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大垣警察市民監視事件
共謀罪の先取り

大垣市と神戸町の革新懇（平和・民主・

４月２２日「もの言う自由を守る会」

革新をめざす会）は２３日、「共謀罪」

総会が開かれました。（参加者１３０名）

廃案にむけての宣伝行動を行いました。

記念講演で山田弁護士は、大垣警察市

宣伝カー９台２５人が参加しました。
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よる市民監視行為を合法化し、警察権力
に大きな武器を与える物だ」と話されま
した。

国会答弁で警察の日常業務

今闘うときだ

大垣警察市民監視事件の国会答弁では、

第二次安倍内閣は、これまでに①特定

民監視事件の二つの留意点として、①風 「管内における…各種事業…風力発電事 秘密保護法②通信傍受法の強化③集団自

大垣革新懇長谷川金重代表は

力発電所建設勉強会があって突然始めた 業…とか道路工事の事業とか様々な事業 衛権に関する閣議決定④戦争法―と成立

「『共謀罪』はテロ対策ではなく、あく

わけではなく、警察は３０年前から情報 …必要に応じて関係事業者と意見交換を させてきました。自民党改憲草案では

まで安倍政権の暴走政治に反対する市民

収集していた点②情報収集業務は、過去 行っております。そういうことが通常行っ 「公益及び公の秩序」という表現により、

や団体を監視するのが狙いであり、絶対

には治安警察が当たっていた点について ている警察の業務一環だということでご 基本的人権をより制限することが可能に

阻止しなければならない」
と挨拶されました。

挨拶する長谷川大垣革新懇代表

その説明、ほんとうに？共謀罪 ３つの疑問点
①「国民の内心は犯しません」 ②「テロ対策のために必要」
日本のの法律(刑法)では、ケガをさせら

触れ、「共謀罪」法案が成立すると、 ざいます」と警察業務の一環と答えてい なるかもしれません。山田弁護士は、
「これまで以上に情報収集が長期的に継 ます。
続して、日常的に行われ、かつそれが合
法化される」
と警鐘を鳴らしました。

「権力による国民支配の手口は『分断、

山田弁護士は、「従来の刑事事件は、 包摂、孤立、弾圧』です。憲法によって
すでに起きた犯罪を処罰対象とするのが 基本的人権や自由が守られているうちに
基本原則ありますが、共謀罪は、警察に 闘おう」と呼び掛けられました

政府は「テロ対策」といいますが、出さ

れたり、お金を盗まれたり、犯罪の被害 れた法案の目的には「テロ対策」とは書
かれていません。「テロがおきるぞ」と
が生じた場合に処罰するのが原則です。
それは、犯罪が起きていないのに「危
険だ」として処罰しようとすると、その

トヨ子 ＆とし やの ４月活 動日誌
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国民を脅かして、「テロ対策のため」と
だましているのです。

２日 ハツラツ市

人の考え・内心を罰することになりかね

③「一般人には関係ありません」

９日 市議補選告示

ないからです。戦前の治安維持法は、

安倍首相は「組織的犯罪 集団が対象で、

12日 興文地区演説会

「戦争反対」と思ったり、天皇を仰がな
い宗教を信仰するだけで罰せられるため、
国民は恐ろしく自由にものが言えなくな
りました。

一般の人は関係ない」と言っています。

16日 投票日

しかし、、警察が「あいつらは犯罪を狙

17日 生活相談

う集団だ」と判断すれば、監視や尾行等

19日 相談及び現地視察

をされてしまうのです。「一般人」かど

20日 興文地区センター運営委員会

うか、判断するのは、国民ではなく警察
官なのです。

講演する山田弁護士

22日 もの言う自由を守る会総会

中田としや

１日 功労者表彰式典
２日 ハツラツ市、春の芭蕉市
どろんこ桜祭り
３日 地域交通研究会
６日 フットサル
８日 江東地区社協評議員総会
15日 ようこそ先輩
18日 大垣ガス訪問、管延伸工事説明
24日 都市計画審議会、
議会だより編集委員会
25日 県ひきこもり支援センター訪問
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大垣市議補補選 はんざわ多美 健闘
大垣市長選挙は無投票 現職５選

１６日投開票の大垣市議会議員
補欠選挙にて、はんざわ多美（大
垣の未来をつくる会推薦）は健闘
しましたが届かず、当選はなりま
せんでした。
多くの方に応援を頂きありがと
うございました。
なお、同時開催の市長選挙は無
投票に終わり、現職市長が５選を
果たしました。

５月２１日(日)午後２時 岐阜市文化センター

【大垣市議会議員補欠選挙結果】

※大垣からバスが出ます。
バスコースの詳細は７８－６８８５までお問い合わせ下さい

１ ちかざわ正 １３，５１６票
２ はんざわ多美 ９，１０８票
当日有権者数 １３万
３９人
投票者数
２万３１９３人
投票率
１７．８４％
うち期日前投票数 ６，９２９人
（期日前投票率 ５．３％）

２１号線河間交差点付近にて、朝の手振り活動

日本共産党演説会
弁士 衆議院議員 笠井 亮

ガンバロー三唱をする中田議員

補欠選挙の結果について
今回の補欠選挙について、共産
党会派は、この間の住民投票運動
や育休退園廃止運動等で求めてき
た、「市民の意思をより直接的に
反映させる市政」を目指し、市民
共同ではんざわ候補を立てて闘い
ました。
結果は低投票率で自民党の組織
動員がある中、９，１０８票を得
て健闘しました。
そして市民が「福祉、介護のま
ちづくり」「真の子育て日本一」
の大垣市政を求めていることを示
しました。
この市民の願いを実現するため、
共産党市議団は議会活動をはじめ
とし、２年後の市議会議員選挙も
全力を挙げてがんばります。
日本共産党大垣市議団
笹田 トヨ子 中田 としや

トヨ子＆ とし やの ４月生活 相談４
笹田トヨ子
・生活保護申請同行援助
・１人暮らし高齢者の
なんでも相談
・視覚障害者にとっての
危険箇所現地調査
・自治会未加入者の
ごみシールの配布について
・大垣市育英資金申込時の
保証人探し
・自治体の学習支援助成制度

中田としや
・就労継続支援事業所の工賃か
ら利用料を除くと手元にほと
んど残らない。利用料の補助
制度を検討してほしい
・フットサルコートを民間でレ
ンタルしようとすると１時間
あたり１人１０００円以上と
高額に。公共施設も活用でき
るようにしてほしい
・高齢者配食サービスが１日１
食、１業者のみ。複数業者に
して選択できるようにしてほ
しい
・若者の転職支援策を充実して
ほしい。市内企業で面接受け
る際の交通費補助等

