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日です。知事選は、現職で大阪維新の松

知事選は１１月５日、市長選は１１月８

ダブル選挙があります。選挙の告示は、

１１月２２日、大阪府知事・大阪市長

として馬場伸幸衆院議員を代表に選出し

党大会を開きました。同党の代表は不在

２４日、大阪市内のホテルで独自の臨時

を除籍された大阪系国会議員らは１０月

この選挙と時を同じくして維新の党

月２４日放送のテレビ東京の番組で進退

せるわけにはいきません。橋下氏は１０

条的に近く、大阪維新の候補者を当選さ

政権と集団的自衛権行使容認など政治信

氏ら１２人のほか、現在も党に所属する

井一郎氏と自民党府議の栗原貴子氏、市

１１月２２日投開票の大阪府知事、大

下地幹郎元郵政担当相ら８人の計２０人

た後、党解散を決議したと宣言した。政

阪市長のダブル選について、産経新聞な

が出席しました。地方議員を含め、計約

長選は、元衆議院議員で大阪維新の吉村

ど５社は２４、２５両日、府内の有権者

２３０人が参加、橋下徹大阪市長や松井

党交付金も国庫に返納するとしていま

を対象に電話による合同世論調査を実

維新には、国会議員、地方議員らの過

一郎大阪府知事は参加しませんでした。

洋文氏と自民党元市議の柳本顕氏の事実

施、市長選は、自民推薦の無所属、柳本

す。国会議員は、執行部が除籍した馬場

顕元市議（４１）と、橋下徹市長の後継

半数の要求があれば代表が臨時党大会を

上の一騎打ちとなります。

橋下維新政治に終止符を！
大阪府知事・大阪市長ダブル選挙

大きなごまかしを隠す軽減税率導入の茶
番劇
④～⑤

・再び大国の戦場と化す中東地域 ロシア
のシリア空爆を非難する
・紹介 崔善愛 チ
( ェソンエ ピ
) アノコ
⑤

ンサート
⑥

・「失業率低下」にもかかわらず賃金も
低下？
・「悪いニュースは良いニュース」アベ

⑦

⑥～⑦

ノミクス、大企業でも評価が失速、「後
退・消失」７割超
・自衛隊と災害救助に思う
・エイジの沖縄通信（ＮＯ．１８）「翁
るのか？」
⑨

長知事の埋め立て承認取消、今後どうな
・コラムの窓「この国の貧困」
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・色鉛筆・・・ た
｢ だちに再審開始、そ
⑩
｣

で、大阪維新の会公認の吉村洋文元衆院

開催できる規約があり、橋下氏らは「執

新の会」に参加する見通しです。この新

議員（４０）が競り合い、知事選は、大

党「おおさか維新の会」は、安倍政権に

行部は存在しない」として、議員らの署

橋下ひきいる大阪維新の会は、大阪都

すりよって行くでしょう。

阪維新の幹事長で現職の松井一郎氏

構想を実現すると言ってきましたが５月

今回の選挙、自民対維新という選挙構図

名を集めて大会を開きました。国会議員

の住民投票で否決されました。しかし、

（５１）を、自民党推薦で無所属の栗原

維新の会は多少手直しをして大阪都構想

ですが、この間進められてきた大阪府政・

２０人のうち、少なくとも１９人は橋下

に再挑戦しようとしています。大阪市を

市政のよりひどい維新政治を止めさせる

貴子氏（５３）が追う展開になっていま

廃止・分割して市民の生活を悪化させよ

ための行動が必要ではないかと思いま

氏が３１日に結成する新党「おおさか維

うとする大阪都構想、何としてでも食い

す。大阪維新の橋下氏や松井氏は、安倍

す。

止めなければなりません。

について「一度、引退する」「政治的

に一度死んだ人間がまた生き返るのか

と 言 わ れ る か も し れ な い が『 そ れ は

待ってくれ』と言うかもしれない」な

どと語りました。一度引退？またもう

そをついた橋下氏、いいかげんにして

)

ほしいです。維新政治にストップを！

河
(野
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して無罪を！

ワーカーズ

が成立する前後、当時の野田首相

２０１２年の８月に消費増税法

体改革 と
｣ いうお題目自体、とん
でもないまやかしだ。

ぎない。

のに計算上割り振るだけの話に過

いからだ。すでに支出してきたも

保障の拡充に使われるわけではな

うが、その増えた分が新たに社会

８％に上げようが１０％に上げよ

が、実際はまるで違う。消費税を

に使う と
｣ いう政府の言い分をそ
のまま受け取っている人も多い

わない。給付対象者が増えるだけ

れた。自然増は制度上の改革を伴

１に引き上げた際の負担分だとさ

分を０９年に３分の１から２分の

定財源とは、基礎年金の政府負担

などに支出される。基礎年金の安

２０００億円が物価上昇への対応

４５兆円が社会保障の自然増分、

増税時での同時導入の姿勢を見せ

安倍首相は、選挙対策もあって

のは、つい先日の話だ。

後の安倍自民党政権をつうじて、

とは逆で、野田民主党政権やその

と語ってきた。しかし実態はそれ

全額社会保障に使わせてもらう」

どう使われるか。初年度である

聞くと、引き上げられた３％分は

改革 で
｣ 決まった消費税８％への
引き上げ時の話だ。政府の説明を

たとえば 税
｢ と社会保障の一体

具体的に見てみよう。

説明では、５％時から１０％への

点ではどうするのか。これまでの

消費税１０％への引き上げの時

育て支援など社会保障の《拡充》

で制度の改善ではない。結局、子

大きなごまかしを隠す軽減税率導入の茶番劇

ている。といっても、再増税を延
二枚舌とごまかしを続けてきた、
１４年度の実際の消費税増収分

基 礎 年 金 の 安 定 財 源 に、 １・

させた際のダメージや来年の参院
やその後を引き継いだ安倍首相

◆ごまかし

税をサイフ代わりに財政のバラマ
選への悪影響を心配する安倍首相
は、ことある事に「消費増税分は

軽減税率
消費再増税をにらんで、自公の
キを続ける安倍政権は、退陣に追
サイドにあっさりはねつけられた

なにが負担軽減だ！

与党を中心に軽減税率導入を巡る
い詰めていく以外にない。

期した事と同で、安倍首相にとっ
というのが実情なのだ。

そもそも、 税
｢ と社会保障の一

議論が続いている。導入に否定的

１０％への消費増税にともなう軽
てはこれも政権を維持していくた

その内実はといえば、納税者を小
馬鹿にした恥知らずなものという

円、増収分の１割に過ぎない。

イナンバーと抱き合

この財務省案、マ

しく〝反撥〟した。

てきた公明党は、激

入を選挙公約で掲げ

の軽減税率の同時導

１０％引き上げ時で

し、昨年の総選挙で

軽減制度の導入案だ。これに対

が持つ逆進性緩和への還付式負担

税調が結託して打ち出した消費税

の直接の発端は、財務省と自民党

末転倒の議論になるだけだ。一連

ば、それは木を見て森を見ず、本

な問題を覆い隠すものだとすれ

い。とはいえ、それがもっと大き

たり税率が低いに越したことはな

な要求だし、適用する品目が増え

民にとって軽減税率の導入は切実

る。消費増税を前提とすれば、庶

な賭け引くが繰り広げられてい

のか、といった問題を巡って様々

うするのか、徴収方法はどうする

８％という前提で、適用範囲をど

現時点では、軽減税率の税率は

としても持ちだした計算上のもの

く、消費税を導入するための名目

制度上決まっているわけではな

税収が社会保障の財源だなどとは

うわけだ。とはいっても、消費税

したとしてもまだ足らない、とい

ら消費増税分を全額社会保障に廻

き上げても２７兆円程度だ。だか

８％で２１兆円程度、１０％に引

その財源に仕立てた消費税は、

使っている財政は３１兆円程度、

１５年度でみると、社会保障に

か。

に使う、とは、一体どういうもの

ない。５兆円のうち２・９兆円は

だ。しかし実態はそんなものでは

障給付が増やされると思いがち

は 納, 税のタイムラグもあって約
５兆円。本来ならそれだけ社会保

昇で増える社会保障費が０・８兆

足の手当て分）が７兆円、物価上

円、社会保障の安定化（＝財源不

内、年金の国庫負担は２・９兆

以外にない。

わせという財務省に
の消費増税が持つ性格からすれ
に過ぎない。

引き上げで増える１３・５兆円の

すべて使う と
｣ してきた建前もど
こへやら、増収分を好き勝手に使

都合が良すぎる提案
ば、とんでもない矮小化やすり替

１７年４月に予定されている

つばぜり合いが続いている。が、 ◆茶番劇

な自民党と積極的な公明党の間で

減税率の導入を巡って、自公のみ
めの手段でしかない。

に廻されるのはたった５０００億

安倍政権は、これまでと同様、
ならず議論が拡がっている。騒動

うことを前提とした茶番劇を繰り

に、多方面から批判
えであり、全くの茶番という他は

そもそも消費増税分を社会保障

引
｢ き上げ分は社会保障のために

広げている。逆進性の強い大衆課

が集中した。結局、
ない。

うに、その額が保証されているわ

ない。しかも今回がそうだったよ

増税分の内、たった１％分に過ぎ

てはたった２・７兆円で、５％の

なぜこうした数字の操作とデタ

立ったのだ。

ぎ、関連業界や族議員などが沸き

速道路の延長などの決定が相次

税の決定以後、新幹線の延長や高

ば、さらに膨らむ。だから消費増

対策としての補正予算を加えれ

されている。政権発足以降の景気

公共事業や軍事費は３年連続増や

の
｣ 本質であり、実態なのだ。
現実に、安倍政権になってから

成長戦略並びに事前防災及び減災

による経済への影響等を踏まえ、

と供給の状況、消費税率の引上げ

能となる中で、我が国経済の需要

より、財政による機動的対応が可

「税制の抜本的な改革の実施等に

（附則１８条の２）。

が消費税法の附則に残っている

ることに合意している。その名残

税分を公共事業などにも振り向け

実際は民自公の三党合意で消費増

に支出すると強弁しつづけたが、

ような大胆な改革に手を付ける事

での企業の社会的責任を重くする

業の税負担を増やすなど、税負担

して巨額の内部留保をため込む企

とした減税などをやめること、そ

段階的な引き下げや富裕層を対象

ながら進めてきた法人実効税率の

必要なのは、アベノミクスを掲げ

体許されるものではないだろう。

いる以上、１０％への引き上げ自

こんなまやかしの上に成り立って

与党だが、そもそも消費税増税が

軽減税率の導入で迷走している

分のなかで社会保障の拡充分とさ

認したという。しかも消費税増収

減税率の財源を捻出することを確

への増税にともなう増収分から軽

２３日、党の税調幹部会で１０％

というものだ。自民党は１０月

るが、その額をどこで減らすか、

だ。軽減税率の導入で税収減にな

で軽減税率を実施するのかの議論

題だが、より悪質なのはどの財源

る議論が行われている。それも問

か、その線引きや徴収方法をめぐ

いま何を軽減税率の対象とする

だ。まったくふざけた話だという

取りをやっているに過ぎないの

も、その土俵上で党利党略の人気

だ」と一致したともいう。公明党

うな本末転倒なことは避けるべき

「社会保障の拡充に影響が出るよ

は、軽減税率の適用を拡大すれば

提なのだ。自民党の税調幹部会

でいる部分から捻出するという前

を除く飲食料品 に
｣ した場合の減
収額１・３兆円も、拡充に見込ん

は、公明党が主張するように 酒
｢

るに過ぎないのだ。その自民党

「消費増税分はすべて社会保障

安保法制を強行成立

けでもない。

ラメぶりが可能なのか。それは民

等に資する分野に資金を重点的に

なのだ。

円だ。子育て支援など拡充策とし

単純化すれば、５兆円の９割、
主党政権時の税と社会保障の一体

配分することなど、我が国経済の

に行ったのか。

それでは増収分の大部分はどこ

◆確信犯政権

４・５兆円は、本来であれば社会
改革法が成立した２０１２年にさ

ることは出来ないが、それにして

円をあてるとし、これには公明党

合算制度 と
｣ いう医療や介護など
の自己負担を軽くする４０００億

き上げたお金を、ゼネコンや軍需

進性が強い消費増税で庶民から巻

建前の裏に隠された本質とは、逆

税と社会保障の一体改革。この

以外にない。

保障費に振り向けられて減らされ

れている２・７兆円の内、 総
｢合

も現在進められている軽減税率の

も合意しているというのだ。

それらの課題をここで取り上げ

民主党最後の野田政権は、菅政

わざと分かりづらい言い回しに

導入の議論は、納税者・有権者を

成長等に向けた施策を検討す

だ。具体的には予算が増えたとこ
権を引き継いで消費増税による財

してあるが、要は、消費増収分を

馬鹿にしたものであるといわざる

かのぼる。

ろで、１５年度予算で言えば、公
政再建を掲げた。その際に例のご

成長戦略や公共事業にも回す余地

るはずだったそれ以外の支出項目

共事業や軍事費などだ。だから消
とく消費増税分はすべて社会保障

産業、その担当官庁だと

支出先のゼネコンや軍需

強靱化政策を口実にした公共事業

れは、震災復興を名目とする国土

を確保したものに他ならない。そ

を得ない代物だ。

に抵抗する自民党、 とは、ことの本質を覆い隠して逆

心な公明党とそれ

率の導入で社会的弱者の支援に熱

こうした経緯をみれば、軽減税

のである。今回の軽減税率の導入

聖域化するもの、この一点だった

産業、その他の既得権への支出を

る。」

費増税で実質的に救われたのは、

いうことになる。何のこ

なのだ。

進性の高い大衆収奪としての消費

ことが分かる。自公

こんな議論は終わりにしなくて

という構図は全く

たものだった。だから民主党政権

の与党は、自分勝手

はならないし、《企業に優しい税

支出への大盤振る舞いという、当

の一体改革 で
｣ 一番喜ん
でいるのは、高齢者や病

は全額社会保障に使うといいなが

に消費税と社会保

財政》から《庶民に優しい税財

増税大増税路線を推し進めること

人や要介護者など社会保

障をリンクさせて

政」へと転換していくことこそ必

の見誤りだという

障の充実を待ち望んでい

ら自民党の要求を受け入れた 二
｢

他の支出、たとえば

時の自民党からの圧力を受け入れ

る人たちではなく、官僚

枚舌 政
｣ 権なのだし、アベ自民党
はごまかしの「確信犯」政権なの

とはない、 税
｢ と社会保障

やゼネコン・軍需産業だ

要なのだ。そのためにも大衆課税
とバラマキ政治を続ける安倍政権

公共事業や軍事費

を追い詰めていく以外にない。
（廣）

を聖域化する土俵

のなかで争ってい

をつくり、その土俵

だ。

◆誰のため？

という構図が浮き上がる。
生活保護費などはむしろ
減らされている。それが
税
｢ と社会保障の一体改革
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プロイセンの将軍であったクラ
るだけなのです！

再び大国の戦場と化す中東地域、
ロシアのシリア空爆を非難する
■ お 株 奪 わ れ た「 対 テ ロ 戦
争」
ウゼビッツ（ 1780-1831
年）は
「戦争は政治の延長である」とい ■ロシア軍に戦局を変える力

しているとしています。

いては同じく８割近い国民が反対

アは「地上軍のシリア展開」につ

以上に兵器はロシアで数少ない稼

格が低迷しているからには、従来

らっています。天然ガスや原油価

そもそも欧米からの経済制裁と

ると思われます。こうしてみれば

民生活はかなりの苦境に陥ってい

外部に向けさせようという独裁者

ナス経済に突入。その批判の目を

生活は西側の経済制裁もありマイ

さらに国内的要因です。国民の

げる輸出品なのです。

欧米諸国と同様に「空爆のみの参
の常とう手段でしょう。「ロシア

原油価格の暴落がつづくなかで国

加」以上に戦線を拡大するのは容
軍の活躍」「世界のプーチン」「偉
大なロシア」という国内向けア

易ではないはず。
それではプーチンの「シリアＩ
ピールを姑息にも狙っているので

プーチンの狙いは、空爆でシ

Ｓ空爆」の政治的狙いは。

の反戦世論も強力です。国民には
リアなどでの戦局を転換するとい

プーチン独裁体制とはいえ国内

戦争に正義はない。戦争の大義 う名言を残しました。つまり戦争 はない
名分なんて真っ赤な嘘だ。このこ は重要であっても一つの選択手段
とがよくわかるのがシリア内戦で であり、政治目的のための手段で

チェチェンの内戦が厭戦気分を広
う現実的な戦果ではなく、おそら ■複雑化し危険度を増す国際

諸国はまともに反論できず、「穏 利権組織であり、軍事拡大や戦争

た。このプーチンの理屈には欧米 産・学・議会複合体」とは巨大な

空爆に国民の８割近くが支持」と

アの国営系メディアは、「シリア

でした（「義勇兵」のみ）。ロシ

テロ」名分で空爆を開始しまし 体」あるいは旧ソ連や米国の「軍・ のロシア正規軍投入はできません

壊滅させられなくとも、シリア＝

ているのでしょう。たとえＩＳを

Ｓと戦うプーチン」をアピールし

ド政権の維持を目標として、「Ｉ

に見えます。つまりシリアのアサ

航ミサイルを発射しましたが、そ

ロシアがカスピ海の戦艦からの巡

てみましょう。問題なのは、先日

さらに視野をシリア以外に向け

しょう。

「テロとの戦い」という大義名分
めているようです。ですから国民
く国際政治上のプーチンの地位の 情勢、「対テロ戦争」は何を

あると。

を掲げてきた欧米諸国ですが、危 では、軍需産業が政治や経済や国
や兵士からの不満のため、のどか
向上や再評価を目指している程度 うみだしたか

す。

険な軍事路線をとるプーチンが今 家に大きな影響力を持つように
ら手が出そうな東部ウクライナへ

健派への空爆はやめろ」「住民が は単なる「手段」ではなく半ば
報じていますが、非政府系メディ

ところが、当時とは異なり現代

度は「対ＩＳ」という完璧な「対 なってきています。「軍産複合

巻き添えになった」等としか言え 「目的そのもの」になりつつある

でしょう。９０年代にはロシア連
邦宇宙局など５つのロシア機関が
イラン政府のミサイル改良を援助
したことや、イランの最初の原子
力発電所であるブーシェフル第１
原子炉は、主にロシアの国営原子
力企業ロスアトムによる援助で完
成し、２０１１年９月１２日に公
式に稼働を開始したという経緯か

こんなくだらない「大義名分」 は安倍首相の下で日本でも強力に

なってきています。こうした動き

アフガニスタンでは米軍が病院を
）も含めて、戦争はま
company
空爆。国境なき医師団の医師や患 るで普通の経済活動であるかに

ローンによるリアルな戦闘画像を

います。ロシア公営テレビは、ド

兵器の戦闘画像を競って放映して

ディアはロシアのスホイなど最新

空爆開始後、予想通り世界のメ

最新兵器のアピールがあります。

つぎに見逃せないのがロシアの

ダーシップをとることでしょう。

後の中東政治の中心にいてリー

アサドとの太い絆を創り出し、今

持は政治的にも大きな意味を持つ

大国であるイランのロシア空爆支

ド＝シリア政権の擁護派。地域的

しているイランは、もともとアサ

上げ「国際社会への復帰」を目指

核開発問題で一定の妥協を作り

持」があったことは間違いないと

まり、両国の「理解」ないし「支

通過していたということです。つ

の航路は低空でイランとイラクを

と疑問に思っていました。が、こ

命とはなんのことだろうと、漠然

らみられるように核開発やロケッ

の言い合いは、どんな説得力もあ 推進されようとしているのです。

ふんだんに放映し国威発揚もね

生まれたショパンがどれほど過酷

の『日記』を読み、『革命』とい

者数十人が死傷しました。

怒りを感じるだけです。
して、国民を戦争に煽り立ててい

びつきがあります。今後ロシア＝
イランの政治・軍事提携が強化さ
れるとみられます。十四日ロイ
ターでは「イラン革命防衛隊将校
が シ リ ア（ ア レ ッ ポ？） 二 名 死
亡」と報道。イラン軍のシリア関
与（アサド政権支援行動）も強
まっているようです。
他方、イラク政権は米国支援の

まだ日中は汗ばむ陽気の午後、神

９月２２日、初秋とは言えまだ

指紋押捺拒否を理由に日本への再

間留学。渡米時に外国人登録への

国インディアナ大学大学院に３年

エチュード』ハ短調」は、ワル

ンは命を掛けました。「『革命の

誇りに伝えることを使命にショパ

も係わらず、ポーランドの音楽を

あり、自由な移動を禁止されたに

のポーランドがロシアの統治下に

か・・・、知らされました。当時

へと旅たった、その苦悩を受け止

ドの苦悩とともにショパンは外国

侵略を受け続ける祖国ポーラン

～９４）

ものだとわかりました」（Ｐ９３

ショパンの絶望と怒りを表現した

は、それが失敗したことを知った

戻すための闘いを意味し、この曲

うのは奪われたポ－ランドを取り

下で国内のＩＳと激しくたたかっ

戸の小さな美術館で行われまし

入国が不許可とされる。最高裁ま

シャワ蜂起の失敗を知ったショパ

め帰国の権利を奪われた自分の生

このように中東地域はいまでは

た。個人宅の１階をコンサート会

で争った指紋裁判の結果、日本の

ンの絶望と怒りがぶつけられ、

て来たが、支援の在り方で米国と

ト技術にはそもそもロシアとの結

りません。欧米もロシアもＩＳも ですから、彼らの言う「正義」や

うな要求を簡単に飲むことはあり

な試練を乗り越え、亡命者の如く

ように見えます。米国では民間軍

支配権力をめぐる戦争は同罪で 「テロとの戦い」などは白々しい

えません。勤労者労働者の大衆的

ヨーロッパを転々としたこと

ないのです。

す。すべてが反人類的蛮行であり 限りなのです。政治家は自らの権

行動で継続的に圧力をかけてゆく

ところが同じころ（十月三日） 事会社（ PMC::private military

勢を、資本家は自らの富を動機と

各国民は自国の政府にこのこと

場に使えるよう改装され、２階の

永住権を奪われる（のちに永住権

「大砲」そのもののような曲であ

き様を土台にして、平和の尊さを

ころです。

の相互不信が増大しており今回の 政治的にも軍事的にも大混乱の中
を要求すべきです。当然、軍需産
ほかはありません。

あります。

ロシア空爆への「承認」「支持」 にあります。戦いは三つ巴、四つ
業の利害に絡（からめ）めとられ

各部屋はそのまま絵

原状回復）。現在は自身の体験か

ること、もしロシア皇帝がその

訴えていく崔善愛さん。ピアノが

（文）

となったと考えられています。今 巴になり先が見えません。

引にロシアが握るという情勢も。 と戦闘するシリア反体制派支援の

画の展示に利用、ピ

ら、身を持って感じた平和の尊さ

「大砲」に気づけば、ショパンの

揺れ動くのではないかと思われる

「火に油を注ぐ」とはこのこと

下し、キャスティングボードを強 スは、十二日シリア北部で「ＩＳ

中東の政治地図は書き換えられる
可能はあります。孤立化しＩＳ以 です。米国は非公然ながらすでに
上に危険なイスラエル＝ネタニア 「反アサド」である「自由シリア

織に武器・弾薬その他の支援を供

フ政権の動向も読みにくいところ 軍」はじめ多数のゲリラ・テロ組
です。

九州の小倉に育った

「宝塚に生まれ北

います。

ルを紹介したいと思

愛さんのプロフィー

思いに相応しい崔善

ループが主催、その

Ｓひょうご」のグ

を 記 念 し て、「 Ｗ．

性たちの支援１５年

ＤＶ被害を受けた女

このコンサートは

を理解できる丁寧な説明が崔善愛

の私にでも、ショパンの熱い想い

れてくる曲にただ耳を傾けるだけ

うでした。テレビやラジオから流

貫き争った経験が伝わってくるよ

鍵盤を奏でる姿は、かつて信念を

色のドレスを身にまとい、力強く

ました。期待通り崔善愛さんは紫

待に胸を弾ませその日を待ってい

サートとはあまり縁のない私も期

頑張っておられたと知り、コン

け、崔善愛さんが指紋押捺拒否で

招待チケットを知人から譲り受

いるようです。はじめてこの曲

にうなだれ、慟哭の声をあげて

かって手を突き出し、またとき

右手のパートは、まるで天に向

絶望感に満ちています。そして

で奈落の底に落ちていくような

は地響きのようにうねり、まる

「この曲の左手（低音パート）

れています。

うに「革命のエチュード」が語ら

波ジュニア新書）では、 このよ

花束の中に隠された大砲」（岩

崔善愛さんの著書、「ショパン

て下さい。

るショパンの生き方に会いに行っ

束の中に隠された大砲」と言わせ

も機会があればぜひ、彼女が「花

をのむ自分がありました。皆さん

の長女。愛知県立芸

さげた故崔昌華牧師

ショパンを知らなかった私です

室にかけられた写真からでしか

学校の教科書から、または音楽

か尋常でないようだと感じ、革

たショパンの曲とは違う、なに

は、この曲はいままで弾いてき

を弾いたとき、高校生だった私

（折口恵子）

ほど、迫力のある演奏に思わず息

在日２・５世。生涯

さんからありました。

術大学ピアノ科、同

が、１８３０年代のポーランドに

ンは警告したのでした。

を人権擁護活動にさ

ている政治家たちや政権がこのよ

さらにはシーア派系武装組織ヒズ 第一弾」としてＣ１７輸送機から

アノの音色は館内全

を音楽を通して語るピアニストと

音楽を禁止したはずと、シューマ

そんな中で、米国ＡＢＣニュー

ボラやクルド系ゲリラもロシアが 武器弾薬５０トンを投下したと報

体に響き工夫された

して活躍中。」

後中東において米国の存在感が低

ひきつけてゆくことも考えられ、 じました。

会場設定でした。

そこにきてトルコの内政状態が 給してきたのです。このような無
流動化しつつあります。国内で台 節操で兵器商人だけが喜ぶ政策を

シリアを始め、イラク、アフガ

頭するクルド系政党に対してエル 続けているのです。
ドアン大統領の排除の論理が国内

民が発生していることは毎日の報

を分裂させ、ＩＳを含めて三つ巴 ンその他の中東地域から大量の難
の様相になりつつあります。

０３年「テロとの戦い」という 道で我々もある程度は知りうると
大義を掲げて開始された欧米のイ ころです。欧米諸国は、「人道」
ラク軍事介入（イラク戦争）です のみならず戦争責任の上でも彼ら
が、中東地域（さらにトルコやア の救済を優先政策とすべきでしょ

欧米そしてロシアの空爆を中止

フガニスタンまで）が果てしない う。
殺戮に陥ったばかりではなく国家

止めることが、同様に肝心なこと

間大戦の危険をはらむ可能性すら すべきです。そして武器の流入を
うみだしつつあります。

です。「正義」など欠片もない戦

に軍隊を送るなど愚劣にもほどが

ん。安倍政権のように今から中東

■大国は撤退し、難民保護に 争の片棒を担ぐべきではありませ
徹しろ

大学大学院修了。米

4
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崔善愛 ( チェソンエ ) ピアノコンサート

紹 介

二年間で実質賃金は０．２ %
下落
した。中小零細企業も加えれば

いのだ。一部上場企業ですらこの

益を拡大しようとしているので

迷で売り上げ伸び悩む中でも）利

面支援で人件費の抑制で（景気低

こうして財界は自民党政権の全

格競争や資本流失のあおりとして

上がるとしても日本などでは低価

ように新興国での賃金がある程度

本の自由な移動が活発化し中国の

経済のグローバル化により、資

９月１６日）

厳しい声が多い。」等（ロイター

なってしまった》（窯業）など、

しく、元の３本の矢もうやむやに

造）、《期待はずれ。斬新性も乏

政策に具体性がない》（その他製

数％は下落したと私は見ている。
す。

題もある。

そのからくりの主たるものは、も

のです。

より社会問題の重要なテーマであ
はや直感されているように正規雇

況で、賃金も低下傾向が止まらな

「人がいない」「募集してもな
り、ひいては政治の貧困・無策の
用の減少と非正規雇用の増大だ。

「失業率低下」

かなか人がこない」。というのが
結果でもあるというものだ。

れを安倍政権が唯一の「実績」に

「雇用逼迫」が言われている。そ

とふるわないなか、ほぼ全産業で

に、去年以来ＧＤＰマイナス成長

ている。日本経済はご承知のよう

け中小企業の担当者は悲鳴を上げ

急速に減少している。政府による

もすぐわかるように労働者人口は

退を開始している。だから、誰で

六十五歳を超えて労働市場から引

年、第一次ベビーブーマーたちが

を始めた。それを追うように、近

総人口はとっくの十年前に減少

的に非正規雇用が多い。管理職を

して新たな若年労働者雇用は圧倒

いしは非正規雇用化している。そ

た正規雇用者が大量に定年引退な

すでにのべたように高齢に達し

のだ。

権の労働基準法改悪戦略のせいな

これは２０年来の財界＝自民党政

てある程度押し下げられてきてい

らされておりその「基準」にむけ

者は新興国の労働者との競合にさ

市場の統合化の中で、先進国労働

う現実がある。つまり、国際的な

国にどんどんシフトしているとい

り、単純労働やライン作業は新興

国際的分業がますます徹底してお

ているのです。

いえよう。その変革こそが問われ

度自体の問題が横たわっていると

ているからだ。このような経済制

の市場支配を目的として運営され

活ではなく「利潤」と、そのため

経済は勤労者・労働者の福祉や生

か。それは企業、財界、資本主義

なぜこのようなことになるの

* * * * * * * * * * * * * 賃金抑制的に作用しているという
もう一つの視点として、企業の ことです。

という。

リットもあり立場が分かれている

しかし、製造業は円安によるデメ

も「追加緩和」を要求している。

れまでもうまみを得たしこれから

一の矢＝金融緩和に大賛成だ。こ

潤ってきたので、アベノミクス第

融業界はこれまでのアベバブルで

かりではなく、企業からも評価は

総じて、アベノミクスは国民ば

金融緩和については不動産や金

しているが、もちろんそれは嘘で
と今後十年間で三百万人の労働人
るのだ。つまり経済のグローバル

にもかかわらず賃金も低下？

現在の日本の雇用状況だ。とりわ

ある。
除くと雇用労働者の半数が非正規

が年々進行しているからである。
は少しも向上しないという至極当

それは経済効果がなく、実体経済

下落している。

*
*
*
*
*
さて資本主義においては、すべ
ロイター調査では「非正規報酬

（山）

口の減少が試算されている。
化がもたらした低金銀化と言う問

現在の失業率低下や雇用逼迫は
だという実態がある。しかもそれ

高齢化社会が、雇用のひっ迫を生
てが「市場原理」で決定されると
然な理由からである。他方では、

日本独特の理由がある。少子化と

み出しているのだ。つまり、従来
は正規雇用の三十五％」とされて

「
悪いニュースは良いニュース」

考えられている
おり、企業は人件費を削減しつつ

アベノミクス、大企業でも評価が
に」という期待だけだ。

本からの「バブルを維持するよう

和」のみである。つまり金融大資

唯一ののこされた期待は「追加緩

が、 そ う で あ れ
雇用を維持・拡大しうるのだ。（た
だし人が少ないのだが）

ば労働者賃金は
大いに上昇すべ
き だ。 確 か に そ

が強まる中、日銀による追加緩和

中国をはじめとするアジア経済

派遣業法（８６年）は改定を繰
失速、「
後退・
消失」
７割超

については、賛否が拮抗してい

り返し、ますます派遣業労働者の
「１０月ロイター企業調査による

る。」

のような傾向は

と、アベノミクスの勢いに関して

「アベノミクスは２年半たって

の低落を受けて、日銀の黒田氏が

７割超の企業が「後退している」

も、実体経済には効果がなかった

「定着」「固定化」をはかり、労

ないし「消失している」とみてい

との見方が広がっている。

山噴火」などの自然災害が多発す

従来であればあ

ることが明らかとなった。《新３

第２ステージも《方針だけで成長

ることが十分予測される。今日本

安保関連法が成立した直後の安
倍首相の言動が、この人物の本質

たん下落していた日経平均もやや
持ち直している（１０月中旬以
降）。つまり市場（金融資本）は
「日銀がどうやら追加緩和を実施

は積極的にＰＫＯに参加するか

次に国連総会に出向き、「日本

けつけ警備を・・・」と発言し、

使・・・」とか「ＰＫＯ活動で駆

が「米軍との集団的自衛権の行

４月に入隊した男性自衛官の入隊

救助と密接に関わっている。今年

国民の自衛隊への評価は、災害

いる。

パール報道はオスプレイを「役立

で家が次々に吹き飛ばされ、ネ

けつけたが、垂直推進の猛烈な風

の災害救助に米軍オスプレイが駆

だ」との意見。事実、ネパールで

な自然災害に備えることだ。

「災害救助隊」を編成し、大規模

して、人員と予算を付け充実した

ことではなく、自衛隊を組織改編

は、遠い海外へ自衛隊を派遣する

今私たちが必要としていること

するだろう」と読み込んだわけ

が悪くても、いや悪いからこそ

ら、国連安全保障理事

自衛隊を海外派兵して米軍との共

志望動機のトップは、「国や人の

たず」と断じた。

その災害救助隊のなかに「国際

壊の大洪水災害だった。

「金融緩和策が維持され（あるい

会の常任理事国入りを

同作戦に参加させるとの勇ましい

ために役立ちたい」である。「戦

山口大の纐纈教授は「全国の自

がよくわかる。

は追加緩和が実施され）、われわ

めざしたい」との演説

空論の話ばかり。ところが「国会

地での活動より、災害救助を優

は「悪いニュースは良いニュー

その事実を公式に認めた。そのと

本の矢》も含めて効果が不明との

専門家からも「自衛隊の本来の

働者の権利を保護する労働基準法

指摘が目立っている。景気停滞感

あり方と国民の視点にズレがあ

るていどあっ

あの１９９５年１月の阪神・淡

が必要としているのは、海外で戦

を掘り崩しています。そのうえ正

路大震災でも、自衛隊員ががれき

る。災害救助隊組織を独立させ、

争をする軍隊ではなく、災害救助

た。 と こ ろ が 現

皆さんも、９月１０日のテレビ
の中から住民を助け出す様子が報

消防庁のハイパーレスキュー隊の

隊の充実である。

規社員でさえ高度プロフェッショ

局の生中継を見たと思う。茨城県

道された。防衛省によると、約

ように高度な訓練を受けさせる」

私たちは、「東日本大震災」と

在の日本はそう

常総市が大洪水で次々に家が流さ

３ヶ月間で延べ２２０万人の隊員

等の組織改編が必要だとの意見。

「福島原発事故」を通じて、政府

ナル制度などで「残業代ゼロ」に

アベノミックス第２弾は「新３
れていく。その一連の救出劇で大
が投入された。

また「災害救助に役立てにくいオ

や官僚の「自然災害」や「原発事

ではない。

ス」と言う言葉をたびたび耳にす
本の矢」だ。金さえばらまけば何
活躍したのが自衛隊であった。

ま た、 東 日 本 大 震 災 で も

スプレイ購入に大金を出すのは税

故」対する対策がまったくお粗末

追いやろうとしていますし、「首

る。その意味は「経済指標が悪く
とかなると。そして、新スローガ
その日、国会参議院では審議中

２０１１年８月までに延べ１千万

金のムダ。装備品を購入する際に

で無責任である事を学んだ。

「労働者が少

なれば、米国の金利は据え置かれ
ンが「１億総活躍社会」。まさに
の安全保障関連法案をめぐる与野

人の自衛隊員が被災地に送り込ま

は、災害救助を念頭に置くべき

切り自由化法」も検討されている

るだろう」と言う意味だ。
戦時中に使われた「一億総玉砕」
党の攻防が大詰めを迎えていた。

れ、２万人近くの住民を救助して

ない」という状

これこそ至言というものだ。現
「国家総動員法」という言葉を連
「国会内」では、自公の議員たち

だ。

在資本主義で主導権を握っている
想させる。

ところで、最近海外ニュースで

のが金融大資本である。実体経済

れは儲けられる」ということなの

をした。また、外国記

外」では、記録的な豪雨で堤防が

本、中国などでさえない経済指標

だ。こうしてとりわけＥＵや日

者からシリア難民の受

が発表されても（悪ければ悪いほ

（英）

救助隊」も組織し、海外での災害

を備えた海上警備隊の
ような組織を作ったら

これからの日本列島

どうか、と考える。

は間違いなく地殻変動
期に入り、「地震」「火

ないのか。

衛官２４万人のうち、３分の１か

専門とする人員と装備

合同させ、海上警備を

自衛官を海上保安庁と

だ。私はさらに半分の

私もこの意見に賛成

か」と提案。

のような組織を作ってはどう

先」「今回の災害救助で自衛官に

私は、この「国会内」

決壊し逃げ遅れた住民が屋根の上

と「国会外」の出来事を

け入れに対する質問に

ど）株価が上がったりする。本末

ない。それは国内で老

見て、自衛隊に関する議

救助にも積極的に派遣すべき。そ

人問題や女性問題など

論がまったくかみ合って

２分の１を消防庁管轄に置き、消

で精一杯だ。でも中東

いないと思った。誰が見

憧れ、人命救助のために自衛隊を

難 民 支 援 の た め

ても明らかなことは、自

で死ぬか生きるかの生死をさま

８億１０００万ドル出

衛隊は海外の戦場で米軍

対して「日本は難民を

転倒だ、呆れるほかはない。

すことにした」と。こ

と共に戦うことより、災

れこそが「積極的平和主義」では

こでも結局金の話であ

害地の国民救出活動こそ

防隊員と一体となった国土警備隊

る。なぜ、目の前で起

が必要とされる課題であ

志望する」若者が多いと言う。

こっている難民問題に

る。

よっていた。

立ち向かおうとしない

受け入れることは出来

のか？

事実、自衛隊の災害救
助活動は評価が高い。

水につかり不眠無休で活動
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その事を考えさせて
くれたのが、鬼怒川決

【鬼怒川堤防決壊】陸自隊員が明かす救出劇 胸まで

資本主義は黄昏時をむかえつつ
ある。つぎを考えるべきだ。

自衛隊と災害救助に思う

エイジの沖縄通信
〈ＮＯ．１８〉

「
翁長知事の埋め立て承認取消、今後どうなるのか？」
「行政不服審査法は一般私人の

員は次のように批判している。

同じ政権内の「身内」に救済を
権利擁護のための法律。ところ

異議申し立てでは『私人』と都合

が、政府は埋め立てでは『国』、

求めるこの措置に対して専門家か

１０月１３日、ついに翁長知事 した。
が辺野古埋め立て承認を取り消し
た。
しかし、さっそく国・防衛省は らも一般国民からも批判が高まっ
「行政不服審査法」に基づき不服 ている。
良く顔を使い分けている」と批

なぜなら、この「行政不服審査

審査請求と取り消しの効力停止

求を行うことは、不当というしか
服審査法を使うのは、身内の判断

来ない」と指摘。「あえて行政不

『私人』にはできず、国にしか出

をつくり米軍に提供する工事は

行政法に詳しい法律家も「基地

判。

権利利益の救済を図る」と明記。

を、石井啓一国土交通相に申し立 法」は、第１条で目的を「国民の
てた。
これに対して翁長知事は「同じ 政府や地方自治体など行政機関同
内閣の一員である国交相に審査請 士の紛争を対象としていない。

ない。行政不服審査法のあしき前 が「私人」の立場で不服請求した
で手早く済ませ、早く工事を再開

「公」の立場である国・防衛省

例となる」と、政府の対応に反発 ことに対して、沖縄の仲里衆院議
したいからであろう」と
批判。まったく、その通
りである。
国家機関の申し立てを
身内の国家機関が判断す
るのだから、その結論は
あらかじめわかっている。
翁長知事が埋め立て承
認を取消をしてから、辺
野古では基地建設工事は

とに、「環境監視

覚。さらに驚くこ

設コンサルタント

は「結論」（効力停止）を出すだ

今度はそれを受けて翁長知事
会社「いであ」
（東

等委員会」の運営

は、第三者機関「国地方係争処理
京）が、２０１２

ろうと言われていたが、この原稿

委員会」に不服審査を申し出る方
～１５年度に１２

を書いている２５日現在、まだ国

針。その後は、それらの結論に対
件

業務を担う環境建

して「異議」を申し立てるために
３２億１３９３万

交省から結論は出ていない。

法的争い（裁判闘争）になるだろ
円の事業を受注

を無視したご都合主義のデタラメ

る」と言うが、一体どちらが法律

国家ですよ」「粛々と工事を進め

菅官房長官は口を開けば「法治

業者が事業を検証

金を受け取る受注

していたと言う。

衛省ＯＢが天下り

し、１０年には防

、

うと言われている。

をやっているのか。

路の工事に着手する」と述べた。

体工事である仮設ヤード、仮設道

の工事用ゲート前にアルソック

の７月から米軍キャンプシュワブ

さらにさらに驚くことが、昨年

する立場ならば、金を出してくれ

本体工事のために事前に行う
（総合警備保障会社）の警備員ら

工事を推進したい井上沖縄防衛

ボーリング調査は２４か所ある
が並び、抗議する沖縄県民に対峙

る国に都合良い報告内容にするだ

が、まだ５か所が終了していな
するようになった。この業務につ

局長は、９月１８日の記者会見で

い。本体工事のためにやるボーリ
いて、沖縄防衛局は７月にアル

ろう。

ング調査がすべて終わっていない
ソックと「シュワブ陸上警備業

「ボーリング調査終了前でも、本

のに、もう本体工事に踏み切るこ
務」を契約した。期間は７月２３
日から来年３月３１日の２５３日

と自体もデタラメである。
また、沖縄防衛局が設置した新

閉じるとともに４３００人の社員

から寄付金を受けていたことが発

委員が、埋め立て業者の受注業者

論する「環境監視等委員会」の４

下請けに任せ、これまでそこで働

いる事例は、ひとつの職場丸ごと

７６０万円という高額なのだ。約

１９億３４０８万円、１日あたり

そして、この契約金額はなんと

間の業務契約である。

く、社会問題として根本から対策
を解雇した。働き続けたい場合は

いていた労働者を下請けに出向さ

基地建設の環境保全の在り方を議

９００万円ほど使い、２度の心筋
を立てなければ、手遅れになる」
特定の派遣会社と契約し、そこか

せるというものでした。しかも、

止まっている。では、今

ＮＰＯ法人ほっとプラス代
梗塞で長期入院・療養した結果、
と感じ、打開策を摸索していま

ら新たにオープンした大型店舗に

後どうなるのか？

表理事の藤田孝則氏の著書
７年で使い果たしたというケース
す。

交通省は２４日頃までに

不服請求を受けた国土

『下流老人 一億総老後崩壊
を示され、「誰もが・・・」とい

その出向は片道切符だったりする

の衝撃』がベストセラーに
こうした下流老人の予備軍とな

派遣されたが、賃金は以前の半分

う切迫感を感じました。

のです。

なっています。いま、読んで
で手当も削られた」

ことができない〝下流〟の生

とは文字通り、普通に暮らす

という指摘です。「下流老人

設計が崩壊する可能性がある

としたきっかけで老後の生活

（年収２００万円以下）や引きこ

はなく、子どもがワーキングプア

自分自身に降りかかる困難だけで

事故等をあげています。こうした

して、藤田氏は病気や介護、交通

けや学生を襲うブラックバイト、

いう社会への入り口でのふるい分

り、「初就職は４割が非正規」と

に突入した」というルポに始ま

ます。まず、「第一世代は４０代

が「絶望の非正規」を特集してい

攻防、争議が賑やかでしたが、い

しょうか。かつて、出向をめぐる

蔓延しているのが現実ではないで

されています。というか、すでに

した労務管理がこれから増えると

正規職を派遣に切り替えるこう

通の人」が「下流」に陥る原因と 『週刊東洋経済』（１０月１７日） これを、ドイツでは「回転ドア」

ＳＥＡＬＤｓの深層リポートも行

は今日もデモへ行く！」と題する

んでしょう。ちなみに、「僕たち

が、いったいどういう編集方針な

は確か数億円だったと思うのです

います。カルロス・ゴーンの年収

るのかといった話題を取り上げて

る非正規労働者の実態について、

活を強いられている老
もりで、扶養しなければならない

「妊娠後に６割が退職」というマ

ま、労働現場はそうした段階をは

われています。要するに話題を追

私は大丈夫だと思っている「普

人を意味する造語だ」
というようなこともあります。こ

タハラの横行、限定正社員、技能

るかに超えています。私が知って

いるところですが、誰もがふ

藤田氏は具体的な指
の逆が介護離職ですが、親子の助

実習生、とあらゆる非正規を網羅

ところでこの雑誌、日産のカル

標として、①収入が著
け合いが共倒れになるというかな

した特集となっています。

ます。しかし、退職金

の「ない」をあげてい

人間がいない、の３つ

向に減らない。そればかりか近年

を経て、「生活困窮の相談者は一

ソーシャルワーカーとしての実践

藤田氏は１２年間のこうした

に」としています。そして、

験生かせず『ゼロリセット』

は、
「一律３年で雇止め」
「経

された労働者派遣法について

安倍自公政権によって改悪

１０月２４日のＮＨＫスペシャ

は読ませる内容となっています。

ページもの「絶望の非正規」特集

うということのようですが、４０

ロス・ゴーン社長の後継はどうな

しく少ない、②十分な
しい現実です。

と 貯 金 あ わ せ て

は顕著に増えている」とし、「下

と呼んでいるそうです。

貯蓄がない、③頼れる

３０００万円近くあっ

２００２年に派遣社員の雇用
期間の上限が撤

流老人の問題は、対処療法ではな

や永代利用料として

廃されたドイツ
で起きたことを
紹介していま
す。
「ドラッグスト
アチェーンの
シュレッカー社
は、多くの店を

８カ月で２０億円である。「陸上
警備業務」だけではない。沖縄防
衛局は、やはり７月２２日に「海
上警備業務」の契約を締結した。
やはり今年度末までの契約だが、
その請負金額も実に２４億円にも
なっている。
このように辺野古新基地建設事
業に関して、それこそ湯水のよう
に私たちの税金が浪費されてい
る。沖縄で安倍内閣・防衛省が
やっていることはデタラメ・違反
だらけである。
この沖縄問題さえも追及されな
いように、臨時国会を開催しない
安倍内閣。沖縄と連帯して、一日

（富田 英司）

も早くこの安倍内閣を退陣させよ
う！

ル「暮らし直撃！ 雇用激変
働くあなたは大丈夫？ 非正規
世帯どう支える 家計を守るア
イデア！ 年収４００万の安心
生活」という長い表題の番組で
したが、これが〝限定正社員〟
を話題にしていることは一目瞭
然です。番組のなかでは、「全
員正社員にすればいい」という
発言もありましたが、正社員の
過酷な労働実態に切り込もうと
いう視点はありませんでした。
経済大国に見合った国際的地
位・国連常任理事国入りと、そ
れにふさわしい軍隊の保持をと
いう向きもありますが、この国
の貧困は深く、明日は暗いと言

（晴）

わざるを得ないでしょう。
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た生涯独身男性が墓石

コラムの窓… この国の貧困

昨 年 ３ 月 の 再 審 開 始 決 定 からは「高裁の役割を超えてい
た事。かっては出された食事は残

情が、少しづつ柔らかになって来

様子は、釈放直後は乏しかった表

と、袴田巌さんの身柄釈放か る」という批判の声が上がってい
さず食べていた（拘置所での習

る実験を行いたい」と主張。識者

ら早くも１年７ヶ月。「もう る。そもそも再審開始決定では、
慣）が、この頃は好きなものを食

１、再審開始は遠く

解決したんでしょう？」とい ＤＮＡ鑑定だけではなく、死刑判
べるなど変わってきた。

のない検察による即 すぐに再審開始（裁判のやり直

「妨害」としか表現のしよう 関を厳しく断罪している。全ては

が、１０月３１日予定の広島の集

参加。出席を拒むことが多かった

に、５月の集会以来３ヶ月ぶりに

９月２７日の地元浜松での集会

う反応が、少なくない。実際 決の決め手となった「五点の衣

時抗告と、それに歩 し）を実行し、その中で詳しく審
会には、姉の秀子さんに「ついて

は 死 刑 囚 の 身 分 の ま ま だ。 類」の捏造の可能性など、捜査機

調を合わせるかの動 議をすれば済むことだ。

きの東京高裁第八刑

間位自由に一人で歩き回れるよう

行く」と言っていると言う。７時

今 年 に な っ て、 逮 捕 当 時

事部（大島隆明裁判 （１９６６年）の取り調べの録音

になり、買い物をして一万円札を

二人暮らしの自宅で、秀子さん

長）により、再審開 テープ２４本の存在が明らかにな

が外の掃除や外出先から戻ると、

出し「釣りはいらない」と言った

現 在、 裁 判 所、 弁 護 めて）頭を下げればいかせてや

巌さんが中から全ての鍵をかけて

始の扉にさえ届くこ り、「トイレに行かせて欲しい」

団、検察官による三 る」「ここでやらせればいい」「便

しまい閉め出されたことがあると

り。

者協議が行われてお 器持って来い」という警察官の声

か。
それでも４８年にも及ぶ、つら

り、その中で再審開 が録音されていた。証拠の捏造の

ＤＮＡ鑑定を高裁が り調べなど、再審の中で審議すべ

い獄中での事、死刑囚としての恐

わった。裁判は無意

疑 問 視 し、「 鑑 定 手 きことは山ほどある。そして審議

「ボクサーくずれの被疑者を検

味であった」「袴田

怖などは一切口にしないという。

挙」・・・これは当時の警察が作

事件は終わった、冤

法を検証するため、 すれば、袴田さんの無罪は確実な

成した内部資料にある言葉だが、

罪もない、死刑制度

かわりに「全ては終

差別と偏見による犯人視の姿勢は

も廃止した・・・」

色
鉛
筆

２、袴田巌さんの今
支援の方々からお聞きした今の

その精神を破壊つく

の苦しみと恐怖が、

と語る時、どれほど

今なお生き続けている。

第三者の専門家によ ものとなるはずだ。

始の決め手となった みならず、違法な拷問に等しい取

とが出来ていない。 と頼む袴田さんに、「（犯行を認

ただちに再審開始、そして無罪を！

かれる前の袴田さんの言葉を、９

勝ち取るんだという希望が打ち砕

以下に、４０年まえの、無罪を

い。

したか、想像することさえ出来な

（１９７６年佐々木幸三さん宛

し て い た だ き た い と 願 う。」

と念じている。判事には是非そう

決して行こうとする精神を欲しい

との熱い血のつながりにおいて解

んな苦しみどんな絶望のうち

れたと言う。拘置所の中、ど

らないね」と喜んで食べてく

たもの。巌さんも「味は変わ

製造元まで問い合わせ入手し

に市販されておらず、埼玉の

くの冤罪被害者が押し込めら

この国の獄中には、いまだ多

うか。

にこれを口にしていたのだろ

て）

り組む。

ために、今は支援者らが戦いに取

奪われた尊厳と正義を取り返す

月３日付け東京高裁宛ての「要請
書」から引用する。
「本件は、パジャマと血染めの
衣類を取り替えた時点一審におい
て、当然無罪の判決が下されて然

ともと本件と私と結びつける事

この事件を振り返って見ると、も

めないのだ。（中略）今、冷静に

い。同時に事実だけでは真実は掴

の言葉に押され、毎週のようにお

見てほしい」という姉の秀子さん

月まで。「巌のあるがままの姿を

２０１４年５月から２０１５年９

い よ 完 成 す る。 撮 影 期 間 は、

金聖雄監督による映画が、いよ

らない。

の迫害をこれ以上許してはな

よる無辜の人々の殺人、精神

に殺されたも同然だ。司法に

など、「権力の狡猾な反則」

毒ぶどう酒事件の奥西勝さん

獄中での死を強いられた名張

れたままだ。先頃、無実を訴

が、不自然極まりないことであっ

宅を訪ねカメラを回し続けた。巌

えながら死刑囚の身分のまま

た。本件の四人殺し放火が本当に

さんの、突然始まった将棋三昧の

３、映画「袴田巌」（ドキュメン

単独犯であったろうか。私は権力

日々につきあい、なんと７３戦全

始し、無罪判決を！

タリー１００分）

の狡猾な反則に負けつつ来た。し

敗。時には巌さんに叱られたり、

るべきであった。（中略）確かに

かし、今度こそ最高裁の公正な裁

ボクシングの試合の論評の確かさ

事実を掴まなければ真実は掴めな

判を期待したい。」（１９７６年

〈今後の予定〉

１１時５５分東京高裁前集合

高 裁・ 高 検 要 請 行 動 ／ 午 前

・１１月２７日（金）東京

（澄）

袴田さんの再審を直ちに開

保障せよ！

公正な裁判を受ける権利を、

林勝巳さん宛て）

に感心したりと、徹底的に寄り

「私は敵も味方も、人間と人間

添った姿勢だ。来春の公開が楽し
みだ。

務局会議で、Ｙさんが嬉しそうに

１０月の袴田さん支援の定例事

２４

袴 田 さ ん に 無 罪 判 決 を １・

後１時２０分～４時「無実の

・来年１月２４日（日）午

一口サイズの「キラキラ星チョコ

サ６階（ＪＲ清水駅東口徒歩

★終わりに

レート」を皆に配った。東京拘置

５分）

清水集会」清水テル

所での巌さんの好物で、今は一般
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