ルールを守って家にいるの

りの人ではない︒﹃自分は

ので︑貼ったのは通りがか

プも用意しないとできない

うと決意した︒単なる金も

客さんのため︑店を続けよ

活を守り︑憩いを求めるお

らば︑従業員や取引先の生

貼り紙の主に思いを届け

うけじゃない﹂

たいと考え﹁都の要請を順
守し︑コロナの拡大院止に
て営業を継続してまいりま

注意しながら︑信念を持っ

く
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通信技術︶立国を目指すのな

早急に行ってもらいたい﹂

の具体的な支援を︑国には

合員の生計が成り立つため

たされる役所の廊下の方
が︑よっぽど﹃密﹄だ︒組

給付金の申請で何時閏も得

徹底を呼び掛けている︒
﹁ただ︑納涼床よりも︑

久保さん︒時短要請の順守
やマスク着用︑客同士の距
離を保つなど︑感染院止の

する店が増えると思う﹂と

かない︒連休明けには営業

店に営業の判断は委ねるし

を出している以上︑個々の

﹁行政が河川の占有許可

概電話は切られるという︒

ると︑後ろめたいのか︑大

明かし手紙を送るよう求め

彦さん︵六もは話す︒匿名で
自粛を求める苦情電話を受
けた店もあったが︑実名を

協同組合﹂理事長の久保明

か﹂︒納涼床を営む飲食店
でつくる﹁京都鴨川納涼床

てもお客さんが来るかどう

橋をサルが歩く状態︒開け

営業を見合わせている︒
﹁人がいなくなった渡月

するが︑今年は大半の店が

い﹂ ﹁今年は自粛しろ﹂と
批判も目立つ︒通常は︑料
亭など約百の店が河原に特
設の床を組んで食事を提供

トでは﹁子どもたちも我慢
してる︒ほんまにおかし

いか﹂と指摘する︒

ら︑国が当然負担すべきではな

緊急事態長期化「経済で死ぬ人が出る考えて」

作品を無断でコピーされたり︑ 改正法は当初︑二〇三年五
勝手に公に向けて発信されたり 月までに施行する予定だった
しない権利﹁著作権﹂を持つ︒ が︑コロナの影響でオンライン

新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言の延長が︑四日決ま
った︒外出や営業の制限が延ばされるのに︑あきらめムードが広がり︑
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いる︒それでも政府は欧州のような補償はせず︑お願いを繰り返すばか

に感染を助長するな﹄とい

う意味かな︑と思いまし

でまだ営 までに短縮︒いすを間引き
書かれた し︑消毒用アルコールを用

すILと﹁回答文﹂を贈り
だしたが︑後日﹁バカ×﹂
と落書きされていた︒﹁伝
わらなくて残念﹂と︑土屋

﹂
い

始まったが︑インターネッ

五月一日から﹁納涼床﹂が

京都・鴨川では例年通り

がいることを考えてほし

も︑経済で死んでしまう人

う︒コロナに感染しなくて

る経営者も出てくるだろ

できず︑自殺に追い込まれ

る︒今のままでは店を再開

きれば︑何とかやっていけ

﹁あと一時間遅く営業で

を求めたいという︒

い﹂と受け止めるが︑﹁飲
食店は午後八時まで﹂とす
る東京都の時短要請の緩和

言の延長は﹁感染拡大を長
引かせないため︑仕方な

見通しだ︒国の緊急事態宣

己資金も六月には底をつく

客数は八割減となり︑自

のに気が 意し︑換気にも注意を払っ
ている︒﹁店を開けても閉
粛警察﹄ じても︑家賃分の六十万円

監視の「空気」

さんは肩を落とす︒

正義の暴走

タ

ーee⑤ と塗か／／ 鬱闇誕

ルールに従って営業を続ける人たちを中傷する﹁自粛警察﹂まで現れて
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り︒﹁同調圧力﹂に弱い国民性を利用されているようなものだ︒﹁自粛
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警察﹂を受けた店を訪ね︑重苦しい空気の背景を探った︒
﹂
た
︵安藤恭子︑稲垣太郎︶
東京都の要請に従い︑営
ヤツダー 業時間は午後三時から八時
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新型コロナを巡る﹁同調
圧力﹂は日増しに強まって

いる︒当初はクラスター
︵感染者集団︶を出した屋

種獲霊

形船やライブハウス︑スポ
ーツジムがやり玉に︒四月
七日に政府が緊急事態宣言

漬． l

，i憂

鰯醒／籠薮磐籠

の店が営業していることに

いう表現自体がおかしい﹂

い︒﹃自粛を要請する﹄と

を受けてするものではな
ストピア﹂の著書がある編

と疑問を呈する︒
政治アナリストの伊藤恒

﹂
い

同調圧力は政策によってつ

集者の早川タダノリ氏も︑

は︑要請だから受けるのも

夫氏は﹁休業などの要請
受けないのも自由だと言え

ば︑同調圧力で徹底的にバ
ッシングされる︒だから︑
し出して行政組織に組み込

実質的には強制になってい

にしわ寄せがかかってい

らなければならず︑弱い者

を受けた側のみが責任を取

が︑補償の部分の対策も遅
ければ規模も小さい︒要請

償とセットが当たり前だ

る︒休業を強制するなら補

んだことで︑お園に盾つく

そのうえで﹁そもそも自

と説明する︒

織化のためにつくられた﹂

国策遂行のための女性の組

に形成した︒国防婦人会も

同意﹄のようなものを急速

のば何事だという国民的

みる︒﹁戦時中の隣組は︑
江戸時代にあったものを探

くり出されてきたものだと

﹁﹃日本スゴイ﹄のディ

㊤休業要請に応じ、臨時休業した愛知県肉のパチン
コ店＝2日（一部画像処理）
①安倍晋三首相による緊急事態宣言延長の記者会見
を映す大型ビジョン＝4日、東京都新宿区で

粛は自らするもので︑要請

割冒相聞因幡範！刷物屍案

纏覇一轢緒轡懸 る次だも則分要が宣てる則設のコに示正伴と請相だろ べ補。、をな請失言いををが記店よしをうが・は○う
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を出すと︑休業要請の対象

批判が集まった︒大阪府に
は︑営業しているパチンコ

宣言の延長が濃厚になった

店などの通報が数百件も︒
四月下旬からは︑飲食店な
どに営業自粛の徹底を求め
る貼り紙や落書きが目立つ

﹁外出せず︑家にいるこ

せているのでは﹂と推測す

︒
る

ることは悪なんだという同

とが正しいことで︑感染す

調圧力は︑緊急事態宣言で

った︒長引けば我慢が続

お墨付きを得てさらに高ま

き︑ルールを守らない行動
を批判する傾向はさらに強

まるだろう﹂と明戸氏は予
想する︒﹁外出を自粛して

補償を十分にすべきだが︑

家にいることを求めるなら

同調圧力による相互監視で
外出が控えられた方が安上
がりだということを政権は

意識しているのかもしれな
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勝！ 園間髪がいつのまにか色づく

法政大の明戸隠浩特任研

先の見通し立たずストレス増で貼り紙か

同調圧力利用する政府

二
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ようになった︒

究員︵社会学︶は﹁新型コ

を広める犯罪者のようなイ

ロナウイルスに感染した人
は本来被害者なのに︑感染

メージで捉えられるように
なった︒飲食店などが営業
していれば︑人が集まって

長﹄をしていると見なす風

感染を広げる﹃犯罪の助
潮が広がっている﹂と話す︒
では︑どんな人たちが貼
り紙や落書きなど心ない行

為をしているのか︒
明戸氏は﹁同業者同士の

足の引っ張り合いもあるか

もしれないが︑主ではない

ごく一部だが︑緊急事態宣

と思う︒行動を起こす人は

言延長による外出自粛など
の長期化に加え︑先の見通
トレスの増加が行動に走ら

しが立たないことによるス

休業要請実態ば強制」

（第3種郵便物認可）
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補償不十分店側にだけしわ寄せ

