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共謀罪反対行動等予定表一覧 

   2017．4．17（弓仲作成） 

 

① 市民集会「新共謀罪法案 名前を変えても危険な本質は変わらない」 

主催：第二東京弁護士会 刑事法制・刑事被拘禁者の権利に関する委員会 

日時：４月１７日（月） 18時～20時 

場所：弁護士会館 3階 301号会議室 

（平岡弁護士 、海渡弁護士予定） 

 

② JCLU「メディアのいま」 

共謀罪と言論・表現の自由 ～放送・新聞・出版の現場から考える～ 

主催：自由人権協会（JCLU） 

日時：４月１７日（月）18：30～20：00（18:00 より受付開始） 

場所：中央大学駿河台記念館 610 教室（千代田区神田駿河台 3－11－5） 

講師：金平茂紀氏（放送の現場から）ＴＢＳテレビ『報道特集』キャスター 

       小林基秀氏（新聞の現場から）北海道新聞記者 

樋口 聡氏（出版の現場から）編集・ライター （順不同） 

司会：岩崎貞明氏 メディア総研・専修大学特任教授・JCLU 会員  

 

③ 集会 他人事ではない あなたも対象「共謀罪」 

 主催：二大政党実現を目指す国民会議 

 協賛：共謀罪創設反対百人委員会/立憲ﾌｫｰﾗﾑ 等 

 日時：４月１８日（火）17 時 30 分～ 

 場所：衆議院第一議員会館・大会議室 

 

④ ４・１９共謀罪はいらない！国会行動  

 主催：共謀罪ＮＯ！実行委員会、総がかり行動実行委員会 

 日時：４月１９日（水）12 時～13時 

 場所：衆議院第２議員会館前 

 

⑤ 辺野古埋立強行を許さない！４．１９大集会（戦争法廃止・共謀罪新設反対） 

主催：総がかり行動実行委員会 

日時：４月１９日（水） １８時３０分～ 

場所：日比谷野外音楽堂 ※集会終了後、銀座デモ  

 

⑥ 森友疑惑糾明！共謀罪廃案！等４・２０国会前行動  

主催：総がかり行動実行委員会 

日時：４月２０日（木） 18 時 30 分～ 

場所：衆議院第２議員会館前   

 

⑦ 問われる憲法の危機 ～私たちの平和と自由の今を考える～ 

（講演とﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） 

   （秘密保護法、共謀罪、軍産学共同体等との関連性を含む） 

主催：日本弁護士連合会  
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日時：４月２２日（土） 13 時 00 分～16 時 30 分 

場所：弁護士会館２階 講堂クレオ  入場無料・事前申込み不要 

 

⑧ 一億三千万人 共謀の日（百人委員会呼びかけで、全国各地で危険な共謀が連鎖

します。） 

    共同行動 賛成・反対シール・リレートーク 

主催：共謀罪創設反対百人委員会 

日時：４月２３日（日） 11 時 30 分～13 時 30 分 

場所：秋葉原駅前、ヨドバシカメラ前ひろば（その他、各地で各種イベント予定。

ＨＰを 

御参照下さい。） 

 

⑨ ４・２５共謀罪はいらない！国会行動  

 主催：共謀罪ＮＯ！実行委員会 

 日時：４月２５日（火）12 時～13時 

 場所：衆議院第２議員会館前   

 

⑩  共謀罪創設反対院内集会 

主催：共謀罪創設反対百人委員会 

日時：４月２６日（水） 12 時 00 分～14 時 00 分 

場所：衆議院第１議員会館多目的ホール 

 

⑪  施行７０年いいね！日本国憲法５・３憲法集会  

 （戦争法廃止！辺野古基地反対！共謀罪反対等） 

主催：５．３憲法集会実行委員会 

日時：５月３日（水）12 時～ ミニコンサート  13 時～ スピーチ 集会後パレ

ード 

場所：有明・東京臨海防災公園 

 

⑫  ５・９共謀罪の廃案を求める国会行動  

主催：共謀罪 NO！実行委員会、総がかり行動実行委員会 共催 

日時：５月９日 12 時～13 時       衆議院第二議員会館前 

13 時 30 分～15 時 30 分  院内集会 

 

★ 5月中旬ころ共謀罪廃案へ！都内一斉街宣 

主催：共謀罪NO！実行委員会 

日時：未定 

 

★5月おわりころ共謀罪の廃案を求める日比谷野音集会 

日時：未定 18時30分～ 

場所：日比谷野外音楽堂 
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＜転送・転載歓迎＞ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

★４・１９共謀罪はいらない！国会行動★ 

○とき ４月１９日（水）１２時～１３時 

○ところ 衆議院第二議員会館前 

○発言 国会議員、法律家、表現者、市民団体 

○共催 共謀罪 NO！実行委員会、総がかり行動実行委員会 

※この日、衆議院で共謀罪の実質審議が行われる予定です。国 

会行動成功のために力をつくしましょう。 

  

★４・２５共謀罪はいらない！国会行動★ 

○とき ４月２５日（火）１２時～１３時 

○ところ 衆議院第二議員会館前 

○発言 国会議員、法律家、表現者、市民団体 

○主催 共謀罪 NO！実行委員会 

※安倍政権は連休明け後の共謀罪採決に向かい、強権的な委員 

会審議に入る可能性が高いです。 

  

★5・1第 4回共謀罪 NO！実行委員会会議★ 

○とき 5 月 1 日 18 時～  

○ところ 文京シビックセンター4 階ホール 

  

★５・９共謀罪法案の廃案を求める！国会行動★ 

○とき ５月９日（火）１２時～１３時  

○ところ 衆議院第二議員会館前 

○発言 国会議員、法律家、表現者、市民団体 

○共催 共謀罪 NO！実行委員会、総がかり行動実行委員会 

※連休明け後、衆議院法務委員会で共謀罪審議が最も激しくな 

ると思われます。この時期、共謀罪反対の声を国会周辺でうめ 

つくしましょう。 

  

◆共謀罪法案の廃案を求める院内集会◆ 

○とき ５月９日（火）13時 30分～15時 30分  

○ところ 衆議院第二議員会館多目的会議室 

○挨拶 国会議員 

○発言 共謀罪に反対する多くの団体から 

○共催 共謀罪 NO！実行委員会、総がかり行動実行委員会 

※集会内容が情勢との関係で変わる可能性があります。 

  

★５・13、１４共謀罪はいらない！全国街宣行動★ 

共謀罪 NO！実行委員会は、共謀罪法案をめぐる情勢が山場を 

迎えるこの時期、全国で街宣、集会、デモなどをおこなうこと 

を呼びかけています。 
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◆連絡先 共謀罪 NO！実行委員会 

・「秘密保護法廃止」へ！実行委員会（新聞労連 jnpwu@mxk.mesh.ne.jp 

/平和フォーラム 03-5289-8222）  

・解釈で憲法 9条を壊すな！実行委員会（憲法会議 03－3261－9007/許すな！ 

    憲法改悪・市民連絡会 03－3221－4668) 

・日本マスコミ文化情報労組会議（MIC） mic-un@union-net.or.jp 

・共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会（日本民主法律家協会 03-5367-5430) 

・盗聴法廃止ネットワーク（日本国民救援会 03-5842-5842）  

◆連絡先 戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会 

・1000人委員会 03‐3526-2920 

・憲法 9 条を壊すな！実行委員会 03‐3221-4668 

・憲法共同センター 03‐5842-5611 

  

～～～～～～～～～ 

角田 富夫  

TEL03-3330-8270 

～～～～～～～～～ 

みなさま 

  

角田です。 

明日 17 日、共謀罪に反対する二つの集会があります。この二つの 

集会とも魅力的な内容ですが、残念なことに時間が二つとも夜で 

あり、両方に参加できませんが、ご案内します。 

一つは、東京弁護士会などの主催の市民集会「新共謀罪法案 名前 

を変えても危険な本質は変わらない」で、講師が平岡弁護士（元 

法務大臣）、海渡雄一弁護士（元日弁連事務総長）です。 

もう一つは、公益社団法人自由人権協会（JCLU）  主催の「共謀 

罪と言論・表現の自由 ～放送・新聞・出版の現場から考える～」 

からで、講師は金平茂紀氏（放送の現場から）、小林基秀氏（新聞 

の現場から）、樋口 聡氏（出版の現場から）です。 

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

4 月１７日 

市民集会「新共謀罪法案 名前を変えても危険な本質は変わらない」 

  

■【日時】 2017年（平成 29 年）4月 17 日（月） 18 時～20時 

■【場所】 弁護士会館 3階 301号会議室 

■出演（予定） 

○弁護士  平岡  秀夫 

（元法務大臣、第一東京弁護士会） 

○弁護士  海渡  雄一 

（元日弁連事務総長、日弁連共謀罪法案対策本部副本部長、 

   第二東京弁護士会） 

■主催 第二東京弁護士会 刑事法制・刑事被拘禁者の権利 

に関する委員会 

○【お問い合わせ先】 
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第二東京弁護士会 人権課 TEL：03-3581-2257 

  

２０１７年の通常国会に，共謀罪法案が提案されました。４－５月には法案 

審議が山場に差し掛かっていると考えられます。また，法案の成立が強行され 

る危険性も高いため，法案の問題点を市民の皆さんを交えて十分に検討してお 

く必要があります。 そこで，野党の筆頭理事として，また民主党政権のもと 

で，法務大臣として共謀罪問題に中心的に取り組まれた平岡弁護士に基調報告 

をいただくとともに，共謀罪法案が問題とされて以来，日弁連内の対策活動に 

長く関与してきた海渡弁護士に補足の報告をお願いすることとしました。共謀 

罪法案については，市民の反対の声によって１３年以上にわたって，廃案と提 

案を繰り返しつつ，成立を阻んできました。法案成立の最大の危機に際して， 

広く市民に呼びかける集会を開催いたしますので，是非，奮ってご参加下さい 

。  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

  

＜転載歓迎＞ 

================================================ 

◆◇JCLU「メディアのいま」◇◆ 

共謀罪と言論・表現の自由 ～放送・新聞・出版の現場から考える～ 

================================================ 

【日時】2017 年 4 月 17 日（月）18：30～20：00（18:00 より受付開始） 

【場所】中央大学駿河台記念館 610教室（千代田区神田駿河台 3－11－5） 

【講師】金平茂紀氏（放送の現場から）ＴＢＳテレビ『報道特集』キャスター 

      小林基秀氏（新聞の現場から）北海道新聞記者 

樋口 聡氏（出版の現場から）編集・ライター （順不同） 

【司会】岩崎貞明氏 メディア総研・専修大学特任教授・JCLU会員  

  

※入場無料・先着順 

  

政府は、オリンピック開催のためにはテロ対策として「共謀罪（テロ等組織犯罪 

準備罪）」の制定が不可欠としています。一方では、これまで３度にわたって国 

会に上程されながら、廃案になった経緯があります。 

すでに同法案に関しては、憲法・刑事法・国際人権法など法の観点から多くの議 

論がなされていますが、もう１つ、重要な観点として「ジャーナリズム（言論報 

道活動）」があります。 

言論・表現活動に携わる者として、共謀罪が取材・報道の自由とどのような影響 

があるのかを改めて確認し、同時に、昨今の《言論萎縮状況》にいかに立ち向か 

っていくかを話し合いたいと思います。 

＊チラシはこちらから↓ 

http://jclu.org/wp-content/uploads/2017/03/20170417media-1.pdf 

  

＜アクセス＞  

[JR] 御茶ノ水駅（聖橋口）徒歩３分/[地下鉄・丸の内線] 御茶ノ水駅 徒歩６ 

分/[地下鉄・千代田線] 新御茶ノ水駅 徒歩３分 
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【主催】 

  公益社団法人自由人権協会（JCLU）   

  〒105-0001 東京都港区愛宕 1-6-7    愛宕山弁護士ヒ?ル 306 

  TEL : 03-3437-5466 URL : www.jclu.org 

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 


