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共謀罪とは、複数の人が一緒になって犯罪を

計画すること自体を独立の罪とするものです。 

このように聞くと、犯罪の計画をするのだか

ら、処罰されても仕方がないのでは、と思うか

もしれません。 

日本の刑法は、犯罪被害の発生や、被害発生

の科学的な危険性を処罰根拠としています。基

本的には、犯罪結果を発生させなければ処罰さ

れませんが、重大な犯罪類型によっては、未遂

や予備を処罰する体系を確立しています。 

既遂、未遂、予備は時間的な問題です。犯罪

結果が発生しているのが既遂、犯罪行為に着手

したが、結果が発生していないのが未遂、犯罪

行為に着手していない準備行為を罰するのが予

備です。何も起きていない段階で、捜査、逮捕、

処罰されるのが予備罪ですから、これを処罰す

るのは、人権保護の観点から、重要な犯罪に限

られているのです。 

さらに、共謀共同正犯という理論で、実際に

犯罪行為を行ってない者でも、計画に加担して

いた場合には、犯罪行為を行ったのと同様に処

罰することが可能であり、組織犯罪についても

この理論で対策を進めてきました。 

例えば、日本の刑法では、殺人罪には予備罪

があり、殺人の準備行為を行えば処罰されます

し、殺人の予備を数人で共謀すれば、予備の実

行犯でなくとも、共謀共同正犯として処罰が可

能なのです。 

それにも関わらず、世界でもっとも治安の良

い国の一つである日本で、共謀罪は必要なので

しょうか。これがなければ、テロは防げないの

でしょうか。政府が共謀罪が必要であると主張

した理由は、以下の３つです。 

まず、国連国際組織犯罪防止条約加盟のため、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

という理由です。 

国連は条約加盟の要件として共謀罪の制定を

要求していませんし、条約締結国のほとんどが

そのような立法を行っていません。アメリカで

さえ、全ての州でこの条約が適用されるわけで

はないのです。そもそもこの条約は、２００１

年の同時多発テロ以前にできた条約ですので、

テロ対策を目的としていないものです。 

そして、「一定の期間存在し、かつ、金銭的利

益その他の物質的利益を直接又は間接に得る」

ことを目的とすると記載されていることからも、

マフィアによる国際的組織犯罪の対策であり、

テロ対策が目的ではないのは明らかです。単独

犯の無差別殺傷事件や自爆テロは、当然この条

約の対象となりません。 

次に、テロ対策のためという理由はどうでし

ょうか。 

通常、法の１条には、その法律を作った目的

が規定されていますが、共謀罪には、１条にテ

ロ対策がありません。上述のように、条約の目

的がテロ対策ではないのですから、法にテロ対

策が目的だと規定できない、つまり共謀罪の目

的はテロ対策ではないのです。 

最後に、２０２０年の東京オリンピック・パ

ラリンピックのため、という理由はどうでしょ

うか。共謀罪の目的がテロ対策ではないとなる

と、これも違います。 

これまで日本は、テロ対策として、国際条約

や安保理決議ができる度に、国内立法を行って

きました。特に、テロ資金提供処罰法は、２０

１４年に大改正され、テロ目的の金銭、物品等

の提供を包括的に処罰対象にしています。また

ドローン規制や危険ドラッグ規制も導入され、

一定の危険性を有するものが出て来た場合に、 

８ 
呉 YWCA は日本国憲法の前文の恒久平和実現のため、         ９条の非武装、不戦の誓いを広げていきたいと思います。 

活動テーマ 
子どもたちがのびのびと、若い

人が個性的に、高齢者が健やか

に、私あなたがいきいきと、現

在、未来を生きるために… 

共謀罪とは？ 
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依田 有樹恵（弁護士 よこがわ法律事務所） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

その都度法律を整備してきたので、テロ目的の

組織的行為について、処罰の間隙はありません。 

また、予備罪や準備罪の類型も諸外国に比べて

多数存在します。 

では、なぜ共謀罪をあれほどまでに強引な方法

で成立させたのでしょうか。 

予備罪と共謀罪の違いは、具体的な危険の有無

です。予備は、犯罪結果発生の具体的危険がない

と取り締まれませんが、共謀罪は、具体的危険が

なくとも、共謀自体で処罰が可能になります。 

しかし、何も具体的な危険が発生していない事

前の計画段階で、共謀罪で摘発するには、どのよ

うな捜査をすることになるでしょうか。 

それは、共謀の疑いを理由とする早期からの捜

査、つまり犯罪の計画を立てそうだと判断した人

物を監視することしかありません。人が集まって

話しているだけで捜査対象となり得ます。実際、

日本の通信傍受制度は２０１６年の改正で範囲が

拡大され、さらに共謀罪にも拡大すると金田法務

大臣は述べました。 

 

しかし、大改正前の２０１５年までの運用にお

いて傍受した１０万２３４２件の通信のうち、８

２％が犯罪とは無関係な通信であったとの報告が

あります。 

さらに実際にテロ事件の通信を傍受することを

考えると、イスラム過激派が使用している言語は

アラビア語、ベンガル語、ウルドゥー語などであ

り、日本の捜査機関が事前に察知できない恐れが

大きいのです。それにも関わらず、共謀罪によっ

て捜査対象を拡大する目的は、広範な監視体制を

開始する以外にないと考えられます。 

あくまでも刑法は、犯罪行為があり、結果が発生

して初めて処罰されるのが基本です。刑罰による

処罰は最大の人権侵害なので、それを正当化でき

る場面を限定するためです。その大原則を崩し、

表現の自由、学問研究の自由、ひいてはビジネス

における計画まで対象になり得るのです。そして、

何を対象とするかを決めるのは、常に捜査機関、

という社会になってしまうのです。 

夏のまるしぇ 開催しました         

 

 

 7 月 8 日（土）呉 YWCA において「夏のまるしぇは縁日だい♪」が開催されました。 

 サンドブラストや夏のストールのワークショップをはじめ、クラフトバック、革細工など女性

作家のハンドメイド作品、地球ネットくれんど、地球っ子くらぶ・善隣館 OB、呉 YWCA のリサイ

クルコーナーがありました。それと共に、輪投げ、くじびき、スーパーボールすくい、流しそう

めん、かき氷など、子供縁日は小中学生のボランティアが店主 

になって、子供の声いっぱいのまるしぇになりました。 

 また、ライアー、サックスホン、リコーダー、ピアノ、手話を 

交えたほのぼのミニコンサートが開催されました。 

今年度はこれからも、9 月のりあんまるしぇ、11 月のクリスマス 

まるしぇ、2 月のバレンタインまるしぇと予定が満載です。 

 ぜひ皆様声を掛け合って 

呉 YWCA にお越しください。 

縁日コーナー 販売コーナー そうめん流し 

 筒本ゆかり（呉 YWCA を支える会） 



「三市（松山・広島・呉）YWCA会員の集い」7月 1日（土）プログラム報告 

        フィールドワーク [過去・現在・未来] 
木村 浩子（呉 YWCA We love 9条） 

今回は、「海軍工廠大浦崎分工場」と「歴史が見える丘公園」を設定しました。「荒れ野の４０年」

というドイツ敗戦４０年のヴァイツゼッカー大統領の追悼演説の中の、「・・・過去に目を閉じる

ものは結局のところ現在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻もうとしない者は、またそ

うした危険に陥りやすいのです。・・・」の部分を体感したいために組みました。実際に過去を目

で見、耳で聞き、感じながら現在の状況を見据えて考える機会にしたかったのです。 

参加者の方たちと地下工場跡に入り一刻を過ごしてから歴史の見える丘公園から見る風景は、タ

イムスリップをしたようでした。呉の海軍工廠で戦艦が作られた様子をイメージしながら現在の海

上自衛隊呉基地の異常な増強ぶりを見ると大変な危機感がありました。 

艦船の大型化、大型艦船が同時に停泊できる桟橋の拡張等々。この日、ほとんどの潜水艦、護衛

艦は呉湾にいませんでした。「いない、ということは戦争の練習をしているか、実際にどこかに行

っているということになるかもしれませんね」と話しますと「そういう風な見方もあるんですね」

と言われました。向かいに江田島の秋月弾薬庫を見、その周りに米軍のみならず海上自衛隊の施設、

中国化薬などがあること、３０数㎞を隔てて岩国基地があり、そこも滑走路が拡張されて大型空母

が着岸できる桟橋があること、岩国は沖縄の嘉手納をしのぐ基地に、呉も今や日本でもトップクラ

スの軍事基地になったこと等を話し、これから更に艦載機の発着訓練等増える可能性があることを

話していると「こんなに呉に艦船がいて、こんなにもすぐにでも戦争ができる状態になっているな

んて知らなかった」と言われました。 

大変厳しい状況になっているけれども、今日まで日本が積極的な戦争参加をしないで自衛隊員の

命が守られてきているのは憲法９条の存在が大きいこと、 

その「９条と日米安保条約のせめぎ合いが７０年続きなが 

らの現在がある」ことは参加者の多くの人の同意が得られ 

ました。今回のフイールドワークついてはピースリンク広 

島・呉・岩国の多大な協力を得て、実現できたことを感謝 

したいと思います。 



  

   弓場 美香(呉 YWCA 会員) 

梅雨明け初日に二河グラウンド周辺で行われたこ

のプログラムは、毎日息子となにげなく歩く道端に

生えた野草の採取から始まりました。講師の神原さ

んから教えていただく野草たちはよく見かけるもの

ばかり。いわゆる「雑草」ですが、それらに秘めら

れた薬効は、痛みを和らげる、血の巡りをよくする、

むくみをとる、抗菌・抗ウイルス作用、異常な細胞

を正常に治す等々、終始「へぇ～」という言葉が飛

び交いました。 

私は 20年ほど前から眼疾患を患い、西洋医学では

治療法がないため様々な代替療法を試み、自らも鍼

灸を学び治療家の道を選びました。その中で気づか

されたことは「人任せ」ではダメだということでし

た。自分の体の声を自分で聴くこと！そこから誰も

が本来持っている「治す力」が発揮されると考える

ようになりました。 

そして今回のような身近にある自然の恵み「野草

＝薬草」に目を向けることは、体の力を発揮するの

にとても大きな手助けになると思い、大変興味深く

参加させていただきました。 

この薬草たち、ひと月程干した後お茶にしていた

だきます。単味でそのものを味わったり、ブレンド

してみたり。私の体が一番喜ぶのはどんなお茶なの

かとても楽しみです。 

いつもとちょっと視点を変えるだけでこんなに

も新たな世界が拡がり、心もほっこりやさしくなれ

る。豊かなくらしってこういうところからだったの

ですね。 

今回参加するに当たり、会員の方が率先して託児

を担ってくださったお蔭で、集中して薬草を学ぶこ

とができましたことを心より感謝いたします。 

野原はくすりばこ （7月 19日） 



    お料理メモ 

     

   材料 （1人分） 

Ａ（豚ミンチ50g 玉ねぎ80g 塩1g コショウ少々 でんぷん10g  

しょうが 0.5g）Ｂ(小麦粉 6g でんぷん 6g）にんじん 5g  

きゃべつ 40g 

①玉ねぎをみじん切りにする 

②玉ねぎに塩をして布袋に入れて絞る 

③Ａをボールに入れて混ぜ、丸めてＢの中に転がす 

④下に野菜を敷いて蒸す 

⑤酢醤油で食べる。辛子は好みでどうぞ   レシピ紹介 松藤比沙子（呉 YWCA会員・栄養士） 

 

 

 

 

     

     

  

  

  

   

    

       

 

 

 

 

 

 
【委員会報告】 
 広報委員会    6月 14日  6月 22日  6月 30日  7月 20日 
 会館維持委員会  6月 22日 
【月次会報告】  
6 月月次会 6月 13日（火） 13：30～15：30 呉 YWCA会議室 

１、確認・報告事項 １）前回議事録の確認 ２）報告事項 ➀事務局報告 会計報告 評議委員会報
告 会計処理及び監査について ②委員会・グループ報告 （1）広報委員会 6月広報発送 6月 2日（金）
13:30～ 第 2回広報委員会 6月 14日（水）13:30～ （2）会館維持委員会 第 2回委員会 5月 25日（木）
12：00～ 川掃除振り返り 防災訓練について （3）人事委員会 給与の見直し （4）プログラム企画委
員会 夕涼みパーティーについて （5）呉 YWCA を支える会 夏のまるしぇについて ２、議事 1）会員
集会について 2）3 市 YWCA の集いについて 3）2017 年度予算書について 4）日本 YWCA からの「リフレ
ッシュサポート」依頼について 5）幹事の処遇について  6）その他・会館関係・他団体 広島 YWCA か
らの寄付について とびきり夏祭りについて  
7 月月次会 7月 10日（月） 13：00～15：00 呉 YWCA会議室 

１、確認・報告事項 １）前回議事録の確認 ２）報告事項 ➀事務局報告 5月分会計報告 3市 YWCA
会計報告 「リフレッシュサポート」要望書賛同について報告 ②委員会・グループ報告 （1）広報委員
会 編集会議 6月 22日（木）15:30～ 7月広報発送 6月 30日（金）12:30～ 8月号編集会議 7月 20
日（木）15:30～ （2）会館維持委員会 第 3 回委員会 6 月 22 日（木）12：00～ 防災訓練反省 消防
署報告書提出 会館清掃について （3）呉 YWCA を支える会 夏のまるしぇについて ２、議事 1）夕涼
みパーティーについて 2）とびきり夏祭りについて 3）「ひろしまを考える旅 2017」について 4）日本
YWCA からの依頼（ヒバクシャ国際署名）について 5）野原はくすりばこ！について  6）その他・会館
関係・他団体 建物保存募金のための募金箱の設置 たてものがたりフェスタ参加について 夏季休館 日
本山妙法寺来館予定 
 

ご協力ありがとうございます。呉 YWCA の活動の為
に大切に使わせて頂きます。 

（敬称略 ６月末まで） 
賛助費 

梶岡静子 住吉百合子 

土屋宏子 平原富美子 

金谷千史 大久保邦子 

長坂知春 松村治子 

新田和子 黒星恵美子 

谷本和生 新井静子 

伊佐雅美 佐藤待子 

未来をひらく募金 

中峠由里 永冨彌古 

呉 YWCAを支える会 

広島 YWCA 松村治子 

神保美都子 野間頼子 

筒本ゆかり 

建物修繕なかなか遺産募金 

中村和美 長尾眞理子 石崎淳子 

 家頭昌子 筒本ゆかり 梶本直子 

山田美恵子 野間頼子 

3 市 YWCA ご報告 

7月1日（土）松山・広島・呉の3市YWCAの集

いが開催されました。 

松山YWCAから6名、広島YWCAから9名、 

呉YWCAから10名、大竹市から1名（一般）が参

加されました。 

 午前中は見学会、午後はホールで意見交換

を行い、充実した1日となりました。 

これから毎年各地域YWCAを巡りながら学び

を重ねていきたいと思います。来年は松山Ｙ

ＷＣＡで開催となりますのでご参加よろしく

お願いします。 

夏季休館のお知らせ 

8 月 11 日（金）から 16 日（水）まで、お盆

のため事務所をお休みとさせていただきま

す。ご協力のほどよろしくお願いします。 

「皮なししゅうまい」 



２０１7年
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　　　9月9日りあんまるしぇを開催します♪楽しみにお待ちください

おもてなし英会話プラス

木
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22

プライベート英会話

ヨガ講座Ｂ

子ども英会話

ヨガプラスワン

呉YWCA保存資料

を読む会

2

26

14

土

聖書を読む会

夏休み子どもヨガ

子ども英会話

コーラス・シャローム

24

書道教室

おもてなし英会話

子ども英会話

プライベート英会話

おもてなし英会話

ヨガプラスワン

夏休み自由研究

 

プライベート英会話

日 月

27 28 29 30

火 水

20 21

金

30 31 1 2

書道教室

13

夏期休館

1

広報委員会

12

月次会 音訳グループ

4 5

31

16 17 18 19

ヨガ講座Ａ

フリースペース夕食会

6 7 8

夏休み工作教室

夏の星空

プライベート英会話

書道教室

おもてなし英会話プラス プライベート英会話

日本山妙法寺　泊

3

コーラス・シャローム

子ども英会話

ヨガ講座Ｂ

音訳グループ

ヨガ講座Ａ

25

子ども英会話

コーラス・シャローム

11

プライベート英会話

コーラス・シャローム

9 10

会館維持委員会

23

芸大美大コース夏期講習会15：00－21：00（日曜・休館日休み）
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