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まった。つまり、中曽根政権、小泉政権、

国の中でも最悪の国のひとつになってし

からだ。そして今では、先進資本主義諸

れる潮流が力を持ち始めた１９８０年代

うになったのは日本で新自由主義と呼ば

いたが、その貧困率の上昇が見られるよ

貧困に捕らわれた子どもたちは昔から

ている。

う子どもたちも多数発生するようになっ

込まれ、中には虐待などで本当に命を失

の中でどこにも行き場のない状況に追い

域の中でも孤立し、さらに崩壊する家庭

た子どもたちは、学校から疎外され、地

く生身の子どもたちが存在する。そうし

ども、それどころか日々の食事にも事欠

も、病気になっても病院にかかれない子

学校生活に必要なものを買えない子ど

こうした数字の背後には、学用品など

になった。

字は、多くの人々の意識にものぼるほど

ラインは年収が１２２万円。これらの数

に達し、ＯＥＣＤ中で最悪。日本の貧困

中でも１人親世帯の貧困率は５４・６％

盟国の３５カ国中で悪い方から９番目。

に１人。ＯＥＣＤ・経済協力開発機構加

本の子どもの貧困率は １６・３％で６人

頻繁に取り上げられるようになった。日

子どもの貧困の問題が、メディアでも

雇用の劣化を生み出す資本の支配に反撃を

深刻化する子どもの貧困
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二次にわたる安倍政権という露骨な資本

家的政権の下で、日本の子どもたちは、

衣食住という人として最低限の欲求さえ

満たせないような劣悪な状況の下に追い

やられようとしているのだ。

新自由主義とは、言うまでもなく、経

済のあり方を市場の論理、むき出しの資

本の論理の下に晒せという要求だ。社会

保障や福祉などの社会政策は、資本の最

大限利潤の追求の犠牲に供せよ。労働者

の生活は労働力再生産のために必要な最

低限ぎりぎりのまで引き下げよ。さらに

は、商品を売り込む市場や生産活動に必

要な労働力が、海外で確保することが可

能なのであれば、自国の労働者に商品を

買ってもらう必要は無い、労働力の再生

産の面倒も見る必要は無い、労働者にま

ともな家庭は必要ない、路上の片隅があ

れば良い、ということになってしまう。

無権利で低賃金の派遣労働の一層の拡

大、労基法の改悪や解雇規制の緩和など

の現在の雇用政策は、まさにそうした資

本の要求の顕現だ。そしてこうした雇用

政策、その背後にある労働者に対する資

本の歯止め無い搾取欲こそ、格差と貧困

の拡大を深刻化させ、最も弱い立場に置

かれる子どもたちに、衣食住にさえ事欠

く状況を強いている元凶だ。

私たちは、子どもたちの健康と命を守

るためにも、そしてその未来を保障する

ためにも、資本の貪欲な搾取を跳ね返

し、資本との真剣な闘いに挑まなければ

ならない。

（阿部治正）
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②
・大阪ダブル選維新勝利！でも闘い
はこれからも続く！
②～③
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シリア空爆とテロの応酬を止めよ
フランスによる「
イスラム国」
空爆とテロリズムの不毛な連鎖

る。

あるかを如実に示したことにな

ロの防止・抑制がいかに不可能で

国籍テロであり、大都市では、テ

周到な計画で引き起こされた多

報復攻撃だ。

明らかにフランスによる空爆への

う声明を出している。

た。イスラム国が報復であるとい

一般市民１２９人が犠牲となっ

した戦闘員を送り込んだとしてい

けたり、マシンガンを携帯したり

心部の各地に爆弾ベルトを身に着

動に対する報復だと表明。パリ中

を出し、攻撃はフランスの軍事行

だと非難。イスラム国は犯行声明

《イスラム国》による《戦争行為》

「オランド大統領は過激派組織

（ロイター）

組織が関与したとみている。」

ギー、ドイツなど多国籍が絡んだ

フランス国内のほか、中東、ベル

検察当局は今回の事件について、

れる諸国が少しでも中立の立場を

「国連」や「国際社会」とかいわ

り返してきたのである。そもそも

ラク国民や国土の破壊と殺戮を繰

ンスもまた、無関係のシリア・イ

虐性を忘れるべきではない。フラ

領主導のイラク・シリア空爆の残

しかし、同時に、オランド大統

ても受け入れられない。

態の酷さを別としても、理念とし

権を無視するものであり、その実

限するものであり、女性差別や人

国家」は、個人的自由を大幅に制

さらにＩＳの掲げる「カリフ制

先月、パリに同時多発テロが襲

「 フランスの首都パリで１３日
る。」（同）

い掛かった。

発生した同時多発攻撃について同

ところが米・仏という軍産複合

とり、知性を働かしてこのような

フランスは米国とともにシリ
体の勢力の強い国は、率先して他

国の検察当局は１４日、３つのグ

アやイラクで、イスラム国への空
国に軍事介入し、結果としてテロ

外国勢軍隊の介入を阻止すべきな

爆に参加している。報復には当然
行為を正当化し世界中にテロ攻撃

ループを形成し連携して行った犯 ■テロは防げなかった

備えてきたはずだ。しかもコップ
を拡散させているといわなければ

のだ。

２１が直前の時期だ。この日は世
ならない。犠牲者はいつも無関係

行との見解を示した。
国境をまたいだ捜査が進むなか、

界中の首脳がパリに顔を見せる。
の市民である。
オランド仏大統領が、対イスラ

厳戒態勢の下で、この大胆なテロ
行為が実行されたのだ。今年初め

二十％前後に低迷していたという

ム国空爆に踏み切った昨年九月に

テロリズムは、不毛であり何の
国内政治危機もあった。彼の目論

のシャルリー襲撃以来今年２回目

問題解決にもならない。全く無関
見通り空爆により支持率は倍増し

は、 内 政 の 大 失 態 で 支 持 率 が

係の市民への無差別テロであるだ
た（国民の政治姿勢にも反省を求

でもある。

けにさらに許しえない。

チナ問題やＩＳのテロリズムを利

ている」！ 警戒しよう。パレス
の人間たちがいる。

ビジネスチャンスとしている最悪
（文）

日本の安倍首相も今回「いかな
用し不安をあおり、軍備を拡張し

めたい）。

るテロも許されない」などとコメ
ントしているが、安倍首相はすで

大阪ダブル選 維新勝利！

に中東に日本の軍隊を送り込むと
宣言しているのである。これほど

でも闘いはこれからも続く！

国民にとって危険で愚かなことは
ない。国民を戦争勢力の無責任な
行動の犠牲にしてはならない。自

このような国民操作を警戒しよ

だつて、とんでもない！

の犠牲者に哀悼をささげるため」

る「運動」が開始された。「バリ

旗をプロフィール写真に張り付け

フェイスブックではフランス国

する愚行に反対する！

ランスによる新たな報復を正当化

る。こんなものを拒否しよう。フ

用して「愛国運動」を強めてい

を起こしたい勢力が、それらを利

でもそうだが、今回もまた、戦争

年初めの風刺雑誌シャルリー事件

かつての米国同時多発テロや今

私はフランスを支持しえない

■私はシャルリーではない、

されうる。

闘を中止し難民保護してこそ達成

争の拡大を望まないのならば、戦

欧米諸国と日本がほんとうに戦

て前言をひるがえして立候補しま

知事選に「２万％出ない」といっ

しょう。橋下氏は、８年前大阪府

なく近い将来政界に復帰するで

ます。これは、橋下氏は、間違い

「いったん身を引く」を言ってい

下氏について知事の松井氏は、

し、政界を引退するとしてきた橋

想をめぐる５月の住民投票に敗北

計図作りに着手します。大阪都構

想」への再挑戦に向け、新しい設

両氏は公約に掲げた「大阪都構

を破り当選しました。松井、吉村

府議の栗原貴子氏（５３）ら２人

薦で民主、共産が自主支援した前

の松井一郎氏（５１）が、自民推

事選は、大阪維新の会公認で現職

ら３人を破り、当選しました。知

議の柳本顕（あきら）氏（４１）

共産両党が自主支援した前大阪市

市長選は、大阪維新の会公認で前

選が１１月２２日、投開票され、

大阪府知事・大阪市長のダブル

ると思います。大阪市営地下鉄・

市政が無茶苦茶だったことはわか

維新の会が進めてきた大阪府政や

普通に考えれば、橋下氏ら大阪

かったと言えます。

かった、つまり市民の関心が低

らも、前回と比べて投票率が低

１６．３２％下回りました。どち

たほか、今年５月の住民投票を

れた４年前を１０．４１％下回っ

５１％で、知事選挙と同時に行わ

し た。 大 阪 市 長 選 挙 が ５ ０．

年前の前回を７．４１％下回りま

府知事選挙が４５．４７％で、４

１万８８０７票。投票率は、大阪

票、 高 尾 英 尚 氏（ 無・ 新 ）

川暢三氏（無・新）３万５０１９

柳本顕氏、４０万６５９５票、中

氏５９万６０４５票、自民推薦の

大阪市長選は、当選した吉村洋文

氏（４０）が、自民党推薦で民主、 票、美馬幸則氏８万４７６２票。

衆院議員の吉村洋文（ひろふみ）

市バスの敬老優待パスは、無料

の栗原貴子氏１０５万１１７４

郎氏２０２万５３８７、自民推薦

大阪府知事選は、当選した松井一

今回の大阪ダブル選の結果は、

衛隊の海外派遣阻止こそ喫緊の日

う。戦争という破滅の道はうるわ
した。ウソつきです。

い。民間最終消費が拡大している

後につながるものとは考えにく

本人の使命ですらある。

しい「善意によって敷き詰められ

定されていなければならない。

は、ほぼ共産の方々でした。自民 二期連続マ
イナス

国人の「爆買い効果」に依存して

出は委縮しており、中国人など外

というが、他方では国民の消費支

続のマイナス成長を記録し、実質

なすのである。１４年度も２期連

（リセッション）に突入したとみ

は、経済界ではデフレから不況

２四半期連続のマイナス成長

わずかに小幅だが、内容も悪く今

車するごとに５０円いるように
は、本当に維新の候補に勝とうと

の応援に入りました。駅での宣伝

なったり、大阪府庁庁舎を２つも
すれば、民主、共産に共闘を申し

だったのを年３０００円で１回乗

持ったままで咲洲庁舎は防災の面
入れるべきだったでしょう。私

日本経済の深刻な不振露呈

は、栗原・柳本両候補の街頭演説

か ら も 危 険 で す。 ３ ０ 年 間 で

的な不況に突入しているのだ。そ

１２０１億円も無駄な費用がかか

いるという情けない話なのだ。

続のプラス。民間設備投資は、産

ところが、かつては口やかまし

会に行きましたが、応援演説は自 ■メルトダウン・アベノミク

輸出は、船舶や訪日外国人旅行者 「不況」

かったエコノミストたちも、とく

ります。大阪市職員への思想調

れが１年以上にわたって継続され

国内消費の委縮は、円安＝輸入

ている、きわめて異例で深刻な状

のインバウンド消費が増加に寄与
インフレで生活物資が高くなって

業機械・建設・自動車の減少など

「 内閣府が１６日発表した

し、２四半期ぶりに増加した。輸

に大手新聞では政府の大本営発表

民党の国会議員だけで他党の応援 ス

２０１５年７─９月期国内総生産

入も２四半期ぶりに増加。

＝「緩やかな回復基調」に遠慮し

演説はいっさいありませんでし

（ＧＤＰ）１次速報は、実質が前

いることもあるが、そもそもとし

て真実をもはや語らない！

査。問題発言や不祥事だらけの公

反対意見を排除する維新政治を

期比マイナス０．２％（年率換算

ては、賃金の長期低迷傾向がつづ

募公聴制度、大阪市の住吉市民病

終わらせるために、今回私は栗

外需寄与度は３四半期ぶりのプラ

いており、それに消費税なども加

ショック」など。）

態なのだ。（戦後では「リーマン

原・柳本両候補に入れました。政

マイナス０．８％）となり、２四

スとなる一方、内需寄与度は３四

■資本主義の矛盾そのものの

一方自分らには甘いです。大阪

策的にも敬老優待パスの１回乗車

半期連続のマイナス成長となっ

で２四半期連続で減少した。

府知事の退職金ゼロ、実は収入総

５０円負担を止める、万博やカジ

た。これでは、ダメでしょう。

額は３４８万円の増加、大阪維新

ノからの転換などを主張した栗

院の廃止、新婚世帯家賃補助廃

の会の市議の政務活動費、小林堺

由々しき事態と言わなければな

止。

市議は、架空のビラ代１０００万

わったことによるといえよう。こ

半期ぶりのマイナスとなった。」
［東京

らない。日本の平和や安全のため

需要項目では、内需の柱の民間

た。

の大衆消費の狭隘性は資本主義の

にと戦争立法をごり押しした安倍

原・柳本両候補の方が政策的には

最終消費支出が衣服や飲食などの

政権の手法は同じである。「政府

円を不正に取得、伊藤大阪市議
いいと思います。しかし、選挙は

宿痾（しゅくあ）なのであるが、

11/16ロイター］

は、高級車レクサスを購入、何が

その病が一層こうじてきたという

信じていればよい」という危険な

「アベノミクス第二ステージ」マ

発想なのである。大マスコミが沈

スコミにプレゼン中の安倍首相

ところが報道されているように

好調を背景に２四半期ぶりの増加

海外の景気も、中国など新興市場

黙するのであれば、われわれが真

に転じた。住宅投資は３四半期連

そもそも１４年度は日本

が低迷から下降に転じており外需

維新政治が続くことになります。

維新の政治は終わらせたい、し
続きます。再大阪都構想にも反対

においては成長率マイナス

実を伝えなければならない。

今後も、大阪府政・市政の監視が

かし自民の候補を応援することに

（河野）

していかなくてはなりません。

０・ ９ ％。 今 年 度 の 初 め

に依存している日本経済は来年に

身を切る改革なのでしょうか。

は躊躇する、というのが正直な感

（四～六月）の成長率はマ

向けてさらに低下する可能性すら

０・８％）となった。もは

２％（年率換算でマイナス

再 び 三 度 マ イ ナ ス の ０・

につぐ７～９月の成長率が

あとで触れるが政府やエコノミス

ことがまたもや明るみに出た。

は、深刻なデフレが継続中である

回復基調」とは裏はらに日本経済

政府の定型コメント「穏やかな

速報は、実質が前期比マイナス

９月期国内総生産（ＧＤＰ）１次

先に発表のあった経済指標《７─

甘利経済財政・再生相は十六日、

■大本営発表と実際

が正しい」「国民は政府の発表を

想です。今回、民主、共産が自主

イナス〇・３％（年率換算

ある。

ことを意味する。

支援という形で栗原・柳本両候補

マイナス１・２％）。それ

や誰も去年四月の消費税増

０．２％（年率換算マイナス０．

イナス成長となった。》ことにつ

８％）となり、２四半期連続のマ

トの予想の甘さは何なんだろう？

しかし、アジアの経済減速は想

税を原因に挙げることはで

落ち込み幅が前期よりも

きないだろう。

2
3

期待される」との見通しを語っ

て、緩やかな回復に向かうことが

るものの、各種政策の効果もあっ

経済の下振れなどリスク要因はあ

「景気の先行きについては、海外

いてコメントを発表した。

も、経済成長率のかなりの低下は

ンディングに仮に成功したとして

る。クラッシュではなくソフトラ

ために「経済軟着陸」に必死であ

生産と巨大バブルの発生の処理の

よう。中国はいまでは自国の過剰

などリスク」についても触れてみ

３０％もマイナスだ。

幅下落だ。融資総額も前年比で

前年比でマイナス１８・７％の大

送の中核である鉄道貨物輸送量が

ころがそうではないのだ。内陸輸

維持しているのかもしれない。と

内需が持ちこたえて中速の成長を

しかし、対外貿易が縮小しても

りに無責任だというほかはない。

確信犯的サギ師でないならあま
とした「日本経済の回復見込み」

中国の七％前後の経済成長を前提

に入れておかなければならない。

内物流も２０％弱という激しい落

前年に比べて２０％弱減少し、国

少し考えてみてほしい。輸出が

中国にかかわるエコノミストたち
安倍内閣の主要閣僚である甘利
消費税や税財制全般を標的にした

く、労働者や社会的弱者に厳しい

私たちは、大企業や富裕層に甘

かない。

覆い隠す、本末転倒な茶番劇でし

が、議論そのものは肝心な部分を

うな構図をつくりたいのだろう

掲げた公明党ががんばっているよ

けられている。選挙公約で導入を

軽減税率の導入を巡る議論が続

論の中心だという。

どこに線を引くか、というのが議

象とすると１・３兆円、その間の

も対象とすると１兆円，外食も対

４０００億円、すべての加工食品

食品を対象に加えると軽減額は約

いる。仮に生鮮食品に一部の加工

け拡大するのか、が焦点になって

生鮮食品の他、加工食品にどれだ

現在の焦点は、軽減税率の対象を

れたようにお粗末極まるものだ。

論の中身は、１１月１日号でも触

る、ということだ。

減らすことで軽減税率を導入す

さずに、あくまで社会保障支出を

えば公共事業や軍事費などを減ら

たという。要は、他の支出、たと

内で調整する、と自民党に指示し

安倍首相は 軽, 減税率の決着を ,
〈税と社会保障の一体改革〉の枠

いはない。

論に私たちが付き合わされる筋合

とも５％や非課税でも良いはず

も軽減税率は８％据え置きでなく

ふざけるな、と言いたい。なに

年金の国庫負担分などに廻される

に増える給付に７・３兆円、国民

税収は１４兆円。その内、自動的

的に１０％への引き上げで増える

の一体改革〉でも、５％から段階

民主党政権時の〈税と社会保障

議論と闘いを拡げていく以外にな

茶番劇はいい加減にしろ！
──猫だましの軽減税率騒動──

た。（日経）
当然として経済規模の縮小も視野

「各種政策の効果」て何のこと？
ち込みの中で「経済成長」などそ

というのも中国の「七％成長」
中国指導部の掲げる７％や６％

は砂上の楼閣にしかすぎない。

企業は「設備投資」を敬遠してい
はもともと恣意的につくられた数
成長は、政治目標でありスローガ

内需がさっぱりで資金はあっても

ることは政府でもよく知っている
字と考えられるからだ。じっさい

に、企業家を集めては「設備投資
は六～七％成長を信じていない。
大臣が、中国共産党の政治スロー

もそも在りうるのだろうか？

はずではないか。安倍首相を先頭

の勧め」をくどくどやってきたの
じゅうらいより「三～五％がせい

ンでしかないのである。

ではないのか。
い。

だ。それに非課税を食料品以外に
のが３・２兆円ほどで、これはあ

ガンを真に受けていたとすれば不

どれだけ拡げるか、といった議論

ぜいだ」とみていた。それでも

消費税再引き上げ時での軽減税

も隠されたままだ。消費

こんな内需がだめで外需頼みの

率導入は、来年の参院選も視野に

税を導入している各国

思議なことではないのか。もし信

入れた安倍首相の思惑もあって、

も、２０％前後の基本税

少々甘い数字である可能性がここ

再引き上げ時の１７年４月導入が

率でも軽減税率は１０％

日本経済にあって、頼みの綱は中

ほぼ固まっている。いま何を対象

や５％や２％、それに非

じていないのなら「緩やかな回復 ◆茶番劇

に軽減税率を導入するのか、自公

課税品目もあり、幾重に

に来てでてきたのだ。

の与党内での調整が続いている。

も軽減されている事例も

国など新興諸国への輸出だったは

１６年度税制に関する自民党税調

あ る。 そ れ を １ ０ ％ だ

を期待」なんて言えないはずだか

による取りまとめ作業が１２月

８％だと勝手に前提条件

「１０月の輸出は前年同月比６．

いずれにせよ国民に現実を知ら

１０日頃には固まるので、それに

を付けて、その中でだけ

規制緩和や、あるいは企業を国内

の引き下げも行われている。

の支出を期待するとして、相続税

度だ。アベノミクスでは、富裕層

線引きする様な姑息な議

あわせた軽減税率の規模や線引き

とはいえ、軽減税率をめぐる議

の議論も大詰めを迎えている。

ずだ。
８ ％ 減。 貿 易 収 支 は
せたくないのは日中政府とも同じ

らだ。

実際、中国経済に対する読みが甘
６１６億４０００万ドルで過去最

９％減少した。輸入は同１８．

かったのだ。
ようだ。

（六）

高だった。輸出の減少は４カ月連
続。」かくして「輸出と輸入を合

「政府も民間エコノミストも４～
６月期の落ち込みは一時的で、７
わせた貿易総額は１─１０月に前

通年の目標としている６％増を大

～９月期はプラス成長に戻り、景

た。シナリオが狂ったのは中国や
幅に下回った。」（ロイター十一

年同期比８．５％減少し、政府が

アジア経済の減速の度合いが想像
月九日）自国内数値は共産党の官

気は緩やかに回復するとみてい

以上で、企業が設備投資を先送り
僚たちがいじくることができたと

ごまかせないということだ。

しても、外国相手の貿易の数字は

する動きが広がったことが大き
い。」（日経十一月十六日）
そこでこの「海外経済の下振れ

にとどめ、外国からの企業誘致に

これらに限らず、税制全体で企

私たちは、いま改めて主張する

もつながる法人減税が叫ばれ、そ

業や富裕者優遇策が繰り返され、

財政支出〉という景気対策が繰り

れを段階的に実現するというの

返されてきた。国土強靱化を掲げ
ている消費税と社会保障をリンク

が、アベノミクスだった。現に、

い。が、そのなかみは右の様な代

た大盤振る舞いも進められてき

させることは大企業や官僚や富裕

物なのだ。そんな議論は、問題の

た。増えた消費税収のおかげで他

くまで後付け、計算上の操作に過

本質を覆い隠す目くらましであ

の予算はこれまで通り以上に確保

ぎない。肝心の社会保障の充実に
廻されるのは２・８兆円ほどでし
り、ペテンでしかない。

必要がある。逆進性がはっきりし

かない。安倍首相の指示でいえ
収は、社会保障に廻す分を減らす ◆聖域確保
益が増えた結果としての税収増も

されたわけだ。円安などで企業利
ろう。

消費増税反対の声を上げる場面だ

引 き 下 げ ら れ、 １ ７ 年 度 に は

企業の法人実効税率は、段階的に

る。現に日本の相対的貧困率も増

税の再分配機能は低下し続けてい

こうとつに消費増税をぶち上げ

いう約束も噴飯ものだ。社会保障

消費税は全額社会保障に使うと

重要な問題は、社会保障にしても

消費税問題でもっとも基本的で

まったく、安倍政権に限らず、企

既定事実化しているのが現実だ。

３０・８８％に引き下げることが

き 下 げ、 １ ６ 年 度 に は

し、１５年度は３２・１１％に引

２０％台に引き下げることを前提

はいかない。

というペテンを続けさせるわけに

〈税と社会保障の一体改革〉など

アンバランスな税制を続けながら

ラスだ。こんな実質的な不公平、

えており、ＯＥＣＤでも最下位ク

あわせ、国の借金を減らすのかと

た菅首相、その後の野田内閣で合

そもそも消費税再引き上げを決

れば充実策はそのまま維持され

それを行うのか、ということだ。

うのが歴代政権がやってきたこと ◆本丸を攻めよう

業に優しく、庶民に厳しく、とい

けてきたのが現実だ。財政再建な

給付は国家財政で３０兆円以上、

民主党政権時の議論では、所得税

そのものが、私たちをペテンにか

消費税１０％でもまだ足りない。

を広げればその分だけ社会保障の

意した民自公による三党合意で

今後も増え続ける社会保障給付を

ど、はなから頭にないのだ。

も、消費増税の根拠とされたの

けるものでしかないのだ。

いう噴飯ものの議論を繰り広げて

は、財政再建と社会保障財源の確

は導入されるに越したことはな

年金暮らしの人にとって軽減税率

提に考えれば、私たち低所得者や

し、同時に、消費税収

公平に幅広く負担してもらうと

続ける社会保障費を賄うために、

保のためだった。そこでは、増え

だろうか。逆進性がある大衆課税

税引き上げを続けるとでもいうの

考えれば、今後もその都度、消費

わゆる世代間格差の問題にすり替

んなく負担するべきだという、い

ぎるとの議論で、各世代がまんべ

べきなのだ。現に円安などを背景

めにも、企業や富裕層から増税す

ば、税の再分配機能を活用するた

本来は社会保障給付が増えれ

なのだ。

ある。社会保険負担でいえば、現

えれば、年金と医療の保険制度が

を取り払って、より広い土俵で考

社会保障に関する税と財政の枠

全体に占める割合はほぼ同じだと

ウェーデンと５％の日本で、税収

少し前、基本税率２２％のス

かせていることで利益を手にする

か、私たちとしては、労働者を働

対立軸だ。格差社会が進行するな

それとも企業や富裕者か、という

れ、いまでは最高税率は４０％程

の７５％から段階的に引き下げら

という。個人所得税も１９７４年

だ。

ているのがこれまでの一体改革

行では基本は５０％ずつという労

その時点から、私と

い う 推 計 も あ る。 そ れ は、 ス

に企業は史上空前の利益を出して

しては、〈税と社会保

ウェーデンでは、医療や教育など

えられた。しかし、対置すべき

障の一体改革〉の狙い

ところが、消費再増税を巡る議

企業こそ負担すべきだと考える。

は、働いているかリタイアしてい

は、社会保障を人質に

で幅広い非課税品目があり、また

論のなかでまったく埒外に置かれ

は全額社会保障に廻

した消費増税で、公共

食料品や医薬品などの生活必需品

たのがその〈企業の社会的責任〉

使折半だ。この是非と改善策が議

事業や軍事費など他の

が軽減税率の対象になっているか

だった。企業が焦点になってきた

論の土俵からはじめから排除され

支出を聖域化するもの

らだという。消費税率は、見かけ

のは、アベノミクスでもそうだっ

度で４００兆円にも膨らんでいる

だ、と批判してきた。

の税率だけでは判断できないの

たが、企業が活躍できる社会、企

るかは問わず、労働者・勤労者か、 いる。企業の内部留保は、１４年

現に安倍政権発足時か

だ。日本は、すでに消費税に依存

業が富む社会の実現だった。その

機能を無視した本末転倒なのだ。

ら、アベノミクスなど

する度合いが最も高い国になっ

文脈で、企業活動がしやすくなる

た。

というキャッチフレー

た、という指摘もある。

私も何回も問題提起してきたよ

ズのもとで〈機動的な

す、 と い う も の だ っ

で 労, 働者や社会的弱者を支える
という枠組み自体が、税の再配分

むろん、消費税再引き上げを前

いるわけだ。

は働く世代の負担が大きくなりす

拡充分が削られ、軽減税率を狭め

行きを考えれば、軽減税率の対象 めた〈税と社会保障の一体改革〉 思いきや、税収増はばらまかれ続 ◆企業責任

る。結局、どちらを取るのか、と

再配分問題にしても、誰の責任で

うわけだ。これまでの議論の成り

ことでつじつまを合わせる、とい

ば、今回の軽減税率導入で減る税

層を利するだけであり、いまこそ

調会長（右端）。左は公明党の斉藤税調会長
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軽減税率の与党協議で、あいさつする自民党の宮沢税

使負担率を、企業に重く負担させ

表参照）。要は、社会保険料の労

ウェーデンでは４対１程度だ（別

の 負 担 割 合 は ３ 対 １ 程 度、 ス

が、フランスでは事業主と勤労者

たとえば、日本はほぼ労使折半だ

企業により多く負担させている。

うに、社会保険の負担が欧米では

することでもある。

は、そのための企業責任を明確に

だったのだ。社会保障改革の本丸

のが、いわゆる世代間格差の問題

いるのだ。その方便に利用された

革は企業の意向に沿って行われて

ば、企業負担はなくなる。一体改

会保険から税による負担にすれ

こうした課題を解決するために

国の政策だけのものではなく、し

ることが急務であり、また効果も

税制にしても社会保険にして
たがって国政選挙だけの問題だけ

も、労働者による闘いを前進させ

も、企業に重い責任を課すとい
ではない。企業責任に対する、労

大きい。労働者の健康や障害、そ

う、このテーマが〈一体改革〉で
働者の闘いの課題と地続きのもの

ることが焦眉の課題になる。消費

は完全に無視され、土俵外に追い
なのだ。労働者やその先代や子孫

れに老後の生活に対して企業責任

やられてしまったのだ。現在の企
まで含めて、自分たちの生活を守

増税や軽減税率をめぐる闘いは、

業中心社会から利益を得ている企
るのは、自分たちの闘い如何にか

を重くするのである。

業は労働力に依存しており、その
かっているのだ。
（廣）

世代を超えた確保によってはじめ
て利益を得ることが出来
る。その社会的責任を負わ
せることが重要で不可欠な
のだ。
社会保障給付を税金で、
しかも大衆課税である消費
税とリンクさせたことが、
諸悪の根源であり、それを
企業責任を回避するマジッ
クのごとく振り回されたの
が、あの〈一体改革〉 だ: っ
た の だ。 現 に 企 業 や 財 界
は、公的年金の義務化＝年
金財源の税金化をしきりに
叫んでいた。労使折半の社

エイジの沖縄通信
〈ＮＯ．２０〉
中心人物を狙った不当逮捕騒ぎ。
さらに、小型カメラでこの不当逮

今辺野古では、ゲート前や大
識不明で救急車で搬送される騒ぎ

隊員に倒され道路で頭を打ち、意

国家権力が
牙をむく辺野古

浦湾の海域で怪我人が続出して
が起きる。

捕騒ぎを撮影していた人が、機動

いる。

代 か ら 縄 文・ 弥 生・ 古

してくれる。旧石器時

を、わかりやすく解説

各都道府県別の通史

ない○○県の歴史』。

書」で『あなたの知ら

のが洋泉社の「歴史新

きたい。手軽に読める

単な歴史を勉強してお

まず事前に、旅先の簡

しょう。

旅の工夫をご紹介しま

在・未来」を見すえる

立つ「人類の過去・現

はなく、社会運動に役

れも単なる「歴史マニア」で

うことで、歴史に学ぶ旅、そ

らいして）旅に出よう！とい

もいいから（できれば一泊ぐ

を一歩抜け出して、日帰りで

の社会運動に忙殺される日々

仕事と自宅の往復、また自分

出よう」がいいかなと思う。

の僕には「書をたずさえ旅に

うフレーズを思い出した。今

「書を捨て町へ出よう」とい

厚い参考書をもっていくわけには

ておきたい。日本史や世界史の分

新書本だけにして、荷物を軽くし

いよいよ出発。持って行く本は、

り、考えたりできなくなるので。

と運転に神経を使い、本を読んだ

る。マイカーやレンタカーを使う

バスを利用して歩くようにしてい

る。コースは、できるだけ電車や

でも、結構詳しい情報が載ってい

はガイドブックで史跡や博物館な

歴史をだいたい把握したら、今度

める。

レットで、外国の簡単な通史を読

「ふくろうの本」というブック

行くなら、オランダの歴史とか。

て興味深い。あと、例えば長崎に

地域のエピソードが説明してあっ

ラシー、軍国主義と太平洋戦争。

命、日清・日露戦争、大正デモク

治維新、自由民権運動、産業革

そして近現代史として、幕末・明

代の中世史、江戸時代の近世史。

代の古代史、鎌倉・室町・戦国時

いる人たちがたくさんい

て、市民運動でがんばって

その中で「未来」をめざし

なっているかなど。

育て支援、各種の市民活動がどう

政策、農業政策、高齢者福祉、子

知るようにしている。地域の産業

在どんな課題を抱えているのか、

トや「市政だより」をもらい、現

寄り、「市政概要」のリーフレッ

いでに市役所や市民センタに立ち

ておく。「るるぶ」や「まっぷる」 在」を見つめたい。僕は、旅のつ

どの場所を調べて、プランを立て

る。原発に反対し再生可能

そこで、今度はその地域の「現

か、考えるためだ。

といった過ちをいかに反省すべき

か、戦争や植民地支配、環境破壊

に抗して民衆がどのように闘った

どんな工夫をしたか、搾取や支配

だ。人々が生活を改善するために

い未来をめざすためであるはず

ろうか？言うまでもなく、よりよ

僕達は何のために歴史を学ぶのだ

に行ってみる。できるだけ、ガイ

見学する。それから、実際に史跡

資料、郷土の伝統文化をじっくり

てもらう、そんな旅を続けたい

ている人々の知恵と情熱を分け

め、地域の未来に向けて頑張っ

歴史を学び、現在の課題をみつ

社会の変革は地域から！過去の

い。

同僚や友人に話して聞かせた

その経験を持ち帰って、職場の

いっしょに活動させてもらい、

くのがいいと思う。できれば、

か？」とアポイントを取って行

地におじゃましていいです

で話を聞いたりしながら、「現

り、資料をもらったり、懇親会

出 か け て、 分 科 会 に 参 加 し た

テーマの市民運動の交流集会に

そのためには、まずいろいろな

さて、ここまでは「過去」の話だ。 学したりする旅こそ必要だ。

ドさんの説明を聞くようにする。

と思います。（松本誠也）

人々の話を聞いたり、実践を見

取り組んでいる人々。そうした

議員とも連携し、自治体改革に

れぞれ苦労しながら、市町村の

エネルギーを実践している

いかない。そこで便利なのが学研

人々。子どもの貧困問題に

の「出るナビ中学歴史」。ポケッ
トサイズながら、要点は網羅され

取り組み一緒に学ぶ場を運

墳 時 代、 奈 良 平
･ 安時

ている。

営している人々。化学肥料

いる県に、ここから勇気を送りた

そして、現地に着いたら、まずは

い」と話した。

博物館に行き、その地域の自然環

続けていた責任は日本政府にもあ

をできるだけ使わず自然農

る。まず普天間の閉鎖・返還を実

境、遺物（石器、土器、道具）、

人が結集し、抗議行動を展開。い り 県 と 国 が 法 廷 で 争 う の は、

法に挑戦している人々。そ

つものようにゲート前で機動隊の １９９５年大田知事時代の代理署

現することが日本政府のやるべき ★同日・・・海上行動のメンバー

中世や近世の古文書、近代の歴史

「ごぼう抜き」（強制排除）が始 名訴訟以来２０年ぶりで２度目と

事である。

国が代執行を進める理由は、

シュワブに自衛隊配備を決めてお

想」のもと、防衛省はキャンプ・

の新軍事戦略「エアシーバトル構

設を望んでいる」と言うが、米軍

政府は「米国が辺野古新基地建

海に出た。

海」の計５隻とカヌー隊１３艇が

和丸１号」「ブルーの船」「美ら

開始した。「勝丸」「不屈」「平

後、いつもより遅れて海上行動を

らもこのゲート前行動に参加した

まり、ゲート前の車両通路が開き なる。また、国と地方自治体の代

「違法な承認取り消し処分は著し

かけたが、座り込み市民が機動隊 執行訴訟は１９９９年の地方自治

山城博治さんは「座り込みを始 く公益を害する」との事である。

り、辺野古新基地が建設されれば

生させた。

に入ろうとする工事車両を立ち往

による排除を押し返して、基地内 法改正後初めてとなる。

めて機動隊を押し返した。県民が 公益を害する理由は二つ。「普天

日米両軍の出撃基地となる。

長さんが海保４名の暴行を受けて

ところが、抗議船「勝丸」の船

結集すればゲートは開かずの間に 間基地の危険な状況を放置する」

調査（予定の２４か所のうち１９ 場の危険な状況を７０年間放置し

の影響で中断していたボーリング 間も続いている。米軍普天間飛行

に勝手に普天間飛行場を建設され
毎週水曜日は議員の早朝行動日 リング調査を再開する
沖縄防衛局は６月末に台風など た。そんな不法占拠が戦後７０年

た。午前９時ごろに

から多くの人が訪れ

ゲート前の抗議集会には、県内外

たこの日、午前６時から始まった

７月の開始から５００日目を迎え

代執行提訴から一夜明け、昨年

★１８日・・・辺野古ゲート
の精鋭部隊が投入されて以来、 ★１１日・・・ゲート前に最 いを徹底しよう」と呼びかけた。 うが。
宜野湾市民は沖縄戦で米軍に 前抵抗５００日目、ゲート前
ゲート前では機動隊の暴力行為・ 大規模５００人が結集し、機
★１２日・・・沖縄防衛局ボー よって土地を追い出され、その間 に１２００人が抗議！

変だいうことで「経過観察」と

水が気管支に入っていると後々大

日間の安静加療」。Ｂさんは、海

る。Ａさんは、頚椎捻挫で「１０

カヌー隊でも２人の怪我人が出

意識不明となり嘔吐を繰り返した

か所が終了）を４カ月

は約１２００人が集

での警備も命の危険にさらす乱
暴行為が増している。
まさに、「国家権力が牙をむ
く」という異常事態だ！

★１１月４日・・・
辺野古に警視庁機
動隊を投入！

に合わせて、集中動員をめざして
いた。
当日早朝、ゲート前座り込み行
動で過去最大規模となる約５００

★ １ ７ 日・・・ 安

による排除もなかっ

に阻止した。機動隊

しは違法だとして、代

る埋め立て承認取り消

政府は翁長知事によ

分かった。政府から

を止められることが

成果。集まれば工事

「１千人が集まった

という大事件が発生した。また、

ため、救急車で病院に搬送される

ぶりに再開した。さっ

まった。午後４時ま

なる。暴力ではなく座り込みの闘 「米国との約束を守れない」と言

そく海では工事阻止の

１１月４日に、警視庁機動隊

「抗議船」と「カヌー

でに基地内に進入す

不当逮捕が目立ち、海保の海上 動隊を押し返す

隊」が海上抗議行動を

る工事車両や作業員

倍政権が翁長知事

た。

執行訴訟を起こした。

不当な攻撃を受けて

山城博治さんは

米軍基地問題をめぐ

廷闘争に！

を 提 訴、 つ い に 法

らの車の進入を完全

展開。

４日から辺野古
ゲート前警備に東京
警視庁機動隊が投入
された。沖縄県警機動
隊と合わせて機動隊
２００人による「ごぼ
う抜き」（強制排除）
と柵で作られた檻の
中に無理やり入れる
違法拘束がなされた。
こ の 日 は、 突 然 の
ゲート前テント村の
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コラムの窓… 書をたずさえ旅に出よう

料の中間貯蔵施設をどうしてもつ
くらなければならないのです。し

が、まず「もんじゅ」についての
八木氏は、福井県外で２０３０

ん。

なおこの点に関しては、１０月６

言及がないことに奇異な感を受け

なった。

日の最終処分関係閣僚会議資料

かも、それを原発のある福井県は

再稼働できても、使用済み核燃料
「使用済燃料対策に関するアク

年頃に操業開始する中間貯蔵施設

いという危機感があるのでしょ
の移送先がなくなり、取り出しが
ションプラン」（案）があります。

ます。そこには、「もんじゅ」が

八木誠氏の原発延命計画
等を実施しているところである。
う。また、高濃度放射性廃棄物で
できなくなるからです。安倍自公

★１９日・・・ 名護市辺野古の

○また、我が国は、使用済み燃料
ある使用済み核燃料を一貫して
政権の計画では、２０３０年度の

受け入れないのですから、ほとん

関西電力が１１月２０日、「使

を安全に管理することは原子燃料
〝使用済燃料〟と表記し、しかも

ど実現不可能な計画といえます。

用済燃料対策推進計画」を発表し

サイクルの重要なプロセスであ

はできる限り前倒しするとしてい

２００人が、米軍キャンプ・シュ
ました。これは関電社長にして電

り、対応の柔軟性を高め、中長期

ます。これは高浜や大飯の原発が

ワブゲート前で抗議行動。午前７
気事業連合会会長の八木誠氏が、
その内容について述べるのは次

廃炉になるかもしれないが、核燃

時すぎ、工事車両の基地内進入を
原発をどのように延命させるのか
望ましい電源構成（ベストミック

サイクルは死守しなければならな

阻止するため、ゲート前で座り込
それが核燃サイクルの重要な〝原

新基地建設に反対する市民ら約

みの抗議をしていた男性（５２）
的なエネルギー安全保障に資すべ
れ国が何とかしてくれるという思

という計画を示すものです。九電

いがあるのでしょう。原発の再稼

が、機動隊員３～４人に羽交い締

働に限らず、六ヶ所再処理工場も

の機会としますが、八木氏はいず

２２％としています。実に野心的
「もんじゅ」もゾンビのごとく何

ス）として、老朽原発の稼働延長

な目標値ですが、老朽原発の延命
度死んでも復活させられるので

料〟だと言い張っているのも奇妙

結局のところ、八木氏が最も強

や新増設なしにこの数字を実現す

なものです。

調したいことは「使用済燃料は再

るのは困難です。

く、発電所の敷地内外を問わず、

処理工場に順次搬出する」ため

いったところですが、核なき社会

川内原発の再稼働を実現した電事

り、使用済燃料の貯蔵能力の拡大
に、「六ヶ所再処理工場の早期竣

の実現をあきらめることなくめざ

めにされた後、背中に痛みを訴え

を進めることとしている。
工」がどうしても必要であるとい
以上のように、電事連、関電八
しましょう。

を前提に原子力の比率を２０～

○今般策定された国の「使用済燃
うことです。ところが、その再処
木社長は国家の庇護の下、原発再

中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の

したように「もんじゅを廃炉に」

料対策に関するアクションプラ
理工場について、日本原燃は１１
稼働で儲けるために使用済み核燃

建設・活用を促進することによ

という動きが表面化し、使用済み

ン」において、国がこれまで以上
月１６日に完成目標時期を２年延

連は、他の原発も続々と再稼働さ

核燃料の行き場がなくなるのでは

に積極的に関与しつつ、安全の確

せようと目論んでいます。

沖縄県民はこうした暴力警備に
ないかという不安が、突如として

保を大前提として、貯蔵能力の拡

名護市内の病院に運ばれた。肋骨

ひるまず、１８日（水）は辺野古
電事連を襲ったのです。八木氏の

（ろっこつ）骨折の疑いと診断さ

ゲート前１２００人が座り込み。
言い分（基本的考え方）はこうで
期 し、 ２ ０ １ ８ 年

また、辺野古の闘いを強化する

拡大させている。

と、他の米軍基地にも抗議行動を

５００人以上が結集し抗議行動

原子燃料サイクルの推進を基本方

縄県民会議（仮称）」（市民団体・ るプルトニウム等を有効利用する

ために、新たな新組織「オール沖

針としている。当社ではこのよう

用済み燃料を再処理し、回収され

化・有害度低減等の観点から、使

用、高レベル放射性廃棄物の減容

おり、我が国は、資源の有効利

○エネルギー基本計画に記載のと

貯蔵を実現し、２０３０年頃に

とにより、福井県外における中間

もとあらゆる可能性を検討するこ

○当社は、このような国の方針の

検討等を進めるとされている。

り、共同・連携による事業推進の

事業者の積極的な取組みはもとよ

して行うとされている。また、各

民各層の理解を深める活動を継続

協力して推進し、国は各地域や国

戸 新 聞 」） と 言 っ

い 」（ ２ ７ 日「 神

出るリスクは少な

する工事が新たに

行程に大きく影響

健二社長は「今後、

で ２ ３ 回 目。 工 藤

れ（ 延 期 ） は こ れ

す。 完 成 時 期 の 遅

と発表していま

度上期に変更する

ところが、本紙前号でお知らせ

１９日（木）には在沖米総領事館
大に向けた取組みの強化を官民が

労働団体・政治団体・経済界・そ
な国の政策に基づき、使用済燃料
て い ま す が、 そ の

れており、精密検査を受けた。

前に５００人以上が結集し抗議行
す。

の他の団体が総結集し、２２団体
２千トンＵ程度の使用済燃料対策

海岸近くのテントでの座り込みは

ゲート前だけではなく、辺野古

版）。１０年前

月・ Ｎ Ｈ Ｋ 出

書２００５年７

むしろ問題がより鮮明になってき
ている。
１９６０年に、本島北部の今帰
仁村に生まれ育った著者は、今も
辺野古で基地反対に取り組み続け
る。父母から、祖父母から、沖縄
戦や沖縄差別などを聞いて育ち、
自身も基地問題と向き合い問いか
けを続けている。
沖 縄 戦 当 時、 わ ず か １ ４ 歳
（１９３０年生まれ）で銃を持た
され酷い体験を強いられた父親
は、最晩年になって初めて自身の
「加害体験」を口にしたという。
半世紀以上も胸に押し込まざるを
得なかったその想いは、どれほど
に深い心の傷だったことか。今な
お、沖縄戦の苦しみから解放され
ない体験者がいることは、そのま
ま「戦後ゼロ年」であることの証
だ。時がたてば薄れる傷ではな
く、今なお続く基地による被害に
よってその苦しみはなお増幅しつ
づけている。基地反対のうねりを
つくっていこう！（澄）

総行程約２００キロのデモは、琵

高浜原発再稼働差止め仮処分

（折口晴夫）

１１月２０日の金

ことを明言し、原発の危険性

の決定があるのにも係わら

を明瞭に指摘した福井地裁の

琶湖の西海岸を経て京都、大阪と

老朽でしかもＭＯＸ燃料で動く

決定は、未来を変えていくた

曜日、昼間は上着も

危険な高浜原発は、今年度中にも

めの足掛かりとして、尊重さ

ず、政府や関電、規制委員会

たのはリレーデモの

再稼働されようとしています。も

れるべきです。

はなぜ再稼働を企てているの

最終日で、大阪のＪ

し福島原発と同じくらいの事故が

西宮市の市長が災害復興住

続き、近畿１４５０万人の水源と

Ｒ吹田駅から関電本

起これば、海岸沿いの先の岬に住

宅に住む高齢の女性たちを、

なっている琵琶湖では、放射能汚

店の約１５ｋｍの距

む人たちが避難するのは極めて困

２０年の契約を根拠に追い出

不要の好天のなか、

離ですが、運動不足

難と言われています。放射性物質

しを強制し、裁判に持ち込も

久しぶりに歩いて足

の私にはやっとの思

被害は、水源の琵琶湖から大阪・

か？ 人が人間らしく生きる

いのゴールでした。

京都・兵庫へと広がるのは既に明

染を回避したい様々なグループが

このリレーデモは

う と し て い ま す。 憲 法 １ ３

の裏に水ぶくれがで

１１月８日（日）雨

らかになっており、日本海への海

条、平和的生存権は一人ひと

権利が経済的利益に優先する

の中、高浜原発先展

洋汚染も深刻な事態が予想されま

りが大事にされ安心して暮ら

加わりました。

望所で１００名によ

す。

原発再稼働反対の声を伝え運

て現地の人々と交流し、高浜

１３日間デモを通じ

の後雨の日が続く

ロ３時間のデモ。そ

デモの傍でビラ配布をしていたの

たことが報告されました。私も、

れる人など、うれしい反響があっ

ける人、お寿司を差し入れしてく

振る人、「頑張って！」と声をか

は、デモの行き先で沿道から手を

各地を回って来られた方の話で

きる権利があるのです。（恵）

は、安全で安心した社会で生

準 備 し て い ま す。 私 た ち に

ことを根拠に、市長に反撃を

を権利として保障されている

せる、命を大切にされること

福井地裁が今年４月に出した、

気分でした。

気持ちを伝えようと原点に返った

人、出会ったことを大切に自分の

デモのアピールを聞いてくれる

け取ってくれる人、関心をもって

れる人、自転車を止めてビラを受

ですが、わざわざ店先まで出てく

動の輪を広げていきました。

高浜町役場まで８キ

る出発集会を行い、

きました。私が歩い

発言に過ぎませ

す。原子力マフィア恐るべし！と

動。２０日（金）には在沖米軍司

で幹事会を構成）の結成をめざし
は再処理工場に順次搬出すること

令部（キャンプ・ズケラン）前に

ている。その結成総会が、１２月

１１年７ヶ月、４２３２日にも及

の発行で、「第

場しのぎの無責任

を講じる。

工及び竣工後の安全・安定操業に

とし、六ヶ所再処理工場の早期竣

（富田 英司）

人の８割、１１２万人が反対し、

んでいる。こんなにはっきりと示

１ 部、 沖 縄 戦

わかりにくいところもあります

１４日（月）６：００～開催され
る。
向け、日本原燃株式会社への支援

なんでも紹介・・・

辺野古米軍ゲート前「座り込み
翁長知事が、前知事の埋め立て承

「
沖縄『
戦後』
ゼロ年」 目取真俊著
５００日、１０００人結集」と、
認に「瑕疵がある」としてその取
り消しを表明してもなお、政府は

翌日の１１月１９日の琉球新報が
一面に報じた。参加した仲宗根悟
新基地建設を強行。さらには県を

もいるが、それは分からない。知

県議は、政府の作業強行に「わじ

うしぇてぇーならん（怒りが沸い
事と名護市長が、工事阻止のため

提訴した。政府側の勝訴を言う人

てきた。沖縄の人を見くびっては
「あらゆる手段」で対抗。沖縄の

わじーして、わったーうちなー、

ならない）。（移設反対の）うね
訴えに、国内世論も、国際社会か

だ。

何よりも基地ＮＯの民意は強固

きている。

らも少しづつ理解や味方が増えて

りをつくっていこう」と呼びかけ
た、とある。
昨年７月の座り込み開始から
５００日！雨風や酷暑、寒さにも
耐えての非暴力・不服従を貫く新
基地反対の沖縄の民意は揺るぎな

をみつけた。

今、沖縄を考える時に、本土に

は東京警視庁からさらに百数十人

沖縄に「戦後」＝「戦争が終わっ

い。それまでの、沖縄県警機動隊

を増員、合計２００人以上で対応

た後」はあったのか？という問い

住む私たちにとってとても良い本

して半月あまり。抗議の声は高ま

かけで始まる「沖縄「戦後」ゼロ

１００人に加え、１１月４日から

り強まりこそすれ、もはや弱まる

されている「新基地はいらない」

と基地問題を考

年」（生活人新

の民意に一切耳を貸さず、むき出

える」で語られ

ことはない。

しの暴力で抑えつける政権は、か

今もそのまま。

ていることは、

単純計算で、沖縄県民１４０万

つて無かった。

色
鉛
筆
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高浜原発から関電本店までリレーデモ

致の人でもあります。

川珠代氏は、実に見事な言行不一

有名な「自民党女ヤジ将軍」の丸

防災担当大臣の座を見事射止めた

この度目出度く環境大臣と原子力

安倍総理の情実人事によって、

す。

服は着用する必要などないので

軽微だというのなら、こんな防護

ませんか。そもそも放射能汚染が

す。実に用意周到な服装ではあり

を被っているのが、丸川大臣で

この報道写真で赤いヘルメット

際的に請け合っているのですか

コントロールされていると既に国

い」安倍総理が放射能はアンダー

丸川大臣が「尊敬してやまな

た。

う。ここは丸川大臣の大失敗でし

見得を切るところではありましょ

反対しているのですが、自分の戸
丸川大臣は、「論より証拠」とか

東京大学経済学部を出たという

まさにここではその言行一致が

恐れる必要があるのでしょうか。

ら、放射能汚染ごときを今更何で

この人、夫婦別姓制度の導入に

籍名は大塚珠代なのです。つまり
「百聞は一見にしかず」とか、ま

この写真を一目見た庶民は、丸

それにしても事実は実に雄弁で、

ん。

自分は通名を使っているのです。

川大臣の多言を弄びながらの「重

福島第一原発では放射能汚染が今

強く求められていたのです。しか

装備」に思わず、今に引き続く放

も深刻な事を問わず語りの内に

し実行が全く伴わなかったことで

も全く感じないほどの「鈍感」な

射能汚染の深刻さを痛感した事で

語ったのです。

たは「百の説法、○一つ」とかの

人なのです。こんな人物が一体な

しょう。実際、丸川大臣の言葉は

諺に示された庶民の認識論を理解

ぜ夫婦別姓に反対しているので

全くの無駄口だったのです。

このように事実上、夫婦別姓を名

しょうか。

本当に、丸川大臣が放射

乗っているにもかかわらず、「良

島第一原発を訪れての第一声は、

能汚染を軽微で心配する必

丸川大臣は、またまた面目を潰し

何と「風評被害の払拭は福島復興

要が無く、単なる「風評被

できているでしょうか。

に欠かせない」と述べたのです。

害」だというのなら、お付

心の呵責」もまた言行に何の矛盾

まさに世界的に有名なコメ

（猪瀬）

てしまったと言わざるを得ませ

ディー・グループのモンティ・ハ

きの者は兎も角として自分

さてこの大臣が就任後初めて福

イソンも真っ青のブラックユーモ

は過剰なまでの防護服の着

歌舞伎であればここで大

けのことなのです。

状を把握してくれば好いだ

だとされている第三炉の現

と自由に闊歩し、一番深刻

ろしく、そこら一帯を堂々

を「自民党女ヤジ将軍」よ

で福島第一原発の事故現場

に登院する時のような服装

用を拒否して、国会議事堂

アではあります。

の手紙

読者から

危 な い 共 通 番 号

マイナンバー制度の廃止を求める 12・12 集会

延期させよう! １月利用開始 申請やめよう! 個人番号カード 支援しよう! 違憲訴訟

● １２月１２日（土曜日） 14時00分から16時30分まで（開場13時30分）
● 東京・御茶ノ水 連合会館 ２階 大会議室（203・204 会議室）（裏面案内図参照）

・ＪＲ中央線・総武線「御茶ノ水駅」聖橋口徒歩５分
・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」小川町交差点方面（代々木上原寄り）改札、Ｂ３出口すぐ
・東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」地下通路徒歩５分、Ｂ３出口すぐ
・都営地下鉄・新宿線「小川町駅」地下通路徒歩３分、Ｂ３出口すぐ
※Ｂ３a・Ｂ３ｂ出口は別方向へ出るので注意

マイナンバー（危ない共通番号）の利用開始が 2016 年１月に迫るなか、番号利用開始
の延期と共通番号制度の廃止を求める集会を開催します。私たちの人権を侵害する番号
の１月利用開始を延期させましょう。通知カードが届いたら、危険な個人番号カードを
申請しないよう呼びかけます。１２月１日、全国７か所でマイナンバーの差し止めを求
めて提訴する違憲訴訟を支援しましょう。
・マイナンバー違憲訴訟の論理とは（マイナンバー違憲訴訟東京弁護団）
・番号利用開始前の状況と今後の運動について（共通番号いらないネット）
・番号利用開始延期の取り組みについて（マイナンバー制度反対連絡会）
・各界からのリレートーク ／ 会場からの発言 ／ 集会宣言

参加費 500 円

主 催 マイナンバー制度の廃止を求める 12・12 集会実行委員会

・共通番号いらないネット（共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会）
Tel. 080-5052-0270（宮崎） http://www.bango-iranai.net/
・マイナンバー制度反対連絡会
Tel. 03-5842-5611（全労連） https://www.facebook.com/no.mynumber/
・マイナンバー違憲訴訟東京弁護団 Tel. 03-3586-3651（東京合同法律事務所）

10

