２０１７年３月３０日（木）
ＮＯ．７３６号

本号 3 頁

後半国会、「共謀罪創設阻止」「森友疑惑解明」等、
市民と野党の共同で徹底してたたかおう!
国会は、2017 年度予算が 27 日の参院本会議で成立し、後半国会の焦点は重要法案の審議に移
ります。政府・与党は 6 月 18 日の会期末までに、共謀罪(テロ準備罪法案）など重要法案の成立を
期す構えです。しかし、学校法人「森友学園」への国有地売却問題では、国民は怒り、野党は追及
する姿勢を崩していません。7 月に東京都議選を控え、会期延長が難しい中、マスコミは「後半国
会は波乱含みの展開となりそうだ」と報道しています。
後半国会では、共謀罪法案のほか、天皇の退位に関する法案、衆院小選挙区の区割りを見直す公
職選挙法改正案などが審議される予定です。
共謀罪法案は、民進党や共産党など野党が廃案を求めており、激しい攻防になるのは確実です。
政府・自民党は、4 月上旬の審議入り・大型連休前の衆院通過・5 月中の成立の日程を描いている
ようですが、公明党は性犯罪を厳罰化する刑法改正案などの審議を優先する考えを示しており、日
程は流動的です。また、新聞等は「金田法相の不安定な答弁ぶりも懸念材料」とも報道しています。
共謀罪の創設を許してはなりません。これからがたたかいの正念場です。森友疑惑解明、戦争廃
止、南スーダンからの自衛隊の早期撤退、沖縄基地問題などのたたかいとともに、全国各地から「共
謀罪反対」とたたかいを広めましょう。4 月二つの大きな集会が開催されます。
話し合うことが罪になる 共謀罪法案の廃案を求める 4・6 大集会
■日時
4 月 6 日（木）18 時 30 分～19 時 30 分
■会場
日比谷野外音楽堂
○開会の挨拶 海渡雄一さん（共謀罪 NO！実行委員会）
○ 挨拶 政党代表
○ 発言 法曹界関係 表現者関係 沖縄関係 佐藤学さん（市民連合） ほか
○ 行動提起 福山真劫さん（総がかり行動実行委員会）
■デモ 国会請願（19 時 30 分～）
■共催 共謀罪ＮＯ！実行委員会 戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会
辺野古の海の埋立て工事強行を許さない！４・19 大集会
■共催：基地の県内移設に反対する県民会議
「止めよう！辺野古埋立て」国会包囲実行委員会
戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会
■日時：４月 19 日（水）18：00 開場 18：30 開会 19：30 閉会 19：45 デモ出発
○主催団体の挨拶（野平晋作・包囲実）
○沖縄からの訴え（県民会議）
○政党からのあいさつ 民進党 共産党 自由党 社民党 沖縄の風
○辺野古問題に取り組んでいる団体から
機動隊派遣への住民監査請求裁判 土砂搬出問題 共謀罪反対の訴え（共謀罪 NO!実行委員会）
○行動提起・閉会（高田健・総がかり・９条壊すな）
■デモ

埼玉・東京など関東の上空がオスプレイの演習場に
3 月 6 日から 17 日まで、群馬県の相馬原演習場と新潟県関山演習場で日米合同演習「フォレスト・
ライト 02」が行われました。この演習には米軍輸送機オスプレイ 6 機が参加。今回の演習は、陸自
から 300 人、米海兵隊 450 人による大規模な演習でした。
米軍輸送機オスプレイにかかわる訓
練は、「沖縄県の負担軽減のため」と称
して行われ、9 日、10 日には機能別訓練
として「共同ヘリボン」
「特殊卸下」が、
13 日、15 日には「総合訓練」が実施さ
れました。

勝手気ままに飛行するオスプレイ
埼玉平和委員会に寄せられた目撃情
報によると、前日の 5 日に坂戸市、東松
山市、日高市、飯能市などで目撃されま
した。それは、米軍岩国基地から米軍横
田基地へ、横田基地から演習場へと移動
する際に、必ず埼玉上空を飛ぶからです。
しかも、重大なことは、単に横田と演
習場を往復しているのではなく、埼玉県
内を勝手気ままに飛んでいることです。
横田と相馬原は片道 20 分、横田と関山
は片道 40 分です。ところが、9 日の目撃
情報によると、相馬原を午後 4 時 50 分
に飛び立ったオスプレイが 27 分かけて
午後 5 時 17 分に帰還しました。
この機体は、本庄上空を 4 時 55 分、
寄居を 4 時 57 分に飛んだあと、午後 5
時に東松山から鴻巣方面に飛んでいま
した。まっすぐ帰還せず、大きく東方向
へコースを変え、どこかでＵターンしてきたと思われます。
また、関山を午後 4 時 4 分に離陸した 2 機も勝手気ままに飛んでいたことが明らかになりました。
その 1 機は横田着陸が 5 時 15 分。1 時間 11 分もかかっています。目撃情報では午後 4 時 50 分に飯
能上空を飛んでおり、横田を素通りした後、再び機首を北に向け、飯能などの上空を飛び、横田に
降りたものと思われます。
埼玉平和委員会は、このような行動を、日米共同訓練だけでなく、実際は関係のない様々な訓練
が埼玉上空で、無通告で秘密裏に行われていたのではないか、と見ています。
埼玉平和委員会は 16 日、県企画総務課・基地対策担当にオスプレイの飛行を説明し、
「埼玉上空
で訓練飛行していることは重大だ」と指摘し、「防衛省・米軍に事実を明らかにするよう要請すべ
きだ」と申し入れました。(埼玉憲法会議「運動交流会で報告、詳細は SAITAMA 平和新聞 403 号)

各地のとりくみ
大阪 「ポスト真実 嘘とどう向き合うか」 春の憲法講座開催へ
大阪憲法会議と共同センターは 4 月 21 日（金）午後 6 時 30 分より第 57 回団体・地域代表者会
議（兼：4・21 春の憲法学習会）を開催します。

春の憲法学習会では、安倍首相の嘘とごまかしの答弁への批判が強まっている中で、アベ・トラ
ンプと共通する手法である「ポスト真実」を学習するため、新進気鋭の日比嘉高名古屋大学大学院
准教授が「ポスト真実 嘘とどう向き合うか―オリンピック・テロ対策で共謀罪？にせニュースの
時代に―」とのテーマで講演します。この講演会は、第 57 回団体・地域代表者会議を兼ねており、
講演後、行動提起を行うとしていいます。
4・21 春の憲法学習会
ぼやかされたことば、言い換えられたことば、あからさまな嘘がまかり通る ＝ ポスト真実
■講師 日比嘉高さん（名古屋大学大学院准教授）
「ポスト真実 嘘とどう向き合うか」
―オリンピック・テロ対策で共謀罪？にせニュースの時代に―
■日時 4 月 21 日（金）18 時 30 分開会
■場所 大阪グリーン会館 2 階ホール
参加希望の方は、大阪憲法会議まで！
〒530-0041 大阪市北区天神橋 1-13-15

電話 06-6352-3125 ＦＡＸ06-6352-2923
メール osaken1192@sepia.plala.or.jp

北海道 憲法共同センター「9 の日行動」 「安倍政権はおかしい」と署名
北海道憲法共同センターは 9 日昼、
「9 の日行動」に取り組み、
「誰も殺すな、殺されるな」と書
いた横断幕やのぼりを掲げ、南スーダンからの自衛隊の即時達対などを求める署名を札幌市内の繁
華街で行いました。
新日本婦人の会同本部の工藤富美子会長は「安倍政権は大規模な戦闘を隠しています。国会でう
そをつくのは許せません」と厳しく指摘しました。
足をとめて署名に応じた男性（55）は、
「国会の討論を聞いていると、安倍政権に不信感しかな
い。この宣伝は真実を明らかにする内容だった。応援します」と話しました。同じく署名した女性
（73）は「南スーダンは戦闘地域になっているのだから、すぐに引き返さなければ」といいます。
「憲法のことはよくわからないけど、戦争をする方向に少しでも傾くのはいや」と話した女性（80）
も、「私たちの世代は戦争アレルギーで絶対反対だから。安倍政権はおかしいし、国民が動かなけ
ればいけない」と語りました。
28 日・30 日の行動予定

滋賀 「共謀罪」撤回を求める琵琶湖一周キャンペーン宣伝

◆3 月 28 日(火)

共謀罪に反対する滋賀県連絡会は 23 日、「共謀罪」法案の撤回を
10:00 JR 草津駅西口
求める琵琶湖一周キャンペーン宣伝をスタートさせました。国民救
11:30 水口平和堂前
援会、県労連、新日本婦人の会、自由法曹団、民医連、日本共産党
14:00 八日市平和堂アピア前
などの人たちが大津、高島市でのビラ配布や署名、リレートーク宣
15:00 能登川平和堂前
伝に参加しました。
16:00 JR 近江八幡駅北口◆
中野善之代表は「暮らしの中に警察が入り込んで、私たちを監視 ◆3 月 30 日(木)
する法律です。中身の恐ろしさを分かっていただいて、大きな反対
10:00 JR 彦根駅西口
の世論をつくりたい」と述べました。治安維持法犠牲者国家賠償要
11:00 彦根ベルロード
求同盟県本部の西田清事務局長は、国民の反対で過去 3 度も廃案と
12:00 JR 米原駅コンコース
なった「共謀罪」法案に固執する安倍暴走政治を告発し、内閣打倒
14:30 JR 長浜駅コンコース
を訴えました。
16:00 JR 彦根駅西口主催
大津市のＪＲ大津駅前の出発宣伝で、乳幼児を抱いた母親は、「
共謀罪」の中身を聞いてビラを受け取り、80 歳代の女性は「戦前うまれなので、よく分かっていま
す」と話しました。
なお、滋賀県議会では日本共産党都「チームシガ」（民進党系）が共同で提出した「共謀罪を創
設する法律案の提出に反対する意見書」を自民・公明などの反対で否決されました。

