
 

一般の人も対象となる共謀罪は許さない！  
話し合っただけで処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案が衆議院で強行採決されようとし

ています。民進党愛知3区総支部長 近藤昭一 衆議院議員は、自由な市民社会を守るために日夜奮闘しています。今

国会で審議されている課題について語ってもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、昨年、岐阜県で起こった市民活動への監視や、参院選挙での労働組合事務所への監視活動でも明らかで

す。政権に反対する声を危険なものとレッテル貼り、萎縮させるということです。教育勅語礼賛や、度を超

えた教科書検定を進め、さらには特定秘密保護法で国民の知る権利を制限し、今度は共謀罪法で、国民の声

を抑圧する安倍政権の暴走にストップをかけなければなりません。                                    
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拝啓 いつも、会報を読んでいただきありがとう

ございます。「共謀罪」法案は、一般の人をも対

象とし、個人の尊厳を守る現在の社会をとんでも

ない監視社会にしてしまうものです。与党は予定

されていた法案審議の順序を強行変更し、多くの

人が期待していた性犯罪を厳罰化する刑法改正

を後回しにし、4 月 14 日に審議入りを強行しま

した。所管官庁法務省のトップである金田法務大

臣は答弁を避け、代弁する官僚も答弁がぶれ続け

ています。あらゆる面で過去にもないやり方で

す。もちろん、法案そのものが大問題で、300 以

上と言われる罪に関して共謀を問うということ

は、国民の皆さんのあらゆる行動を共謀のみで処

罰の対象とするということです。例えば、国会で

山尾志桜里議員がただしたように、懲役 4 年以上

の罰則規定がある森林法に関連して、キノコ採り

でさえ共謀罪に問われるのです。ここまで幅広い

行動を対象としているのは、隠された意図がある

からでしょう。実行していないことを処罰するこ

とには、多くの問題をはらんでいます。国会でも

法務副大臣は、範囲は広くないが、一般の人も対

象になると答弁しました。対象となるということ

は、内偵のため、盗聴、尾行、監視を行うという

ことです。そうしたことが恣意的に行われること 

近藤昭一 プロフィール 
1958年、名古屋出身。千種高校、上智大学卒。中日

新聞社を経て、96年衆議院議員初当選。以後7期連続

当選。衆議院外務委員会筆頭理事、総務委員長、環

境副大臣等を歴任。現在、党副代表、党沖縄協議会

事務局長、立憲フォーラム代表、原発ゼロの会共同

代表、交運労協政策推進議員懇談会会長、沖縄等米

軍基地問題議員懇談会会長、北方領土返還要求愛知

実行委員会代表等。 
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原発事故の処理費用を国民に押しつけるな！ 

 

んなことはないと否定しました。しかし、省令で行っている以上、なんとでも出来ます。これほどとんでもな

い負担を国民に強いながら、政府は、未だに原発による電力は高いと認めず、さらに原子力を推進し、核保有

国でありながら、NPT(核拡散防止条約)に加盟していないインドに対し、使用済み核燃料の再処理さえ認める

内容の原子力協定を認め、原発を輸出しようとしています。 

国際社会では、被曝国である日本が、なぜ国連の核兵器禁止条約の交渉に積極的に関わらず、原発輸出に前

のめりになるのかと強い批判が出ています。民進党は、もちろん、日印原子力協定に反対します。原発ゼロの

会は引き続き、しっかりと行動して参ります。 

 

オープンセミナー「共謀罪って何？」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民を対象とする共謀罪は廃案！ 
現在審議中の「テロ等組織犯罪準備罪＝共謀罪」について、連

日反対集会に参加して廃案を訴えています。本法案はこれまでの

日本の刑事法の原則を変えるものであり、権力側が恣意的に使う

ことによって市民活動を萎縮させ、押さえつけるものです。立憲

主義、民主主義を全くないがしろにする安倍政権の暴走を止めな

ければなりません。 

原発ゼロの会では、繰り返し、福島原発事故による賠償、

廃炉、除染の費用を新電力をも含む電気の託送料金に 40 年

間上乗せするのはおかしいと訴えてきました。しかも、それ

が国会議論もなく、閉ざされた会議によって決められ、法律

ではなく省令で決められたのは本当に問題です。さらに、当

初の予測を超えた総費用は約 21 兆円と言われていますが、

これは更に膨らみ 50～70 兆円になると日本経済研究センタ

ーは試算しています。先日、ゼロの会の主催する「国会エネ

ルギー調査会」(準備会) で、資源エネルギー庁の担当者に、

さらに国民負担は増えるのではないか、と糺したところ、そ 

 

昨年 12月 7日、原発ゼロの会記者会見にて 

5 月 13 日党愛知 3 区総支部(近藤昭一総支部長)は共謀罪

（組織犯罪処罰法改正案）に関しての公開勉強会を開催

しました。同法案に危機感を募らせておられる方は多く、

大勢の皆さんが参加されました。近藤議員から国会での

政府与党の横暴な国会運営。金田法務大臣だけでなく、

担当の刑事局長さえ答弁に窮する状況を報告しました。

矛盾に満ちた法案ゆえです。その後、内河惠一弁護士に、 

共謀罪とは何かを刑法理論から「共謀」の定義を明確にし、問題点を明らかにしていただきました。日本

の刑法は「実行された時」に犯罪容疑として捜査に入ることを根本としています。そこにはかつての治安

維持法への反省、冤罪防止の側面もあります。しかし、今回の「共謀罪」法案は実行行為がなくても「計

画」と結びつけられた時、「準備行為」として捜査対象になり、すべての人が対象となり、その判断は恣意

的となり得るのです。と解説していただきました。質疑、意見交換では、「私たちは、このたいへん危険極

まりない法案の成立を力を合わせて阻止しなければならない。」と意見が出されました。 
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沖縄県民の民意尊重と、基地の押し付け撤回を求めて 

 
 

学校図書館のさらなる充実を！ 

3 月 9 日、「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 1,212,281 筆の提出集会が開

かれ、党代表として挨拶しました。これ以上沖縄の民意

に反する負担増は許されません。安倍政権は沖縄の民意

を無視し強権的に辺野古新基地建設工事に着工していま

す。また、4 月 5 日、今国会 2 回目の沖縄等米軍基地問題

議員懇談会総会を開催。新たに政策調整監に就任した吉

田勝廣元県議と池田竹州基地統括監にお越しいただき、

先の翁長雄志知事の辺野古新基地建設に伴う埋め立て承

認「撤回」言及に関する報告と意見交換を行いました。 

 

 

 

政官接触の記録保存と適切な対応を！ 

4月 9日、衆議院総務委員会で一般質問に立ちました。現在衆議院の定

数改定を受けて選挙区の区割り変更が進められていますが、議員を含むさ

まざまな関係者が、政府に「要望」や「問い合わせ」を行っています。森

友事件を踏まえて、政府は記録を取っているのかと聞きましたが、「現在

のところ記録は取っていない」旨の答弁でした。森友事件の根っこが見え

る気がします。また、女性消防職員に対するハラスメント行為への対応策

と救急車の不足問題についても政府を糾しました。 

総務委員会で地方自治と保育を問う ! 
3月 7日、衆議院総務委員会で質問に立ちました。辺野古新基地建設に関

する国と沖縄県との協議について、国の対応は地方自治の原則を否定するも

のではないかと追及、国と地方の対等性を問いただしました。次いで、保育

所に勤務する職員の処遇改善が行われることについて、公立保育所の職員に

も適用されるのか、地方交付税による担保はなされているのか確認しまし

た。また同月 21 日には、NHK 予算案の審議が行われ、受信料問題を取り上

げ、現行法下でもテレビ受信機能付きの携帯電話にも受信契約義務が発生す

るという総務省のスタンスを糾しました。 

 

3 月 20 日、学校図書館フェスティバル（ウインクあいち）に

参加しました。昨年 9 月に山形県鶴岡市朝陽第一小学校図書館

を視察しましたが、企画された学校図書館総合研究所が主催者

で、視察先の司書教諭の方を講師に迎え、充実した内容でした。

学校図書館は民主主義の学校だと思います。生徒自身で調査し

考える力を養うため、支援体制をしっかりと作らなくてはなり

ません。そのために、一般の図書館はもちろん、学校図書館に

きちんと司書(教諭)を配置しなければなりませんが、 

ません。そのため、一般の図書館はもちろん、学校図書館に司書(教諭)を配置しなければなりませんが、名古屋

市はまだまだです。先の市長選挙では、「税」がひとつのテーマでした。私は、お金持ちのための偏った減税で

はなく、行政サービスを充実させるため税は必要財源であり、特に未来を支える子どもに使われるべきと考えま

す。国の教科書検定のおかしさ、教育における首長の発言力強化など、学問の自由と民主性が脅かされています。 
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ります。私もかつて中国に留学しましたが、お互いに顔を会わせて交流することは本当に重要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の人の顔が見える政治を！ 
月曜日から金曜日まで国会で活動し、週末には、地元の様々な行事

に顔を出します。3月11日、東日本大震災と東電福島原発事故から6年

でした。午前中に緑区での関連行事に参加し、地震が発生した時刻に

は、3.11 原発ゼロNAGOYA ACTION(栄もちの木広場)で、黙祷を捧げま

した（写真上）。あらためて犠牲になられた方々に哀悼を表しますと

ともに、被災者の皆さんにお見舞い申し上げます。私たちは災害を忘

れてはなりません。それを教訓としなければなりません。しかし、反

省され活かされず、自主避難者への支援打ちきり、原発政策の推進等、

政権与党は真逆の方向です。また3月19日には、笑顔輝くまちづくり 

みどり多文化交流会におじゃましました（写真下）。名古屋市内にも

多くの外国からの方々が住んでみえます。折り紙やけん玉遊びなどを

通して交流し、防災紹介や健康のチェックコーナーなどで生活上の不

安を軽減します。文化が違うと小さなことで誤解が発生することがあ

ります。 

こ ん ち ゃ ん サ ポ ー タ ー 

倶 楽 部 会 員 大 募 集 中 ！ 
こんちゃんサポーターへのご参加をよろしく

お願いいたします。年会費3,000円で、会報や  

近藤昭一事務所が主催するイベント等のご案内

をお届けします。問い合わせ・申し込みは近藤事

務所まで。 

 

衆議院議員 近藤昭一事務所 

名古屋市天白区植田西3-1207 

TEL: 052-808-1181 FAX: 052-800-2371 

Email: konchan@kon-chan.jp 
法律相談受付中！詳細は近藤昭一事務所まで！ 

 

 働く人たちの目線に立った政治に努めます！ 

連合愛知「第88回愛知県中央メーデ 

ー」が4月22日開催され、各労働組合 

の組合員の皆さんやご家族の皆さん 

2800名が参加されました。近藤昭一 

は働く人の目線に立った政治に努め、 

世界中の働く人たちと連帯します。 

 

 

国政報告会を緑区・天白区・昭和区の

３会場で開催しました。近藤昭一衆議院

議員は、森友問題、天皇の退位、共謀罪

等の報告を行い、多くの方から質問や励

ましの声をいただきました。 

 

 

 2017こんちゃんのサマーパーティー 

◇6月04日(日)16時～18時 昭和区・天白区の方中心 

◇6月11日(日)16時～18時 緑区の方中心 

場所：両日とも「栄ど真ん中ビアガーデン」 

会費：大人3800円 小・中学生1500円  

要申込・会費 

詳細は近藤事務所までお問い合わせください。 

 

   映画「スノーデン」上映会 
 スノーデンとは英雄か裏切り者か、オリバー・ 

 ストン監督が描く世界を揺るがした衝撃の実話。 

 「共謀罪」の恐ろしさがよくわかります。 

 日時：7月28日(金) 18：30～  上映135分 

 会場：昭和文化小劇場 

    地下鉄鶴舞線「川名駅」そば 

 会費：大人1000円 （前売り900円） 

    学生0500円 

 お申込・お問合せは、 

近藤昭一事務所「名古屋映画上映実行委員会」まで 




