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「安倍内閣は退陣せよ」 総がかり行動 緊急 3・9 緊急首相官邸前

当面、毎週木曜日の緊急行動提起
不透明な国有地の格安売却、政治家の関与が疑われ

ありえない

ている「森友学園」疑惑の徹底究明を求めて９日、総が
かり行動実行委員会が首相官邸前で緊急行動にとりく
みました。学者や国会議員らも駆けつけ、集まった 600
人の参加者は「疑惑の隠ぺいは許さない」と声をあげま
した。また、多くの参加者が「森友学園」が運営する塚
本幼稚園で、教育勅語を子どもたちに暗唱させていた問
題について「憲法違反の戦前回帰だ」「教育ではなく洗
脳だ」と憤り、すべての問題について説明責任は政府に
あると語りました。
主催者あいさつした全労連の小田川義和議長は、
「
『森
友学園』の籠池泰典理事長との関係性も含め、安倍首相には説明すべきことがたくさんある。関係者を国会
に招致し、徹底した追及をすべきです」と訴えました。日本共産党、民進党、社民党、自由党の国会議員が
参加。日本共産党からは清水忠史衆院議員がスピーチしました。解釈で憲法９条を壊すな!実行委員会の高
田健氏が行動提起をおこない、
「
『森友学園』問題に決着がつくまで声を上げつづけよう。当面、毎週木曜日、
官邸前にあつまり安倍政権を倒そう」と力をこめました。
第１回目：３月 ９日（木）１８：３０ 首相官邸前
第２回目：３月１６日（木）１８：３０ 衆議院第２議員会館前
第３回目：３月２３日（木）１８：３０ 衆議院第２議員会館前
第４回目：３月３０日（木）１８：３０ 衆議院第２議員会館前
第５回目：４月 ６日（木）１８：３０ 日比谷野外音楽堂
集会と国会・銀座デモ

毎週

衆議院第２議員会館前

共謀罪ＮＯ！集会と合同で実施
以降、毎週木曜日を中心に行いないます

安倍政権が国会提出を狙う「共謀罪」法案をめぐ
って、ＭＩＣなど５団体でつくる「共謀罪ＮＯ！実
行委員会」は、６日、記者会見を行い、
「同法案の国
会提出を許さないため、実行委員会を結成した。
」と
表明しました。
記者会見で海渡雄一弁護士は、安倍政権の「テロ
等準備罪」法案（
「共謀罪」法案）には「テロ」の文
字がなく、批判を受け「テロ」を明記しようとして
いる点にふれ「いかにも市民をだます謀議が行われ
ている」と話しました。
「共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会」事務
局長の米倉洋子さんは「ものをいう権利を奪う。市民の自由な活動の基盤をくずす恐ろしい法案だ。バラバ
ラでなく力合わせていきたい」と決意を語りました。
「共謀罪ＮＯ！実行委員会」は 2 月 27 日、５団体の呼びかけで結成されました。５団体は、
「秘密保護法
廃止」へ！実行委員会、解釈で憲法９条を壊すな！実行委員会、日本マスコミ文化情報労組会議（ＭＩＣ）、
共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会、盗聴法廃止ネットワークです。
同「実行委員会」と「総がかり行動実行委員会」は共同で「『共謀罪』の創設に反対する緊急統一署名」
を訴えています。
会見に先立ち同｢実行委｣らは同日正午、国会前行動､院内集会を行いました｡

◆3 月 14 日（火）「共謀罪」国会提出許さない！国会正門集会
18：30～20：00
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
◆３月１６日（木）共謀罪ＮＯ！昼デモ（国会請願デモ）
12:00～ 日比谷公園 霞門
主催：共謀罪ＮＯ！実行委員会 協賛：総がかり行動実行委員会
◆４月６日（木）共謀罪ＮＯ！ 日比谷野音集会＋デモ
18:30～19:30 集会
19:30～

日比谷野外音楽堂

デモ

主催：共謀罪ＮＯ！実行委員会
◆閣議決定日行動

決定日の 8:00～8:40

官邸前

◆国会上程日行動

上程日の 12:00～13:00 議員会館前

さらに大きく署名をひろげよう！

「沖縄県民の民意尊重と、基地の押し付け撤回を求める」全国統一署名の国会提出集会が 3 月 9 日、衆院
第１議員会館で行われ、第１次分として１２１万２２８１人分の署名が提出されました。提出したのは、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の３団体です。
総がかり実行委員会の福山真劫共同代表があいさつし、「安倍政権は民意を無視して米軍新基地建設を強
行している。本気で沖縄と連帯しよう」と呼びかけました。ジャーナリストの鎌田慧さんは、「沖縄に対し
て無関心でいることは私たちを危険にすることだ」と述べ、連帯を訴えました。
民進党の近藤昭一副代表、日本共産党の志位和夫委員長、自由党の玉城デニー幹事長、「沖縄の風」の糸
数慶子、伊波洋一両参院議員があいさつ。
「沖縄は希望です。必ずこの運動は歴史的に評価される」
（糸数氏）。
「沖縄への弾圧状態を変えるために、野党と一緒に共闘していく」（近藤氏）とのべました。
志位氏は、沖縄訪問にふれ、政府は既成事実をつくり県民が諦めることをねらっているが、オール沖縄は
“勝つ方法は諦めないこと”と明るく強く頑張っていることを紹介。「本土のわれわれがどれだけ県民と心
をひとつに頑張れるかが問われています。共産党も党をあげて署名に取り組みたい。野党共闘に沖縄の問題
を位置づけ、前向きな共闘の一致点をつくりスクラムを広げたい」と語りました。

沖縄全国統一署名
■二次集約日：３月３１日（金）

■最終集約日：４月２５日（火）

４月の「19 日」行動
■名称：安倍政権の暴走止めよう！辺野古新基地建設反対！４・19 集会
■日時：４月 19 日（水）18:30～19:30
■場所：日比谷公園

集会後、パレード予定

野外大音楽堂

■主催：戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会

３月「９の日」宣伝行動

内心の自由を奪う、憲法違反の「共謀罪」ＮＯ！
憲法共同センターは、東京憲法共同センターと共同で、３月の「9 の日」宣伝行動に取り組みました。総
がかり行動実行委員会などが呼びかけている「沖縄全国統一署名」と「共謀罪」の創設に反対する緊急署名
にとりくみ 13 団体から 33 人が参加し、87 人の署名を集めました。
日本共産党の田村隆明衆議院議員、新婦人の油原通江中央常任委員、全商連の長尾桂子政策・運動部次長、
新婦人都本部の岡田尚子平和部長、全労連の長尾ゆり副議長、東京革新懇の松本忠明代表世話人が訴えま
した。・世田谷に住む 80 歳女性からは、
「あまりにもひどい。自民党の中からもっと声をあげて欲しい。共
謀罪は怖いですね。沖縄もひどすぎます。
」また、世田谷から来た男性は、
「とにかく安倍さんのやることは、
秘密保護法、戦争法、共謀罪など憲法前文に書いてあることに逆行することばかりだ。これ以上のことはや
めて欲しい。
」
、70 歳の男性からは「共謀罪を説明するのは難しいですね。でも刑法の原則（犯罪行為を罰す
る）を壊してしまうという点で大変問題です。刑法学者などがもっと声をあげて欲しいですね」と語りまし
た。

全国の行動結果をお知らせください。

【当面の行動日程】
「共謀罪」国会提出許さない！国会正門前集会
■日時：３月 14 日（火）18:30～20:00
■場所：国会正門前（北庭）
■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
「共謀罪」反対国会請願デモ（日比谷公園霞門集合）
■日時：３月 16 日（木）12:00
■場所：日比谷公園霞門集合 12:00
院内集会（13:30 未定）
■主催：共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会
■協賛：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
森友疑惑徹底究明！安倍内閣は退陣せよ!国会前行動
■日時：３月 16 日（木）18:30～20:00
■場所：衆議院第２議員会館前
■共催：戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会
３月の「19 日」行動
全国各地でとりくみましょう！
＜東京＞
■名称：安倍政権の暴走止めよう！３・19 国会議員会館前行動
■日時：３月 19 日（日）13:30～14:30
■場所：憲法共同センターは参議院議員会館前
■主催：戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会
森友疑惑徹底究明！安倍内閣は退陣せよ!国会前行動
■日時：３月 23 日（木）18:30～20:00
■場所：衆議院第２議員会館前

■共催：戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会
森友疑惑徹底究明！安倍内閣は退陣せよ!国会前行動
■日時：３月 30 日（木）18:30～20:00
■場所：衆議院第２議員会館前
■共催：戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会
「共謀罪」の創設を許すな！4・6 大集会
森友疑惑徹底究明！安倍内閣は退陣せよ!
■日時：４月６日（木）18:30～19:30 集会後、19:30 国会・銀座デモ
■場所：日比谷公園 野外大音楽堂
■主催：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
憲法施行 70 年キャンペーン月間
全国各地でとりくみましょう！
◆期間：2017 年 4 月 1 日～5 月 31 日
◆名称：
「憲法施行 70 年 憲法を守り・いかそうキャンペーン」
「共謀罪」の創設を許すな！4・6 大集会
■日時：４月６日（木）18:30～19:30 集会、19:30 国会・銀座デモ
■場所：日比谷公園 野外大音楽堂
■主催：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
４月の「９の日」行動
全国各地でとりくみましょう！
＜東京都内＞
■日時：４月 10 日（木）12:00～13:00
■場所：ＪＲ「新宿駅」西口
■主催：憲法共同センター、東京憲法共同センター
４月の「19 日」行動
全国各地でとりくみましょう！
＜東京＞
■名称：安倍政権の暴走止めよう！辺野古新基地建設反対！４・19 集会
■日時：４月 19 日（水）18:30～19:30 集会後、パレード予定
■場所：日比谷公園 野外大音楽堂
■主催：戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会
５・３憲法集会
全国各地で共同を広げ、過去最高規模でとりくみましょう！
＜東京都内＞
■日時：５月３日（水・祝）憲法記念日
11:00～イベント広場開場／12:00 ライブスピーチ／13:00 スピーチなど／終了後パレード
■場所：有明防災公園（東京臨海広域防災公園）
りんかい線「国際展示場駅」徒歩 4 分／ゆりかもめ「有明駅」徒歩 2 分
■主催：５・３憲法集会実行委員会
以

上

