
日本における特措法等コロナ対策と関連する諸問題の検討
2020．S．31清水雅彦（日本体育大学）

はじめに

一　新型コロナウイルスと新型インフルエンザ等対策特別措置鋲

1　日本における新型コロナウイルス問題と視点
①　日本におけるこの間の流れ

・1月16日　国内で初の感染者確認を発表
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通常国会召集
政府が新型コロナウイルス感染症対策本部設置（開幕決定）
ダイヤモンド暮プリンセス号隔離検疫開始
国内で初の死者
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議設置（対策本部決定）
安倍首相全国的なスポーツ・文化イベントの自粛要請
安倍首相全国小中高校・特別支援学校の一斉休校要請
改正新型インフルエンザ等対策特別措置法成立（14日施行）
小池都知事東京五輪の延期は「具体的にどうこうという段階ではない」

月22日　小池都知事「ロックダウン」（都市封鎖）の可能性に言及
月24日　東京オリンピック・パラリンピックの延期決定
月25日　小池都知事週末の外出自粛要請、1日の都内感染者数が10人台から40人台へ
月26日　政府が従来の対策本部を特措法15条1項の政府対策本部として指定
月7日　政府が7都府県に緊急事態宣言発出
月16日　政府が全国に緊急事態宣言拡大
月25日　政府が緊急事態宣言解除
月17日　通常国会会期終了

・7月3日　新型コロナウイルス感染症対策専門家会議廃止、新型インフルエンザ等対策閣

僚会議（2011年に閣議口頭了解で設置）の諮問機関である新型インフルエン
ザ等対策有識者会議（2012年に閣議決定で設置）の下に新型コロナウイルス
感染症対策分科会設置（根拠は特措法6条5項で、閣議決定）

②　新型コロナウイルスを考える視点
1怖い点…接触感染・飛沫感染など簡単に感染し、感染を100％防ぐことは不可能

感染しても無症状t軽症者が約8割、症状が出る人もすぐには出ない
高齢者や基礎疾患を抱える人の死亡率が高い（年齢別死亡率80代以上1S．1％、
70代S．5％、60代2．7％、50代0．6％、40代0．2％、30代以下0．0％、全体1．9

％、厚生労働省釘19時点）
ワクチンが開発されていない
入院患者が急増すると医療崩壊が発生する

・比較・‥スペイン風邪の死者世界で約4000万人～1億人、致死率2．5％以上

エボラ出血熱の死者世界で1万1000人以上、致死率25～90％

SARSの死者世界で774人、致死率．9．6％
2009年新型インフルエンザの死者世界で1万8000人～28万人、致死率0．1％以下
MERSの死者世界全体で最低858人、致死率35％
季節性インフルエンザは国内だけで毎年推定約1000万人感染、ここ2年の死者
3000人以上（関連死約1万人）

新型コロナの感染者世界全棒で2390万人、死者S2万人、致死率3．4％（S佗6）
■死亡確率（『週刊現代』4月4日号、日本の各死亡原因を2018年の年間死者数136万2482

人で割った死亡確率）
…がん28・38％（2018年の年間死者数38万6643人）、肺炎6．95％（9万4654人）、入

浴と水難事故による溺死0．59％（8013人）、交通事故0．26％（3532人）、新型コロナウ
イルス仮に1000人としたら0．07％（8佗6で1230人・0．09％）

・東浩紀（批評家、ゲンロン創業者）『朝日新聞』2020年8月5日朝刊インタビュー
…「人間はリスクを引き受けることで社会を成り立たせてきたのだという事実を思い出す
べきです。たとえば学校に行けばいじめられるかもしれないけれど、誰にも会わなけれ

ば友達もできない。人間は、価値とリスクのバランスを考えることで社会を作ってきま
した。不安に襲われるのは仕方がない状況ですが、そのために大事な価値をあまりに簡
単に手放してしまっていないか、もっと点検すべきです。」

③　日本の不思議と失敗
t欧州各国や特にアメリカ1ブラジル暮インド等と比べて感染者も死者も非常に少ない
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8佗6アメリカ57S万人■1S万人、ブラジル367万人・12万人、インド323万人・6万人
…コロナの種類が異なる？、交差免疫があるtBCC接種？、高齢者率・医療体制の違い？

習慣（マスク着用・手洗い、挨拶でキスやハグをしない、室内で靴を脱ぐ）の違い？
暮東アジアの中では抑え込みに失敗している方

8佗6で中国8万9752人暮4712人、シンガポール5万糾35人t27人、韓国1万8265人・
312人、タイ3403人・58人、台湾487人・7人、日本6万4982人・1230人

・日本はpCR検査数が少なすぎる、当初37．5度以上の発熱4日以上でない人を拒否
暮検査・隔離の徹底が不十分、医療崩壊を防ぐには無症状・軽症者は原則病院以外に隔離
・2月29日安倍首相記者会見「敵との囲いに勝利を収める」と発言
←戦争と同視、ウイルスの完全封じ込めは無理

2　新型インフルエンザ等対策特別措置法の内容と問題点
（∋　前提

1民主党政権時の2012年に制定
一・3月13日に法改正、新型コロナウイルスにも適用可能に
・しかし、2条1号の「新感染症」に当たると解釈可能（改正は不要）だったのでは
・4月7日32条に基づいて緊急事態宣言発出

「国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める
要件に該当する」「新型インフルエンザ等……が国内で発生し、その全国的かつ急速なま
ん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとし
て政令で定める要件に該当する事態」はあいまい

②　法内容～新型インフルエンザ等発生後
・a都道府県対策本部長による公私の団体■個人に対する必要な協力要請（24条9項）
tb検疫所長による病院・診療所・宿泊施設の強制使用（29条5項）
・C政府対策本部長による特定船舶・航空機の来航制限の要請（30条2項）
・d厚生労働大臣・都道府県知事による医療関係者に対する医療・特定接種実施の要請・指

示（31条）

③　法内容～緊急事態宣言発出後
・e政府対策本部長・都道府県対策本部長による指定公共機関等に対する指示（33条）
・f特定都道府県知事による住民に対する外出自粛要請（45条1項）
・g特定都道府県知事による学校t社会福祉施設・興行場等の管理者・使用者に対する使用

t催物の開催の制限暮停止等の要請t指示（45条2項・3項）
1h特定都道府県知事による臨時の医療施設開設のための土地・家屋■物資の強制使用（49

条2項）
・i電気暮ガス暮水道事業者による電気・ガス暮水の安定的かつ適切な供給義務（52条）
・j運送t電気通信・郵便暮一般信書便事業者による運送・通信・郵便・信書便の確保義務

（53条）
tk特定都道府県知事等による緊急物資の運送暮必要な医薬品等の配送の要請t指示（別

条）
・1特定都道府県知事等による医薬品・食品等の特定物資の売渡しの要請・収用・保管命令

（55条）
・皿特定都道府県知事等による土地等の使用・特定物資の収用・保管の命令に必要な土地

・家屋■所在場所・保管場所への立入・検査（72条）

（ちなみに、東京都が4月10日に出した休業要請は、gではなくaと独自の要請）

④　各都道府県の実施状況
・24条に基づく休業要請…徳島・岡山を除く45都道府県（大学、映画館、博物館、カラオ

ケボックスなど）
145条に基づく休業要請…21都道府県（対象のほとんどがパチンコ店）
t45条に基づく休業指示…千葉・神奈川1新潟・兵庫暮福岡の5県（対象はパチンコ店）
・45条に基づく住民への外出自粛要請…全都道府県

⑤　脅かされる憲法の権利t自由
・自己決定権（13条）
・表現・集会の自由（21条）
・移動の自由（22条）
暮学問の自由（23条）
暮教育を受ける権利（26条）
・財産権（29条）
暮営業の自由（22・29条）

さらに、裁判の公開（82条）
生存権（25条）
非軍事平和主義（9条）
プライヴァシー権（13条）

⑥　検討　＿
一災害対策基本法や国民保護法参考に制定・・＼突然発生し、迅速な対応が必要な自然災害や戦
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争と違って、インフルエンザやウイルス対策には国会で議論する時間的余裕があるはず
一感染症法（1998年制定）との比較
…前文「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者

等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓
として今後に生かすことが必要である。／このような…・・・感染症の患者等が置かれてき
た状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、……感染症に迅速かつ適確に対
応することが求められている」との人権配慮の文言

・立憲民主党・国民民主党・一部社民党は改正特措法に緊急事態宣言発出に際して国会に事

前報告するとの附帯決議を付けた程度で妥協←せめて国会での事前承認とすべき
・aやgの休業要請は補償がないと不確実・‥実際には補償にいたらない協力金か全くなし
・gを受けての45条4項に基づくパチンコ店名の公表
…パチンコ店が営業を続ける理由をまず調べ、対応すべき

立法時の公表の意図は「利用者への情報箆供としての公表」で「制裁的な公表」でない

3　緊急事態宣言から緊急事態条項改憲論へ
一1月30　日　自民党1伊吹文明元衆議院議長が「緊急事億の一つの例。意法改正の大きな

実験台と考えた方がいいかもしれない」と発言
・4月3　日　与党が議院憲法審査会を開いて国会の機能を確保する方策を議論したいと野

党側に提案
・4月7日

15月3日

安倍首相が衆議院議院運営委員会で緊急事態条項創設について憲法審査会で
活発な議論が展開されることを期待すると答弁
安倍首相が改憲派集会で「緊急事態において、国民の命や安全を何としても
守るため、国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべ
きか。そして、そのことを憲法にどのように位置付けるかについては、極め
て重く、大切な課題であると、私自身、改めて認識した次第です。自民党が
たたき台として既にお示ししている改憲4項目の中にも『緊急事態対応』は
含まれておりますが、まずは、国会の憲法審査会の場で、じっくりと藩論を
進めていくべきであると考えます」とメッセージ

二　新型コロナウイルス感染拡大がもたらした諸問題
1　あぶりだした現代社会の諸問題
①　開発主義暮グローバリズム

Ⅰ新型コロナウイルスはコウモリ由来とされている、開発主義・環境破壊により人へ感染
1中国・武漢から全世界に拡大、国境を越えた人の移動が感染の飛躍的拡大へ
暮日本における2・3月の感染拡大は中国旅行者による武漢型、3・4月の感染拡大は欧米帰

国者によるイタリア型によるもの（児玉龍彦東大名誉教授）　正現在は東京・埼玉型
・東京への一極集中（1億2600万人の人口に対して1400万人が都民、感染者と死者も集中）
…8佗6東京1万9S46人・356人、岩手13人・0人、鳥取22人・0人、青森33人・1人

・『コンテイジョン』（スティーブン・ソダーバーグ監督による2011年アメリカ映画）
・・ヰ国で米系多国籍企業が森林伐採をしたところコウモリが豚小屋に逃げ、コウモリが落

としたバナナのかけらを食べた豚がウイルスの宿主になり、香港に運ばれた豚を調理し
たコックから次々と人にウイルスが感染し、世界中でパニックが起きる様を描いた映画

（感染症をめぐる問題を考える上で、今年日本で上映された映画では、ウイルスに感染しな
がら治癒した回復者と感染していない者との排除・差別を措く　2017年アイルランド・フ
ランス映画の『ctJRED　キュアード』、自己増殖できないようウイルスを使って開発した
幸福感をもたらす植物が花粉で人間を感染させ自己を守ろうとする様を措く　2019年オー
ストリア・イギリス1ドイツ映画の『リトルⅠジョー』が興味深かったです。）

②　薪自由主義
12014年の医療介護総合確保法で都道府県に丁地域医療構想」義務化（病床・病院削減へ）
▼1947年制定保健所法を1994年に地域保健法に改正（その後、保健所の広域化・統廃合）
…全国の保健所の数が1990年850か所、1991・92年852か所、2020年469か所へ

・日本のICU（2020年5月6日厚労省統計では特定集中治療室管理料だけでなく救命救急

入院料・ハイケアユニット入院医療管理料の病床も加える方式、人口10万人当たり）
・・，日本13．5床（特定集中治療室管理料だけだと4．1床）

アメリカ34．7床、ドイツ29．2床、イタリア12．5床、フランス11．6床、イギリス6．6床
t日本の医師数（2017年のOECDデータ、人口1000人当たり）
…日本2．4人（2000年以前は2人未満）、OECD平均3．5人、OECD加盟36か国中32位

人口10万人当たり医学部卒業生日本6．9人、OECD平均13．0人、35か国中34位

③　社会的弱者へのしわ寄せ
・教育…教育＝私事への逆戻り、富裕層と低所得者家庭の子どもとで教育環境に差
暮労働…非正規労働者から解雇、テレワークで労働時間増、過酷なェッセンシャルワーカー
1その他…休校で特に母親の負担増、DVの被害増、ホームレスに給付金が届かないなど
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④　差別・排除
t感染者及び濃厚接触者に対する差別・排除
・医療関係者及びその家族に対する差別暮排除
・東京都民に対する差別・排除
1クラスター発生の大学の陽性者ではない大学生などに対する差別・排除
一→繰り返される属性による差別・排除（犯罪を犯していない「暴力団」・「過激派いオウム

真理教信者や子どもなどへの差別・排除）

2　最終目標としての意浜の全面改正～2012年4月の「日本国憲法改正草案」の主な内容
①　国家主義

・前文第1段主語…「日本国民は」（日本国憲法）から「日本国は」（改憲案）へ
・天皇元首化（1条）

（∋　人権規定
・人権制約原理（12条、13条）・‥「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」へ

人権と人権が衝突した場合の調整原理から「国家の安全と
社会秩序」（2005年要綱）へ

・大幅な義務規定の拡大

③　緊急事態条項
・98条1項「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩

序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言
を発することができる。」

■99条1項「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法

律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な
支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。」

199条3項「緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、

当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関し
て発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第
十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に
尊重されなければならない。」

④　2018年3月の自民党の4項目改憲案の緊急事態条項（「条文イメージ（たたき台素案）」）
■73条の2「①　大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待

ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、
国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
②　内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の
承認を求めなければならない。」

164条の2「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙または参議

院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるとこ
ろにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることがで
きる。」

3　「大統領的首相」「人の支配」へ

①　中曽根首相の「大統領的首相」論
・「サッチャー首相のような『大統領的首相』になりたい」発言
・日本は憲法上議院内閣制、改憲可能でも自民党は大統領制を導入しない（天皇の存在）
－1985年臨時行政改革推進審蘇会（行革審）．答申で「内閣の総合調整機能の在り方」提案
…緊急事態の対処体制の確立としてアメリカのNSCをモデルに安全保障会議の設置提案

重大緊急事態の例として、ミグ25事件、大韓航空機撃墜事件、ダッカ1ハイジャック
事件、関東大震災の4例

・1986年安全保障会議設置法制定‥・9大臣会議で国防と重大緊急事態を審鼓する体制確立

②　安倍首相の「大統領的首相」的行動と「人の支配」
・2013年国家安全保障会議設置法制定…4大臣会萬新設、情報集約機能強化
・2013年秘密保護法制定…防衛・外交だけでなく警察情報も秘密に
・国会における「立法府の長」発言
・安倍政権の人事
‥・第1次安倍政権の「お友だち内閣」（自民党総裁選で安倍首相支持の萬員優遇）

2013年8月小松一郎フランス大使を内閣法制局長官に任命（法制局勤務経験なし）
2014年1月籾井勝人三井物産元副社長をNHK会長に
2016年7月加計学園元監事の木澤克之弁護士を最高裁裁判官に任命
2017年2月日弁連推薦リストにない山口厚弁護士（会務経験なし）も最高裁に任命
2020年1月黒川弘務東京高検検事長の定年延長（検察庁法ではなく国公法を適用）
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・科学的根拠も法的根拠もなく、文部科学省も反対した一斉休校要請

4　監視・治安の強化
①　監視の強化可能性

・位置情報や検索履歴など感染防止に資する統計データの提供
…3月31日に政府がプラットフォーム事業者■携帯電話会社に要請

個人情報に該当しない統計情報等のデータに限定
ただし、今後必要となった場合、個人情報保護法23条の例外規定の適用も想定

・接触確認アプリCOCOAの導入
‥・6月19日運用開始、8月26日時点で1501万件ダウンロード

位置情報を利用する中国・韓国、個人を特定する中国・韓国・シンガポール、中央サー
バーにデータを蓄積する中国・韓国・シンガポール・イギリス1フランスタイプでは
なく、日本はアメリカ・ドイツ暮イタリアと同様アップルーグーグル方式のブルート
ゥースを使用し、個人を特定せず、スマホ端末にデータを蓄積するタイプだが

・共通番号制度の活用
…5月1日からの新型コロナウイルス対策の特別定額給付金の申請でマイナンバーカード

を使ったオンライン申請導入（二重申請や本人確認などの手間から7月30日時点で
111自治体が中止・停止）

自民党マイナンバーPTが5月19日に本人同意を前提にマイナポータルに1人1つの
給付金等の振込口座をマイナンバー付きで登録暮管理するための「緊急時給付迅速化
法案」を提案、6月8日に自民・公明・維新の議員立法で提出

→マイナンバーカード取得枚数約2200万枚t普及率17．3％（6佗5時点）向上のため

②　治安の強化可能性
t緊急事態宣言発出中の警察活動事例（日本国民救援会調査）
…昼間にマスクをしていない人が運転免許証の提示と交番までの同行を求められる

車の運転中パトカーがサイレンを鳴らし停止を求め宣言中にどこへ行くのか聞かれる
調査以外の事例として、警察官が警棒を手に持って繁華街をパトロール

■警察活動を助長しかねない110番通報（『朝日新聞』5月22日朝刊、愛知県警の例）
‥・コロナ関係通報2月13件、3月40件、4月224件、5月20日までに159件

4月内訳「この店は自粛していない」等58件、「外で遊んでいる人がいる」等54件
他に、「公園でバーベキューをしている人がいる」「外でいちゃついているカップルがい

る」「バスでせきをしている乗客がいる」「マスクが50枚4SOO円で売られている」「給
付金について家族とけんかになった」など

・警察庁が6月15日に厚生労働省に「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と警察力

維持のための協力関係の構築について」→6月16日に厚生労働省が各都道府県暮保健所
設置市・特別区に同名文書
り・警察官が対応した個人についてのPCR検査結果等の情報照会があった場合、捜査関係

事項照会書がなく、当該個人の同意がなくても情報提供できる
→そもそも捜査関係事項照会書が合法（刑事訴訟法197条2項）だが憲法35条上どうか

個人情報保護法2条3項は病歴を要配慮個人情報とし、17粂2項で不同意取得禁止
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律9条で個人情報の提供を受ける者に必

要な措置要求規定（利用制限、漏洩防止、適切な管理）があり、条例でも同様解釈
警察庁は警察法2条の警察責務規定から正当化するが

・風営法に基づく警察官の立入調査
…37条の立入調査規定を根拠に立入時に感染対策の徹底を促す

しかし、1条「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な
育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、
営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を
規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の
措置を誇ずることを目的とする」との規定から無理がある

5　マスメディアの報道
①　不正確な報道

・「新型コロナ特括汝」（共同通信、『東京新聞』など）

⇔改正新型インフルエンザ等対策特別措置法は新型コロナウイルス限定の法律ではない
「日本国憲法の改正手続に関する法律」を「国民投票法」と表現するのと同じ

②　煽る報道
・自粛期間中の商店街の人通りを望遠レンズで撮影（圧縮効果により密に見える）
・「自粛警療」をただ伝える報道
・営業を自粛しないパチンコ店の報道
・過剰な報道
‥・4月27日『産経新聞』デジタル版「26日午前10時35分ごろ、山梨県甲州市塩山上萩

原の国道411号で東京都内の会社員男性（56）のオートバイが転凱男性は背骨を折る
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などの重傷を負った。／日下部署によると、男性は都内のツーリング仲間2人と青梅方
面から山梨市牧丘町方面に走行中、右カーブでバランスを崩した。／山梨県は新型コロ
ナウイルスの緊急事態措置として、5月6日まで観光暮レジャー目的での来県の自粛要
請を行っている。」（当初は、居住地の「○○市○○」と実名も報道）
←ネット上で「こういう奴は病院で受け入れ拒否して0Ⅹ」「ざまあで－す　病院に来

ないでね　迷惑だから」「自業自得　脊振で生きてくしかないですね」と批判される。
…5月14日『産経新聞』デジタル版「13日午後0時半ごろ、群馬県富岡市の妙義山（標

高1104メートル）の登山道で、東京都世田谷区の衆議院事務局の男性職員（59）が約
10メートルにわたり滑落。県警ヘリコプターに発見され、病院に搬送された。男性は
頭を打ち、腰の骨を折るなど重傷。県警富岡署が詳しい状況を調べている。／同署によ
ると、男性は1人で登山し、滑落後に携帯電話で家族に連絡。家族から連絡を受けた妙
義神社（富岡市）の関係者が119通報した。／新型コロナウイルスの感染拡大を受け、
山岳関係団体は登山自粛を呼びかけている。」
←ネット上で実名書かれ、「〇〇〇〇とか言うアホ衆院職員、そのまま逝けば良かった

のにな」と批判される。

6　ミシェル・フーコーの「生一権力」「服従する主体」論
（∋　『監獄の誕生』

・ジェレミ暮ベンサムのパノブテイコン

→「不可視のまなざし」の内面化、「規律訓練」、社会全体の監獄化

②　「生一権力」論
1生命に対して厳密な管理統制と全体的な調整とを及ぼそうと企てる権力
・かつてのドイツ…健全なアーリア人育成のための禁煙■菜食主義・アスベスト追放
・かつての日本・‥戦前の服装など生活様式・贅沢さに対する統制・自粛、「家庭生活新体制」
・昨今の日本…少子化社会対策基本法（2003年）、食育基本法（2005年）

健康増進法（2002年）←2条で健康増進に努める「国民の責務」規定
・“勤野HomeJ’…日本は法的に命令できないのに“PleaseS也yHome”と表記しない
・「新しい生活様式」・・・日常生活のスタイル　買い物　電子決済の利用

計画を立てて素早く
食　事　屋外空間で気持ちよく

料理に集中、おしゃべりは控えめに
働き方のスタイル　　テレワークやローテーション勤務

会議はオンライン、オフィスは広々と

③　「服従する主体」論
・法の中身を問わずに「法だから」「指示だから」として服従
13月26日「1都4県知事共同メッセージ」は「人温みへの不要不急の外出自粛」
1知事の要請・指示が出る前の休業暮自粛、範囲を超える休業■自粛
・かつての自警団のような「自粛警察」の登場（私刑、名誉棄損罪・器物損壊罪等）

おわりに～憲法の観点から
・権利侵害を防ぐ‥プライヴァシー権（13条）、自己決定権（13条）、表現・集会の自由（21条）

知る権利（21条）、移動の自由（22条）、学問の自由（23条）、生存権（25粂）、教育を受ける
権利（26条）、財産権（29条）、営業の自由（22・29条）などの侵害をさせない

・憲法理念の実現…19号0年代の財界・自民党的なものとは異なる軍事によらない9条に基づく「総

合安全保障論」（防衛費を削減して医療暮福祉・教育などへ回す、「国家の安全保障」から「人
間の安全保障」へ）と25条に基づく福祉国家の実現へ、民主主義・立憲主義の回復・徹底

【報告関連拙稿】
「新型コロナウイルス『緊急事態』と法の支配暮立憲主義」『月刊社会民主』2020年5月号（社会
民主党全国連合機関紙宣伝局）
「改憲策動の現段階と運動の課題」『社会主義』2020年5月号（社会主義協会）
「新型コロナウイルス対応から改憲論へ一立意主義から考える」『図書新聞』2020年5月9日号
「新型コロナ　『要請』に主体的判断を　“服従しない“に攻撃は誤り」『週刊東京民報』2020年5

月31日号（東京民報社）
「コロナ禍で考える憲法の大切さ　憲法理念の実現怠った日本」『みんいれんTOKYO』2020年8月5

日号（東京民主医療機関連合会）
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