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4月～6月を中心とする憲法改悪を許さない取り組みについて 

 

日頃の奮闘に敬意を表します。 

 さて、2021 年 10 月の総選挙で自民党は解散前より議席を減らしたものの過半数を確保し、公明党と

ともに政権を維持することとなりました。また、日本維新の会が第 3党となり、改憲に前向きな勢力が

衆議院において 3分の 2以上を占めることになりました。 

その状況下で、国会の憲法審査会での改憲議論が加速しています。自民党は新型コロナウイルス感染

拡大を踏まえ、緊急事態条項の新設に前のめりになっています。この条項は私権制限を伴い、立憲主義

の理念を損なう問題をはらんでいます。2022年 2月の衆院憲法審査会では、オンライン審議も緊急事態

条項の一つに位置付けられるとして「憲法に明文規定するのが本筋だ」と強調しました。 

さらに懸念されるのは、ウクライナ情勢に乗じて、台湾有事などを想定した「敵基地攻撃能力保有」

やアメリカとの「核共有」を主張する意見が相次ぐなど、憲法を逸脱する議論が加速していることです。 

そのような情勢のもと、長野高教組は、全教など全国の動きと呼応し、憲法改悪を許さない学習と運

動をすすめるために 4月から 6月を「憲法学習・運動月間」と位置づけ、憲法改革を許さない取り組み

を提起することとしました。 

高教組新聞にも、憲法関連の特集を継続的に掲載する予定です。また、情勢に応じて全県集会や、オ

ンラインを活用した高教組独自の学習会なども検討します。 

年度当初の多忙な時期ではありますが、支部・分会での積極的な取り組みをお願いします。 

 

記 

 

1 本日送付するもの 

①  意見広告のチラシ（当面する取り組み（1）関係） 分会 2枚 

②  学習資料 「かなりキケンです 岸田政権の暴走にストップを」（当面する取り組み（3）関連） 

支部 1部、各分会 3部 

③ リーフ「いのち・くらし・憲法を守ろう」（当面する取り組み（3）関連）  組合員数 

     

2 当面する取り組み 

 

（1） 5月 3日新聞意見広告の取り組み 

① 全支部・分会での意見広告賛同を目指します。 

② 掲載日時 5月 3日（火） 

③ 掲載紙  朝日新聞 

④ 意見広告カンパ額   団体１口 5000円 

⑤ 意見広告の申し込みについて 

本日送付の申し込み用紙にご記入の上、4月末までに振り込みをお願いします。 



賛同された団体名はホームページに掲載されます。 

※本部は、執行委員会で決定し、賛同申し込みを行いました。 

  ⑥ 賛同カンパの振り込みについて 

・ゆうちょ銀行 口座番号 00100-7-615100 憲法改悪反対共同センター 

・中央労働金庫 本店営業部 口座番号 普通預金 1548020 憲法改悪反対共同センター 

 

（２）5月 3日を中心とする県内の「憲法集会」への参加 

5月 3日には全国各地でさまざまな集会が開かれます。首都圏では、3年ぶりに「5.3憲法集会

実行員会」主催で、2022憲法大集会が開催される予定です。県内でも下記のような集会が予定さ

れています。地域実行委員会からの参加要請があると思いますが、積極的な参加をお願いします。 

各地区のチラシは、●印の地域は HPにアップします。以後、追加していきます。 

 

県内の主な集会                                  2022年 4月 12日現在 

 
日 時 場 所 主催者・問い合わせ先 お も な 内 容 

中野 
５月８日(日) 

13：30～15：30 

中野市中央

公民館 3F

講堂 

北信州市民アクション 

090-4661-5841（涌井さん） 

山口二郎さん（全国市民連合）講演会

「コロナ禍の貧困と格差－新自由主

義政策がもたらしたものは」参加協力

券 500 円 

長野 

● 

５月３日(月・祝) 

13:30～15:30 

長野市労働

会館５Ｆ 

大会議室 

守ろう平和憲法信州ネット

ワーク 026-234-2116 

信州護憲ネット第 31 回市民の憲法講

座 報告「チェルノブイリ原発事故被

災地支援活動と戦禍のウクライナ被

災者支援活動」原富男さん（「NPO 法

人チェルノブイリ救援・中部」副理事

長）ZOOM 参加もできます。ID：

884.7692.0361 パスコード 555333 

千曲 

● 

５月３日(月・祝) 

13:30～15:30 

信州の幸あ

んずホール 

千曲市 9 条の会 

026(272)4025(宮坂さん) 

講演「満蒙開拓の歴史に学び、平和な

未来をつくる」飯島春光さん（松代平

和祈念館理事）三野党からのお話、会

場からの意見 

上田 
５月２日(月) 

17:30～ 
上田駅前 

ピースアクション上田 

090-2647-1232（大村忠嗣

さん） 

5 月 2 日、小集会（30～50 人程度）の

あと上田駅前広場の周囲に広がって

のスタンディング。 

佐久 

小諸 

５月３日(火・祝) 

13:30～16:30 

エデュカル

トリア佐久

教育会館 

佐久地区９条の会連絡会

080-5144-6697（事務局：工

藤） 

ピースアクション佐久 

080-6936-6311（事務局：岩

下） 

午前、佐久 8 地域の各 9 条の会が軽ト

ラデモやスタンディングアピールを

展開。 

13:30 からエデュカルトリア佐久教育

会館でオール佐久で集会。14:00 記念

講演「憲法は希望」講師 白神優理子

さん（弁護士）オンライン配信も予定 

松本 

● 

５月３日(火・祝) 

10：00～12:00 

（憲法集会） 

14：00～16:00 

（野党共闘集会） 

松本市駅前

会館４F 大

会議室 

本気でとめる戦争 !中信市

民連合 

（午前の集会は事前申し込

み必要（090-4727－2680 上

條さん） 

2022 憲法記日市民イベント 「今だ

から考える『自衛隊のリアル』」井筒

高雄さん（元陸上自衛隊レンジャー

隊員） 



 
午後 2 時～4 時、花時計公園で「市民

と野党の共闘で参議院選勝利！市民

のつどい」（杉尾秀哉参院議員と野党

3 党代表参加） 

上 

伊 

那 

● 

 

５月３日(火・祝) 

12:30 開場 

13:30～16:10 

伊那文化会

館大ホール 

憲法記念日のつどい実行委員

会 0265-79-1749 (上伊那医

療生協) 

憲法記念日のつどい・講演会 

講演「檻の中のライオン―憲法が分か

る 46 のおはなし」楾大樹（さん（弁護

士）参加協力券 500 円  

 

（3） 支部や分会での「憲法を学び、語り合うつどい」の開催 

 

「憲法学習・運動月間」期間中に、会議や分会、職場会活動に合わせて、憲法について語り合うつどい 

(憲法カフェなど)などの開催をご検討ください。その際、本日送付の「いのち・くらし・憲法を守ろう」

リーフ」、パンフ「かなりキケンです 岸田政権の暴走にストップを」などをご活用ください 

講師については、ご相談ください。本部から訪問させていだくことも可能です。 

また，憲法改悪反対をテーマにしたさまざまな講演の動画がアーカイブで視聴できます。 

以下に一例を紹介します。 

 

（憲法会議 HP にアクセスすれば視聴できます） 

・小林武氏（憲法学者） 「憲法を改正するとはどんなことかー改憲論議の作法を問う」 

3 月 13 日 憲法会議総会 講演 

・渡辺治氏（一橋大学名誉教授）「岸田政権下の新たな改憲策動にいかに立ち向かうか」 

2 月 11 日 憲法会議主催 建国記念の日反対集会 講演 

・浜矩子氏 「総選挙後の経済運営～あるべき姿と恐るべき姿」 

12月 19日 秋の憲法講座 講演 

(憲法共同センターHP にアクセスすれば視聴できます） 

・伊藤真氏（弁護士）「憲法とは～くらしのなかにいかすために～」 

3月 5日 憲法共同センター主催 全国交流会 講演 

 

 

（４） 「憲法改悪を許さない全国署名」のとりくみ 

 

昨年度 2 月に提起した「憲法改悪を許さない全国署名」を 5 月度署名として再度提起します。組合員ご本 

人はもとより、ご家族、ご近所の方にも広げてください。署名用紙は 4月末に送付します。 

署名締切 2022年 6月末 

 

（５）生徒たちの憲法学習を援助しましょう。 

 

  本日、教文ルートで、「5・3 を中心とする憲法学習」の資料が送付されます。分会長にも資料を送付しま 

すので、教文委員と協力して、教科、学年、学校全体での生徒たちの憲法学習をご援助いただくようお願 

いします。 

以 上 


