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沖縄でのオスプレイ墜落大破事故があ

る。この機体大破の事故を不時着と言

い換えるＮＨＫ・防衛大臣の姑息な対

応は、労働者民衆の怒りに油を注ぐも

のだろう。

そもそも北方領土を「固有の領土」

としその返還を要求する事自体が、戦

日本のマスコミは米国でのマスコミ

のヒラリーを賛美しトランプを誹謗三

安倍政権は自ら招き寄せた失政によ

抜けようとするやり方は、確実に労働者 いこうではないか。

民衆の怒りを引き出した。加えて年末の

（木村）

故処理費の増加を電気料金の上乗せで切 向けて政治暴露の強化で潮目を変えて

を覆うばかりの惨状、さらに福島原発事 つつある。今年こそ、安倍政権打倒に

カット法やカジノ推進法の強行突破は目 り労働者民衆の怒りを確実に蓄積させ

拒否したＴＰＰの強行採決に続く年金

貫しており、国民無視のトランプが参加 く変わりつつある。

所である。安倍の沖縄に対する暴政は一 の日は数えられて、政治の潮目は大き

ががっかりした事は二階幹事長も認める 果も出せないでいる。かくて安倍政権

何の成果なく終わった事に大半の「国民」 に世界の嘲笑の対象であり、実際に成

なかった事、さらにプーチンとの会談が きの安倍総理の諸行動そのものがまさ

ことも明白だ。トランプ勝利を予見しえ 外交」と称する税金の世界的なバラま

ても安倍政権に何の対外的先見力がない しにしてきたが、「地球儀を俯瞰する

だけではない。年末のたった数ヶ月を見 追従をしてその無内容な実像をひた隠

な人物が我らの安倍総理であるが、それ 費をもらう事で安倍政権に最大限のお

こうした蔓延する評価に一向に無自覚 昧し放題よろしく、これまで官房機密

ない。

く米国追随だけが目立つ衰退国家でしか

第２の経済大国の日本は、今や主体性な 分かるというものである。

た。まさに悪評蔓延の日々。かって世界 をとって見ても安倍政権のお粗末さが

ホノミクスへ「最後の通告」』を出版し 出来ない人物が外交代表だ。この一事

で酷評した浜矩子氏はこの十月に『どア 交渉そのものが不調となるとの予測が

かくてアベノミクスをアホノミクスとま と答える大醜態。こんな対ロ認識では

種切れとなり、今や無為無策の状況だ。 を置くか」と聞かれて「可能性はある」

ない。黒田日銀総裁の異次元金融緩和も 色丹を引き渡した場合、「米軍が基地

まだ成果といえるほどの内実は誰にも見 障局長はロシア側から将来日本に歯舞

が発動されて数年が経過した。しかしい １１月上旬に訪ロした谷内国家安全保

安倍政権の経済政策「アベノミクス」 後 秩 序 へ の 一 大 反 抗 で あ る。 し か も

政治暴露の強化で潮目を変えよう！

今年こそ安倍政権打倒に向け
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・世界の地殻変動に対抗軸を！
―― 安 倍 政 権 を 幕 引 き へ と 追 い 込 も
う！――
②～③
・藤井厳喜氏の『トランプ革命で復活
するアメリカ 日本はどう対応すべき
か』（勉誠出版）に学ぶ ④～⑤
・「原発のもつ危険性」がテロの標的
となっている
高浜原発テロ対策に
９７０億円
⑤
・年のはじめに、象徴天皇制廃止を求
める！
⑤～⑥
・エイジの沖縄通信・ＮＯ３４
⑥～⑦
・七生養護学校事件に想う
⑧
・労働者自身の力で「同一労働同一賃
金」を勝ち取ろう
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・コラムの窓・・・
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・読者からの手紙
⑫
・色鉛筆・・・
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ワーカーズ

世界の地殻変動に対抗軸を！

からの難民流入で、ＥＵ諸国では

―安倍政権を幕引きへと追い込もう！―
昨年は、欧米を巻き込んでの地

◆安倍政治の複合構造

欧米とは異なっている。難民の受

ナショナリズムの台頭を引き起こ

米国では、当初こそ泡沫候補扱
け入れをほぼ拒否している日本

殻変動を想起させる大きなうねり

統領の選出などだ。背景には、中
いされたトランプが新大統領に選
は、難民排斥のナショナリズムは

している。ドイツやフランスその

東やアフリカでの戦争と先進国を
出され、底辺への沈み込みを恐れ
政府の仕事になっている。代わっ

が拡がった。ＥＵ諸国に殺到する
ナショナリズムの拡がりは日本

中心に拡がっている富める者と貧
る中間階層の憤懣が浮かび上がる
て在日韓国・朝鮮人の排斥を掲げ

他、ほとんどの国で排外主義を掲

しい者の対極化と中間層の閉塞情
など、米国社会のいびつな実情を
る在特会などによるヘイト行動が

難民とその排斥、英国のＥＵ離

況がある。
浮き彫りにした。選挙戦後半には
拡がっている。いずれにしても、

も埒外ではないが、その現れ方は

グローバル資本主義全盛の時代
サンダース旋風も拡がり、富を独
相対的には少数派の弱者への排撃

げる右翼政党が伸張している。

は大きな曲がり角に遭遇してい
占する〝１％の収奪者〟に対する
という点で共通する性格を含んで

脱、それに米国でのトランプ新大

る。そのひずみが様々な姿で世界
反撥のうねりも拡がった。排外主

こうした風潮は、根底では右翼

の地殻変動を引き起こしているの

よる特権階級への反乱が、かつて
政権としての安倍政権と相互関連

いる。

日本も、現れ方は違ってもその
無く拡がっている実情を浮かび上
しているものだろう。

義的なナショナリズムと貧困者に

埒外ではない。新たな対抗軸を打
がらせたのだ

だ。

ち立て、グローバル資本主義と安

街頭に出てこなかった学生やママ

い。昨年の戦争法では、これまで

若者の闘いだ。日本も例外ではな

乱が拡がっている。台湾や香港の

アジアでも若者を中心とする反

益第一主義、農業や公共事業など

法人減税やＴＰＰなどでの企業利

に安倍政権がやってきたことは、

の売りにしてきた。しかし、実際

済と暮らしを立て直すことを最大

安倍政権は、アベノミクスで経

倍一強政治と対峙していきたい。

中東各地やアフリカでの戦争、
友などが政治的攻防の最前線に登

◆地殻変動

それにともなう難民・移民の拡
に絡む既得権温存、戦争法や軍事

現状は、そうしたもくろみを持つ

を煽るヘイト集団などが徘徊する

マイノリティー排斥や嫌韓や嫌中

が政権の別働隊として動いたり、

治機構の再構築を掲げる橋下維新

る。独裁という言葉まで使って統

治・軍事強国をめざすことにあ

に葬ることで、国家が主役の政

して歩んできた〝戦後〟を最終的

は、敗戦国として民主国家をめざ

その安倍政権。最大のもくろみ

だに大阪圏

寄せ、いま

心をも引き

京への対抗

で、首都東

すること

政党を標榜

えた。地域

捌け口を与

に、格好の

の有権者

下する大阪

としての地

安倍政権にとって好都合という他
では根強い

位が地盤沈

はない。国家主義へ傾倒する安倍
支持を集め

のドッグレースの餌の役割を果た

首相と統治システムの再構築や拝
ている。

しているのだ。

外主義は、響き合っているのだ。
その橋下維新の会を支えている
のは、やはりグローバル化や東京

国家主義・企業第一主義の安倍
安倍政権の誕生にもあてはまる。

流階層だろう。同じような構図は

◆見えない選択枝

政権が発足して４年間が経過した
いはばトランプ旋風の先取りだっ

一極集中で進む、地盤沈下する中

が、その支持率はいまだに５０％
たのだ。
日本では、９０年代からの「失

台を維持している。政治の世界で
は、安倍一強といわれるほど政権

までの牧歌的な〝一億総中流意

われた２０年」に進んだ、中流層

安倍政権を支える政治的基盤が
識〟にボディブローの様に効いて

基盤は安定している。なぜそう

どこにあるのかを考える時、一時
いる。その２０年間は、世界でも

の縮小と様々な格差拡大が、それ

期前の橋本旋風を省みることが参
日本でも、富めるものとそうでな

なっているのだろうか。

考になる。橋下維新の会は、敵か

１４年に日本版が発行されたト

場し始めた。これら民主主義を求

マ・ピケティの『２１世紀の資本』

散、先進国での一部の特権層への

員とその労組に向けた。東京一極

こにあるのか分

いものの格差が拡大した２０年

集中で低迷する地域経済や、中流

か ら ず に、 失 業

味方かという二分法を多用し、初

る。政治やマスコミの世界では、

や長時間労働で

強国化などの軍事優先主義、それ

税や社会保障による所得の再分配

その他で永く辛

める若者などの動きも、グローバ

追い上げ

の方策がまず議論される。むろん

酸を極めた歴史

富の集中と貧困の拡大、これらは

があった

それらは重要課題だ。とはいえ、

が あ る。 １ ０ ０

だった。

にもかか

真っ先に問われるべきは〝一次分

年単位のその時

戦ではその敵を大阪府などの公務

わ ら ず、

配をめぐる攻防〟だ。一次分配と

期の反省から労

に国家秘密法や憲法改悪など国家

相も変わ

は企業収益を分ける利潤（株式配

働者は団結して

ル化のなかで進む企業・権力への

らず輸出

当なども含む）と労賃の分配のこ

この２０数年のグローバル化の進

主導型の

とだ。労働時間をめぐる攻防も、

主義だ。景気回復を掲げるアベノ

経済成長

闘うことを学び、

抵抗闘争の一つの表れに他ならな

を追い求

時間あたりの賃金引き上げという

同一労働同一賃

行の副産物という他はない。

めたから

意味でそれに含められる。

ミクスは、それらを実現するため

だ。 そ こ

い。

イラクやシリアなど中東紛争国

こうした事態が進めば、本来は

成が進んでいるのだ。

現体制や現政権への批判が強まる
……はずだ。ところが日本の現実
はそうはなっていない。むしろ低
年齢層、若者ほど安倍自民党政権
への支持が多くなっているのが現

これらのグラフを見れば、中所

実だ。（グラフ２）

得層から低所得層に引きずり下ろ
されつつある中流下層、非正規な

枝しか見えていないからだ。この

安倍自民党を支持するという選択

も景気・経済の回復を掲げている

び上がってくる。無理でもウソで

がりついているという実情が浮か

だましだ、と言うことなのだろ

見させてくれる安倍政権の方がま

で、有りもしない景気回復の夢を

らに円安・株高を演出すること

からだ。アベノミクスでがむしゃ

問われない。民主党も同じだった

上げ続け、富裕層も潤った。不安

がりで大企業は史上最高の利益を

合わせて、マネー資本主義の拡

まれている。

年は賃金減少が続く状況に追い込

引き下げ圧力に晒され、この１０

で実質賃金は

スト競争

国とのコ

では新興

が溜め込んでいるのだ。労働者は

ではなく株主に配当されるか企業

少し続けている。収益は、労賃に

金、総額人件費はここ１０年は減

点で３００兆円を超え、平均賃

業の内部留保だ。内部留保は現時

株式配当や経営者報酬、それに企

いっても、それが配分される先は

史上最高の利益を上げていると

現状はと言えば、大企業などが

陣地を獲得する必要がある。

と生活が改善されるのだ、という

結して闘うことで自分たちの境遇

年〟の経験から学び、労働者は団

もある。いまこそ〝失われた２０

取ってきた経緯

な改善を勝ち

の獲得など、様々

時間規制や休日

金、 そ れ に 労 働

どで閉塞情況に追いやられている

ことは内閣支持への理由として挙
う。
問題は、安倍政治に対する対抗

定・低処遇の非正規労働者の増大

求すべきだ。それには十分過ぎる

いまこそ自分の取り分の増額を要

は、望むべき世界をつかむことは

ナショナリズムやヘイトなどで

が、アベノミクスという幻想にす

低所得者層の少なくない人たち

げられている理由に見て取れる。
アベノミクスにもその他の政策に

で、格差社会も深まった。低所得

すべき事がらで、正規労働者とい

てまえはともかく心情的には拒否

てしまっては、はじめから〝勝負

非正規かという対立軸がつくられ

こうした闘いで、正規労働者か

低所得層も中間所得層も、また

背けているだけだからだ。

当の闘うべき相手と課題から目を

して標的にしているに過ぎず、本

出来ない。結局は外部に敵を求め

う地位が既得権となった。３分の

あった〟となってしまう。団結す

正規労働者も非正規労働者も、と

根拠と正当性があるのだ。（グラ

２の正規労働者と３分の１の非正

べき主体が二分されてしまうから

もに団結・連携して１％の収奪者

層に引きづり下ろされつつある正

規労働者という内輪の分断線がつ

だ。均等待遇の実現と合わせ、両

と闘うことで境遇や生活の改善も

るか、より弱い人たちを捌け口と

くられてしまったかのようだ。い

者連携して自分たちの処遇改善を

フ３）

ま、その分断線を引き直す必要が

勝ち取れるし、また未来も開ける
格差社会が深まる中、再分配政

は、自分たちの生活苦の原因がど

かつて資本主義勃興期の労働者

あるのだ。

策のあり方に関心が集まってい

昨年は、戦争法でシールズなど

のだ。

要求すべきなのだ。

規労働者にとって、均等待遇はた

軸が定まっていないことにある。

低迷期にはまり込んだ。新興国の

行するかの様に、日本経済は長期

代以降のグローバル化の進展に並

しぶりは良くなった。が、９０年

代にあっては、確かに国民の暮ら

としての追い付き追い越せ型の時

も、高度経済成長の時代の後発国

総中流社会ではなかったにして

戦後の日本では、現実には一億

◆一次分配での対抗軸

も期待しないが、それでも 他
｢の
内閣より良さそうだから と
｣ いう
理由がダントツに多い。安倍政権
以外に現実的なよりどころを見い
出せていないわけだ。
その理由として、野党第一党の
民進党の責任は大きい。税と社会
保障の一体改革にしても、原発回
帰、ＴＰＰや普天間基地の辺野古
への移設についても、手を付けた
のはみな当時の民主党政権だった
からだ。だから安倍政権は、批判
が強い政策でもその責任はさほど

では、資本所得と労働所得、富裕

と、階級・階層構造の急激な再編

と思える時代はもはや過去のこ

て進んできたのもだ。一億総中流

処遇の非正規労働者の増大となっ

労働者の処遇の悪化や不安定・低

だ。 その具体的な諸相は、正規

下ろされていることが一目瞭然

と、中流層が低所得層にひきずり

低所得者の割合が増えているこ

ラフ１を見れば、中間層が減って

の転落という現実も含まれる。グ

の縮小、あるいは中間層の下層へ

その格差拡大の中には、中間層

格差拡大をもたらしているのだ。

らにはマネー資本主義が、両者の

た。資本主義とグローバル化、さ

形で立証したことで話題になっ

していることを誰も否定できない

層と貧困層の格差が継続的に拡大

グラフ１「所得金額別の世帯数の割合の変化」

（廣）

政権を幕引きに追い込みたい。

有した闘いを拡げることで、安倍

をつくり変え、対抗軸を明確に共

能性も孕んだいま、私たちの陣形

安倍政権。衆院の解散総選挙の可

第二次政権発足５年目を迎える

進むべき時だ。

差反対の資本主義批判の立脚点に

とりまく現状をみれば、収奪・格

だったかもしれないが、私たちを

からだという。必要な政治判断

イッシューとして団結を優先した

ていたことは否めない。シングル

収奪・格差反対の結束点が欠落し

あったにしても、資本主義批判、

主義を守れという積極的な側面は

らの運動は、戦争はいやだ、立憲

新しい運動も拡がった。ただそれ

グラフ３「内部留保と賃金の推移」
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グラフ２「１８歳、１９歳の過半数が与党に投票」

アメリカ大統領選挙でヒラリー
藤井氏の新刊である本書の内容

た日以降に一番早い出版となった

が、現実はこの予測を完全に裏

リントンの勝利を予測していた

スコミはことごとくヒラリー・ク

藤井厳喜氏の
『
トランプ革命で復活するアメリカ 日本はどう対応すべきか』
（
勉誠出版）
に学ぶ

の敗北とトランプの勝利を予言し
を、簡単に紹介しておきたい。あ

る。アメリカの大マスコミは、露

ていた評論家は、実に数少ない。

本書は３５０ページの厚い本
骨な情報操作をして、クリントン

切った。これはアメリカのミドル

は、ほとんどすべてが討ち死に状
で、二部構成となっている。第１
の当選を実現しようとしたが、そ

まり知られていない書店からの出

態であった。ニュースソースがＣ
部は「２０１６年アメリカ大統領
の謀略は水泡に帰した。今後、ア

テレビで大統領選挙を訳知りの然

ＮＮでは実際こうなるしかない。
選挙の内幕」との表題を持つ。第
メリカではトランプの主導する政

クラスが起こした静かな革命であ

そんな中で予言を的中させた数
２部は「トランプ現象を招いたオ
治革命が起こるばかりでなく、メ

版ゆえだ。

少ない評論家は、副島隆彦氏とこ
バマ時代」の表題がついている。

り顔で解説していた評論家ども

こで紹介する藤井厳喜氏である。
ディアの大改革も起きることだろ

プが成功するかどうかは別にして

この前には「序章」が、終わりに

序 章 に お い て、 藤 井 氏 は
共和党の大改革は不可避である。

２０１６年７月１０日に出版され

とアメリカの真実』
（日本文芸社）
「２０１６年１１月８日の米大統
彼はヒラリーの当選を阻止でき

う」と第２の予言をする。トラン

は、現在アマゾンで政治部門の
領選挙は、ドナルド・トランプの
たことは誠に大きいとする。それ

は「あとがき」がある。

トップである。したがってここで
勝利に終わった。アメリカの大マ

た副島隆彦氏の『トランプ大統領

は、トランプ大統領誕生が確定し
は犯罪者が大統領になるこ
とを阻止出来た点にある。
この点を詳しく解説したも

しこの悪ぶりはアメリカ国民には

どの型破りの悪なのである。しか

補に平気でしゃしゃり出てくるほ

め、いけシャーシャーと大統領候

れを当たり前のこととして受け止

らヒラリーは法の上に立ちかつそ

る重大な犯罪である。しかしなが

行っていたのなら直ちに訴追され

題であり、ヒラリー以外の人物が

実際、ｅメール問題は重大な問

主張である。

きな貢献である。これが藤井氏の

る。それだけでも既に国家への大

なアメリカの悲劇を防いだのであ

ことになる。トランプはこのよう

国家の安全そのものが危機に陥る

治主義が崩壊するばかりでなく、

物が大統領になってしまえば、法

情報を平気で外国に売るような人

自らの利益のために、国の機密

のである。

リーを牢獄に」の声が沸上がった

党大会で指名された時、「ヒラ

ないが、トランプ氏が多少の希望

とをすべて真に受けているわけで

る。…彼らはトランプ氏のいうこ

らはただ闇雲に変化を求めてい

ないと感じている人々であり、彼

自分たちのことを気にかけてくれ

てられ、経済に見捨てられ、誰も

ンプ氏の支持者たちは政府に見捨

発言は正しかった」「残りのトラ

ような人々であり、その点で私の

元指導者デイビッド・デュークの

一部は、白人至上主義者ＫＫＫの

悔している。しかし…トランプの

半分の人々が、といったことを後

言は、非常に大雑把すぎていた。

判に対してヒラリーは「昨晩の発

た。これに対して巻き起こった批

イスラム恐怖症」等の発言であっ

義者、同性愛嫌い、外国人嫌い、

して「人種差別主義者、性差別主

会の落伍者の集まり」でその例と

ば、トランプの支持者の半数は社

発言とは、「非常に大雑把に言え

選挙戦で問題になったヒラリー

なろうとする時の自覚がない問題

問題すら、また国家の重要人物に

る。これまたヒラリーの己の健康

リーの健康問題」が論じられてい

また第１部第１１章は「ヒラ

の心をつかんだのである。

する」発言はまさに白人労働者層

まって「ワシントンのドブ浚いを

の声になる」である。これと相

たく持っていない。私はあなた方

が、政治的な影響力を最早、まっ

人々である。一生懸命働いている

こそ、我が国における忘れられた

は訪問してきた。これらの労働者

そして破壊された地域共同体を私

によって、失業した勤労者たち、

ている人々である。不公正な貿易

テムに寄生し、排他的な利権を得

彼らこそが、現在の政治経済シス

リート・メディア献金者である。

ンペーンの背後にいるのは、エ

台詞とは、「ヒラリーの選挙キャ

プ氏の言葉は輝いて見える。その

ヒラリーと比較すれば、トラン

ンプ現象の本質 二大政党制の行

周知の事実である。

ならないと思っている。我々は、

き詰まり」を『月刊日本』に藤井

として論じられている。これまた

こういった人も理解し、共感しな

氏が担当していた「アメリカ・

を提供しているように思ってい

ければならない」との台詞であ

ウォッチング」の記事を時系列に

さらにマスコミの偏向も驚くべ

る。まさに聞く耳を失うほどの大

並べ、重要な記事にはなぜ重要な

日本人には、まったく知られてい

勝だったという。特に第２回目の

衆蔑視と問わず語りのエリート主

のかを前書きをつけて整理したも

る。彼らは日々、仕事を失い、子

トランプの性的なスキャンダルの

義には驚く他はない。トランプの

のである。

供をヘロインでなくし、どうにも

討論会ではドル・クリントンに強

失言は針小棒大に報道するが、ヒ

８０００億円超に上る。まだ試算

きものだ。３回会ったテレビ討論

姦された被害者が討論会席の最前

ラリーは全く不問の甘さだ。

していない費用もあるため、さら

会も藤井氏によればトランプの圧

列に配置されたため、ヒラリーの

政府や電力会社は固執するのか？

に増える見通しだ。」（毎日）と

務省をクリントン商事に変
えたヒラリー ｅメール問
題とダーティ・マネー」で
暴露されている。日本のマ
スコミではほとんど触れら
れないが、トランプが共和

いる。「死傷者約３００人を出し

朝日デジタルは次の続報をして

た。

集めたが、実はそうではなかっ

地下鉄での爆弾テロ行為が注目を

ターゲット＝ブリュッセル空港と

新しい。そのさい市内のソフト

円 と 合 わ せ れ ば、 ２ 基 で 約

安全対策工事費用の約２０００億

見通しを示した。既に試算済みの

設置費用が９７０億円に上るとの

重大事故等対処施設」について、

遠隔制御などを可能にする「特定

ロ攻撃などを受けた際、原子炉の

１、２号機（福井県高浜町）がテ

「関西電力は２２日、高浜原発

治的効果も生み出さない。

社会の注目を集めないから何の政

しても危険性が無いからである。

テロ標的にするはずもない。爆破

ル⇒メガソーラーを爆破しないし

である。テロリストは太陽光パネ

危険な存在であるから狙われるの

もありうる。原発はかくも脆弱で

さらには核物質の奪取ということ

部からの自爆攻撃ばかりではな

たベルギー連続テロの容疑者が、

３０００億円がかかることにな

く、奇襲攻撃、飛行機自爆テロ・
・。

原子力施設の襲撃を検討していた

の目標となっているのである！こ

られるのを理解できるだろう。以

疑いがあることが２５日までに分

る。」（関西電力：高浜１、２号

んな危険なものでなくとも電気は

下のような報道があった。

高浜原発テロ対策に９７０億円

「
原発のもつ危険性」
がテロの標的となっている

年１１月号「分裂するアメリカ帝
国 亀裂深める「大企業アメリ

今年三月二十二日にベルギーで

かった。フランスでは３月２４

機で試算 テロ対策９７０億円に

作れるのだから「テロリストから

卑劣なテロがあったことは記憶に

日、ベルギーやパリ同時多発テロ

【毎日新聞】）

捕され、新たなテロ計画が発覚し

破壊＝放射能の環境汚染というと

原発を爆発させるということは

は足りているのに何故原発などに

の骨頂だ。原発などなくとも電力

原発を守る」などということは愚

原発の危険性こそがテロリスト

の容疑者と同じグループの男が逮

た。」（原子力施設もテロ標的か

んでもない脅威を生み出す。国家

的効果を狙っている。この点を理

ゲットに脅威を与えることで政治

人」「市民」というソフトター

ことに尽きる。だからこそ「非軍

利ではなく「政治的効果」という

戦術」と言われるように軍事的勝

ではない。彼らの戦術は「弱者の

信じられているように人命が目標

テロリストが狙うのは、一般に

能性がある。内

度から攻撃の可

ロはあらゆる角

い。ところがテ

なければならな

発は自己防衛し

ずだ。ゆえに原

に映っているは

してテロリスト

が大きい行動と

揺り動かす効果

や政府、社会を

ベルギーテロ容疑者が襲撃計

解すれば同時に、原発などの準ソ

画）

フトターゲットにテロ攻撃が向け

残念ながら少数の例外を除い

か行われていません。マスコミも

されていますが、元

が天皇家の暦にあわ

だとか。祝日の多く

の日（勤労感謝の日）

２０１８年の新嘗祭

ヒ ト の 即 位 が

キヒトの退位とナル

示されています。ア

つのスケジュールが

さて、ここにひと

仕方ないのでしょう。

問視しないとしても

ことであれば、半数以上の国民が 別視し、そうした制度の存在を疑

す。もし、それが半数以上という のですから、誰もがその家族を特

持があれば成立するのか不明で てすら○○さまと称して恥じない

ここで〝総意〟とは、何％の支 極端な敬語を使用し、幼児に対し

たものではありません。

事柄であり、事実として確認され では制度存続を前提とした議論し

ています。しかし、これは仮想の て、アキヒトの去就をめぐる論議

意に基く」ことによってだとされ

るのは、主権者である「国民の総 ます。

徴であり「国民統合の象徴」であ す。私はそうなることを望んでい

なっています。天皇がこの国の象 は消えてなくなることになりま

アキヒトの去就が国民的課題に 天皇制廃止を求めれば、この制度

年のはじめに、象徴天皇制廃止を求める！

（山）

第２部は、第１部第２章「トラ

表情はこわばっていたという。勿

原発防衛のコストはさらに原発電

いうのだから天井知らずだ。これ

ない重大な問題である。

論、この事実も日本では報道され

力の値上がりに帰着するでしょ

を利用者に転化するなど許さない

のが、第１部の内容であ

ていない。

う。「関電が長期的に再稼働を目

ぞ。

る。

第２部「トランプ現象を招いた

指す原発９基全体では、現段階で

特に第１部第１０章「国

オバマ時代」の記事は、２０１１

安全対策やテロ対策の費用は計

カ」ｖｓ「草の根アメリカ」」か
ら始まる。つまり大統領選挙に至
る５年間の分析記事が掲載されて
いて、大きな流れがこれで分か
る。
藤井氏のこれらの目配せは実に
鋭いものがあり、今回の大統領選
挙の背景がよく理解できる仕上が
りである。こうした分析が積み上
がって出来ていたからこそ、藤井
氏はヒラリーではなくトランプの
勝利が予測出来たのだと読者は実
に納得できる展開となっている。
トランプはワシントン政治が無
視してきた橋などの社会インフラ
の修繕・整備に乗り出す予定であ
る。このために、現在大規模投資
を期待しての株式市場の活性化が
進んでいる。
さて彼が推進する経済政策とは
何か。その政治思想とは何か。こ

しかしリバータリアンとトラン

れこそが問題である。

プ氏を明確に規定していないこと
で、彼の政治思想に迫っていない
点での曖昧さは否めない。この点
を除けば本書は浩瀚な本ではある
が、今回の大統領選挙戦を考える
上で非常に参考になる本である。
是非一読を勧めたい。
（直木）

高浜原発
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《何でも紹介》

元号法は

家の暦を強制されているのです。

号制も含めてこの国の人々は天皇

しています。

を合法化したいという願いと合致

た、憲法違反の公的行為の肥大化

本土と沖縄のかけ橋をめざして

した。抜け道は〝五輪返上〟でし

ど、元のさやに納まってしまいま

の費用がいくらか少なくなったけ

というようなもので、とりあえず

会場見直しは〝一周廻ってワン〟

す。小池百合子東京都知事の五輪

デビューの場となるというので

ルヒトの名誉総裁としての国際的

２０２０年の東京五輪開催で、ナ

もうひとつのスケジュールは

を使用しないようにしましょう。

理を断ち切るために、誰もが元号

ち切られてしまいます。その不合

く時代が区切られ、時の流れが断

とあるので、その時点で意味もな

あった場合に限りあらためる。

第２条 元号は、皇位の継承が

皇』の『お気持ち』として賛美さ

違憲行為が『護憲〈平和主義〉天

かけの天皇制「なぜか天皇による

ある点を忘れずに」（マスコミじ

改憲コースでは、ほぼ共同歩調で

くば皇室祭祀まで含めて）という

スッキリと合法化したい（あわよ

は、天皇の拡大された『公務』を

して、安倍政権とアキヒト天皇

に自覚的でなければなるまい。そ

る状況に、私たちはいる。この点

開という政治状況が重ねられてい

改憲の政治プロセスのリアルな再

の政治プロセスと安倍政権の明文

いる状況。その『平成代替わり』

『構造的』な力がフルに発揮さて

て賛美される〈違憲行為〉という

「〈護憲平和主義〉天皇のこぞっ

氏の主張を紹介しましょう。

されてきた。

レイ」と揶揄 米地位協定

欠陥機オスプレイが沖縄で墜落 して根本的な欠陥機であると多く 練を続けている。これらはすべて
した。沖縄県民の「いつか落ちる の専門家から指摘され、「オチプ 不 平 等 な 日

いオスプレイは、ヘリコプターと 縄でやりたい放題のオスプレイ訓

そう鋭く指摘している天野恵一

たが、小池知事はより強固に五輪

れる倒錯した〈構造〉」

第１条 元号は、政令で定める。

エイジの沖縄通信

開催を既成事実化してしまったの

満ちた現状を打破してだれもが尊

の国民的統合と排除、この差別に

「深夜に渡る夜間訓練」「民家上

のではないか」と言う懸念が、現 では許されない「低空飛行訓練」
実になった。
オートローテイション機能のな 空での吊り下げ訓練」等などを沖

のせいであ

今後本土

こ の オ ス プ る。
レイ墜落に関
し て、 米 軍 と で も オ ス プ

日本政府の対 レイ訓練は

応に対して沖 拡大してい

縄 県 民 は 怒 り く。 い つ ど

心 頭 で あ る。 こ で 欠 陥 機

さっそく翁長 オスプレイ

知事は上京し が墜落する

政 府 に「 オ ス か わ か ら な

プレイの配備 い危険性が

撤 回 」 や「 返 拡 大 し て い

還式典の中止」 く こ と に な

今回のオ

などを求めた。 る。
な ぜ な ら、

落に関する沖縄の怒りをまとめて
みた。

①稲田明美防衛相の「コント
ロールを失った状況ではなく、墜
落ではなく、不時着水で ある」
との発言。それを受け本土全国紙
すべてが「不時着」と報道。胴体
や翼がバラバ ラに分離して大破
している現場を見た県民は「大破
しているのに不時着とは」あきれ
て いる。
②米軍が隠したもう一つの「オ
スプレイ事故」があった。墜落事
故があった夜中、普天 間飛行場
にオスプレイ１機が胴体着陸し

け、多くの海 兵隊員が着陸した

た。こうこうとサーチライトをつ

ソン調整官にオスプレイの飛行中

イロットを賞賛する発言。ニコル

とに県民は感謝すべきだ」と、パ

民や住宅に被害を与えなかったこ

り下がったのか？

機動隊はいつから米軍の家来に成

が警察の 仕事なのか」と批判。

縄防衛局の作業員や米兵を守るの

機動隊の仕事は何でもありだ。沖

江反対の県民は「県 外から来た

説明会が開かれた。説明会では、 発生したオスプレイの墜落事故に

名護市の安部地区で沖縄防衛局の ２２日の最終本会議で、１３日に

２１日、オスプレイが墜落した 決議案を決議。また、県議会でも

政府と言えるのか？

なりである。これで独立国家の

で、「在沖海兵隊撤退を求める」

ネットワークおきなわ」が総会

追従姿勢に。まったく米軍の言い なっている。「自治体議員立憲

当初２０００人規模の集会を予定

主催者の「オール沖縄会議」は

求める緊急抗議集会」が開かれ

動場で「欠陥機オスプレイ撤去を

は、名護市の２１世紀の森室内運

（１）「オスプレイ配備
撤回」から「海兵隊撤退」
への動き

オスプレイ撤去と返還式典に断固抗議！

です。かくして、アキヒトの確実

さらに指摘すべきは、安倍晋三

重される社会をめざそうというこ

長々と述べてきましたが、言い

首相の暴走に対してアキヒトは抵

と。わが国固有の領土などという

な皇位継承という望み（野望と

抗しているという幻想です。自民

陳腐な壁を打ち壊し、誰もが個人

たいことはひとつ。もういい加減

党憲法改正草案には、第６条（天

として生きることができる世界を

で天皇家の暦に縛られ、その下で

皇の国事行為等）の５に「公的な

めざそうということです。

言ってもいいでしょう）もより強

行為を行う」とあります。これ

固になったようです。

は、アキヒトが国民に〝象徴天

オスプレイの周りに集まり、異様

止と配備撤回を要請した安慶田副

アメリカ本国 スプレイ墜

な雰囲気だったと言う。墜落した

知事は「謝罪も全くなかった。

していたが、なんと当日４２００

（折口晴夫）

オ スプレイと同じ時刻に、同じ

区民から事故原因や海の環境汚染 抗議し、配備撤回や米軍普天間飛

募るだけだった」「説明できない
説明会だった」などの批判が相次
いだ。
米軍の下請け機関のような対応
しか出来ない沖縄防衛局。このよ

（２）２２日「連続抗議
行動」の報告
まず、午後２時から式典会場の
うな状況の中、沖縄では「海兵隊 ブセナホテル入口で「返還式典に
撤退を求める」声が日増しに強く 抗議する集会」が開かれた。あい
にく土砂降
りの大雨が
降り出しみ
んなズブ濡
れ、 入 口 に
は警備の本
土機動隊の
立 ち 並 ぶ
壁。 ま さ に
雨にも負け
ず・ 機 動 隊
にも負けず
の大抗議集
会を２時間
続けた。
夜 ６ 時
３０分から

抗議行動だった。（富田 英司）

まさに沖縄の底力を感じた連続

動の大集会だった。

が、参加者全員の心が結びつく感

う三唱！県民大会の時もそうだ

ぎ、みんなで力を合わせて頑張ろ

最後に、参加者全員で手をつな

ると会場内拍手の波で最高潮に！

た県民ですごい熱気！返還式典を

人が結集した。会場は怒りに燃え

た。

空域で、同じ給油訓練をしていた
抗議文を渡す時も顔色を変えて

そく翁長知事は「占領 軍意識そ

もう１機のオスプレイが いた。
墜落したオスプレイの救援に当

ていない。

で、参加者からは「不安や不信が た。

怒っていた」と述べている。さっ

たっていたが、燃料不足となり、
のものと考えざるを得ない」と批
飛行訓練を再開させた。このよう

だ。これに沖 縄県民は「あきれ

に沖縄では米軍はやりたい放題
④機動隊が米軍警護。１４日、

てものも言えないぐらいだ」「怒

判。

普天間飛行場に 帰還したが、着
陸装置に不具合を生じ、胴体着陸
という事故を起こした。米軍は、

米軍が事故の調査や部品の回収に

りでいっぱいだ」と猛反発。沖縄

この 事故を日本側に知らせな

現場を訪れ、米軍が規 制線を引

の 自民党県連でさえ、防衛局長

かった。また、事故内容を発表し

いて、さっそく事故地域を占領す

を呼び出し訓練再開に対し「冗談

なのが日本

る。沖国大のヘリ墜落事故と同じ

政府の姿勢。

③在沖米軍トップのローレン

で調査や部品

墜落事故の

じゃない」と憤慨。さら に問題

回収をする。

あ と、 安 倍

ように、遮 断して自分たちだけ

驚いたこと

るように米

に、その規制

側に要請し

首 相 は「 原

民の動きを警

た」と言明

線の内側に高

戒した。米兵

し た。 し か

因が究明さ

らが墜落機の

しすぐに「空

江 から来た

部品を運ぶ

中給油以外

航をやめ

時は、機動隊

の飛行再

れるまで運

員が２列に並

機動隊員がず

んで道を確保

開は理解で

らりと並び県

し米兵を警護

きる」との

４２００人が結集した名護の室内運動場

らわずか６日後にオス プレイの

ボイコットした翁長知事が登場す

オスプレイが墜落した安部部落の素晴らしい海岸

NO34

⑤原因不明のままオスプレイ飛 への質問が相次いだが、防衛局は 行場の県内移設断念、在沖米海兵
行訓練再開。米軍は、墜落事故か 「調査中」とか「情報が入り次第、 隊の撤退などを求める与党提案の
お知らせする」などの繰り返し 決議と意見書を賛成多数で可決し

皇〟を埋め込むために行ってき

オスプレイ飛行訓練再開で、高江上空を飛ぶオスプレイ

6
7

していた。高

記念式典会場の入口で警備にあたる機動隊

ス・ニコルソン四軍調整官の「県

オスプレイの機体の残骸を回収する米軍関係者

七生養護学校事件に想う
対して「こういう教材を使うのを

校生である女子生徒が男子生徒と

一九九七年に七生養護学校の在

ろうとしたのを止められた際に

らに、田代が無断で資料を持ち去

がまひしている」と強く非難。さ

一 事件の概要

性的関係を持ったことが発覚し、
「何を持っていくかは、俺達が責

おかしいと思わないのか」「感覚

この問題を受けて教員と保護者が

やるからな。生意気なことを言う

任をもって持って行くんだから、

「こころとからだの学習」と名
な！このわけのわからない２人

協議を重ね知的障害を持つ児童に

付けられたこの授業は男性器と女
（養護教諭）は（学校から）出て

馬鹿なことをいうな！ 俺たちは

性器の部位や名称を織り込んだ歌
行ってもらってもいいんだ」と発

対する同校独自の性教育プログラ

や人形を使った授業方法で注目を
言（訴訟における原告側準備書面

国税と同じだ。１円までも暴いて

集め、同様の悩みを持つ他地域の
より）。

ムを開発。

養護学校からの研修も積極的に受

これに対し、二〇〇三年七月二
２名が副代表を務める「日本の家

日には土屋が代表、古賀・田代の

この視察を受けて、七月二十三

日都議会で質問した都議会議員・
庭を守る地方議員の会」が都議会

け入れていました。

土屋敬之（当時民主党）は授業内
議事堂において「不適切な性教育

こうした七生養護学校側への非

容を「世間の常識とかけ離れた教

した対処」を要求。東京都都知事・
難の高まりを受けて、都教委は９

教材展示会」を開催しました。

石原慎太郎も「異常な信念を持っ
月に「授業内容が不適切である」

育だ」と述べ、都教委に「毅然と

て、異常な指示をする先生という
として授業に使用された教材

の校長に対しては「教員の定数に

のは、どこかで大きな勘違いをし

七月四日に七生養護学校を視察
ついて虚偽の報告を行った」等の

１４５点を没収すると共に、当時

した土屋、自民党の古賀俊昭と田

１ヶ月の懲戒処分を命じました。

ている」と答弁しました。

代博嗣の都議 名
3 が授業内容につ
き「常識では考えられない」「不
また、授業に関わった教員ら

理由で教諭への降格並びに停職

適切」としたうえで、養護教諭に

安倍政権の中途半端な労働政策ではなく、
労働者の力で「同一労働同一賃金」を勝ち

な性教育・ジェンダーフリー教育

谷えり子を事務局長とする「過激

び、自民党は安部晋三を座長、山

この事件の余波は国政にも及

係の無いものでありました。

問題視された授業内容とは直接関

下されたが、処分理由はいずれも

３１名に対しては厳重注意処分が

元校長に対する処分を取り消す高

もこれを受理しない旨を決定し、

二十三日、最高裁判所第三小法廷

更に上告したが、二〇一〇年二月

教委側の控訴を棄却。都教委側は

高裁判決も一審判決を支持し、都

たが、二〇〇九年四月十日の東京

委はこの判決を不服として控訴し

するのは容易ではなく、いったん

「教育内容の適否を短期間で判定

また、都教委の処分については

や行動に問題が有ったと指摘。

土屋ら３名の視察に際しての発言

性をゆがめる危険がある」として

入・干渉するもので、教育の自主

信条に基づき、学校の性教育に介

業内容を暗に指摘すると共に「事

ていないものの七生養護学校の授

ていた」と指摘し、具体名は挙げ

十一件の不適切な性教育が行われ

内の公立小中学校や養護学校で計

過激な内容は慎め」において「都

二〇〇三年に「性教育 児童に

議 名
3 の視察に際してもマスメ
ディアとして唯一、記者を帯同さ

態を重く見た都教育庁は近く調査

されかねない」として裁量権の乱

せました。

に乗り出す方針」としており、都

また、元教員および生徒の保護

用を認定し、都議３名と都教委に

制裁的な取り扱いがされれば教員

者は、都教委・土屋ら都議３名と

２１０万円（うち１０万円は古

を萎縮させて性教育の発展が阻害

授業内容について産経新聞紙面で

裁判決が確定しました。

二十六日には八木秀次らをパネリ

「過激な性教育」等の見出しで報
そのことで、知的障害者の性教

実態調査プロジェクトチーム」を

ストに迎え「過激な性教育・ジェ

賀・田代・土屋に連帯責任）の支
育に関してなんとかしなければい

二〇〇五年一月に発足させ、五月

ンダーフリー教育を考えるシンポ
じた産経新聞社に対して教育現場
払いを命じたが、教材の返還につ

すむ方向をさえぎりました。子ど

への不当介入により精神的苦痛を

もの実態を考えた教育ではなく、

ジウム &
展示会」が開催され、
古賀が七生養護学校の性教育授業

なお、産経新聞社への賠償請求

教育委員会のごきげんをとる授業

けないと前向きに考える教員のす

は報道の範囲を逸脱しているとは

しかできなくなりました。その結

いては認められなかった。

いえないとして棄却されました。

受けたとして約２９３０万円の損

都教委側は判決を不服として控訴

害賠償と没収された教材の返還を

二〇〇九年三月十二日に東京地

が中止されるまでの経緯について

裁で判決が言い渡され、矢尾渉裁
果どうでしょう。今ラインなどの

報告しました。

弁護士会は処分を受けた教員らの

し た が、 東 京 高 等 裁 判 所 も

日、一審を支持、控訴

二〇一一年九月十六

る。プライベートゾーンを簡単に

れば平気で裸を撮影して相手に送

通信手段で、裸がみたいと言われ

要求する訴訟を起こしました。

人権救済申し立てに基づき、都教
判長は「都議らの行為は政治的な

られるとして警告文を送付まし

を棄却。最高裁判所第

二〇〇六年一月二十四日、東京

委の処分には重大な違法性が認め

た。

日、東京地方裁判所は処分理由で

を提訴。二〇〇八年二月二十五

し、処分取り消しを求めて都教委

元校長は処分の不当性を主張

した。（ウィキペディ

命じる判決が確定しま

控訴審判決額の賠償を

告を棄却。都と三人に

で、原告被告双方の上

小
1 法廷は二〇一三年
一一月二十八日付け

利したことは、一歩前進です。

ていることも事実です。裁判に勝

簡単に撮影して送る高校生が増え

者の若者のなかでも自分の全裸を

知的障害者だけではなく、健常

的に学ぶ場所がなくなりました。

るのではないかという「同一労働

労働者には非正規労働者並みにな

とは労働者にとっては中途半端な

本家を代表する安倍政権のやるこ

いずれにしても大独占企業＝資

求を勝ち取ろうではないか！！

して、労働者自身の直接行動で要

本家や安倍政権のやることを監視

（弥生）

でいくべきだと想います。

では性教育にしっかりと取り組ん

この現状をよく考え、教育現場

人に見せる物ではないことを具体

ある教員定数の虚偽報告について
ア参照）

二 裁判

「事実とは認められない」とし、
その他の処分理由も重すぎるとし
て裁量権の乱用を認定、請求を認

分ける「職務分離」が広がり、「か

同一賃金」による高い方から低い

三 長い裁判の間
に

えって格差が固定化する」といっ

める判決を言い渡しました。都教

た懸念も出ている。

ものになるだろうから、労働者の

安倍晋三首相は、「不合理な待遇

から一掃する」。そう訴えてきた

正規（労働）という言葉をこの国

会合で、指針案が示された。「非

ドライン（指針）案をまとめた。

実現に向け、政府は２０日、ガイ

是正する「同一労働同一賃金」の

正社員と非正社員の待遇格差を

どが、待遇差をつける根拠を働き

ればならない」としたが、連合な

らず「同一の支給・付与をしなけ

か非正社員かの雇用形態にかかわ

などでは待遇差を認めず、正社員

通勤手当や出張旅費、慶弔休暇

挙された項目も限られた。

立ち、「問題となる例」として列

示した。ただ、抽象的な表現が目

ければならない」といった基準を

違うなら違いに応じた支給をしな

を要し、２０４７年 だから、安心もしておれません。

に３７５０億円超え もんじゅ廃炉にも携わるというの

つ つ、「 今 後、 廃 炉 た原子力研究開発機構が引き続き

投入されてきたことを指摘し 子力規制委員会からダメだしされ

まで１兆４１０億円の税金が 安心と言いたいところですが、原

て、原子力資料情報室はこれ 発生との〝競争〟だったので、一

されました。この決定につい

が原子力関係閣僚会議で決定 す。

２１日、もんじゅの正式廃炉 ルから撤退することを求めていま

年 末 も 押 し 迫 っ た １ ２ 月 が現実を受け入れ、核燃料サイク

済んだのです。

だし、工場を放射能汚染させずに

を超える税金を無駄にせずに済ん

工場に注ぎ込んでしまった２兆円

青森県六ヶ所村の核燃料サイクル

れたのです。それだけではなく、

純計算で４２００億円）は避けら

その後の無駄な税金垂れ流し（単

できていれば、年間２００億円の

の廃炉積立不足金１・３兆円、

いう企みです。それは、原発

費用を託送料に上乗せすると

みにじる、原発推進のための

競争のはずの電力自由化を踏

ぼって考え出したのが、自由

るのが経産官僚です。

なって着々と作戦を練ってい

（真野）

方への賃下げが懸念されてもい

正当な要求を勝ち取るために、資

現在、労賃は正規・非正規を問
る。

差を認めないが、わが国の労働慣

手などに説明する使用者の責任を

わず相対的に下がっており、正規

行には十分に留意した」と胸を

大幅に強化するよう求めた要求

取ろう！！

張ったが、「非正規（労働）とい

は、指針案には明記されなかっ

実効性を持たせるため、政府は関

が格差是正に取り組むよう指針に

とができることは幸

く最期をむかえるこ しょうか。

を引き起こすこと無 の感を禁じ得ないのは私だけで

だったが、過酷事故 らふく喰ってきた政治家が今さら

る。壮大な無駄使い 摘をしていますが、原発利権をた

ま で か か る と さ れ 西川一誠福井県知事もそうした指

れません。

ら、遊園地に衣替えできたかもし

料を処理する前に廃止していた

六ヶ所再処理工場も使用済み核燃

炉が本格稼働前に廃止され、奇し

ドイツでは、カルカー高速増殖

力消費者に負担させるという

力契約者を含めたすべての電

線の使用料）に転嫁し、新電

ド・カルカー」へと変身しました。 を「電気の託送料金」（送電

くも１９９５年に「ワンダーラン

ものです。

廃炉費４兆円の計８・３兆円

担金）３兆円、福島事故処理・

福島事故損害賠償費（一般負

ま す。 そ し て、 政 府 を断念すべきでした。その決断が

いえる」と述べてい １２月の時点で、高速増殖炉開発

いるのです。こうしたたくらみの

２号機廃炉あとの新設）も狙って

リプレース（例えば関電美浜１・

発までも再稼働させ、あわよくば

置づけ、４０年越えのポンコツ原

え、原発をベースロード電源と位

２０１１・３・１１さえも踏み越

的 原 子 力 マ フ ィ ア は

原子力ムラと称されている日本

せんか。

常識の持ち主たちではありま

のです。なんとも、御立派な

らせようなど思いもよらない

主に痛みのともなう責任を取

破綻させ、東電経営陣や大株

のです。間違っても、東電を

高級官僚のこれが〝常識〟な

一般の常識では計り知れない

そんな馬鹿なと思いますが、

（晴）

実現に向け、強欲たちの手先と

そもそも、もんじゅがナトリウ
運に恵まれていたと ム漏れ火災を起こした１９９５年

その経産官僚が知恵をし

う言葉をこの国から一掃する」と

た。

指針案では、賃金や福利厚生に

実際、もんじゅ廃炉は過酷事故

息巻いた末に正規労働と非正規労

この日の働き方改革実現会議の

働という「労働慣行」は温存され

差をつける場合の具体例を「問題

連法を改正する方針。指針は改正

指針に法的拘束力はない。企業

となる例」と「問題とならない

法の施行と同時に効力を持つ予定

ることになりそうである。

例」に分類して示し、非正社員の
だ。

同一賃金」の実現は、『格差是正

マスコミ各社はこの「同一労働

待遇改善を企業に促すことをねら

利厚生、教育訓練・安全管理の４

が進むかどうかは、今後の法改正

い、基本給、賞与・各種手当、福

項目について、どんな待遇差のつ

いるし、待遇格差をつける理由を

の行方次第の面もあり、現時点で

説明しやすくするため、正社員と

け方が「不合理で問題があるの

賃金の骨格となる基本給につい

非正社員の仕事や役割をはっきり

は不透明と』実現には疑問視して

ては、「非正社員の経験・能力が

か、否か」を示した。

正社員と同一なら同一の支給を、

カルカー高速増殖炉
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経産官僚の計算
コラムの窓…

国連安保理
南スーダン制裁決議案を否決 日本は棄権
国連安全保障理事会は２３日、 戦闘の準備を進めているとの見方

採決では米英仏など７カ国が賛

南スーダンへの武器輸出を禁止す も広がっている。
る制裁決議案を採決した。理事国
１５カ国中、採択に必要な９カ国 成し、日本、ロシア、中国と、ア

計８カ国が棄権した。制裁が南

の賛成が得られず、決議案は否決 ンゴラなどアフリカ３カ国を含む
された。
陸上自衛隊を現地の国連平和維持 スーダン政府を刺激し、自衛隊の
活動（ＰＫＯ）に派遣する日本は リスクが高まることを懸念したと
棄権した。制裁が南スーダン政府 受け止められている・・。米国の
を刺激し、自衛隊のリスクが高ま パワー国連大使は武器の流入を食

案に慎重な日本の対応を批判して

ることを懸念したと受け止められ い止める必要があると主張、決議
ている。

米国の大使が「南スーダンへの

国連の専門家が「民族間の対立 いた。・・と毎日は報じています。
がジェノサイド（集団
虐殺）に発展する恐れ
がある」と警告米国の 武器流入の禁止」に
パワー国連大使は武器 熱心なことは驚きで
の流入を食い止める必 す。それでは大殺戮
要があると主張、決議 のもう一つの現場、

はどうなのか！ほぼ

案に慎重な日本の対応 イエメンやイラクで
を批判していた。
採決では米英仏など７ 見逃しているぞと問
カ国が賛成し、日本、 い た い と こ ろ で す

たな中東化」の情勢

南スーダンは「新

ロシア、中国と、アン が。
ゴラなどアフリカ３カ
国を含む計８カ国が棄
権した。
南スーダンでは、政府 です。ただ異なるの
軍側が大量の武器を国 はこの内戦に介入し
外から持ち込み大規模 ているのが、大国と
いうよりもアフリカ

安倍政権の秘密主義またもや

ＰＫＯ部隊の日報廃棄 南スーダ
が高まる可能性がある。

強いが、日報の廃棄でさらに批判

の部族にも流れていると考えられ

ばかりではなく反政府派やその他

込み、「政府＝キール大統領派」

す。武器はこれらの地域から流れ

の近隣諸国とみられていることで

の対話などを通して和平に向けた はどうなのか。

「南スーダン政府が反政府勢力と スが反政府側を刺激していること

「外務省は、ＮＨＫの取材に対し た。」（ＮＨｋ）と。そのスタン

ションをとったということです。 判断して、決議案の採決を棄権し

明確に「キール政府側」にポジ みを後押しするほうが効果的だと

響を与えるでしょう。日本はほぼ よりも、南スーダン政府の取り組

語になったということでもありま

維持活動ということがますます空

ります。ＰｋОによる中立や平和

政権の当初よりの願望がそこにあ

に備えることになりますーー安倍

は、「反政府派」との軍事的対決

なかったということが示すのは国

の紛争激化や民族浄化を懸念して

が目指されている、南スーダンで

日本政府は、国連安保理で採択

使 用、 そ れ を 通 し

製兵器の実戦での

実 戦 部 隊 化、 日 本

南スーダンＰＫＯは半年ごとに
公開は最低レベルへと悪化の一途

それにしても安倍政権下、情報

（イリ）

ています。大規模な内戦が準備さ

連の機能不全という現実かもしれ

た国際武器市場へ

部隊が交代しており、七月に活動
です。今年七月のーーつまり南

す。

努力を続けている中、制裁を科す

ません。日本の棄権は、南スーダ
の“南スーダンへの武器輸出禁止
の ア ピ ー ル、 ア フ

アフリカの南スーダン国連平和
していたのは十次隊。ジャーナリ
スーダンで内戦が発生した時のＰ

しようが、とにかく武器使用権限

化し、民族虐殺が起きようがなに

に武器が流れ込み続け、紛争が激

る。安倍にとっては、南スーダン

いるのだということがよく分か

えた自衛隊派兵を自己目的化して

無く、「駆けつけ警護」任務を加

や人々の暮らしの再建のためでは

安倍政権が、南スーダンの平和

かいまみえる。

支配層・安倍晋三の独自の狙いが

す ま な い、 日 本 の

のドグマだけでは

対 米 追 随・ 従 属 論

を築くこと等々だ。

入りに有利な地歩

る国連常任理事国

てからの野望であ

で威を示してかね

南スーダンへの武器の流れ

.

を緩和した自衛隊を彼の地に送り
込むことの方が重要だというわけ
だ。

退させよう。
戦争法を廃止させよう 。
阿部はるまさ（流山市議）

とを恐れたのでしょう。今年七

無力なＰｋОの実態が露呈するこ

しい内戦の真相と、それに対する

もと政権にいた副大統領派）の激

『 国が定める最低賃金を下回る いことです。

得た。

１６年度の全都道府県のデータを 得が低迷する中で、「最低賃金」

労働省に情報公開請求し、１２～ りません。労働者全体としての所

毎日新聞が全国の労働局と厚生 間違っても安倍政権の功労ではあ

大都市圏中心に 最
"賃 下
" 回る現実

現代の命綱・・最賃制度の形骸化を防ごう

その背景にあるのは、自衛隊の 込みを絶とう。

部族など少数部族の絶滅＝ジェノ
サイドを展開していると国連です
ら警告しています。

月、国連ＰｋО部隊はまるで無力

給与で働く中小企業労働者の比率

とって危険な存在になったので

もし露呈すればーー安倍政権に

だから「ＰｋО部隊日報」はーー

めに現実を歪めてきたのでした。

五原則を無理やりに押しとおすた

した。。実態とかけ離れたＰｋО

でも言えない恥ずかしい言い訳で

い・・勢力争いだ」云々と中学生

してきたことでした。「戦闘はな

が国会答弁などで必死に隠そうと

これらの点は安倍氏や稲田大臣

聞 ２０１６年度の最低賃金未満 ければ権利すら蹂躙されるのが資

視した低賃金労働がまん延してい 相談することなど行動をとること

賃上げが追いつかず、ルールを無 に働きかけまたは地域労組などへ

金は１４年連続で伸びているが、 金情報をしっかり把握して、会社

３％以上の地域があった。最低賃 いものはありません。労働者も賃

に急増。北海道や東北、東海でも り」の実態が固定化するぐらい怖

東京は３．８倍、大阪は１．４倍 非正規労働者からすれば「最賃切

１％を大幅に上回り、前年度比で 私もよくわかりますが、パート・

１５年度の全国平均１．９～２． ることが当面求められています。

労働局の調査で分かった。１２～ 働基準監督署などが細かく指導す

府で５％を超えたことが全国４７ い現実が明らかになりました。労

が、２０１６年度に東京都と大阪 心として「最賃」も守られていな

正当な理由もないーーむしろ犯罪

うスタンスを強めており、こんな

権は「現政府軍」の「支援」とい

ものさばりすぎています。安倍政

をカラスと偽る政治」があまりに

結果として

バランスの

本は、需給

している日

減少に直面

労働人口の

歴史的な

（た）

る実態が浮かんだ。』（ 毎日新 が必要となっています。行動しな

的な南スーダン政府を側方支援す

やっと賃金

本というものです。

しょうから九月には廃棄されたの

るＰｋОとしてーー反政府勢力

が上昇傾向

率より）

（部族）との戦闘を準備している

にありま
す。まかり

のです。あきらめず継続的に声を

（山崎）

広げてゆきましょう。

それにしても安倍政権の「サギ

です。

ところが、中小、零細企業を中

が上がってきたことはもちろん良

だったのです！

さらには、政府と反政府（もと

自衛隊を南スーダンから撤

自衛隊を南スーダンから撤退させよう、戦争法を廃止させよ！

南スーダンへの武器の流れを絶とう、

いよいよ南スーダンＰｋО部隊

れつつあり、ジェノサイドが危惧
される状況です。
「安保理の武器輸出禁止」の効
力は採択されても疑問ですが、さ
れないよりもましであることは当
然です。日本、中国、ロシアなど

ン政府に「配慮した」ということ
決議案”に反対している。ロシア

の棄権でこの程度の合意も得られ

になりますが、このような政治選
リカで存在感を高

維持活動（ＰＫＯ）に参加する陸
ストの布施祐仁（ゆうじん）氏が
ｋОが何をしていたのか、何がで

ません。政府・自衛隊はＰｋО部

心、 国 連 で 多 数 の

める中国への対抗

上自衛隊部隊が、首都ジュバで七
情報公開法に基づき、同月七～
きなかったのか、そもそもその時

ある程度記載され

隊の基本スタンスとして「キール

らず、日本の安倍が反対してい

や中国も賛成し、あと１カ国の賛

月に大規模な武力衝突が発生した
十二日の日報を九月末、防衛省に

期南スーダンはどんな事態になっ

る。しかし、原本に

大統領政権派」を支持することを

票を持つアフリカ

成で採択が可能であるにもかかわ

際の状況を記録した日報が、廃棄
開示請求したところ、今月二日付

ていたのか・・を解明する重要な

当たる日報が廃棄さ

方針としていると考えられます。

る。

択が反政府側との内紛に複雑な影

されていたことが分かった。陸自
で「既に廃棄しており、保有して

部隊の日誌を九月には廃棄したと

ただきたいところです。

南スーダンの 内
"戦 も
" み消すＰｋО日報の超短期廃棄処分
ン７月の武力衝突 防衛省「目的

の文書管理規則が定める三年間の
いなかった」とする通知を受け

終えた」【東京新聞】

保存期間に満たない。治安が悪化

「三年間保管」の規則すら踏みに

いうのです。自分たちで定めた

陸自は、日報に基づき、後続部

じる超短期廃棄処分でした。都合

た。

隊ヘの教訓をまとめ

の悪いことが露見する前に廃棄し

する同国でのＰＫＯは派遣要件を
満たしていないと疑問視する声が

た「教訓要報」を作

たと考えるべきでしょう。

れてしまえば、治安

このような選択は強い方に着くと

推測はそう難しいことではあり

成しており、当時の

の実態や自衛隊の行

いう安倍政権の便宜主義以外の根

現地状況もこの中で

動について国民が正

戮を容認する可能性があります。

拠はありません。当然このような

実際、キール大統領派がすでに

確に把握することが

東京新聞がしっか

七月には反政府派の部族の追い出

選択にはどんな正当な根拠もない

りこの問題を報道し

しと殺戮を開始しました。彼らは

難しくなる。

たことは評価に値す

「政府」を名乗りながらもヌエル

ばかりか、政府勢力による大量殺

るすると思います。

〔コメント〕

報道全文を読んでい
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ワーカーズブログより転載欄

障がい者解放をめざす
新年に！
昨年に起きた相模原市の障がい
者差別思想に基づく大量殺傷事件
は、障がい者解放運動に関わって
きた僕にとって衝撃的であり、心
底から怒りを覚えました。
障
｢ がい者の解放なくして労働
者の解放なし 、
｣ 労
｢ 働者の解放
なくして障がい者の解放なし！ ｣
今一度 ワ
｢ ークシェアリングと
ノーマライゼーションの社会変革

の手紙

深町さんのコメント
「およそ論理的知性そしてなによ
りも、非戦平和、協同、福祉の平

貴誌に目を開かれ、支配者の存

存在感はないに等しい。

を
｣ 目指して、頑張りたいと思い 等社会の実現にさしたる情勢、粘
松
ます。
( 本誠也 ) り強い意志がぜい弱な私は、その

行き詰まる 安
" 倍政治
り様に人間の歴史は進歩向上はな
く、人間性に懐疑不信をもつ。

せるが、政治の根本は変わらず、

"国民の力で与党と安倍
自民党を追い詰めよう！
オスプレイの墜落で軍拡路線の

不断革命が必見になるが、極めて

革命は一時的に解放感を生じさ

矛盾が露呈し、プーチンとの会談

世界革命、世界連邦の実現は人

困難。

界が見え始め、年金カット法やカ

間が生きている限り、夢か幻にす

がしょぼく終わって領土主義の限

ジノ推進法の強行採決で多数与党

ぎぬとは問答。

の繰りごとです。」

エゴにとらわれ抜け出せない私

のおごりが鼻につくようになり、
福島原発事故処理費用の積み増し
で国民の中に「何だよ、こいつ」
感が高まっていることが背景にあ
るのではないかと思います。
自民党の中からポスト安倍、首
のすげ替えで延命などの動きが出
る前に、何としても国民の力で与
党と安倍自民党を追い詰めよう！
阿部はるまさ

久しぶりに地下鉄に乗りま

ひとつ前進だと想います。

悲しい事故が多かったので、

に巻き込まれ亡くなるという

で視覚障害者が駅の中で電車

いう記事を読みました。今ま

覚障害者を原則介助する」と

「十二月一日 駅の中で視

号も青になれば「カッコ」南北 なった方で多かったのは、間違え

か「とまれ」です。誘導音付き信 連結部分があります。今まで亡く

ぐの線が「すすめ」丸いドット柄 訓練が必要です。電車にはドアと

しました。点字ブロックはまっす

に、白杖を使った歩行練習をよく れると大変迷惑なことです。

は、頭の中に地図を描けるよう しまいます。歩行者通路に止めら

以前視覚支援学校で勤めていた頃 イドミラーにいきなりぶつかって

いける。私はそう思っています。 は予知できず、顔の位置にあるサ

ば、みんなと同じように暮らして ぶつからない限りあらかじめ危険

なだけで、それさえ克服できれ 車の下にすっとはいり、タイヤに

近はタッチパネルにバスカード

てくれるようになりました。最

所など、細かいアナウンスをし

出しカーブのお知らせや停車場

欲しいと言われ、色々な要望を

からもいろいろなことを教えて

ともあります。そしてバス会社

して、練習をさせてもらったこ

とで、バス会社に事前にお願い

覚障害者にとっては、大変なこ

日はきっと疲れて何

れた道のりで、その

多くの方も何度も慣

今まで亡くなった

で未然に防げます。

死した事故は、これ

ラットホームに転落

た。視覚障害者がプ

かったなと感じまし

ら渡ります。まっすぐに渡るには す。 そ の

がら、ハイヒールの音を拾いなが 上 が り ま

くいって、車の停車音を確認しな ります。連結部分は白杖が上まで

履いている女性のそばにさりげな ドアの下に挟まれて、白杖は止ま

信号待ちをしているハイヒールを しホームから白杖を上にあげると

るかと言えば、車の音の確認と、 るために、ドアの前で白杖を使用

す。じゃあ、何をたよりに横断す

たりして、大分減らされていま からです。

でも鳴ってうるさいと苦情があっ のか、白杖が電車にぶつからない

横断します。しかし、音がいつま 部分がドアだと勘違いしてしまう

ます）がなり、その音をたよりに ことが多かったです。なぜ、連結

す。

すめていってほしいと想いま

備など出来る限りのことは、す

いますが、さらに行政も道の整

重ね、努力していくべきだと思

た。

に乗車できるようになりまし

をかざすだけで、以前より簡単

また、バスカードの挿入も視

した。電車の扉が、プラット

（地域によって違います）と「ピ て連結部分がドアと勘違いし、乗

れ、とてもうれしいです。

ホーム側にもつき、二重扉に

ヨピヨ」東西（地域によって違い ろうとした瞬間転落をしてしまう

か勘違いをしてし

電車に乗車する練習は、何回も

とても安全になり良

なり視覚障害者にとっては、

まったのかもしれま

ものすごく大変なことです。自分 違 い を 毎

（弥生）

視覚障害者も歩行練習を積み

せん。電車の乗車は

の身体がぶつかる前に、白杖が道 回 必 ず 確

ドアと連結部分の違いを確認す

視覚障害者は、目が不自由

とても神経の使うものです。

とが大切

など、車高の高い車は、白杖が、 が 確 保 さ

とがあります。宅急便やトラック は、 安 全

だ、白杖を使用しても防げないこ き た こ と

し道を覚えるしかありません。た 重 扉 が で

ません。白杖をつかい何回も練習 か し、 二

点字ブロックも全部の道にあり で す。 し

れます。

路の縁にぶつかり、けがから守ら 認 す る こ

色
鉛
筆

障害者にやさしい街つくりを

読者から
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