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た今︑憲法が保障している
財産権が︑過度に制約され

緊急事態宣言が発せられ

守るよう事業者と交渉し︑
闘っている﹂と語る︒

している︒組合員の雇用を

生きること︒自殺者を心配

止まらないだろう︒労働は

り捨てられてきた︒流れは

﹃雇用の調整弁﹄として切

大震災でも︑派遣社員は

ーマン・ショックや東日本

切りは増えてきている︒リ

の失業者が生じるという試
算を出した︒失業率も今年
一月時点の2・3％に対
し︑5・2％程度まで悪化
する可能性があるとする︒
憲法二八条は﹁勤労者の
団結する権利及び団体交渉
その他の団体行動をする権
利は︑これを保障する﹂と
働く人の権利を定めてい
る︒派遣ユニオンの関根秀
一郎書記長は﹁三月から︑
観光・宿泊業を中心に派遣

に新たに五十万〜二百万人

野村総合研究所は三月︑
新型コロナの影響で今年中

支援や︑医療物資の確保が
急がれる﹂と語る︒
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んとか開きたいと準備を進めてき

﹁小児科医が外来患者の

激減で存続できなくなれ
ば︑子どもが受診できなく

なる地域が発生する︒i新型

︒
む
かかりつけ医などで卑近

つのが︑新型コロナへの感
染を恐れた都民の﹁受診控
え﹂だ︒同協会が四月中
旬︑都内の約千二百の開業
医に新型コロナの影響をア
ンケートしたところ︑94・

1％が﹁外来患者が減っ
た﹂︑93・2％が﹁保険診
療収入が減った﹂と回答し
︒
た
アンケートでは︑マスク
が足りないと答えた開業医
が三割︑消毒用エタノール
は四割に及んだ︒使い捨て
防護衣やゴーグルなどは八
割超が足りないと答えてい
る︒須田氏は﹁経営基盤が
弱い医療機関への経済的な
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新型コロナウイルス感染拡大による﹁緊
急事馨旦言﹂の中︑一一百に迎える憲法記念

日︒この磯に﹁緊急事態条項﹂を新設する

と︑国民の医療を受ける権

コロナの影響を放置する

制限する全くの別物だ︒外出自粛や医療逼

改憲の動きもあるが︑これは国民の権利を

迫で疲弊する人々にとっては︑むしろ憲法
が掲げる基本的人権を現実のものとするこ

とこそ︑急務なのではないか︒コロナ禍に

考える﹁憲法﹂の使い方とは−︒

U︶で︑新型コロナウイルスの重症患者の
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障された﹁健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利

︵安藤恭子︑大野孝志︶

∴∴ ∴

聖マリアンナ医大病院の集中治療室︵IC

端 麗閣 ∴「∴

治療に当たる医療従事者＝23日︑川崎市で

ていないかも考える必要が
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祉に適合するように法律で
財産権の内容を定めるとす

る一方︑﹁私有財産は︑正
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．労働三権
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生存の権利を含む﹁生命
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生かす大切さを考えていき
た
い
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Tの採用説明会に出席し︑すぐに

権﹂を規定すると位置付け

く無視した者勝ち︑という
状況が生まれた︒一方で︑

となった﹂

障が必要と説く︒﹁広くコ

は︑これを保障する﹂と定

コロナ禍は﹁表現の自
由﹂も脅かす︒二一条は

ロナの痛みを受ける事業者

める︒志田陽子・武蔵野美

個々の企業の犠牲だけで
は乗り切れず︑財産権の保

の負担を︑税金による補償

活動自粛は要請しても題

がそがれてしまうことだ︒

損失補償に後ろ向き︒人び
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行政は見せしめ的な店名公

①休業要請を：受け、臨時休業するインター
ネットカフェのお知らせ＝14日、大阪市で
e人通りがまばらな赤坂の飲食店街＝14
日、東京都港区で

とを守るという方針を示し
てこなかった﹂
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表を行い︑結果として業種
への差別や偏見をあおる形
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症拡大期に︑集会の自粛は 六条には請願権も規定され
ている︒この時期だからこ
やむを得ない﹂とする一
方︑この行動自粛が言論そ そ︑政府には国民の意見を
のものの萎縮につながるこ 吸い上げ︑政策に生かす仕
組みをつくってもらいた
とを懸念する︒
例えば︑デモや集会がで ﹂
い

憲﹂議論を求める声が与党
議員から相次ぐなど︑重要
な政策が市民抜きで進めら
れる恐れもある︒
志田氏は﹁必要な政策に
はニーズを伝え︑適切でな

項の創設をにらんだ﹁改

視する民主主義の機能が停
滞している中︑緊急事態条

ながりかねない︒政治を監

クも手だてできない︑とい
う現状は︑生命権が保障で

園囲回国聞 ﹁緊善型で英の動きチェク必要
前出の稲氏は﹁自粛への

宿豹欄
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同調圧力もある中で︑社会

の弱い部分にしわよせが来
ている︒困窮している人た
ちからすれば︑一律十万円
などでは不十分︒要請と補
償はセットで行うべきであ
り︑それは生存権を守るこ
とにもつながる﹂と述べる︒
猪野亨弁護士も︑財産権

の侵害の先に生存権の危機
があるとする︒﹁すでに仕
事を失った人もいるのに︑
一回きりの十万円給付も遅
れている︒後手後手の政策

が社会の混乱を招いてい
﹂
る
猪野氏が﹁補償なき休業
要請の限界の表れ﹂とみる
のが︑大阪などで起きたパ

チンコ店の店名公表だ︒
﹁従業員には生活があり来
店客もいるので︑なかなか
休業の決断ができない︒そ
の結果︑要請を一日でも長
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