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・「今、川内原発と伊方原発を止め

働時間短縮を！
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災害対策に名を借りた緊急事態条項の創設＝戦争への道改憲に反対する！

被災者への冷たい態度をとる安倍首相は退陣せよ！

がっていたにもかかわらず、安倍首

相が今日まで被災地視察と激甚災害

指定を引っ張ってきたのは、２４日

にあった北海道での衆院補選をにら

んでの作戦だったのではないでしょ

うか。補選投票日の直前に、安倍首

相が被災地で激甚災害指定を表明す

たとえば東日本大震災の際、当時の ることで、この補選を有利に進めよ

菅義官房長官は４月１５日の記者会 体の財政負担を緩和し、被災者を助成 た。
見で、熊本大地震に関連し、大災害時 します。被害額を算定した上で、道路

などの対応を定める緊急事態条項を憲 や橋などの公共土木施設の災害復旧事 民主党政権が発生の２日後に激甚災害 うとしていたのだと思います。

次期参院選は、自民、公明、維新

返っても、２００４年１０月の新潟中 を少数に追い込むため野党は、真剣

安倍首相が被災地で避難生活を強い 越地震では、災害発生の３日後には当 に選挙協力すべきです。（河野）

げして約９割を国が補助します。

法改正で新設することについて「極め 業について、通常より１～２割かさ上 に指定し、自民党政権のケースを振り
て重く大切な課題だ」と述べました。
「憲法改正は国民の理解と議論の深

まりが極めて重要だ」とも語り、慎重 られているお年寄りに言い放った一言 時の小泉純一郎首相が現地視察し、激
に検討すべきだとの立場を示しまし に、驚いてしまいました。「地震が続 甚災害指定を
くから心配でしょうけど、しっかり応 閣議決定して

自民党は野党時代にまとめた憲法草 援してますから」この人ごとのような い ま す。 ま

た。

案で、緊急事態条項の新設を明記して 言い方はあまりにひどいです。安倍首 た、第二次安
います。各国の緊急事態条項は軍隊と 相は初めて被災地を視察訪問し午前９ 倍政権下でも
セットになっています。戦争をする国 時すぎに現地に到着した安倍首相は、 ２０１３年７
は、緊急事態条項を持っています。緊 まず被害の大きい熊本県益城町や南阿 月の山口県と
急事態条項は、災害対策に名を借りた 蘇村をヘリで上空から視察し、自衛隊 島根県での豪
戦争への道です。また憲法を内閣に集 や警察や消防などを回って「激励」し 雨 災 害 時 に
中させ、人権制限を容易にするもので たあと、ようやく被災地の避難所を訪 は、安倍政権
日後に激甚災
今回の現地視察は、４月１４日に最 害の指定を表

したのです。

す。災害対策で何か問題があれば、現 問しました。被災者のことを後回しに は発生から４
法律で対応するべきです。
安倍首相は２３日、視察先の熊本県

益城町で記者団に対し、熊本地震の激 初の大きな地震発生から実に９日も経 明していまし

会で「早急に

この間、国

甚災害指定について「復興事業に取り 過してからです。そして何より、「激 た。
組む地方自治体を全面的に支援するた 甚災害指定」の遅さはひどうもので

熊本県では、１５日の段階で蒲島郁 現地視察すべ

め、激甚災害の指定を明後日（の２５ す。
日に）閣議決定する」と語り、２５日

の閣議で激甚災害の指定を決めまし 夫県知事が「激甚災害の早期指定」を き」「１日で
求めていましたが、安倍首相はこれを も早い激甚災
激甚災害の指定は、国民経済に著し 一週間以上無視したあげく、２５日に 害指定を」と

た。

い影響を及ぼす災害について被災自治 やっと激甚災害指定を閣議決定しまし い う 声 が 上

救援物資を運ぶ消防隊

なければならない」
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同一労働同一賃金
均等待遇の獲得は自分たちの闘いで

を打ち出してきた、というわけ

遇を目的とする同一労働同一賃金

際、連合と民主党（現民進党）の

としても不思議ではない。この

倍首相が「ねじれ」と感じている

るべきだろう。

待しても実現の見込みはないと知

の同一労働同一賃金、どれだけ期

関係にくさびを打ち込み、あわよ

だ。
他方で安倍首相とすれば、連合

伏させたい、という思惑もあるの

を念頭に置いた選挙対策としての くば連合を牽制し、できればひれ ◆竜頭蛇尾
計算もあるのかもしれない。賃上

格差を縮小できる支援策を講じ
る、としている。
なんともはや、見て取れるのは
呆れるほどの無内容さと厚顔ぶり
だ。
たとえば賃金の決め方として，

安倍首相のもくろみは、連合の

一賃金にする、のだという。こん

──呆れた自民党の「中間報告」──

実情を考えれば半分は当を得たも
まだ具体的な政策としてはまと
な代物で実現する同一賃金とは，

仕事の内容や転勤の有無、能力や

にしても、本来は財界・産業界が

のであったとしても、半面ではそ
められていないが、この４月８日
現状とどこが違うというのだろう

ところで安倍首相が描いている

満載といった印象だ。それ以前の
すんなり了承できるものではな

れは出来ない相談でもある。なぜ
に自民党雇用問題調査会のプロ

だろう。

安倍政治は、生涯派遣に道を開く
い。が、代わりに民主党（当時）

かと言えば、連合は連合で企業体

げ要請にしても同一労働同一賃金
安倍首相が今年に入ってから突

労働者派遣法の改悪や残業代ゼロ
の支持基盤である連合への牽制と

制の支柱という本来の役割をモロ

成果といった観点から賃金の内容

如打ち出した同一労働同一賃金。

法案、それに首切り自由の法制化
いう側面もある。

同一労働同一賃金とはどういう代

女性や非正規労働者の悲願でもあ

など、ともかく財界・産業界の要

をわけて、「仕事の内容」だけ同

るが、実情は安倍首相によるアベ

請を代行するものだった。それが

物なのだろうか。

ノミクスへのテコ入れと選挙目的

出しすれば、今でさえやっと組合
○ 正社員の賃金引き下げではな

な項目は、それによれば、

はなく同一企業内の「同一労働同

一賃金の土俵を、企業横断的にで

か。

金の実現という新しいアドバルー

安倍首相による同一労働同一賃

主党を支持してきた連合だが、そ

しかない。これまで成り行きで民

に評価しても正社員の利益団体で

る姿勢が露骨なのに、自民党への

存やＴＰＰで政権に歩調を合わせ

かねないからだ。今でさえ原発依

批判や離反が噴出する事態も招き

「職務内容」に相当する賃金は

○ 賃金の「要因分解」を行い、

とする

業の「同一労働同一賃金」を基本

○ 企業横断的ではなく、同一企

めて実効性を確保できるものだか

企業横断的に形成することではじ

は、基本的に企業の壁を越えた、

だろう。同一労働同一賃金原則

ることだ。笑止千万とはこのこと

一賃金」、にわざわざ限定してい

さらに問題なのは、同一労働同

員をつなぎ止めている組合への求
く非正社員の賃上げをめざす

連合は、本音では同一労働同一

の毛針という以外にない。アベノ
ジェクトが中間報告を出した。主

減されかねないからだ。大多数を
心力は失われ、内部から連合への

ンは、アベノミクスの低迷・破綻
の主流派の出自と本性は、労使運
屈服は労働組合としての自己否定
……同一にすべき

賃金に反対だ。正社員の賃金が削

実現や労働時間規制に積極的な姿
正社員で構成する連合は、好意的

同日選は無くなったとも報じら
で苦し紛れに繰り出したトリック
命共同体という企業統治の支柱そ
に繋がってしまうからだ。

今年に入って同一労働同一賃金の

つあり、また、今年は参院選挙の
勢を見せ始めたというわけだ。

れているが、安倍首相の思惑とは
プレーの感がある。これまで安倍
のものだった。だから野党第一党

ミクスは誰の目にも破綻が見えつ

年で、民進党と連合の関係にくさ

無関係に、同一労働同一賃金など
首相は、企業を富ませる事でその
の民主党との支持協力関係を、安

びを打ち込む選挙戦術の色合いが

の均等待遇は、労働者の生活と連
果実が社会の隅々に波及するとい

安倍首相が打ち出した同一労働

を勝ち取っていきたい。

の団結した闘いによって均等待遇

れることなく、自分たち労働者の

主導の当てにならない毛針に釣ら

とは間違いない。安倍首相や政権

で労働時間規制・残業規制をやる

で頑迷に拒絶してきた〝均等〟待

下がり続けている。そこでこれま

ねてきた官制春闘でも実質賃金は

ても景気は一進一退で低迷し、重

和や積極的な財政出動を繰り返し

だった。ところが異次元の金融緩

る、いわゆる官制春闘もその一環

降、企業に積極的な賃上げを求め

装ってきた。第二次政権発足以

う，いわゆるトリクルダウン論を

とで得てきたもので、トリクルダ

で雇用と賃金をカットしてきたこ
〝幸福度指数〟ではないが、働き

そんな思惑がらみ

を帯びている。

同じような意味合い

金や残業時間規制も

回の同一労働同一賃

演出したのだが、今

ものと、官制春闘を

打ち込めればめっけ

合の関係にくさびを

倍首相は民主党と連

そうした微妙な関係の上で、安

きなのだ。その一環としても、連

進める、大都市と地方の最低賃金

向上への支援や取引条件の改善を

賃の引き上げ、中小企業の生産性

インの作成、包括的な法整備、最

などとし、具体策としてガイドラ

ついて説明していくべき

能力の向上」と「昇給」の関係に

○ 昇給についても、……「職業

じ説明していくべき

要素を……情報提供し、求めに応

○ 「要因分解」した賃金の決定

換えれば、それぞれの職種ごとの

産業レベルで決まることだ。言い

が企業ごとではなく企業横断的な

で決まること、賃金が決まる場所

金のランク付けが人ではなく仕事

つくり変えるだけだろう。

る新たな賃金のピラミッド構造に

それは親会社の正社員を頂点とす

いる。仮に企業内に限定すれば、

らだ。西欧でも基本はそうなって

濃いものだ。

帯のための不可欠の基盤であるこ

同一賃金。いかにも突然で違和感

という矛盾した政策が実現するの

じだ。法改正だけでは改善は望め

以でもある。

お題目の実効性が問われている所

実現するハズもない。安倍首相の

業横断的な同一労働同一賃金など

言っているかぎり、文字通りの企

企業内部での同一労働同一賃金と

なのである。だから安倍自民党が

のが、現在の個々の企業、経営者

このことをもっとも恐れている

ういうものなのだ。

だが、グローバリゼーションの進

で驚異的な成長を遂げてきた日本

戦後の一時期、追い付き追い越せ

長神話、ＧＤＰ神話でしかない。

すれば、それは日本資本主義の成

○ アベノミクスに理念があると

た。

避けられない代物でしかなかっ

だが、それも出発点から空回りは

かつなぎ止めようとする安倍首相

アベノミクスへの期待をなんと

企業の壁を越えて団結できる、そ ◆神話の見直し

することが少なくなり、労働者は

展のなかで世界での位置関係がが

引きずっているだけだ。先行きが

症療法で高度成長型の成長神話を

ために、目先の大盤振る舞いと対

安倍首相の政治的な野心の実現の

など少しも含まれていない。ただ

アベノミクスには先見性や理念

た。

をこれまでになく拡げただけだっ

籍企業を肥え太らせ、格差と貧困

け、無理やり円安を誘導して多国

業の自転車操業を後押しするだ

う。アベノミクスは、そうした企

２０年が３０年になるだけだろ

深めるばかり、これでは失われた

けでますます海外市場への依存を

だ。その企業は利益をため込むだ

ウンとは正反対のものだったの

る」と指摘。労基法の改正に関し

女性の活躍を阻む原因となってい

育ての両立を困難にし、少子化や

会議で、「長時間労働は仕事と子

相官邸で開かれた１億総活躍国民

安倍晋三首相は３月２５日、首

その力でそうした転換を主導すべ

そのためにも労働者が力をつけ、

かさと満足度が得られるだろう。

れないが、それにも増す生活の豊

だ。ＧＤＰは多少縮小するかもし

する協働型経済に転換すべきなの

３６協定は、労基法が定める労

化すると言う。

設定した事業者に対し、指導を強

健康に望ましくない長時間労働を

も強化する。等、３６協定により

禁止法違反事例などの取り締まり

現をめざしていきたい。（廣）

者の連帯した闘いで均等待遇の実

目先の毛針は目もくれず、労働

ものだ。

金など均等待遇の実現は不可欠の

帯型賃金としての同一労働同一賃

うした企業側の長時間労働を求め

週４０時間）では不足であり、そ

が定める労働時間（１日８時間、

うとする企業にとっては、労基法

長時間労働で搾取し、利潤を得よ

３６協定は、労働者を低賃金と

同一労働同一賃金の特質は、賃

賃金決定で個々の企業の裁量権が

ない。現在でもたとえザル法で
らりと変わってしまった。国内経

どうなろうと、目先の野望が実現

働時間（１日８時間、週４０時

◆苦し紛れのトリックプレー

排除されること、だ。結果的に
方と生活の満足度を直接の目的と

あっても労基法を活用して残業規
済が成熟化するとともに後発国の

すればいい、後は野となれ山とな 「３６協定の時間外労働規制のあ

明し、長時間労働を是正するた

り方について再検討を行う」と表

えて働かせるた

間 ） を 超（ こ ）

的に許すものになっている。

なぜ労働時間短縮を図らないのか！。

戦後体制からの脱却などの政治

長時間労働、残業時間規制も同

そこで日本が選択したのが、

を期待する方が無理なのだ。

制はある程度可能だ。これまでは

追い上げで今ではその位置が逆転

れ、だ。

個々の労働者が個々の企業に従属

御用組合がまともに規制してこな
してしまっている。

三六協定再検討でお茶を濁すのではなく、

かっただけなのだ。仮に、本気で
残業規制をする気があるのであれ

め に、 企 業 と 従

が 結 ぶ 協 定 で、

め、労働基準法の改正を目指す考

協定を結べば１

的野望優先の安倍政治は別にして

具 体 的 に は、 時 間 外 労 働 が

〝夢よもう一度〟というコスト競

１００時間を超えた企業に対する

日８時間、週４０

ば、残業認可の要件を厳格に制限

動の目的をはじめ、土台から変え

労働基準監督署の立ち入り調査基

時間を超えて働

業員側（労組等）

はリストラという雇用破壊と賃金

る事こそ問われているのではない

準を、８０時間に引き下げること

かせる残業や休

えを示した。

し、労働者の闘い抜きの残業規制

破壊で国内市場を狭め、海外生産

だろうか。企業利潤至上主義と成

などを実施する。また公正取引委

日出勤ができる

も、ＧＤＰ信仰など経済成長を追

は、サービス残業や風呂敷残業を

や輸出で稼ぐ多国籍企業だけが肥

長神話から脱却し、持続可能な循

員会や中小企業庁と連携し、親会

と 言 う も の で、

争による再度の成長への挑戦だっ

増やすだけの結果を招くだけに終

え太るという産業構造をつくりだ

環型で日本の身の丈にあった経済

社と取引先の慣行など長時間労働

長時間労働を法

した上で時間数を明記した法改正

わるだろう。

してしまった。思い起こしてほし

に転換することこそ求められてい

を強いられていると疑われる独占

い求める姿勢を問い直し、経済活

安倍首相による残業規制も口先

い。低成長のなかでも企業が最高

るのだ。目標とする価値観も、

た。工場は海外に移転し、国内で

だけのものに終わるだろう。、残

益を得ていた時、それはリストラ

をやればいいだけの話だ。ただ

業代ゼロ法案をごり押しする一方

2
3

とした背景の下に制定されたもの

立たない労働者が残業代で補おう

る意志と、低賃金では生活が成り

なりで、際限のない長時間労働を

している例もあり、企業側の言い

指名した労働者が３６協定に署名

れた原発の運転期間を４０年とす

第一原発事故後の法改正で定めら

査書を正式決定し、東京電力福島

が新規制基準を満たすと認める審

れようとしている。

転延長が相次ぐ可能性が定着化さ

的」とされていた６０年までの運

る原則を形骸化し、「極めて例外

法的に認め、強いられているのが

になっている。

める労働時間を骨抜きにする協定

３６協定は、今や、労基法が定

現状である。

だが、時間外・休日労働を無制限
に認める趣旨ではなく、時間外・
休日労働は本来臨時的なものとし
て必要最小限にとどめられるべき
ものとして締結されなければなら

による長時間労働が強いられてい
えられていく事を許してはならな

法的基準が次々と都合よく書き換

市民や働く人々を守ろうとする

るのは、適切な人員配置（定員不
い。

数十時間や１００時間超の残業

締結にあたっては「時間外また

足化）を行わないで、生産性を上

いものであった。

は休日の労働をさせる必要のある

げようとする、企業側の人件費削
三六協定の再検討も「１００時

具体的事由」「業務の区分を細分

間を超えた企業に対する労働基準
監督署の立ち入り調査基準を、
８０時間に引き下げることなどを
実施する。」と言うが、何十年も
前に決めた労働時間（１日８時
間、週４０時間）をそのままに

本地震はまさに人ごとではない。

静岡に住む住民として今回の熊

学者の人たちの解説を調べた。そ

配になり、ネットを通じて色々な

私も今回の熊本地震に関して心

今、川内原発と伊方原発を止めなければならない

明日は我が身である。

聞いた。また、「中央構造線」と
傾向（「今後どんな連鎖反応を起

こんな危険な地震が多発し拡散

の中で、島村英紀さん（武蔵野学

いう活断層の事も初めて知った。
こしていくのかまったく予測でき

勉強不足の私にとって、地震解

この活断層の地震に関しては、
ない」と気象庁も発表している）

院大学特任教授）の報告を紹介し

２０１４年に起きた長野県・白馬
にある事、また原発事故が起こる

説の中で出てきた「前震」とか

村地震（この地震はＭ６．７）が
かもしれない、当然原発は止める

たい。

静岡にとって大きな意味を持って
べきだと、私たち素人にもわか

「本震」などと言う言葉は初めて

いたという。こちらは「糸魚川－
る。

も止めようとしない安倍政権。被

ところが、川内原発も伊方原発

静岡構造線」（これは知っていま
した）という、やはり長大な活断
層群で地震が起きたもの

災者救援こそが政府の最優先課題
と言いながらＴＰＰ関連法案の審
議を国会でのんびりやっている安
倍政権。熊本支援の物資輸送にオ
スプレイを飛ばす安倍政権。まっ
たく話にならない。
最近、福島からの避難者たちが
結成した「『避難の権利』を求め
る全国避難者の会」の人たちの訴
えを聞いたが、「除染が進まず、
まだまだ被爆被害が心配される地
域に平気で帰還政策を進めてい
る。原発事故・子ども被害者支援
法を昨年８月に改定し『新たに避
難する状況にない』との避難者切
り捨て政策も進んでいます」と涙
ながらの報告だった。
「全国避難者の会」のチラシに
「私たちひとりひとりの復興と、
大切な子どもた

ことなく、つな

ちの未来のた

私企業の利潤追求を無くし、
がりあって、前

し、厳格な罰則もなく長時間労働

社会的公平な分配が行われるな
に進んでまいり

子力規制委員会は４月２０日、運

らば、今の日本の経済力で１日

ましょう」と書

め、あきらめる

４時間、週２０時間ぐらいの労

か れ て い た。

を見過ごしてきた中では、長時間

働時間でも充分生活を維持する

今、私たち

転開始から４０年を超えた関西電

ことができるのであり、余裕の

にはこの

力高浜原発１、２号機（福井県）

る安保法制や自衛隊法があり、原

憲法九条があるのに戦争法であ

策こそ求められている。

など、残業を行わせないための政

適切な人員配置と違反者への罰則

減による利益追求が背景にあり、

化することにより当該必要のある
業務の範囲を明確にしなければな
らない」のが原則。
従業員側（労組等）が残業の
「具体的事由」や「業務の範囲」
に気をくばり、団結力による監視

ある程度防げるのだが、近年、労

を行えば際限のない長時間労働は

組の組織率は１８％を切っている

ある労働生活の中で、個々人の

言葉の実

れている。

践が問わ

労働はなくならないだろう。

断層の２つの活断層は「中央構造

ない。

自由時間を趣味やボランティア

【最新のトピックス】」より転載したもの
http://shima3.fc2web.com/

とする、と発表した。つまり後か
ら大きな地震が起きたので、それ
を「本震」としたのである。
だが、前震だとしても、それら
を前震として認識できなかったこ
とは明らかで、その後、もっと大

本の２つの活断層から北東に離れ
た阿蘇山の近くでＭ６に近い大き
な地震が２回起き、さらに北東の
大分県中部でも震度５弱を記録し
た地震が起きた。これらは、熊本
で起きている地震の余震域の外で
起きた地震で、明らかに熊本の地
震の余震ではない。新しい地震活
動が始まったと言うべきであろ
う。

★定義や認定があいまいな活
断層
そもそも、布田川断層と日奈久

入って横断する活断層群である。

断し、四国の北部を通り、九州に

名古屋の南を通り、紀伊半島を横

中央構造線は長野県に始まって

キロを超える。

断層なのである。長さは１０００

ては中央構造線は日本で最長の活

の名前がついているが、全体とし

奈久断層のように、場所ごとに別

ているところでは布田川断層と日

これに反して、詳しく調べられ

らは「糸魚川－静岡構造線」とい

いる。この地震はＭ６．７。こち

きた長野県・白馬村の地震と似て

その意味では、２０１４年に起

しかないのだ。

長さに比べて、あまりに短い間で

層が地震を繰り返してきた時間の

このため、たとえば原子力発電

定するかは学者によって異なる。

活断層の長さや枝分かれをどう認

り、途切れたりするのが普通だ。

活断層は一般に、枝分かれした

いる。

に、場所ごとに別の名前がついて

布田川断層と日奈久断層のよう

り返して起きてきた地震の結果で

る。これはこの活断層に沿って繰

北で山脈や川筋が食い違ってい

接しているなど、この活断層の南

て、たとえばその南北で別の岩が

とが分かっており、その結果とし

地震を繰り返して起こしてきたこ

この中央構造線は地質学的には

る。

長野県北部地震とも呼ばれてい

震には名前をつけなかったので、

起こした。なお、気象庁はこの地

神城 か
( みしろ 断
) 層という糸魚
川－静岡構造線の一部の活断層が

を受けた地震だった。この地震は

て、日本人がはじめて大きな被害

う、やはり長大な活断層群で起き

所を作る前に「活断層の長さ」か

断層群では、日本列島全体がいく

ら「その場所で起きる最大の地
震」を決めることが行われている ★「中央構造線」で初めて体

つかのプレートに押されることに
よる任意性が大きく、この手法に

また、活断層はその定義が「地

の地震は、日本人が中央構

熊本で起こった４月１４日

は強い疑問が出されている。

震を起こす地震断層が浅くて地表

造線で初めて体験して被害

つまり、この長大な活断

に見えているもの」というものだ

ど、川が土砂を運んできたり、海

層が起こした地震を日本人

を生じた地震だった。

の近くだったりして堆積層が厚い

人が住み着いたのは約１万

が体験して史実として書き

このため、阿蘇山の近くのよう

年前、記録を残しているの

ところでは、「活断層はない」こ

に厚い火山噴出物をかぶっている

はせいぜい１０００～

留めた例はなかった。日本

ところでも、やはり活断層は見え

とになっている。

から、首都圏や大阪、名古屋な

この大断層の西端に近い

が、「活断層の長さ」には学者に 験した巨大地震

ところで、このような長大な活

ある。

ある。

詳しく調べられているところでは

２０００年ほどなので、この大断

（英）

伊方原発

し、労組がないところでは企業が

以下は、島村英紀さんのＨＰ「
です。
阿蘇山の「連動噴火」は起こるか、連鎖が起こっていった熊本、阿蘇、大分の次にあるのは愛媛県、こ

６４００名以上の犠牲者を生んだ

に起きた余震を、すべて「前震」

こには中央構造線のすぐ近くに伊方原発がある、熊本から南西に中央構造線をたどると鹿児島県、ここは

７．３。この大きさは内陸直下型

川内原発からそう遠くはない。

★「阪神・淡路」と同じ最大
地震としては最大級で、たとえば

らに大きな地震が起きた。Ｍは

級の直下型地震
４月１４日の夜、熊本市で震度
兵庫県南部地震と同じ地震の規模

阪神・淡路大震災を引き起こして

７の地震が起きた。マグニチュー
である。

のＭ７．３の地震を「本震」とし、 できなかったことになる。

きな地震が襲って来ることは予想

が導入して以来、３回しか記録さ
前に起きたＭ６．５の地震と、

気象庁は、１６日になって、こ

ド Ｍ
( は
) ６．５であった。震度
７は、１９４９年に新たに気象庁

れたことはない。今回のものは
１６日のＭ７．３の地震の前まで

さらに、その後１６日には、熊

２０１１年に起きた東日本大震災
（地震の名前としては東北地方太
平洋沖地震）以来５年ぶりで４回
目になる。
ちなみに、震度７とは、日本の
震度階では最高レベルだ。つまり
「青天井」でどんな大きな揺れで
も震度７なのである。
４月１６日までは、熊本で起き
たＭ６．５の地震は「本震」と言
われた。本震と余震は「布田川 ふ(
たがわ 断)層」と「日奈久 ひ(なぐ )
断層」の２つの活断層が起こした
と報じられた。
だが、１６日になってから、さ

線」という活断層群の一部なので

参加などで社会的貢献が成され

（光）

る社会を目指すべきである。

ずべき措置」（図１

「中央構造線」で初めて体験した巨大地震

防止のための総合対策」にある「事業者が講
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厚生労働省通達の「過重労働による健康障害

よって、それぞれの小部分ごとに
地震を起こすエネルギーが溜まっ
ていっている。そして、岩が耐え
られる限界を超えると地震が起き

発からそう遠くはない。
地球物理学者としては、「連鎖
の次」を恐れているのである。

る。つまり地震が起きることに ★相前後して起こる火山噴火
よって、溜まっていたエネルギー と大地震

ルギーが溜まっているその隣の部

たことは、同じような理由でエネ

そして、ある部分で地震が起き

は１ヶ月ぶりに噴火した。ただ

めの地震が起きた同じ日に、阿蘇

４月１６日、阿蘇の近くで大き

が解放されるのである。

分にとって「留め金が外れた」こ
し、大きな噴火ではなかった。

ミット）が近づいています。

Ｇ７首脳会議（伊勢志摩サ

そのマグマがそのまま上がってき

マグマが地下で作られる。だが、

これに対して、火山の場合には

ある。

るという、いわば直接的な関係で

在世界秩序を形成しています。４

いう構成ですが、これらの国が現

そして日本。欧米先進国＋日本と

マグマ溜りのなかで圧力が高まっ

くる。そして、いちばん上にある

グマ溜り」を作りながら上がって

がってくるときにいくつかの「マ

て噴火するわけではなくて、上

強い影響力を持つロシアへの牽

味である、シリアやウクライナに

兵器の廃絶を準備する」という意

火と大地震が相前後して起きた例

しかし、世界的に見ても火山噴

間接的な関係なのである。

火なのである。つまり火山噴火は

でいますが、それで何かが変わ

を訪れるかどうかが関心を呼ん

さて、オバマ米大統領が広島

です。

先だった例もある。

４９日後に、富士山の宝永噴火が

巨大地震である宝永地震が起きた

地震と火山は両方とも地下でプ
が終了し、５月には教育大臣

情報通信大臣会合（高松市）

「核廃絶に直結する『核兵器の非

発表されましたが、毎日新聞は

関するＧ７外相ヒロシマ宣言」が

トし、引き続きＩＡＥＡと協力

は、原子力の平和的利用にコミッ

宣言は原発について、「我々

核なき世界へと一歩前進と言え

し、その実行に取りかかるなら

発からも撤退する」とでも宣言

「米国の核の傘から離脱し、原

あった。他方、噴火が地震よりも

は多い。たとえば、１７０７年に

４月中に外務大臣会合（広島
制、そして北朝鮮に対する警告で
るとは思えません。日本政府が

レートがらみ、あるいはその結果
会合（倉敷市）、環境大臣会
人道性』という文言が見送られ、

なくもないのですが、やってる

てマグマが地表に噴出するのが噴

市）、農業大臣会合（新潟市）、 月１１日に「核軍縮及び不拡散に
あると。

きた部分の隣で、地震が起きやす
としての活断層がらみで起きる現
合（ 富 山 市 ）、 科 学
し、最高水準の不拡散、原子力安

とを意味する。つまり、地震が起

くなるのである。
象だから、なにかがつながってい
核保有国と非保有国の溝も浮き彫

今回、中央構造線のうちの熊本
技術大臣会合（つく

ことは日米韓による北朝鮮への

るのに違いないのだが、残念なが
全及び各セキュリティを推進して

の部分で地震が起き、２日後に阿

いく」と述べ、核の〝平和利用〟

ています。

井沢町）が予定され

と交通大臣会合（軽

険大臣会合（神戸市）

さらに９月には、保

し、核兵器のない世界に向けた環

の人にとりより安全な世界を追求

社会の安定を推進する形で、全て

同代表）は宣言の「我々は、国際

会議が開催されます。 丸氏（ピープルズプラン研究所共

台市）、そして首脳

境を醸成するとのコミットメント

ミット反対集会において、小倉利

神戸で開催された伊勢志摩サ

トメントを強調して

利用）への強いコミッ

縮及び原子力の平和

（ＮＰＴ）の３本柱（不拡散、軍

ます。Ｇ７は核兵器不拡散条約

利益の結びつきの強さを示してい

による資本と国家の経済的政治的

うちあったりするのです。（晴）

が、脅威の正体は案外我が身の

北の脅威を言い立てる人が多い

軍事的脅迫です。巷間、中国や

の闘いは止まるどころか、拡大し

止まっている。しかし、沖縄県民

今、辺野古新基地建設の工事は

での抗議行動は、とりわけ効果的

も重要な基地と位置づける嘉手納

行け！」と訴える。アメリカが最

車両の前に立ち、「沖縄から出て

地建設反対のキャンプ・シュワブ

い、そして２年になる辺野古新基

のオスプレイパッド建設阻止の闘

動、もう９年目を迎えている高江

野嵩・大山ゲート前での抗議行

用〟が核拡散につな

い ま す が、〝 平 和 利

ている。
なはずだ。元海兵隊員のダグラ

ゲート前での毎日２４時間の抗議

「既存の覇権構造が揺らぐことの

はＧ７にとっての安定であり、

に解説しました。まず〝安定〟と

というくだりを引用し、次のよう

招こうとしているの

壊兵器の拡散」まで

国家主体への大量破

れ な い、 今 で は「 非

国の核開発も止めら

した。児童１１人と住民６人が死

１９５９年６月３０日、米軍嘉

亡し、２００人以上が負傷した。

手納基地から離陸した米軍の

１９５０年（昭和２５年）の朝

また、１９６８年１１月１９

沖縄戦で日本陸軍の沖縄中飛行

鮮戦争の勃発によって米軍は嘉手

日、Ｂー５２戦略爆撃機が離陸に

場として建設された飛行場であっ

朝、夜間を含めて戦闘機の離着陸

納飛行場を「極東最大の空軍基

失敗し墜落爆発炎上した。この事

路がある。Ｆ１５戦闘機を主力に

は年間約７万回とされる。その戦

地」として重要視し、逐年整備拡

故を契機にＢー５２部隊常駐に対

ジェット戦闘機が、沖縄県石川市

闘機の騒音は１００デシベル以上

張され、１９６７年には４０００

する住民の反対運動が高まり、

たが、米軍の沖縄本島最初の上陸

で想像を絶する。

メートル級の２本の滑走路を完成

約１００機が常駐するほか、国内

米国に帰還する戦闘機は、なん

さ せ、 実 に 嘉 手 納 町 面 積 の 約

外の米軍基地から外来機（米国や

と早朝３時や４時に騒音を轟かせ

１９７０年１０月６日をもってこ

（当時）に墜落。民家をなぎ倒し

て嘉手納を離陸していく。住民は

８２％にのぼる膨大な面積が同飛

のＢー５２部隊は撤去された。

地点となり、米軍に占領され嘉手

その騒音でとても寝ていられな

行場や嘉手納弾薬庫地区として接

これ以外にも、他機の墜落事故

米国州や豪や韓国、岩国や厚木な

い。また、学校での卒業式や入学

収され、住民は残された約１８％

や着陸失敗事故等などが今日まで

た後、宮森小学校舎に激突、炎上

式の途中で戦闘機の騒音が鳴り響

のわずかな土地での生活を余儀な

続いているのが、米軍嘉手納基地

納飛行場となった。

き、挨拶が聞こえないことも度々

くされている。

である。

である。

どから）も飛来し、訓練する。早

ないような条件のもとでのみ、核

朝鮮による度重なる挑発行為・
・
・」 がり、ＮＰＴ未加盟

英・仏・独・伊・ＥＵ、 やウクライナ、そしてとりわけ北

Ｇ７はカナダと米・

を確認する。この任務は、シリア

中央銀行総裁会議（仙

りになった」と報じています。

ら現在の地球物理学では、地震と

ば 市 ）、 財 務 大 臣・

蘇に、そして大分に、と地震が広

地震は活断層に地震エネルギー

火山がどうつながっているかはわ

が溜まっていき、その岩が耐える

がっていったのは、この理由なの

もちろん、「隣の部分」に、ま

かっていない。

だ十分の地震エネルギーが溜まっ
ことが出来る限界を超えると起き

ではないかと考えられる。

ていなかったら、この連鎖は起き
ない。残念ながら、いまの地球物
理学では、地下にどのくらいの地
震エネルギーが溜まっているかは
分からない。
ところで、心配なのは、連鎖が
起こっていった熊本、阿蘇、大分
の次にあるのは愛媛なのである。
ここには、中央構造線のすぐ近く
に伊方原発がある。また、逆に熊
本から南西に中央構造線をたどる
と鹿児島県に入る。ここは川内原

本土と沖縄のかけ橋をめざして

エイジの沖縄通信

在沖米軍の中で米軍が最重要基
ス・ラミスさんも、米兵たちに英

在沖米軍最大の嘉手納基地ゲート前でも抗議行動始まる！

地としているのが極東最大の空軍

行動。そして、とうとう嘉手納基
地でも抗議行動が始まったのであ

語で訴えている』
２０１２年１０月のオスプレイ

基地「嘉手納飛行場」である。そ
の嘉手納基地ゲート前でも、米軍

る。
沖縄県民の怒りは、辺野古新基

１２機配備強行に反対する普天間
基地ゲート封鎖行動以来、３年以

地建設反対だけではなく、沖縄か
ら全ての米軍基地を追い出す運動

上も毎日続いている普天間基地の

に対する抗議行動が始まった。
以下は、「チョイさんの沖縄日
記」からの紹介。
『先週から、辺野古

となってきている。
（富田 英司）

★海外で最大の米空軍嘉手納
基地とは

沖縄市、嘉手納町、北谷町の３
市町にまたがる東アジア最大の米
空軍の拠点。面積は約２０平方キ
ロ（東京国際・羽田空港の１．３

アメリカジョン・ケリー外相、らが平和記念
公園で慰霊碑に献花し、哀悼の意を示した

米軍嘉手納基地ゲート前の抗議行動

新基地建設に反対する
県民の怒りを「海外で
最大のアメリカ空軍基
地」・嘉手納でも示そ
うと、毎週金曜日に嘉
手納基地ゲート前で抗
議行動が始まっている。
午前７時半頃、嘉手納
基 地 に 着 い た。 も う
７０名近い人たちが抗

倍・東京ドームの約４２５倍）で、
約４０００メートルの２本の滑走

米軍嘉手納基地ゲート前での抗議行動－２
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議行動を始めている。
出入りする米兵たちの

嘉手納飛行場

ＦＡＴＣＡとは何か
米国が「
パナマ文書」
を「
流失」
させた背景

国際金融市場からの退場となる。
こうしてＦＡＴＣＡは、スイス等
の銀行の秘密のみならず、世界的
に脱税を取り締まる根本的な規制

豪、富裕層（フランスは千人だと

失」した２１万社の世界中の富

ンセカという法律事務所から「流

あるという。当然の事だろう。中

国ではまったく白けきった反応が

の名前も出ていない。そのため米

他方で米国からは、未だ只一人

そこでウィキペディアで、ＦＡ

のがないのである。

には何とＦＡＴＣＡの項目そのも

水書院発行）を調べると、その本

政治・経済 新訂第２版』（清

９月１０日初版第１刷の『用語集

今回のパナマ文書の発覚について

ないかのように振る舞っている。

はこうした事をまるで認識してい

不可能になったのだ。しかし日本

ような国際的な脱税は、ほとんど

のパナマなどを経由しての従来の

イス、ケイマン諸島そして今話題

この実施により、英シティやス

となった。

判明。日本人も数百人）の資産避
南米や南米は米国の裏庭と呼ばれ
ＴＣＡを検索すると未だに書き込

題は拡大する一方である。

難の行動が、公になった事で世界
ており、その地域にも、又米国内
みが完了していない。この書き込

現在、パナマのモサック・フォ

にセンセーショナルな反響が引き
にも数多くのダックス・ヘイブン

いるかも記事に対する責任も分か

時間がかかったのも事実ではあろ 品であった場合には、同じ義務を

注目すべきは、これを守らな

うが、何と言ってもＦＡＴＣＡの 負う事」になってしまった。
実施にあたって罰則規定があった
のに対してが当該関係機関の強い かった場合の罰則の厳しさであ

は、罰則として、米国の証券への

抵抗があったからこそ、２回も延 る。「拒否する外国の金融機関に
期された事が真実だったろう。
こうしてＦＡＴＣＡの発効に 投資に対する利息、配当及びその
よって「米国外の銀行、証券会 譲渡対価に対して、一律３０％の
社、保険会社は元より、ヘッジ 源泉徴収税が課される」さらに
ファンドなどの資産運用会社も、 「ＦＡＴＣＡを拒否する金融機関

機関「金融活動作業部会（ＦＡＴ

金を監視するＯＥＣＤ傘下の国際

にマネー・ロンダリングやテロ資

ＦＡＴＣＡ施行の、まさに３日前

２０１４年６月２７日、つまり

は現時点で解決不能だからだ。

あるようだ。この問題は、日本に

に規制を強化してきた事が背景に

識があり、様々な外圧の中で徐々

テロ資金の規制に弱い国だとの認

から見ればマネーロンダリングや

自覚がないようだが、日本は世界

これについては日本人には余り

は何故なのか。

ないと突っぱねている。一体それ

も、菅官房長官は調査する必要が

があるからだ。
では「流失」した理由は一体何

この「流失」は、まず南ドイツ
新聞（オプス・デイの牙城）から、
か。私が見る所、ここにこそその

らない大変問題のあるサイトであ

ＦＡＴＣＡ実施システムの構築に の有価証券やそれに関わる金融商

起された。

ＢＢＣとガーディアン紙に持ち込
核心がある。しかし「パナマ文
書」を非難する記事も、これらの

ＦＡＴＣＡ
Tax Compliance Act;
略称ファトカ）は、２０１０年に

みには「外国口座税務コンプライ
月まで延期されてしまったのであ 事」になった。又「口座の最終受
アンス法 外国口座税務コンプラ
益者が米国の市民、居住者、法人
る。
イアンス法（ Foreign Account
つまり米財務省や内国歳入省が でない場合でも、その資産が米国

まれたという事だが、この「流
失」経路自体が極めていかがわし

メリカ合衆国（米国）の法律であ

成立し２０１３年に施行されたア

ての核心は、書いてはいないよう
る」とあるのみである。

文書がなぜ「流失」したかについ

実際、庶民が酷税に喘いでいる
である。更に言えばこの書かない

いものだ。

中にあって、富裕層が自らの資
事についても裏があるのだ。
この問題の核心を考えるために

ウィキペディアは、誰が書いて

産・預金をタックス・ヘイブンに

は、用意周到な準備の下にタック

書いた時点では予定で正しかった

間違った事が書かれている。又は

わざとかどうかは分からないが、

る。ここにもＦＡＴＣＡについて

移して「脱法」的な脱税行為をし

る。しかし国際金融界にとって決

体何かを我々はよく知る必要があ

付けた米国のＦＡＴＣＡとは、一

ス・ヘイブンの世界に対して突き

ていた事は、世界的な憤激を巻き
起こしている。
この文書は「パナマ文書」と呼
ばれ、ここに名前が上がった事で
アイスランドでは政治的な失脚者
顧客の口座の残高が５万ドルを超 が証券の売買に１回でも介在して

２にヤクザ闇資金問題 第３に左

題・パチンコ業界の闇資金等 第

端的にいえば第１に在日闇資金問

いるなど、世界的にもこの脱税問

友達や習近平らも名前が上がって

ているようだ。そしてプーチンの

ン首相が自らの弁護に必死になっ

載っている事が判明した。国民か

送のＮＨＫである。このリストに

かに暴いたのだ。そして又公共放

る。それを「パナマ文書」は明ら

もあったのかと疑うに充分であ

用の受験参考書である２０１５年

いだろう。手頃な物として高校生

ＴＣＡの略語と意味を全く知らな

わらず、殆どの日本人はこのＦＡ

いる。

る』（ビジネス社）に詳説されて

は、『世界の支配構造が崩壊す

の変容とテロ資金の流れについて

激化している。そしてこの大状況

破壊しようとする勢力との闘争が

月に延期されて、さらに又同年７

た。ところがそれが２０１４年１

効時期は２０１３年１月であっ

確かに当初は、ＦＡＴＣＡの発

追求し始め中東が激動の渦中にあ 団体「センター・フォー・パブリッ

ている。そして最近中国が覇権を はなく、米国の非営利の調査報道

し、ドイツもまたロシアに協調し して又ＩＣＩＪは独立した団体で

しかしロシアはこれに乗らない と連動している機関である事、そ

必要だからである。

らの組織は米国務省やＣＩＡなど

再生させるには、それが何よりも ハウス」などである。つまりこれ

る。

場の調査プロジェクトなのであ

であるＣＰＩの理念を実現する現

という部門に属しており、親組織

犯罪と汚職の報告プロジェクト」

つまりＩＣＩＪは、この「組織

たいのだ。タックス・ヘイブンを ソサエティー」、又「フリーダム・ ているという。

事も現時点での訂正はないのだ。

翼過激派の闇資金がある。その他

ら強引に法律の力でかき集め職員
米国は、富裕層の脱税を許さな

り、北朝鮮は数々のミサイルを発 ク・インテグリティ（ＣＰＩ）」

定的に重要な略語であるにもかか

にタブー中のタブーが天皇マネー

に高額の報酬を与えるＮＨＫに対
い一方、他方で国際協調でアング

Ｆ）」は、日本のテロ資金及びマ

で、長年スイスにあるといわれて

して、視聴料金を支払っている市

ラ・マネーの投機によるリーマン・ 射している。その資金源は何処に に属するプロジェクトの名称なの

も出たり、イギリスでもキャメロ
える場合には、その口座の最終受 しまうと、それ以後の売買にはす

きた。勿論、創価学会の闇資金も

民は余りにも哀れ過ぎるのではな

た場合には、米国の内国債入庁に る。

糾弾していたのである。
日本のアングラ・マネーとは、

月２３日）「創価学会が『パナマ

（２３３３）でも（２０１６年４

本 澤 二 郎 の「 日 本 の 風 景 」

の資金源は何処にあるかとたどれ

で活発なイスラム勢力のテロため

の大問題の数々である。最近ＥＵ

問題を日本にのみ限定してもこ

そもそもタックス・ヘイブンが

後で参考に引用しておきたい。

たろう。これに対立する見方は、

の「パナマ文書」のリークであっ

融を安定させたいのだ。そのため

従来に替わる新たなタックス・ヘ た 米 国 の Ｎ Ｐ Ｏ ＝ Ｏ Ｃ Ｃ Ｒ Ｐ

ドイツの投資先として注目され、 てるため、１９９６年に結成され

立」している北朝鮮がフランスや 説明責任」などの問題に焦点を当

世界」と、また唯一世界的に「孤 織し、「越境犯罪、汚職や権力の

米国と対決する中国や「イスラム 的なジャーナリストのチームを組

ス・ヘイブンが崩壊している中で

あるかと言えば、従来のタック である。

がある事は、間違いない所だろ

の点に米政府の国家戦略上の目的

う。本当に驚かされる。そしてこ

の込んだ重層構造にしたものだろ

眩ましの手口だろう。又何とも手

つまりＦＡＴＣＡの拒否は、即

端的にはいえば、ＩＣＩＪが米

文書』に登場！」と紹介してい
ば、当然にもこれらタックス・ヘ

巨大になったのは、米ソ冷戦構造

国の国策機関の一つである事は間

る。これで創価学会は、国会で追
イブンからの資金の流れにあるの

があったためである。端的には軍

こうして今世界は、一方で強化

の隠し場所になっていった。ＦＡ

であった。その後、国際金融資本

ＲＴＲ「ヴェスティニデーリ」

当然の事ながらロシア国営テレビ ト）の下部組織なのである。

もなく、分析を進めたＩＣＩＪの

広く一般に公開されているわけで

それにしても何という素人の目

違いない所だろう。

及される事になろう。日本は宗教
ではないかとの予想がつくのは当

資金というなのアングラ・マネー

付与している。それをよい事に、
されるＦＡＴＣＡによるタック

ＴＣＡに反対する勢力は、旧米ソ

で、パナマ文書は、米国の「オフ 人の会員ジャーナリストが在籍

さらにこのＣＰＩ自体が、国際

団体に対して教育機関・医療機関
然の展開となるのである。

口座の詳細を報告する義務を負う

ネー・ロンダリング対策の不備を

この中に含まれる。そこで２チャ

いか。

益者が米国の市民か居住者法人で べて３０パーセントの源泉徴収税

ンネルでは、創価マネーが炙り出
ショック等の再来を防ぎ世界の金

あるかを常に確認し、そうであっ が課される事」になったのであ

されたと大騒ぎだ。

と共に税金を免除する特別待遇を

う。
イブンとして急浮上を遂げている （
The
Organized
Crime
and
確かに詐欺師とは、正義の仮面
）
事に基因する。
Corruption Reporting Project
米国と対立しているロシアは、 （組織犯罪と汚職報告プロジェク を被って被害者に近づいてくる。

長年後ろめたい巨額の闇資金を租

ス・ヘイブンの国際金融規制の強

冷戦ならぬ新米ロ冷戦を作り出し

調査を行っている。そしてアサン

ショア市場独占戦略」だと解説し し、国際的な犯罪に関わる様々な

された情報が公開されているに過

手によって充分念入りに取捨選択

今回の「パナマ文書」のデータも

税回避地・タックス・ヘイブンに

化する勢力と、他方でその規制を

は政権与党議席３分の２議席確保

ている。

現在、６０カ国以上から１６０

流し込んでいた。しかも創価学会

の担保勢力である。黙認できない

際調査報道ジャーナリスト連合 と、ＯＣＣＲＰは、「ソロス財団」 としてパナマを使っている件数が

ぎない。その証拠に、租税回避地

もっとも多いはずの米国の情報は

報道では、情報をリークした国 ジが始めたウィキリークスによる

本のマスコミ界に隠然たる影響力

（ＩＣＩＪ）を米国の首都ワシン とＵＳＡＩＤ（米国国際開発庁）

異常に少ない。ましてや、米政治

破廉恥行為ではないか。さらに日

を持つあの電通の名前も上ってい

トンの本拠をおく米政府の国策機 の資金で運営されている。早い話

に、ロシアの報道機関で展開され

る。電通はこの事実を打ち消すの

に詳しく見れば、ＩＣＩＪに資金 は、常にアメリカの利益になるよ

※

※

したがってこうした事を根拠

又自民党と一緒になって「特定

を提供している主要な組織は「Ｕ うになっている。今回米国は、

ている見解は以下である。

家の情報は皆無だからである。

秘密保護法」強行に走った公明党

ＳＡＩＤ（合衆国国際開発庁）」 「パナマ文書」を「流失」させた

関であるとして問題視した。さら がＯＣＣＲＰの調査、捜査結果

だったが、理由の一つにその隠し

やジョージ・ソロスの「オープン・ 事で、数０兆ドルの利益を期待し

に必死である。

預金を、秘密にするための行動で
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ここまで詳しく解説してきたよ
由であろうと識者も語っているの

れの資金運用の実態を公表した理

なのだ。それが、英首相の税金逃

こうした事件が契機となり、

金を課した。

もの金融機関に５０億ドルもの罰

ていたクレディスイスを含む８０

統となっていた守秘義務を維持で

手伝って、スイスの銀行はその伝

定後、「ＨＢＳＣ」の事件なども

座税務コンプライアンス法」の制

ブンとされてきた。だが「外国口

米国は、自国領の中にオフショ

うに、「パナマ文書」は米政府の
である。
２０１０年には「外国口座税務コ

る。ロシアは知っているのだ。

業例えば「アップル」「グーグル」 オミング州、デラウェア州、サウ
国策機関であるＩＣＩＪが入手し
ところでタックス・ヘイブンに

アを作っている（ネバダ州、ワイ

スダコタ州）つまり米国は、米国
分析を進めて、その一部を公開し
きなくなり、現在では最も透明性

オフショアは既に長年にわたっ

「マイクロソフト」「ＧＥ」「Ｇ
国内のオフショアに、世界の資金
ン プ ラ イ ア ン ス 法（ Ｆ Ａ Ｔ Ｃ

て「合法」であり、米国の一流企

Ｍ」なども使っている。ロシア企
集中している超富裕層の資産は、
の高い金融機関になってしまって

た文書である。したがってこれは
Ａ）」が制定され、２０１３年か

を呼び込む計画なのだ。
概算では２１兆ドル程度ではない

業も例外ではない。ロシア政府は
決してスクープでも何でもなく、
いる。

米国以外のオフショアの秘密を
ら施行予定とされた。実際には

オフショアの利用を歓迎していな
かと見られている。因みにニュー

突如暴露し、その一方で、「私た
ある目的を持った行動である。

いが、禁止はしていない。禁止す
私も天皇マネーが出て来るか否

ではその目的とは一体何であろ

２０１４年７月から

ち（米国）にお金を預ければ、安

ヨーク証券取引所の株価の時価総

れば、（オフショアを使う）外国

の一つにはあると考えるが、「パ
ドルだから、その額がいかに大き

て全世界のＧＤＰの総額は４５兆
産を「米歳入庁（ＩＲＳ）」に報

つ全ての人々に、保有する金融資

「外国口座税務コンプライアンス

（経済協力開発機構）は米国の

この法律は、米国の市民権を持

大物はアンタッチャブルである。
ナマ文書」の一部公表で、租税逃
告する事を厳格に義務づけると共

証券取引所は３・５兆ドル、そし

かに大いに関心があるし、その発

心ですよ」とささやく。パナマ文
うか？ 北朝鮮の金正恩体制の壊

額が１６・７兆ドル、日本の東京

書は大騒ぎになっているが、真の

これは、「米国のオフショアを
いのかが分かる。日本円ではおお
法」にならい、「共有報告基準」

スランドの首相は辞任し、イギリ
ら、その２５倍だ。まさに天文学

府の国家予算が９６兆円程度だか
庁」に報告しなければならないと

も、米国民の口座は全て「米歳入
ヘイブンの出現を防止するため、

を成立させた。これはタックス・

そして２０１２年、ＯＥＣＤ

してロシア企業の競争力がなくな

れへの各国首脳・関係者の関与が
に、米国内のみならず海外の銀行

覚を期待するものだ。

の施行とはなった。

企業は有利になり、（使えない）
滅のために資金源を絶つ事も狙い

るからだ。そういう理由で、「オ
使ってくれれば、安全ですよ」と
よそ２４００兆円ほどだ。日本政

ロシア企業は不利になり、結果と

フショアを禁止する」のであれ
明らかになった。それが元でアイ
※

いう事なのだ。
※

ば、全世界が同時に行わなければ
ならない。
スのキャメロン首相も辞任を余儀
各国が銀行口座、投資信託、投資

このようにロシアは、米国には
する法律だ。もし米国民が国外の

オフショアは一般的に、小国や
的な金額ではないだろうか。この

①世界のオフショア資金を米国国
なくされそうな厳しい立場に立た

島であり、米国がある特定のオフ
などの情報をオープンにして共有

されている。

タックス・ヘブンに秘密口座を

そのもっとも大きな目的は、英

イブンとして見られていたシンガ

巨大な資金が投機資金やテロ資金

内に移動させる②世界から集まっ

シティ・スイス・ケイマン諸島・
その後２０１５年９月には、
ポールや香港を含め、９７カ国が

等になり、全世界に知られざる暗

ショアをつぶそうと思えば、いつ
た資金を米国が完全に監視、監督

さてここで結論のために、再び
「香港上海銀行（ＨＢＳＣ）」の
調印した。勿論日本も調印してい

これまで理想的なタックス・ヘ

する の二つの狙いがあると解説
パナマ等の従来のタックス・ヘブ
ＦＡＴＣＡの話に立ち戻らなけれ
スイス支店から夥しい数の秘密口
る。ところが米国、バーレーン、

するための協定である。

する。つまり「パナマ文書」の「流
ンを潰して、米国に超富裕層の資
ばならない。米国は、自国がタッ
座がリークされるという事件が

持っている事が発覚すると巨額の

でもつぶせる。ドイツは、オフ

失」は、米
金を集中させる事だ。そしてネバ
クス・ヘイブンになるための枠組
あ っ た。 そ の 総 額 は お お よ そ

罰金が課せられる。

ショアだったキプロスを、超短期

政府が特定
ダ州、ワイオミング州、サウスダ
み作りを数年前から開始してい

ナウル、バヌアツの カ
4 国だけが
調印しなかった。つまり米国はこ

流の如く流れていたのである。

間でつぶしてしまった。

の目標を実
コタ州、デラウェア州の４州は既
１２００億ドル（１４兆３千億

プライアンス法」を楯にして、他

きか。米国は「外国口座税務コン

現するため
た。

これまでスイスの銀行では口座

の国々の金融機関に口座内容など

に租税回避地として機能させてい

の協定に入っていないのである。

富裕層の口座を国外の租税回避地
所有者の秘密が保持されたため、

の情報をすべて開示するように求

に行った現
円）で、口座の保有者には多くの

２００７年、スイスの国際的な

に隠蔽している事が判明した。米
本国で租税の支払いを回避したい

が隠されているかの全面的認識が

るが、それらを世界最大の租税回

そのためには、歴史的に超富裕

富裕層の理想的なタックス・ヘイ

なければ、国税庁の走狗としてピ

実性が極め

層の資金の集中しているロンドン
政府はアメリカ人の口座の全面的

ブンを利用した「税逃れの実態を

エロを演じる事にしかならない事

この身勝手さをどの様に表すべ

の敵は、慎

を先に潰す必要があった。それ
な開示を求め、同様の隠蔽を行っ

告発し、抜本的な課税強化を求

著名人が含まれていた。

重に相手の

は、英国のシティを潰す事が狙い

４月２５日の「しんぶん赤旗」

め」た事を報道した。

金融グループＵＢＳがアメリカ人

手の内を見

する事を予見しており、それに備
は、参院決算委員会で共産党の大

避地として強化する事にある。

極めてい

えるためである。急激に景気が減
門議員が「日本企業が英領ケイマ

て高い。真

めるが、米国自らは、国内の金融 る。

速している中国などの新興国に比

めの秘密口座を持っていたとして め、米政府やＯＥＣＤ諸国が「外

要は米国は国内に租税回避のた だれであるのか分かってしまうた

公表しないという事なのである。 パーカンパニーの本当の所有者が

実体経済の状況は、これとはまっ

との報道が目立つ。しかし米国の

べ、米経済は堅調に成長している

パニーだ」としてタックス・ヘイ

が、事業実態のないペーパーカン

ン諸島につくった子会社の９９％

文書」の「流失」した背景には何

上げる事はよい。しかし「パナマ

共産党が「パナマ文書」を取り

用されるため、米経済の成長に役 者の本当の名前が公表されるリス

富裕層の資産は米国内で投資・運 パーカンパニーと銀行口座の所有

ブンを作ると、国内外から集まる

が税金の支払いを逃れるとはけし

払う余裕がありそうな金持ちたち

金をしっかり取られているのに、

て節税をする事すらできないで税

タックス・ヘイブンを維持し、そ

務官僚だ。それは、「これで税金

を最も喜んでいるのは、各国の財

我々は闘いに勝ち抜いてゆくた

に驚いた。年を重ねている私は

記事の方が世論に影響を与えた事

の匿名サイトに掲載されたブログ

れてきたにもかかわらず、ネット

この問題を取り上げて指摘がなさ

まで新聞やテレビ等のメディアが

政治問題化した待機児童問題。今

たブログ記事が大きな反響を呼び

ね！！！」と、一人の母親の書い

「保育園落ちた日本死

が、保育士の資格を持っていても

人の保育士確保が必要としている

政府は１７年度までに新たに９万

育士不足が全国に広がっている。

空きがあるのに入れないという保

設の増加に追いつかず、保育所の

というが、この増え方では保育施

１３年には４０万９千人になった

士も０８年から約４万人増えて

２万９千ヶ所。保育所で働く保育

てもらいたい。保護者達の労働時

えたい。仕事量にあった賃金にし

仕事量があまりにも多いことを訴

しかし、現場で働く者としては

より約１１万円低いのだ。

れより少ない）全職種の平均月額

で（非常勤保育士の私の賃金はこ

士の賃金は平均月額２１万９千円

の悪さがある。民間保育所の保育

のに働きたくない理由として待遇

で、そのニーズに合わせて朝７時

間が年々長時間になっているの

ネット社会には疎いが、ネット社

５９００ヶ所増え、１５年には約

拡大もあって０８年から約

ニーズの増加や認可施設の種類の

保育所などの認可施設は、保育

根本的な解決策になっていない。

策を盛り込んだお粗末なもので、

の定員枠を緩和する等の規制緩和

目玉は都市部の「小規模保育所」

てないと緊急提言をまとめたが、

た政府はこれでは夏の参院選に勝

う。その後、世論に押されて慌て

会の凄さと共に怖さも感じてしま

保育士として働いていない 潜
｢在
保育士 が
｣ 全国に６８万人もいる

｣

はないだろうか。 （直木）

を共産党はよくよく考えるべきで

機関の情報は他の国に対して一切 「パナマ文書」のリークでペー

も、これを他の政府に開示する義 国口座税務コンプライアンス法」

立ち、反対に米国人の資産が海外 クが絶対にない地域に、富裕層は

からん」という、労働者民衆の怒

要がある。

こに集中する世界の富裕層の資産 寄せるためにこそ、ＩＣＩＪのよ

として取り立てるために、金持ち

今回の「パナマ文書」の「流失」

を米政府自らが他の国の政府の追 うな国策機関が「パナマ文書」の

たちの資産の海外逃避を抑える事

ニーを設立して実態を隠し、架空 米国をタックス・ヘイブン化して

めにも、敵の手の内の意図と狙い

仕
｢ 事が多すぎる！

たく正反対である。ここに「パナ

の理由があると私は考えている。

務はない事を意味している。要は や「共有報告基準」を適用してオ

く問題にしないという事なのであ 座の開示を迫ると、実際の資金の
そしてこの事件を「金持ちたち

米国内のタックス・ヘイブンは全 フショア金融センターの銀行に口

る。何という二重規範なのであろ 運用者の名前が明らかになり、本
はずるい」「賃金労働者である自

うか、驚かされるのは我々だ。
これは米国内にタックス・ヘイ う。

のタックス・ヘイブンに流れる 資金を早急に移動させる必要があ

りを巻き起こしてまでも、自国の

これを回避するためには、ペー

と、海外で運用されるため米経済 る。そうした地域こそが米国内の

国益を追求する米国の意図と狙い

にはプラスにならないからだ。
つまりＯＥＣＤが成立させた る。これから世界の富裕層の巨額
「共有報告基準」に米国が調印を の資産は、一気に米国へと移動す
拒否した事は、米政府が国内の ると見られている。

求から守る事を宣言しているよう 内容を選択的に公開した理由であ

が出来る」し、労働者民衆の燃え

なものである。

世界の富裕層は「モサック・ る。

の法人名でパナマをはじめ世界の 集中させなければならないのだろ

とをしっかりと見極める眼力を持

取り締まりを強化できるからだ。

タックス・ヘイブンのオフショア うか？ その理由は、米政府はこ

つ事とが必要なのである。

ではなぜ世界の富裕層の資金を

金融センターで資金を運用してい れから米経済が深刻な不況に突入

フォンセカ」でペーパーカンパ

たぎる怒りを背景として、脱税の

ると見て間違いないと私は判断す

これらの資産を米国国内に引き

をしっかりと注意深く見ておく必

先に紹介した４つの州なのであ

分たちは賃金をしっかり把握され

国の租税の徴収対象になってしま

マ文書」を今回「流失」させた真
保育労働者は訴える

プーチン大統領
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パナマ文書は米国の陰謀と反論するロシア

う事を聞き、ゆとりがないときに

バタしていた１日にアレルギーの

アレルギーの子どもの対応を謝れ
事故はおきると思った。保育士は

から夜７時まで開園し私達は早番

ば命に関わるし、発達の遅れなど
身も心もくたくたに疲れ切ってい

子どもが誤食をしてしまったとい

特別な配慮を必要な子どもいた
る。

遅番の勤務や土曜日勤務もある。

り、様々な家庭状況で保護者対応
近くに住む孫たちが頻繁にやっ

を築いている。今、我が家には

ぞれが仕事を持ち、自分の生活

ものだった。その娘たちもそれ

私の娘たちの成長ぶりを書いた

かつて、色鉛筆の原稿には、

ながら、本人の気持ちを最優先さ

ていた。月２回の教育相談を受け

になっても長期間休む日々が続い

６年頃から、不登校になり、中学

的で明るい性格だ。しかし、小学

ルし手伝ってくれる孫娘は、社交

ま近くのホールで「あん」という

私は、１週間前ほどに、たまた

た。

れない、その現実に目を向けてい

患者のほとんどが生まれ故郷に帰

されたのが１９９６年、それでも

が成立したのが１９０７年、廃止

判が隔離法廷で行われたこと

朝刊に、ハンセン病患者の裁

書き終えた翌日４月２６日の

かなと、思っている。原稿を

置きながら見守っていくこと

の関係は、これからも距離を

というわけで、私と孫娘と

そして、私の友人が働いている

せ、まわりの者は見守るしかな

を、最高裁は「差別的で違法」

に一番気を使い、気に入らないこ
て来る。中学３年になる孫娘

と認めた、とあった。患者へ

保育園では、４月に新年度がス

映画を観てきた。ハンセン病療養

の謝罪は、すでに熊本地裁の

とがあると苦情になってしまう。
かった。

施設に住む７０代後半の老女が、

は、春休みに人権作文の課題を

どら焼の店を手伝うという話だっ

タートする時点で保育士が２人足

転機が見え出したのは、この半

書類や保育の準備などの仕事が終

年間で、どうやら同学年で不登校

賠償責任を認めた２００１年

もって、私にあれこれ相談をし

５月の判決で、政府、国会は

てきた。

た。老女を演じる樹木希林が、小

終え、その翌週に補償金支給

りなく（就職が決まっていたのに

豆を生き物のように扱い声掛けを

辞退した）パート保育士をつない

をしているのが自分だけでは無い

しながら、手間暇かけて３時間、

わらないので、毎日サービス残業

ことに気づいたらしい。仲間がい

をしたり持ち帰って仕事をするこ
どうやら、作文のテーマは自

ることが励みになったのか、教室

でやりくりをしているが今は病気

分で決めたらしいが、「ハンセ

法が成立した。それなのに、

ともある。一緒に働く正規保育士

ン病」の患者たちが隔離されて

おいしい「あん」を作るシーン

で休むことができないという。ま

がダメな場合は保健室の登校でも

はもっと苛酷で、保育をしながら

きた事実を明らかにするらし

その１５年後になって謝罪は

た、私が以前働いていた保育園で

は、素材を大切にする昔の人の声

いろいろな研修のまとめをする為

いいという方法も知り、仲間で連

も昨年度の途中で保育士が２人も

い。私は、今も裁判で

に早番勤務をしてもサービス残業
心の病で休んでしまい、管理職も

するが違憲性を認めないとす

をして毎日遅くまで仕事をしてい

そして新学期、中学３年という

だった。

（恵）

権の尊さを学ぶべきと思った。

る最高裁の姿勢に、司法は人

現場に入ってパート保育士でなん

少しは私たちの日々の

学年の重みを自覚し、次は高校と

れを超えると公立高校の受

いう目標が出来たらしい。

験資格は無くなると、学校

行動が影響しているの

私たちが最寄りの駅

から説明があり、私に伝え

か も・・・ と 正 直、 嬉

頭でビラ配布をする

年間３０日は休めるが、そ

時、少し恥ずかしなが

てきた。私が思うに、これ

しかった。

らも、しっかりアピー

は孫娘のそれでも頑張ると
いう宣言なのか、休みそう
になったら助けてというサ
インなのか、どちらにして
も私は大いに頼りにされて
いるのかもしれない。
人権作文は、ライ予防法

何かを教えてくれる、いい映画

を聴くようだった。心寄せる女子

るし、若い正規保育士は、小学校
とか乗り切ったいう。こうした保

中学生も登場し、忘れかけている

に提出する書類をつくる為に（個
育士不足が日常茶飯事になってい

絡を取り合いながら通える日が増

人情報は持ち帰れない）３月は休
るのが現状でいつ誰が倒れても不

えていった。

みの日も仕事に来ていた。年長児

思議ではない。保育労働者は毎日

争われている社会的な

は卒園式を迎えても保育園の籍は

献身的に働いている。（葉月）

問題を選んだ孫娘に、

３１日まであるということで卒園
しても登園し、春休みのない保育
園なので新年度準備ができなく、
３１日は子どもたちが帰ってから

色
鉛
筆

下駄箱やロッカーの名札を変えた
り荷物を移動したりして夜８時に
なってしまった。（友人の保育園
では片付けに夜１１時までかかっ
たという）一晩明けた１日には、
新しいクラスで転園してきた子ど
もたちもいたりしてバタバタして
いたが、後日、ある保育園でバタ

「人権作文」
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