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したのだ。そんな程度の岸元首相を

はじめ保守派の歴史認識至上主義に

よる〝戦後体制からの脱却〟だ。安

倍首相が掲げてきた旗印のいい加減

さが改めて浮かび上がる。

集団的自衛権の行使を容認するア

ベ安保法制は、これまでの憲法解釈

を変えるもので、時の政権の判断を

むろん明文改憲へと連動している。

アベ戦争法案の国会審議が５月２６ 憲法より上位に於くものだ。それは
日から本格化する。

とはいっても、安倍首相の野望が

の法整備には、安倍首相がしゃかりき されている。

現実の武力行使や戦争に道を開くこ 国会では憲法調査会での議論も再開

になって推し進めれば進めるほど、世
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とは言えない安倍首相。新しいネーミ が増しているからだ。大阪都構想の

正面切って戦争をするための法整備 はない。改憲への国会基盤の脆弱さ

論の懸念・批判の声が拡がっている。
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⑩

・コラムの窓・・・なぜ落ちるオス

じめ、改憲発議の参院３分の２以上

ングは 平
｢ 和安全法制」だという。黒 住民投票敗北で政界引退を表明した
を白だと言いくるめれば通るとでもい 橋下市長率いる維新の会が漂流しは
うのだろうか。

５月１４日の記者会見では、「米国 の議席確保が、これまで以上に見通

それに２５日には、菅官房長官や

の戦闘に巻き込まれることは絶対にあ せなくなっている。

り得ない」と断言し、２０日の党首討

オスプレイの本土配備に対する抗

行動の拡大とも連携して、なんとし

の志位委員長の質問に対して、「ポツ たい！

ダム宣言はよく読んでいない」と答弁

（廣 ５月２５日）

語るに落ちた発言もあった。共産党 てもアベ戦争法案を封じ込めていき

れなのだ。

抜けようとするのは、自信のなさの表 る。そうしたの闘いや各地での反対

れ、独断的な断言によって審議を切り 争 と 連 帯 し た 闘 い が 拡 が り つ つ あ

止する安倍首相。まともな議論を恐 議行動など、本土でも沖縄反基地闘

答えず、すり替えと開き直り答弁に終

くものではないのか。批判にまともに を吐露したものだ。

どは、まさに戦闘現場に飛び込んでい 使拡大構想と一連のものであること

険性を否定した。「駆けつけ警護」な 的自衛権の限定容認は、次の武力行

とはあり得ない」と何の根拠もなく危 攻撃論」が飛び出した。今回の集団

論でも、「戦闘活動に巻き込まれるこ 中谷防衛大臣から、またも「敵基地

安保法制に反対するデモが全国各地でおこなわれている
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確かに橋下徹は、日本政界のな

◆アジテーター

橋下劇場の幕引き
５月１７日に実施された大阪市
の住民投票で、大阪都構想を推進
してきた橋下維新の会が僅差で敗
北した。橋下大阪市長は政治家引
退を表明している。仮に住民投票 かでまれに見るアジテーター（扇
で構想が承認されていれば、低迷 動者）だった。バラエティー番組
が続く橋下維新の会が政治的に復 で 鍛 え た ワ ン フ レ ー ズ・ ポ リ
活する芽も孕んでいたわけだが、 ティックス、メディアや有権者が
個人商店、一枚看板に頼った維新 飛びつきやすい二者択一を煽る政

り、劇場政治を演出した小泉首相

の会は、政治的な液状化は避けら 治手法で常にマスコミの寵児とな
れない。
今回の住民投票は、低迷傾向に に続く希有のアジテーターだった

橋下市長は、弁護士時代から競

あった維新の会の起死回生をめざ 橋下市長。
した橋下市長の政治的な賭の側面
が強かった。石原慎太郎の立ち上 争至上主義の弱者蔑視が目立った
がれ日本との合併や従軍慰安婦発 が、手っ取り早い身近な敵として
言の影響などもあって、昨年１２ 日教組や自治労をバッシングの標
月の総選挙や４月の統一地方選で 的にしてきた。府・市政への不満

教師による君が代斉唱では、口

も維新の会の勢いが止まっていた の捌け口にするためだった。
からだ。
もともと権力志向が強烈だった 元調べまで行わせ、自治労のヤミ
橋下市長は、大阪都構想という制 専従や組合事務室へのバッシング
度いじりで目に見える実績をつく も半端ではなかった。また特定の
り、やがては中央政界をも席巻し 個人をやり玉に挙げた批判や、
ようという野心を隠さなかった。 ネット記事への罵倒、あるいは記
現に１２年の総選挙では３００人 者会見で取材記者を名指しで罵倒
の立候補、２００議席を獲得する したり……。〝破壊者〟〝改革者〟
という目標を立てていた。が、脱 を自認する割りには、自身を批
原発を掲げた倒閣のもくろみの場 判・否定する声には常軌を逸した
面での豹変に続き、今回の都構想 罵倒を投げつけた。メディアや街

実に表れた態度に終止した。

改革者とは思えぬ度量の狭さも如
２０１２年には「決定できる民主

らいの力だ」と公言していた。

主義」を掲げ、「有権者が選んだ

頭にないのだ。

◆権力取り

改革者・革命児を演じてきた橋下
市長。そのわりには社会的弱者へ
の視線がまったく欠落し、なによ
り資本・権力への無批判ぶりが際
立っていた。統治機構改革も誰が

人間に決定権を与える。それが選

どう統治＝支配するのかでしかな

◆代行・独裁政治
挙」だとし、「選挙は白紙委任」
こうした意味でも、橋下市長は

減など資本・企業追従が目立っ

徹底的に権力政治家、権力志向の

た。

であって〝期限付きの独裁者〟で

織いじりで形の見える実績を積

そのことは冒頭でも触れた脱原

橋下徹のトップダウンの強権主

確かに現行の選挙は白紙委任と
み、それをステップとして中央政

発問題で象徴的に現れた。当時の

く、改憲への野望も隠さない、大

対する認識がまるでないのだ。日
いう性格がある。が、民主主義や
界を席巻するための足がかりでし

野田民主党政権の原発再稼働の動

政治家だった。橋下市長が掲げて

教組や教育委員会に対する攻撃で
住民・国民主権を重視するなら、
かないのだ。今回、大阪都構想が

きに反撥し、〝倒閣〟も公言した

あってしかるべし、という趣旨の

は、結局は教育委員会の権限を首
拘束委任の性格を強化することこ
挫折して政治家引退を表明したの

橋下市長だったが、関電や関西財

義は、なにも政治手法に限ったも

長が奪い取ることに終止し、教育
そ課題となるはずだ。が、白紙委
も、彼自身が目標としたものが、

界の恫喝に屈して脱原発の旗を下

企業、財界に対しても、法人税半

への住民参加や保護者参加など、
任という現行の選出方法の限界に
単に「末は博士か大臣か」という

ろしてしまった。当時の脱原発の

きた大阪都構想も、大都市での組

教育民主主義の可能性には目もく
はまったく無頓着、逆にそれを利
立身出世コースではなく、あくま

発言もしていた。

れなかった。首長は有権者の信任
用して決定権を独り占めにする独
で権力機構のトップとして独裁的
世論を背景として政権取りを宣言

のではない。そもそも民主主義に

を受けており、首長の意向はすな
裁者で良いのだ、と公言するわけ
な権力を行使したい、という本意

わち住民の意向である、と。
だ。

ちらが間違っているという判定で

でしかなく、どちらが正しくてど

数意志の存在場所を確認するもの

ぎない。選挙とはその時点での多

ものの、それはあくまで一面に過

での一半の真理は含まれてはいる

のもので、いずれも自身

郎と相通ずる代行主義そ

ればいい」という小沢一

後は多数派が好きに決め

者」という安倍首相、「最

こうした理解は、「私が最高責任

選挙、議会制民主主義に対する

そうした態度は代表制民主主義

はない。今日の少数派は明日の多
が意志決定者だという考

の都構想も、彼にとっては権力取

ればあっさり豹変、脱原発も今回

したわけだが、見込みが無いとみ

数派であり、その少数派が多数派
えを体現した政治家では

りの材料でしかなかったわけだ。

◆幕引き
橋下維新の会が、二者択一政治

や独裁的・強権的手法という手っ

取り早い解決手法をひっさげて政

界を席巻したことには、個人的資

質以外にも理由がある。衆参ねじ

れ国会という「決められない政

治」への不満が拡がっていたこと

もあるだろう。とりわけ東京一極

集中で衰退傾向が止まらない大阪
では、「大阪から日本を変える」

について）こんな猥雑な街、い
やらしい街はない。ここにカジ
ノを持ってきてどんどんバクチ
打ちを集めたらいい」「２万
パーセント府知事選には出な
い」と言いながら、出馬の準備
を進めていたし、「敬老パスは
なくしません」と書いておきな
がら敬老パスの有料化を打ち出
したり。うそつきです。児童の
母親にセクハラをした公募校長
に対して橋下は、「絶対に許さ
れない失敗だとは思っていな
い」。女性職員にセクハラした東
成区長については「もう一度チャ
ンスを与えていただきたい」。身

せん。「日本の人口は６０００万

橋下市長の今までの発言を振り

車が一分遅れたことがあったが、

を吸って火災報知機が作動し、電

民主主義をわかっていな
い橋下市長！
共産、民主と言う図式でした。こ

人ぐらいでいい」、「能や狂言が

橋下は「（自分に対する）挑戦的

内に甘いが、気に入らない相手に

橋下市長は１７日深夜記者会見 す。大阪市の権限と財源が大きく れだと普通は、楽に反対派が勝つ
し、年内に行われる市長選には出 縮小→大阪府の権限が増大しま はずでしたがそうはなりませんで

好きな人は変質者」、「今の日本

選挙戦は、維新対自民、公明、

その〝発信力〟と〝突破力〟で

とその挫折が表れているのだ。

になる可能性を保障したものでな
ある。橋下維新の会が掲

僚組織かそれとも選挙で

ければ、安定した施政は出来なく

橋下市長は、かつて記者会見で
選ばれた独裁者かという、

げた統治機構改革でも地

も語っていた。民主党政権時代の
要は誰が権力を行使する

なる。そうした理解が欠落してい

２０１１年には、大阪都構想に関
かという選択でしかない。

域 主 権 で も、 結 局 は、 官

連して「今の日本の政治で一番重
民主主義や住民自治など

るのだ。

要なのは独裁。独裁と言われるぐ

会も維新の党も存続の危機にたつ ありません。それから、水道など
でしょう。安倍政権は、橋下市長 大阪市全体で業務を行なう組織と

１０７４１票で反対が賛成を上回 長ら維新は、政令指定都市である
り、大阪市の存続が決まりまし 大阪市を廃止して５つの特別区に

結局橋下市長らがやろうとして

た。橋下徹大阪市長（地域政党・ 分割→大阪市の権限と財源を大阪
大阪維新の会代表）が提唱し、５ 府に移行しようとしていました。
年余にわたって続いた「大阪都構

馬せず、政界から引退する考えを す。権力の集中による権力の暴走 した。出口調査では、自民党支持
示しました。これで、大阪維新の が大きくなります。
層の４割もの人が、賛成に回った

の政治で一番重要なのは独裁」、

な行為」「過去の事例と関係なく

が実現していたら、大

想」を否決することができほっと

も反対派が勝利して「大阪都構

動をしていました。結果は、辛く

会場前で反対派と賛成派が選挙運

５月１７日の選挙当日も、投票

ました。

るなど結束して運動を展開してい

共産、民主で合同演説会を開催す

トだ」と述べています。「（大阪

いて、橋下は「完璧なマネジメン

どうかチェックをしていた件につ

の校長が国歌斉唱の際、口パクか

告を奨励しています。府立和泉高

想調査」を行ない、内部告発や密

ケープゴートに仕立て上げ、「思

じ」とデマを流し、公務員をス

また、「大阪府は破産会社と同

し て い か な い と い け ま せ ん。

て、第２の橋下を出さないように

うから、監視が必要です。そし

それまでも何か悪政をやるでしょ

切れそれで退陣するでしょうが、

橋下市長は今年の１２月に任期が

た。

（河野）

は、停職３カ月の処分を受けまし

しています。

検討を指示しました。結局助役

市営地下鉄で男性助役がタバコ

す。

は法的根拠もなく厳罰を下しま

り２０代から５０代の人の賛成が

「僕が直接選挙で選ばれているの

厳罰にする」と述べ、懲戒免職の

いたのは、ここにつきると思いま

多かったです。現状に対する不満

で最後は僕が民意だ」、「（選挙

阪市は年間２２００億
円の権限と財源を失い
自主財源が４分の１に
な り ま す。 そ の
２２００億円は、カジ
ノや無駄な高速道路建
設などに使われるで
しょう。大阪都構想の
初期費用が６８０億円
もかかり、財政効果は
年たったの１億円しか

返ると、とてもまともではありま

が、賛成票を押し上げたのでしょ

は）ある種の白紙委任だ」

仮に「大阪都構想」

う。反対派は、５月１０日自民、

想」はこれでなくなります。

現状の不満をある程度吸
収した橋下市長

行政になってしまいます。財源と
が行われました。結果は、反対が た。
今回の大阪市住民投票で何が争 権限が大幅に減るので、市民サー
７ ０ ５ ５ ８ ５ 票、 賛 成 が
６９４８４４票、その差わずか 点だったかを見てみます。橋下市 ビスが低下するのは必然でした。

さる５月１７日、大阪市を廃 ら維新と連携して憲法改悪を企ん して、一部事務組合を作るので大
止・５つの特別区に分割する「大 でいましたが、取りあえずこの流 阪府・特別区・一部事務組合とい
阪都構想」の賛否を問う住民投票 れにくさびを打つことができまし う２重行政の解消どころか、３重

維新は存続の危機に！

大阪市を廃止・
分割しようとする「
大阪都構想」
否決！

ける安倍首相とも重なるような、

の挫折で、政権取りのステップは 頭の声にいちいち批判の声をぶつ
今回も頓挫したわけだ。

と大風呂敷を拡げ、大阪を居城と
して東京の中央政治にも遠慮会釈
無しにちょっかいを出す橋下市長
に喝采を送る人も多かったのだろ
う。それだけ世の中に不満やスト
レス、それに閉塞感などが充満し
ているのだ。
それらは元を正せば、〝失われ
た２０年〟という経済的な停滞、
その中で広がる格差社会や将来不
安などによるものだろう。が、そ
うした本来の本丸はどこへやら、
いまではアベ改憲の補完勢力とし
て、安倍首相に利用価値が認めら
れるだけというのが〝改革児〟
〝革命児〟の最近の姿だったの
だ。
住民投票での敗北を受けて政治
家引退を表明した橋下徹。が〝潔
い引退表明〟を演出することで次
の劇場を夢想しているのだろう

ただ私たちがめざすのは、橋下

か。

市長のようなスーパースターによ
る代行主義や独裁政治ではないハ
ズだ。橋下市長が避けつづけた大
企業・財界と中央・地方の官僚体
制と結託した自民党によるムラ社
会の複合体でもある〝政官業体
制〟の転換こそが本来の本丸なの
だ。まずは橋下劇場を幕引きさ
せ、格差社会の打破など、私たち
労働者・市民による〝ムラ社会複

（廣）

合体〟を解体する闘いを拡げてい
きたい。
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「大阪都構想」の是非を問う住民投票が今月行われ、反対多
数で否決された。橋下徹・大阪市長は政界引退を表明

十四年度ＧＤＰ成長率 マイナス１％のショック
甘
- 利 府発表があり、十四年度実質ＧＤ

イルショック不況」ですら、落ち

戦後初めてとなった世界同時不

［東京 ２０日 ロイター］

年１─３月期の実質国内総生産 マイナス１％となっています。こ

ス７．７％となったことを受け、 は、近年としては、百年ぶりの大
は０８年マイナス３．７ %,
０９

バブル崩壊後の１９９３年のマイ

「景気は緩やかに回復」「好循環
全に裏切られている

倍首相の公約は完

そして、このイチジクの葉がい
とともに自衛隊を戦地に送り出

全」とは名ばかりです。米軍など

的事実なのです。
これだけでも首相退陣に値する
のではないでしょうか。
しかも、内容が悪い。

ンフレ に
) より、大衆消費力がさ
らに減退したとみるほかはないで
しょう。

貿易の輸出・輸入が減った増え
た、という話はおいといて。 約
(
六兆六千億円の赤字ですが。 )
注目は近年最大の黒字要因に躍
り出た「所得収支」という項目で
す。これは日本企業が海外に大規

のマイナス３．１％です。

す。実質個人消費支出は過去最大

支出が委縮しているからなので

す。なぜかといえば、国民の消費

用独立行政法人 Ｇ
( ＰＩＦ な
)ど
による官制相場に外国投機筋が上

高」でしよう。年金積立金管理運

が、ひとつにはバブルによる「株

経済の金融化を象徴しているの

同時に、「証券投資収益」とい

増大しています。

常は考えられます。事実、それも

進出企業の利潤の一部などが通

内に持ち込むことで生まれます。

模に進出してその「上がり」を国

さらに、どうして国民消費支出
う、債券や証券類からのモウケ

貢献しているのです。十四年度は

が委縮するのかと言えば、労働者

しかし、いろいろ考えさせられ
過去最大の十九兆円であり、この

が、経常収支「黒字」におおいに

イナスという最悪の事態があるか
たのが公表された十四年度の「経

乗り。さらに国内民間法人・個人

らなのですね。年間雇用者報酬は

もつられて参加しています。

マイナス１．２％です。
)ために日本の経常収支は、貿易赤
字を補てんして、さらに黒字に
なっているのです。そ

です。

ノミクスの恩恵」なんてありませ
こから読み取れるもの

①日本国内の投資先が

は。

であるどころか、国民・庶民に
乏しい。 日
( 本経済の
基礎は改善されていな

わかるでしょう。「経常利益過去
最高」と盛り上がっているのは一

しかも、あとで触れますが、本

③経済の金融化が、国

的参加による利益が増

での生産、さらに金融

部の大資本のみ。

業というよりは金融大緩和に乗っ

内外で加速している。

大している。

今回の日本発・アベノ不況の固

という諸点です。

るのです。 また教育、マスコミ

政治家に大きな影響をふるってい

今日、日本政府が進んでる道

るのです。

組合の幹部ですら例外ではなくな

者」たちが群れてゆきます。労働

日本資本主義は、ま

海外との軍備共同開発などが飛躍

に大きな影響力を持つばかりでは

は、世界の強国として覇をなすこ

が低迷していた時期での、去年の

的に拡大する危険性があります。

ありません。豊かな資金力で労働

すます寄生的で不活発

米国の世界戦略は、おおよそ軍

組合や一般政治家にも大きな影響

春の消費税増税と金融大緩和によ

産複合体の影響力の下で作られて

で、しかもピケティな

きました。

と。中国と対峙しうる戦力を獲得

「共産主義の脅威」「テロとの

等々は建前のみです。軍産複合体

州にもあります。戦争ビジネス

軍産複合体は、米国のみならず欧

あおりながら、このような「戦争

戦い」「悪の枢軸」「自由を守る」 党の区別はありません。

は「戦争はビジネス」と考えてお

稼ぎ出しています。米国は、実は

です。収益の半分ぐらいを軍需が

た、米国を代表する巨大企業なの

ネラル・ダイナミックスといっ

Ｗ、ノースロップ・グラマン、ジェ

ボーイング、レイセオン、ＴＲ

べきだ」というものでした。

られる」「防衛軍備は自国で作る

はありません。「日本に仕事を取

ありました。それは反戦が目的で

製潜水艦の購入に抗議する騒ぎが

トラリアの造船労働組合が、日本

今年の国際ニュースで、オース

もう一点付け加えたいことがあ

になってしまいます。

ことが読み取れます。

ら、これらの達成を目指している

は、米国の戦略転換に乗りなが

された日米新ガイドラインから

鮮」「イラク」「中国」等々脅威

敵を創り、「イスラム国」「北朝

国」になっているのです。たえず

かりたい政治家や研究者や「教育

うまれると、そのおこぼれにあず

て定着し発展し、多数の雇用者が

このように、いったん産業とし

る」というのがあります。「欧米

口にする言葉に「普通の国にな

文
(

)

常に念頭に置いているからです。

「東京裁判」を否定しその転覆を

導による戦後体制に不満を持ち、

義者と一部の国民は、欧米諸国主

安倍首相をはじめ日本の軍国主

い私の意見です。

のような 軍
) 事国家にとどまる保
証はないというのが、付け加えた

継者 の
) 下で「普通の国になる」
「正常化する」 つ
( まり英・仏国

ただし、日本が安倍首相 や
(後

主義の心配はないと」。

先進国と同等になるだけで、軍国

自民党や政治評論家がたびたび

や危機を演出します。そして軍事

ります。

もはや戦争から足を洗えない国

「戦争なしではやっていけない

り、中心はロッキード・マーチン、 は、世界的な現象です。

軍
= 需」を新たな「成長産業」と
して確立することです。先月発表

すること。それらのことで国民を

力を行使できます。民主党や共和

の緩やかなイ
るリフレ １
( ～２ %

有の原因としては、もともと景気

て「金融経済 証
= 券債券取引」な
どで稼いでいるのです。

い )
②直接投資として海外

とって害にしかなっていないのが

これだけでアベノミクスが無効

ん。

ほとんどの国民にとって「アベ

常収支報告」 五
( 月十三日財務省

の実質賃金が二十三ヶ月連続でマ

イナス１．６％にとどまっていま

国内の需要 内
(需 の
) みの統計 ■経済の金融化象徴する経常
明経済再生相は２０日、２０１５ Ｐ成長率は、大方の予想を下回り 況である１９７４年の「第一次オ
であれば、さらに悪くＧＤＰはマ 収支報告
（ＧＤＰ）成長率が年率換算でプ れは衝撃のニュースなはずです。
でした。
込みはマイナス０．５ %
上記のリーマンショック不況で

財政健全化の前提となる成長率を 不況と言われた「リーマンショッ
と戦後史上最
年マイナス２．０ %
大の落ち込みでした。

去年の日本経済パフォーマンス

確保できる可能性が高いとの見通 ク」以来、五年ぶりの落ち込みで
マイナス成長はそれ以外では、

ラス２．４％、名目では年率プラ

す。甘利大臣のこれについてのコ

２０２０年度に向けた財政健全 メントはないようだから、コメン

しを示した。

化計画では、実質２％程度・名目 ト不能の不都合な真実なのでしょ

安倍首相が常々主張してきた「失

有数の深刻なものだったのです。

つまり、今回の不況は戦後では

これくらいです。

ナス０．５ さらには１９９８年
%
となります。
のマイナス１．５ %

大マスコミもほとんど報道しな

３％程度の成長を想定している。 う。
甘利再生相は「比較的初期段階
でこの数字が確保できれば、目標 いか、小さな扱いなのは政治的意
以上に経済が回復してくる」と 図が感じられます。
し、このペースを巡航速度にして
われた２０年をとりもどす」「ア

私は経済成長絶対論者ではない

くためにも「経済の好循環をしっ けど、ＧＤＰ成長率がマイナスと
ベノミクスによるデフレ脱却」で
すが、検証してみましょう。
こ の「 デ フ レ の 約 ２ ０ 年 間
９
( １～１３年 」)の
平均ＧＤＰ成長率

へもう一歩」と、テープ音声のよ
でしょう。「２０年

くつか確認してみます。

いことなのです。過去の数字をい

かり回していく」と語った。【ロ いうことは、そもそもめったにな
イターここまで】

■アベノミクス本性あらわ
生活破壊
は、実はプラスの０．

うに無責任な楽観論をこの二年間
間のデフレ 低
( 成

９％なのですよ！

繰り返してこなかったでしょう

しかし、甘利大臣のコメントは

か。どんなデーターが出ても同じ

よいよ安倍政権により剥がされよ
し、戦闘をさせることを前提とし
た「切れ目のない法整備」となっ

同時に昨日は国会において、

ています。

法律です。それは「国際平和支援
「防衛省設置法」が改定され「防

止」が可決されてしまいました。

◆戦争ビジネスというアリ地

になります。

向が、政治に強い影響を持つこと

衛装備庁」新設と「文官統制廃

本より構成 。)これらは十一本ま
とめて提出されようとしているの

これらにより自衛隊制服組の意

までに成立させようとしていま

自公政権は、十一本をまとめ夏 獄

ほしい。

国民をなめるのもいい加減にして

「平和安全」だというのだから、

その名が「国際平和支援」だの

です。

法」と「平和安全法制整備法」 十(

集団的自衛権を行使しうる具体的

十四日閣議決定された法案は、

うとしています。

日本の平和主義の衣は１枚のイチジクの葉

のデフレ が
) 到来し
たということが経済

長 」)の 後 に、 さ ら
にひどい不況 本
(物

コメントですから信ぴょう性に欠
けますね。
ところで、五月二十日には内閣

どが示したような格差社会を強め
る傾向をしめしています。これは
何もアベノミクスだけの問題では
ありません。新しい、協同的な経
済を創り出す運動が急務です。

■景気には谷があれば山もあ
る
今後日本のＧＤＰは、「失われ
た二十年」の経済成長率が平均で
０．９％なのですから今後、日本
程度に上昇するこ
経済が１～２ %
とは可能です。
そもそも、わたしはＧＤＰ推進
論者でないので、景気が上がった
り下がったりで一喜一憂するもの
ではありません。市場経済なの
で、景気が加熱したりバブルがは
じけたりと繰り返しが延々と続く

それだけではなく「防衛装備
庁」を中心に軍需産業界の組織的

す。
あらためて述べます。

介入や武器
支援で大儲

軍産複合

統合や、米国やオーストラリア等

体は、時の

これらの法律は、「平和」「安

けができる

化、大法人企業の繁栄という二極

政府に対する抗議行動を強化している。

でしょう。
問題なのは、労働者勤労者、そ
して年金受給者などの生活です。
福祉切り捨てが進む中で今後は

化が明瞭になるでしょう。派遣法

政権にメン

のです。

改悪や「高度プロフェッショナル

させていま

これらの人たちのワーキングプア

制度 残
( 業代ゼロ法 」)などとも
からみます。

す。ユダヤ

バーを参画

春闘も終わりころでしょうか。

系ロビーや

共同し有力

キリスト教

成果はいかがでしたか？

)

右派などと
文
(

用喪失の恐れがある軍艦建造の未来をめぐって、中央

4
5

企業社会 資
= 本主義という鉄鎖
を克服する根本的な発想転換が必
要ではないでしょうか。

オーストラリアの造船労働者は、2015 年に数千人の雇

南シナ海
■南沙諸島

高官 で
) すら、米国の対応は危険
だ、と指摘する。

ロイターの軍事評論家 元
( 米軍

原聖】

大国主義と冒険主義の交差する海
米国の強引と思われる今回の介入
活動は、「戦争」の悪夢を彷彿と

南シナ海の南沙諸島（英語名・ させる冒険的な対応であり、強く

米国は新たな戦争を起こすのだ

スプラトリー）をめぐり、近年、 非難されなければならない。
フィリッピンと小競り合いがあっ
たが、ここへきて緊張が一気に高 ろうか。米軍は戦端の決意を固め
まってきた。中国の埋め立て活動 たのだろうか。
について米軍機が監視活動を強化

を冒すのは軽率というものだ。

核保有国である中国と戦うリスク

国の領有権主張をめぐって米国が

断は、よほど状況認識が甘いの

艦空母を差し向けるとい米国の決

はいえ、人口の砂の島を巡って巨

は、容認することはできない。と

を強調した。」【毎日新聞 北京・

考を、海上重視に切り替える方針

える」と明記。陸軍重視の軍の思

を念頭に「海上での軍事衝突に備

)

【ロイターここまで】
文
(

石原聖】

線を持つことになる。

アフガンそして南アジアで戦

とすれば、米国はイラク、

る」決意なのかもしれない。

か、それとも「中国と一戦交え

■限りない戦争への欲望
今朝 ５
( ／２６ の
) ニュースで
は、空母ロナルドレーガンの艦長
南シナ海の緊張の帰趨は、
日本の戦争立法の論戦にも小
さくない影響を与えるだろ
う。尖閣と似たケースともな
るだろう。
おりしも中国は国防白書を

中では「埋め立てによる人工

五月二十六日公表した。その

当事者間の話し合いを無視する
島化で緊張が高まる南シナ海

中間貯蔵施設の建設をめぐり、首

相は東京電力福島第一原発事故の

相官邸で記者団に対し「最後は金

地探しをあきらめ、政府が適地を

例によって、候補地として文献

目（かねめ）でしょ」と語った。

除染で出た汚染土などを保管する

調査受け入れたら最大２０億円、

望めないなかで、〝金目〟で処分

補地となる自治体が現れることが

転がり込む。進んで手をあげて候

地にカネをばらまくことによって

花したかである。原発立地は過疎

に及び、安倍政権において全面開

この国の無責任はあらゆる方面

最大７０億円の交付金が自治体に

第２段階の概要調査まで進んだら

選定しようというものだ。

あとは野となれ！核廃棄物

かたちでの中国の一方的埋め立て

発行動にもひとしい。

緊張を一気に高めたのである。挑

実際はその逆であり、南シナ海の

や軍関係者が、フィリピン側の歓
【ロイターコラム５／２２】 要
(
迎を受けながら口々に「抑止力を
旨 )
働かせる」「不測の戦闘を防止す
“南シナ海めぐる米国の「危険な
る」かの発言が続いた。しかし、
賭け」”
「しかし、このやり方は間違い

防次官補も、そしてハリス司令官

報道によれば、中国側の抗議が

し、さらに中国の「領海内」に入 ■冒険主義 米国
り込もうとしているからだ。米海
軍が空母ロナルドレーガンなどを

も、中国 が暴力的に反応する可

だ。カーター国防長官もシアー国

見えない。

続く中で「米国側は、中国が埋め

そもそもフィリッピンによる埋 立てている「島」の「領海」（１２

・・軍事衝突になった場合、成

何処までも埋め捨てか！

なっている使用済み核燃料処理に

地選定を進めようというのだ。

今回の提言は、「回答のより具

いう新たな政策枠組みを示した。

のうえで、暫定保管と総量管理を

意形成に向けた組織体制、となっ

た立地候補地とリスク評価、⑤合

責任ある行動、④最終処分に向け

間負担の公平性、③将来世代への

定、その後２０年で処分場の建設

層処分のために合意形成と適地選

している。期間は３０年かけて地

なく、乾式の地上保管が適切だと

保管方法は湿式のプール貯蔵では

＊昨年６月１６日、石原伸晃環境

まいにしたままの再稼働は、将来

る。暫定保管に関する計画をあい

る計画の作成を条件とすべきであ

管容量の確保及び暫定保管に関す

生する高レベル放射性廃棄物の保

地元了解だけではなく、新たに発

れた。使用済み核燃料の処理の当

実現したが、廃炉は先のこととさ

体的な方策について技術と社会と

ている。以下、簡単な解説を試み

を行うというもので、一世代３０

結果、以下１２の提言を取りまと

「殴り合い」にならない限り、中

いう総合的視点から検討を重ねた
よう。

世代に対する無責任を意味する

保 管 と は、

①の暫定

に、受益は首都圏となっていて、

原発立地は福島県や新潟県なの

が乖離している。東電が典型で、

れる。原発においては立地と受益

原則」は、原発においても適用さ

棄物に責任を負う「発生者責任の

廃棄物を発生させた事業者が廃

の技術的設計寿命を示している。

と将来世代への負担押し付けの無

は明言していないが、目先の受益

は再稼働反対、ただちに脱原発と

を急ぐ現状を批判している。提言

公平性を満たさない」、と再稼働

任倫理を欠くと同時に、世代間の

所の建設は、将来世代に対する責

発電所の再稼働や新規原子力発電

確化しないままの、既存の原子力

の再稼働問題に

「原子力発電所

への責任では、

③の将来世代

いる。

るべきだとして

地域が引き受け

最終処分は受益

り、暫定保管や

はこのことであ

の公平というの

②の地域間負担

る所以である。

り）」と言われ

イダー（ただ乗

負担を他に押し付ける「フリーラ

さらに、「このような条件を明

年で大量の核廃棄物を発生させて

めた」ものである。実に懇切丁寧

まず、暫定保管は中間貯蔵（及
び地層処分）とは似て非なるも
の。中間貯蔵というのは、再処理
のために使用済み核燃料を保管す
るもので、それは核のゴミではな
く再処理のための原料という位置
付けになる。まるで、悪徳処理業
者が産廃を再利用する原料だとし

射性廃棄物の最終

最終処分に

う意味があり、５０年は保管施設

と指摘している。

な取り組みだが、聞く耳をもたな
い政府・経産省はどこまでも交付
金に物を言わせた埋め捨て方針を
変えるつもりはないようだ。とは
言え、日本学術会議の提言がめざ
す高レベル放射性廃棄物の処分に
ついての合意形成は、脱原発と
なっても残る課題であり、成し遂
げなければならない課題である。
それでは、提言の内容はどのよ
うなものか。①暫定保管の方法と

だ。それがゴミなら、危険性に応

て山野に放置するに等しいもの

を依頼され、１２年９月１１日、

じ た 処 理・

期間、②事業者の発生責任と地域

暫定保管と合意形成

しまった世代の責任を果たすとい

ず、当事国に対しては平和的な解 い。埋め捨て方式はそのままに、
決を訴えている。当事国同士が 自治体からの〝公募〟による候補

・・米国は南シナ海の領有権問 ついて新たな方針を決めた。と
題では特定の国に肩入れしておら 言っても目新しいものは何もな

しているとまでは言えない。

くらましにすぎない。・・これら 働と新規建設、原発輸出を目論む
の行動はどれも船舶の航行を阻害 安倍自公政権は、待ったなしと

はならない。人工島が航行の自由
高レベル放射性廃棄物をどうす
を阻害しているという主張は、目 るのか。５月２２日、原発の再稼

とって脅威であると断定しなくて

よる人工島の建設が米国の利益に

化するためには、米国は、中国に

・・攻撃的なアプローチを正当

能性を真剣に考えているようには

め立て工事 軍
( 事施設と考えられ カイリ＝約２２キロ）内と上空
る の
) 中止要請を、中国が無視し で、米軍艦船や航空機を航行さ
た形で火種はくすぶり続けてはい せ、航行や飛行の自由を体現する

功の見通しは極めて低い。

て、責任を逃れることはできな

た。そうしたなかで従来「領有権 ことを「次の目標」と明言してい

てもなく、再処理のために中間貯
い。

問題には関与しない」としてきた る。」【毎日５／２６ 北京・石

派遣した。

｣

「高レベル放射性廃棄物の処分に

保管を行う

処分地の選定とい

向けた技術

ことが義務

う個別的課題につ

開発と処分

回答では、「原子力発電をめぐ

いて合意形成を求

地を確保す

付けられて

めるのは、手続き

るための合

る大局的政策についての合意形成

的に逆転しており

意形成まで

いる。

手順として適切で

の 保 管、 期

に十分取組まないまま高レベル放

ついて」回答を行った。

方についての提言のとりまとめ

民に対する説明や情報提供のあり

性廃棄物の処分の取組における国

委員会委員長から「高レベル放射

議は２０１０年９月７日、原子力

定保管」を発表した。日本学術会

提言‐国民的合意形成に向けた暫

放射性廃棄物の処理に関する政策

会は４月２４日、提言「高レベル

紹介しよう。フォローアップ委員

フォローアップ委員会」の提言を

ル放射性廃棄物の処理に関する

そこで、日本学術会議「高レベ

日本学術会議の提言

蔵していることになっている。
「政府は、一度発電に使った使用
済み核燃料から、発電に使えるプ
ルトニウムや燃え残りのウランを
取り出す『再処理』を行い、新た
な核燃料として再利用する『核燃
料サイクル』をエネルギー政策の
中核に位置付けてきた。しかし、
その中核となる高速増殖炉や、国
内の再処理工場が稼働できず、サ
イクルは事実上破綻している。こ
のため、使用済み核燃料を原発か
ら出せず、発電所内にたまり続け
る事態に陥っている」（５月２３
日「毎日新聞」）
原子力ムラの面々には、この難
題を解決できない。だけど、原発
を捨てることも出来ない。たとえ
捨てたとしても、高濃度放射性廃
棄物がなくなるわけではない。そ
のより安全な処理、難題の解決は
原発が生み出した電力を消費して
きた我々にも突き付けられてい
る。原発に反対してきたからと

ない」とし、この

間 は ５ ０ 年 対しる判断は、
としている。 安全性の確保と

政策的誤りをいっ
たん白紙に戻すべ
きとしている。そ

｣
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南シナ海を巡航するアメリカ艦隊

責任をきびしく批判している。

関電からのお知らせ？

３万５千人の参加

主催者発表で

ぐにいっぱいに。

された外野席もす

満員。急遽、開放

ドもグランドも超

があふれ、スタン

にもぎっしりと人

け、通路や最後尾

と参加者が詰めか

開催された。続々

反対の県民大会が

辺野古新基地建設

ラースタジアムで

（日）、那覇セル

５月１７日

１．「 那 覇 セ
ルラースタジ
アム」が青一
色に染まる
青一色に染まった。

のブラカードを全員で掲げた。

ＮＯ． １１

沖縄から駆けつけた稲嶺進名護
市長は「集団的自衛権を行使する
安保関連法案が閣議決定された。

知事に就任して以來、初めて翁

普天間高校１年生の宮城りなさん

は、この県民大会の司会を勤めた

かし、県民大会一番のサプライズ

挨拶はみんな素晴らしかった。し

や鳥越俊太郎さんなどそれぞれの

地元挨拶。本土からの佐藤優さん

長、辺野古基金の共同代表などの

会の中山きく会長、稲嶺進名護市

県民大会での挨拶は、白梅同窓

らためて思った」と話した。（５

地は沖縄にあってはいけないとあ

対」「沖縄の団結力を感じた。基

埋め立てるぐらいなら移設には反

なってほしいけど、きれいな海を

てあげたい。普天間基地はなく

ジュゴンなどの貴重な生物を守っ

設が唯一の解決策と主張するが、

大会を終えて「政府は辺野古移

今回の県民大会の成功は、翁長

月１８日付、琉球新報より）

知事に二つの成果をもたらせたと

の初々しい司会であった。
米軍普天間飛行場に隣接する同

言える。一つは「５月下旬の訪米

会って、沖縄を民意を訴える上で

市普天間で育ち、運動場の上を至

「体育の時間に耳をふさぐほど
有効）となったこと。もう一つ

近距離で米軍機が飛ぶ普天間第二

の騒音で、ものすごい怖い思いを
は、仲井真前知事が決定した辺野

行動への弾み」（米政府高官に

した。学びの場まで脅かす基地
古埋立に対する、翁長県政による

小学校を卒業している。

は、もう要らない」。

とポスターが貼ってありまし

射能安全神話」にたち、これ

安倍政権は、あらたな「放

来ていません。

地に出向くことぐらいしか出

た。私に出来ることは、観光
たえず、放射能を意識しながら

住んでいる方々もこの通り不安で

山菜、季節を感じます。美

生活するしかないのです。福島の

いっぱいです。

味しい時期です。この時期に

美味しい桃も東日本大震災以降値

らの現実がまるでないかのよ

下がりしています。
四月に、福島に行った時の光景

うにふるまっていますね。職

なると山菜採りをする人が増

山菜採りが大好きな子供の

場でも、原発反対の署名は、
多く集まります。そして、五

は、ほほえましくも背筋の凍るも

公園では、親子連れなど、遊び

月十三日の朝、六時十三分

のでした。
その方から、先日、山菜を

まわる楽しそうな子供たちの声が

友達の親、その方は福島市在

頂きました。こしあぶらです。

緊急地震速報が鳴り響き、す

業中 立ち入り禁止」の看板があ

しかし、そのわきには「除染作

まだ、注意していかなければ

五弱と表示されました。まだ

ごく揺れました。最初は震度
と話して、終わるのですが、
相手の方は、東日本大震災後、

また、昨年のことですが、スー

り、ロープが張ってありました。

パーではレインコートなどと一緒

の後の東電と安倍政権には怒

原発事故、悲しいです。そ

福島の復興を望みつつも、大変
困難であることも実感していま
す。福島の「福」は。幸福の「福」

いです。 宮
( 城 弥生

)

山菜、最高！とても美味し

りを感じています。

に「放射線防護服」が、当たり前

いけません。

福島ゆえに、毎回、放射能検

そればかりではありません。

ません。

しています。福島に戻れてい

今でも多くの方々が、避難

きました。

私はもちろん有りがたく頂

と心配そうに尋ねられました。 のように販売されていました。

そして「気になりますか？」

いるそうです。

査をしながら山菜採りをして

普通ならこれでありがとう

しました。

住です。

えます。

山菜と放射能

拍手が鳴り止まなかった。

ンボルカラー「辺野古ブルー」の 事の力強いアピールに、参加者の

ちに採択された。会場は大会のシ 古に基地は作らせない！」との知

満場一致で、嵐のような拍手のう ゆる権限を駆使して、絶対に辺野

と普天間飛行場閉鎖・撤去要求を 長知事が反対集会に参加。「あら

辺野古新基地建設・県内移設断念

☆５．２４東京国会包囲に１万５０００人が結集！

☆５．１７沖縄県民大会に３万５０００人の熱気！

「
オール沖縄」
から「
オールジャパン」
へ

エイジの沖縄通信

この原稿を書いている５月２５
日、「関西電力からのお知らせ」
というあて名のない全世帯配布の
郵便（タウンプラス）が届いた。
内容は「電気料金の値上げについ
て‐認可をいただいた料金等のお
知らせ‐」だ。地域独占だという
ことで、こうして有無を言わせず
電気料金値上げを押し付け、「一
昨年に続く再度の電気料金の値上
げにより、さらなるご負担をおか
けいたしますことを、あらためて
深くお詫び申し上げます」などと
慇懃無礼に書くことができるの
だ。
お知らせには次のような説明も
あり、何卒ご理解を賜りますよう
にお願い申し上げますと結んでい
るが、差し止め決定が出ている高
浜原発の再稼働を〝理解〟出来る
わけがない。
「弊社は、今後も引き続き、徹底
した経営効率化に最大限の努力を
積み重ねながら、安全性が確認さ
れた原子力プラントの１日も早い
再稼働を実現し、電気料金の値下
げを行うとともに、最大の使命で
ある電力の安全・安定供給に全力
を尽くしてまいります」
者と発表された。

間はかかっても成熟した民主主義

大会決議では、

承認「撤回」の展望が開け、翁長
だと言える。地方を犠牲にする安

（折口晴夫）

知事が言う辺野古移設阻止に向け

２．「辺野古新基地ＮＯ」
が国会を包囲する

問題である。

問題」も「福島原発問題」も地方 海を表す青色（辺野古ブルー）を
だけの問題ではなく、日本全体の 身につけ、「辺野古新基地ＮＯ」

「地方を犠牲にする安易な政策」 係」「市民団体関係」「若者関
をすすめている。「辺野古新基地 係」）結集し、参加者は辺野古の

の安倍政権は「福島原発問題」で
国会周囲を４つのゾーンに分け
も「個人、地方を大切にしない」 て（「主催者関係」「労働組合関

よう。」
設を強行する政府の姿勢に抗議の
呉屋さんが指摘するように、今 声を上げた。

らない。全国各地の仲間と連携を チェーン（人間の鎖）」が行われ、
強化し、辺野古新基地を食い止め 市民１万５千人が結集し新基地建

沖縄県民大会の１週間後の２４

た「あらゆる手段」が具体化して
易な政策は翁長知事の言う怠慢で 日（日）、沖縄に連帯しようと国
あり、無能、傲慢な姿勢にほかな 会を取り囲むデモ「ヒューマン

きたこと。
今後の闘いの展望を辺野古基金
共同代表の呉屋守将さんは次のよ
うに述べている。
「辺野古基金の総額は
２億１１００万円に達した。その
７割近くが本土からの送金だ。こ
れまでのオール沖縄だった闘い
が、オールジャパンの闘いに変化
してきた。・・・地方分権とよく
言われるが、分権ではなく主権在
民が国のあるべき姿だ。真に良い
国づくりとは個人、地方を大切に
することから始まる。・・・地方
の声を政策に反映することが、手

辺野古の新基地建設と連動してい
る。戦争する国にしてはいけな
い」と声を上げ「ウチナーンチュ
（沖縄人）は孤立していないと今
日実感した」と沖縄と本土の連帯
を呼びかけた。
いよいよ２６日より安保関連法
案の国会審議が始まった。「戦争
する国」をめざす安倍政権は強引
に審議を推し進め夏までに成立さ

それぞれの地域で皆の力を結集

せようと画策している。

させ「オールジャパン」の闘いを
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築き上げて、安倍政権の安保法案
を阻止しよう！
（富田 英司）

色
鉛
筆

本土と沖縄のかけ橋をめざして

スプレイ配備が決定し レイの事故率は７．２１と高い。

本土の横田基地にオ いる。空軍仕様のＣＶ２２オスプ

が、現在は２．１２と修正されて

いる「オスプレイ」に は、当時１．９３とされていた

マは、今問題になって 飛行時間あたりの事故発生確率）

今日のコラムのテー ２２オスプレイの事故率（１０万

発段階から問題視されてきた欠陥

にはならない、技術的な制約が開

と飛行機の特長を足して素直に２

そんなに甘くない。ヘリコプター

に思えるが。しかし、航空技術は

長を併せ持つ、夢の航空機のよう

ヘリコプターと航空機の両方の特

ている。

用しない原因になった」と説明し

オートローテーションがさらに作

いただろう。ただでさえ利かない

考えると重量もかなり加算されて

２２人も搭乗し、乗員の装備品を

ではないか。今回の事故の場合

できず地面にたたき付けられたの

輸送中に、住宅の屋根を吹き飛

した。だが、１機は同量の物資

に３００キロの救援物資を輸送

ドラカのチャリコート地区本部

る。同紙によると、うち１機が

ブバン国際空港に着陸してい

ルに派遣。３日には同国のトリ

所属のオスプレイ４機をネパー

ついて。

たなか、１７日にハワ ＭＶ２２が輸送機であるのに対し

２０００年１２月には事故の多発 ４．ネパールからは「役立た
に驚いた国防総省は飛行を中断さ ず」との声

４月２５日に発生したネパール
大地震の救援活動に参加している
米軍の垂直離着陸輸送機ＭＶ２２
オスプレイが現地での物資輸送

を回して軟着陸するが、オスプレ

する際に、気流を受けてプロペラ

にエンジンが停止して機体が降下

オスプレイを「ｕ

記事の見出しで

ターネット配信

同紙はイン

ピードが通常時より速い。訓練中

動 の た め に、 米

は被災地支援活

（英）

ない追随姿勢が大問題だ。

と強調、米軍に運用停止を求め

は「オスプレイは安全である」

防衛局に求めたのに、日本政府

縄の翁長知事が運用停止を沖縄

の住宅地上空を飛んでいる。沖

練を再開させた。今も毎日沖縄

日から普天間のオスプレイの訓

はまだ「原因を公表」せず、翌

最後に、恐ろしいことに米軍

ばす被害を発生させた。

があった。だからこそ、オスプレ

ためとされる。

イ の 開 発 が １ ０ 年 も 長 引 き、

イで訓練中のオスプレ ＣＶ２２は戦闘用ヘリに分類さ

て、２名が死亡した。
民間旅客機の事故率（０．０５

４０倍超となり、ＣＶ２２オスプ

ＭＶ２２オスプレイの事故率は ３．根本的な欠陥とは

は異常に高い。民間機に比べると

１．オスプレイの事 以下）と比較した軍用機の事故率 せている。では、その欠陥とは？

故率
開発段階から何度も

現在、オスプレイに関して一番

中、住宅の屋根を吹き飛ばす被害

レイは１４０倍超である。

問題視されているのが、「オート

をもたらしていたと、地元報道機

墜落事故を起こし多数

ローテーション（自動回転）機

の死傷者が出ている。

こ れ ま で ３ ８ 人 が 死 ２．「ヘリコプター」と「航

関のカンティプール紙が５日付で

イは普通ヘリより重量が重い、回

ｓｅｌｅｓｓ（役

報じた。

転翼が４分の３程度しかないこと

スプレイは米軍

立 た ず ）」 と 批
オスプレイに詳しい市民団体

普天間飛行場所

で「オートローテーション」が利

「リムピース」の頼和太郎さんは

判 し て い る。 オ

「ＣＢＳテレビが公開した事故直

にエンジンが停止し、オートロー

軍普天間飛行場

在日米海兵隊

テーションを試みたが速度を緩和

前の動画を見る限り、降下のス

属とみられる。

かないと指摘されてきた。

普通のヘリコプターは、飛行中

能」の欠如である。

「二兎を追う者は、一兎をも得

亡、２５人がケガをし 空機」を合わせた機能

ている。米国では「空

飛ぶ棺桶」とか「未亡

人製造機」と揶揄され ず」という諺があるが、まさにこ

このオスプレイの特徴は、離着

ある。

てきたオスプレイであ の「オスプレイ」はこの諺通りで

る。
海兵隊仕様のＭＶ

陸の時はヘリコプターのように
ローターを上に向けて長い滑走路
なしで離着陸出来る。そしていっ
たん離陸すれば、今度はローター
の向きを前方に変えて通常の航空
機のように翼の浮力を利用して進
む。従来のヘリコプターより当然
スピードが出て航続距離も長い。
このようにオスプレイは一見、

「高江のヘリパッドで訓練する米軍オスプレイ」

イが空軍基地に墜落し れ、より過酷な条件で運用される

コラムの窓… なぜ落ちるオスプレイ

の手紙

限り、未来は暗黒だ。（深町）

ル派は、決死的行動を展開しない

伝統・体質に我々少数の超リベラ

外圧でしか変わらない悪しき

だねている。

リベラルを尻目に、すでに身をゆ

日本人は、低迷、分裂する革新、

安全・安心物質的豊かさのみの

い戦争国家化へ一直線。

今日、まさかのあってはならな

消費大衆社会と一体構造化。

心情システムは無関心、自己中の

か。恐るべき戦前からの天皇制的

戦後民主主義は虚妄だったの

いる。

り回され、無力に打ちひしがれて

怠慢・愚鈍は致命的で、状況に振

自称、左派系アナキストだが、

読者から
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