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コロナに負けない創意と工夫をこらして
コロナとの関係で憲法考える

白書が「自衛力に異論ない」を削除

【静岡県菊川市／菊川市憲法９条の会】

20 年版防衛白書は「憲法と自衛権」の項

7 月 19 日、菊川市憲法 9 条の会は、
「新型

で、「恒久の平和は、日本国民の念願」と

コロナとわたしたちのくらし」をテーマに、

して「この理想を掲げる日本国憲法は、第

小笠原里夏弁護士を迎えて、初めての憲法

９条に戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の

カフェを開催しました。カフェには 49 人の

否認に関する規定を置いている」ことを紹

参加があり、半数が女性でした。

介しています。しかし続けて、この規定は、

開会にあたり、主催者から「新型コロナ

「国家固有の自衛権」を否定するものでは

対策として、施設利用のあと主催者に参加

なく、それは「憲法上認められている」と

者名簿を提出させていることについて、お

述べています。この説明は 82 年版白書に

かしいのではないかと先日市に申し入れを

登場していらいほとんど変わりませんが、

し、名簿の提出は不要となった」と報告を

後半の「自衛権」については、当初あった

かねたあいさつがありました。

「異論なく認められている」がいつのまに

政府の新型コロナ対策をめぐっては次々

か削除されています。自衛隊の実態はこの

と発言があり、
「なぜ一生懸命頑張っている

間大きく変化しているからでしょうか。

病院が赤字でボーナスも出ないのか」
「財政

憲法学者の杉原泰雄さんは、国民主権の

赤字が拡大しているが将来が心配。ハイパ

原則にたつ立憲主義のもとで「憲法による

ーインフレにならないか」
「学校が突然休校

明示的な授権がないのに、自衛隊という名

になり、子どもたちにも先生にもしわよせ

の軍隊をもち、それを海外に派遣し、集団

がいっている」
「感染の拡大で首都圏の子や

的自衛権の行使も認められるとすること

孫が来られずにおたがいに寂しい思いをし

は、立憲主義に反する『専制政治』」（『憲

ている」
「ＰＣＲ検査が日本ではなぜすすま

法と資本主義』
）と厳しく批判しています。

ないのか」など、新型コロナウィルスに対
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する政府や行政の対応に、日頃参加者が感

ール沖縄』が勝っている。選挙でも、あき

じている疑問・不安・怒りが次々と出され

らめずにたたかうことが必要」などの発言

ました。

がありました。

最後に小笠原弁護士が「政府は未曾有の

憲法カフェは、新型コロナの影響で２ヵ

国難で仕方ないと言うが、市民同士が話し

月間、開催を休止していましたが、６月か

合えば解決策は出てくる。自分たちで話し

ら「３密」を避けるなどの工夫をして再開。

合う民主主義が大切だ。安倍首相は憲法に

事務局の大野良夫さんは「憲法カフェは誰

緊急事態条項を盛り込み、緊急時に憲法の

でも参加でき、批判はせずにお互いの意見

効力を一時的に停止して総理大臣に自由で

を尊重しあうことを心がけています。コロ

強力な権限を与えようとしている。今回の

ナに乗じた改憲を許さず、少しでも多くの

コロナ禍の最中に政府は検察庁法改正案を

人に憲法に興味を持ってもらえるよう、こ

通そうとして世論がやめさせた。緊急事態

れからも続けたい」と語っています。

条項が入ればこうした追及はできず、市民

戦争法廃止求め全国で 19 日行動

の様々なことが禁止され罰則の対象になっ
てしまう」とコメントしました。

【奈良県生駒市／生駒九条の会】 いっ
こうに衰えを見せぬコロナ禍のなか、「憲

少しでも多くの人に憲法への関心を

法改悪反対・９条まもれ」、「核兵器のな

【埼玉県朝霞市／憲法カフェ実行委員

い世界を」、「アベ政治を許さない」のス

会】 「第 44 回憲法カフェ」が７月２８日、

タンディング宣伝を 19 日におこないました。

朝霞市で開かれました。主催は実行委員会

特に直前の案内がなくても「３日、９日、
19 日行動」は生駒でも定着したようで、今

で毎月開いています。

日も 24 名もの人が生駒駅コンコースいっぱ

参加者は、沖縄の米海兵隊の訓練をテー
マにしたＤＶＤを視聴し、５つのグループ

いに横断幕とプラカードを掲げて宣伝を行

に分かれて交流。
「沖縄には米軍関係者がど

いました。「３密」を避けるために署名板

んどん入ってきて、多くの新型コロナウィ

を持っての訴えはせず、中央に署名用の机

ルス感染者を出し、隔離施設として民間の

を設置しました。それでも足を止め進んで

ホテルまで使っていた。日本は本当に独立

机まで来られ署名をしてくれる人が８名も

国なのか」「辺野古に新基地をつくろうと、

いました。やはり、コロナ対策のデタラメ

むだなお金を使い続けるなんて許せない」

さや森友公文書改ざんで自殺した赤木さん

など意見を出し合いました。

の訴えに一顧だにしない態度、国政の私物

交流後、それぞれのグループの代表が出

化の検察庁法改正案、河井夫妻の選挙違反

された意見を発表し、
「米軍が好き勝手にや

逮捕と首相疑惑などすべてが、もう「アベ

っているのは、日米安保条約があるから。

政治を許さない」に集約されています。

安保条約はどちらかの国がやめると言えば

やっただけのことはあった 19 日行動

破棄できる」
「沖縄では、いつも選挙で『オ
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【奈良県広陵町／広陵９条の会】 新型コ

民の不安と混乱をもたらす」「安倍内閣を

ロナ感染が全国的に拡大し、不安が広がっ

退陣に追い込み、年金が下り続けるマクロ

ている中ですが、広陵９条の会は、事前に

経済を廃止しよう」「沖縄の米軍新基地建

世話人会で協議した上で、全員がマスクを

設を中止して（お金は）コロナ対策に使う

着用、行動前に手のアルコール消毒をする

べきだ」と訴えました。

などコロナ対策をした上で、19 日に実施す

集会は「自己責任ではなく、政治が責任

ることとし、今日、エコマミ２階通路でマ

を負う社会をめざして、安倍政権に変わる

イク宣伝、ビラ配布、改憲発議に反対する

野党連合政権をつくろう」との集会宣言を

全国緊急署名を行いました。こういう中で

採択しました。

すが 11 人が参加しました。

感染症とのたたかいの歴史に学び

新たな手書きの「アピールボード」も５
枚増えました。こちらも買い物客や通行人

【長野県安曇野市／平和憲法を活かす安

にあまり接近しないように気をつけました

曇野の会】 19 日、平和憲法を活（い）か

が、相手の方も少し引いているような感じ

す安曇野の会の呼びかけで「憲法改悪許さ

がありました。それでもビラの受け取りが

ない、安倍政権を終わらせる」と訴える毎

63 枚、署名が６筆集まりました。やっただ

月定例のスタンディングが行われました。
前日の 18 日、初めて新型コロナウウィル

けのことはあったと思います。暑いまっ盛
りですが、8 月も実施を計画しています。

スの感染者が確認された安曇野市。リレー
トークで「安曇野の会」の松沢好哲共同代

政治が責任を負う社会をめざす

表は「人類は、感染症とのたたかいを乗り

【愛知県岡崎市／戦争法廃止岡崎実行委

越えて新しい歴史、社会をつくってきた」

員会】 19 日、戦争法廃止岡崎実行委員会

などと発言。地方自治体の役割を規定した

が「安倍内閣の改憲を許さず、退陣を求め

憲法第８章の値打ちを強調しました。

る岡崎市民集会」を開き、市民ら 55 人が参

スタンディングは、５年前の安保法制可

加しました。野党国会議員に参加を呼びか

決を受けて毎月 19 日に実施し、今回で 59

け、日本共産党の本村伸子衆院議員が参加、

回目を迎えました。

無所属の重徳和彦衆院議員がメッセージを

平和テーマの俳句

寄せました。
実行委員長の室穂高弁護士は「安倍首相

入選作発表

【大分県／俳人九条の会･大分】

憲法、

は『自民党総裁の任期中に憲法改正をなし

戦争、平和をテーマに県内外の投句を呼び

とげたい』と執念をもやしている。運動を

かけていた俳人九条の会・大分は 23 日、第

広げ、改憲を阻止しよう」と訴えました。

14 回平和・九条俳句大会を大分市で開き、

市民がリレートークし、「旅行は平和で

入選作を発表しました。

安全でないと楽しめない。コロナ感染が再

入選は「人がみな右向く怖さ敗戦忌」（大

び増える中、『ＧＯ ＴO トラベル』は国

会賞）や、「爆心地子は陽炎となりて立つ」
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「同じ日の位牌が四つ長崎忌」など 12 句。

けを追求し、暮らしを後回しにする政治の

東日本を含めこれまで最高の 459 句（137

転換につながればと思っています。それを

人）の投句がありました。

求める勢力が私を後押ししてくれた」と述

合評会で会呼びかけ人の万葉太郎代表は、 べ、支後者に「運動さらに

共闘発展させ

若い母親が小学生の子と「幼き手指折り数

次へ」と述べました、７月９日の会交流会

えて平和の旬」とうたうなど初参加が目立

でも「さあ次へ」の確信を待ちました。

ったと紹介。

都知事選挙で、衆議院の小選挙区ごとに

「安倍政治やコロナ危機の反映か、どの

市民と野党の共闘組織が多くのところで実

作品からも反戦、平和への強い思い、高ぶ

現し、次の衆議院選挙に繋げましたが、残

りが感じられる」と話しました。

念ながら 20 区では果たせませんでした。
都知事選挙に９条の会がどうかかわるかの

公民館祭りにも参加の地域活動

議論が不充分なまま走り出したことも今後

【東京都東大和市／東大和 9 条の会】「東

の反省課題です。

大和９条の会」は、地域９条の会の連絡協

（九条の会東京連絡会「生きいき憲法」No68

議会です。毎月Ｉ回、地域交流会を公民館

いたばし九条の会 荒川孝治・要旨）

で開催しています。地域９条の会は６つあ

署名強化へ新チラシ作成

りますが、現在活動中は４つです。地域９
条の会に共通する活動は、毎年開催される

【宮城県／みやぎ憲法九条の会】

各地の公民館祭りに展示や講演会開催で参

緊急署名の到達点（７/14 現在）

加し、地域住民に憲法９条の大切さを発信

宮城県内９条の会連絡会 2.334 筆

していること。他には 2015 年 5 月３日から

県内の他団体 3.127 筆

毎月３日に「アベ政治を許さない３日行動」

新しい署名ハガキ付チラシを作成しまし

を最寄りの駅で欠かさず実行していること、 た｡裏面は｢どうする？コロナ対策｣⇒｢答え
毎月ニュースを発行し会員にキチンと配布

は憲法にあるよ！｣が分かりやすくまとめ

していること等です。

られています。

東大和９条の会は、決定機関ではありま

地域の九条の会で配付希望されるところ

せんが、安倍改憲の発議を許さない緊急署

はみやぎ憲法九条の会事務局に必要枚数を

名行動は、他の団体と一緒に毎月 19 日、29

お申込みください。申し込みされたところ

日、市内の駅、或いは、スーパー近くで実

には宅急便でお送りします。12 月 20 日ま

施しています。

でに投函された場合は郵便料金着払いでみ

17 日間に及ぶ都知事選挙を終えて、宇都

やぎ憲法九条の会で負担します。

宮氏が会見で「選挙は勝利が目標ですが、

ハガキ付チラシを活用した個人からの署

１回で終わりじゃない。私は、運動だと思

名が多くなっています｡鶴ケ谷地域九条の

っています。今回の選挙が次につながる運

会では世話人会で分担して 2000 部配布予

動になればと思っています。経済効率性だ

定です。
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