同志社大学（予定） 

（４）講演：望月衣塑子氏（東京・中日新聞記者）「武器輸出と日本企業」、憲法をめぐる情勢

報告（憲法学研究者）、 共謀罪について緊急報告（大河原壽貴さん） （６）京都憲法会議、

自由法曹団京都支部、憲法を守る夫人の会  

 

 

 

大阪 

（１） 憲法施行 70 周年 平和といのちと人権を！ 5．3 おおさか集会  

（２）5 月 3 日 13：30 開会 15：10 パレード出発 （３）扇町公園  （４）第１部ステージ 

企画：エイサー(月桃歌舞団)・歌（牧志徳） 第２部集会：来賓挨拶大阪弁護士会(予定)、政党

挨拶民進党・共産党・社民党・自由党、市民団体スピーチ （５）20000 人 （６）おおさか

総がかり行動実行委員会 連絡先:1000 人委員会大阪・市民運動センターSORA・大阪憲法会

議 構成団体:上記３団体含め約 20 団体で構成  ※デモ 西梅田・中崎町・南天満の 3 コース   



 

和歌

山 

（１） HAPPY BIRTHDAY 憲法 inWaKayama2017  （２）5 月 3 日 10:00～15:00  

（３）和歌山城西の丸広場 （４）ブース、ステージ（津軽三味線、フラダンス、よさこい、

チンドン、和太鼓、高校生バンド etc…）、餅まき、内容盛りだくさん。（６）HAPPY BIRTHDAY 

憲法 in Wakayama 2017 実行委員（７）入場無料 

 

 

 

 

兵庫 

【兵庫県のメイン集会】   

（１）戦争させない、９条壊すな！5・3 兵庫憲法集会（２）5 月 3 日（水・祝）14 時開会  

（３）神戸芸術センター （４）メインスピーカー糸数慶子参議院議員、劇「あすわか」に共

謀罪で要請、歌 （５）1,100 人 （６）戦争をさせない、9 条壊すな！5・3 総がかり行動兵

庫県実行委員会（略称：総がかり行動兵庫実行委員会） （７）1,000 円 

【上記以外の県内各自治体で行われる憲法集会】 

☆尼崎市➔総がかり行動主催の集会、  ☆西宮市➔朝日新聞襲撃事件追悼の憲法集会、 

☆姫路市➔恒例の憲法集会、      ☆川西市・稲美町なども共同の集会 

各地のとりくみ 

石川 石川憲法会議らが「共謀罪」反対昼デモ 60人参加！ 

 石川憲法会議と憲法改悪反対石川県共同センターは 

12日、金沢市のいしかわ四高記念公園に 60人が集ま 

り、戦争法廃止、「共謀罪」法案に反対する昼デモを 

行いました。 

 出発前のあいさつで県労連の長曽輝夫事務局長が、 

米トランプ政権によるシリア攻撃を安倍首相が「支持」 

したことが批判。「アメリカの戦争参加につながる行為 

ではないか。うそとごまかし、戦争する国づくりを進め 

る安倍暴走政治を絶対許さない」と訴えました。 

 デモ行進では、「憲法違反の戦争法は廃止」や「共謀罪反対」と書いた横断幕を広げ、「安倍政権

は退陣せよ」などとコールしました。海外からの観光客が珍しそうに写真を撮っていました。日本

共産党の黒崎きよのり衆院 1区候補、佐藤正幸県議が参加しました。 

北海道・小樽 65人で「共謀罪」法案廃案と「森友学園」徹底究明を求め宣伝 

 「平和と立憲主義を守る統一候補をめざす市民の会・小樽」は 9日、北海道小樽市のＪＲ小樽駅

前で「共謀罪」法案廃案と「森友学園」の徹底究明を求めて宣伝を行いました。 

 時折強風が吹く中、65人が駆け付けました。「共謀罪法案、力あわせてやめさせよう」と書いた

横断幕やプラカードを掲げて、道行く人や観光客にアピール。学生や女性が次々と署名し、用意し

たビラは全てなくなりました。 

 市民の会の沖山美喜子さんは、森友学園をめぐる一連の安倍政権の対応を批判、「森友学園疑惑

の徹底解明が必要」と訴えました。「平和を手にするママの会 in小樽」の丸山晴美さんは「政府の

狙いはテロ対策ではなく市民運動を委縮させること。政府に抗議することは私たちの大事な権利。

一緒に声を上げましょう」と呼びかけました。共産党の佐々木明美衆院道 4区候補は「市民と野党

の力で安倍政権の暴走をストップさせよう」と力を込めました。 

 

 

◆衆院憲法審査会 4 月 27 日（木） 集合 8:40  審査会 9:00～12:00 ◇12:00～議面集会 

◆森友学園真相究明を求める緊急行動 4 月 27 日（木）18:30～ 衆院第二議員会館前 

  主催:総がかり行動実行委員会 

◆衆院法務委員会は火・水・金曜日に開催されます。傍聴希望者は前日午後 3 時まで憲法会議に連

絡をください。憲法会議：電話 03-3261-9007 ＦＡＸ03-3261-5453 

 

 


