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5月 3日 の
における、安倍首相のメッセージ
「憲法記念 日二

「憲法改正も私勝必ずや成し遂rfて いく J』
安倍首相 は、5月 3日 の憲法フォーラム (ジ ャーナリスト桜井よじこ氏らが企画)に 寄せたビデオメッセー
ジで、
「今回のコロナ危機はまさに緊急事態。すでに自民党がたたき台として出している改憲4項 目の中
でも、緊急事態対応は含まれており、国会の憲法審査会の場で、じつくり議論を進めるべきだ。」
「そして9条 。今回のコロナ対応ですでに、のべ 1万 7千 人の自衛隊員が対応にあたり、各地の自衛隊
病院で感染病患者の救護にあたり、空港での検疫などの教育支援を行つている。また日本が消費する原
油の約9割 が通過する中東海域へ祇 自衛隊の饉衛艦が派遣きJほ タンカ‐の原油輸送を守つている。
「自衛隊は違憲」
創立以来何十年も続く
というおかしな議論に終止符を打つためにも、自衛隊の存在を憲
法上も明確に位置付ける必要がある。全国 25万 の自衛隊員が誇りをもって任務を全うできるよう、憲法
「私は必ずやみなさんと共に憲法改正を成し遂げていく。その決意に全く
にしっかり自衛隊を明記しよう。」
揺らぎはない。」(引 用 :産 経新聞5月 3日 付より)
ところで、安倍首相の自民党総裁任期は 2021年 9月 :ま で。これも元々自民党総裁 は連続2期 までと決
まっていたのを、2017年 に安倍再選のため、あえて3期 までと変更された。ところがここへきて、三階幹事
長や森元首相らが、安倍首相の総裁4選 を支持する考えを表明、今年のコロナ ロ
来年のオリンピックなど
を処理しながら、確実に改憲を実現するために!よ 、来年9月 以降も安倍総裁続投のアドバルーンを(本 人
は頭の片隅にもない、と何度も否定するが)あ げて、自民党の安倍応援団の決起を促そうとしている。長
年にわたって彼が関与し、育ててきた靖国派や日本会議が、いよいよ最後の果実を得ようと企んでいる。
だが、国民がそれを許すだろうか ?森 友学園を巡る国有地8億 円値引き問題、加計学園のあり得な
い強引な獣医学部新設承認、森友安倍関与を隠すための財務省公文書の大規模な改ざんと隠ぺい(関
係者の自殺、それも知らんぷ り)、 誰がどう見ても明自な公選法違反の桜を見る会、河井前法相夫妻のあ
きれた選挙買収、黒川東京高検検事長の件、などかつての自民党なら何度も内閣総辞職に追い込まれ
たほどの破廉恥事案の連続、……どんなに批判きれても、のらりくらりの国会答弁で逃げる。こんな首相
を、なぜいつまでも検察は告発しないのか ?こ んな首相が主導する改憲を国民は許すのか、今年から
来年にわたってアベやめろ、憲法守る一大国民闘争が展開されなければならない。ヽ
◎み な さんの 、「憲法 九条 の会・ 生駒」 へ の賛 同募金 をお待 ち してお ります。
「郵便振替 口座 00930‑9‑278631 憲法 九条 の会・ 生駒 」へ お願 い します。
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6月 9(火 )ス タンデイング宣伝 (11〜 12時 生胸駅)
6月 11(本 )NIIK裁 判結審 (11〜 12時 奈良地裁 )上 脇教授講演 (13〜 15時 教育会館)
6月 19(金 )ス タンデイング宣伝 (11〜 12時 生駒駅 )
7月 9(本 )生 駒駅宣伝 (14〜 15時 生駒駅)
7月 19(日 )生 駒駅宣伝 (11〜 12時 生駒駅)
■87回 「 憲 法 九 条 の 会 ・ 生 駒 」 運 営 委 員 会
2020年 6月 19日 (金 ) 午後 1時 〜 2時 半
ゆ うは〜
当会は運営委員 を決 めていません。 当 日参加 された会員 (1日 ilS営 委員 )で 構成 してい ます。
お時間が許せばご参加賜 りた く、 ご案内申 し上 げます。
第

「背任罪」
「公選法違反」
●憲法学者らが安倍首相を、
などで告発
首相主催の「 桜を見る会」をめぐつて、上脇博之神戸学院大学教授 ら憲法学者を中小と した
13人 が首相を「背任罪」で告発 しています。2020年 1月 14日 東京地検に告発状を提出後、
記者会見で告発人代理人の阪□徳雄弁護主は「 主催者である首相自身が開催要項を無視 し、税金
を後援会活動に利用 した。時効にならない 2015年 か ら 19年 までの予算超過額 l li3 51 21
万円余の損害を国 に与えた。
」として います。
さらに 2020年 5月 21日 、桜を見る会の前夜に安倍後援会が東京都内のホテルで開いたタ
食会で、参加 した有権者に飲食代を提供 したとして、全国の弁護主や法学者 662人 が「 /AN選 法
で、首相と後援会幹部の計 3人 を東京地検特捜部に刑事告発 しま した。
違反 (寄 付行為)」 の疑 しヽ

●元検事総長、元特捜検事有志の検察庁法改訂案 に対する意見書 (5/15及 び18)よ り
安倍首相が黒川氏の定年延長を法解釈の変更で行つた、と国会答弁 したことについて「 フランス
の絶対王政を確立 し、君臨 したルイ 14世 の『 朕 (ち ん)は 国家である』との言葉を街彿 (ほ うふ
つ)と させる」もので、「 近代国蒙の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない」
と批判 しています。さらに「 政治思想家ジョン・ ロックは『法が終わるところ、暴政が始まる』と
警告 している。心すべき言葉である」とも強調 してしヽ
ます。文字通り首相は「 lbす べき」です。
改定案は、現行の検察庁法では規定 していない検察幹部の勤務延長を認め、その判断を内閣や法
相に委ねることで、その人事に恣意 (し い)的 な介入 。干渉ができるようになつています。そうな
れば行政権力の巨悪 にメスを入れる検察の役害」
が果たせなくなる危険とともに、不当な国策捜査の
恐れも生まれます。検察OBの 意見書は、時の政権の圧力で起訴に値する事件が不起訴とされ、起
訴に値 しない事件が起訴されるような事態になれば
「 日本の刑事司法は崩壊する」と警告 している。

●コロナ危機 は憲法改悪のチャンス
自民党は憲法審査会に提出する改憲案として、具体的な4項 目を挙げている。①9条 に自衛隊
を書きこむ、 ②緊急事態条項を入れる、 ③教育無償化、 ④合区の解消。 この4つ のうち、
多数の国民が抵抗な<受 け入ねそうなのが、③と④であつた。①については、世論調査を見ても国
民は賛否両論2つ に割れそうだ。 そして②については、大震災や大洪水などの天災の際に、政府
:

に強力な権限を与えて、災害復興予算や資材調達、人的資源の確保で速やかな復興を実現する、と
いえば、国民は阪神大震災以降の多くの経験から「そらそうや、やむをえない」と納得するだろう、
と読んでいた。
そこへ「新型 コロナ」が降つてわいてきた。しかも「 緊急事態宣言」という言葉が、毎日のよう
にメデイアにあふれている。政府がこれを出す前に地方自治体の知事などが、
「 早 <出
「 早く出せ」
せ」と違っていた。世論調査をみても、国民の 4分 の 3が この宣言に賛成 している。こうなると、
憲法に緊急事態条項を入れるに国民の大多数は何の抵抗もなく賛成するだろう、改憲の絶好のチ ャ
ンス、と自民党は見ている。しかし、実際にこれが憲法に書かれると、政府の権力は強大なものと
なり、三権分立・ 地方自治・ 基本的人権の保障はほぼ停止される。政府の独裁体制となる。

●内閣支持率 27%に 急落、黒川氏「懲戒免職 に」52%¨・毎日新聞世論調査 (5/23)
内閣支持率は 27%で 、5月 6日 の前回調査 40%か ら急落。不支持は 64%(前 回 45%)。
賭 けマ ー ジ ャンの黒川 氏 は、単な る辞 任 ではな <、 懲 戒免職 にす べ きが 52%、 辞職 は当然が 33%。
・…
「森友学園や桜を見る会」と解きます、その心は¨・
・
「口封じに使います。」
とかけまして・
(文 芸)「布マスク」
(4月 9日 沖縄タイムス)

