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[civilsociety-forum:15521] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/2/28） 東日本大震災 6年 

神戸から食で東日本大震災に関わる 

 

 

  

 2017/2/28, Tue 21:51 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、火曜日は震災特集、神戸市灘区の水道筋に、

宮城県南三陸町の魚を扱うレストランがあり、オーナーの星野真由美さんは、被災した町で

再建をあきらめない商売人の皆さんに心打たれて、仕入れを決意されて、東日本大震災 6 年、

食で東北にかかわる星野さんのことが報じられました。 

 水道筋のレストランＭＡＩＲＯ（https://www.mairoroima.com/ ）、南三陸町の旬の食材

にこだわり、南三陸町の鮮魚店とやり取りを始めて 10 か月、東北から仕入れた魚、日本酒

がメインで、普段から通っておいしいとファンも言い、星野さんは東北、南三陸町産にこだ

わり、神戸で東北は遠いと思われて、2011・3・11 の東日本大震災、15000 人以上死亡、

多くの町が津波に飲み込まれて、南三陸町のさかなのみうら、三浦さんは漁業をあきらめず、

星野さんと出会い、星野さんは飲食店を経営するとは思わず、過去はこの場所でブティック

をやり、無我夢中でやって、ブティック時代のオーナーの谷さんは、今カメラマンで活躍し

て、ブティックを 20 数年やり、東日本大震災、ネットで調べて、さかなのみうらを知り、

人間味のある人と知り、そして救援物資のお礼として、魚が来るようになり、谷さん、阪神・

淡路もそうで、商売人が成り立たないとだめと言われて、震災の半年後、ブティックの傍ら、

店頭で魚を売り、星野さんも率先して店頭に出て、そして星野さんと、三浦さんのところに

修行に行こうかと谷さんとなって、現地で、見て覚えて、となり、震災から 3 年半、復興、

東北への興味が薄れて、これではダメと、ブティックを止めて、南三陸町の魚を扱うレスト

ランをオープン、谷さんは復興に向かう東北を取材されて、谷さんは店をやめて、写真の道

に進むことになり、星野さんにも大転機にあり、覚悟を決めて、決意は、被災地で奮闘する

商売人たちの姿があり、生まれた町で行きたいと言う生きざまを、自分も見習いたいとして、

去年 5 月に新たにオープンしたＭＡＩＲＯも、三浦さんから魚を仕入れて、魚は三浦さん

に任せて、星野さんは、人とのつながりをお客さんにも知ってほしいと言われて、メニュー

にある、三陸沖直送はお客さんとの接点になり、一生懸命頑張っているものを知ってほしい

と星野さん言われて、復興道半ばの東北へ、神戸から、食を通して、被災地とともに歩むの

です。  

https://www.mairoroima.com/
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 被災地へのメッセージ、神戸で被災地のことを知るのに、意味があるのです、以上、サン

テレビのニュースの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15520] 

朝日放送ラジオ 堀江政生のほりナビ クロス（2017/2/28） 西谷文和 

内戦と飢えのソマリア報告＆谷口真由美 森友学園で国民の資産に損

失を忘れるな！ 

 

 

 2017/2/28, Tue 20:34 

 永岡です、朝日放送ラジオの、堀江政生のほりナビ クロス、火曜日のレギュラーは大阪

国際大の谷口真由美さんでした。後半の報告をジャーナリストの西谷文和さんがされまし

た。 

 

 谷口真由美のドタバタ!?会議、怒りの真由美、全日本おばちゃん党代表代行の谷口さん、

国会の話をしたいが、今日予算があっという間に通過、議論すべきことは無数にあるのに、

戦後２番目の早さで通り、これは森友学園の問題が背景にあると見られて、他で何をやって

いるのか見えず、確かに森友学園のことは政権が吹き飛ぶ問題であり、今まで安倍総理にス

キャンダルは浮上せず、大変に大きな事件になる可能性があり、時系列がどうなっているの

か、分けて考えるべきものが３つ、(1)国有地の払下げ＝国、(2)大阪府の私学の認可、(3)

塚本幼稚園の極右問題とヘイトスピーチ問題、政治の焦点は(1)と(2)であり、(1)は、これ

までの経緯で、安倍晋三記念小学校として作ることで森友学園は寄付を募る＆昭恵氏が名

誉校長、安倍総理が関係ないわけはなく、全く知らないところに名誉校長にはならず、昭恵

氏の講演はファーストレディとして＝公人であり、私人の昭恵氏が名誉校長でも森友学園

にメリットなし→昭恵氏がファーストレディを利用したのは確実、なぜ削除したのか、なぜ

名誉校長になったか、一般人ではないので、説明の必要あり、昭恵氏を入れたことで便宜が

生まれたものであり、9億→1億の経緯不明であり、総理は関係あったら辞任すると言うが、

なぜかかわったか説明の必要は、公人では必要、堀江政生小学校ではない、現職総理だから

寄付した人も多く、ところがでんでん総理は最初知らない→徐々に変わり、森友学園の教育

内容で、安倍総理は 17 日の答弁で、籠池氏の熱意は素晴らしいと夫人から聞いたとあり、
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籠池氏に稲田大臣が感謝状を送り、幼稚園の先生 3 人が文科省の賞、全国 4 人のうち 3 人

も賞を取っているのは不可解＆安倍氏は妻から森友学園の熱意を評価→何かある、ところ

が、22 日に安倍氏は森友学園のことはあまり知らないと言い出して、園児が安倍首相がん

ばれと言うのにもちゃんと答えず、籠池氏との間は知らないと安倍氏が言っても、籠池氏は

会ったと言い、気を付けるべきはファクトチェック、最初に言ったことと、徐々に変節した

ら分かりにくいが、追及したい人は記録してチェックすべき、ネットのバスフィード、現職

の若手記者が辞めてやったところのファクトチェックを見たら、この問題を扱うメディア

としないメディアがあり、政権にやさしいメディアとそうでないメディアがあり、しかしお

かしいものをおかしいとチェックできなくなったら終わり、メディアは国家権力を監視す

べきで、それができないで言論の自由はなく、報じていないメディアは問題（これは日刊ゲ

ンダイの指摘あり、https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200471 ）。 

 国有地の問題、半分は豊中市が買って公園にして、豊中市はゴミを撤去、盛り土して 14

億、森友学園のものは 1 億、建物が木造にしたら補助金が出て、国民の税金で、計算したら

森友学園は 200 万しか払っておらず、国有地は国の財産、国は借金だらけなのに、国有地

が安く売られたら国民の損失で、怒るポイントはここ、「国民の財産が不当に安く売られた

こと」であり、思想信条などもあるが、国有財産が実質タダで売られて、誰の損か？ 国民

が損をしている＝日本国民全員に情報公開請求の権利があり、この前に買いたいとしてい

た学校が 7 億でと言っても国は拒否、この事実は公表されず、朝日放送も取材して、国が

森友学園に口止めされていた、それなら競売の落札にいくらで売ったか公表の義務はなく

なりムチャクチャ、口止めを条件にして売らないといけないものか、安倍総理と昭恵氏の名

前がなくてこんなことはあるのか？ 安倍総理が直接やらずとも、誰かが忖度して、大人の

事情を勝手に斟酌してのこと、大阪の私学の設置基準も緩和されたのは同時期、その後適用

は森友学園のみで、大阪府もかかわっているのか、知っている人はちゃんというべき、今し

ゃべっているのは籠池氏のみ、安倍氏は中身のある話をちゃんとしておらず、説明の責任は

あり、何もないと言うなら、自分や妻が関係していたら総理も国会議員も辞めると言うなら、

籠池氏との関係をちゃんと言うべきで、近畿財務局とのやり取りも破棄されていると、国会

の答弁で言い、しかし確定申告には 6 年間の保管が義務付けられて、領収書も 1 年は保管

しないとならず、公文書は保管の必要があり、家を買って契約書を捨てることはあり得ず、

茶色くなるまで置いているものなのに、国のことは、南スーダンの日報も隠しており、これ

も追及ポイント、確定申告の時期で、白紙領収書のこともあり、ともみ組など、彼らには許

されて、なぜ一般市民には許されないのか、白紙領収書のことも忘れてはいけない、これも

怒りのポイントで、想田監督は、日本人は思想信条はこだわらないものの、お金にはこだわ

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200471
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ると言われて、これは大阪府の問題でもあり、府で基準がなぜ緩められたのか？ 維新と安

倍氏の関係があるのか、国民が政治に信用を無くすことになり、資料がないならその裏付け

が必要、国家のお金、公とからみ、しつこく追及すべき、なのに、予算が成立したと、谷口

さん締めくくられました。 

 

 早耳通信、ジャーナリストの西谷文和さんが出られて、ソマリア、ケニアに 2/9～20 日

行かれて、いつもこれほど取材、ソマリアと、うまく行けたら南スーダンとしても、ビザが

厳しく入れず、ソマリアに入れてこれは満足で、国連の総長が 2000 万人の飢餓のことを警

告、西谷さん、140 万の子供が年内に餓死の危険があり「栄養失調の子供ばかり」と言われ

て、谷口さん、ソマリアは自然、油田、水産資源のある国と言われて、日本もＪＩＣＡで支

援して、しかし西谷さん、26 年内戦で平和な産業が無くなり、軍人しか就職の口はなく、

平和なら観光できるのに、軍人の給料は政府が払い、イスラム国やタリバンはお金を持って

それ目当てに入る、食うために入るのもあり、ソマリアも同じ。 

 戦争で農地破壊、ここ数年雨が降らず、地球温暖化で、エチオピア高原にナイル川があっ

ても干上がり、大阪で淀川が枯れたようなもの、農業ができず、難民は生き延びるためにヨ

ーロッパを目指し、ダブルパンチ、戦争＋地球温暖化で生活が破綻、ヨーロッパを目指すボ

ートに、ソマリア、エチオピアの気候難民がたくさん乗っていたものであり、支援が必要と

国連は言うものの、南スーダン→ウガンダ、ケニアに逃げた人は国連が支援できるが、逃げ

られなかった人は助からず、国連職員や政府の役人も支援を私物化して、莫大な難民が出た

のと、政府関係者がお金を汚職で私物化している問題がある。 

 その他、レイプの事件もあり、治安がないに等しく、この 2,3 年で少し回復、26 年間ま

ともな選挙がなかったのが、やっと選挙で大統領が選ばれて、犯罪を取り締まる、戦争以外

の産業を作るのも、0→1、まだ 99 が残っている。 

 農民に灌漑、農地に水を引くことを教えないとならず、今は原始的な農業で、農機具も必

要、それにはお金が必要で、日本は支援しても、日本は主要援助国、2010 年のデータでは

上位、しかしアメリカはトランプ氏になり支援しなくなる＆トランプ氏のパリ協定破棄→

アメリカは環境保全に逆行で、しかしソマリアの新しい大統領は、アメリカに亡命して、先

進国の民主主義を知り、ソマリアの人たちは大半が難民の帰ってきたものの悲しい現実が

あり、国民は新しい大統領に期待。 

 西谷さんはソマリアで危険とは思わなかったが、どこにも護衛が必要、アルシャバーブと

いう武装集団もいるが、一皮むけば貧しく、武器だけあるので身代金を取ろうとする人は、

イラクにもシリアにもあり、警戒すべきは自爆テロ、2 週間に 1 回はテロがあり、まだま
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だ、貧困が新たな争いを産み、一部戦争成金があり、アメリカ、イギリス帰りの人が狙われ

て、自爆テロは高級デパートでやられる、富を持つものとないものの、途上国の悲しさ。 

 南スーダンもソマリアも石油が出て、その利権があり、今当面の危機は食糧危機、子供た

ちは栄養失調、学校がない、学校と言う概念がなく、8,9 歳で算数を取らず、読み書き計算

を学校で教えるべき、サッカーボールもなく遊べず、水もきれいでなく、下痢になり、途上

国の子供の死因のトップは下痢で、谷口さん、安全な水と下水道の必要を説かれて、今は国

連でも安全な水にアクセスできるか、これも利権になると言われて、西谷さん、上流のエチ

オピアが水を止めて、それでソマリアに水が来なくなり、同じことはトルコとシリアで争い、

20 世紀は石油をめぐる戦争、21 世紀はきれいな水を巡る戦争で、今も日本はお風呂にお湯

をためられる国であり、さらにトイレも水を流せて、人間はきれいな水を飲まないと生きら

れず、ソマリアの人は一部水道があっても、しょっぱく、外務省の情報で、ソマリアでは日

本人も攻撃対象になるとあり、西谷さん、外務省すいませんと言い、しかし南スーダン、ナ

イジェリア、トランプ氏がテロとの戦いと声高に叫ぶほどひどくなる。 

 個人で何かできないか、西谷さん、100 円の募金もできるが、食糧になるしかなく「戦争

を止めるのが最善」、イラクも忘れられて、しかし世界のリーダーで戦争を止める人を選ぶ、

選挙で戦争に反対する人を選ぶ、谷口さん、現地に産業を育てることが必要と言われて、堀

江さんも、治安が悪いと日本人が入れないと言われて、西谷さん、停戦合意が必要だが、日

本のＮＧＯは現地の人たちに自動車を修理する技術を教えて、自衛隊は道を作るのみの自

己完結、日本人が帰っても、現地の人たちの役立つようにやるべきで、「軍を派兵する国は

狙われる」、しかし昔はジャパニーズと言ったら助かったが、今は逆。 

 西谷さんの現地取材の写真もツイッターで報告されて、ソマリアで 27 万人、1 年で栄養

失調で死ぬ＝吹田市、寝屋川市の人口が消えるもので、遠い国のことではないのです。以上、

西谷さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15519] 

朝日放送キャスト（2017/2/28） 森友学園問題 木原善隆、古賀茂明

さんの解説 

 

 

 2017/2/28, Tue 17:22 
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 永岡です、森友学園問題、朝日放送のキャストでも取り上げられました。大阪府の認可に

問題があるというものです。 

 民進党辻元氏、今井氏が現地を視察、8 億のゴミ撤去、森友学園は評価額より 8 億安くＧ

ＥＴした理由がゴミ、しかし業者は汚染土を埋め戻せと森友学園から指示されたと証言し

て、森友学園のＨＰでの主張と矛盾しており、森友学園は汚染土を仮置きと強弁しても、埋

戻しと仮置きは全く意味が異なり、民進党山井氏は、国会で追及されたからアリバイでやっ

ていると指摘、国会でも民進党が攻めて、安倍総理はもう聞き飽きた 1+1＝サルマタで日

本語にならず。 

 森友学園が小学校建設を計画したのは 20 年前、籠池氏は不動産会社から物件を紹介され

て、お国の土地であったといい、借金して買おうとしても、当時の大阪府のルールでは、借

金しての小学校設立は認められず、これで松井氏は 2011 年に規制緩和して、借金があって

も小学校の開校ができるようにとしてくれと、翌年規制緩和、松井知事は納得できる回答を

答えずであり、松井氏は森友学園のために便宜を図ったのではないと言うものの、このルー

ルを使ったのは森友学園のみであり、小学校の開校まであと 1 ヶ月です。 

 木原善隆さんが解説されて、木原さん、2012 年まで大阪府の学校は借金して建てるのは

だめ、しかしすでに別の学校を運営しているなら認めると言うものの、これには幼稚園は入

らず、2011 年に橋下知事の段階で森友学園が要望して、翌年の松井知事で規制緩和、森友

学園が設置申請、しかしこんな申請は森友学園のみで「森友学園のためだけに規制緩和した

可能性がある」と指摘されて、安倍総理と森友学園の関係、2015/8 に森友学園の申請→翌

日に近畿財務局、大阪航空局が動き、安倍総理の来阪時に理財局長を呼び出して、安倍総理

は日帰りで、ミヤネ屋とそこまで言って委員会の収録、日帰りも、それも戦争準備法案審議

の際で、木原さんこれは当時の鴻池議長にも批判されたと言われて、共産党宮本氏の質問、

近畿財務局、大阪航空局、小学校の開校関係があったと指摘、しかし資料は廃棄されて、そ

して国交省→森友学園に補助金、さらに昭恵氏が名誉校長になり、これについて古賀茂明さ

ん、あまりに揃い過ぎて、2015/9 の動き、さらに大阪府と近畿財務局の動きがあり、事務

方が無理やり進めていたものもあり、両方の審議会で、こんな小学校の認可に、新聞沙汰に

なると反対されているのに、押し切ってやったのはおかしいと言われて、財務局長や籠池氏

の証人喚問を自民党は拒否して、木原さん、安倍総理は潔白を証明するためにやるべきと言

われて、古賀さん、東京都は豊洲で百条委を開き、松井氏もこのようにして、潔白を証明す

べきと言われて、安倍総理と松井知事は関与しているのか、はっきりしない状態と、司会の

浦川泰幸さん締めくくられました。以上、キャストの内容でした。 
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[civilsociety-forum:15518] 

毎日放送ちちんぷいぷい＆関西テレビワンダー（2017/2/28） 森友学

園土地格安取得、塚本幼稚園教育基本法違反問題と金正男氏？ 暗殺

事件、アカデミー賞でのトランプ氏批判を語る 

 

 

  2017/2/28, Tue 17:01 

 永岡です、森友学園の問題はテレビでもさかんに取り上げられており、毎日放送ちちんぷ

いぷいでも小特集がありました。 

 豊中市の国有地を 1/7 でＧＥＴ、子供たちに安倍総理がんばれ、中国・韓国へのヘイト

スピーチ＝2015 年 9 月の塚本幼稚園の選手宣誓で、ご存知のように、塚本幼稚園作成のＤ

ＶＤ（ジャーナリストの菅野完さんのツイートによると、保護者は 3 万円で買わされる）

で、領土問題、ヘイトスピーチ、でんでん総理がんばれ、戦争準備法案通過良かったと言わ

せるものであり、スタジオでも皆さん絶句、民進党は教育基本法違反と追及して、保護者か

らも、こういうことをすると、年長になると中国・韓国を嫌いになるとの証言もあり、司会

のヤマヒロさんも、意味を分からずに園児たちが言わされていると指摘されて、選手宣誓の

文言が文字おこしされて、領土問題やヘイトスピーチなどがあり、スタジオでもここまで極

端な、運動会と関係ないものをやるのかと指摘があり、石田英司さん、極右教育を知らずに

入れた保護者もあると指摘されて、ヤマヒロさん、親がアカンと思ったらやめさせる言われ

て、塚本幼稚園は 1953 年創設、先代の延長は 95 年に亡くなり、先代の娘（副園長）の夫

が籠池氏、関西大の山縣さんは、塚本幼稚園のエキセントリックな話はここ数年で聞くよう

になったと言い、昔はこんなことはなく、保護者も、厳しいけどいいということや、教育勅

語の暗唱、さらに、天皇が関西に来たら旗を振り提灯行列、これに熱が出て休ませてくれと

言っても、副園長はそれを許さず、これについて歴史家の磯田道史さん、これは陛下が一番

嫌うことだと言われて、熱の出た園児に陛下は来てほしくないはずと言われて、安倍総理が

んばれにも問題、磯田さん、法律も問題で、法治国家はルールの範囲で教育はできて、安倍

総理がんばれ、戦争準備法案通過良かったを園児に言わせるのは、私塾ではなく、税制も優

遇されている幼稚園で問題、福山で国旗国歌の指導を受けた例もあり、尖閣の件などはグレ

ーで（名指しで他の国を悪く言うのは学習指導要領に抵触）、個別の政治のことを園児に言

わせたのは教育基本法違反と言われて、ヤマヒロさん北朝鮮のことを指摘されて、スタジオ
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でもほとんど北朝鮮との声があり、石田英司さん、大阪府が是正勧告しない、保守系には委

縮するのは問題と言われて、保守系に土地の売却で忖度したなら大問題と言われて、国会で

も教育基本法違反と指摘が野党からあり、国有地格安払下げ問題と、極右教育が問題であり、

安倍夫人、塚本幼稚園から幼稚園に行くのはいいと言っており、安倍総理が否定してややこ

しくなり、政治家のスキャンダルはお金の話だけでなく、政治信条、忖度の問題と言われて、

磯田さん、教育勅語は明治憲法とセット、教育基本法と日本国憲法はセット、教育勅語は

1948 年に失効しており、教育勅語の精神に基づいて教育するのは文科省もアカンと言って

いると指摘されて、教育方針に教育勅語を使うのは問題と言われて、山縣さん、半分能力の

ない子供にこの教育をするのはアウト、ただし幼稚園で原発反対をした例もあるというの

ですが、松野文科相は大阪府に是正させると言うものの、ヤマヒロさん、国会でまた新しい

話も出て、8 億値引きの問題も終わっていないと、締めくくられました。 

 この件で、昨夜、マスコミのトップたちが安倍総理と会食した件、報道するラジオのコメ

ンテイターであった平野幸夫さんが、御用記者と首相の狂宴としてブログを書かれていま

す。 

     

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12251972307.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--

blog----hirano-yukio_12251972307 

 

 この件は、菅野完さんの発信が最初で、脱原発のブログにも記載があります。 

     

http://ameblo.jp/amebloacchan/entry-12252023757.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--

blog----amebloacchan_12252023757 

 

 さらに、関西テレビの、みんなのニュースワンダーでも小学校からのゴミ搬出に関して報

じられて、民進党辻元氏も視察、国会で問題になったから証拠隠しと指摘しており、作業し

た男性は盛り土 200 立米の汚染土、それを搬出しないと、森友学園の言い分と矛盾し、豊

中市は汚染物の表示なしと指導しており、安倍総理は民進党に追及されて、籠池氏とは面識

なしと言うのですが、関西テレビは 2015/9 に森友学園で講演する昭恵氏の映像を手に入

れて、安倍晋三記念小学校を承諾しており、森友学園の方針に賛同したためであり、籠池氏

はそれを踏まえて名誉校長になってもらったとして、昭恵氏は籠池氏に心底賛同しており、

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12251972307.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12251972307
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12251972307.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12251972307
http://ameblo.jp/amebloacchan/entry-12252023757.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----amebloacchan_12252023757
http://ameblo.jp/amebloacchan/entry-12252023757.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----amebloacchan_12252023757
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安倍総理の言い分と矛盾して、認可する松井知事はこれに言及して、認可できないともいう

のです。 

 敷地にどんなゴミが埋まっているのか、国有地格安払下げ問題、関西テレビの竹下記者さ

んが報告されて根拠のゴミ搬出、5 時になっても終わらず、ヘドロ臭がして、ダンプ 4000

台分のゴミがあるか、そこまでなく、津田塾大学の茅野さん、開校 1 か月前にゴミ撤去は

方針に疑問、こんなゴミを放置しているのは問題で、国有地の安く払い下げ、ゴミの処理で

8 億がどうして出たのか、根拠は何か国民に説明すべきで、ただ民進党は政治問題化して争

点がボケているとも指摘されて、政権を追い込みたい民進党に、国民の意識とずれがあり、

財務省も資料を公開して、説明責任を果たすべきと言われました。以上、ちちんぷいぷいと

ワンダーの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15512] 

朝日放送おはようコール（2017/2/28） 小西克哉が塚本幼稚園の教育

基本法違反「愛国は悪党の逃げ場」と金正男氏？ 暗殺事件、アカデ

ミー賞でのトランプ氏批判を語る 

 

 

 2017/2/28, Tue 06:21 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は国際ジャーナリ

ストの小西克哉さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は避難指示解除、3/31 と 4/1 に解除、帰還をためらう人

も多い、読売は中国が日本のＥＰＧ開発、毎日は北朝鮮の金正恩氏の暗殺は国家ぐるみと韓

国が断定、産経は金正恩氏の暗殺のこと、日経はビッグデータ売買のことです。 

 

 国有地格安払下げ問題の森友学園の塚本幼稚園に教育基本法違反の疑い、ＡＮＮは新た

な宿泊研修の映像を入手、年 1 回伊勢神宮を訪れて、籠池氏が日本人でよかったと教える

ものの、塚本幼稚園は、2015 年の幼稚園の運動会で、韓国・中国へのヘイトスピーチ、で

んでん総理称賛…と絶句の内容であり、朝日放送は新たに 2014 年の運動会の映像を入手

して、朝日新聞謝れとこれも同じであり、スタジオでも絶句、大人が自分の考えで言うので



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

10 

 

はなく、大人が言わせており、小西さん子供たちがかわいそう、朝日新聞謝れはムチャクチ

ャと言われて、園児が安倍総理がんばれは政治活動を禁じた教育基本法 14 条違反の可能性

があり、専門家は教育基本法違反と語り、でんでん総理は国会の答弁で塚本幼稚園は大阪府

の所管と逃げて、松野文科相は 1+1＝サルマタ、小西さん、抵触しているのは火を見るよ

り明らか、法律論ではなく政治論で、戦争準備法案通過を指示しているのは問題、政治的に

違反しており、これは政治的な発言で、安倍頑張れより戦争準備法案通過良かったは問題、

教育で愛国と言わせるのは中国と全く同じ、江沢民氏が 20 年前にやってもここまで国のト

ップの賞賛はせず、北朝鮮に一番近く、これが問題にならなかったら何でもありになる、愛

国教育は、サミュエル・ジョンソン氏の、愛国は悪者の最後の逃げる場所という意味と同じ

であると言われました。 

 なお、昨夜安倍総理はマスコミのキャップを赤坂飯店でオフレコ懇談会をやっており、リ

テラが報じており、http://lite-ra.com/2017/02/post-2951.html 

 

 要するに、森友学園のことは報じるなとの政府からの圧力をマスコミが受けており、この

国はもう戦前に戻ったのではありませんか？（朝日新聞には各社のキャップと赤坂飯店で

会合と首相動静にありました） 

 

 金正恩氏の暗殺、韓国の情報機関は北朝鮮の国家ぐるみの犯行と断定、マレーシア警察は

殺害された男性を正男氏と断定せず、息子のハンソル氏はまだ現地に来ず、ハンソル氏は家

族と元気と言い、実行犯 10 人、大使館の中にいるものも二人、職業など謎の容疑者が実行

犯の女を誘い込んだと見られており、女性容疑者はインドネシア関係者に、誘われた経緯を

証言しており、実行犯と北朝鮮の工作員の関係が分かり、3 つのグループで、国家保衛省の

関係、ベトナム、インドネシアグループの犯行と言うもので、これについて小西さん、韓国

が断定して、細かい分析の結果、様々な犯行グループ、外務省に当たるものが行動するのは

おかしく、スパイを扱っても実行部隊であり、ＶＸを使うにはリスクも多く、欧米のメディ

アは 2 つの化学薬品を混ぜたと報じて、これは薬品に詳しいものもいても、外から持って

きて、外交郵便で開けられないものを利用し、ヨーロッパが外交官の中立を守るために作っ

たもの、外交官の保護のものであり、しかしあそこまで犯行が明らかになり、複雑な作戦を

やって正男氏をなぜ殺したか？ 正男氏が目障りでも、なぜあんな派手なことをやったか

と言われました。また、北朝鮮は国外にいる人に上納金を求めており、正男氏は正日氏の遺

産を 500 億持っており、小西さん、マレーシアでも北朝鮮の方が失踪して、しかし北朝鮮

の経済は悪くなかったものが、中国との関係悪化で締め上げられるとも言われました。 

http://lite-ra.com/2017/02/post-2951.html
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 本日の気になる新聞記事から、産経 3 面の記事他から、アカデミー賞授賞式でトランプ

大統領批判、ハリウッドは差別をしない、メリル・ストリープさんも賞賛されて、イランの

ファルハディ監督は授賞式に欠席、ニューヨークタイムスが、トランプ氏が出したＣＭ批判

で、トランプ氏は例によりツイッター発信でＮＹＴに誹謗中傷、小西さん、安倍晋三 vs 朝

日新聞もあり、アカデミー賞は映画の祭典で、時折政治の話も出るが、会場はほとんど反ト

ランプ、70 年代に反ベトナム戦争批判があっても賛成、反対に分かれていたり、イスラエ

ルとパレスチナの問題でも賛否に分かれたのに、今回は全体がトランプ反対と言われて、ア

メリカでは映画で政治のことも取り上げて、しかし日本アカデミー賞にはそれはないと言

われました。以上、小西さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15506] 

報道するラジオ（2017/2/27） 共謀罪～どこが問題か？＆森友学園の

問題 宮本亜紀さんのお話 

 

 

 2017/2/27, Mon 21:01 

 永岡です、報道するラジオ第 233 回、今週も毎日放送アナウンサーの水野晶子さんの司

会で放送されました。 

 今回は、国会で取り上げられている重要問題 2 つです。 

 ニュースは千葉猛さんの担当でした。 

 森友学園の国有地格安払下げ問題、用地に埋まっていたゴミが埋め戻された件、豊中市が

聞き取りして、業者は仮置き、明日以降搬出、松井知事は認可にも影響と言い、森友学園の

問題は（1）土地取引、国有地格安払下げ、9.56 億の土地を 1.34 億の 8 割引き以上で売っ

ており、理由は土地から出てきたゴミの撤去の費用、しかし売り渡す前に国がゴミの撤去に

1.32 億払っており、森友学園はたった 200 万でこの土地をＧＥＴし、国が 8 億値引き、ダ

ンプカー4000 台いるのに、その痕跡なし、国会で問題になり、ゴミの撤去について国は確

認しなくていいと言い、民進党玉木氏、これに突っ込んで、麻生氏はしどろもどろで逃げて、

玉木氏はゴミ撤去費用に突っ込んで、でんでん総理、1+1＝サルマタ、2+2＝モモヒキ、書

き起こし不可能で逃げて、法的には問題ないと言い、8 億のゴミの処理、学園は 1 億と言
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い、会計検査院が評価して、さらに学園の教育、塚本幼稚園の運動会で、幼稚園児がでんで

ん総理がんばれ、ヘイトスピーチを言わされて、戦争準備法案通過良かった＝教育基本法

14 条に違反と指摘されて、瑞穂の国小学校の名誉校長は安倍総理夫人の昭恵氏、これにつ

いてでんでん総理、理事長の籠池氏を当初は評価、稲田氏も籠池氏に感謝状、海自の応援へ

の感謝、保育士を自衛隊に体験入隊させたことで、ところが民進党福島氏に質問されて、次

週にでんでん総理、苦し紛れに名誉校長になったとか言葉を変化させており、福島氏、先週

との違いに突っ込んで、籠池氏を評価→嫌ったことを指摘して、でんでん総理がこの学校の

どこに共感したかと問い、国有地格安払下げには自分と妻はかかわっていないとしても、野

党は政治家の関与を追及して、理財局長との記録の開示を求めています。 

 今回のメインテーマは共謀罪、政府はテロ対策として、過去 3 回廃案になった共謀罪に

ついて、大阪弁護士会の共謀罪対策プロジェクトチームの宮本亜紀さんがスタジオでお話

をされました。 

 宮本さん、森友学園の問題についてもコメントされて、教育基本法に抵触するかは大阪府

が対応すると言うのに、教育基本法 14 条に特定の政治勢力の応援禁止、教育の中立を守る

ためで、文科相は法律をちゃんと見るべきと言われて、水野さん、文科省が判断するのかと

聞かれて、宮本さん、文科相は判断を逃げていると言われました。 

 

 その共謀罪、3 回廃案のもの、反対にあってのもので、今回はテロ等準備罪として国会に

提出されようとして、3/10 に閣議決定を目指して、今回は共謀罪がテーマで、宮本さんは

この法律に詳しく対策をされており、共謀罪について、分かりやすく解説されます。 

 宮本さんのお話、共謀罪とは何か？ 具体的な問題について、これまでに共謀罪は 3 回

提出されて廃案になったのは、時期が 2006 年に激しく審議、小泉氏の時代で、与党は数で

通せても、国民の反対で廃案、一般市民も対象になるほど内容が不明確、目くばせだけで犯

罪が成立するのが問題で廃案になり、今回はテロ等の対策で、政府は一般市民は関係ないと

言うものの、条文はまだ出ておらず、明確にポイントをついての批判は難しいものの、政府

筋から根拠があり報じられて、今まで反対の意見、会社の同僚で、居酒屋で上司をいてもた

ろか、というのが共謀罪に当たると言う危惧があり、水野さんもそれくらいは自分も言うと

して、宮本さん、いてもうたろか、は刑法だと暴行、傷害に当たるものであり、具体的に言

わず、傷害の結果は出なくても、「共謀罪は話し合っただけで適用される」ものであり、そ

こまでカバーしてしまうもの。 

 テロと、居酒屋での悪口は違うと水野さん言われて、宮本さん、総理も一般市民には関係

ないと言うものの、マンション建設に反対する、ごみ処理場に反対などの場合、建設会社に
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説明会を求めて問いただすことで、建設会社がちゃんと説明しない→次回、納得する説明を

するまで帰さない、は監禁罪に抵触することになり、関係者を缶詰にすることなどしても、

身体の自由を奪うものは適用される！ 条文であり、2006 年に審議された際に、野党の修

正案もあったが、共謀→計画、団体→組織的となり、リスナーより、少しでもかかわると共

謀罪になるのか、居酒屋であの上司いてもたろか、で盛り上がって、聞いていただけでどう

なるかとあり、みんなで合意したと捜査機関に判断されたらアウト、黙っていた＝賛成と見

なされる！ 2006 年にも言われていた。 

 今の法律で、複数で話し合い、発言したものが罪になり、警報は犯罪を既遂で処罰するも

のであり、すでに行われた犯罪、重いと未遂で処罰されるが、殴ってもケガしなかった、ピ

ストルで撃っても当たらなかった＝行動で処罰であり、しかし共謀罪だと話し合いのみで

処罰、未遂の前に、重い罪だと予備罪があり、具体的な危険、ピストル、毒薬を買う、であ

り、しかしその前の計画で処罰されてしまい、リスナーより、酔っぱらった人の発言はどう

かとあり、宮本さん「当てはまる可能性がある」、法務省でも、居酒屋での話し合いに処罰

と言うのは、本気でないものはやらないとＨＰにあるが、泥酔でのものでもあたる可能性が

あり、法律の条文で、これが除外されているか不明、どこまで飲んだら酔っぱらったか不明

確で「後から警察が判断する」、捜査→逮捕、家宅捜索、リスナーより、警察の判断で逮捕

なら、沖縄の辺野古反対が逮捕されないかとあり、宮本さん、基地建設を止めるためにカヌ

ーで海に出る、座り込みで、工事の邪魔→組織的なもので、カヌーで出なくても、話し合っ

ただけで逮捕！ 

 水野さん、基地建設阻止で、カヌーに乗るので何時に集合とＬＩＮＥで知らせて、ＬＩＮ

Ｅのグループに入っていたらと質問されて、宮本さん、居酒屋で黙っているだけで逮捕され

る、止めようと発信しないと逮捕、黙っている＝納得、になる！のです。 

 水野さん、国の政策に反対する、原発反対の集会もあり、再稼働阻止のために、車両を止

めることについて聞かれて、宮本さん、辺野古と同じで、組織的な行為、準備行為なしで処

罰しないと言うものの、大臣もちゃんと答弁しておらず、ピストルを買うではなく、資金の

準備、現場を視察するなども適用されて、カヌーを買うお金をＡＴＭから降ろす、基地の下

見も該当して、お金をＡＴＭで降ろすのは生活費のためかも知れず、下見も散歩中かも知れ

ず、しかし通りかかっただけで、後から警察に準備行為と見なされたらアウト、準備行為で

限定されない。 

 今、政府の言う、一般市民には関係ない、組織的集団と言うのはウソであり、たくさんの

ケースが想定されて、何か自分の主張をすることについては、宮本さん、核反対と、家に貼

るのは良くても、電力会社の建物にポスターを貼ったら検挙、ペンキで原発反対と書く→建
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造物損壊の共謀罪の可能性があり、書かなくても相談したら処罰、書いたら既遂、ところが

相談だけで共謀罪になり、ＡＴＭから降ろす→ペンキ買うためとこじつけられるものであ

り、誰が準備と決めるのかは、警察が判断するので、後から裁判所で無罪となっても、警察

の逮捕、家の家宅捜索、裁判まで人質司法→普通の人は社会的な信用を失い、勤め先も首の

危惧があるのです。 

 

 さらに、宮本さんのお話、共謀罪の具体的なものが見えて、リスナーより、一般国民に適

用されても、悪意を持ったら犯罪がやられて、サリン事件もあり、テロを防ぐ必要があると

の質問で、宮本さん、これなしでオリンピックは開けないと言い、朝日の世論調査でもテロ

対策は賛成が多いと水野さん言われて、宮本さん「テロ対策に関係ないものも含まれる」、

667 の罪を処罰しないと、ＴＯＣ条約が結べないと政府は言うものの、これはテロ対策が

目的ではなく、マフィアのマネロンを取り締まる、アメリカの 9・11 テロの前に国連で採

択されて、ＴＯＣはテロは関係ない、条約を結ぶために必要と、過去 3 回の廃案も言われ

ていたのに、実際は 277 の罪に減らして、理由は、宮本さんも初めに 667→減らしていい

かと皮肉られて、これで一般人の心配はないのではなく、詐欺罪などもあり、身近にある、

テロと関係ない罪も含まれる！ 

 テロを防ぐには何かいるという意見に、宮本さん、日本は国連のテロ対策の条約を結んで

おり、それも外務省、法務省は言っており、ここでＴＯＣを言い出して、過去の説明を反故

にしている！ 

 説明が二転三転して分かりにくく、日本はテロ、組織犯罪の対策の法律もあり、日本は銃

規制があるので、テロは大半防げて、オウムのサリン事件はどうか、でんでん総理もサリン

事件を口にしても、これへの対策の法律はもうあり、サリン等で対処できる。 

 日本の法律は対応できて、9・11 のようなものも、ハイジャック防止法に予備罪があり、

チケットを買って取り締まれるのに、安倍総理はこれを認めておらず、野党に批判されて、

日本は法整備はできており、必要なら個別に対応したらいい、共謀罪は一律に多く網をかけ

てしまう。 

 うっかりものも言えなくなるもので、自分は大丈夫ではなく、警察は犯罪を調べるために、

盗聴法も作られてしまい、会話、メールが警察に監視されて、集会に行っても、そこが盗聴

されて、発言したらアウトの場合もあり、市民は委縮するもので、いきなり逮捕されなくて

も、監視、逮捕はプライバシー否定、生活が脅かされる、逮捕されるか否か以前に、社会の

ムードが変えられる。 

 水野さんは思わなくても、捜査機関にチクられたらアウトかと指摘されて、宮本さん、冤

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%B5%84%E7%B9%94%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%9D%A1%E7%B4%84
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罪がタレコミ、密告起こるというのです。 

 

 その他のニュースも千葉さんの担当でした。 

 過去最高の 2017 年度予算が衆院を可決、通過、今年度内の成立が確実、社会保障が 1/3、

軍事費は 5200 億、参院で審議であり、野党は森友学園の問題、共謀罪のことを追及、南ス

ーダンの日報、文科省の天下り問題を追及するものです。 

 福島県浪江町、避難指示の解除に住民が同意して、馬場町長が決定、時期尚早との声もあ

ったものの、街の再建のため、としています。 

 京都府医大の、暴力団関係者への問題、学長は解任かの審議に入ります。 

 アカデミー賞、イラン映画が選ばれて、トランプ大統領の入国禁止に批判「ハリウッドは

国籍で差別しない」とトランプ大統領を批判しています。 

 天皇退位、与野党の一致を決めるために、衆参の会合で、論点整理を手渡し、3/2 に全体

会合、大島氏は特例法か、皇室典範改正か論ずるのです。 

 

 今週の特集、共謀罪のこと、宮本さんのお話で、日弁連は反対の声明を出して、市民集会

を 3/10 に大阪弁護士会で共謀罪、名前を変えてもレッドカードというものを元法務大臣の

平岡さんを招いてやり（http://www.osakaben.or.jp/event/2017/2017_0310.php ）、3/13

には弁護士会館でパレードをしてアピールします、賛否の前に、内容を知るべきなのです。 

 共謀罪は現代の治安維持法で、こんなものを通してはなりません！ 以上、今週の報道す

るラジオでした。 

 

 

[civilsociety-forum:15504] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/27） 風疹の問題＆動物のゴタゴタ… 

 

 

 2017/2/27, Mon 19:08 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」にて、特集ではありませんが、風疹の問題

が取り上げられました。女性が妊娠中に感染したら、問題なのです。 

 ある女性は 4 年前に女児を出産、視力が弱く特別な眼鏡が必要で、女性は妊娠 7 週目に

風疹に罹り、医師からは中絶を進められて、確実に障害のある子供が生まれると言われても、

http://www.osakaben.or.jp/event/2017/2017_0310.php
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娘さんを出産、恐れていた心臓などの疾患があり、それでも、娘さんを育てるというのです。 

 風疹は 2012～13 年に大発生で、何と 17000 人も発症して、うち胎児感染で 45 名に障

害、5 人は 5 か月以内に死亡しており、これは、風疹だと、1979 年以前に生まれた人は、

ワクチンを接種しておらず、その後接種 1 回→2 回となっても、このような感染症は爆発的

に広がることがあり、夫婦で、夫が感染して、妊娠中の妻に移ることもあり、取材された三

澤肇さん、このような感染をワクチンなどで防げる場合もあり、妊娠中の感染の危険性を示

されて、他方、先の女性は子供を必死に育てており、私も風疹ではなく、肺炎では私も母も

えらい目に会い、叔母はそれで亡くなり、感染症は他人事ではなく、こんな大変なことにな

っているとは驚きました。 

 この他、ＶＯＩＣＥでは、憤懣本舗で、箕面で、庭、農場が荒らされて、犯人はサルでは

なく鹿であり、サルは絵付で人間の居場所から話されて、その分鹿がのさばり、地元の猟友

会の皆さんが駆除されるものの、鹿は動きが複雑で、平均年齢 62 歳の皆さんが健闘されて

おり、また、京都で、自転車のベビーカバーの紐が切られる事件が相次いで、人間の犯行か

と思いきや、防犯カメラで見たら、何とイタチ！ がかみついて切っていることが判明、こ

のカバーに覆いをして被害は少なくなり、警察も捜査結果を発表…で、箕面と言うとサル、

じゃりン子チエで、箕面のサルがチエちゃんの家を襲撃して、スーパーキャット、小鉄とジ

ュニアが退治して、箕面の滝つぼでボス猿が寒中水泳…というものがあり、私は、国会に小

鉄を派遣して森友学園の問題の容疑者を寒中水泳させたい…何て書いたら「共謀罪」で逮捕

かな？（笑）、以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

[civilsociety-forum:15503] 

毎日放送ちちんぷいぷい＆ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！

（2017/2/27） 青木理 ツッコミどころ満載の森友学園問題を斬る！ 

 

 

 2017/2/27, Mon 17:05 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ！ 月曜のレギュラーはジャーナリ

ストの青木理さんでした。森友学園問題、ＴＢＳテレビの昼のワイドショー、ひるおびでも

今日初めて取り上げられて、伊藤惇夫さんの厳しい指摘に、手先寿司郎氏が必死にでんでん

総理を弁護して、ほとんど漫才で、田崎さん、でんでん総理失脚後は、吉本興業が拾っても

らおうとしているのかな？ そんなわけないな？（笑） 
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 まず、毎日放送のちちんぷいぷい、森友学園問題、現地から河本光正アナウンサーの報告

で、繰り返された、8 億もかかるようなゴミの処理を現地の住民は見ておらず、更地の際に

は桜の木があり、住民の方は年に 1 回花見をして、異臭のするようなものはなかったと報

告されて、奥田信幸さん、国有地を国は早く売却したかったと解説されて、ゴミの処理も国

が確認しなくていいということであり、8 億のゴミの撤去費用は国が算定しても、ヤマヒロ

（山本浩之）さん根拠について問われて、過去に類似の事例なしとの奥田さんのお話であり、

土地が数億で、森友学園に買うお金がなく、随意契約でも、神戸学院大学の中野雅至さん、

文書が残っていないわけはないと指摘されて、前例のないものの書類を役人が廃棄するわ

けはないと言われて、奥田さん、24 日の共産党宮本氏の質問で、国交省と近畿財務局の話

し合いを質問して、共産党はその資料を持っていると指摘されて、そしてまだ認可は降りて

おらず、そして、司会のヤマヒロさん、森友学園問題が政局と結びつくか未定と言われても、

奥田さん、先週の最初の答弁だと、安倍総理は森友学園を評価していた→週末に安倍総理は

森友学園に迷惑していると言い出して、石田英司さん、塚本幼稚園の方針も指摘されて、安

倍氏はしつこく言われて、名誉校長と言われて就任で迷惑と言い、籠池氏の言い分と安倍氏

の言い分が食い違い、安倍昭恵氏は名誉校長を辞任しても、安倍晋三記念小学校として寄付

を募っていたのは事実で、しかしヤマヒロさん、そんなことは安倍氏、すぐにわかる、勘違

いで済まされないと言われて、認可するのは大阪府で、松井氏、経営に問題と言い、認めら

れたのは 2015 年、しかし経営に疑問符がついて、負債の額もあり、それでも仮の認可であ

り、また審議会を開くと言うものの、生徒の数にも問題があり、1 年生 45 人 2 年生 5 人、

しかし辞退者も出て、松井氏は認可しないこともあると言い、しかし工事も行われており、

これまで 2000 トンの土があり運び出すものの、ヤマヒロさん、開校しても無茶苦茶と言わ

れて、この日のコーナーは締めくくられました。 

 

 なお、籠池氏が明日記者会見と言うのは、吉富さんの情報で延期になりました。また、こ

のネタ、何とミヤネ屋でも取り上げられています。ナベツネが巨人をボロクソにいうような

ものです（笑）。 

 

 続いて、ＴＢＳラジオのデイ・キャッチ！ 何とニュースランキング 1 位は森友学園問

題、町のアンケートもネットアンケートも同じく 1 位で、青木さん、ニュースが消費され

て、朴大統領の弾劾で一時は持ち切り、しかし町の関心は 10 位で、1 位の森友学園問題は

消費すべきでなく、深掘りすべきと指摘されました。ある意味、安倍政権を集約していると
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青木さん言われるのです。森友学園問題、豊中市が再調査決定がニュースランキング 1 位

で、ゴミの撤去をした業者が埋め戻したと証言したためで、豊中市は現地の調査もする予定、

森友学園は地下に仮置きと強弁して、森友学園は評価するの 1/7 で土地をＧＥＴ、国会衆

院予算委で、民進党福島氏が、安倍晋三記念として寄付金を集めたなら法的措置を取れと迫

り、でんでん総理、もういい加減に 1+1＝サルマタ、ヲイ、答弁を書いている官僚、日本

語で答弁書いてルビも振れ！（笑）。 

 青木さん、国会の質疑をご覧になり、批判されたらでんでん総理はレッテルはりと逆切れ

するが、国有地＝国民の財産が格安で払い下げされたら国会で審議すべきで、逆切れは国民

への反逆と言われて、リスナーからも、関係した官僚をテレビで喚問せよとあり、青木さん、

ゴミ撤去の８億を国が確認しておらず、国の土地の賃貸は過去に２例しかなく、実際の土地

代の分割払いは前例なし、大阪航空局の算定すべきものを、国が算定したのも前例なし、全

部異例、青木さん、役人は前例のないことをやるのは嫌で、安倍氏はかかわっていないと言

うのが真実なら、官僚の忖度か、首相に近い政治家の働きかけ、あるいはほかに圧力がなか

ったか、国会でちゃんとやるべき、政権の致命傷になると言われて、本命は払下げ問題、し

かし極右教育も問題と言われました。 

 

 で、お友達？ のトランプ政権メルトダウン、海軍の人間が辞退で、投資してきたビルデ

ン氏、海軍を率いるのは無理というもので、青木さん、トランプ政権もガタガタ、ビジネス

マンは海外にビジネスの取引相手がいて利益相反になり、陸軍長官辞退、近年のアメリカの

政権では遅い人事で、民主党→共和党で何千人変わっても、こんな遅いのはなく、ケネディ

大使の後任が決まらず、韓国の大使もまだであり、大使はＨＰで空欄、外交で大使なしは、

機能しておらず、大使が決まらないと、トランプ政権、メディアとの闘いや人事の混乱、精

密機械以前に部品が揃っていないと言われました（トランプさん、あなたがタイガースの監

督なら、今頃トラキチにより大阪南港に放り込まれていますよ！（笑））。 

 なお、金正恩氏の件はややこしくなり、影武者説も出て、マレーシア政府、警察も含めて、

正男氏の息子さんの安全もあって大変と言われました（体力もなくなり、これ以上フォロー

できません（泣））、朴槿恵氏弾劾について、青木さん、一度も出廷せずに結審で、81 日に

20 回の審理、今日も 2 時から審理で、大統領側は意見書の朗読のみで、しかし今までの主

張の繰り返し＝朴氏はどうなるか、韓国の憲法裁判所は 3 月に 7 人になり、弾劾審判は 6

人の賛成が必要で、3/14 の 1 人辞めるまでに結論を出して、弾劾→4,5 月に大統領選にな

り、3/13 がポイント、3 月上旬が要で、特別検察の捜査も、期間延長を申請して、しかし

首相が認めず、特別検察の捜査も終わり、3 月に朴氏の弾劾が決まり、弾劾なら、実質選挙
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になり、韓国の大統領選はアメリカと同じで 1 年かかるのを、今回 60 日しかなく、しかし

弾劾になるか、まだ不明で、2/10 の世論調査では弾劾賛成 79％＝世論は朴氏にアカンと

して、憲法裁判所の結論がどうなるか、春、夏の前に新しい大統領が決まり、日韓関係がど

うなるか、朴氏は保守で、次期の大統領はリベラル系、しかし、日韓で一致してアメリカに

も北朝鮮にも対抗してほしいと言われました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、青木さん、森友学園問題について、改めて語られました。 

 突っ込み満載を青木理が斬る、国有地格安払下げは納税者に直接関係して、国会、検察も

含めて調べるべきで、他方、突っ込みどころ満載、塚本幼稚園の教育が、今朝の情報番組で

取り上げられて、青木さんも出られたモーニングショーでも、教育勅語の暗唱、軍歌は私立

でシャレになるとしても、運動会の選手宣誓、戦争準備法案国会通過良かった、でんでん総

理頑張れ、日本を悪者扱いする中国・韓国へのヘイトスピーチ、正気を疑い、異例で、教育

基本法に学校で政治的な活動は禁止されて、安倍首相がんばれ、戦争準備法案賛成はそれに

抵触し、さらに、親御さんに、中国人、韓国人へのヘイトスピーチ＆憲法改悪の署名簿を親

御さんにさせていたのも大問題、バックに日本会議があり、憲法改悪の組織の事務局が日本

会議、籠池氏が日本会議の幹部、日本会議はでんでん政権のコアな支持、安倍氏も日本会議

と関係は深く、国有地格安払下げだけでなく、塚本幼稚園の教育が、日本会議の政治姿勢と

近すぎると指摘されて、昭恵氏が名誉校長を辞任しても、強啓さんなぜ受けたかと言われて、

青木さん、でんでん総理は最初が立派と、籠池氏も持ち上げて、ゆえに昭恵氏が名誉校長→

しつこくて仕方ないと言うものの、学園のトンデモ方針、教育基本法に明らかに反したもの

を政権として支援したのは大変なことであり、強啓さん、やり取りの文書がなかったことを

問われて、青木さん、文書を出したら安倍氏にも悪いことではなく、ちゃんと安く売ったこ

とや、安倍氏が無関係の証拠になるのに、しかし青木さん、廃棄するはずはなく、森友学園

の方針が安倍政権と近すぎて、そして公文書はちゃんと残して公開すべきであり、南スーダ

ンの自衛隊の日報も隠蔽しており、文書公開の法律は必要で、文書は役人のものではなく国

民のものであり、どういう経緯で権力を行使したか、豊洲の問題も同じで、成功だけでなく、

失敗の記録を残すことは後世のためになり、公文書はちゃんと残すべき、痛い腹を探られる

こともなく、しかし、森友学園の問題は今の政権の問題を凝縮して、今後も取り上げたいと

青木さん締めくくられました。以上、デイ・キャッチ！とちちんぷいぷいの内容でした（こ

のほかのメディアでも取り上げられていますが、体力の限界でフォローは無理です）。 

（永岡注：このようにトップを賛美させることをしている企業もありますし、社員を自衛隊

に入隊させて、企業に出向の形を取らさせる企業もあるのです。塚本幼稚園、森友学園の問
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題は、日本の縮図です！） 

 

 

[civilsociety-forum:15499] 

朝日放送ラジオ おはようパーソナリティ道上洋三です！

（2017/2/27） 吉富有治 森友学園問題（国の国有地格安払下げと、

大阪府の認可の不透明さ）を語る 

 

 

  

 2017/2/27, Mon 09:51 

 永岡です、朝日放送ラジオの、おはようパーソナリティ道上洋三です、話のダイジェスト

に、ジャーナリストの吉富有治さんが出られて、森友学園の問題について語られました。 

 森友学園への払下げ問題、阪急庄内駅の近くの 8770 平米、9.56 億の評価額の土地を

1.34 億、どころか実質 200 万円、これについて吉富さんのお話で、国有地の異常な取引で

問題なのは、取引が世間に正当な取引として公表されず、評価額と実売価格に 8 億の値引

きに、ちゃんとした算定根拠があるのか、1.34 億の妥当性、おかしな取引に政治家がかか

わっていないのか？ 近畿財務局だけでなく、政治家の関与が疑われて、国会で問題になり

官僚も四苦八苦しており、ゴミがあったので値引きしたというものであるものの、ここは国

も財務省も説明しきれず、衆院予算委員会でちゃんとした説明はなく、堂々と言えるもので

はなく、適正な取引ではない、国有地は国民の財産でオープンにすべき、先週金曜日、共産

党宮本氏の質問、2015/9/4 に近畿財務局の 9 階の会議室で、森友学園と会って、ゴミ除去

価格の打ち合わせがあったと指摘して、理財局に問い詰めたら、記録は破棄したというもの

で、8 億の算定根拠は世間に明かせないものであり、国も自信があるならいうべきで、言え

ない＝いかがわしい、であり、国有地、税収の少ない中、確定申告の季節で国民は税金で四

苦八苦しており、他方このようなことをやったとなると国民も納得せず、土地と、小学校、

瑞穂の国小学校、4 月開校の予定で、ＨＰを見たら、安倍晋三記念小学校！ と最初して、

大阪府の認可申請を一部吉富さんご覧になり、道徳教育、特別活動が異様に多く、特別活動

は 105 時間、1,2 年生、通常の 3 倍、塚本幼稚園、淀川区、教育勅語の暗唱、伊勢神宮参

拝と独特なことをやっており、小学校もその延長線上にあり、もちろん国語算数もあるが、

独特過ぎて、そこに安倍総理夫人が名誉校長、安倍晋三記念小学校で寄付金を集めて、昭恵
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氏は名誉校長を辞任しても、安倍総理と森友学園の関係は、昭恵氏が名誉校長、様々な行事

に参加して、安倍総理の関与も、値引きに関わっていると疑われて、事実の検証は必要だが、

安倍総理の値引きと設立認可に関わっている可能性があり、これは追及されるべき。 

 吉富さん、これについて、監督官庁の大阪府にも問題ありと言われて、2 つのルート、国

有地の取引と、大阪府の認可の問題があり、細かいことはたくさんあるが、大阪府は、森友

学園から申請（2014 年）→認可は府の教育長であり、ここが許認可権を持ち、私学の審議

会がありここで議論するものの、吉富さん議事録を持ち、委員は大半ネガティヴ、財務基盤

が弱く、借金の多さ、さらに右翼教育も問題視されているものの、一番の問題点は財務と、

生徒が集まるか、集まらなかったら大変で、今小学校を作るのに、中学、高校、大学を持つ

ものがやるのが普通で、幼稚園のみのものが小学校を作るのは異例、中学以上があると、上

にエスカレーターで行けるのがメリットなのに、ここは幼稚園→小学校のみ、少子高齢化で

小学校のみは無理との意見なのに、大阪府の事務方が森友学園の代理人のような発言をし

て、結局 2015 年に臨時会で仮免許、認可で、しかしこの議事録でも、事務方が森友学園の

擁護をして、審議会が押し切られて、条件付きで認可、この認可のプロムスも不透明で、最

高責任者は松井知事、認可取り消しに言及しており、先週金曜に、吉富さん自民の大阪の方

と話をして、その時は松井氏のコメントの前、事務方は要件が揃っているので認可すると言

うものの、自民府議がこれで認可かと呆れて、松井氏、これは教育長の認可と言っており、

認可の権限は教育長の権限で、知事の発言は越権行為→これを否定して、どうも、松井氏の

コメントを聞くと、何を焦っているのかと思い、財務、認可の問題で、今後の展開は入り口、

根が深く、新たな爆弾も出てくるもので、共産党宮本氏の発言に戻り、衆院予算委で記録を

出せと言って財務省に否定されても、宮本氏は日時を特定している＝宮本氏は物証を間違

いなく持っている＝共産党が証拠を持ちだす可能性があり、南スーダンでの自衛隊派兵の

日報と同じ展開があり得て、大阪府だと、府議会が始まり、自民党大阪府議団が徹底的に追

及すると言い、自民は官邸と大阪で対応が異なり、3/5 の代表質問で追及するといい、新た

な事実が出てくるか注目で、道上さんも国と府の動きがリンクすると指摘されて、吉富さん、

最終的に交わり、国と府が別個にやることはあり得ず、今後の説明では安倍一強体制に響く

こともあり得て、吉富さんは安倍総理が絡んでいるか不明、思いたくないと言われても、違

うならちゃんというべきで、日報の問題と同じ、官僚は文書を捨てることはなく、今後は南

スーダン問題と同様、あるいはもっと深刻になると、吉富さん締めくくられました、以上、

吉富さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:15492] 

朝日放送ラジオおはようコール（2017/2/27） 伊藤惇夫が森友学園と

安倍総理夫妻の不適切な関係と金正恩氏暗殺事件を語る 

 

 

 2017/2/27, Mon 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は政治アナリスト

の伊藤惇夫さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は福島原発事故賠償費用で東電以外の電気料金へのツケ

負担、読売は中国を標的とする振り込め詐欺の拠点が日本、毎日は福島原発 2 号機の高線

量、産経は那覇空港埋め立て中断、翁長知事へのヘイト記事、日経は地熱発電（採算に？）

のことです。 

 

 森友学園の問題、国有地格安払下げ問題、驚くべき映像が公開されて、塚本幼稚園の運動

会で園児が韓国・中国へのヘイトスピーチ、でんでん総理がんばれ、戦争準備法案通過でよ

かった、など、子供たちは内容を理解して言っていたのか、ほとんど戦前の天皇への称賛に

近く、小学校建設にでんでん総理や夫人の名前が出てきて、国会で追及されて安倍総理ブチ

切れ＆しどろもどろ＆開き直り、責任転嫁、そしてゴミの撤去をした業者が取材に答えて、

ゴミを搬出せず校庭の別の場所に埋め戻した、生活ごみを、処分代も高くゴミの受け入れ先

なしでこの始末であり、スタジオでも小さい子に教えるものではないとショックの声があ

り、これについて伊藤さん、子どもにあれは嫌な印象、何もわかっていない子供たちに、安

倍総理を称賛させるのは問題であり、一種の思想教育、北朝鮮のことを批判できないと言わ

れて、国有地を格安で払い下げ、財務省は資料なしとも言い、安倍晋三記念小学校として寄

付を集めており、橋下氏も政治の介入をツイッターで示唆して、ゴミの撤去費用 8 億を引

いたと言うのに、業者はゴミをちゃんと撤去していないと証言して、しかし麻生氏は調査の

必要なしと言い、松井知事は豊中市に調査を指示して、ゴミの上で子供は遊べるのか、森友

学園はゴミの仮置きと言うものの、伊藤さん、役所は都合の悪い資料を廃棄することがあり、

麻生氏、国民の財産に不正があった意味を理解しているのかと批判されて、この問題は東京

のテレビで取り上げられて大きな問題となっており、安倍総理は籠池氏の評価を 1 週間で

変化させており、安倍総理が知って名前を使わせていたのか、寄付金を集めるのに名前が使

われるのを認めており、昭恵氏が名誉校長を受けており、安倍総理と森友学園の関係、それ
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ほど親しかったことであり、何度も断るほどというのはそれだけ親しかったわけで、普通は

1 回断ったらいいのにこれは、個人的な関係があるのか、安倍総理の名前におびえた役所が

勝手にやったのか、解明が必要であり、安倍総理と夫人が責任を感じないといけないと言わ

れました。 

（ こ の 件 は 日 刊 ゲ ン ダ イ に 記 事 あ り 、 http://www.nikkan-

gendai.com/articles/view/news/200330 週刊誌では、本日発売の週刊現代がこれを特集し

ています、また昨日のサンデーモーニングでは、青木理さんが、総理が塚本幼稚園を称賛す

ることは、為政者がヘイトスピーチを認めることになると語っておられます） 

 

 金正男氏の暗殺、司法解剖の結果、マレーシア当局は神経性の猛毒のＶＸガスが使用され

たと発表して、マレーシア保健省の発表で、15～20 分の短時間で殺害、正男氏親族からＤ

ＮＡ鑑定できなくても、歯型などから本人と確認するする方法があると言い、容疑者のアジ

トのマンションから複数の化学物質などが発見され、ＶＸガスが北朝鮮からマレーシアに

外交郵便で送られた（本国－大使館で秘密を守るために送られるもので、Ｘ線検査なし、税

関フリーパス、84 年にはドミニカ共和国が麻薬の密輸に使用）、ＶＸは過去にオウムが使用

し、国際的には使用禁止、マレーシアは、供述を求める権利があるとして、北朝鮮の 2 等大

使館員に強制出頭（不逮捕特権のため国外追放か？）、殺害されたのは本当に正男氏か、娘

のソルヒ氏がマレーシアに行き確認することになり、過去にはミャンマーでのテロで北朝

鮮と国交断絶、これについて伊藤さん、ＶＸは大規模な製造施設が必要で（専門家も軍隊の

化学の施設が必要と語る）、マレーシアの国内で製造できず、また素手で犯行も不可解で、

北朝鮮の国家としての関与の可能性は強く、しかし北朝鮮は友好国が少ない中で、北朝鮮は

これでマレーシアから国交断絶される危惧もあり、友好国と悪化することをなぜやったか、

中国から制裁も受けて、互いに罵りあい、こんなことをやったら北朝鮮が孤立化するのは分

かるのになぜこれをやったかが一番の謎で、金正恩氏の個性か、北朝鮮が孤立化したら何を

するか、最後に追い詰められての暴発を国際社会でどう押さえ込めるかと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、産経 7 面の記事、中国で男性が 3000 万人余り結婚できず、

70 年代からの一人っ子政策で男の子を望まれて、農村でそれが顕著で、胎児での性別診断

で女の子だと人工妊娠中絶が相次ぎ、伊藤さん、一人っ子政策時は二人目で罰金を取られて、

金持ちでないと二人目を産めず、しかし 14 億の人口を言われて、日経 4 面の記事、トラン

プ大統領、記者会を欠席、偽ニュース批判であり、伊藤さん、メディアと対立して、どこま

でメディアが頑張れるか、日本も経産省がメディアをチェックして、トランプ氏をまねてい

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200330
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200330
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るのかと皮肉られました、以上、伊藤さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15492] 

FW: 新聞うずみ通信 069 

 

 

  

 2017/2/26, Sun 06:44 

 永岡です、黒田清さんのお弟子さんたちによるミニコミ新聞、うずみ火の通信をお送りい

たします。 

 

 ＜以下、転送＞ 

 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

 

 

        ■□■ うずみ火通信 ■□■       

                     

                    No.069 2017.2.25 発行 

 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

 

 

 春の訪れが待ち遠しい季節となりました。いかがお過ごしですか。いつも「新聞うずみ火」

を応援して下さり、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。さて、メルマ

ガ「うずみ火通信」をお届けします。 

 

                    新聞うずみ火編集部 

 

（名刺を交換させていただいた方など、ご縁をいただいた方に送らせていただいています。

恐縮ですが、不用な方は uzumibi@lake.ocn.ne.jp までメールをいただけますか）。 
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┏┓━━━━━━━━━━━━━━━━━┏┓ 

┗■┓  「うずみ火」情報 ┏■┛ 

 ┗■━━━━━━━━━━━━━━━■┛ 

 

 

 ■新聞うずみ火 3 月号（NO.137）を発送 

 

 黒田清さんの月命日である 23 日、137 号となる「新聞うずみ火」3 月号を発送しました。

主なラインナップをご紹介します。 

 

 ・1 面～5 面「不可解 国有地の格安売却」 

 豊中市の国有地が学校法人「森友学園」（大阪市）に格安で払い下げられた問題を 5 ペー

ジにわたって取り上げた。国有地には、日本初の神道系小学校という触れ込みの「瑞穂の国

記念小学院」の建設が進む。学園理事長は安倍首相を支える日本会議の大阪支部幹部。当初

予定されていた校名は「安倍晋三記念小学校」だった。「格安」売却はもちろん、認可の経

緯も不透明。そんななかから浮かび上がってきたのは、教育現場での排外主義である。森友

学園が運営する塚本幼稚園の元園児の保護者 4 人のうち一人はこう語っている。 

 「副園長のお手紙に『韓国人とかは整形したり、そんなものを飲んだりしますが』と書か

れていましたが、はい、私自身韓国人です。両親共に韓国人のもと、育ってまいりました。

この手紙を読んで私は言葉を失いました。数分固まってしまいました。私が中学生の時、韓

国人だといじめにあったことを思い出しました」 

 偏狭な愛国心を植えつける小学校の開校を許してはならない。 

 

 ・6 面～８面「石垣島 宮古島 自衛隊配備じわじわと」沖縄の八重山諸島や宮古島に陸

上自衛隊を配備する動きが加速している。昨年 3 月には与那国島（与那国町）に沿岸監視

隊が新設され、石垣島（石垣市）と宮古島（宮古島市）でも、市長の受け入れ表明を受け、

配備に向けた手続きが進もうとしている。地を訪ねた栗原記者はこう訴える。＜防衛省は中

国の脅威を念頭に、「防衛力の空白地域」を埋めるとして意義を強調するが、住民たちの不

安の声は置き去りのままだ＞ 

 

 ・9 面「世界で平和を考える」 
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 西谷文和が 2 月 11 日、ケニアのナイロビ空港に到着。ソマリアを目指した。＜ソマリア

の首都モガディシュに入った。空港を出ると、いきなり戦車が国道を封鎖。先日の選挙で当

選した新大統領が宿泊するホテルがあるから。私のトラックにも護衛の兵士がつく。もうそ

こら中にカラシニコフ銃。兵器産業は潤っている。こちらでは仕事がないので、若者たちは

職業として兵士になる。ソマリアでは普通に英語を喋る人が多い。なぜか？ 半数以上の国

民が亡命していたから。ソマリアの悲しい現実である＞ 

 

 ・10 面～11 面「ヤマケンのどないなっとんねん」 

 怒りのヤマケンこと、山本健治さんの好評連載。ヤマケンさんは安倍首相自ら自画自賛す

る日米首脳会談についてズバリ、こう指摘する。 

 ＜大統領選の見通しについて重大なミスを犯した結果、それを取り繕うため、多額の税金

を使い、大統領にごますりしたというのが実態である。トランプ氏が大統領でいる間、安倍

首相はずっとこうしていなければならない関係になったのである。安倍首相の目は、国民や

労働者の生活や福祉にではなく、自分の支持率と企業にしか向いていないのではないか＞ 

 

 ・12 面～13 面「原子力と人権」 

 日米首脳会談について、編集委員の高橋宏も＜これまでと変わらぬ同盟関係の維持のみ

に心する安倍首相、そして日本政府の姿勢を見ていると、本当に日本は「主権国家」なのか

……と情けなくなってくる。こうなってくると、私たちにとって最後の希望は日本国憲法の

存在であろう＞と触れたあと、詩人のアーサー・ビナードさんが講演で宮沢賢治の「雨ニモ

マケズ」を取り上げたことに触れ、こう訴える。 

 ＜世界中で後を絶たない武力によって問題を解決しようとする紛争や戦争の当事国は、

他国に対して「ツマラナイカラヤメロ」とは決して言えない。だが日本は、国の最高法規で

堂々とそれを宣言している唯一の国である＞ 

 

 ・18 面～19 面「うずみ火講座・駆けつけ警護」 

 南スーダンに派遣された自衛隊の新たな任務について考える「新聞うずみ火」主催の市民

講座「南スーダン駆けつけ警護・武力行使の無力性と憲法の有効性」。２月４日、大阪市立

東淀川区民会館で元自衛官の泥憲和さんが、駆けつけ警護と憲法との関係や国際貢献のあ

り方などについて解説。南スーダンの自衛隊派遣についてこう見抜いている。 

 ＜南スーダンのヘグリグ油田の原油はスーダンを経由してポートスーダンから輸出され

ていますが、アメリカは現在、パイプラインを建設中です。つまり、原油の運び出し拠点の
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ジブチに海上自衛隊と航空自衛隊、南スーダンの産油地帯に陸上自衛隊が派遣され、アメリ

カの油田を守る下請けをさせられているわけです＞ 

 

 このほか、硬い記事ばかりではなく、羽世鉱四郎さんの「経済ニュースの裏側」をはじめ、

ジャーナリストの三谷俊之さんの「100 年の歌びと」 

 アテネパラの銀メダリストの佐藤京さんの「車イスから思う事」、フリーアナウンサーの

「坂崎優子がつぶやく」などの連載も大好評。読者からの手紙・メールも矢野のコメントつ

けてご紹介しています。 

 

 ※「新聞うずみ火」の購読を希望される方は、うずみ火事務所までご連絡ください。 

（TEL06・6375・5561 Fax06・6292・8821 メール uzumibi@lake.ocn.ne.jp ） 

 最新号と振替用紙をお送りします。B5 版 32 ページ。月刊で 1 部 300 円（コーヒー一杯

分）。年間で 3600 円（1 回の飲み代分）、10 年前からこの値段です。 

 ※郵便振替は、00930－6－279053 

 

 ■3 月の「うずみ火講座」 

 東日本大震災の発生から６年を迎える３月 11 日（土）、原子力の安全性を問い続けてき

た「熊取６人組」の一人、今中哲二さんを講師に招き、演題は「福島原発事故から６年、放

射能汚染の実態と今後の課題」。 

 大阪市此花区西九条のクレオ大阪西・多目的室（ＪＲ環状線、阪神「西九条駅」から南へ

徒歩４分〉。いまだに収束しない福島第一原発事故の現状はどうなっているのか。汚染水は

収まったのか。原発推進の真の目的とは何なのか。廃炉作業は進んでいるのか。「放射能汚

染と向き合う時代を生きねばならない」私たちが知らねばならない事実をわかりやすく解

説していただく。 

 資料代 読者 1000 円、1200 円、学生・障害者 700 円 

 

 ■3 月 1 日（水）にラジオ関西出演 

 矢野が 3 月 1 日（水）午後 3 時からラジオ関西「時間です！林編集長」に出演。これま

で取材している豊中の国有地売却問題について話す予定。 

 

 ■3 月 11 日、堺市で瀧本邦慶さん講演 

 一時、「戦争の語り部」をやめる決意を固めた元海軍兵の瀧本邦慶さん。昨年 12 月の「う
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ずみ火講座」で「これから国を背負っていく若者に命を大切にしてもらいたい」と、語り部

活動の続けていくことを表明した。その瀧本さんの講演と対談が３月 11 日（土）午前、堺

市のサンスクエア堺ホールで開かれる。主催団体「いま、９条と私たち非戦の市民講座」は、

「国家に命をもてあそばれた怒りを非戦の誓いに替え、講演活動を続ける瀧本さんの渾身

の力がこもった講演をぜひお聞き下さい」と参加を呼びかけている。 

 ・日時 ３月 11 日（土）午前 9 時 50 分～11 時 45 分 

 ・会場 サンスクエア堺ホール（ＪＲ堺市駅から徒歩３分） 

 ・対談者 矢野宏 

 ・資料代 500 円（学生、子ども無料）※託児 100 円（要予約） 

 なお、午後からは「うずみ火講座」がクレオ大阪西で開講。 

  

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  マガジン名：うずみ火通信 

  発行日：不定期 

  発行元：新聞うずみ火 〒530-0012 大阪市北区芝田 2-4-2 牛丸ビル 3 階 

     TEL 06-6375-5561 FAX 06-6292-8821 

  問い合わせ：uzumibi@lake.ocn.ne.jp 

  WebPage： http://uzumibi.net/ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ◆メールマガジンの解除について 

 編集部までメールをください。 

 お時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ※当マガジンに掲載されている記事の無断転載・転用を奨励します！！ 

 

 

[civilsociety-forum:15491] 

ネットワーク 1・17（2017/2/26） 震災障碍者、進まぬ救済、国に要

望へ、牧秀一さんのお話  

 

 

http://uzumibi.net/
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  2017/2/26, Sun 06:00 

 永岡です、災害と防災を考えるネットワーク 1・17 第 1055 回、今週もＭＢＳアナウン

サーの千葉猛さんと、フリーアナウンサーの野村朋未さんの司会で放送されました。 

 2/22 にニュージーランド地震から 6 年、東日本大震災の起きた 2011 年のことであり、

リスナーより、先週の車椅子の避難、災害弱者の避難は自分の地域でも話題になり、急な坂

など大変で、自治会でリアカーの購入を提案したという声がありました。 

 先週は災害弱者、今週は震災障碍者のことで、震災が原因で体、心にけがを負った人、阪

神・淡路大震災で負傷した方は、重症だけで 1 万人以上になり（負傷者 4 万人）、しかし、

心身に障害や後遺症を負った人の数は、ほとんど知られず、正確に人数も把握されておらず、

番組でも取り上げられておらず、兵庫県と神戸市が 2010 年に行った調査で、震災障碍者は

県内に少なくとも 349 人いて、災害障害見舞金の要件も厳しく、震災障碍者の支援をする

ＮＰＯ法人よろず相談所（http://npo-yorozu.com/?page_id=889 ）の牧秀一さんは、東日

本大震災や熊本大地震でも震災障碍者が取り残されているとして、国に救済を求めるもの

で、牧さんのお話がありました。 

 牧さん、阪神・淡路での後遺症の残った方は 349 人と言うのは圧倒的に少なく、これは

15 年目、兵庫県で 32 万人の診断書があり、理由欄のみを見てのもので、漏れている人は

多く、どのような人がいるのか、大半は建物の下敷きのクラッシュ症候群、頭にぶつかりや

られた例もあり、そのおひとり、70 代の方、震災時に神戸市東灘区、クラッシュ症候群に

なり、今も右足にしびれで、歩くのは包帯を 6 回巻かないとならず、足が痛く、この方、震

災障碍者となった状況を、震災でこうなったと言いにくい、助かってよかったと言われて、

10 年経ってまた震災の話か、行政がやってくれているだろうと言われてつらく、ちゃんと

してもらっているだろうというものであり、牧さん、障碍者となった原因、家も仕事も失い、

心もしんどいと言われて、人生が震災で破壊されて、家が損壊だと公的な支援はあり、しか

し重度障害、両手か両足を失わないと見舞金は出ず、世帯主に 250 万、それ以外は半額、

阪神・淡路ではもらったのはたったの 64 人で、たくさんの方がいても、治療費は 95 年の

間のみ免除で、後は自己負担。 

 国に対策を求めてのもので、95 年の年内のみ治療費が出ても、後は自己負担で、お金を

持っていない人には大変であり、家も財産も失い障碍者となった人たち、見舞金の審査も厳

しく、障害等級の 5 級まで出してほしく、行政が障碍者とともにあるというメッセージの

意味で出してほしく、忘れられた人たちには相談する相手がなく、行政に話を聞いてほしく、

行政があなたを忘れていないと言うのは、大きなメッセージになる。 

 支援制度もあるが、震災障碍者の数もちゃんと把握されず、兵庫県と神戸市が、障害の理

http://npo-yorozu.com/?page_id=889
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由と震災のこと、診断書でわかることがなく、兵庫の 349 人は圧倒的に少なく、牧さんは

2000 人いると思われて、その症状などへの対策が必要で、実態把握が必要、これを全国的

な問題として、診断書に震災との関係を入れるべきであり、震災障碍者という言葉を、把握

して支援することを国も考えてほしい。 

 阪神・淡路で障害を負っても、支援がない人もあり、70 代の女性、車椅子生活で、震災

障碍者と支援者の集いで、痛みがひどいと言われて、来たくなかったが、何らかの形で力に

なりたいというもので、歳をとると痛みが激しく、痛みの薬も効かずと言われて、牧さん、

障害等級は 1 級、しかし 349 人に入っておらず、診断書の理由が圧迫で、それで震災が理

由ではないということで無視されて、そういう扱いもしんどく、国への行政行動も行われて、

震災障碍者への支援は必要で、一般の福祉政策で足りないもの、家も仕事も失った人たち、

相談に乗ってもらえず、行政に行けば相談に乗ってもらえるというものが、今はない。 

 話をしたくても、行政は縦割り、しかし障碍者は複合的なものを抱えており、一人の人に

言ったら全部やってもらうる仕組みがなく、これは震災障碍者に必要であり、また、中学 3

年で震災、記憶障害の方もあり、この方も外見は普通で、しかし脳の高機能障害、怒りっぽ

く、4 時間くらいしか持たず、ケガもしていないので、さぼっていると見られてしまい、分

かったのが 6 年目、病名は新しく、分かりにくく、母親は、震災でけがをした人の相談窓口

が欲しかったと言われて、震災で負傷して、高次機能障害と、震災後 6 年して分かったも

のがあり、亡くなった人だけでなく、ケガした人も行政が気づいてほしいと言われて、兵庫

県と神戸市が調査したのは 2010 年、震災 15 年で、震災障碍者の方は、全体的なことがわ

からずバラバラであり、子どもが亡くなり、自らも障碍者の方がいて、片足を失っても負い

目があり、15 年目でつどいの場に来て、笑っても、おいしいものを食べても子供は喜んで

くれると分かり、重い荷物を背負い、それまで孤独死などの死に敏感であったが、このよう

な人たちのことを知ったのは 11 年目で、コミュニケーションの中で救われるものであるの

です。 

 震災から 22 年、なぜ国に要望するか、今やらないと、東日本大震災、熊本大地震があり、

阪神・淡路の被災者は、自分のことを繰り返してほしくなく、また災害が起こるので、これ

からの救済が必要で、東日本大震災は震災障碍者は 100 名程度しか把握されず、東日本大

震災では津波で両腕を無くしたなどあり、東日本大震災だと精神的にしんどく、支援者もそ

うであり、阪神・淡路の被災者のためだけでなく、たくさんの人たちが障害を負っており、

障害を負った人たちをことを知るべきであり、国への要望の提出は、6 家族 9 人、厚労省の

副大臣に 28 日に会いに行き、牧さんこれを最後にしてほしいとして行くのです、以上、牧

さんのお話でした。 
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 今週の内容、震災で障害の方は把握されず、いなかったのようにされるのは問題で、実態

の把握が必要と千葉さんも言われて、これからもこういうところに目を向けたいと締めく

くられました。以上、今週のネットワーク 1・17 でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15482] 

朝日放送ラジオ 堀江政生のほりナビ クロス（2017/2/24） 福島原発

事故、避難指示の町は今、高橋大作記者の報告 

 

 

  2017/2/24, Fri 20:30 

 永岡です、朝日放送ラジオの、堀江政生のほりナビ クロスで、早耳通信、原発のネタ、

福島原発事故の、避難指示の町について、ＡＢＣの高橋大作記者が報告されました。 

 東日本大震災から 6 年、高橋さんが、原発周辺を取材されて、今回は被災者の生活であ

り、避難生活は福島だけで 8 万人！ 震災の 2011 年に 16 万人、6 年でやっと半分になっ

たと地元新聞が報じて、福島は、被災 3 県の中で、県外避難者が最多、福島原発事故のため

で、今日の報告は原発の南、大熊町の南の富岡町、茨木市、枚方市なみの大きさ、16000 人

住んでおり、全町民避難で、それが 4 月に一部解除、2/3 の方が住むエリアであり、住民は

転々として、郡山市に避難された方もあり、堀江さんも取材されて、巨大な体育館であり、

震災の被災者は 1 週間～10 日のものが、堀江さんの行かれた時すでに 3 か月、地元の役場

の出張所があり、今も富岡町の役場は仮設にあり、ビッグパレットの中には避難者はいない

ものの、隣に 300 戸の仮設住宅、高橋さん郡山市からの移動に、雪で 2 時間！ 要して、

仮設住宅→復興住宅に引っ越す人もあり、今は 50 世帯、高齢者が残されて歯抜け状態、自

警団でパトロールしても、心無い落書きなどされて、これが避難指示解除で、帰ろうとする

人と、帰れない人たちに軋轢があり、戻る人、戻りたい人、故郷で暮らしたい、お年寄りは

ほっとできない、富岡町戻りたいのは 10％強！ 他の土地に根付いたこともあるが、廃炉

に向けての作業で、また地震があったらアウト、戻らない人たちは 48％！ 実際問題、働

くところはなく、病院もなく、いわき市、郡山市で病院、知りあいが出来て、しかし富岡町

は商業施設を作り、帰る半年前から営業して買い物はできても、売る方はもともと地元で働

いていた人たちが通っており、食堂も地元の方がやり、原発作業員の方も通い、またホーム

センターも作られて、注意喚起の赤いものなど、業者向けのプロ仕様のものが売られて、原
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子力センター、核の啓発のところが診療所になり、郡山市にあった仮役場が富岡町に戻り、

住宅も新しいものが、災害復興住宅が 100 戸建てられて、しかし権利関係で元いた家のと

ころは時が止まったまま、雑草が生えまくる or 更地、1～2km 先から海が見えて、常磐線

の富岡駅も来年再開であり、不通の町と逆、住宅を建てて人を迎え入れる、ニュータウンみ

たいで、原発で働く人たちには便利であり、富岡町はそういう原発作業員のためにやったこ

ともあり、廃炉作業は先が見えず、それが町を支えており、戻りたいのは高齢者、母親が 90

歳前後、本人も 60 代、母が認知症で、帰ったら元気になったということもあり、しかし地

元には診療所はあっても認知症のところはなく、帰りたいが、帰れない、集団で郡山市、い

わき市に行き、仮設のコミュニティを維持したいというような、せっかくの絆を失いたくな

いというのです。 

 新しいコミュニティは大切であり、人間関係が大事であり、堀江さん、東北に行き、阪神・

淡路と違うのは、土地神話、マンションではなく、土地への執着があり、高齢者は戻りたく、

それを誰が支えるかと言われて、阪神・淡路の仮設の孤独死が、自宅を得て起こるものと言

われて、高橋さん、震災関連死は、直接亡くなった方より、福島だと多く、行政やコミュニ

ティがあったら助かったと言われて、関西にいる人間に何ができるか、開沼博さんは、買う、

行く、働くと言われて、風評と風化と地元は闘っており、福島の農産物はちゃんと測ってや

っており、最初は他のところで買ってくれても、今はなくなり、ともかく、買う、行く、働

く、求人倍率は福島が一時日本一であり、ボランティアでもいいが、建設ラッシュで、本当

なら 10～２０年かかる人口移動が一気に起きて、いわき市だと病院に大行列というのであ

り、しかし東京オリンピックに人を取られてしまい、さらに高橋さん、大阪の会社が福島に

工場を作るものがあり、原発以外の産業を作り、応援する必要があり、企業も、被災地での

貢献が必要であり、成熟した社会にならないと、関西大の杉本厚夫さんがコメントされまし

た、以上、高橋さんの報告でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15481] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/24） 森友学園国有地格安問題、ゴミを

処理した業者を直撃！ 

 

 

 2017/2/24, Fri 18:59 
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 永岡です、もう何が出てきてもおかしくない、森友学園の国有地格安払下げ問題、今日も

毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」で特集ではありませんが、取り上げられました。問題の

8 億円のごみ処理をした業者さんをＭＢＳが直撃です。 

 民進党の追及に、でんでん総理はヒートアップ、どこぞの委員長も真っ青の暴走振り（笑）

ですが、これ、もともと 9.56 億する土地を 1.34 億で森友学園はＧＥＴし、根拠がゴミの

処理費用で、先日民進党の議員が視察して、これだけの処理をするなら一万立米のゴミが出

て、ダンプ 4000 台いるのですが、これを処理した業者（顔と名前は伏せて）がＭＢＳの取

材に応じて、ゴミはあり、そして昨年の暮れに、ダンプを 1 日 18～21 台で 2 週間の作業

で、ゴミには家庭ごみなどもありさらに、強烈なアンモニア臭がして、作業した人は食事が

できなかった！ と言うもので、これ、ゴミの総量は森友学園の説明だと 10000 立米です

が、この業者さんが証言するにはせいぜい 2000 立米しかなく、他の業者さんがかかわった

可能性もあるものの、大問題であり、デーヴィッド・アトキンソンさんは、数億のことで国

会を止めることに疑念を示されましたが、私は化学の専門家だから、こんなアンモニア臭の

激しいゴミならば、一般のゴミとは違う処理が必要で、撤去する作業員は、アンモニア臭が

するものなら、防毒マスクと薬品に対応できる手袋が必要で、そして作業着も特別なものが

必要で（アンモニアは毒物で、原発の放射能対策の防護服と必要な対策が求められる）、も

しそれをせずに作業したなら、労災が起こった際に、この業者さんだけでなく、元請の森友

学園の責任も問われるものであり、そしてこのゴミをどうやって処分したのか、アンモニア

は分解したら窒素と水素、無害なものになるものの、処理にはお金が必要で、こんなゴミな

ら、化学・毒物の専門家に調査をさせてその後見積もりが必要で、しかし先の証言だと、ア

ンモニア臭がきつく食事ができなかったと言うことで、これは労災に該当して、こんなムチ

ャクチャなことは前代未聞、何が出てもおかしくありませんが、労災は刑事責任も生じる場

合があり、私は唖然となりました。 

 テレビだと、昼のワイドショー（ひるおび、ワイドスクランブル、バイキング）ではまだ

取り上げられていない模様ですが、朝のワイドショー、テレビ朝日とＴＢＳ系では始めてお

り、こんなムチャクチャがまかり通るのは、こんなことをして、日本の総理はアホだと、ど

こかの委員長さんがちょっかいを出して来たら、安倍さん、お国のために何かしてくれます

か？（笑）、以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15480] 

テレビ東京 ゆうがたサテライト＆朝日放送のキャスト（2017/2/24） 
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森友学園の問題 安倍総理夫人の名誉校長の不透明さ、教育勅語の暗

唱は人権侵害＆憲法 19条違反！ 

 

 

  2017/2/24, Fri 17:30 

 永岡です、テレビ東京の、ゆうがたサテライト、今日も森友学園の問題が取り上げられて、

今まで報じられたように、森友学園は 9.56 億の土地を 1.34 億で森友学園がＧＥＴ、8..2

億の値下げについて、これは当初、森友学園は 9 億払えず、賃貸、分割払い、しかしこんな

ことをしたのは森友学園のみでありも、また土地取引と直接関係なくても、安倍総理夫人の

昭恵氏が一昨年講演して、昭恵氏、この小学校の役に立てたらと講演しており、この映像が

テレビで取り上げられました。 

 2015/9 に、森友学園が小学校開校について、昭恵氏が名誉校長と、理事長の籠池氏が紹

介、教育勅語を暗唱させて、皇室を尊敬する学園は素晴らしいと、昭恵氏は講演しており、

この教育をさらに芯を太くと言い、学校の中にゴミがあり、その処分に 8 億円、これは専

門家ではなく、国交省が自分でやり、学校が開校を急いでいたためで、違法ではないが、他

に例はなく、国有地の売却価格は当初非公開で、提訴した木村市議、豊中市が当初無償貸与

を求めて、国は断り、木村市議、8 億の値引きを受けて、実際は 1000 万ほどしか入らない、

こんな契約はおかしいと指摘されて、8 億の値引きは、決めたのも、算出したのも国であり、

当初は体育館のないところも対象で、財務省は見積もりについて納得できる回答をしてお

らず、9.9m の深さまで除去と言うものの、どこまでゴミがあるか財務省は確認しておらず、

籠池氏は建物の下は撤去しても、他はやっていないと証言し、そのために 3.6 億余分であ

り、専門家、日大の中田さんは、算出の根拠に乏しいと指摘して、しかし値引き額のチェッ

クはされず、ブラックボックスであり、ちゃんとゴミを撤去していないとだめ、値引きに根

拠はなく、しかし麻生大臣は契約に問題はないと語り、今後について、この学校はまだ認可

されておらず、大阪府が 3 月末に認可、しかし 4 月に開校で、来週は森友学園が会見を開

くというのです。 

 この件は、テレビ大阪のニュースでも、昭恵氏の辞任が取り上げられて、昭恵氏が名誉校

長になった理由、安倍総理は講演で紹介されて、と言ったものの、この一部始終をテレビ大

阪のカメラがとらえており、籠池氏は、昭恵氏になってもらったと紹介して、そしてＨＰに

もあり、断り切れなかったと言うのはどうかとありました。 

 

 さらに、朝日放送のキャストでも、この問題は取り上げられて、汚れた下着をカバンに入
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れさせられる、トイレに行く回数も制限されて、尾木直樹さんは「人権侵害」と言われて、

私学でもなにをやってもいいのではなく、虐待に近いと言われて、お子さんが泣くと母親も

苦しく、こんな仕打ちには問題と言われて、そして愛国教育は戦前、戦中の教育、第 1 次安

倍政権の際に、教育基本法の改悪がされて、文科省の審議会も、適切な配慮がいるとしてお

り、司会の浦川泰幸さん、教育勅語のものが悪用されたと言われて、尾木さん、「教育勅語

の暗唱は憲法 19 条に抵触」、思想信条の自由に抵触すると言われて、教育勅語に結び付け

る必要はなく、戦後の教育は教育勅語の否定から始まり、この問題への危惧を語られて、浦

川さんも戦前の教育の再来を危惧されて、幼稚園児の思想をこのようにすることへの危惧

が語られて、教育勅語の暗唱と、うんちのついたパンツをカバンにいれることの矛盾を指摘

されました。 

 この小学校、審議会は条件付きで認可であり、こんなにスキャンダルが次々と出るのは、

記憶になく、日刊ゲンダイにも記事がありました。 

   http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200245 

 

 これらは昼のワイドショーには出ず、しかしテレビでも次第に大きく取り上げられるよ

うになり、これは安田浩一さんや菅野完さんたちの地道な努力の成果であり、でんでん総理

には発言の責任を取って（20 日の SESSION22 での籠池氏の発言→今日のものまで見比べ

たら、矛盾のラッシュで、いくらでも突っ込めます）辞めるべきです、お国のために（笑）、

以上、テレビ東京と朝日放送の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15479] 

ラジオ関西 川浪ナミヲの情報アサイチ（2017/2/24） 神戸の市民団

体灘百選の会 慈憲一さん ウルトラセブンとキングジョーの神戸観

光を語る 

 

 

  2017/2/24, Fri 17:01 

 永岡です、ラジオ関西の、川浪ナミヲの情報アサイチにて、先日神戸新聞にウルトラセブ

ンの神戸ロケの話に出てきた宇宙ロボット、キングジョーでの神戸観光のこと、灘百選の会

の慈（うつみ）憲一さんのお話がありました、ポッドキャストで公開されています。17 分

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200245
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くらいからです。 

     

http://jocr.jp/podcast/asakin/asakin170224.mp3 

 

 旬の話題のこと、灘の市民団体の調査による神戸観光のこと、灘区で震災後、被害も大き

く、復興のためにどんな街か忘れかけて、思い出して未来へ、と 2001 年に設立、灘の魅力

を 100 選ぶことで、区民に投票してもらい、灘百選、100 はたくさんの意味で、もっと灘

区のことを知ってほしいと活動されて、灘大学、灘を伝える、灘中学校、灘高校はあっても、

灘大学はなかったので作り、灘小学校はあるものの、市民講座を今年で 13 回目であり、灘

アーカイブス、灘区の古い写真、映像を集めるもので、灘区は震災後、半分以上住民が入れ

替わり、六甲道駅は変わった。 

 神戸観光に生かすもので、ウルトラセブン、川浪さんも世代で、灘の映像、セブンに灘区

が映っていると判明して、ロケ場所を調べて、第 14,15 話のウルトラ警備隊西へ話、神戸

ロケをして、映像でポートタワーも出てきて、中央区ではなく、映像を観たら灘区で撮られ

ており、慈さんのエリア、キングジョーの現れた場所を調べて、川浪さん、映像をご覧にな

り、テレビからキングジョーがどこに出たか、最後、キングジョーが倒されるところ、セブ

ンとの戦いがポートタワーのところで始まり、最後はキングジョーは強くセブンに倒せず、

ウルトラ警備隊が新兵器のライトンＲ30 爆弾を作って倒し、発射したのが灘区の摩耶埠頭、

中突堤ではなく、ポーアイ沖でキングジョーが沈んでいたかと思ったら、中突堤に届かず、

キングジョーが灘に来て、セブンと戦い東寄りに来て倒されて、慈さんはウルトラシリーズ

に詳しいのではなく、灘百選の会で、建築に強い人など、映っている建物を見て、これは灘

区と思い、神戸大学の地理の方とも協力して場所を特定し、当時のスタッフ、満田かずほ監

督を 2012 年に呼んでトークショーしても、ほとんど覚えておられず、当時は神戸港 100

年、出来たばかりの摩耶大橋などを映したく、満田さん、セブンは 1987 年の設定で、神戸

が未来的と思ってロケされて、川浪さん、前編でウルトラ警備隊の車が六甲山を走るところ

を指摘されて、資料で、ロケ場所などを慈さん、調べられて、川浪さん、ポーアイの北にキ

ングジョーが沈んでいると言われて（ポートライナーのポートターミナル駅のすぐ東の海）、

慈さん、再放送でこの回を見て、神戸でやっていると思ったら、灘区であり、当時は神戸港

は東洋一のマンモス港、摩耶埠頭他でロケされたものであり、あるあるがいっぱいあり、ま

た映像を観たら発見があり、一番わかりにくかったのは、ウルトラ警備隊の皆さんのパトロ

ールのシーンで、アンヌ隊員の異常なしと言う 3 秒のシーンがどこか、ソガ隊員は摩耶大

http://jocr.jp/podcast/asakin/asakin170224.mp3
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橋のところとわかっても、アンヌ隊員のことは分からず、芦屋でもロケされて、建築の専門

家が、昔あった六甲山のホテルと調べて、今は取り壊されても、そこであって、山の形が摩

耶山、慈さん、山の形で灘の山は分かり、神戸市の市章がライトンＲ30 爆弾発射シーンの

後ろにあり、これらを数人で調べて、これを知らせて満田さん感激されて、慈さんたちはウ

ルトラのマニアではないのにやられて感激されて、キングジョー没後 45 年に、沈没地点ま

で船に行って黙とうして、キングジョーの供養をして、この時にアンヌ隊員のひし美ゆり子

さん、アマギ隊員の古谷敏さんも来てもらい、花は投げ入れられず、船会社の方は何かわか

らずでしたが、今年で撮影されて 50 年、来年 1/7 はキングジョーの登場から 50 年、1/14

が後編で、その際に何かできないかと思い、キングジョーは大変な人気の怪獣で、神戸港

150 年もあり、何かイベントをしたくて、神戸の観光にもしたく、観光客も呼びたく、そし

て、これで灘のことを知ってほしい、慈さんたちはウルトラマニアではなく、灘のことを、

日本中から来てほしく、灘百選の会、キングジョーのことは、またロケ地ツアーを企画して

おり、これは灘百選の会に入ると情報をもらえるというのです。 

 川浪さん、これで興味を持つ人がいると言われて、慈さん、中央区も東灘区も分からない

が、灘の山は見ただけでわかるというのです。以上、慈さんのお話でした。 

 この、ウルトラ警備隊西へ、は、地球防衛軍がペダン星に、観測ロケットを打ち込んだら、

ペダン星人は地球からの侵略と思って、キングジョーを報復に地球に送り込むという展開

で、監督の満田さんは、地球にどこから星からロケットが撃ち込まれたら大騒ぎになるだろ

うとコメントされていますが、実際にそのようなことをしている国もあり、ウルトラシリー

ズだと、宇宙開発というのは、実態は侵略じゃないのかという問いかけが続けられて、ウル

トラＱの、宇宙からの贈り物という話だと、地球人が火星に観測ロケットを送り込んだら、

それを送り返されて、中を開けたら怪獣が出てきた…という話もあり、しかし初期のウルト

ラマンから 50 年、これらは笑えない話であり、この前は神戸空港にウルトラマンゼロ（セ

ブンの息子）が来るので行ったら、幼稚園児くらいの子供が私よりウルトラシリーズのこと

を良く知っており、ビックリしました、ウルトラシリーズと神戸の絆に深い感銘を受けまし

た、以上、情報アサイチの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15478] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ（2017/2/24） 金子

勝 森友学園の問題、責任をはっきりさせて、南スーダン、共謀罪と

ともに責任を追及すべき！ 
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  2017/2/24, Fri 15:23 

 永岡です、文化放送ラジオの、大竹まことのゴールデンラジオ、金曜日のレギュラーは慶

応義塾大学の金子勝さんでした。パートナーは室井佑月さんでした。 

 大竹紳士交遊録、今週の金子さんのお話、森友学園の問題、安倍友学園とも言われて、

9.56 億→1.34 億、隣の土地は 14 億、ほぼ同じ面積、国の収入は 200 万、それも隣は豊中

市が買い、随意契約、入札せず、国民の財産の問題であり、財務局が担当して、近畿財務局

が直接の担当で、誰の責任か明らかにすべき、でんでん総理は払い下げに関係していないと

言っても、首相と夫人がここに絡み、不透明であり、はっきりさせるべき、国会でも核心部

分にならず、室井さん、ワイドショーがやらないと言われて、金子さん、テレビ東京とＴＢ

Ｓ、テレビ朝日のみと言われて、ここは別の学校が 7 億で買おうとして財務省はＮＯ、安

倍晋三記念小学校というのは、籠池氏は当初認めたと言い、昭恵氏も教育勅語などに共鳴し

て、安倍総理も絶賛していると昭恵氏は言い、2014 年に安倍晋三記念小学校として寄付を

森友学園が集めており、でんでん総理は教育内容と自分の名前が使われていることを知っ

ており、しかしこの小学校は財政がアウトで認可が問題であり、それに安倍総理が関係した

のは批判されるべきであり、随意契約でたたき売り、国民の税金を 9 億失っており、公金

として考えたら大変で、責任の所在を明確化すべきで、安倍総理でなくても、責任者を処罰

して、白紙領収書、防衛大臣が夫が防衛産業の株を持つなど、とんでもないことであり、国

有地のたたき売りと、安倍総理の関与は別に考えるべきだが、関係あったらエライことであ

り、室井さん、学校の認可で、理事長がヘイトスピーチ、昭恵氏は勧誘に近いことを言い、

幼稚園で学んだことを小学校で、と講演で言っており、金子さん、昭恵氏は公立学校の教育

を否定して、室井さん、教育に特定の思想の問題を取り上げられて、金子さん、財務局だけ

でなく、建設局も関わり、木造の建物に 6000 万円補助金を出しており、この小学校の建物

は鉄骨であり、補助金を出した方は、鉄骨でも、木造だと出した方は嘯き、つまり嘘で 6000

万ＧＥＴ、鉄骨より強い木造は確かにあるものの、これはもちろん違い、完全な木造を謳っ

て鉄骨→6000 万は不正にもらったものであり、これは国交省から、国民の税金で支出され

て、土地も建物も他人に作らせて、室井さん、SESSION22 での籠池氏は昭恵様とか言って

いたと紹介されて、第六感で買ったと言うのを紹介して、金子さん、だれの責任か不明、こ

れは明らかにすべきで、そして、注意すべきは、南スーダンの稲田大臣のこと、共謀罪と金

田大臣のこと、文科省の天下り問題もこれで忘れてはならず、甘利氏の問題も忘れられてし

まい、室井さん、この問題もワイドショーがしっかりやるべきと言われて、そして安倍夫妻
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が直接関係ないとしても、事実は明らかにすべきで、麻生氏は適切だと嘯き、やっているか

ちゃんとすべき、ＦＡＣＴが大事で、ポスト・トゥルースでは許されないとして、時間にな

りました、以上、今週の金子さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15476] 

市民のための自由なラジオ（第 48回）（2017/2/24） 山下幸夫＆仙

波敏郎 共謀罪を撃つ！ 政権に反対するものを潰し、憲法改悪を強

行するための武器！ 警察に共謀罪＝ＩＳに核兵器＆小出先生 放射

線審議会は核を進めるための露払い、原子力マフィアに中立の意見は

ない！ 

 

 

  2017/2/24, Fri 11:24 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！ 第 48 回、ジャーナリストの今西憲

之さんの司会で東京の自由な隅田川スタジオから放送されました。今西憲之のまいどおお

きに、です。 

 バレンタインデー、今西さん大阪で飲んでおられて、金正男氏の暗殺事件をその時聞かれ

て、毒殺されたと言う映画のようなことであり、金正男氏には今西さん何度か会われて、気

さくで面白いおっちゃんであり、日本酒が好きで、酒の席で国際政治を語り、今西さん毒殺

などと信じられず、新年もメッセージをもらったところで、正男氏の冥福を祈りたいと言わ

れました。 

 

 今回のゲストは弁護士の山下幸夫さん、日弁連共謀罪法案対策本部事務局長、共謀罪の問

題を語られて、ゲストに、警察の裏金問題を告発された仙波敏郎さんもお電話で参加されま

した。 

 山下さんのお話、刑事事件、人権侵害で活躍されて、日弁連で共謀罪の対策をされて、

2000/11 の国連での国際組織犯罪防止条約が採択されても、共謀罪＝話し合って合意した

ら犯罪として処罰できて、日本は犯罪を実行しないと処罰できず、しかし計画のみで処罰で

きるものであり、日本の国会の審議を見たら、罪に問える共謀罪がいるとしても、過去 3 回

に廃案になりも今西さんいい加減と言われて、山下さん、最大の問題は、3 回目の廃案でと

http://www.asahi.com/articles/ASJCJ6F2CJCJUHBI03S.html
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んでもないものと、共謀、阿吽の呼吸や目くばせすら処罰すると政府が答弁して、何を話さ

なくても、警察が犯罪に問えるものであり、そして現在はテロ等組織犯罪防止と名前を変え

て、暴力団や組織的な詐欺を摘発と言うものの、目くばせや一言でも罪に問われて、今西さ

ん、新聞社で、あのデスク腹が立つ、文句を言おうかとしたら共謀罪かと問題になったと言

われて、山下さん、組織的犯罪集団の構成員と言うものの、これは直接は問われずとも、反

原発の市民団体が国会に言って安倍政権打倒と話し合ったら、その段階で共謀罪成立であ

り、市民団体や労組だと成り立つものであり、今西さん、安倍政権打倒と壁に書いたら犯罪

なら、プラカードはどうかと問われて、山下さん、過去にトイレに戦争反対と書いて罪に問

われており、プラカードは大丈夫でも、この壁にやるのは犯罪になる。 

 金田法務大臣は要件を厳しくすると言うものの、実は対象になるようなことは法律とし

てあると今西さん指摘されて、山下さん、主要なものは今の法律で対応できて、日本だと銃

や刀を持つと犯罪になり、要するに今の法律で対応できて、共謀罪は要らず、強盗予備罪、

物色するだけで罪に問えて、放火も同じ、今の法律でＯＫと今西さん言われて、山下さん、

共謀と陰謀で処罰するのは難しく、予備行為は、二人以上で話し合いなら何でも成り立ち、

予備で処罰でＯＫのため共謀罪は要らないのに、アイコンタクトで犯罪になり「警察に使い

かってがいい」、警察が弾圧したいものを簡単に逮捕できて、目くばせを決めつけただけで

逮捕できて、車で暴力団関係者がすれ違っただけで、警察から見たら共謀になり逮捕できて、

今西さん、警察が好き放題できると指摘されて、共謀罪の全貌を明らかにするには、時間が

いくらあっても足りないのです。 

  

 LIGHT UP！ジャーナル、放射線審議会について、元京都大学原子炉実験所の小出先生の

お話がありました。危ない機能強化、規制委員会は審議会の権限を拡大、関係省庁から言わ

れてやっていたのを、自分から発信するものに変える件で、機能強化は危ない件、放射線審

議会は古い歴史があり、文科省に所属、省庁からの質問に答えるもので、しかし福島事故で、

文科省の傘下ではなく、規制庁の傘下になり、原発再稼働の露払いをさせられると小出先生

危惧されて、今西さん、原発事故で全く頼りにならない審議会が積極的な発言をしたら国民

が危険と言われて、小出先生、規制委員会、規制庁が支えて、これらの役所は核を推進して

きた当事者であり、重大な責任があり、そんな連中が福島事故の後も実権を握り、これから

原発の再稼働のために、どこかから答申されて提言では間に合わず、もっと再稼働を早くす

るために、法律が改悪されると危惧されて、作業員の被爆限度も原発事故で 100 ミリ→250

ミリシーベルトに改悪されるのを妥当として、確固たる信念ではなくその時の政治のため

にやっていると今西さん言われて、小出先生、「被曝はどこまでが安全か化学的な閾値はな
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く」、どこまで我慢させられるか社会的に決めるしかなく、被曝量を 2015 年に、緊急作業

なら 25 ミリシーベルトまでいいと、都合で数値が変えられて、その都合のために放射線審

議会が悪用されるものであり、今西さん、作業員でない一般の方の被曝量も政権に左右され

ると指摘されて、その中で、審議会があったら 100％核に賛成の人が選ばれると今西さん

言われて、小出先生、もちろん、放射線審議会は規制委員会の元、規制庁（規制委を掌握）

の元、核をやりたい連中の巣窟で、核をやりたい連中の都合のいいように委員を選んで答申

させて、これまでもそうであり、これからもっとひどいことにされることになり、今西さん、

原子力マフィアが身内で悪事をされると指摘されて、福島に帰還を進めるなら被曝量の厳

密な適用が必要なのに、今西さんは帰還を早急にしてはいけないと思うが、原子力マフィア

の言いなりでこんなことなら、新たな被曝を生むと言われて、小出先生「原子力マフィアに

はニュートラルな意見はなく」、核に反対する人たちの意見は無視、組織には都合のいい委

員のみ任命して、これからもそれをやり、これを聞いて、福島事故の反省のないことを、放

射線審議会の動きに見たと、今西さんため息をつかれました、以上、小出先生のお話でした。 

 

 皆様、自由なラジオへのご寄付をお願い致します。 

 ここで音楽、山下さんは多趣味で、音楽、映画もお好きで、少し古い曲ですが、ＲＣサク

セションのサマータイムブルース、反原発で東芝ＥＭＩが発売しなかった曲です（その会社

は、倒芝になりましたが…）。ライヴ映像が you tube にありました。 

   https://www.youtube.com/watch?v=aJdMa1VI0do  

 

 

 後半のお話、仙波さんがお電話で参加、警察の本音も話されて、仙波さん愛媛県警で裏金

を告発されて、2009 年に退職、共謀罪は仙波さんの退職前にも見られており、「こんな法

律は警察が喉から手が出るほど欲しい、鬼に金棒」と言われて、共謀罪そのものは日本の法

律体系にない、犯罪する前に捜査、逮捕、盗聴も出来て「警察に都合の悪い人間、団体の監

視が出来て、共謀罪は警察が欲しい」と言われて、金田大臣は法律を減らすと言っても、676

の犯罪に適用されて、その中で警察、政権に必要なものは、300 に減らそうと 100 に減ら

そうと大事なもの＝市民に困るもの、は除かれず、そして東京オリンピックのためと言うも

のの、山下さん、テロ対策は日本がちゃんとやっており、組織犯罪対策で、テロ対策は大義

名分、言い訳、オリンピックのためにというのは後付けの理由と言われて、仙波さん、共謀

罪なしでオリンピックが出来ないと言うのは、でんでん総理の勘違いｏｒ確信犯、通常の法

律で対応できて、オリンピックにひっかけて、「警察に共謀罪＝ＩＳに核兵器が渡るくらい」

https://www.youtube.com/watch?v=aJdMa1VI0do
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のもの、基地反対、原発反対の運動、仙波さんも原発に反対して、それらを警察が組織犯罪

集団と認めることと言われて、山下さん、沖縄でも基地反対で逮捕者が出て、これは組織的

犯罪集団と見なされて、沖縄は先例であり、仙波さんが現職の際は、警察の人間なら全員欲

しい、他の警官は実績を作るために不正、指紋の捏造、捜査は調書改竄、警察はテツの中に

いて、ＡＳＫＡさんの薬物問題で釈放されて、尿を出さず、お茶を出して陽性と言うのは、

警察が勝手に判断して、警察の人間はまじめでも、組織は裏金の犯罪組織で、警察に共謀罪、

先のＩＳに核兵器であり、山下さん、警察の権力拡大と今西さん指摘された件で、盗聴もや

られて、警察の操作権限は拡大するものであり、今でも警察は好き放題やっており、共謀罪

が出来たら、盗聴も、今も 47 都道府県の警察で数億かけてすべての警察に、令状なしで盗

聴もやっており、これが共謀罪により合法化、仙波さんは裏金を告発した敵と警察に見なさ

れたら、盗聴はされる、盗聴はしており、仙波さんの裏金を告発で、仙波さんは 10 年前で

監視されて、今は権限拡大、日本の法律は、凶悪事件には予備罪があり、ところがでんでん

総理の、共謀罪なしでオリンピックができないは、知らないのか、弱みを握られているのか

と言われて、山下さん、でんでん総理はオリンピックを安全として招致して、オリンピック

は言い訳、仙波さん、警察は正義を守り悪を撃つためには警察に権限は必要でも、共謀罪は

権限が強すぎて、思想の管理などされると言われて、仙波さんは鹿児島で川内原発反対をさ

れて、共謀罪が原発反対に影響するか、川内原発の近くにテントを張って監視する市民がい

るが、何かすると警察が思ったら逮捕もされて、市民は恐れているものもあり、共謀罪が特

別の場合だけでも、テロ「等」で無限に拡大解釈できて、山下さん、「等」を外せと言った

のに、やらず、仙波さん、特定の政権や警察を利するだけの法律を作らせてはいけないと締

めくくられました。 

 山下さん、何らかの団体に所属している人たちは警察の監視下に置かれて、その根拠にな

り、政府に都合の悪い、反原発、基地反対、自衛隊派兵反対の声を弾圧するための法律であ

ると言われて、今西さん、共謀罪と言い、憲法のもとにあるべきで、表現、結社、信教の自

由に反すると指摘されて、山下さん、憲法から見て、話をする＝信教の自由に抵触して、個

人の尊厳（13 条）にも抵触し、しかしでんでん総理は憲法改悪を意図して、人権すら否定

するものであり、それでも、共謀罪が国会で審議されて、今が正念場であり、日弁連も反対

して、国民が何をすべきか、どうしたら共謀罪を止められるか、山下さん、ことを知って、

反対の声を上げて、地元の国会議員に反対と伝える、彼らも選挙があり、党議拘束があって

も、反対の声を上げて、当の中で反対の声を大きくする、共謀罪が成立→投票しないぞとい

う行為が必要、反対のデモ、ネットでの反対の声を上げる、年内にも選挙が想定されて、そ

れで影響させる、今は共謀罪はなくても、安倍政権の総決算、政府に都合の悪い運動を潰せ
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て、独裁政権 できて、緊急事態条項もあり、その先に憲法改悪があり、それに反対するも

のを潰す武器を警察に与えて、でんでん政権の憲法改悪の野望の総決算、今西さん、戦前に

戻る、平成の治安維持法と言われました。 

  

 今週の特集、共謀罪、今西さんのようなフリーランスのものも怖くて仕事ができなくなる、

事件の取材をして、暴力団関係者と接触して、聞いただけで共謀と見なされると指摘されて、

山下さん、組織が対象だが、暴力団関係者に接しても共謀罪の適用と見なされる場合もある

と指摘されて、共謀罪、秘密隠蔽法と、ますます委縮する状態が、マスコミだけでなく、市

民にも及ぶと指摘されました、以上、今週の自由なラジオでした。 

 

 

[civilsociety-forum:15475] 

朝日放送おはようコール（2017/2/24） 中川譲が森友学園と安倍夫妻

の不適切な関係とマレーシアと北朝鮮の関係悪化を語る 

 

 

  2017/2/24, Fri 06:23 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は帝塚山学院大学

客員教授の中川譲さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は選挙時に男女均等にすべきという努力義務、日本に女性

議員が少ないため、読売は東京オリンピックの都の外での費用の試算、都の負担増加、毎日

は北朝鮮の事件で中国を避けて容疑者が逃げた件、産経は北朝鮮とマレーシアの対立、マレ

ーシアは北朝鮮大使館の廃止、日経は森永グループの統合です。 

 

 森友学園の問題、4 月に開校する小学校、ＨＰから安倍昭恵氏の名前とあいさつが削除さ

れて、昭恵氏は塚本幼稚園の教育は素晴らしく、そこから公立に行くと内容が損なわれると

講演して、昭恵氏の削除について森友学園に問い合わせても誰も電話は出ず、そして国有地

のタダでの森友学園への売却問題、民進党の追及に麻生氏は 1+1＝サルマタの苦しい答弁

であり、評価額より安く払い下げられて、掘れば掘るほどボロが出て、稲田大臣は籠池氏に

感謝状を出して、これの取り消しも想定されて、中川さん、政権と森友学園の距離は近く、
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憲法改悪にもかかわり（憲法改悪を求める署名活動をしている、こんな例はほかになし）、

値引きには怪しいし、学校自体もあやしく、憲法改悪を呼び掛けるのは政治活動で、学校以

前の問題、稲田氏はこんな学校に感謝状を出して、籠池氏は日本会議の有力メンバーで、日

本会議と安倍総理も近く、日本会議と安倍総理夫妻がかかわり、そのために値引きしたと思

わざるを得ず、ちゃんと説明しないと、でんでん総理もでんでん政権も存在意義を問われる

と言われました。 

 

 北朝鮮とマレーシア、正男氏殺害事件で、マレーシアは国交を見直す考えであり、北朝鮮

も反発、北朝鮮の大使館に大量の飲料水が運び込まれて、容疑者二人が大使館にいると見ら

れて、マレーシアは怒り、北朝鮮の大使館前に市民のデモ隊が来ており、大使館の職員に出

てこい、デモ隊はマレーシア政府に北朝鮮との関係の見直しを迫り、マレーシアの観光大臣

も北朝鮮はならず者国家と言い、友好関係を壊してまで、なぜ正男氏をマレーシアで殺害し

たか、暗殺事件のマレーシアと北朝鮮の対立が深刻化して、北朝鮮はマレーシア政府に責任

と言い、北朝鮮のメディアも初めてこの事件に言及しても、具体的なことはなく、マレーシ

ア政府は北朝鮮のマレーシア大使館の閉鎖を検討、国交断絶も危惧されて、この他、ベトナ

ム、インドネシアと北朝鮮の関係も悪化して、これについて中川さん、北朝鮮に誤算、これ

ほど犯行が分かるとは思われず、防犯カメラで犯行がすべてわかってしまい、これほど犯行

がまる裸にされるとは思わず（北朝鮮の監視カメラと意味が違う）、またマレーシア政府が

これほど厳しい態度に出るとは思わず、北朝鮮の犯行が丸分りで、マレーシアの国民も怒っ

ており、北朝鮮もここまでとは思わず、東南アジアは北朝鮮と友好関係があり、それらの国

と対立で、北朝鮮はまっとうな国になるべき、そして大使館に手を出すことはできず、踏み

込む＝戦争であり、籠城している人間を引きずり出すことはできないものの、北朝鮮にまと

もな国になることに望みをかけて動くべきと言われました。 

 

 ＪＲ西の豪華寝台列車、トワイライトエクスプレス、瑞風の運航開始、ホテルが走るとい

うコンセプトであり、客席も豪華、昼は広いリビングスペース、夜は寝室、園芸品が旅を彩

り、喫茶は高級クラブのような仕上がりで、バスルームもあり、浮世離れしたとの声もあり、

6/17 運航開始、25 万からでも 9 月まで予約で一杯、世界遺産や非公開のところも見られ

て、10 月以降のものは 4 月から販売、しかし高すぎて、との声がスタジオであり、中川さ

ん、この豪華さはヨーロッパのオリエンタル特急よりすごく、ＪＲの経営は苦しいが、この

ようなもので稼ぐとしても、鉄道は地域の足であることを忘れないでほしいと言われまし

た。 
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 本日の気になる新聞記事、朝日 2 面、ヤマト運輸の通販が重荷になり、ネット通販の拡

大とドライバーの負担増加、2 割はアマゾンの段ボールで、佐川から流れて、ヤマトの現場

にしわ寄せ、スタジオでも利用するとの声があり、中川さん、宅配サービスに世話になって

も、現場労働者にしわ寄せ、値上げも困難で、ドローン配達の必要もあり、読売 31 面の記

事で、グルメイベントで出展料が返還されず、企画した会社が破産、この会社にイベント運

営の経験はなく、この会社で金の流れに問題もあり、中川さん、最初からだますつもりかも

しれず、刑事告訴の可能性があると言われて、朝日の 35 面、大学生の読書時間が激減、ス

マホの時間が増えており、スタジオでも本を読まないとの声があり、中川さん、タレントの

芦田愛菜ちゃんの本を読むのを見習うべきと言われました。以上、中川さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15472] 

朝日放送ラジオ 堀江政生のほりナビ クロス（2017/2/23） 森友学園

の問題、平岩和之記者の報告 

 

 

  2017/2/23, Thu 20:35 

 永岡です、朝日放送ラジオの、堀江政生のほりナビ クロス、早耳通信で、朝日放送の平

岩和之記者の報告がありました。 

 朝日放送はこの問題に突っ込んで取材・報道しており、問題の土地はボロ安（1 平米 1 万

円）であり、金額は非公開→木村市議が提訴→公表、財務省は公開として謝り、突っ込んで

ほしくないものであり、虐待も副園長が発信して、これも平岩さん早くから取材されて、森

友学園は淀川区の塚本幼稚園の所属で、訴訟を保護者に起こされて、犬くさいとお子さんが

誹謗中傷されて、籠池氏の妻がくさい、鼻がマヒする、カバンを犬くさいと捨てられて買い

なおされて、弁当に犬の毛が入っていたら捨てさせられて、園児は食べられず、子どもは心

の傷を負い退園されて、繰り返しのヘイトスピーチ、精神的な打撃として、虐待を受けた人

は他にもあり裁判、塚本幼稚園も反論して、直接言っていないので虐待ではないと言うもの

の、これを平岩さん、犬くさいと言ったのは本当かと籠池氏にインタビューしたら、本当に

犬くさいと語り、これはキャストで語り、平岩さん唖然、犬 5 匹と住んでいるからという

と、周りの職員がヨイショ＆横にいた弁護士も犬くさいという！ 人権意識を高く持つべ
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き弁護士がこれであり、実際に犬は 2 匹のみ飼ってきれいにしていて、周りの保護者もそ

れを認めて、しかし百歩譲っても、こんなヘイトスピーチを言う幼稚園があっていいのか？ 

 この塚本幼稚園が小学校を作ろうとして、その前にでんでん総理がいて、名誉校長は昭恵

氏、しかし昭恵氏の顔写真がＨＰから削除されて、日本万歳の文章も削除されて、これは本

当に名誉校長を止めたか不明。 

 不透明な土地の値引きで、土地の評価額は 9.56 億、ゴミ除去に 8 億かかるかもしれない

（かかったではない）でその分引いて、民間ではこんなことはあり得ず、ボーリング調査で

9.9m の深さでゴミが見つかったと、学園が自分で言い、このゴミが埋まっており、処理に

8 億かかると試算して、こんな商取引はあり得ず、しかし、9.9m からゴミが出たと、処理

する業者も見ておらず、疑惑。 

 堀江さん、安倍総理もどうかと言われて、平岩さん、総理も一般の感覚だと疑われて、昭

恵氏も名前を貸していたのかも知れないが、今後の展開、この小学校はまだ認可が下りてお

らず、1,2 年生 160 人の募集に、40 人しか集まらず、私学の審議会で、複数のメンバーか

ら、経営を不安視する声があり、塚本幼稚園も定員の半分しか入らず、塚本幼稚園とこの小

学校が無事開校できるか？ 開校しても、問題はあり、ゴミ撤去費用の 8 億の問題、それ

だけ本当にかかったのか？ 深さ 10m にゴミがあるなら、そんなことは手間からして大変

であり、いきさつは全く不明で、根拠のないことをしていたら大問題。 

 スポーツライターの城島茂さんも、教育勅語のことをやるものが不透明なことをしたら、

教育理念そのものが問題と言われて、堀江さん、愛国心を持つものも困ると言われて、でん

でん総理、妻から素晴らしい学校と聞いており、当初は安倍晋三記念小学校と呼ぶ予定で、

昭恵氏の名前、総理の名前で寄付を募り、その裏でこんなデタラメであり、籠池氏は保護者

におぞましいと言って平岩さんビックリ、一連のことにおぞましさを感じたとして報告を

締めくくられました。以上、ほりナビ クロスの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15471] 

ＴＢＳラジオ 荻上チキ SESSION22（2017/2/22） 大阪の森友学園

への国有地払下げ問題、安田浩一さん、木村真さん、吉村治彦さんの

お話 
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  2017/2/23, Thu 19:22 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荻上チキ SESSION22 で、メインセッション、森友学園への

土地売却問題第 2 弾、問題点を洗い出す、評価額より激安で払い下げられて、4 月に開校す

る小学校の名誉校長は安倍総理の夫人、安倍晋三氏の名前で寄付金を募っており、20 日の

籠池氏インタビューは各メディアで話題になり、今回はヘイト事案を取材されている、ジャ

ーナリストの安田浩一さんがスタジオのゲストで、提訴された豊中市議の木村真さん、取材

された朝日新聞の吉村治彦さんが電話で参加されました。ＴＢＳクラウドで公開されてい

ます。 

 http://www.tbsradio.jp/121929 

 

 20 日は木村さんと吉村さんも出る予定が、二人が出るなら籠池氏が出演拒否で、今回は

このお二人と、安田さんのお話であり、ヘイトスピーチ問題取材のスペシャリスト、安田さ

んは森友学園のヘイト問題を取材されて、格安払下げと、ヘイト問題、一昨日の籠池氏の発

言を、払下げの不透明さはまったく解明されず、籠池氏は詭弁を弄しており、喩（たとえ）

として不適切、国有地であり、国民の財産の払下げは厳しく監視されるべきで、不当な値引

きには納得できる説明が必要で、第六感など納得できず、籠池氏は「お国」と多用して、価

値観に国家を置いても、お国の土地と言う意識なし、日ごろの愛国と矛盾して、荻上さんも

籠池氏の発言は国有地を買う場合に不適切と言われて、疑問が増えたと指摘されて、具体的

な数字は全く出ずのことを指摘されました。 

 木村真さん、お電話でのお話で、月曜のドタキャンを荻上さん謝罪されて、なぜこれに関

心を持ったか、木村さん、豊中市は公園として利用したく、伊丹空港の騒音対策で、密集地

の区画整理で国と一体となり事業を進めて、広大な土地があり、豊中市は公園として利用し

たく、国も知り、豊中市は無償貸与を要望して、しかし国は買え、それも 20 数億で、東半

分のみ 14 億で買い、森友学園の土地は豊中市が買うのをあきらめた土地で、それで木村さ

ん関心を持ち、一昨年から工事が開始されて、森友学園、瑞穂の国小学校のできることを知

り、豊中市が買うのをあきらめた土地で、豊中に好ましくない施設ができるのは問題で、し

かし工事現場に、当初は基礎工事でも、児童募集のポスターが、私立小学校の募るものでは

なく、神社の秋祭りのようなポスターで、教育勅語がポスターにあり、これはヤバいと、ネ

ットで調べたら、母体は塚本幼稚園、園児に教育勅語を暗唱、軍国主義教育の幼稚園であり、

そんなものが豊中市が買うのをあきらめた土地で小学校はエライことと思ったのが第一印

象。その後、登記簿を調べて、安倍昭恵氏が名誉校長、籠池氏は日本会議の大阪の幹部で、

イレギュラーなことがあると想定されて、法務局から登記簿を見たら、所有者は運輸省、今

http://www.tbsradio.jp/121929
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の国交省、あれ、であり、近畿財務局に聞いたら、定期借地権で貸していると知り、豊中市

に強硬に買えとしたものなのに、豊中市には強硬、しかし森友学園になぜ貸しているか、疑

問、電話で賃借料を聞いても答えられず、行政文書の情報公開を求めて、ところが出てきた

文書が黒塗りだらけ、特に金額は全て黒塗り、一部の条文も黒塗り、森友学園の名前すら黒

塗りで、これはおかしいと思い、黒塗り契約書は何か裏にあると確信して、この段階だと市

民への説明の必要もあり、黒塗り契約書はおかしいと、仲間と情報交換→森友学園が買った

との情報で、近畿財務局に打診、売買契約書を入手して、これも黒塗り、金額、条文が黒塗

りで、瑞穂の国小学校を考える会を作り、ビラを作って、塚本幼稚園が母体で、おかしいと

思わないかとビラを配り始めたのは、昨年の 10 月ごろ。 

 籠池氏は功名心で木村さんがやったと言うものの、木村さんは市会議員、市内のおかしい

と思われる出来事は、市議の通信や号外も作り、考える会のビラ、木村さん一人で作ったビ

ラではなく、みんなで相談したもので、市民に、おかしいとアピールするのは議員として当

たり前。 

 メディアへの告知は、11 月～12 月にブログ、ビラ、メディアにも情報提供をして、問題

のあったときに、名刺交換したメディアに送り、情報公開されず、その中で公開を求めて木

村さん提訴、最初は、国有地＝国民の財産、売却するなら公開が必須、財務省は随意契約、

しかし他は公開して、森友学園のみ非公開、裁判にしないと公開されないのか、一方でビラ

で問題提起、近畿財務局はどこかで出すと思ったら、出さず、国有地売却の費用公開で裁判

もしんどいが、2/4 に提訴で、市議として提訴に籠池氏は批判しており、木村真さん、なぜ

そんな疑問を持つのか、市会議員は市民でもあり、認められている権利で、非公開の理由は

納得できるものではなく、決定通知書に、不服なら審査請求、行政訴訟が出来るとあり、市

会議員が市民の不利益を解消するために裁判するのは当然であり、県や、市が国を提訴する

ことはあっても、木村さんは 2/4 に提訴で、これをきっかけに報道も起きて、メディアも

関心をもって、提訴まで記事にならず、具体的な動きで、提訴して、記事になった意味は大

きく、朝日新聞が独自取材もしており、どのタイミングで記事にするか、提訴に合わせての

記事であり、そして提訴以降、黒塗りの情報が公開されて、木村さん、率直に言えば「ふざ

けるな」、最初から出せが率直な感想で、地方自治の意味もあり、出さない理由は何であっ

たのか、不可解であり、情報公開で提訴は、しかし公開されても、木村さんが原告、請求者、

近畿財務局は非公開で、国と木村さんの関係、民進党の議員からは情報を得ても、国からは

直接なにももらっておらず、提訴は取り下げることはなく、裁判は、非公開の理由が国のも

のと森友学園のものが異なり、国は森友学園が出すなと言い、しかし森友学園は国から打診

されて軽い気持ちで非公開としており、提訴を取り下げるつもりはない。 
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 木村さんの提訴から、疑惑も出て、これは木村さんの提訴とは異なり、報道で、一つ新し

い事実が出たら、また疑問も出てくると、木村さん締めくくられました。安田さん、木村さ

んは地方議員としてまっとうな仕事をされており、籠池氏の言うように売名行為ではなく、

民主主義の国だからこそ、国有財産の監視は必要であり、地方に、国有地の財産の処分は監

視する必要があり、豊中市は公園に 14 億出して、そして小学校にタダはおかしく、地元の

議員は監視すべきと言われました。 

 

 続いて、この問題を最初に報じた、朝日大阪社会部の吉村さんのお話、取材は、豊中市を

担当されて、行政をチェックされて、木村さんではないが、豊中市の取得した土地に問題が

あり、隣に小学校建設も金額がわからないとして、取材開始、近畿財務局のことで、森友学

園のみ公開されず、学校法人などで公開に問題があり、公表前提であるのに、近畿財務局は

国有財産で公表すべきであるのに、他の学校と森友学園は対応が異なり、それで 2/9 に近

隣より安いと報じられて、払下げの国会で、民進党の玉木氏と、国交省の担当者のやり取り、

玉木氏は、森友学園から国に 200 万しか入らないと糺して、国交省は 1.34 億の売却と言

うものの、玉木氏、隣の土地は 14 億、森友学園は 200 万のことを糺しており、安いことか

ら、別のスキャンダルも出て、そしてゴミの撤去について、籠池氏は建物の建ったところの

み除去したと語り、建物は完了でも、いくらかかったかはしゃべらずであり、これで、今日

の国会で、共産党の宮本氏が追及して、お国の方が 8 億 9 億と言うのは、運動場も除去と

言うことについて追及されて、宮本氏は前日に質問しても、国から 1+1＝サルマタで交わ

されて、大阪航空局は、処分費用 8.2 億のうち、3.6 億撤去に要したと、国の責任免除のこ

となどというものであり、つまり、もともとの報道＋SESSION22 の報道で、値引きにプラ

スして、結局 200 万しか取っておらず、実際には 3.6 億が撤去費なら、それを差し引いた

か国の責任があり、大阪航空局と、財務局に責任があり、ゴミの分は国の責任と言うもので

あり、論点も出て、これについて吉村さん、思ってもいない問題も出て、当初は豊中市に売

却された 1/10 であったのが、民進党の追及で、土壌汚染のことも国が負担して 200 万に

減り、分割払いで、様々な要素が出てきていると言われて、朝日の追加の報道で、ゴミの撤

去は 1 億と報じて、籠池氏はこれは言っていないと言うものの、吉村さん、取材は吉村さ

んと別の記者と二人で行き、ゴミの撤去について、基礎を作るときに撤去したものが、施工

会社から言われたのは、1 億くらいと籠池氏は言ったので、そう報じた＝籠池氏の 20 日の

ラジオの話はウソであり、朝日の報道以降の展開、他のメディアも報じて、吉村さん、新し

いものも出てきたと言われました。 

 そして、森友学園と行政の対応は、吉村さん、行政はゴミの撤去費用の積算をしても、8
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億の根拠は出てこず、近畿財務局はこの問題が大きくなってから取材拒否して、財務省でや

ると言うものの、もちろん直接の当事者は近畿財務局で、取材に応じるべき。 

 大阪の、行政で、私学の審議会があり、吉村さんの同僚が取材して、会合は非公開でも、

小学校がうまく行くか、疑問だと出たと、吉村さん締めくくられました。これを安田さん、

意味のあるスクープであり、朝日の報道がなければわからなかったものだと評価されまし

た。 

 地元メディア、大阪府知事などの動き、この問題の要は、不透明な取引に政治家が関与し

たのか、安倍総理とその周囲、大阪府の関係者など、透明性の回復が必要で、デュープロセ

ス（適法手続）のことを安田さん問われました。 

 情報非公開を、学園から言ったのか、国が言ったのか、さらに金額も籠池氏は第六感とい

うものであり、ゴミの問題、具体的な金額を森友学園は公開せず、学園、国ともにちゃんと

公開すべきあると荻上さん指摘されてました。 

 

 そして、森友学園と塚本幼稚園のヘイトスピーチ問題について、安田さん報告されて、塚

本幼稚園は安田さん私的、ヘイトスピーチを追う人はみんな知っており、関西でヘイトデモ、

京都朝鮮学校の襲撃に、人脈として塚本幼稚園や籠池氏の名前があり、極右排外主義人脈か

ら塚本幼稚園は称賛されており、安田さんヘイト文書の問題が浮かび上がり、単なるおかし

な幼稚園ではなく、差別排外主義、ヘイトスピーチから取材されて、その中で取材されたの

は、塚本幼稚園にかつてお子さんを通わせて、退園させられた保護者を取材されて、学校の

運営に異を唱えたら追放されて、運動会ででんでん総理万歳と言わせる、どこぞの委員長の

国真っ青で、それを知って保護者はお子さんを通わせたのか、共感したのではなく、「働く

お母さんにいい」、2 歳児から受け入れ、給食あり、通園バスがきめ細かく走り、お母さん

に便利であり、教育勅語などもあっても、しつけをやってくれるという、利便性＆しけつで

通わせて、軍国主義で通わせている保護者はほとんどなく、ところが、入ると？ であり、

まずヘイトスピーチ問題、韓国人、中国人嫌いと籠池氏が文書を出しており、これを受け取

った保護者に安田さん取材されて、今は帰化されて、在日コリアン、通っているお子さんが

炭酸飲料を飲むと、これを注意されて、その注意の手紙に、炭酸飲料を飲むと悪いと言うだ

けでなく、韓国人は整形したり炭酸飲料を飲むとかの手紙を送っており、保護者は反論の手

紙を出したら、在日だとして、差別だと批判したら、学校からさらなるヘイト文書、韓国人

と中国人は嫌い、在日も日本人になれというヘイト文書を元韓国籍の人に送り、籠池氏は個

人だからヘイトスピーチではないと言うが、安田さん、個人か集団かは関係なく、差別が問

題であり、これに母親はショック、子どもの差別＆民族差別を許しがたく、それで退園した
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というのです。 

 これは一例で、安田さんの取材で、塚本幼稚園の発行するお母さん新聞があり、籠池氏の

コラムがあり、そこに 2014 年 7 月の記事で、塾の経営は新左翼の在日が多い、名古屋の

塾の問題は在日がやって反日になると凄まじいヘイトスピーチであり、別のコラムだと、戦

後 70 年、沖縄について、翁長知事は親中国で娘、娘もシナの手先…というヘイトスピーチ、

これはネットで流布されたデマで事実無根のフェイクニュース、しかし、籠池氏は新聞記事

のコピーを渡し、読売の記事で、フェイクニュースの件、ウェブに踊らされるな、朝日はウ

ソが多い、フェイクニュースが多いと、フェイクニュースを発信する籠池氏のデタラメ、お

もらしした下着をカバンに入れさせる、ＰＴＡ会費にも問題で、ハラスメントで退園に追い

込まれた園児もあり、民進党の福島氏の質問に、でんでん総理は妻が名誉校長、籠池氏は素

晴らしく、総理を辞めたときに、小学校を安倍晋三記念小学校としたいとして、無断使用だ

と言うものの、このような学園、熱意は素晴らしいとして、ヘイト疑惑をでんでん総理は肯

定して、無断使用というのに、昭恵氏は、テレビ東京の報道で、総理だから引き受けたと証

言しており、これらの問題もあると、安田さん締めくくられました。 

 

 この問題は、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」でも取り上げられて、森友学園のＨＰか

ら安倍昭恵氏の写真が削除されて、そして問題の豊中市で、他に国有地を豊中市が買い取り

（新関空会社→豊中市）、それに 7.7 億かかり、給食センター用地で、ところがアスベスト

があったために、浄化費用として 14.3 億かかり、豊中市は要するに 22 億円かかり、他方

森友学園の場合は激安で、これについて弁護士の森直也さんは、怪しい事実が客観的証拠と

して積みあがると、裁判で、国の方がいかがわしいことがなかったことを立証することが求

められるとコメントされました。 

 なお、森友学園の問題、報道するラジオの案内の平野幸夫さんが、ブログで指摘されてい

ます。 

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12250492242.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--

blog----hirano-yukio_12250492242 

 

以上、SESSION22 とＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12250492242.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12250492242
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12250492242.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12250492242
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[civilsociety-forum:15470] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/2/23） 谷口真由美 森

友学園の国有地払下げ疑惑を語る＆朝日放送のキャスト 森友学園の

教育勅語＆稲田大臣の問題報道 

 

 

   

 2017/2/23, Thu 17:28 

 永岡です、毎日放送ラジオの、上泉雄一のええなぁ、木曜のレギュラーは大阪国際大の谷

口真由美さんでした。 

 しゃべりたいんやぁトピックス、谷口さんのトピックス、話題沸騰の森友学園のこと、報

道も沸騰して、何と関西の話であり、大阪府豊中市に、認可も降りていない瑞穂の国小学校

が、国有地を払い下げられて、そして認可の問題、他にも問題はあるが、この 2 点につい

て、これは豊中市議の木村真さんが追跡して、大阪の伊丹空港の騒音対策で国が購入→騒音

が改善されて、一般に払下げ、問題の土地の半分は豊中市が買い取り、14 億、本当は全部

買いたかったが、お金がなく半分で、残り半分を買ったのは、小学校が建ち、秋祭りのポス

ターで、購入価格は非公開、国有地売却で非公開はおかしく、情報公開で提訴→朝日新聞が

報道→国会で取り上げられて、話を総合すると、売却価格は 1.34 億、評価額は 9.56 億、

つまり 8 億以上の値引き、それも非公開で、これは上泉さんも何かあると言われて、谷口

さん、豊中市の買った税金は高いまま、そして国有地＝国の土地を民間が買う→お金は国庫

に入り、国民、納税者全員がおかしいと思わないとならず、日本は財政が破綻寸前、それで

もらえるところからなぜもらわないかと、国会で追及開始→小学校は安倍晋三記念小学校

の冠で寄付を募っており、現首相の冠で寄付を集めた→利益供与の疑いがあり、でんでん総

理、関係していたら、総理も国会議員も辞めると啖呵→が、安倍昭恵氏が名誉校長であり、

総理の名前で寄付を集めて、首相のことを回りが忖度してこんなことになったのか、本来国

庫に入るべきお金が入らなかったのは大問題、ゴミ撤去に 8 億かかるなら、豊中市に払い

下げたものも安くすべきであり、豊中市は公園を作るのに盛り土して、阪神・淡路大震災の

仮設住宅が建っており、籠池理事長は SESSION22 で、ゴミについて明記せず、ゴミを撤

去したのを地元の人は見ていない、8 億円もゴミを撤去したら、ダンプ 4000 台必要で、一

般的に見たらおかしい。 

 上泉さんも報道を見て知り、なら、最初に情報公開を求めた際にちゃんと公表すべきと言

われて、非公開はおかしく、谷口さん、財務局は木村さんに額を言うなと国に言われて、し
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かし国の資産はいくらで売れたか公開すべき、契約は入札でやるべきなのに、随意契約で森

友学園にしか売らないのは、国有地で税金が関係するのでおかしく、木村氏が求めようが、

国民には公開すべきで、しかし木村氏には黒塗り、国会議員には数字を出した。 

 瑞穂の国小学校は、大阪府が認可するもので、事前の審査で留意点があり、財政状況に森

友学園は問題があり、半年で好転することはなく、厳しく審査すべきであり、この学校をど

うしても作りたいなら、安く払い下げないとなかったのか、府の私立学校の審議会は、判断

を持ちこしても、条件付きの認可を、生徒が定員の半分も来ず（この件は今日の日刊ゲンダ

イに記事あり、http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200051 ）、3 月の定例

会で判断することになり、つまり小学校が 4 月に入れるか不明で、それなら入学者がゼロ

になる危険性もあり、入ろうとしていた人たちとのトラブルも起きる可能性はあり、疑問に

思い行動した人がいたので疑惑が明らかになり、国会で一小学校が問題になり、国有地の払

下げと、学校の認可の問題があると締めくくられました。 

 

 そして、朝日放送のキャストでも、この問題は取り上げられて、国会で、8 億円値引き、

安倍昭恵氏が名誉校長、民進党の今井氏は総理の責任を問い、塚本幼稚園は保護者に差別、

ヘイトスピーチ、そして生徒に教育勅語であり、ジャーナリストの大谷昭宏さん、教育勅語

は 1948 年に廃止されたと言われて、軍国主義の根幹であり、教育勅語について民進党が追

及すると、文科省は適切な配慮なら教育勅語は問題ないと、要するに政府は教育勅語は問題

ないと判断して、しかし教育勅語の内容は問題もあり、1890 年に作られたもので、親孝行

とかいうものの、非常時にはお国のために死ねと言うものであり、これが軍国教育に利用さ

れたもので、ココリコ遠藤さんも、いざとなったら国のために死ねと指摘されて、人間は親、

家族のために生きており、国のために生きているのではないと言われて、大谷さん、今にな

りこれを教育で肯定するのはおかしく、文科省は天下り問題を起こして教育勅語に反して

おり（笑）、稲田防衛大臣がこれを肯定して、22 万の防衛省、自衛隊にこういう教育をして、

稲田氏が籠池氏に感謝状を出しており、冗談ではないと怒られて、今も現地で自衛官が頑張

っているのに、こんな問題のあるところに感謝状を出した稲田氏の問題を指摘されました、

以上、ええなぁとキャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15467] 

朝日放送おはようコール（2017/2/23） 二木啓考が塚本幼稚園の虐待

疑惑・森友学園との日本会議問題と金正男氏殺害事件を語る 

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200051
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  2017/2/23, Thu 06:23 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はジャーナリスト

の二木啓考さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、今朝も北朝鮮が多く、朝日は正男氏の暗殺に大使館員が関与、

毎日も同じ、読売は国家ぐるみの犯行、産経も同傾向、外交官に不逮捕特権、大使館に治外

法権、日経はヤマト運輸の宅配総量抑制です。 

 

 森友学園の運営する大阪市淀川区の塚本幼稚園の虐待疑惑、国有地格安払下げ問題の森

友学園の幼稚園、昨日の国会で、民進党玉木氏が、うんちをもらしたらパンツでくるんでバ

ッグに入れて持ち帰らせると、児童虐待と指摘、元園児の保護者も複数の証言があり、生々

しい虐待のことを語り、もらしたら、カバンの横のキーホルダーみたいなものに入れさせる

などのもので、敷地を評価額の 1/7 でＧＥＴ、籠池理事長は教育方針に合わずに来たと、

保護者を誹謗中傷しており、しかしこの虐待や、犬を飼っている家庭にくさいと、犬を飼う

なとして、子どもは退園、裁判になり、スタジオでも子供を人間扱いされていない、裁判を

起こされている学園に政権の中枢の関与の問題の声があり、親が判断したらこのような問

題のある幼稚園は淘汰されるとの声があり、しかし籠池氏はくさいとヘイトスピーチ、籠池

氏は素晴らしいとでんでん総理は夫人から聞かされており、これについて二木さん、犬くさ

いというのは子供を傷つけるものと言われて、4 月に開校の学校、1,2 年で定員 80 人のも

のが、1 年 45 人、2 年 8 人しか決まらず、経営破たんも危惧されて、籠池氏は日本会議の

幹部、保守系の日本最大の団体、憲法改悪、愛国教育の徹底、靖国参拝と、行き過ぎた国民

の権利の抑制と超極右の主張で、でんでん総理と思想は似ており、安倍晋三記念小学校とし

て募金しており、でんでん総理は知らずに使われたなら抗議すべきで、日本会議に賛同する

国会議員は 281 人、大半が自民党、日本会議の会合に安倍総理もメッセージ、閣僚 19 人

のうち 12 人が所属、選挙のために参加している政治家も多く、格安払下げには誰か黒幕が

いるとしか思われないと言われました。 

 

 北朝鮮が正男氏の殺害に国家として関与した可能性があると、マレーシア当局が会見し

て、正男氏が白昼堂々殺害された事件、会見で、北朝鮮の大使館員や、航空会社の人間がか

かわっていると、マレーシア当局は北朝鮮に逃げた人間についても言及しており、主権に対
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する侮辱であり、女二人は毒物と知りつつ犯行に及んだと、国家ぐるみの犯行で、重要参考

人の身元も判明して、これについて二木さん、これから先の捜査は難しく、大使館員がかか

わっていたなら、国家ぐるみことで、北朝鮮の国営航空、二木さんも北京→平壌で乗られて、

今は別の運航であり、航空会社の名簿もネットで分かり、それで正男氏がどこに行くか把握

してのものであり、マレーシアと北朝鮮の対立が深刻、マレーシアは全員の身柄引き渡しを

要求し、北朝鮮は釈放を要求、二木さん、起きた国の刑法が適用されて、マレーシア当局は

容疑者の引き渡しを求め、北朝鮮は我が国への侮辱と対立して、外交官は逮捕されない特権

があり、国家間の壁が問題になり、大使館の敷地内はその国の刑法が及ばず治外法権、大使

館の車も同じで、逮捕された容疑者は有罪にはなっても、今後の対応が難しいと言われまし

た。 

 

 月末の金曜日に 3 時で仕事を終わるプレミアムフライデーが明日から開始、店により安

くなる企画があり、個人消費の拡大が目的、しかし企業の 45％は対応せず、二木さん、企

業全体への浸透は、月末の金曜は決算日でとても休めず、やるなら第 1 金曜などにすべき

と言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日 1 面、堺市長選、維新は清水元アナウンサーの擁立を表

明して、現職の竹山氏も立候補、徒構想の是非を問うもので、二木さん、維新は堺市長選を

ぜひ押さえたく、竹山氏は維新から造反して、元アナウンサーによる争いになり、日経の 2

面で、地球に似た惑星が 7 つ発見されて、地球から 39 光年、二木さん、電子望遠鏡で見る

のは 39 年前のものと言われました。以上、二木さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15464] 

朝日放送キャスト＆毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/22） 森友学園の土

地不正取得問題、塚本幼稚園の園児虐待問題 

 

 

  2017/2/22, Wed 19:13 

 永岡です、連日報道されている森友学園の問題、朝日放送のキャストで、今日は併設の塚

本幼稚園の児童虐待問題が取り上げられました（一部食事時に読むには下品な内容があり
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ますが、問題の深刻さゆえにお送りいたします）。 

 園児が、おもらししたら、ウンチのついたパンツをカバンに入れさせるなどの虐待で、塚

本幼稚園の運営は森友学園、国有地を激安で払い下げられて、理事長の籠池氏、教育方針と

合わないのに入ってきた親が悪いと放言、塚本幼稚園は 160 人の園児があり、松井知事、

行政に通報がないと他人事であり、司会の浦川泰幸さん、森友学園が 4 月に小学校の開設

を目指して、隣は豊中市が 14 億で土地を買い、土壌汚染の除去費用も森友学園はもらい、

土地をたった 200 万でＧＥＴ、名誉校長は安倍昭恵氏、フリーアナウンサーの松尾さん、

トイレトレーニングも親のサポートを幼稚園がすべきものを、こんなことは親御さんの気

持ちになったら大変と言われて、浦川さんも子供が怖がると言われて、森永卓郎さん、自分

の世代は太平洋戦争の反省で教育勅語を止めて、それでこれは問題、さらに国有地格安払下

げ、自分に売ってくれるなら銀行から融資してもらうし、ゴミの搬出はしておらず、官僚が

忖度したのか、島田さくら弁護士、一国の総理夫人が名誉校長なら、おかしい、李下に冠を

正さずであるべきと言われて、浦川さん、母親たちに取材した虐待があるというのです。こ

れ、キャストは、6 時台の特集で予定変更で森友学園の問題、犬を飼っているから犬くさい

などと、籠池氏が暴言、犬を 5 匹飼っているからと言うものの、言われた家庭では 2 匹し

か飼っておらず、退園、そして中国、韓国の方が嫌いと、籠池氏の妻の副園長がヘイトスピ

ーチ、中国には侮蔑的な表現（慎太郎氏のやったのと同じ）であり、退園者が相次いで、保

護者が森友学園と訴訟になっているのです。さらに、再三報じられているように、この瑞穂

の国の小学校は、安倍晋三小学校として寄付を募り、例のテレビに出てくる文字は、瑞穂の

国記念ではなく、安倍晋三記念小学校となるはずであったのです。どこぞの委員長真っ青で

す（笑）。 

 司会の浦川泰幸さん、愛情を教えるべき学校でこれは大問題と言われて、森永さんも、例

の土地のたたき売りは官僚のみで出来ないとコメントされていました。 

 

 この件、日刊ゲンダイに、一昨日の籠池氏の SESSION22 での方言に関する記事、 

     

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200050 

 

 

 この虐待に関する記事もありました。 

   http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200107 

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200050
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200107


  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

57 

 

 

 

 そして、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」でも、今日も特集されて、こちらは、土地取

引に関する、目のくらむような内容で、三澤肇さんの報告、ここは伊丹空港の騒音対策で 94

万平米の土地を国が買い、ＭＢＳの 2010 年の取材の時点で、国の交通局は、なかなか売れ

ないと言い、理由は虫食いの土地などのためで、これは土地を売り続けているものの、大半

は 7 年前のまま…ですが、管理が、国から関空エアポートに移管されているのです。要す

るに、伊丹と関空の経営統合で、関空がこの土地を管理するようになったのですが、ところ

が、問題の瑞穂の国の小学校の、たたき売りの土地のみ、国の管轄のまま！ なのです。こ

れは、錯誤（勘違い）により関空に移管されたと言うものの、問題の 94 万平米のうち、国

の管轄は森友学園のみであり、三澤さんと、司会の西靖さんも、これは森友学園に便宜を図

るためにこんなことをしたと指摘されて、関学の上村敏之さんも、経営でこんなことはあり

得ないと指摘されています。そして、関空エアポートは土地を売れないと言っても売ってお

り、もちろん適正価格であり、森友学園の件はムチャクチャです。 

 そして、大阪府の私学の審議会が、森友学園の認可について、再調査して、検討すると言

うのですが、問題の瑞穂の国の小学校は、定員 160 名のうち、決まっているのは 1 年生の

45 名と、2 年生の 5 名！ のみ、その上に欠員が出ると予想されて、要するに経営破綻も

予想されるものであり（破綻するとわかっていて工事を行ったのを、私はバブル期に見てい

ますが、これは国、税金のかかわるもので、深刻さは民間企業の比ではない！）、このネタ、

朝日放送と毎日放送が追跡して、テレビ東京も報じて、関西テレビも参加し、そして、読売

テレビも、概要のみ報じて、これも知られていますが、森友学園の認可の委員会に、読売新

聞の人間がかかわっており、そしてアベ様のＮＨＫは報じずで、こんなスキャンダル、どこ

ぞの委員長の国でもあり得ず、こんなスキャンダルを放置して、民主主義もあったものでは

なく、こんなスキャンダルを抱えた安倍総理を放置したら、日本は破滅です！ 以上、キャ

ストとＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15463] 

ラジオ関西 ばんばひろふみラジオＤＥしょー（2017/2/22） 西谷文

和 ソマリア取材報告＆デイ・キャッチ！ 崎山敏也 大飯再稼働報

告 
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 2017/2/22, Wed 15:41 

 永岡です、ラジオ関西の、ばんばひろふみラジオＤＥしょー、第 4 水曜日に、ジャーナリ

ストの西谷文和さんが出られました。 

 世の中の出来事を取り上げるばんばん侍、2 週間前に話されて、翌日からアフリカのケニ

ア・ナイロビ→ソマリアに行かれて、26 年内戦の、アルシャバーブという武装集団がいて、

安定して今は入れる、数年前は無理、トルコでソマリア人と友達になり、トルコで黒人の子

供連れと知り合い、ソマリアとトルコは飛行機も行き来し、ソマリアに帰れるというもので、

メール交換して、国連の友達がこの方にいて、入れると知り、ソマリアに行かれて、南スー

ダンよりソマリアは大変、イエメンも似たようなもので、友人にビザを依頼し、入ると護衛

がつくほどで、護衛なしで外に出られず、貧しいのに戦争で銃が氾濫、金持ちが襲われる、

南スーダンやシリアも同じ。  

 内戦は、ソマリ人、この国をヨーロッパの列強が勝手に引いて、中東もオスマントルコを

列強が分割して戦争で、今も内戦、宗主国は何もしていない、どこもであり、内戦で、人々

は大変に貧しく、人道支援は必要でも危険で困難、国連が支援しても偉い人がポケットに入

れてしまい、戦争と汚職の国、南スーダンも同じ。 

 そして、ソマリアで難民キャンプに行き、栄養失調、140 万人の子供に餓死の危険と毎日

に出たのは、ソマリアや南スーダン、エチオピア、戦争で人々は貧しくなる＆地球温暖化、

ソマリアでは 1,2 年まともな雨が降らず大干ばつ、ソマリアに大きな川があり、淀川に匹

敵するものが干上がり、家畜も死んで、農業が出来なくなり貧困化、そして戦争で危険で、

国連も入れない、武器を作り、売ったのも欧米、地球温暖化も欧米と日本に責任で、それで

弱い人たちに貧困や戦争の危機がある。 

 西谷さん、去年から、地中海を粗末なボートで難民が行き亡くなる人がいて、シリア難民

がクローズアップされているが、同じボートにソマリアやエチオピアの方もいて「気候難

民」、農業の出来なくなった民衆が難民になり、20 世紀は石油を巡り戦争になり、21 世紀

はきれいな水を巡る戦争になり、地球温暖化を止めるべきなのに、オバマ氏は止めようとし

ても、トランプ大統領はそれを無視して、トランプ大統領になり戦争も、地球温暖化も悪化

して、アメリカ人は良くても、アフリカはしんどくなり、アメリカが良くなっても、アフリ

カなどはしんどくなる。 

 我々にできることは「関心をもって忘れないこと」であり、海水の淡水化、泥水の浄化技

術も必要で、難民キャンプに行くと瘦せこけた子供たちにハエがたかり、毎日の記事だと、
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今年中に 140 万の死者が懸念されて、国連は難民支援をしようとしても、危険で直接行け

ず、ソマリア人に渡しても、難民には行かず、140 万もの膨大な難民、ソマリアだけでこれ

で、シリア他もあり、地球温暖化は 10～20 年、戦争と地球温暖化がダブルで打撃、どちら

も人災で、車やめて歩くとかいうのではなく「上手に文明と自然保護を考えるべき」で、太

陽光や風力もあり、自動車も対策が必要。変えていかないと、地球は滅亡する。 

 今回、11 日間ナイロビ～ソマリアに行かれて、ナイロビは平和、標高 1800m で涼しく、

大都会、アフリカ一の都会で、どの飛行機もナイロビに行き、そこから南スーダン、エチオ

ピア他に行けて、産業もあり、西谷さんはアフリカでは何回目か、スーダン、リビア、アラ

ブ系のアフリカ、サハラ砂漠より南のアフリカにも行かれて、サブサハラ、黒人系のところ、

まずしく、たばこは箱ではなく 1 本ずつ売り、スーパーも 6 時で閉まり、それ以降は盗賊

が来るので、売り子も鉄格子の向こうにいてやるもので、治安が悪い＝貧しいからで、豊か

だと治安も良くなり、ナイロビはそうである。 

 アフリカの占める割合は大きく、賢い中国企業がたくさん来て、中国→バングラデシュ、

ミャンマー→アフリカに安い人件費を目指して進出、日本は遅れて、日本人は少なく、西谷

さんニーハオと言われるものであり、もっと早く行くべき、日本の製品は素晴らしく、もっ

と日本を売り込むべきと、西谷さん締めくくられました。 

 

 そして、ＴＢＳラジオの荒川強啓デイ・キャッチ！ で、大飯原発 3,4 号機に推進委が許

可を出した件について、崎山敏也さんの報告がありました。どうなる、日本のエネルギー政

策で、規制基準を満たしていると許可、関電は防護壁を 5 月に作り、夏に再稼働として、全

国で 6 カ所目、関電の申請した 3 つの原発 7 基に再稼働の許可で、崎山さん、安全はどう

か、特に地震でどれだけ揺れるか、大飯 3,4 号機は審査に 3 年半かかり、新規制基準が出

来て即申請→海に活断層が 3 つ、一緒に揺れるか、一つずつ揺れるか判定に時間がかかり、

他の原発に許可、そして基準地震動について、島崎邦彦さんが委員から学者になり、熊本大

地震の件から、大飯の安全基準は過小評価と言い、しかし推進委は島崎さんの意見を認めら

れていないとして退けて、島崎さんの異議は取り入れられず、しかし大飯は裁判の係争中で、

島崎さんはこれに証人尋問に出られて、推進委の言い分でいいかどうかはまだ決着はつい

ておらず、それで推進委のみＯＫ、最終結論ではなく、関電は急いでおり、対策すると言っ

ても、どれだけ揺れるかわからず、なぜ関電は急ぐのか？ 関電は他にも合格が出て、四国

と、九州は 3・11 前に核への依存度のワースト 3＝原発が動かない→不良資産を抱えるこ

とになり、これを何とかしたく、加圧水型軽水炉では最大の 180 万 kw の原発で、2 つで

100 億／月の金のなる木、関電は何でもやるのバボハゼで核をやりたく、しかし簡単に安

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%B5%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB
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全と言ったらアカンのです、以上、崎山さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15460] 

テレビ朝日 羽鳥慎一モーニングショー（2017/2/22） 大阪・森友学

園土地取得スキャンダル報道 

 

 

 2017/2/22, Wed 10:03 

 永岡です、昨日報道のラッシュであった、日本会議の関係者による大阪府豊中市の森友学

園の土地取得問題、テレビ朝日のモーニングショーで今朝取り上げられて、コメンテイター

はジャーナリストの青木理さんでした。 

 大阪の広大な国有地が、ボロ安で民間に払い下げられて、昨日は民進党の国会議員が森友

学園の視察、名誉校長は安倍総理の夫人、昭恵氏、建設されているのは国有地、評価額より

8 億円も値引きであり、理事長の籠池氏はボーリング調査したら廃棄物が建設中に出てき

て、不動産の評価で金額が安くなったと言い、財務省は 9.56 億と鑑定、ゴミの除去代 8.2

億を引いた 1.34 億で売り、そして安倍晋三小学校として、1 口 1 万円の寄付を募り、民進

党は値引きに安倍総理の関与を疑い、8 億百引の背景、民進党は関係者からヒアリングして、

ゴミの撤去の確認をしておらず、森友学園も撤去の費用を明確にしておらず、安倍総理夫人

が名誉校長の学校にこれだけの値引き、ここは大阪・梅田から 10 分の住宅地、評価額 9.56

億の土地であり、ゴミ除去費用を引いて売却であり、土地の取り引きには疑問点が 2 つ、

(1)どれだけゴミが埋まっていたか確認されていない、(2)8 億は実際にかかった費用ではな

く、森友学園は明示しておらず、民進党福島氏は、8 億の除去にダンプカー4000 台がいる

のに、近隣住民はそれを目撃しておらず、そして森友学園の隣の国有地は豊中市に 14 億で

売却、ゴミは盛り土で処理して、2300 万円で行われており、これについて、国がゴミを確

認せず 8 億差し引かれたこと、ＡＥＲＡの前編集長の濱田敬子さん、4 月に開校するので財

務省は引いても、国民の財産で、国は 1 円でも高く売るべきで、学園の処理を国は確認す

べきで、処理も業者に入札で安くさせて、処理費用の領収書を取るべきで、それなしで 8 億

引いたのはおかしく、何かの配慮があったのか、青木さん、これはこれから国会で審議され

るべきで、森友学園は塚本幼稚園を持ち、教育勅語を暗唱させて、保護者に在日などヘイト

スピーチの文書を出して問題化しており、総理はかかわっていないと言うものの、素晴らし
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いから昭恵氏が名誉校長で、ヘイトスピーチのものを総理が応援するのは問題で、森友学園

の問題はこれからまた取り上げられると言われて、教育方針は親御さんの判断すべきもの

だが、土壌汚染のあった場所に学校はどうなのかと濱田さん言われて、さらに、最初から 8

億を、見ることなく引いており、国有地払下げに問題で、青木さん、公には高く売り、民間

に安く売るのは二重の意味で損をしている、大問題と締めくくられました。 

 この件、日刊ゲンダイや赤旗、週刊誌では報じられて、またネットでは無数の書き込みが

あり、しかしテレビだと、全国ネットは、今テレビ朝日がやり、昨夜はＴＢＳテレビのＮＥ

ＷＳ23 もやった模様で（私は観ていません）、他方、読売・日本テレビ系は無視、ＮＨＫも

少し触れる程度ですが、これは公金の使用の問題で、刑事責任の生じる可能性もあるはずで

す、こんな汚いことをする政権に、日本は任せられません、以上、モーニングショーの内容

でした。 

 

[civilsociety-forum:15457] 

朝日放送おはようコール（2017/2/22） 木原善隆が大阪の森友学園の

土地不正取得問題と金正男氏殺害を語る  

 

 

  2017/2/22, Wed 06:23 

 永岡です、朝日放送ラジオのおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はＡＢＣコ

メンテイターの木原善隆さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は文科省の天下り問題、ＯＢの学長審査情報漏洩、読売も

この件で 27 件目の隠蔽、毎日はトランプ大統領のメキシコとの国境税の導入、産経はオリ

ンピックの都外の費用、日経は職能発明に日経は職能発明に報償を、です。 

 

 今日の話題は大阪府豊中市の森友学園の土地取得問題、9 割引きどころかタダであり、民

進党の国会議員の現地視察があり、8770 平米の評価額 9.56 億の土地が、廃棄物処理のた

めという国の言い分でに森友学園に 8.2 億値引きの 1.34 億で売られて、それだけではな

く、補助金が出ているために国の利益はわずか 200 万（民進党玉木氏の追及による）、建設

中の学校のパンフに、名誉校長は昭恵夫人、学校名も安倍晋三記念小学校にする予定で、安

倍総理の名前を使って一口 1 万円の寄付を募っており、安倍総理は値引きに自分か妻が関
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係あるなら辞めると啖呵を切り、森友学園の運営する塚本幼稚園は教育勅語を暗唱させて、

ヘイトスピーチを各地に塚本幼稚園の関係者が吐いており、廃棄物処理のために 8 割引き

＆国の補助金で実質タダで国が払下げ、廃棄物処理に 8 億かかるのか、これの算出のため

に 3m しか掘らず、それで 10m にゴミがあると嘯くもので、安倍総理の関与も疑われて、

司会の横山太一さんもおかしいと指摘されて、これについて木原さん、実に不可解、伊丹空

港の近くで、公園にすべきものを、半分をタダ同然で払い下げ、民進党の議員が根拠を役人

に追及しても役人はちゃんと答えず、国民の財産をバナナのたたき売り、何らかの力が働い

たとしか思われず、森友学園は経営にも不安があり認可にも疑問があると指摘されて、安倍

総理夫人が名誉校長でも、これで回りが忖度した、もしくは学園が安倍総理の名前を利用し

て有利な取引をした可能性があり、国民の財産をタダで売ったことは大問題、役人がやって

も一銭の得にもならず、特異な教育は私立であるから許されて、国の金が入りこんなことを

やるのは問題と言われました（この件は今朝のＴＢＳテレビのあさチャンとテレビ朝日の

モーニングショーで取り上げられます、また、一昨日の日刊ゲンダイの冒頭記事がネットで

公開されています、http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/199935 

 また、森友学園の差別主義を毎日新聞で青木理さんが批判されています、 

    http://mainichi.jp/articles/20170221/ddf/012/070/002000c）。 

 

 金正男氏の殺害事件、息子ハンソル氏の動向を巡り情報が錯綜して、マレーシアの捜査当

局が記者会見して、死因の特定に苦労している模様で、ハンソル氏の動向は政治的に大きな

意味を持ち、北朝鮮は殺害されたのは正男氏でないと言い、韓国の関係者だと、北朝鮮では

正男氏はいないことにされているということで、しかしＤＮＡ鑑定したらわかるもので、さ

らにマレーシアの保健当局の会見があり、まだ何もわかっていないと言うものの、親族との

連絡を待ち、ハンソル氏の連絡を待っており、ハンソル氏は 2012 年、正恩氏に会ったこと

はない、正恩氏は独裁者と語り、木原さん、ハンソル氏は独裁者と言って暗殺対象になり、

マレーシアは保護している可能性もありメディアにも出さず、正男氏は正日氏の長男で、マ

レーシアには保護したい意図もあり、そして事件当時のこと、テレビ朝日の映像解析で、正

男氏の手と顔が赤くなり、実行犯が手袋をして正男氏に液体をかけて、外傷は正男氏にはな

く、死因は特定されず、木原さん、病院の会見は注目されても肩透かし、しかしハンソル氏

が来てＤＮＡ鑑定ができるか、遺族が来ないと北朝鮮に引き渡さざるを得ず、中国も関係し

ており、ＤＮＡ鑑定は急がないといけないものと言われました。 

 

 大阪市淀川区のスーパーで火災、木原さん、放火は殺人罪と同等で、過去にも適用例があ

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/199935
http://mainichi.jp/articles/20170221/ddf/012/070/002000c


  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

63 

 

り、再発防止策は犯人の検挙だと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、毎日 31 面、マグドナルドも防犯カメラの画像を店頭に張り出

していた件、解決のために情報提供を求めてと言うものの、暴行をやられても、コンビニで

問題になって以降のもので、木原さん、犯罪であり威力業務妨害、警察に捜査してもらうべ

きと言われて、産経の 28 面の記事で、看護師の試験が難しくなったと受験者から批判が来

ており、ＳＮＳで問題視されて、木原さん、人の命を扱うので知識を問うべきものが落とす

ためのものになっているのは問題と言われて、読売の 11 面の記事、日本の飲料の輸出量が

過去最高、アジアで日経のコンビニが増えて、木原さん、ビー玉などの普及を評価されまし

た、以上、木原さんのお話でした。 

 

[civilsociety-forum:15456] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/2/21） 阪神・淡路大震災 22

年、変わらぬ見守り、団地の高齢者を支えるＬＳＡのこと  

 

 

 2017/2/21, Tue 21:52 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、火曜日の震災特集、芦屋市にある震災の復興

住宅の南芦屋浜団地、仮設住宅から引き継がれた生活援助員ＬＳＡ 

（http://www.koujuuzai.or.jp/useful_info/lsa/ ）が 24 時間駐在して、買い物や通院で高

齢者の生活を支えており、この団地は芦屋の海の近くにあり、体調の悪い方のケア、サポー

トなどしており、高齢者の家に留守電を置いてもらうなど、ＬＳＡの方が高齢者の家を訪問

して、団地内の詰め所に 24 時間いて、ケア、阪神・淡路大震災が始まりで、98 年に仮設

住宅に、全国初のＬＳＡのある仮設を芦屋で設置し、そして復興住宅でも体制を継続して、

高齢者は見守ってもらい、安心して生活して、全国の特養から派遣された職員が対応して、

テレビが見られないから、体調が悪いまで電話が入り、そして適切なところにつなぐものが

ＬＳＡの役割、街びらきから 20 年、団地の高齢化は 50％を超えて、ＬＳＡへの非常ボタ

ンや、通報のシステムがあり、高齢者は声をかけてもらえるのに感謝されて、そして警報が

鳴り、ＬＳＡが対応して、押し間違いもあるものの、高齢者が増えて、そしてケアは大変で

あり、夜は、ＬＳＡは一人体制、詰め所で仮眠を取っても気が抜けず、家に着いたら大変で

あり、しかし、ＬＳＡがいることで高齢者は安心して、それでも、ＬＳＡのリーダーの方は、

http://www.koujuuzai.or.jp/useful_info/lsa/
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夜何かあってもＬＳＡが来てくれると言っても、それぞれの対応に大変で、一人暮らしの男

性が部屋で転倒を繰り返しても、ベッドの配置を変える提案を受け入れてくれず、ＬＳＡは

男性の家族と連絡し、買い物から帰ってきた男性に、本当に必要な時だけ対応するとして、

対応は大変であり、どこまで入るのかのさじ加減は大変で、高齢者をケアして、長年ＬＳＡ

が高齢者を見守ってきた団地、近くに介護訪問できるコンビニも出来て、リーダーの増原さ

ん、ここでやってきたことを、エリアに返したいと言われて、20 年続いた団地での見守り、

ＬＳＡは囲碁や歌のイベントもして、ふれあいで、地域のコミュニティ作りもやっているの

です。 

 震災から 22 年、被災者も高齢化して、まだまだケアは必要と痛感しました、以上、サン

テレビのニュースの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15455] 

朝日放送ラジオ 堀江政生のほりナビクロス（2017/2/21） 蓑原俊

洋、谷口真由美 日米低能会談にガッカリを語る  

 

 

 2017/2/21, Tue 20:48 

 永岡です、朝日放送ラジオの、堀江政生のほりナビクロス、火曜日に大阪国際大の谷口真

由美さんが出られました。 

 谷口真由美のドタバタ!? 会議、神戸大学の蓑原俊洋さんも参加されて、日米低能会談

（(c)金子勝さん）について語られました。 

 その前に、森友学園の問題について、谷口さん、ＡＢＣはキャストでやっても、報じてい

ないメディアもあり、森友学園の問題の肝は国有地払下げ問題、教育方針より、なぜこの人

に、適正価格でなく払い下げられて、誰がプレイヤーなのか、通常の価格ではなく、その前

に買いたい学校があってもダメ、ところがそこより安く森友学園に払い下げられて、国有地

を安く売る＝国民の資産が 8 億損になり、これは国会でちゃんと取り上げるべきで、そし

て谷口さん、籠池氏が SESSION22 に出たのを聞かれて、値段がわからないまま買ったと

言っておりこれはおかしく、国有地の理解が足りないと言うものの、登記は行われて、誰が

介在したのか？ そして、これだけの大阪の事件なのに、維新が何も言わず、税金の無駄遣

いなのに、維新がなぜ最初に現地調査しないのか？ 大阪は豊中市議以外もちゃんとやる
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べきで、国民も監視の目が要り、国民も、他のメディアも監視する必要があり、森友学園は

4 月開校なのに認可がまだ降りておらず、大阪府の中でちゃんと追及すべきと言われまし

た。 

 この件、テレビ東京の動画がアップされています。 

    

  http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/you/news/post_127031/ 

 

  http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/you/news/post_127029/ 

 

 で、谷口さんと蓑原さんのお話、全日本おばちゃん党代表代行の谷口さんのお話、日米関

係に詳しい蓑原さんも同席で、蓑原さんはアメリカに24歳までおられて、先祖が日系4世、

親戚はアメリカにおられて、五百旗頭さんの弟子、谷口さんの共通の知人がたくさんおられ

て、2/10 の朝日新聞に、日米低能会談の前にコメントされて、で、日米低能会談を蓑原さ

んどう見たか、2 週間前に蓑原さんアメリカに行き「ここまで分断されたアメリカは初」、

共和党の支持率は高いのに、トランプ大統領の支持率は低く、トランプ氏関係の企業の売り

上げは低迷して、蓑原さん、アメリカをこれだけ分断しているトランプ氏にこれだけ隷属し

て、4 年後はどうなのかと言われて、先日までオバマ氏と握手していたでんでん総理、オバ

マ氏と真珠湾に行き、その後トランプ氏とゴルフで、外交に原理原則はないのかと言われて、

時の大統領ならだれでもいいのかと言われて、谷口さん、他国の首脳がトランプ氏を批判し

ている中で、でんでん総理のみ隷属、メイ首相も批判して、なぜ安倍氏には批判できないの

か、トランプ氏は鏡であり、日本が映っており、難民を日本は受け入れず、海に囲まれた日

本にはすでに壁があり、トランプ氏はリベラリズムなし、安全保障は戦後一貫してアメリカ

に頼り、アメリカにモノを言えないのかと言われて、ＮＯと言えない理由は何か、ＮＯと言

うためには何が必要か、なぜアメリカと対等ではないのか、日本はリベラリズムを守るため

にコストを払わず、トランプ氏はアメリカファースト、日本はジャパンオンリーと谷口さん

言われて、移民も日本はトランプ氏の先を行っている、ＮＯどころか意見も言えないのに同

盟国と言うのか、アメリカは日本に興味ないのかと言われて、蓑原さん、日米低能会談はア

メリカの大メディアは取り上げず、なぜトランプ氏が安倍氏をそれだけ受け入れたのか、移

民受け入れ禁止を裁判所に違憲とされた中で、安倍氏は批判しないとトランプ氏は分かっ

ており、世界から批判される中、安倍氏ならほっとして、ゴルフもやれて、谷口さん、日本

とトランプ氏は親密かと聞かれて、蓑原さん、断言できず、アメリカは勝負を問う国であり、

http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/you/news/post_127031/
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/you/news/post_127029/
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安倍氏の姿は見えず、であり、トランプ氏は日本の鏡なら、どうするかと堀江さん言われて、

蓑原さん、批判はすべきで、カナダのように批判できず、日本は偽善者になり、移民も難民

も日本は受け入れず、日本は移民、難民にどうすべきか、移民や難民を受け入れるとなると、

選挙に勝てず、新たな日本人を創造する制度が日本になく、それでアメリカのトランプ氏を

批判するもので、蓑原さんもトランプ氏をいいとは思わないが、なら日本はどうなのか、ト

ランプ氏から日本を見て、トランプ氏がおかしいとメディアは言ったものの、メディアはト

ランプ氏がまともになると楽観して、政治家の定規で測れず、トランプ氏の本質を見抜けず、

戦後ずっとアメリカに隷属して、しかし本当のアメリカのことは見えておらず、そしてアメ

リカにとって日本は、フィフティーフィフティーではなく、極東であり、谷口さん、トラン

プ氏の当選後、日米関係に詳しい人が、予想が外れて慌てて、パイプがないと言い、なら外

交ルートをどうすべきかと聞かれて、トランプ氏の周りの、日米関係に詳しい人を頼っても、

マティス氏やティラーソン氏は大統領ではなく、今日も批判する人を更迭しており、プレジ

デントデーの、リンカーンの誕生日。 

 堀江さん、日米首脳会談で、日本がほっとして終わったと言われて、蓑原さん、それで終

わったらだめで、今回は取り繕っても、今後はどうなるのか？ パラダイムシフトの可能性

もあり、世界を見るべきなのに、日米関係のみで終わっており、日本は自由主義の第 2 の

大国、アメリカは 4 年後、世界に回帰して、日本は民主主義、リベラリズムは大事と、アジ

ア、世界を視野に入れるべきで、世界は中国がリードして、習近平氏がダボス会議にいるも

ので、アメリカは一休みであり、谷口さん、中国の習近平氏がグローバリズムを語り、今ま

での中国と違い、アメリカも変わり、そして日本は変わらず、蓑原さん、トランプ氏はオバ

マ氏の出来なかった中東で勝ちたく、アジアでは中国の力が強くなると言われて、蓑原さん

はトランプ氏の勝利を予測されて、ヒラリー・クリントン氏に入れるはずの人が棄権しての

結果と言われて、谷口さん、トランプ氏は 4 年持つか、放りださないかと、だってつまらな

いと言い出すことを聞かれて、企業経営は止めれられず、蓑原さんは 4 年持たない、弾劾

の可能性もあり、ビジネスをやって、問題はトランプ氏とロシアの関係、なぜトランプ氏は

あれほどロシアと親密なのか、トランプゲートが出てくる可能性を指摘されて、フリン氏が

解任されて、蓑原さんはメキシコ、キューバでの、トランプ氏のことを見てこられる予定で、

キューバでのオバマ氏の歴史的な雪解けがあり、来月また来られるというのです。以上、蓑

原さんと谷口さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:15454] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/21） 大阪府豊中市の森友学園の土地取

得スキャンダル続報 8億はどこに消えた？  

 

 

 2017/2/21, Tue 19:19 

 永岡です、今日は「もりとも」と何回キーボードを叩いたか？ 3・11 の直後、原発と何

万回？ 叩いて以来で、この底なし沼スキャンダル続報、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」

でも取り上げられて、多くは先のちちんぷいぷいの内容とも共通しますが、新しいものもあ

りました。 

 民進党の国会議員 4 人が現地を視察して、玉木氏が 8 億使ってゴミを撤去したら、ダン

プ 4000 台いると、辻元氏とともに指摘で、ちなみに、8 億あったら簡単な工場プラントが

建ち、企業だと稟議書で済まない案件であり、これについて、近畿財務局にも民進党の議員

の皆さんが聞き取りしたら、8 億のゴミ撤去について、財務局はやったのを確認していない

とゲロして、私もビックリです。 

 これについて、奥田信幸さんが解説して、国が 8 億の用途を確認しておらず、他方、とな

りにある、豊中市の買った土地は 14 億ですが、ここには国から補助金が 7 億×2 回、密集

地に土地を買う補助と、当時は不況で、企業誘致のために、という名目で交付されて、豊中

市はわずかな金額（2000 万）でＧＥＴしたものの、こちらは使途がちゃんとしており、豊

中市は説明のつくお金の使い方をしており、松井知事はこの 8 億の使途を明らかにすべき

と発言して、森友学園の土地は、当初賃貸＝国が管理であり、しかしその後土地を買い取る

ことになり、それで今回のゴタゴタであり、大阪府の私学審議会の安家さんは、学校を作る

となると 10～20 億要り、ところが森友学園の場合には、先の菅野さんの指摘から、生徒が

集まらないと経営は成り立たず、大阪府は明日、臨時の審議会を開いてこの件を審議するこ

とになり、奥田信幸さん、もともと汚染された土地で、浄化の必要があり、しかし購入には

森友学園の財力なし→借りることになり、これは国の費用で浄化することになり、しかし定

期借地の間にゴミが見つかり、経営コンサルタントの小宮一慶さん、問題は実際に 8 億使

ったかが問題であり、また埋設物は 9.9m というのを、国交省は確認しておらず、これは小

宮さんずさんで「この土地を国が最初にいくらで買ったかが問題」、学園がいくら使ったか

ちゃんとすべきと、司会の西靖さんも締めくくられました。 

 役人のする、1+1＝サルマタ、というのは、私も神戸製鋼にいたときに部署のトップから

いやほど聞かされて、その部署はつぶれて、営業の人間が交際費を使い込み（例の白紙領収
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書は私も見ており、またタクシーチケットによる裏金もあり、今思うと逮捕者が出ても不思

議でなかった）があり、その神戸製鋼は、阪神・淡路大震災後、今ＨＡＴ神戸のある土地、

もともとは港湾用地の二束三文のものを、兵庫県に住宅地として高く買い取らせて、ぼろ儲

けしており、これは明確な利益供与であり、神戸では山口組が有名ですが、山口組は武器も

原子力産業もやっておらず、兵庫県警は神鋼を広域暴力団として取り締まるべきです、まあ、

私も昔は「組員」でしたが（笑）、以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15452] 

テレビ東京 ゆうがたサテライト（2017/2/21） 大阪・森友学園のス

キャンダル続報 総理夫人が名誉校長になるまで＋朝日放送キャスト

の追撃  

 

 

 2017/2/21, Tue 17:19 

 永岡です、テレビ東京のゆうがたサテライト、先日に続いて、大阪府豊中市の森友学園の

スキャンダル、これは関西テレビのワンダーでも取り上げられて、ゆうがたサテライト、こ

れがトップで、テレビ東京は大阪府の審議会の議事録を入手、瑞穂の国小学校、安倍昭恵氏

が名誉校長であり、民進党の議員 4 人が調査に来て、もちろんバナナバッシングセールス

に玉木氏や辻元氏が批判、国有地が 1/10 のバナナバッシングセールスを追及し、でんでん

総理は明らかなら国会議員を辞めると啖呵を切り、しかしテレビ東京は、小学校の認可の審

議会の議事録を手に入れて、資金が少ない、教育内容に問題、例のないものの認可への疑問

などあり、また右翼的な内容への危惧もあり、偏った思想教育に疑念→1 か月後に認可とな

り、これは今日の国会でも取り上げられて、共産党の宮本氏が突っ込んで、出来レースを宮

本氏は突っ込んで、財務省は例により 1+1＝サルマタ、大阪府は通常の手続きで問題ない

と言い、森友学園、塚本幼稚園を中心とした学校法人、教育勅語を園児が暗唱しており、礼

儀作法など、籠池氏は教育勅語を大切と語り、しかし去年 8/15 の敗戦の日に、籠池氏は靖

国神社に参拝、軍歌を歌い、これを主宰していたのが日本会議であり、籠池氏は日本会議の

大阪の幹部であり、日本会議の幹部の作る学校。 

 名誉校長は安倍総理の夫人、昭恵氏、昭恵氏の言い分で、森友学園の言い分と矛盾があり、

昭恵氏、記念講演を行い、これはテレビ東京の独占映像で、籠池氏の意図に共感して、協力
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すると、教育方針を理解した上での名誉校長への就任で、籠池氏が安倍晋三小学校にしたい

と言ってきたと発言して、これは総理を辞めてからにしてくれと言うもので、これはでんで

ん総理の国会答弁と矛盾しており、総理はこれを認めておらず、で、でんでん総理、吉田松

陰の名前とか言っても、昭恵氏の講演は一昨年、総理在任中で、昭恵氏は公立の小学校批判

を口にして、公立に行くと、塚本幼稚園の教育の意味なしと言い、そして籠池氏がその後講

演して、昭恵氏の名誉校長就任で、安倍総理の了承が得られていたと、籠池氏は証言、昨夜

の SESSION22 の話とも矛盾して、籠池氏、天皇陛下の子供と言い、選ばれた子供と、瑞穂

の国の小学校に来てほしいと講演したのです。 

 小学校は 4 月に開校予定、認可は 3 月のギリギリであり、塚本幼稚園の運営する小学校

は日本初の神道の学校であるのです。 

 私の、昼に打った SESSION22 の籠池氏の発言と、先に打ったちちんぷいぷいの内容、

そしてテレビ東京と問題が出てきて、さらに朝日放送のキャストでも取り上げられて、民進

党の玉木氏、200 万円で売った＝タダと指摘して、土地の浄化の費用があり、古賀茂明さ

ん、お金でムチャクチャ、近畿財務局にも問題だが「官僚は自分の判断でこんなことはしな

い＝ばれたら自分の責任になる」ので、賄賂でこんな事案はあり得ず、外の世界で、こんな

ことをやらざるを得なくなり、それで役人が悪知恵を出して、さらに認可した大阪府にも、

学校の将来が不明でやったのは不可解で、外の世界で圧力があり、このようなことになった

と指摘されて、またスタジオでも、特定の勢力のために権力を使うのはおかしく、ましてや

国民の財産について問題であり、官僚だけで出来ないなら、誰がやったか明らかにすべきと

あり、木原善隆さん、周りが忖度した可能性があり、学校の経営が成り立たないともみなさ

れて、条件を変えて認可されて、私立だからではなく「税金で運営されており」徹底的な究

明が必要と言われて、古賀さん、安倍昭恵氏の名誉校長は完全な関与が疑われると指摘され

ました。 

 

 この件、週刊ＳＰＡ！で、ジャーナリストの菅野完さんが、塚本幼稚園は児童虐待だと批

判されています。 

  https://nikkan-spa.jp/1290960 

 

 菅野さん、日本会議の研究で塚本幼稚園に言及されて、それでも塚本幼稚園にびっくりで

あり、また、ジャーナリストの田中龍作さんが、黒塗り契約書のからくりを報じられていま

す。 

    

https://nikkan-spa.jp/1290960
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http://tanakaryusaku.jp/2017/02/00015387 

 

 この件、ネット、ＳＮＳでは爆発しているのに、全国ネットのテレビは無視であり、どこ

かの委員長の国が、兄を殺したことを報じていないと某公共放送などはわめいても、自分国

のスキャンダルは報じず、これは公費によるＶＸガスを全国民に浴びせたに等しく、こんな

ことを放置していたら、日本は滅びます、以上、ゆうがたサテライト他の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15451] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/2/21） 大阪・森友学園の土地スキャ

ンダル問題＆週刊プレイボーイ、日刊ゲンダイ追撃記事の紹介 

 

 

 2017/2/21, Tue 16:25 

 永岡です、昨夜ＴＢＳラジオで理事長のワンマンショーのあった疑惑の大阪府豊中市の

森友学園の土地取得問題、毎日放送のちちんぷいぷいで取り上げられました。これ、韓国の

朴槿恵氏周囲のスキャンダルと瓜二つです。 

 これ、でんでん総理、自分や妻が関係していたら、総理も国会議員も辞めると啖呵を切り、

今年 4 月開校予定の森友学園の土地、評価額は 9.56 億、実際は 1.34 億で売却しており、

財務省はゴミの撤去費用と言い、そして、名誉校長は安倍総理の夫人で、園児に太平洋戦争

後に教育勅語を暗記させているところ、愛国幼稚園であり、昭恵氏は取材にノーコメント、

そして資金に、安倍晋三記念小学校の振込用紙が配布されて、この振込用紙もテレビで紹介

されて（これは安田浩一さんや菅野完さんが入手してＳＮＳで発信されている）、土地取引

の不可解さと、安倍総理の関与、8 億の値引きはもちろん無茶苦茶であり、スタジオでも怪

しいとの声で、現地に山中真さんが行っており、この学校のＨＰに昭恵氏は名誉校長として

載っており、字体も戦前のもの、豊中市の庄内の駅から 10 分、8770 平米の土地に工事が

進行中で、ゴミの撤去費用 8 億が妥当か、けさ民進党の議員 4 人が視察して、辻元氏、隣

は豊中市が 14 億で買っており、辻元氏、国民の疑問に安倍氏は答えていない、国民の財産

をこのような処分、福祉、介護も切り捨てでこれはおかしい、追及するといい、8 億の処理

なら、ダンプは 4 千台いるのに、一台も来ておらず、隣の土地は、14 億で豊中市が買い、

http://tanakaryusaku.jp/2017/02/00015387
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学校と工事は変わらず、額が違い過ぎて、木村市議が指摘、ここれはもともと住宅地、一戸

建て、マンションを騒音対策に買い上げて、震災で古い建物が壊れて、区画整理をすること

になり、国の土地をまとめて、元の住民は移転させて、その際に、国有地は区画整理→公園

にすると住民が聞いていても、国が豊中市に無償貸与の予定が、結局東側のみ豊中市が買い、

移転した地元の地権者は、公園になるからと移転したのに納得していないと言われるので

す。 

 これは、今学校があり、今校舎はほぼ完成、4 月開校なら、ゴミが埋まっているのは運動

場などで、全てゴミの撤去が必要か、8 億かけて撤去作業はしていないと、地元の方も証言

しており、ダンプ４０００台、8m 掘ってもそんなに出るか、どこかの会社が作業したのか

不明であり、周辺の住民はそんなダンプを見ておらず、民進党の議員は近畿財務局にもヒア

リングするもので、名誉校長が総理夫人というのも、これから調べるというのです。 

 そして、解説委員の奥田信幸さんが解説されて、スタジオでも怪しいとの声があり、金銭

と様々なスキャンダルがあり、森友学園は国有地を格安でＧＥＴ、塚本幼稚園も注目されて、

ＶＯＩＣＥでも取り上げられて、園児が教育勅語を暗唱、もちろん意味は分からず、理事長

は今の社会がお金中心で、親を敬おうという意図と、まさにブラックジョークであり（笑）、

ＨＰに韓国・中国人の不良保護者と掲載して、大阪府がヘイトスピーチとして、これは裁判

になり、差別の意図はなくてももちろん問題、瑞穂の国の学校、神道の学校で、籠池氏は日

本会議の大阪の重鎮、石田英司さん、元は生長の家、学生運動に対抗する右翼が作り、自民

の憲法改悪は日本会議の意図もあり、しかし生長の家と日本会議は今は対立して、そして 4

月に開校でも、大阪府は 3 月に認可で、これは特におかしいことではない。 

 そして、お金が問題で、教育とお金は別であり、8770 平米、9.56 億の評価額が 8 億以

上値引き、財務省はちゃんと算出したと言うものの、ゴミ撤去、杭を打つのに 8 億として、

しかし実際に 8 億かけてやったかは不明、5000 平米に処理をするもので、もともと 3m

を、土壌汚染対策、しかし国が 1.3 億かけて処置済みで、それで国は 8 億要ると言うもの

の、学校は金額を明示せず、一部どけたと言っても、転売して売るときに安くなるので、値

引きと言うものの、もちろん納得できず、ダンプ 4000 台、国は木くずなどダンプ 4000 台

としても、これを撤去する必要があったのか、杭のためにもどける必要はあったのか？ 

6m の下に長靴？ 

 アパート他を、買い上げて公園にして、隣の、豊中市の買ったところは公園で盛り土して

おり、もともとあったアパートを埋めた可能性もあり、しかし民進党の議員の視察で、4000

台のダンプなどなかったとして、こんな割引は過去の土地になく、他に、別の学校が買いた

いとしても、5 億で買いたいと言って国は売れないとしており、学校は認可がおりてから 1
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年で、4000 台、1 日 20 台としても 50 日、しかし財務省の説明で納得できず、ゴミの処

理は買った方の判断とも言えるものの、鉛、ヒ素は国が 1 億強で除去しており、1.34 億は

土地代であり、これは疑惑であり、きれいにする必要はあったのか？ 必ず退けなければな

らないことはなく、定期借地権で 10 年であり、これも問題、買いたいなら安くしたのか？ 

さらに、ここと安倍総理の関係、籠池氏は清廉潔白だからでんでん総理に頼んだ（笑）と言

い、当初、総理就任前に打診して断られて、総理は否定しても、これを忖度した可能性はあ

り、武田一顕さんは、これは問題で、野党には共謀罪、南スーダン、天下り問題とともに火

種になるとコメントされています。 

 この問題は、これからもＭＢＳは追跡するそうです。以上、ちちんぷいぷいの内容でした。 

 

 そして、昨日発売の週刊プレイボーイに、30～33 ページにこのスキャンダルの記事があ

り、私もＧＥＴしました。 

 これは、天木直人さんのブログに、紹介があります。 

    

http://kenpo9.com/archives/1019 

 

 皆さん、この内容はネットにも載っていますが、皆さん、プレイボーイも買ってくださ

い！ 森友学園の認可をしたのは、当時の下村大臣と松井知事、二人とも日本会議の関係者

で、幼稚園にカリキュラム目当てに入ってもなかったと言う詐欺まがい、ＰＴＡ費用の不明

瞭なことなど、スキャンダルまみれで、そして木村市議の指摘で、塚本幼稚園は定員 315

人に園児 158 人！ 幼稚園の平均の定員の 70％に 20％も足りず、1 学年 51 人で、小学

校の定員は 80 人、つまり 30 人足りず、森友学園の自己資本は 8 億、つまり開校→破綻も

あると指摘し、ジャーナリストの菅野完さんも、用地運営すらアカンのに、こんなことがで

きるかと言われて、日刊ゲンダイにも記事がありました。 

  http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/199921 

 

  http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/199972 

 

 この件、今まで名前の出た、菅野完さんや田中龍作さん、他安田浩一さんも動かれて、地

元だと吉富有治さんも取材されて、こんなスキャンダル、41 年前のロッキード事件の比で

はなく、テレビは全国ネットでやるべきであり、こんなことで、どこぞの委員長の国を笑え

http://kenpo9.com/archives/1019
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/199921
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/199972
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ないでしょう、ナニ、ＶＸガスをまかないから委員長の国よりマシだって?（笑）、で、報告

を終わります。 

 

 

[civilsociety-forum:15450] 

ＴＢＳラジオ 荻上チキ SESSION22（2017/2/20） 大阪の学校法人

への国有地払下げ問題、疑問点を洗い出す～森友学園・籠池泰典氏の

言い分  

 

 

 2017/2 

 

[civilsociety-forum:15450] 

ＴＢＳラジオ 荻上チキ SESSION22（2017/2/20） 大阪の学校法人

への国有地払下げ問題、疑問点を洗い出す～森友学園・籠池泰典氏の

言い分  

 

 

 2017/2/21, Tue 11:26 

 永岡です、昨夜のＴＢＳラジオの、荻上チキ SESSION22、大阪府豊中市の森友学園への

国有地払下げ問題が取り上げられました。日本大の岩渕美克さんがスタジオで、そして問題

の森友学園の籠池理事長が電話出演しました。 

 これ、ＴＢＳラジオのＨＰにも載っていますが、 

     

http://www.tbsradio.jp/120844 

 

 当初、番組では、取材した朝日新聞の記者や、提訴した木村市議にも話を聞く予定が、森

友学園から、彼らが出るなら籠池氏が出ないと言い出して、それで実質、以下は籠池氏のワ

http://www.tbsradio.jp/120844
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ンマンショーになり、番組では後日、朝日新聞や木村氏の出演もあるというもので、これは

たね蒔きジャーナルに原子力マフィアが出なかったことや、古いですがも神戸空港のこと

で、反対派が出るなら推進派はテレビに出なかったのと同じです。 

 

 メインセッション、直撃モード、国会でも問題になっている、大阪府豊中市の国有地払下

げ問題、でんでん総理はかかわっていたら総理を辞めると言い、昨年 6 月に豊中市の国有

地が森友学園に、評価額を下回る額で払い下げ、日本会議のメンバーの運営する幼稚園と、

小学校には安倍総理夫人が名誉校長、この国有地払下げ問題についての特集で、何が問題か、

政治とカネに詳しい岩渕さんがスタジオでゲストであり、この問題、ややこしく、ＪＲ大阪

駅北 10km の豊中市のところで、国交省、大阪航空局が騒音対策で土地を買い、それが縮

小、2013 年 3 月に、隣の土地を豊中市が公園に 14 億で購入、問題の土地は別の学校法人

が 7 億で買おうとしても、安すぎると拒否、そして森友学園がのちに買うとして、2015 年

に土地借り受け、地中から廃棄物が見つかり、2016/6 に借り受け→購入、随意契約で購入

し、2016/9 に豊中市議の木村真さんが金額の公開を求めて、しかし公開されず、木村氏ら

はこの非公開をメディアに訴えて、公開を求めて木村氏は提訴、その後、財務局は 1.34 億

で売ったと公表しても、隣の土地の 1/10 で森友学園は GET、財務省は廃棄物撤去に 8 億

かかったとして、2/10 に朝日新聞が一面で取り上げて、全国に問題視されて、隣の土地と

金額が問題、朝日や地元市議が問題視して、財務局は学園の許可が出たから公表するとして、

つまりそれまで出さないでくれというもので、森友学園の前に他の学校が買いたいとして

も、契約は成立せず、2013 年に森友学園が、まず貸付→作業で、埋蔵物があり、1 週間後、

森友学園は購入したいとして、8200 万の処理費がかかるのに、撤去費用を引いて 1.34 億

になり、それも一括ではなく、分割払い、その上に、撤去に行政も、地価が上がると国が補

助を出して、それが 1.3 億、つまり学園は何と土地を 200 万で GET したと、今日の国会で

問題になり、もともと 9 億の土地、他の学校が数億で買いたいとしても拒否、森友学園の

契約で、ボロ安で GET、不透明なことで、国会で問題になり、岩渕さん、非公表で、小池氏

が情報公開と言っても、土地の払下げ問題は、行政として公開すべきなのに、分かりづらく、

疑惑を生んでおり、はっきりさせるのは行政の責務で、この問題は分かりづらいとして、荻

上さん、隣の 1/10 の格安が疑問＆安倍晋三名誉学校、安倍氏の夫人が名誉校長で、関与が

あったら、岩渕さん、口利きスキャンダル、甘利氏の時と同じで、法律に触れて、総理がや

るのは想像しにくいが、問題と言われて、他にも論点があり、これについて、森友学園の籠

池氏に電話取材、生出演を承諾して、これはためにする報道と籠池氏は言うものの、性善説

を教えているのに、性悪説でとらえられているとして、本人は不本意で、木村市議のことは
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籠池氏は知らず、何年も前から学園の周りにビラを撒いているとしているというのです。 

 木村氏が自分を売るために、衆院選に出るためかとすら、木村氏と朝日がマッチポンプと

言い、しかし疑惑については全く籠池氏は具体的な反論をせず、保守への反対だと誹謗中傷

であり、木村氏と朝日が攻撃していると言うのです。貶められていると言うのですが、問題

の土地を安く買った件については、具体的な言及は全くなく、朝日と木村氏らが悪く書いて

いると言うのみであり、報道の批判のみで、実際に土地を安く買った理由は何も言わず、要

するに朝日が保守を悪く書いているというのみで、吉田調書問題などで朝日新聞に罵詈雑

言でした。 

 国会での取り上げについて、土地売却の価格非公表になぜしたか、荻上さん聞かれて、籠

池氏、低値借地で、金がたまったら買いたい、有害なものが出ているなど、それで安くなる

のかとして、お国（と籠池氏は表現）にどうなるかと、なぜ安くなったか、お国に言わない

でくれとして、しかし財務省は学園から非公開としてくれとした件、そしてその後公開と言

うのは、公開の判断は、問題になるなら公開と、籠池氏から提案であり、木村氏は新左翼、

悪質な政治家だとラジオで籠池氏は言い、木村氏が阻止するためにやっていると、木村氏の

傘下の、関西生コンもかぎまわり、近所にもビラをまいて、人騒がせと言うのみで、森友学

園へのちょっかいと、マッチポンプと言い、木村氏が国に訴訟と聞いて驚き（もちろん、訴

訟には議員だけでなく、市民にも権利があるのに、籠池氏は理解せず）。 

 借地への説明はせずに、木村氏への誹謗中傷をするのみで、荻上さん、国有地の売却で、

しかし売却のことは分からない、専門家でないとこの点は明らかに逃げており、不動産会社

から、国の土地で、国に打診と言われて、価格は考えず、高い土地で、国も価格を言わず、

しかし、疑惑を晴らすことの発言は全くなく、木村氏らがでっち上げと言うのみで、籠池氏

はどこかで聞いた、じゃりン子チエのテツの 1+1＝サルマタの連続で書き起こし不能。 

 契約に詳しくない籠池氏が、なぜ安くなると思ったかと荻上さん聞かれて、廃棄物、人体

に影響はないと言われても、本来地主がきれいにすべきで、お国の場合は事情が異なり、少

し安くしてくれると第六感で思い、しかし、8 億値引きのことは、具体的なことになるとは

ぐらかして、報道が悪いというのみで、悪者に仕立てられたというもので、ところが、もと

もとの予算をいくらで想定していたかとの荻上さんの質問に、具体的に想定していなかっ

た！ と言い、安いならいいと、また安倍夫人が名誉校長になったのは 2 年前で、貸出契

約は 2 年前、2015/3 ではないかと荻上さん聞かれて、安倍昭恵氏が名誉校長になった時

期。 

 廃棄物について、具体的な言及なし、7,8 階建てを想定しても、廃棄物のために低くして、

ゴミは撤去したか、建物のところは撤去、グラウンドはそのままでいいとして、ゴミ出しは
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完了したかと荻上さん聞かれて、完了して、いくらかかったかと荻上さんの質問に、知らな

いというもので、メディアで 1 億と書かれたことは、籠池氏は言っておらず、代理人から

違うとして訂正しても載らなかった、これは朝日の南京大虐殺や慰安婦と同じと言い、荻上

さん、朝日の問題ではなく、廃棄物処理の費用について突っ込まれて、籠池氏は言えないと

しても、荻上さん 8 億かかるかと突っ込まれて、籠池氏、全く明言せず、はぐらかせるばか

り。お国が 8 億と言ったのは、土地の生活ごみを除く算出で、しかしこれに籠池氏は関与

していない。 

 荻上さん、安倍晋三記念小学校と称していた件を糺し、籠池氏、安倍氏より返答なしで、

しかし安倍晋三小学校と称することになっても、これは自民党の総裁になった際に止めて、

昭恵氏を通してやっても、断られて、辞退し、安倍晋三の名を使って寄付を募ったのは当初

のみ、すぐに回収して、国会で出たことが本当か知らない、確認していない。しかし安倍晋

三の名で寄付を募ったのは確か。 

 結果として無断使用かと荻上さん突っ込まれて、籠池氏、安倍氏の受け取り用のもので、

素晴らしい日本を再興させようとしている功労者として使い、打診はしても、回答の来る前

に対応した、勇み足であり、タイムラグの問題で、さらに荻上さん、ヘイトスピーチ、中国、

韓国へのものがネットにあったことを糺すと、籠池氏、4 年前に中国出身の人が来て、森友

学園に共感した人ではなく、学園の方針に従わず、注意したら辞めたというもので、しかし

ヘイトスピーチで文書を配った件について荻上さん指摘すると、籠池氏はその特定の人物

にのみであり、これをネットで、ためにするために、学園をかく乱するために入ってきて、

この学園を悪いことを言っていると言い、しかし荻上さん、籠池氏らは韓国人や中国人は嫌

いと言っている件を糺して、これは籠池氏、係争中、裁判にするために、中国や韓国の人が

攻撃してきたというのです。 

 荻上さん、籠池氏は日本会議のメンバーで、日教組を批判していると指摘して、日教組は

批判していない、日本会議は考えと方針が似通っているというのみで、野党も国会で説明す

べきと言うものの、籠池氏は記者会見には出ない、マスコミには説明したとして、国会に呼

ばれるようなことはしていないと、自分の学園を潰そうとしているようなところには行か

ないというのです。 

 荻上さん、ヘイトスピーチについてもっとただしたかった、個人を攻撃するものもヘイト

スピーチと言われて、岩渕さん、国有地の払下げ問題があり、籠池氏はその中の一人であり、

近畿財務局が他の購入を断り、森友学園にタダでしたのか、検証すべきと言われて、終わり

ました。 

 荻上さん、朝日新聞の記者や木村氏のことも今後聞きたいと締めくくられました、以上、
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SESSION22 の内容でした（なお、昨日発売の週刊プレイボーイとも日刊ゲンダイに批判側

の貴重な記事があり、後で紹介します）。 

 また、民進党の有田芳生氏のツイートによると、本日、民進党の森友学園調査チーム、玉

木雄一郎氏、辻元清美氏、逢坂誠二氏、福島のぶゆき氏が現地に入るそうです。今後、報告

があります。 

 

 

[civilsociety-forum:15448] 

朝日放送おはようコール（2017/2/21） 小西克哉がトランプ大統領の

嘘つきゴタゴタと金正男氏殺害事件を語る  

 

 

 2017/2/21, Tue 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は国際ジャーナリ

ストの小西克哉さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日はトップが地銀再編、その下に金正男氏暗殺事件、産経も

3 つの地銀統合がトップ、京都銀行を上回るものになる、読売は天皇退位、一代限りか制度

化するか、毎日は元外交官を文科省が再就職のあっせんの疑い、他の省庁もあっせん、日経

は外国人をサービス業に、です。 

 

 迷走するトランプ大統領、メディアが偽ニュースを発していると放言して、スピーチで起

こっていないテロ事件があったと失言であり、スウェーデンで前日にテロと発言して、スウ

ェーデンの元首相もツイッターで批判、ホワイトハウスは具体的なものではなく犯罪がス

ウェーデンで増えていると言い換えても、これも嘘で、トランプ氏の眉唾発言は、就任式ガ

ラガラ、不法移民がクリントン氏に投票、日本車のことも無茶苦茶であり、殺人の発生率も

低く、これについて小西さん、フィラデルフィアやシカゴのことを言っても、犯罪は減って

おり、不法移民が投票も根拠はなく、ところが、トランプ氏の周囲も嘘を言い、オルタナテ

ィブ・ファクトというもので、世論調査では不支持が増えて、トランプ氏はこれも嘘と言い、

小西さん、支持が 41％もあるのは驚き、トランプ氏は間違っている、発言の 7 割が嘘で、

トランプ氏のアピールは投票してくれた白人労働者が本当だと思ってくれたらいい、支持
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を広げるのが目的ではなく、スウェーデンではコンサートのトラブルをテロと詭弁であり、

嘘だとわかるのに、スウェーデンの首相がトランプ氏はヤクをやっていると表現で、これは

ヨーロッパの首脳たちのトランプ氏への共通の認識で、トランプ氏に投票した人はスウェ

ーデンのことを知らないためにこんなデタラメがまかり通ると言われました。また支持率

も下がっても、小西さん、世論調査はウソと言い、トランプ氏はアメリカ全体のことは考え

ておらず、支持者が聞いてくれたらいいであると言われました。 

 

 北朝鮮の金正男氏の殺害、空港の防犯カメラが犯行を記録して、正男氏はチェックインカ

ウンターに行くと、背後から女が近づいて覆いかぶさり、わずか 2 秒で毒物をかけて、前

にも別の女がいて、二人はその後二手に分かれて逃走し、周りは気づかず、正男氏はその直

後は差し迫った様子はなく、診療所に行くときに、当初は自分で元気そうに歩いて、その後

足を引きずり、担架に乗せられて病院に向かう途中で死亡が確認されて、北朝鮮の大使は犯

行を否定、韓国国防省は毒物のＶＸを想定して、これについて小西さん、正男氏は顔を洗っ

たか、空港を犯行の場所にしたのは、二つ理由があり、北朝鮮から脱北するものに、正男氏

もこうなるという脅しであり、もう一つは、北朝鮮の実行犯は手駒で、サポート部隊がいて、

行動は的確にとらえられず、もしかしたら人目につかないところで犯行をしたかったかも

知れず、正男氏の長男がマレーシアに行き、中国は北朝鮮からの石炭輸入を年内中止で、小

西さん、これは北朝鮮に打撃、暗殺の目的は、正男氏暗殺は５年前から計画されて、正男氏

のバックが中国にいて、処刑された張氏は、北朝鮮を中国のような改革開放にしようとして

正恩氏の逆鱗に触れて、それで正男氏を持ち上げて体制に叛逆される危惧を正恩氏が持ち、

中国は正男氏の後ろ盾で激怒し、マレーシアも正男氏を守れず、北朝鮮との関係にも問題で、

正恩氏の個人的な恨みと、北朝鮮の体制に反するものが広がるのを恐れて、また北朝鮮に逆

らうとこうなると脅すものもあると言われました。 

 正男氏の長男のハンソル氏がマレーシアに到着したか、不明で、マレーシアにはハンソル

氏の到着かとメディアも注目、ハンソル氏も北朝鮮に狙われて、オックスフォード留学も中

国から狙われていると言われて断念で、小西さん、マレーシア政府がどこまでハンソル氏を

守れるか、ハンソル氏に何かあったらマレーシアの国際的な信用は失墜して、ハンソル氏に

手を出するのは難しいものの、問題を語られました。 

 

 本日の気になる新聞記事、将棋界で外国人の棋士誕生、スウェーデンの方、外国人が将棋

のプロになるのは初めて、マンガで将棋に興味、小西さん、ＮＡＲＵＴＯで興味を持ち、忍

者のマンガで、ヨーロッパでもチェスなどボードゲームがさかん、漢字のハードルが高く、

https://ja.wikipedia.org/wiki/NARUTO_-%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%88-
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毎日の 31 面の記事、アメリカ大リーグのラミレス選手が日本の独立リーグに破格の安い年

俸で契約、イチローと首位打者争いをしたレッドソックスの 4 番で、日刊スポーツの井関

さん、黒いうわさもあったと言われました。以上、小西さんのお話でした。 

 

 昨夜の、サンテレビニュースＰＯＲＴで、みなと銀行など３行が再編であり、神戸新聞の

林芳樹さんは、地方の衰退で、地方の産業が衰退して金融機関も成り立たなくなったなら大

変で、マイナス金利で銀行の中で、特に地銀が危機であり、地銀は中小企業を支えており、

そこに支障のないようにと言われました。 

 

 

[civilsociety-forum:15440] 

報道するラジオ（2017/2/20） 南スーダン問題、稲田大臣が戦闘と言

わない背景 半田滋さんのお話  

 

 

 2017/2/20, Mon 21:02 

 永岡です、報道するラジオ第 232 回、今週も毎日放送アナウンサーの水野晶子さんの司

会で放送されました。 

 ニュースは上田崇順さんの担当でした。 

 北朝鮮の金正恩氏の兄の正男氏の殺害で、遺体の扱いで、北朝鮮がマレーシアに遺体を引

き渡せ、勝手に司法解剖したと非難、マレーシアは自国の法律に基づいて捜査したとして、

友好関係のマレーシアと北朝鮮の対立、捜査にも影響で、マレーシア警察は容疑者が出国し

たと言い、ＩＣＰＯに捜査を協力するものの、北朝鮮はＩＣＰＯに加盟しておらず、容疑者

が北朝鮮に戻ったとの報道もあり、防犯カメラの映像から犯行の様子が分かり、二人の容疑

者が正男氏の顔に押し付けて逃げており、周りに多くの人がいるので、水野さんも驚かされ

ました。何も躊躇せず犯行→逃走が全て映っているのです。 

 

 今回の特集は、アフリカ北東部の南スーダンへの自衛隊派兵問題、国会で問題になり、稲

田大臣は戦闘とは言わず、市民から批判を受けており各地で抗議のデモ、辞任を求めており、

野党が厳しく追及して、安倍政権と防衛省は資料を隠して、ジャーナリストの布施祐仁さん

の情報公開ですったもんだの末にばれて、これについて、防衛省や自衛隊の海外派兵を長年
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取材されている東京新聞論説・編集委員の半田滋さんのお話がありました。 

 その、半田さんのお話、東京のスタジオからのお話で、水野さんは大阪かからの担当、半

田さんは防衛省を 25,6 年担当されて、日本の軍事問題の歴史を取材されて、防衛大臣のこ

んな失態は過去にはなく、近いのは民主党政権の田中直樹氏、自身防衛の素人と言い、委員

会を抜けてコーヒーを飲んで、当時の野党の自民党から批判されて、稲田氏は将来の女性初

の総理と期待されて、しかしヘロヘロであり、南スーダンはどういうところか、自衛隊は 5

年前から派兵されて、日報を記して、首都では昨年夏に武力衝突、これを検証するために、

布施さんが資料請求→防衛省は、日報を捨てたと嘯き、ところが半年後の昨年暮れに日報が

残っていたと分かり、そして日報の内容、首都で政府軍と反政府軍のバトルで戦車も出て死

者も出て、戦闘がおこったと表現しているのに、稲田氏は国会で戦闘と絶対に言わず、戦闘

だと自衛隊は行けないためで、現場の隊員の認識と、稲田氏の答弁が食い違い、市民も国会

の外で稲田氏の辞任を求めて集会、大阪では 17 日に京橋で抗議集会があり、市民は稲田氏

の詭弁について、稲田氏は迷走し、何回答弁を読んでも本人が何を言っているかわからない、

自衛隊は昨年 8 月に戦闘があったと報告して、稲田氏は武力衝突と詭弁、9 条にために派兵

が破綻すると市民は怒り、半田さん、17 日には国会の前でも抗議集会、札幌、名古屋でも

あり、稲田氏の 1+1＝サルマタ答弁、憲法でアカンから戦闘と言わないのは大問題、日報

と、政治レポートに、戦闘とあり、戦車や砲弾の飛び交うのが戦闘で、自衛官の第 1 次情報

を、政府がどう把握するか、戦闘ではなく、武力衝突の可能性もあるものの、稲田氏、憲法

に触れるので戦闘と言わない、かつて侵略戦争した日本軍の全滅を玉砕、トンズラを転身と

言い換えたのと同じであり、憲法に触れるので稲田氏は逃げていて、憲法に触れないＰＫＯ

は、92 年のＰＫＯ協力法の際に、ＰＫＯ5 原則を守らないとだめであり、第 1 は停戦合意

＝戦闘があっても和解して戦闘が正式にないことが大前提、南スーダンはもともと、国造り

のＰＫＯを 2008 年に開始、しかし大統領と副大統領、60 以上の部族の中で、2013/12 に

紛争になり、2015/8 に両部族で停戦の合意があり、これで第 1 の原則が成り立ち、しかし

昨年 8 月に戦闘＝停戦合意はアウトと日本政府は見るべきであり、停戦合意は破綻したと

見るべきで、なぜ日本政府は戦闘と認めないか、政府と、副大統領のところが国と見なされ

るなら、これは戦闘になり、戦闘は国 or 国に準ずる組織との戦いであり、日本政府は戦闘

と使いたくなく、マシャール副大統領は国の組織ではない、指揮命令系統なし、のため、し

かしリーダーは副大統領、解任されても影響力はあり、南アフリカに逃げて、ヌエル族が政

府から離脱して、事実上国に準じる組織であり、つまり戦闘であるのです。 

 そして、稲田氏の国会答弁、問題になったのは、戦闘という言葉のやり取りで、戦闘と認

めるのか、民進党小山氏の質問に、日報が存在して、戦闘に巻き込まれないように注意、両
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勢力の戦闘が確認されて、銃撃戦、両勢力の戦闘は継続する可能性と書いてあり、戦車、迫

撃砲の使用が確認して兵士が死亡の激しい戦闘で、2016 年 9 月の稲田氏の答弁は、国 vs

国のものではないと詭弁で、日報と内容が違うと指摘して、稲田氏は、要するに 1+1＝サ

ルマタ、であり、文章化不能、小山氏の追及に、戦闘と法的な意味でんでんで使っていない

と答弁して、小山氏、戦闘があったと自衛隊の日報にあったと追及しても、水野さんも聞い

ていて頭に来て、戦闘と自衛隊が書いているのに、稲田氏には法的には戦闘ではないと詭弁

で、リスナーより、法的な意味の戦闘は何かとあり、半田さん、停戦合意の崩れるものが戦

闘で、認めたら自衛隊の派兵はできなくなり、しかし半田さん、日報発見以前に、稲田氏の

南スーダンへの見解はおかしく、稲田氏昨年 10 月に南スーダンにたった 7 時間行き、それ

ももっと早く行くのがドタキャン、ワシントンの仕事は、2015 年に会った人を見舞うもの

であり、それで南スーダンに行かずに帰り、その際に、自衛隊、駆けつけ警護の問題がある

大事な時期で、行かないわけにはいかず、半田さんも現地で 2,3 泊して観るべきで、しかも

戦闘地域は見ず、たった 7 時間のみ、首都は落ち着いているとして、昨年 11/15 に今の舞

台に駆けつけ警護を戦争準備法案に基づいて命令、自衛隊は危険になり、大前提の南スーダ

ンの首都について、稲田氏はちゃんと確認せず、日本政府は首相補佐官が行っても大丈夫と

言い、自衛隊がＰＫＯを出している国連は、2 か月の情勢分析で不安定、治安は悪化してい

る、首都ジュバの治安はとりわけ悪化しており、そして武力衝突後、国連は治安悪化を、国

連の理事会で、集団レイプ、焼き討ちなどルワンダの惨劇の繰り返し、これ以上ない悪いと

ころで、稲田氏の見解と 180 度異なり、理由は、でんでん総理の積極的平和主義＝自衛隊

を活用、自衛隊は南スーダンとソマリアのみで、これが無くなると積極的平和主義は破綻す

るので、逃げられず、南スーダンは国つくりではなく、南スーダンの市民を守ることに目的

が変わったのに、日本政府は目的の変化を国民に伝えていないのです。 

 リスナーより、自衛隊を引き上げたら稲田氏に不利かと質問で、半田さんこれはない、合

理的な撤収であり、しかし 5 原則の他に、隊員の安全確保と有意義な活動が求められて、5

原則でも、宿営地の外で砲弾が飛び交ったらアウト、自衛隊は道路工事などの、土木のため

に行っており、戦闘が目的ではなく、一昨年の衝突時、自衛隊は宿営地にこもって活動を変

更して、国造りはもう破綻している。 

 今までのお話で、国民に情報がちゃんと出ているのかと水野さん言われて、そして稲田氏

の国会答弁、自衛隊の幕僚長が南スーダンの舞台に、日報を書くときに戦闘と書くなら注意

しろとしたものであり、衆院で民進党後藤氏が質問して、稲田氏と、安倍総理が答弁であり、

後藤氏、稲田氏は詭弁と批判して、戦闘と衝突を使い分けていて、真実がゆがめられると指

摘して、稲田氏、1+1 サルマタ、日本語になっていないので書き起こし不能、でんでん総
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理、1+1＝モモヒキ、日本語になっていないので書き起こし不能、詭弁の連続で、大臣は日

報を見る必要はないと詭弁で、後藤氏、命がけの任務なのに、日報の信頼性を問われて、全

滅→玉砕の大本営発表と同じと指摘しており、これについて半田さん、そうなると、5 原則

に抵触、憲法判断を現場の舞台に任せる＝国民はチェックできず、日本はシビリアンコント

ロール、軍人ではなく政治家がコントロール、太平洋戦争の反省からで、しかしでんでん総

理の答弁だと、現場で戦闘と衝突を区別して、シビリアンコントロールが破綻する。 

 リスナーより、現場が戦闘と判断している、稲田氏の答弁で安倍総理が代役で、かばって

いる件を追及されて、半田さん、安倍氏は見ていられない、大臣は片っ端から答弁が破綻し

て、安全保障は言い間違いは許されず、安倍氏が稲田氏をかばい、かばい通せると思ってお

り、第 1 次安倍政権で大臣の不祥事のオンパレードで内閣破綻の繰り返しをしたくない。 

 取りこぼし＝政権の寿命を短くして、しかし政治に嘘は許されず、安全補償に嘘は許され

ず、リスナーより、トランプ政権の誕生で日本の安全保障が変わるかとあり、半田さん、日

米両国の役割、能力の分担見直し、戦争準備法案、ガイドラインでアメリカに守られるだけ

でなくなり、今までのようにしていてはダメになると日米共同声明にあると思われて、半田

さん、トランプ氏はアメリカの雇用を増やす＝日本がアメリカの武器をもっと買う、今でも

自衛隊の武器の大半はアメリカ製、これをもっと買う、ＩＳ対応で、アメリカが空爆、地上

部隊を派遣するなら、自衛隊が恒久法でアメリカの戦争を支援させられる危惧もあり、地上

戦で自衛隊も、2005 年のガイドラインで、アメリカの戦争時に、アメリカの後方支援を約

束しており、トランプ氏は共和党の主流、オバマ氏のＩＳ派兵を弱腰と言っており、これか

ら大変（＝トランプ大統領の戦争開始もあり得る）なのです。 

  

 その他のニュースも上田さんの担当で、和歌山北部でマグニチュード 2.2 の地震、震度 1

です。 

 天皇退位を巡り、衆院の議長と副議長が会談、特例法を与党は求めて、野党は皇室典範の

改正を求めて、自民は特例法でＯＫとして、民進党野田氏は特例法を批判して、大島議長は

3 月に国会の考えをまとめるのです。与党は落としどころを探る模様です。 

 豊洲移転を検討する百条委員会の設置が決定、自民も公明も認めて、関係者の証言や、偽

証には刑事罰があり、石原慎太郎氏の喚問で、半田さん、小池劇場の第２幕、千代田区長選

でもトリプルスコアで勝ち、これは国会の、南スーダン、共謀罪、天下り問題から国民の目

をくらますことになりかねず、小池氏は自民党員で、安倍氏に追い風を吹かせていることが

懸念されると言われました。 
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 今週の特集、戦闘と言わない背景に、半田さんのお話で、リスナーより、戦闘を戦闘と言

わない詭弁が通じるなら大臣は要らない、戦争にならないかと質問で、これらは全部リンク

して、ＩＳについて日本政府は判断せず、戦闘とも衝突とも言わず、もし自衛隊をＩＳとの

戦闘に担ぎ出される危惧もあると、締めくくられました。 

 私も、サラリーマン時代、ヤクザや右翼が経営していた会社で、「エリート」たちがこの

ような 1+1＝サルマタの答弁をして、それでもこのような闇勢力に支えられて、会社がつ

ぶれなかったのを見ました。もちろん、今は闇勢力＝アメリカで、この内容、例によりいく

らでも私に無断で拡散してください、こんななし崩し的な戦争参戦を認めたら、日本は 72

年前の惨劇の再来になります！ 

 

[civilsociety-forum:15439] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/2/20） 青木理 vs

藤井誠二 大都会に住むか、地方に住むか？  

 

 

 2017/2/20, Mon 16:59 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ！ 月曜日のレギュラーはジャーナ

リストの青木理さんでした。 

 住むなら大都市か、地方か、沖縄に半移住されているノンフィクション作家の藤井誠二さ

んが出られて、青木さんは長野の地方出身で、地方のいいところと不便なところを知られて、

語られます。 

 都議会の百条委員会、青木さん、石原都政を取材されて、慎太郎氏は週に 2,3 回しか都庁

に来ず、豊洲の問題は浜渦氏ではなく慎太郎氏の最終的に責任、慎太郎氏は都政を丸投げし

ていたことが明らかになるだけでも価値はある、慎太郎氏は海外出張もファーストクラス

で舛添氏より豪遊であったと批判されました。 

 金正男氏暗殺事件、青木さん、北朝鮮の犯行と思われて、前提として中枢の情報は分から

ず、流れを見た分析が必要で、ある時期まで正男氏は自由に喋れた→自由がなくなり殺され

た、正日氏の息子で、正恩氏が後継者になり権力基盤が固まり殺されて、権力を脅かすもの

を殺すもので、マレーシアの警察もきちんと取り調べで、北朝鮮の組織的な犯行と思われて、

マレーシアの捜査を見守るしかないが、金正恩氏は全く外交なしで、庇護している中国とも

正恩氏は会わず、中国も北朝鮮の石炭を買わなくなり、北朝鮮は国際社会から孤立して、別
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の意味での緊張感が高まることを危惧されました。 

 トランプ政権 1 か月、メディアを批判しているトランプ氏はＡＢＣやＣＮＮをアメリカ

国民の敵と言い、これについて青木さん、メディアは悪いと言う政治家に古今東西ロクな政

治家はいない、マティス氏は国防長官としてちゃんとやっているものの、ロシア情報機関と

の関係でフリン氏が退任、中米ロシア大使と、制裁解除を民間人として会談した、アメリカ

では違法で、ワシントンポストが報じて、青木さん、情報機関がリークするとはあり得ず、

あるとしたら、情報機関がアカンとフリン氏を思った、インテリジェンス・コミュニティの

中でトランプ氏はまずいと思い、トランプ政権はメディアだけでなく、情報機関もそっぽを

向いて、あっという間にレームダック化しないかと言われました。 

 

 今の時代、住むなら大都市か、地方か、東京への転入超過は首都圏と愛知、大阪くらい、

他は転出超過、藤井さんと青木さんのお話、藤井さんは東京と沖縄を 12,13 年前から行き

来、20 代から沖縄に通い、ホテルより沖縄にいたくて、この際部屋を借りることになり、

当初は完全移住を目指しても、東京も拠点で、地方移住の二重生活、沖縄の本も春に出され

て、いい物件があり、沖縄にも住まわれています。 

 藤井さん、地方は選択肢も少なく、物価も安くなく、沖縄に移住する人は、都会の不安、

隣に誰がいるかわからない不安があり、もっと縛りがほしい、地方のお祭りとかやりたい、

都会は自由だが、人の目がないもので、濃い人間関係を欲しい人が増えていると言われて、

青木さん、実家は長野、母親が一人でいるので時々帰省して、野菜を作り、そこでの人間関

係があると言われました。 

 藤井さん、二重生活、家賃が 2 倍で、沖縄に完全移住だと、どちらに住んだ方が安いかと

青木さん聞かれて、藤井さん、沖縄の方が安い、青木さん、近所付き合いは地方のメリット

と言われて、藤井さん、家賃の安さで地方に来る人がいると言われて、長野のリスナーより、

家賃が安い、人口密度も低く、車の渋滞もないとありました。 

 

 地方→大学で都会→そのまま就職が続くこと、藤井さん、東京、大阪で、地方を知らない

人生の人も多く、藤井さんは沖縄に関係をもって好きになり、リスナーより、沖縄に仕事が

なく横浜に戻ったとの声で、藤井さん、行ったら仕事があるというのは間違いと言われて、

青木さん、昔は東京にいないとカメラマンは成り立たず、今はメールで行けて地方で仕事で

きると言われて、青木さん、東京一極集中は災害でも様々な問題があり、交通、医療で、地

方に住める人が増えて、首都機能移転も必要と言われて、強啓さんは、ＩＴ企業で地方に拠

点があるものも多い、そして道州制について、藤井さん、企業が地方に本社を置くと税制の
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優遇などすべき、東京一極集中は問題、文化が廃れて、外からまれびとが来て地方が活性化

すると言われて、強啓さん、山形にはサクランボ他農産物が多数あり、活性化できると、魚

もあり、藤井さん、三重でも地元の食材で盛り上がり、工夫をしているから人が集まり、地

元も潤う、沖縄も基地なしでやっていけると言われて、青木さんは長野の出身、次々と田ん

ぼが耕作放棄を指摘されて、藤井さんも地方に観光資源が無くなり、移住者を受け入れるべ

き、そのために政治の配慮も必要と言われて、青木さん、美しい国、瑞穂の国に異論を出さ

れました、以上、デイ・キャッチ！ の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15433] 

朝日放送おはようコール（2017/2/20） 伊藤惇夫が金正男氏暗殺事件

を語る  

 

 

 2017/2/20, Mon 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は政治アナリスト

の伊藤惇夫さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、北朝鮮のことが多く、朝日は新たに 4 人の容疑者のことが判

明、全員マレーシアから出国、読売も同様、毎日も 4 人判明、産経も同じ、韓国は背後に北

朝鮮の政権がかかわっていると見ていること、日経は上場企業の配当がリーマンショック

時の倍です。 

 

 金正男氏暗殺事件で、マレーシア警察が会見を開き、新たに 4 人の容疑者を発表、通常

のパスポートで入国し、その後全員事件当日に出国、シンガポールのメディアによるとすで

に北朝鮮の平壌に到着の模様、死因はまだ特定されず、遺体は家族に引き渡すと言うものの、

連絡は取れず、逮捕された 2 人の容疑者は、周囲から変わった様子はなかったというもの

で、襲撃されて、正男氏は意識を失い、病院に搬送中に死亡、韓国政府は背後に北朝鮮政府

がいると公式に発表して、実行犯 2 人に指示を与えた 5 人の容疑者のうち 1 人のみ逮捕、

3 人重要参考人がいて、これについて伊藤さん、オレオレ詐欺に近く、逮捕された二人は出

し子（インドネシアでも二人は被害者と声明）、本当の狙いを知らない末端で利用されてい
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ただけ、二人を操っていたのが残りのメンバーで、逮捕された女二人は主犯ではなく、しか

し一人北朝鮮籍の逮捕者が出て、一番大きな疑問は、99％北朝鮮の金正恩氏の指示として

も、なぜこの時期にこんなことをしたのか、正男氏は反体制のシンボルになり得て、また正

男氏は中国が庇護しても、今北朝鮮と中国の関係が悪化して、これも影響している可能性は

あり、正男氏が韓国に亡命されたら困ると、今想像されて、逮捕された容疑者、クアラルン

プールに住んで、今回はかなり周到に準備していて、突然な暗殺ではなく、その割に容疑者

の名前は特定されてしまったものの、これで北朝鮮の体制に逆らうのはこうなるとの示威

行為であり、工作員は江戸時代の隠密、現地にいて溶け込んで実行するものだと言われまし

た。 

 

 北朝鮮とマレーシアを結ぶのは、脱北した工作員が証言して、麻薬に関係があり、この事

件は迷宮入りして、主犯格が北朝鮮の工作員としたら、北朝鮮の麻薬が東南アジアに広がり、

そこで犯罪組織と関わり、しかしなぜマレーシアで犯行か、北朝鮮の友好国で、ビザなしで

行き来出来て、工作員の拠点になり、韓国の方も増えてスーパーにはハングルも書いてあり、

遺体の引き渡しで、北朝鮮は引き渡しを要求、マレーシアを批判して、伊藤さん、アメリカ

や韓国がブレーキをかけて、遺族は名乗り出たら北朝鮮からの影響もあり、マレーシアは北

朝鮮と親しく、麻薬のことは分からないものの、韓国国防省は北朝鮮が生物・化学兵器を多

く持っていて、今回は内輪もめであるが、テロへの警戒も必要で、素人に毒を持たせること

もあり、問題と言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、産経 2 面、豊洲問題で百条委員会が設置されて、偽証罪の問

われる法に基づく権限があり、伊藤さん、慎太郎氏は参考人招致が決まり、都議選への各会

派のアピールであり、公明と離れられた自民の動きであると言われて、日経15面の記事で、

リアル花咲じいさんが実現？ 開花の時期が早くなる薬剤の開発であり、植物の花を作る

ホルモン関係で、花が咲くのに 30 日→21 日になり、伊藤さん、作物では有効だが、桜は

一気に咲いたらありがたみが無くなると言われて、産経 24 面の記事で、くぎ煮がピンチ、

いかなごの漁獲量が、水温が高いために過去最低、気象予報士の正木さん、台風の影響と言

われて、伊藤さん、関西では大変だと言われました。以上、伊藤さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:15423] 

ネットワーク 1・17（2017/2/19） 車椅子の避難～「むすび塾」の話

し合いから 亘佐和子さんの報告  

 

 

   

 2017/2/19, Sun 05:59 

 永岡です、災害と防災を考えるネットワーク 1・17、第 1054 回、今週もＭＢＳアナウン

サーの千葉猛さんと、フリーアナウンサーの野村朋未さんの司会で放送されました。 

 

 毎日放送ラジオの、しあわせの五・七・五(2017/2/18）、近藤勝重さんの、しあわせの風

景、医者の一言でしあわせの風景も変わり、しぼんだり広がったり、ガン、一番のコミュニ

ケーションで問題を持ち、医者は平気で告知するもので、昔は隠す、思いやりをこめて言わ

ず、今は言い、あとどれだけ生きられるか、短めに言い、これは長いと感謝されるものであ

り、短いと訴えられることもあるが、裕次郎ががんで亡くなり 30 年、あれだけお金持ちで

もがんで助からず、今は免疫療法、オプシーボもあり、大変なお金がかかるが、助かったこ

ともあり、なかにし礼さんもお金があり助かり、医療格差、保険で、医療を受けられるか、

保険料は高くなり、医者とのコミュニケーション、医療のコミュニケーションはそれより大

きく、アメリカだと医者が言う一言の意味が大きく、医者に作文を書け、になり、我々の扱

う川柳で、美容師に、医者に話せぬ、ことを語り、などあり、案外、人気のある先生は聞き

上手、医者の前の患者は神経質で小さくなり、リラックスさせてくれるかどうかで変わり、

何も言えず家に患者が帰ることもあり、医者も人間味のある、川柳をやるようなことが必要

で、川柳をやる医者は人間味があり、診察の 医師があくびで 一安心という川柳もあり、

医者が診ることが、自分を引っ張り、患者を見つめながら、パソコンではなく患者に、面と

向かってやってほしく、医者に、話すこと、笑うことの理解より、データを根拠にしたら冷

たいものになり、川柳の心得があったら医者は変わり、医師につい うっかりしゃべり 検

査増え、というものもあり、検査で助かることもあるが、気にしない 健康法も あると医

者、という川柳もあり、気にしないと、ストレスが軽減されるものに、医者が持って行って

くれたら、であり、患者は一人一人違い、一律の告知には問題で、1 回ごとゆっくり見てい

く医者もいて、その先に希望を持ち病院に行けら良く、健康川柳に医者が学んでくれたら変

わる、診察室に、先生の一句があったら、待合室に健康川柳の本があったら、間合いが必要

なのです。水野さん、このお話をすべての医師に聞かせたいと締めくくられました。 
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 リスナーの声、堺市に引っ越して、ラジオが友達、借り上げ復興住宅追い出しのことの深

刻さを語る声があり、防災では近所のコミュニケーションが大事で、車いすでの避難がテー

マであり、仙台市に本社のある河北新報社は、東日本大震災の経験から、むすび塾と言う防

災ワークショップ（http://www.kahoku.co.jp/special/bousai/ ）を行い、その中で最も多く

話題となったのが、車椅子での避難、段差などの障害物も多く、坂道、停電でエレベーター

が止まった時などのこと、また、高齢者・障碍者抜きで訓練を行っている例もあり、これに

ついて、ＭＢＳラジオの亘佐和子記者の報告がありました。 

 亘さん、今日は答え、結論の出ない話、リスナーに問題提起したいと言われて、災害弱者

のことを取り上げて、車椅子での避難、宮城でのむすび塾、大阪でも行われており、東日本

大震災、宮城で大きな被害、メディアは避難訓練を取材しても、それでいいのかという疑問

があり、記者が地域に入り、メディアが防災の種をまく、宮城で、全国でのワークショップ

であり、大阪でも一昨年ＭＢＳとの共催で行われており、防災の講演会、被災体験を聞くの

を 2 日間、住民とメディアの共同、宮城に全国から集まり、避難訓練のテーマ、亘さん、多

くの参加者の課題が車椅子での避難で、一昨年の住吉区での開催、南海トラフ津波で、隣に

5.5m の浸水が想定されて、その際にここに避難が行われる＆火災も想定されて、東粉浜地

区に逃げて、住吉中学校までの二段階避難、障碍者の避難について、宮城県のむすび塾に大

阪から参加された方、要援護者を避難させるのは、こんなに大変かと、路面電車があり、線

路を超えるのが大変で、坂は一人や二人では超えられず、阪堺電車の線路があり、車椅子で

避難するのは、千葉さんも参加されて大変だと言うことであり、地震では瓦礫も出て、タイ

ヤもやられると言うことで、そして坂道、東粉浜小→住吉中学校は海抜が 10m 違い、崖の

上にある住吉中学校、車椅子だと遠回りして避難しないとならず、坂道は二人いないと避難

できないと、千葉さんも参加された時のことを思い出されて、かがみながらの避難で、坂道

は車椅子には大変であり、北海道釧路市の方から、2014 年にむすび塾のイベントで、北海

道は地震が多く、東日本大震災でも釧路に 2m、今後 10m の津波も予想されて、釧路から

の参加でも車椅子の避難は、道路が舗装されず、大変であり、車椅子の方は、高齢化も進ん

でおり、長い距離の避難は車椅子のいる人も多く、長い距離を歩くのは、車椅子よりリアカ

ー、冬は雪で避難も困難なものもあるのです。 

 避難には大変であり、避難所まで 1km 歩くのは高齢者には大変で、地域ごとの悩みがあ

り、車椅子での避難をしたい人は多く、家の中を歩くには不便はなくても、長距離だと車椅

子、自動車での避難が必要で、津波での浸水時に、今まで想定していた避難所に浸水が予想

されて、避難所を変える必要があり、今は釧路はマイナス 20 度、積雪は 30cm、避難には

http://www.kahoku.co.jp/special/bousai/
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健常者も大変で、訓練で、車での避難も想定して、車は大渋滞が予想されて、それからは徒

歩、車椅子の避難が必要で、リアカーでの避難、千葉さん和歌山で取材、押していくより引

く方が有力ということを紹介されて、しかし雪が積もるとリアカーはダメ、そりで引っ張る

など大変であり、様々な方法を考えるべきで、避難所も設置、津波避難タワーも作る。 

 京都市伏見区のニュータウン、40 年前に開拓されて、4500 戸 13000 人の住むところ、

野村さんの実家も近いところがあり、大きなニュータウン、公営住宅に車椅子専用のものが

あり、むすび塾、大雨＋直下型地震、宇治川の氾濫が想定されて、2 階に避難しようとして

も、地震で停電して、エレベーターの使えない状態でどうするか、マンションの中央階段、

車椅子は 60kg、本人も含めて 100kg 以上、上げるには 4 人が必要で、誰がどうするか、

亘さん、車椅子の重さにびっくりで、4 人で狭い階段を上げるのは大変であり、その訓練も

行われて、地震＋川の氾濫も想定されて、訓練では近くの大学の方も駆けつける想定ではあ

るものの、学生さんは来られるか、高齢の住居の方にできるかと、高齢者が多いと、他人を

助けるのも困難で、自分の命は自分で守るべきで、障碍者は助けてくれる人を、地元のコミ

ュニティなど、避難の準備をすべきもので、今回は地震と水害の想定、水害のみだと、停電

はなくエレベーターは使えて、地震だと浸水域ではなく、近くの小学校に避難するもので、

いくつも想定しないとだめであり、まず、どこに、どんな人が住んでいるかを把握しておく

べきで、要援護者のリストを行政が把握しているところもあるが、名簿の活用は本人の同意

が必要で、様々な問題もあり、地域の避難訓練に障碍者の参加は全国でも少なく、元気な人

だけで避難するのは、訓練でケガなど懸念して障碍者の参加はなく、訓練で、車椅子の避難

は大変で、地域での意見を聞くところから始めないといけないと、亘さん締めくくられまし

た。 

 

 今回の内容、千葉さん、知り合いに車椅子の方、避難訓練に参加していないということで、

日常から避難を考えるべき、野村さん、リスナーのアイデアも欲しいと言われて、高齢者、

障害者の避難についてアイデアを募集されました、以上、今週のネットワーク 1・17 でし

た。 

 

 

[civilsociety-forum:15412] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/17） 大阪府豊中市の私立小学校土地取

得スキャンダル続報  
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  2017/2/17, Fri 19:15 

 永岡です、先ほどテレビ東京でも取り上げられた、大阪府豊中市の、日本会議の関係者の

関係する森友学園が土地を不当に安く取得した件、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」での

連続追及で、何と、学園の財務状態に大阪府が懸念を示したというのです。 

 この件は今日の国会の予算委員会で、民進党福島氏が、安倍晋三記念小学校の振込用紙で

お金を募っていた件を追及して、安倍総理は知らなかったと言うものの、この森友学園、も

ともとは 2012 年の第 2 次安倍政権発足前に、安倍晋三記念とつけようとして、断られて、

そして学校の申請に、2014 年の 12 月、大阪府の私学の担当者が、私学が小学校のみとい

うのは稀であり（確かに、私学だと、少なくとも小学校～中学校まで付けないと生徒は来な

いでしょう、要するに中学、あるいは高校受験のメリットがないと私学に高いお金を出しま

せん）で、問題は、小学校の定員が 80 人を満たさず、要するに経営破綻の懸念があると言

うことなのですが、ところが、たった 1 か月後の 2015 年 1 月に認可が下りて、これにつ

いて奥田信幸さんの報告があり、このような展開に、テレビを観ていて私も腰を抜かして、

さらに、関学の上村敏之さんがコメントされて、私学の認可は大変に厳しい、もし経営に行

き詰ったら、生徒が大変なことになるからです。 

 そして、森友学園は、この土地、現金で買えず、10 年の貸借と言うものを持ち出してお

り、これも上村さん、学校は 10 年どころのものではなく、貸借はおかしく、土地はちゃん

と買うべきとコメントされました。 

 この件は、安倍総理、国会でブチ切れであり、そして自分の名前で学校を建てていたら辞

任するとまで言い、そして、福島氏の追及は早速 you tube に上がっています。 

     

https://www.youtube.com/watch?v=UB8sQLwcnG4 

 

 また、リテラもこれを追及しています。 

     

http://lite-ra.com/2017/02/post-2926.htmll 

 

 安倍氏は否定していますが、まあ、私も、安倍総理もいた神戸製鋼所という会社が、本当

https://www.youtube.com/watch?v=UB8sQLwcnG4
http://lite-ra.com/2017/02/post-2926.html
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の社長は右翼やヤクザであり、表向きの経営者は影武者に過ぎなかったと言うことも、私も

会社から追われて初めて知り、おそらく、安倍氏は、神戸製鋼の能無し経営者と同じ位置で、

その周囲にこのようないかがわしい連中がいるのでしょう、安倍さん、即刻辞任してくださ

い、お国のために（笑）、以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15409] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ（2017/2/17） 

金子勝 倒芝の核破綻、安倍・甘利氏に責任あり、政治案件による倒

芝他救済で税金浪費！国民悲鳴！を語る  

 

 

  2017/2/17, Fri 15:23 

 永岡です、文化放送ラジオの、大竹まことのゴールデンラジオ、金曜日のレギュラーは慶

応義塾大学の金子勝さんでした。パートナーは作家の室井佑月さんでした。 

 大竹紳士交遊録、今週の金子さんのお話、ポチノミクス倒芝の巻、倒芝（東芝）東証 2 部

降格、このまま債務超過＝上場廃止→倒産の可能性もあり、これは政治ネタ、原発の救済、

東電の救済と同じ、不良債権問題と同じであり、ウェスティンハウスの買収を 2006 年に、

2000 億のものを 6000 億で買い、のれん代、甘利経産大臣、当時は第 1 次安倍政権、安倍

総理は全電源喪失なしと言い、甘利氏はテレビ東京にスラップ訴訟で勝って、テレビは批判

せず、2006 年は核ルネサンス→3・11 で破綻、アメリカで原発、ウェスティンハウスの受

注分が破綻、建設費高騰で、東芝は不正会計、粉飾決算、これは長年の粉飾決算、2015 年

に、Ｓ＆Ｗの買収もしたら 7000 億の負債、粉飾決算でセンサー、医療、白物家電を売却し

てしのぎ、Ｓ＆Ｗ買収で行き詰まり、モデリック氏と言うウェスティンハウスのトップ、ア

ーカンソーの詐欺師に騙されて破綻、倒芝は核と半導体、インフラ事業のみ残り、発電機な

どは儲からず、Ｓ＆Ｗ買収で、ＷＨのトップはつぶれると分かり、倒芝に買わせたとの報道

もあり、室井さん、倒芝は隠していたのではなく、テレビでは倒芝がいい時間帯にＣＭ、そ

れを止めていないと言われて、金子さん、今の砂川社長が隠せるとして、天文学的な損失は

1 年で出来るものではなく、室井さん、核は国策と言われて、金子さん、中国の原発も受注

で失敗、インド、トルコもエライことで、倒芝のグループ社員は 18 万人の大企業、室井さ

http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/15d6de7372ee6f0ef3d00c0c367f5cd7
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ん、海外で事故になったらどうなるかと聞かれて、金子さんそれは分からないが、問題は昨

年の 4～9 月期の決算が急速に回復、これは参院選と鹿児島、新潟の知事選があって、倒芝

はその損失を出すと選挙に負けることになると指摘されて、企業の行方と、従業員のソフト

ランディングはどうするか、センサーも白物も売り飛ばし、半導体は稼ぎ頭で、これを売っ

たらおしまい、銀行が救う＝政治ネタで、もっと損失がある可能性があり、三菱重工もボロ

ボロ、政府の需要で成り立つ会社で、安倍・甘利氏に潰されたようなものであり、核でアカ

ンとなっても、見直す方向ではなく、倒芝に大丈夫かと聞いても、三菱重工も破綻、アレバ

でアカン、三菱重工の救済とトランプ氏へのプレゼントで武器を作らせて、これで国民の血

税を浪費することになり、日立も同じだと言われて、時間になりました、以上、金子さんの

お話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15408] 

市民のための自由なラジオ（第 47回）（2017/2/17） 谷口真由美 

トランプ大統領、安倍自民党、オッサン政治を斬る！人権は少数派の

立場から見ろ！都会の鳩になるな！＆今中先生、倒芝倒産から核の糞

詰まりを語る  

 

 

  2017/2/17, Fri 11:11 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！ 第 47 回、今週はジャーナリストの

西谷文和さんの司会で放送されました。西谷さんのニュースの歩き方、西谷さんは今中東で

取材の最中です。 

 トランプ大統領が 7 か国の入国禁止、西谷さんも行かれた国で、西谷さんもトルコで強

制送還されて、人権問題、西谷さんの友人もイラク→アメリカに逃げて、命の危険があり、

これを早く止めろと言われます。 

 

 

 

 

 今週のゲストは大阪国際大の谷口真由美さん、全日本おばちゃん党（  
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http://tamutamu2011.kuronowish.com/obatyantou.htm  

 ）代表代行、トランプ大統領、安倍自民党などのオッサン政治をぶっ叩き切られます！関

西では毎週ラジオやテレビに出られている谷口さんのお話です。 

 谷口さん、おばちゃん党、おばちゃんはっさく、ＮＨＫ、と言っても某公共放送ではなく

日本ヒョウ柄協会の会長（笑）、前半の谷口さんのお話、トランプ大統領をぶった切る、入

国禁止について、オッサン政治、トランプ現象をどう見るか、トランプ氏の大統領令は法律

と同じでも、アメリカ社会が抵抗しているのは日本も学ぶべき、日本で戦争準備法案反対の

デモにも冷たい目を向けるのに、アメリカのものには注目する日本人が多く、アメリカだと

権力に抗うものがあり、民主主義を始めた国、ジョージ・ワシントン大統領、アメリカにピ

ューリタン革命で迫害された移民がアメリカ大陸に行き、もともとネイティブアメリカン

がいて、アメリカの根本はネイティブアメリカン、コロンブスが発見したものではなく、ワ

シントン氏がイギリスとの闘い、王政が嫌であり、自分たちでやりたい、イギリスの属国で

ないとして、しかし最初の議会で、ワシントン氏に王様になれと仲間に言われて、しかしワ

シントン氏は王様を否定したのでならず、王政の否定からアメリカは成り立ち、ワシントン

氏が王様になっていたら民主主義は 100 年遅れて、そして独立時の州は、今でも伝統があ

り、大統領は宣誓で聖書にするのはイギリスの流れでも、イスラムの大統領が出来たらコー

ランにするのか、自由の女神にもあり、アメリカは宗教迫害から逃れて、ネイティブアメリ

カンの国で、本来アメリカでこんなことをやったらエライことになり、第 2 次大戦で日本

人も迫害された歴史もあり、ハーバードの学長の宣言があり、7 か国から来た人もアメリカ

の大学にいて、シリアから帰ろうとして止められて、それにハーバードの学長が、移民によ

りアメリカの科学も成り立っていると、スティーブ・ジョブ氏も父はシリア、スタバもイス

ラエル支援の面もあるものの、難民を受け入れて、しかし日本の総理に反対する企業は日本

にはなく、むしろ各国の首脳も移民排斥に反対しているのに、でんでん総理はポチであり、

条約難民、宗教、政治的に、本国に戻されたら殺される人は送り返してはならず、難民条約

を理解しているかとメルケル氏はトランプ氏に言い、しかしでんでん総理はコメントしな

い、でんでん総理を支持しているのは日本国民、日本は難民を実質受け入れず、2015 年度

に 106 人しか受け入れず、そんな国が難民条約を言ったら天に唾、トランプ氏批判の前に、

わが足元、であり、トランプ氏と仲良くしないと日本はならず、収録は日米低能会談の前、

しかしＧＰＩＦをお土産にでんでん総理は持って行き、ＧＰＩＦでアメリカのインフラに

投資、回収できないと、アメリカのために日本の年金が無くなり、人権などの配慮もあるが、

こんな手土産を持って行くと、ゴルフくらいしてくれて、ゆすっているオッサンに吸い上げ

られて、自分の家はたいへんなのに、他人に貢ぎ、福島で大変なのに、他人に貢ぐでんでん

http://tamutamu2011.kuronowish.com/obatyantou.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%87%91%E7%A9%8D%E7%AB%8B%E9%87%91%E7%AE%A1%E7%90%86%E9%81%8B%E7%94%A8%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E4%BA%BA
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総理、トランプ氏は反中絶に署名、グローバルギャグルール、世界で避妊を教える、安全な

中絶をする政策をするＮＧＯに援助金を出さないというのにサインをトランプ氏はして、

その絵が、まわり全員男であり、女性のことを女性の意見抜きで、オッサンばかりで女性の

ことを決めていて、女性大統領で、男性の断種を強要されたら怒るではないか？ 中絶がア

カンのなら、中絶の原因、責任は男にもあり、性行為なしで妊娠せず、男には何の責任なし

は、反中絶法、日本も男は逃げられて、なら、避妊しない男にも刑罰を科すべきで、７０年

代のフェミニズムのスローガンは私の身体は私のもの、2000 年代は、私のことを私抜きで

決めるな、であり、オッサンは痛くないものであり、そういうものに、支持率を背景にやっ

たらだめ、移民排斥は賛成も多いが、「人権は多数者の理屈でやったらだめ」、少数者ほど迫

害されて、力の弱いものにフォーカスを当てて権利を守るべき、多数者は傲慢、なぜ中絶す

るのか、なぜ日本に来るのか etc、問われるのは少数者で、それでと傲慢が傲慢を呼び、「支

持率を背景に権力を行使したらダメ」なのです。 

 

 LIGHT UP！ジャーナル、倒芝こと東芝の経営破綻で（神戸新聞に川柳で倒芝と呼ばれま

した）、原発が高くつくことを、今中哲二先生が解説されます。倒芝こと東芝の経営破綻、

2006 年のウェスティンハウス買収時に、今中先生は何を考えていると思われて、東芝は沸

騰水型でやり、それを世界の主流の加圧水型を手に入れるために、当時のアメリカはブッシ

ュ大統領で、原子力ルネサンス、小泉氏も当時は核を進めて、今は反省して、しかし本当に

うまく行くかと今中先生言われて、今中先生、東芝は騙されたのではなく、売って出て、三

菱重工や日立も買おうとして、東芝がＧＥＴ、儲からないのでババ抜きでは当時はなく、し

かしババを引きに行き、7000 億の債務超過＝株式会社に致命傷、資産を全部売っても借金

を返せず、焦げ付く＝倒産、去年の粉飾決算時に、稼ぎ頭の医療関係を売ってしまい、ウェ

スティンハウスの損失はさらに大きく、最後に残った優良部門の半導体を分社化すると言

うものの、西谷さん、倒産すると指摘されて、今中先生、その通り、シャープは身売り＝買

ってくれる相手あり、しかし東芝は買ってくれる相手はなく、倒芝になり、福島事故でなぜ

核から手を引かなかったか、原子力マフィアは生き残り、核燃料サイクルもやる、原子力マ

フィアは赤字でも、バックに日本政府があり、東電がつぶれなかったのも同じで、それで国

民は東芝の先行きを見るべきで、西谷さん、国が助けてくれる、親方日の丸と言われて、今

中先生その通り、西谷さん、税金で補填と指摘されて、今中先生、事故もあり得て、もうや

めるべきと締めくくられました。 

 

 ここで音楽、トランプ氏の移民排斥が問題、アメリカは移民の国、ヨーロッパも移民で発
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展し、移民はもっと尊敬、寛容の精神、レッドツェッペリンの、移民の歌、です。これは you 

tube にありました。 

     

https://www.youtube.com/watch?v=MOe7_vtAHD0 

 

 後半は、安倍自民党をぶった切る、であり、安倍内閣、女性活躍と言い、保育園に入れず、

谷口さん、でんでん政権で女性活用、活躍で、女性を大事にするのではなく、10 年の時限

立法、超保守政権でなぜ女性活躍か、数年前に、育児休業延長時に、3 年間抱っこし放題、

1 年有給、2 年目は給料が出ず、それで、2 年の間にスキルアップしたらいい、カルチャー

センターと言うものの、働く人も保育園なしで、どないせぇというのかと言われて、保育園

探しを男性が、泣く子を背負って探せるか、ベビーカー邪魔と言われて、これほど子供にや

さしくない国で、少子化は当然のことであり、少子化対策は 90 年代にあり、前文、少子化

は有史以来未曾有のこと、戦争も飢饉よりひどいと書いており、みぞゆう（(c)麻生氏）で

あり、子どもが減る→国力が減る、年金減る、それで産む機械と柳沢氏がいい、ここで女性

活躍推進法、安倍氏は 3 歳まで子供は母親が育てろという保守で、しかし国連で安倍総理

は女性活躍について、2020 年までに女性リーダーを 30％にすると言うものの、女性の国

会議員はたったの 10％、東京オリンピックの 2020 年にどうやって 3 割にするのか、衆参

共にほぼ 1 回で、女性を 3 割など無理で、なぜオッサンのでんでん総理はこんなことを言

うのか？ 理由は、グローバル化の中での日本企業の生き残り策、ヨーロッパ、アメリカで

のこと、同じものをアジアで作ると安く、ヨーロッパ、先進国では高くなり、それでは競争

に勝てず、フェアトレードの概念もあるが、違う付加価値に人権をヨーロッパは持ち、女性

を守る、児童労働させない、イギリスには現代奴隷法があり、日本のブラック企業、イギリ

スと取引するならブラック企業だとだめで、人権への配慮が必要で、女性を取締役に、決定

権限を持つところに、女性を入れないとだめであり、社外から女性を入れても、ＬＧＢＴは

今回置いても、男性と女性は 1:1、しかし女性はマイノリティで、女性すら活躍できない社

会が、移民、その他の少数者を大切にできず、待機児童は増えて、女性活躍と言うのに、そ

のために設備投資を国はせず、それはデタラメで、一人のヒューマンパワーでは限度があり、

この法律は使っても、超極右政権、男性ばかりが署名だが、女性が 9 割の国会を想起して、

男性が排斥されたら男性はどう思うか？ 私たちは、男性が輝ける社会を作ると言われた

ら、もちろん腹が立つ、オッサンも怒る！ ものであり、男性の活躍と、母の介護もしろ＝

働けない、であり、言葉は美しくても、それに喜べない、親切の押し売り、母を入れる施設

https://www.youtube.com/watch?v=MOe7_vtAHD0
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もなく、自民の改憲草案も、家族を大切に、であり、田舎の両親を放置したら憲法違反！ 美

しい国ではなく、西谷さん、憲法は政治家、権力を縛るものと言われて、谷口さん、これを

言っている男性議員がどれだけ家族を大切にしているか、不倫していないか、高齢の親を大

切にしているか→自己矛盾、これこそファクトであり、西谷さん、トランプ氏もでんでん総

理も暴走、ゆでガエル、じわじわ温めるとそのまま死ぬものと指摘されて、谷口さんは都会

の鳩、車の運転が好きで、大阪を車で走ると、鳩は逃げず、鳩が谷口さんに気付かず、窓を

開けて注意しており、逃げる感性がなく、今の日本に都会の鳩だらけ、危機が近づいている

のに、逃げない、戦争体験法案、秘密隠蔽法の強行採決、共謀罪もオリンピックをネタに、

オルタナティブ・ファクト、組織犯罪条約は共謀罪なしで批准できて、宗教のものは共謀罪

は無力、マフィアのための対策で、宗教のテロは共謀罪では対応できず、内心の自由もあり、

イスラム原理主義とレッテルはりして逮捕できない、そんなことをしたら逆にテロの標的

にされる。 

 西谷さん、トランプ氏はそれをやってテロされると言われて、トランプ氏、安倍氏、橋下

氏は同類項、オッサン、独善、謝らない、おめでとう、ありがとうと言えず、会見せずツイ

ッターのみ、それで活用されている企業はいいが、しかし抵抗している企業もあり、日本で

は、一人一人の市民が都会の鳩になったらだめ＝一人一人が声を上げて抵抗すべきなので

す。 

 

 今回の内容、西谷さん、オッサン政治をぶった切る、この点は押さえたいのは、谷口さん、

メディアに頑張ってほしい、萎縮せず、忖度せず、メディアには政府、スポンサーから独立

した機関が必要で、自分たちでファクトを検証する、トランプ氏、でんでん総理の発言を検

証すべきで、出向元に忖度せず、両論併記だけでなく、「ジャーナリズムは弱いものに寄り

添うべき」、そのスタンスを忘れず、そういう機関をどうしたら作れるかと締めくくられま

した、以上、今週の自由なラジオでした。 

 

 

[civilsociety-forum:15401] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/16） 大阪府豊中市、右翼団体への土地

利益供与問題続報  
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  2017/2/16, Thu 19:19 

 永岡です、このところ毎日報じられている、大阪府豊中市の森友学園に、9 億の土地を 1

億でバナナバッシングセールスのスキャンダル、毎日放送ニュース「ＶＯＩＣＥ」で三澤肇

さんの取材による続報がありました。 

 ここは、元々大阪空港（伊丹空港）の騒音対策のために、国が実に 94 万平米ものを土地

を買い取り、問題の森友学園のところは、75 年の頃はアパート、家が密集しており、問題

になる廃材などの出る工場などはないのです。ところが、航空機の騒音対策が進んで、騒音

対策の必要な地域が減り、それで国は買った土地を今度は売らないといけない羽目になり、

そして今回の森友学園のスキャンダルであり、今日、民進党が国交省の役人を呼んでヒアリ

ングしたものの、民進党の国会議員の追及に、国交省の役人は、マンガ「じゃりン子チエ」

で、テツが落としの山さんとの取り調べで 1+1＝サルマタと言うのと同じ答えしかなく、

三澤さんも取材してストレスがたまったと言われます（ただし、このような詭弁で答弁する

のは日本の「エリート」の常套手段で、私もサラリーマン時代、部署のトップに突っ込んで、

この手の 1+1＝サルマタを聞かされました！）。 

 それで、8 億円値引きしたのは、約 2 万トンの廃棄物の処理の必要があったからと、国交

省の役人は言うものの、処理したのか、その証拠はなく、この件、元国有地であり、それを

値引きして売ったならば、値引きの確証を得るべきで、この件、共産党に続いて民進党も追

及で、この件、ジャーナリストの田中龍作さんの報告もあります。 

 

 

[civilsociety-forum:15392] 

朝日放送おはようコール（2017/2/17） 中川譲が金正男氏暗殺の件と

京都府立医大の暴力団との不適切な関係を語る  

 

 

   

 2017/2/17, Fri 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は帝塚山学院大学

客員教授の中川譲さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は、共謀罪は市民も対象になること、読売は金正男氏暗殺、
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遺体を本人と確認、産経は京都府立医大と暴力団関係者の問題、医大に飲食代提供、毎日は

大阪市が 140 の保育所の新設、日経は保育所を企業が新設です。 

 

 北朝鮮の金正男氏暗殺、犯行時間はわずか 5 秒、マレーシア警察は新たに女の容疑者を

逮捕、パスポートは本物で、恋人の男も逮捕、その後の調べで、正男氏には外傷はなく、飛

行機に乗るためにチェックインカウンターに並んでいたところを羽交い締めにして毒を盛

ったもので（顔を布で覆い毒を吐き出さないようにした）、遺体に泡、毒殺の典型であり、

事件の鍵を握るのは事件を監視していたベトナムのパスポートを持つ男たち 4 人、逮捕さ

れた女は、いたずらの短編映画を撮影するため、殺人とは知らなかったと証言して、100 ド

ルもらってのものであり、逮捕者は 3 人、容疑者はどういう人物か、一人目とベトナムの

パスポートを持つ女、そしてインドネシアのパスポート（本物）を持つ女と恋人であり、直

接犯行に及んでおらず、まだ実態は不明で、何度もリハーサルをして、嘱託暗殺（直接手を

下さずやるもの）の可能性があり、2012 年に韓国で拘束された工作員が、正男氏を暗殺す

ることがあったと証言して、韓国メディアが、逮捕された女は牡丹の花小隊という北朝鮮の

プロ集団の犯行、ＶＸガス（オウムの使ったもの）、マレーシアの副首相は遺体を北朝鮮に

渡すとして、謎が多く、中川さん、この二つの説は一体化、容疑者は工作員で、いたずらで

の殺害はあり得ず、嘱託暗殺を偽装して、たった 5 秒で暗殺は素人にできず、自分たちが

毒ガスを浴びていない＝容疑者は工作員の訓練を受けたプロと推察されて、事前に綿密な

訓練をしており、動画投稿も今は盛んで、それでやったと言い訳の出来る時代であり、しか

し使っているのは猛毒で、秒殺のもの、それで偽装の嘱託暗殺であると言われて、そして遺

体を北朝鮮に、死因も特定されていないのに引き渡すのは、問題なのはマレーシア政府の対

応は不可解であり、遺体に北朝鮮の関係者を近づけており、マレーシア政府が嘱託暗殺を認

めてしまい、早く幕引きをしようとして、マレーシアと北朝鮮の親密な関係のためでも、犯

人側の意図通り幕引きされる危惧があり、国際社会が監視して幕引きを許してはならない

と言われました。 

 

 京都府立医大が、山口組系暴力団の組長に問題ある診断書を書いた件で、院長が会見、虚

偽内容なし、組長は収監に耐えられないと言うものの、学長と暴力団関係者が先斗町（京都

の繁華街）で何度も会食しており、前回は病院内であっただけと言ったものの、学長と暴力

団関係者を、元刑事（元暴対、現役時代に組長と不適切な関係で依願退職）が仲介、さらに

警察は他の病院も捜索、組長は収監に耐えられないという虚偽の報告書を作ったとして、疑

惑は続いており、ますます複雑になり、受刑者は山口組系、実刑判決→状態が思わしくなく
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収監に耐えられないという報告書を京都府立医大が書いても、このようなことで、中川さん、

学長と暴力団関係者の関係、事態は意外な関係で、診断書は執刀した医師が書くべきで、後

で他の医師に診断はできず、この医師に、第 3 者が指示を与えた可能性があり、学長が指

示をしたのか、学長と組長の不適切な関係があるのは大きな疑惑であり、学長が組員と関係

があったのか会見すべき、院長の会見では分からず、学長と暴力団の関係をちゃんとすべき

そうでないと解明されないと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、産経 5 面の記事、連合に民進党蓮舫氏降ろしのこと、次の総

選挙の公約の 2030 年代原発ゼロが連合の顰蹙を買ってのことで、中川さん、原発は日本の

将来を握り、安倍政権は原発に頼るとして、民進党は連合に批判されても脱原発をすべき、

蓮舫氏が連合を切るべきと言われて、毎日31面の記事で、ゴミ部屋から女性が救出されて、

60 代の女性がゴミに埋もれて救出、両足が壊死であり、中川さん、症状から見たら糖尿病

の合併症であると言われました。以上、中川さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15400] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/2/16） 谷口真由美 パ

リの美術館から、子どもの時から本物に触れる大切さを語る  

 

 

  2017/2/16, Thu 17:19 

 永岡です、毎日放送ラジオの、上泉雄一のええなぁ、木曜日のレギュラーは大阪国際大の

谷口真由美さんでした。 

 しゃべりたいんやぁトピックス、谷口さん、昨日までフランスに行かれて、プライベート

で旅行、友人がパリにおられて、日本にも博物館はあっても、ルーブル美術館に行くと、ギ

リシャの彫刻の横で子供たちが体操しており、彫刻のところで体操しても、警備員は温かく

見守り、子供たちはこうして美術品に触れていいというものであり、谷口さん意外、そもそ

も地震のほとんどない国ではあるものの、彫刻、ミロのビーナス、美術の教科書に載ってい

るもの、ミロのビーナスに人も触って良く、特に柵などもなくて触れて、なぜ柵をしないの

かと学芸員に聞くと、視覚障碍者は触るしかなく、むしろなぜ触らせてあげないのかと聞か

れて、日本だとそんなことはなく、モナリザのみ厳重にガード、ナポレオンのものも無造作
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に飾られて、絵に触れるものもあり、これでいいのかと聞いて、みんなマナーを守ってちゃ

んとやっており、もちろん問題が起こりそうになったら学芸員が注意しても、子どもは額縁

に触れて、モナリザは一度盗難にあってこの始末で、しかし子供たちが身近に美術品に触れ

るのはいいことだというもので、上泉さんもニューヨークのメトロポリタン美術館で身近

に接したと言われて、谷口さん、スケッチも出来て、写真もフラッシュはダメだが撮れて、

ＥＵの 18 歳未満の人はタダで観られて、しかしこれからイギリスではダメであり、幼いこ

ろから本物に触れることをしたら、芸術への理解も深まり、美術館でも子供が観に行きたく

なるものが必要で、芸術的なものに接する機会、大人が紹介する機会があり、子どもの時か

ら本物の美術品に接することができて、ワシントンのスミソニアン博物館も、学生はタダで

入れて、スミソニアンは全部観るのは大変なものの、ボストンも学生はタダで入れて、なめ

そうな勢いの子供がいて、その子供も冷たくて気持ちいいというもので、周りに本物がたく

さんあり、ルーブル美術館はそれ自体が城で、日本と文化の度合いに差があり、日本で、歌

麿の絵はそんなに身近に見られないと言われて、美術館は日本だとハードルは高く、しかし

ヨーロッパにはそうではなく、フランスにも問題はあるものの、大英博物館もただ、自分の

払いたい金額のカンパでやり、そうすると気軽に行けて、パリにはオペラも高い席と、学生

の入れる安い席もあり、美術館も寄付などで成り立ち、しかし日本だと、誰の金でやるのか

と揉めて、これはエジプトにあり、返せと言う声もあるものの、谷口さん、子供を連れて行

きたいと言われて、上泉さんも、本物に子供のころから触れる大切さを語られて、どこかの

学校で、給食の食器をガラスにして丁寧に扱うようにしているとも谷口さん言われました。

私も、かつてワシントンに行き、各種博物館にタダで入れてビックリ、どうやら、どこかの

関西の知事や市長、元市長は、子どもの時にこういう経験をしなかった模様です（クラシッ

ク音楽の演奏会の数で、大阪は名古屋に抜かれてしまったと、先月の音楽雑誌に書いてあり、

朝比奈隆の下で地方の音楽文化の拠点であった大阪が沈没（自治体がクラシック音楽を運

営している兵庫や京都に演奏会が逃げているのです）しています）、以上、谷口さんのお話

でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15392] 

朝日放送おはようコール（2017/2/16） 二木啓考が金正男氏暗殺の背

景とトランプ政権の内ゲバ、稲田防衛大臣メルトダウンを語る  
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  2017/2/16, Thu 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はジャーナリスト

の二木啓考さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、今日も北朝鮮関係、朝日の記事は、金正男氏暗殺は 2012 年に

も未遂、産経は容疑者の女逮捕、防犯カメラにも映っていたもの、他にも 5 人関与、読売は

安心の子育て・介護のために提言、毎日は東芝の半導体売却の先送り、債務超過を 3 月で

解消できない→東証 2 部降格！ 日経は節電に協力する企業を募集して原発 1 基分の電力

確保、スポーツ紙も金正男氏暗殺を日刊スポーツも一面です。 

 

 その金正男氏暗殺、マレーシアの警察は関与した 28 歳の女を逮捕、クアラルンプールの

病院に世界のメディアが集まり、衝撃は世界に広がり、北朝鮮のロイヤルファミリーの暗殺、

正男氏が殺害されて、飛行機のチェックインカウンターで、機械式のカウンターにＬＣＣで

マカオに行こうとして並び、そこに二人の女が毒殺のために接近、近くに監視していた 4 人

の男もいて、一人の女はＬＯＬ、大声で笑うと言うＴシャツを着て、殺害後タクシーに乗り

逃走、一人はなぜか空港に戻ってきて逮捕であり、背景に幻のクーデターがあると二木さん

言われて、暗殺者と思えないベトナムのパスポートを持った女が逮捕、正男氏の暗殺は 5 年

前から計画されて、実行されるまで続くスタンディングオーダー（継続的な指示）であり、

正男氏は正日氏の長男、正恩氏の兄、二人は母親が違い、チャン・ソンテク氏の処刑も関係

して、二木さん、オーダーが生き続けて、正恩氏には正男氏が目の上のたん瘤、脱北者は北

朝鮮が大嫌いで正男氏を担ぐ可能性が強く、チャン氏の処刑は衝撃的で、チャン氏は中国と

のパイプ役、中国のように開放策を目指し、正男氏と接触し、中国の幹部、周永康（シュウ・

エイコウ）氏に、北朝鮮は持たないと接触、しかし周氏はこれを北朝鮮にチクり、北朝鮮と

石油ビジネスをしていたためで、その 3 日後にチャン氏は銃殺されて、正男氏を担いでク

ーデターが想定されて、チャン氏の粛清と正男氏の暗殺はつながっており、チクった周氏は

その後腐敗撲滅で逮捕されたというのです。また、暗殺犯、ベトナムのパスポートは偽造、

87 年の大韓航空機事件の時も、同様の偽造パスポートを持ち、女性工作員はパスポートを

偽造、逮捕されるなら自殺しろであり、しかし容疑者はマレーシアの国内法で裁かれて、中

国とマレーシアの関係は良く、しかし中国と北朝鮮の関係は、北朝鮮に中国が何を言っても

動かず、この問題はマレーシアと解決すると言われました。 
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 さらに、こちらも大揺れのトランプ政権、フリン氏の辞任に続いて、トランプ政権のコン

ウェイ大統領顧問、フォックスニュースでイヴァンカ氏の商品を買うように言って、政府の

倫理局が問題視し、コンウェイ氏は迷言の女王、二木さん、オルタナティブ・ファクト（代

替的事実）で有名、大統領就任式に人が来なかったのに、たくさん来たとオルタナティブ・

ファクトであり、大統領顧問はアドバイザー、知恵袋、トランプ氏の側近中の側近のフリン

氏も辞任で、政権の役職にない時点でロシアと接触して辞任、トランプ政権は内部で内ゲバ、

議会対策を含めて、共和党主流派と、トランプファミリーの側近たちの対立、民間人で問題

を起こし、バノン氏がイスラム圏入国禁止を根回しなしにやり、このトランプファミリーと

共和党主流派が対立し、バノン氏は戦略を立てても、マティス氏にはこれは問題ありと見え

て、共和党主流派の方がまともなのに、トランプファミリーで政治をやってしまい、トラン

プ氏はマスコミが嘘をついていると言い、しかしトランプ流が薄まるものの、マティス氏と

トランプ氏の暴走もあり、トランプ政権のバックは対立だらけと言われました。 

 

 国会で、稲田防衛大臣がボロボロ、南スーダンへの自衛隊派兵の答弁でボロボロ、野党 4

党は辞任を要求、稲田氏に辻元氏が厳しく追及しても、前の大臣だからと稲田氏が逃げて、

でんでん総理、指名されずに助け舟を 3 回もやり、辻元氏、防衛大臣は世界に情けないと

糾弾して、南スーダンで戦闘があったか、官僚の資料は黒塗り、稲田氏は機密資料を持って

いると民進党から追及、南スーダンのことを防衛省が隠蔽しており、弁護士出身の稲田氏の

ボロボロ、一般企業でこんなことをやったら責任逃れになり、二木さん、小池都知事も防衛

大臣を 1 か月して、その間に防衛事務次官の守屋氏を更迭→逮捕、今の都議会の時と同じ

であり、稲田氏は安倍総理のみから支持される始末で、稲田氏も女性総理候補と言われても、

安倍氏が将来の総理としたくても、自民党の中ではやっかみであり、なぜ防衛大臣を任せた

か、安倍氏は弁護士だからと登用して裏目、潜水艦の甲板をハイヒールであるく失態、それ

を防衛官僚が指摘しないボロボロだと言われました。（ちなみに、学会発表で学生が行き詰

まり、指導教官が、共同研究者として助け舟を出すことがあり、これは学生にはこの上ない

恥であり、つまり稲田氏は大臣失格です！） 

 

 本日の気になる新聞記事、産経の 1 面で、がん 10 年後の生存率 58.5％、前立腺がんな

どが高く（94％）、すい臓がんなど（5％）は低く、二木さん、早期発見と薬の進化であり、

定期的に人間ドックに行くなどの必要があると言われて、毎日の 30 面で、子どもの歯ブラ

シで事故が相次いで、139 件／6 年、子どもが歯ブラシを使って転倒などの事故であり、

1,2 歳児に多く、スタジオでも小さいと親が付き添うべきとの声があり、二木さん、歯ブラ
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シ加えたまま子供はウロウロするので、じっとすべきと言われました。以上、二木さんのお

話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15383] 

朝日放送ラジオ 堀江政生のほりナビクロス（2017/2/15） 金光敏＆

藤木美奈子 親に壊された心の治し方について語る  

 

 

  2017/2/15, Wed 20:08 

 永岡です、朝日放送ラジオの、堀江政生のほりナビクロス、コリアＮＧＯセンター

（http://korea-ngo.org/ ）の金光敏（キム・カンミン）さんが出られました。 

 金正男氏の暗殺について、カンミンさん、なぜ今まで泳がせて今回なぜやったか、関係は

悪くとも、父親は同じ金正日氏、祖父が金日成氏、正恩氏には下手したら自分に取って代わ

られるとの危惧があり、中国に都合のいい傀儡政権を正男氏を立てて作られる危惧があり、

正男氏は自分の家族を守ってほしく、しかし正男氏は自分が正恩氏に取って代わるつもり

はなく、堀江さん、正恩氏を快く思わない勢力があるかと聞かれて、カンミンさん、国内に

はなく、国外にもなく、しかし中国政府と緊張関係で、中国は北朝鮮の崩壊を懸念して、カ

ンミンさんはそんなに簡単に崩壊しないと言うものの、中国には（金正恩体制が崩壊して）

北朝鮮に親米体制ができるのが嫌で、今の分断状態が望ましく、そのような背景もあり、明

日は金正日氏の誕生日であり問題と言われました。 

 また、教育要領について、学習指導要領は 5 年に 1 度ほど改訂されて、今回は小学校か

ら英語を、学年を下げてやる、英語を学んでもしゃべれず、それの解消と言うものの、これ

からパブコメ募集でも、このまま進められて、カンミンさんの心配は、指導要領は机上の空

論で、現場の先生の意見がちゃんと取り入れられているか、教育課程を受けた人たちは小学

校での英語教育の経験がなく、実際の言葉の読み聞かせなど、大変に難しく、これにはカン

ミンさん懐疑的であり、受験英語をどうするか＝入試体制をどうするのか、受験で必要なの

は話せる英語ではなく、そこまでの改革ができるのか、ネイティブを教えられるか、ＡＥＴ

（英語指導助手）の配置にはたくさんのお金がかかり、今は外国人の方が教師として来てい

るものの、問題と言われました。 

 

http://korea-ngo.org/
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 キム・カンミンさんのオープン！ ボーダー、親に壊された心の治し方について、です。

ゲストに、ＷＡＮＡ関西（we are not alone、http://www.wana.gr.jp/ ）の方、藤木美奈

子さん社会から押しのけされそうな方を支援して、親の傷つき、親が傷つきつつ子育て、社

会と大変なことになる例について、親に壊された子供の治し方 

（http://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784062597180  ）、親による虐待を止めた

く、虐待をしている親と言うとらえ方ではなく、鬼ではなく、苦しんでいる人たちであり、

親はすぐ手を上げるものの、虐待の意図があるのではなく、この本を見て、理由を知ってほ

しく、一言では、親から自分もかわいがられず、親から愛されないと、自分の子供も愛せず、

トラウマ、心の傷が子供との関係を悪くする、自分も愛されず、親から可愛がられていない

と、子に愛情どころではなく、自分のことで手いっぱいの親も多く、カンミンさんもこうい

う例を多く見られて、暴力には至らずとも、親が一方的に生き方を決めてしまう、子どもに

は圧迫、威圧感になり、子供たちは親と摩擦を起こさないように、あるいは委縮して、根は

深く、今は母子、父子を離すことは可能でも、経済的に自立できず、離すままでは無理で、

再生のために何が必要か、藤木さんが取り組まれて、心の傷は親にもあり、藤木さん、親の

傷を癒したい、親より先に子供を助けるべきという声もあるが、子供は親に依存しており、

親のケアが必要で、自尊感情を回復させるプログラムを、藤木さん大阪の児童相談所でされ

ており、自分が好きと言えると、自尊感情は高いもので、虐待、ネグレクトする親は自分が

大嫌いで、それで子供に愛情を注げず、一つはなぜうまく子供と接しられないか、自分がか

わいがられてなかった、もう一つはマイナス、ネガティブ思考をしがちで、極端な考え方を

してしまい、これを治すＳＥＰのことを、1 回 90 分でやり、40～50 代でも 5 回で治すも

のを藤木さん考えられて、育ちの傷のある人は待てず、当初 13 回を想定しても、それだと

間に合わず、5 回だと我慢できて、これは闘い、藤木さん苦労されて、その代わり 5 回は来

てほしい、5 人と藤木さんで、認知の歪み、悪く考えるのを治し、プラスにするのに何をす

べきか、であり、ＳＮＳやメールで 1 日返事が来なかったら怒る場合があり、自分が嫌い

だといろいろなことを書く、自分を責めることもあり、そういう考えでどういう気持ちにな

るか、気持ちは必ずダウンして、自分を責めていき、つらい、死んでしまいたいとなり、一

方で、どう考えたら気持ちが楽になるか、これを表現してほしく、相手にも事情がある、携

帯が壊れた、仕事中などと思うもので、コミュニケーションの際に思い込みが自己否定にな

ることもあり、これをどう改善するか、こうして悩む人は多数あり、虐待、暴力だけでなく、

ちょっとした工夫で思考を変えて対人関係を改善できるものであり、藤木さんは研究とし

てやり、統計ソフトで検証して効果はあり、子どもへの虐待も減り、親が幸せになると、子

どもも幸せ、親が不安定→子供もしんどく、ＳＥＰが日本のどこでもやれたら、と藤木さん

http://www.wana.gr.jp/
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784062597180
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言われて、カンミンさん、回復したい意図を持つ人はともかく、そこに至らない人たちをど

う救済するか、あるいは、あきらめてしまう人もあり、どう救済するか、なのです。出版記

念講演会があり、藤木さんも子供の時に虐待されて、それを乗り越えたものであり、堀江さ

んも読んで大変な思いへの共感と、結婚されてもＤＶにあった苦労を紹介されました。3/3

にドーンセンターで講演会であります、以上、藤木さんとカンミンさんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15388] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/15） 安倍総理も絡む豊中市極右学校の

土地不正取引スキャンダル、国会へ  

 

 

  2017/2/15, Wed 19:11 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」にて、先ほどキャストでも取り上げられた、

大阪府豊中市での、極右学校の土地を不正に安く国が森友学園に払い下げた件、今日国会で

追及されました。 

 これは、豊中市の国有地、評価額 9.56 億円のものを、森友学園にたった 1.34 億で売却、

差額は土地に廃棄物があり、それの除去費用と言うものの、除去には当初、土地の表土 3m

を削ればよいとして、その額は 8600 万円ですが、これを 3.8m 掘らないとなると、それに

8 億いると言うのはもちろんムチャクチャであり、国会の財務委員会で、共産党の宮本議員

がこれをついて糺して、近畿航空局の答弁は、例により日本語になっていません。 

 そして、森友学園の名誉校長が安倍総理夫人であり、民進党の安住氏は、これはそのため

に忖度している可能性があり、糾弾すると言っています。 

 これについて、日大の岩井さん、一つ一つの項目は納得できても、全体として見たら説明

がつかないと言われており、司会の西靖さんも、これに同意されました。 

 

 この森友学園は、学長が日本会議の幹部であり、すでにネットでは日刊ゲンダイ他で炸裂

し、日刊ゲンダイでは、振込用紙に安倍晋三記念小学校とあると報じて（http://www.nikkan-

gendai.com/articles/view/news/199510 ）元外務省の天木直人さんも、これについて言及

されています。 

       

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/199510
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/199510
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http://kenpo9.com/archives/1002 

 

 学園の籠池総長は、日本会議の大阪代表で、批判に対してＨＰでヘイトスピーチを発して

おり、これは安倍政権最大のスキャンダルであり、こんな汚い連中に日本を任せるわけには

いきません、安倍政権は即刻総辞職すべきです、以上、ＶＯＩＣＥの内容でした 

 

 

[civilsociety-forum:15387] 

朝日放送キャスト（2017/2/15） 木原善隆 金正男氏暗殺を語る＆豊

中市、安倍総理夫人のかかわる極右学校の不正取引問題  

 

 

  2017/2/15, Wed 17:31 

 永岡です、朝日放送のキャストで、重要なニュースがあり、金正男氏暗殺について、ＡＢ

Ｃコメンテイターの木原善隆さんの解説がありました。ジャーナリストの二木啓考さんも

同席されました。 

 木原さん、正男氏はインテリ、何か国語も喋れて、日本語もある程度理解して、本命の後

継者は正男氏、インテリで国際情勢も知り、北朝鮮の置かれていることを理解して、しかし

2001 年の日本からの強制送還が金正日氏の逆鱗に触れて、2009 年に木原さん、正男氏を

取材、当時後継者は正恩氏に決まりかけて、しかし個人的には 3 世代世襲に反対、自分も

やらないが、正恩氏にも反対と言って、これが正恩氏の逆鱗に触れて、正恩氏は 2012 年か

ら正男氏の暗殺を計画、ポイントは中国、正男氏は中国のように開放改革を意図して、同じ

意見であったのが、2013 年に処刑されたチャン・ソンテク氏、中国から見たら、正男氏は

コントロールできる後継者候補、しかし北朝鮮も中国国内で正男氏に手を出せず、それでマ

レーシアでやったと言われて、二木啓考さんもコメントされて、胡錦濤政権時に、金正恩氏

の政権は危なく、これを立て直すために協力を申し入れて、その 3 日後にチャン・ソンテ

ク氏の処刑で、体制に楯突くものは処刑するものであり、木原さん、北朝鮮の体制がこれで

即揺らぐことはないが、しかし国際的には孤立すると言われました。 

 

 そして、大阪府の豊中市での、国有地が極右学校に売却、大阪の弁護士会が 8800 平米の

http://kenpo9.com/archives/1002
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敷地を視察、今私立の小学校の建設が進み、地元市議が売却額の公表を求めて提訴、土地の

判定額の 15％の格安で売却、廃棄物処理の費用を 8 億値引きというもので、この学校の名

誉校長は安倍総理夫人、土地価格は国が決めたと学校法人は言い、ならばなぜ非公開か、学

校法人は非公開にしてくれといい、名誉校長は安倍昭恵氏、学校法人は関係ないと言うもの

の、弁護士は不正があったら背任で告発と言い、取材した平岩記者、これは伊丹空港の騒音

対策のための土地で、隣のほぼ同じ大きさの土地の 1/10 の費用で私人に売却であり、平岩

さん、もともと 10 億近くで評価されて、廃棄物の処理費用を入れたとしても、これは試算

で、実際の費用ではなく、学校法人は 8 億はかかっていないと言い、深さ 10m まで処理す

るので 8 億、実際は 3 億しかかからず（深さ 2m のみ）、大阪のベテランの不動産の関係者

は、普通なら事後でかかった費用を請求すべきものを、最初から引いているのは不可解で、

ＡＢＣはこの土地が不当に安く売買されていると昨年に把握し、財務省に取材して、しかし

個別の契約は答えられないと門前払い、守秘義務で答えられないと言うものの、ところが一

部新聞が報じたら一転して公表で、守秘義務との回答は何か、平岩さんは財務省に電話した

ら、これ以上聞かないでくれと泣きついてきて、新聞が報じたから出したものであり、二木

さん、名義貸しの可能性があり、財務省の守秘義務はない、国民の財産であり、これが報じ

られたら回答はおかしく、昭恵氏がかかわっているのか、ブローカーが入っていると指摘さ

れました。 

 

 続いて、東芝の経営破綻について、もちろんウェスティンハウスの買収がきっかけで、ア

メリカのボーグル原発、今年に稼働の予定が、3・11 で安全対策を追加されてまだ未完、東

芝は半導体事業を売却して乗り切るもので、東芝は代物を別会社、半導体会社の株を売らな

いと債務超過になり、残るは原発であり、東芝はサザエさんのかつては一社提供、東芝は白

物家電と半導体で生きており、二木さん、不祥事が続いて、企業トップの経営判断のミス、

この前に粉飾決算があり、そして新しい体制に、としたらこれであり、技術の東芝と言って

も、技術者がどんどん他社に流れているというのです。 

 

 さらに、稲田大臣のメロメロ答弁、民進党辻元氏が南スーダンについて質問しても、日本

語で答えておらず、前の大臣のやったことと言い逃れて、安倍総理は指名されずに助け舟、

それも 3 回！ 辻元氏は防衛大臣に質問しているのであり、情けないと批判、辻元氏の追

及に、官僚が入れ知恵して、それを答えるのみで（だったら官僚が回答しろ！（笑））、南ス

ーダンで戦闘があったか、官僚が塗りつぶしの資料を持ち、稲田氏は塗りつぶしていない資

料をもって、稲田氏サンドバッグ、国会で野党は官僚天下り、共謀罪、南スーダンで、二木
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さん、でんでん総理は稲田氏を次期総理にしたいと思い、自民の他の人間には面白くなく、

南スーダンの駆け付け警護は自分で治めたく、しかし戦闘状態を認めたら、自衛隊は撤退し

なければならず、戦闘を認めたら崩れてしまい、稲田氏は窮地で、しかし内閣支持率は高く、

何とか乗り切る、安倍総理は稲田氏を自分の次にしたいと言われるのです。以上、キャスト

の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15386] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！＆ＭＢＳラジオ 上泉雄一

のええなぁ（2017/2/15） 高英起、澤田克己 金正男氏暗殺を語る  

 

 

  2017/2/15, Wed 16:54 

永岡です、今日は金正男氏殺害のニュースのラッシュで、荒川強啓デイ・キャッチ！ではデ

イリーＮＫのジャパンの高英起（こう・よんぎ）さんのお話がありました。金正男氏は空港

で殺害されて、毒針とか、顔に液体などの情報もあり、工作員の女二人は死亡との情報もあ

り、韓国では、5 年前から暗殺の計画と報じており、正男氏の死から北朝鮮の情勢について、

高さんのお話、金正恩氏の指示か？ 正男氏は北朝鮮の人間でも、正恩氏の兄であり、この

暗殺を正恩氏の命令以外でやることは北朝鮮ではあり得ず、正恩氏の命令であり、最終的に

正恩氏がＧＯサインを出して、しかし正男氏は寵愛を受けても、祖父の金日成氏は初孫の正

男氏をかわいがり、むしろ正恩氏には冷たく、暗殺には政治的な理由と、正恩氏の正男氏へ

の近親憎悪、妬みがあると思われて、歴史上は日本でも戦国時代にあり、21 世紀でも金正

恩氏体制はこれをやり、政治的な暗殺の理由は、正男氏が目障り、しかし正男氏は北朝鮮の

体制には入ることはなく、暗殺する理由は体制になく、暗殺は正恩氏の個人的な意図であり、

正男氏は亡命を計画していたことも報じられて、亡命後、正恩氏の体制に影響もあり、正恩

氏は潰せる芽は潰すと言うもので、正男氏の亡命の情報は 11 日に報じられて、これが引き

金になり、そして明日は正日氏の生誕の日、また正恩氏のいとこが韓国で暗殺された日でも

あり、北朝鮮には大事な時期である。 

 正男氏を中国が保護しており、これによる中国と北朝鮮の関係は、これで悪化しない、中

国は客人として扱うもので、正男氏は中国の手にもあまり、コントロールできず、暗殺を中

国は快く思わなくても、積極的には北朝鮮には出ない。 
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 高さん、北朝鮮の粛清はこれからも続き、チャン・ソンテク氏の粛清が 4 年前で、そして

肉親に手をかけたのは悪い方向に行く可能性があり、極めて危険な存在だと、高さん締めく

くられました。（毎日放送テレビのちちんぷいぷいでは、安倍総理夫人の関与する豊中の極

右学校について報じる予定が変更になりました） 

 

 毎日放送ラジオの、上泉雄一のええなぁ、でも金正男氏暗殺に関して、毎日新聞の澤田克

己さんのお話がありました。澤田さんもビックリで、そんなことあるの、であり、暗殺指示

が出ているという説はあっても、本当にやるか、であり、正男氏と正恩氏は全く面識はなく、

殺された正男氏は 2004 年まで後継者と言われても、東京ディズニーランドの件で後継者

レースから外れて、権力から外れてしまい、それでも正日氏の存命中は危機はなくても、そ

の後は危なく、正日氏の死後はメディアに出なくなり、上泉さん、テレビでは様々な局のイ

ンタビューに答えていると指摘されて、澤田さん、正男氏はインタビューに応じて、国内で

疎まれており、韓国の情報機関が、非公開の報告で、内容はある程度国会議員に報告される

もので、正恩氏の政権の最初から暗殺指令、正恩氏は国内の支持勢力がなく、正恩氏にとっ

て目障りで殺した可能性があり、反対勢力はなく、生かしておくと危ないでもないものの、

殺害方法は、空港で監視カメラがあり、そこからわかるものの、針は毒針による暗殺は北朝

鮮のやり方にあってそこから連想されて、上泉さん、北朝鮮で粛清が相次いでいると指摘さ

れて、澤田さん、高官は気に食わないからやっているのではないと言われて、恐怖政治であ

り、高官への粛清も自分の立場を安定させるため、後に若い人を入れてそこからの支持はあ

り、そして東アジアの安全保障は韓国にも問題、しかし予測不能に近く、事前に手を打てず、

韓国の国内で動きは、今のところ特になく、韓国に手を出したのはなく、直接は影響せず、

なぜマレーシアでやったか、マレーシアは北朝鮮と関係は悪くなく、しかし主権を侵害され

てマレーシアも怒り、これは中国だとできない。 

 上泉さん、ロケット発射などの連続に何を北朝鮮は欲しいかと聞かれて、ロケットはアメ

リカを交渉の場に引き出したい、自分たちが有利なように、であり、そして韓国国内も大統

領弾劾があり、韓国では大統領のことばかり、弾劾審判の結果が話題になり、サムスン電子

のオーナーにまた逮捕状請求で、こちらが話題になり、北朝鮮のことはそれほど話題になら

ない。韓国で、誰がトップになるか、であり、弾劾裁判は 3/13 に裁判官の任期が切れて、

それ以降に判決がなったらわからず、しかし 3/13 までに弾劾なら、5 月に大統領選になる

ものの、この 1 か月で韓国の方向性は出てくるもので、世界がきな臭くなる中でのことで

あったのです、以上、澤田さんのお話でした。 
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 デイ・キャッチ！ にて、フリン氏辞任、近藤勝重さんがコメンテイターで、大統領選そ

のものに、サイバー攻撃があったと言われており、選挙中にトランプ陣営の有力者がロシア

の大使と話すのは穏やかなことではなく、嘘を言ったからクビではなく、とんでもないこと、

ロシアがトランプ氏に有利に動いた可能性があり、トランプ氏が勝つためにやっており、中

身が明らかになったら、タダでは済まない、近藤さんトランプ氏の当選時から気になり、ク

リントン氏のメール問題、オバマ氏はロシアを追放して、大変な内容であり、共和党の議員

も取り上げざるを得なくなり、安倍氏の訪米時にどうか、フリン氏は菅長官と会い、日本の

情報源であり、安倍氏はゴルフどころではなく、フリン氏が安倍氏とトランプ氏の橋渡しを

しており、大変なことで、安倍－トランプ氏の蜜月と言っても、カナダの首相は難民を受け

入れるもので、隣でもカナダは言うべきことを言っており、そうでないとなめられる、安倍

氏がトランプ氏にビシっと言うべきで、それが同盟だと近藤さん強調されました。 

 また、近藤さん、石原“裕次郎の兄だけが取り柄”慎太郎氏の参考人招致について、3/18

～20 に招致で、近藤さん、森氏と内田氏、慎太郎氏で小池劇場が成り立ち、7 月に都議選、

最終の弾が慎太郎氏で、慎太郎氏は小池氏に乗りたくなく、壊す材料は慎太郎氏が持ち、知

らないところでやられた、浜渦氏がかぶる、土壌汚染も今になり分かり、交わしようはある

が、慎太郎氏は小池氏のペースに乗りたくなく、自分のペースで言いたいことを言いたい方

向で、しかしこれが裏目に出ることもあり、豊洲ではなくお白州の可能性もあると言われま

した。以上、デイ・キャッチ！ とええなぁの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15383] 

朝日放送おはようコール（2017/2/15） 木原善隆が北朝鮮の金正男氏

暗殺と京都府立医科大の問題を語る  

 

 

  2017/2/15, Wed 06:24 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はＡＢＣコメンテ

イターの木原善隆さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、東芝関係、朝日は損失 7200 億、読売も赤字 4900 億、ウェス

ティンハウス買収のための損失、毎日は債務超過 2000 億、日経も同じ、会長辞任、産経は
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金正男氏暗殺です。日刊スポーツ、サンケイスポーツも金正男氏暗殺です。 

 

 今朝は驚きのニュース、その金正男氏暗殺、韓国メディアが伝えており、マレーシアにて

二人の女、北朝鮮のスパイに毒針で暗殺されたというもので、犯行後タクシーで逃走、木原

さんマカオで、金正男氏にインタビューしたことがあり、金正男氏は 2001 年、東京ディズ

ニーランドに行こうとして不法入国、妻子を連れての入国で、これは当時テレビでも大きく

取り上げられて、強制退去処分（当時の日本政府が外交問題になるのを恐れての措置）、そ

して金正男氏に、2009 年 1 月木原さんは中国のマカオで本人を直撃、英語で質問して、カ

ジノ目的ではない、休暇で来た、金正日氏の健康状態についても良好と答えており、そして

今、中国が保護していた金正男氏の暗殺、各国の情報機関が確認に追われており、韓国メデ

ィアだと、クアラルンプールで毒針で殺されたというもので、マレーシアのメディアは他の

殺害方法（布に毒？）と報じ、正男氏は金正日氏の長男、金正恩氏の異母兄、世襲を批判し

ており、木原さん、一時は金正日氏の後継者候補、2001 年の日本での拘束でミソをつけて

後継者レースから外れても、インテリで、各国語に精通して日本語もある程度理解して、改

革開放派で将来の北朝鮮のトップ候補として中国に保護された＝金正恩氏には目の上のた

ん瘤、木原さんは暗殺では正恩氏が黒幕と指摘されて、正恩氏は自分のライバルとして見て、

正恩氏のスペアになり得る、正男氏は恐れており、2009 年に正恩氏が後継者と言わないと

殺されるので恐れて、しかしその後は正男氏は北朝鮮を批判しており、今回マレーシアで暗

殺されて、2013 年に処刑したチャン・ソンテク氏が後ろ盾、ソンテク氏は発言を控えるよ

うに言っており、中国の支配下でもマレーシアで暗殺されて、中国が保護しており、しかし

中国も正男氏を守り切れず、ソンテク氏がいなくなり、追い込まれて移動時に暗殺されて、

北朝鮮は中国を怒らせても金正男氏を暗殺した＝中国の支配を北朝鮮は受けなくなり、北

朝鮮は制裁を受けても暗殺する、ここまで北朝鮮の情勢が来たというのです。 

 

 大学病院の強制捜査、京都府警が診察時間に京都府立医科大学に強制捜査、山口組系の総

長、収監に耐えられないと診断書を書いて、病院トップの行ったことで、警察は金銭の授受

も含めて取り調べており、総長は逮捕後腎臓病悪化→治療、最高裁で実刑判決→刑の執行に

耐えられないと言うことの報告書が虚偽である可能性があり、病院は金銭・品物の授受を否

定しても、院長が総長の手術、院長の指示があった可能性があり、個人ではなく組織ぐるみ

か、木原さん、院長が執刀、政治家が逮捕を逃れて入院はあるものの、今回は刑が確定して

より厳しい基準になり、警察は診断書の偽造ではなく、有印公文書偽造、他の医師に聞いて

これなら収監できるとなり、病院は反社会的勢力を受け入れてはならず、他方受刑者でも治
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療は必要で、厳しい目で見るべきものに虚偽の報告書を書いており、もしお金を受け取って

いたら収賄の可能性があるものの、動機が不明、反社会勢力排除が言われて、報告書を書く

段階で実刑が決まっており、どうしてこんなことを書いたのかと言われました。 

 

 福岡県警の既婚の警察官（40 代）が、何と別の女性と披露宴を上げる予定で、親族数十

人が集まっても、新郎側に誰もおらず、女性の親族が問い詰めたら、この警官が既婚者と言

う！ ものであり、二人の交際は数年前から、警察はこの騒動を公表しておらず、いちいち

不倫で発表しないと言うものの、親族が 110 番通報、県警は減給処分であり、訳の分から

ん事件で、結婚詐欺の可能性もあるとの、スタジオでの指摘もありました。 

 

 本日の気になる新聞記事、毎日 2 面、トランプ政権に打撃、フリン氏の辞任、フリン氏は

トランプ政権発足前にロシア大使と制裁解除で話し合っており、対応もムチャクチャ、民間

人としての交渉が禁じられており、フリン氏は政治の素人で判断できず、就任後なら問題な

く、素人政権の脆弱さが出てしまったと言われて、日経 38 面の記事で、学習要項の変更、

聖徳太子の呼称や、鎖国を幕府の政策として、鎖国時も外国と貿易していたという意味で、

木原さん、新しい発見のためではなく、聖徳太子のことも鎖国もこれは教えられて、新しい

事実なしにこれはおかしいと言われて、毎日 3 面の記事で、ローソンで無人レジのレジロ

ボのこと、商品のＩＣタグを読んでやるもので、働き手が少なくなり、木原さん人手不足対

策と、万引き対策にもなると言われて、朝日の 9 面の記事、マンション販売で近畿が首都

圏を上回り、これは首都圏の売れ行きが下がったためで、木原さん、首都圏が高すぎてこの

結果になったと言われました。以上、木原さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15378] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/2/14） 小西克哉 

日米低能会談は成功であったのか＆毎日放送ラジオ 上泉雄一のええ

なぁ 北丸雄二 トランプ政権大激震を語る  

 

 

  2017/2/14, Tue 17:02 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ！ 火曜日のレギュラーは国際ジャ
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ーナリストの小西克哉さんでした。 

 そして、毎日放送ラジオの、上泉雄一のええなぁ、で北丸雄二さんが、日米低能会談（(c)

金子勝さん）について語られて、コメント、日本政府には満額回答だが、世界から、特に欧

米から見たら安倍氏は浮足立ち、トランプ氏は世界と喧嘩、メキシコ、オーストラリアと喧

嘩して、イギリスの下院から拒否されて女王と会わせないとされて、その中で安倍氏の歓待

は他の国から奇異に見られて、あまり近づくのはどうか、今回はトランプ政権の外交スタッ

フが決まっておらず、日本担当の補佐官なし、国務大臣も決まらず、今回の日米会談の宣言

は、ほとんど日本政府のいうままで、トランプ政権は初の共同声明に、日本に押し通されて、

そして北朝鮮や中国に関係すること、尖閣でアメリカが守ることに、核と通常戦力で守ると

書いてあり、核の抑止力に頼ると今まで言っても、核兵器を使うと、これが日本の要望か、

それともアメリカが主張したのかわからず、日本政府は一歩踏み込んだもので、これから北

丸さんも取材されることになり、上泉さん、首脳レベルの話を聞かれて、北丸さん、トラン

プ氏は世界、メディアから叩かれて、その中で安倍総理は世界で唯一褒めてくれる人であり、

そういうところで話が進み、安倍氏は麻生氏とペンス氏に経済を任せて、首脳は阿吽の呼吸

でやることになり、オバマ氏と異なり、今後のトランプ氏の政策はどうなるか、トランプ氏

がもてなして、これまでＴＰＰの多国間協定が、ＦＴＡの二国間交渉になり、ＴＰＰだと二

国間交渉でなくていいとしたものが成り立たなくなり、親密にしすぎるとＮＯと言えなく

なると上泉さん言われて、北丸さん、日本の外交は安全保障をアメリカに頼っており、基本

的にＮＯは言えず、アメリカ追従外交を考え直すべきなのに、安倍政権はアメリカ追随であ

り、安倍氏はメルケル氏に、トランプ氏の意向を伝えたいとしており、要するにトランプ氏

の使い走りであり、安倍氏はそう見られており、安倍政権は靖国参拝や中国、韓国とのこと

で、右翼的と海外のメディアでは報じられて、そしてトランプ氏との付き合いは誰が決める

のか、外交は継続で、今までのオバマ氏やブッシュ氏のものを継続するのが外務省の方針、

しかし安全保障のフリン氏が辞任で、トランプ政権は屋台骨が壊れて、トランプ政権がつぶ

れたら安倍政権はどうするのか、トランプ政権は崩壊する可能性もあり、フリン氏の後任に

も問題があり、ペンス氏がフリン氏とのロシアの関係の問題もあり、対ロシアのことで、ロ

シアへの制裁、クリミア、ウクライナの問題もあり、オバマ氏が制裁して、スパイにも当た

るもので、トランプ政権に問題もあり、トランプ政権の対ロシアに問題があり、そのような

トランプ政権のポチをしていていいのか、トランプ政権は弾劾も、骨抜き、レームダックも

あり得て、船出から問題の政権はアメリカでは前代未聞、アメリカ建国の時以来、銃を持っ

ていない内戦で、トランプ氏はビジネスマンと言ったら、ビジネスマンが怒る、ビジネスは

互いの win-win であるべきなのに、トランプ氏は相手を負かして自分のみ取る、ジャイア
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ン的なものであり、上泉さん、毎週北丸さんの深刻なお話を聞かないといけないのかと言わ

れて、締めくくられて、スタジオでも、アメリカと日本を、ジャイアンとスネ夫という声も

あり、藤子不二雄さんの世界は現実となって、しかしドラえもんものび太もいないというこ

とでした。 

 

 このフリン氏の辞任、デイ・キャッチ！ でも取り上げられて、小西さん、フリン氏の辞

任は大ニュース、アメリカの外交、安全保障に大きな影響で、フリン氏はまだ就任していな

い、正式な補佐官ではなく私人であり、それがロシア大使と通じて、制裁の解除云々があり、

しかしトランプ氏やペンス氏に言った可能性もあり、しかし報道官の言ったことが嘘の可

能性があり、これを言いくるめていて、ペンス氏らに問題ある情報を与えた可能性があり、

ダメージが広がり、フリン氏と対立する派閥があり、バノン氏、極右の勢力で、イヴァンカ

氏の夫がフリン氏を嫌っており、するとバノン氏の影響力がＮＳＣの中に強くなり、トラン

プ政権に打撃、準備不足、トランプ政権の身体検査は大変というのです。 

 

 国会について、南スーダンＰＫＯ、武田一顕さんの報告があり、辻元氏の追及があり、内

戦は衝突かと追及したら、稲田氏ではなくでんでん総理が答弁で、ＩＳへの後方支援は考え

ていないと答えたら、辻元氏、質問と違う答弁を総理がやったと皮肉られて、いつも総理と

いう辻元氏、今回は違い、稲田氏がちゃんと答えられず、であり、稲田氏の答弁は、武力衝

突には答えられても、他は回答できず、総理が興奮して答えてしまい、辻元氏は納得せず、

本来防衛大臣の答えることで、「あれは戦闘であり」、政府の日誌には戦闘と書いてあり、政

府の答弁は苦しく、この南スーダンのことは、まだ続く、戦闘でないと、自衛官は異なり、

政府が、法律を組むのを間違って、それを糊塗してこんな泥沼であり、「もともと危ないか

ら自衛隊が派遣されている」、警察では対応できないからで、しかし政府は危なくないから

自衛隊を出すとして矛盾、銃弾が飛び交っているのに、政府は衝突とごまかし、武田さん、

想像したくないが、自衛官の負傷、死亡のこともあると言われて、小西さん、事実を曲げて

乗り切るのは、最初の駆け付けの段階から矛盾して、最初からやり直さないとだめと言われ

ました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、小西さんが日米低能会談について本当に成功であったか、語

られました。 

 トランプ氏と安倍氏のこと、日本の報道は大成功として、小西さん、安倍氏には成功、大

クリンチ作戦でも、トランプ氏が抱きついて、トランプ氏は四面楚歌、安全保障補佐官の辞
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任など、クリンチした方が得で、19 秒握手して、安倍氏が呆れるほど、バブル時のエロオ

ヤジそのもので（笑）、安倍氏のハートをつかみたく、18 ホール＆9 ホールのゴルフ、食事

の際に北朝鮮のことが入り、ゴルフ場にいた客たち（富豪）がＦＢに上げて、ワシントンポ

ストに上げて、オープンカフェ、ホワイトハウスの地下にあるべき緊急の場所をゴルフ場で

やって、携帯のライトで見ているのを撮られて、アメリカでは非難の嵐、冬のホワイトハウ

スでテロリストにやられたらどうするか、携帯の会話をハッキングされたらどうするか、ト

ランプ氏ないしは補佐官がワシントンとやり取りして、ロシアにハッキングされたらどう

するか？ トランプ氏は核のボタンを持った男と一緒であり、安倍氏は日本の記者のため

に会見するとしたらトランプ氏が同席して、安倍氏が大統領、トランプ氏は用心棒みたい、

トランプ氏はイランの行為には批判しても、北朝鮮の批判をせず、安倍氏は北朝鮮に厳しく

と言っても、トランプ政権の北朝鮮政策は何もなく、手の内を相手に見せてしまい、安全保

障補佐官が辞任して、極右のバノン氏の台頭は危機、ケネディ氏の時に、ソ連が若造とバカ

にしてキューバ危機になり、その二の舞が懸念されて、トランプ政権の中で派閥闘争、軍人

系、保守 vs 極右の主導権争いが外から見えて、トランプ氏は北朝鮮についてちゃんと喋ら

なかったことは、禍根を残すと小西さん締めくくられました、以上、デイ・キャッチ！ と

ええなぁの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15366] 

朝日放送おはようコール（2017/2/14） 小西克哉がトランプ大統領の

チグハグと愛知県でのいじめ問題を語る  

 

 

 2017/2/14, Tue 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は国際ジャーナリ

ストの小西克哉さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日と毎日は京都府立医大の強制捜査、持病を理由に服役して

いない暴力団関係者への診断書での問題、読売は北朝鮮のロケット発射で日米首脳が非難、

産経はトランプ氏の気配りの４３時間、就寝以外は一緒、日経は銀行のＩＴ提携です。 
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 安倍総理が帰国して、北朝鮮のロケット発射映像公開、トランプ政権の出方を北朝鮮は見

ており、発射の瞬間からの映像、軌道修正能力を持ち、日韓政府は北朝鮮の技術進化に衝撃

で、この情報は日米会談の夕食会の時に入り、安倍・トランプ氏ともに北朝鮮を非難しても、

アメリカがどう対応するか不明で、トランプ大統領就任後初の北朝鮮の行動であり、これに

ついて小西さん、トランプ氏の準備不足がばれてしまい、安倍・トランプ共同会見から、大

統領のシールの貼ってあるところを見たら、安倍氏の方がホストのような異様な状態で、ト

ランプ氏はボディーガードみたい、安倍氏はＮＨＫの番組で記者会見するとしたら、トラン

プ氏も同席すると言い、トランプ氏は日本を 100％支持すると言っても、トランプ氏は北

朝鮮を非難すると言わず、どころか北朝鮮について一言も触れず、アメリカはイランには避

難しても、トランプ政権の北朝鮮への対応は決まっておらず、思い付きでは言えなかったも

ので、17 秒しか言えず、トランプ氏の資料に北朝鮮のことは載っていたか、北朝鮮への対

応がアメリカで決まっておらず、北朝鮮は今まで人工衛星と言っても、今回は弾道弾と自分

で言い、北朝鮮が得をして、北朝鮮はまたちょっかいを出す、トランプ政権の対応が遅いこ

とを指摘されました。 

 

 愛知県一宮市での中学生が大阪でいじめ自殺した件、携帯で友人に遺言を渡しており、学

校は臨時の集会で、担任によるいじめ（体育祭での骨折について対応せず）があったと一旦

認めても、その後いじめを否定しており、十分な調査なしでの発表であり、これがいじめか、

学校の対応が二転三転して、学校の発表に遺族が批判して、遺族が言わせたというようなも

のと怒り、スタジオでも学校が責められないように、誠意なしとあり、小西さん、いじめが

あるとわかったら文科省に批判されて、本人の担任が出てきてちゃんと言うべきと言うこ

とでした。 

 

 大阪で、集団下校の小学生の列に車が突っ込んで 3 人が重軽傷、命に別状はない状態、

スクールバスから降りて横断歩道を渡っている時にはねられて、容疑者は遠くを見ていた

と言うものの、現場は見通しの良いところであり、青信号で渡っていたもので、これについ

て小西さん、前方不注意、歩行者は集団下校、青信号でも事故であり、小西さんは子供にも

青信号でも注意するように言い、交通ルール以上のものを歩行者が気を付けないといけな

いと言われました。スタジオで、ここは東西の道で、夕陽と重なっての事故との声もありま

した。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日の 1 面、京都府立医大の強制捜査、山口組系の組長が刑
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務所への収監を免れるために虚偽の診断書を作っていたとしてのもので、京都府警の捜査

で服役可能であり、主治医のやったことか、病院全体か、小西さん、名門の医大で、京都府

最大、警察が捜査したらおかしいと分かり、政治家も問題を起こしたら入院も多く、良く調

べたら問題がわかると言われて、産経の 23 面の記事、豪華寝台列車の倍率が最高 68 倍、

120 万であり、小西さんそれほど金持ちがいて、ヨーロッパの貴族のクルーズより高いと

言われて、朝日の 35 面の記事、サラリーマン川柳、世相を反映して、スタジオでも共感す

る声がありました、以上、小西さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15362] 

報道するラジオ（2017/2/13） 日米低能会談は成功だったか、北丸雄

二さん、平田崇浩さんのお話  

 

 

 2017/2/13, Mon 21:00 

 永岡です、報道するラジオ第 231 回、今週も毎日放送アナウンサーの水野晶子さんの司

会で東京・赤坂のスタジオから放送されました。 

  ニュースは大阪から千葉猛さんの担当でした。 

 安倍総理が羽田に帰国して、東証は為替、自動車が取り上げられず、上がり、一時１万９

９００円台になりました。トランプ氏が円安や自動車の批判をしなかったためで、ゴルフ、

夕食会の接待もあり、日米首脳会談の合意は、(1)日米同盟を強くする宣言、(2)中国・台湾

と揉めている尖閣はアメリカが守る義務あり、(3)米軍普天間飛行場の辺野古移設、(4)麻生

－ペンス連携、(5)トランプ氏が年内に訪日、野党からは批判、民進党山野井氏はＴＰＰよ

り譲歩させられる、安全保障の協力でべったり過ぎて、日本が戦争、テロに巻き込まれると

の懸念です。 

 

 今週の特集は私の予想通り日米低能会談（(c)金子勝さん）は成功だったのか、それとも

課題を先送りしただけのものであったのか、在ニューヨークのジャーナリスト、北丸雄二さ

ん、毎日新聞政治部編集委員の平田崇浩さんのお話がありました。例により、皆さんこれを

読んで頭にくると思いますが、しっかり読んで、行動してください！ 
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 まず、日米低能会談、安倍－トランプ会談で気になることを、平田さん、日本の想定より

うまく行き、しかし安倍総理があまりに前のめり、トランプ氏との個人的な関係と、日米同

盟で前のめりに懸念、北丸さん、日米首脳会談の直前に金色の椅子に座ってのアクション、

写真撮影で、安倍氏がトランプ氏に指示して、ハンドシェイク、握手の意味の和製英語を安

倍氏が言い、日本のカメラマンの指示に、安倍氏、プリーズルック・アット・ミーと間違え

て、トランプ氏、安倍氏を見ており、それが異様であったのです。 

 不思議な握手シーン、蜜月の演出を安倍氏、日本が主導しているのが珍しく、水野さん、

トランプ氏がイヤホン付けずに安倍氏の発言に頷いたことを指摘されて、北丸さん、虎穴に

入らずんば虎子を得ずのこと、アメリカのメディアは、共同記者会見に慣れず、トランプ氏

は日本語がわかるのかとからかわれているのです。 

 本題、異例なもてなし、その代償は、であり、平田さん、前のめりなのは、北丸さんの言

われた通り、もてなされる安倍氏が共同声明など全てしゃべり、首脳会談自体も安倍氏が言

ってトランプ氏が頷いて、事前のイメージと異なり、今までのようにトランプ氏が安倍氏を

攻めるかと思いきや、日本政府も何を言われるか、特に経済、自動車、米を買えと言われず、

日本政府の想定以上にうまく行き、トランプ氏に何があったのか、これは不気味であり、水

野さん、上司と食事なら、何を言われるかとして、文句言われず拍子抜けと言われて、北丸

さん、トランプ氏も人の子、メイ首相はその場では良かったのに、後で批判、イギリスがト

ランプ氏の訪問を下院で拒否、女王に会わせないとなり、行ったら反トランプデモになる、

この間、メキシコ、オーストラリア etc と喧嘩して、そんな時に安倍氏がゴルフクラブを持

って来てくれて、ヨイショされたので、ハグを 2 回であり、アメリカ人も 3 つハグするが、

これはトランプ氏はうれしく、トランプ氏は首脳会談が 2 回目で何をやっていいかわから

ず、イヴァンカ氏が、安倍氏は長く政権にある（メルケル氏に次ぐ）と助言して、ファース

トレディはイヴァンカ氏、今回もトランプ氏に助言して、イヴァンカ氏と夫が政権に入り、

アメリカでは身内と批判＆ユダヤ教で、土日の労働を禁止しているのに、今回特別な許しで、

今回もおもてなしに加わリ、トランプ氏は蜜月を演じたいと言われて、平田さん、トランプ

氏の思惑は、世界で孤立しているトランプ氏、世界から批判された入国禁止の大統領令が猛

批判されて、国際的にも批判されて、メイ首相も後で問題視して、しかしこれを安倍氏が批

判しないとわかっており、日本国内でコメントしないとしている＆日本は移民を拒否して、

それでこの点で安倍氏は批判しないとわかっているので、ハグしたくなる気分になり、それ

だけトランプ氏は世界に友達がなく、リスナーより、メイ首相は追随してトランプ氏のプー

ドルと批判されて態度を変えて、しかし安倍総理が批判しないとまずいかと言われて、北丸

さん、日本のメディアは安倍氏を批判せず、海外のメディアはこんなにおべっかを使う総理
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は初、お世辞などとして、ＷＳＪ(（ウォール・ストリート・ジャーナル）は政策を二の次

でもてなすと、世界から安倍氏は浮いてみられている、会談は官邸と外務省の手動、トラン

プ政権は閣僚もまだ決まらず、安全保障はマティス氏の来日もあり、アメリカの政権が固ま

っていないうちに、日本は要求を獲得したと言われて、平田さん、共同声明は役人的な分か

りにくいもので、安全保障から日米声明があるものの、マティス氏の来た時に固まり、それ

を文字にするのが外交で、普通ならここまで来ないものをアメリカは言い、核でもアメリカ

は守ると言うものの意味、水野さんも核という単語にびっくりで、平田さん、アメリカが日

本を核も含めて守る、アメリカのフリン氏、安全保障担当者、陸軍中将の人が言わせている

可能性があり、通常兵器と核兵器で守る＝日本を核も使って守る、これを言われて一番嫌な

のは北朝鮮、さらに尖閣も対象であり、中国が尖閣に手を出して、日本だけ抵抗するか、ア

メリカもかかわるか、こんなことでは中国も尖閣に手を出せず、ところがトランプ氏は習近

平氏と会談して、中国と台湾、2 つの中国→それを否定、現実路線になり、ホワイトハウス

で何があったか、北丸さん、外交は文書だが、トランプ氏はそれを無視して、ツイッターで

言ってしまう危惧があり、官邸と外務省が詰めた文章を飲んでくれて、平田さん、前のめり

の意味があり、安倍政権は勝ったと思っても、実行されるか、各閣僚の問題→現実路線にな

り、習近平氏との会談が、安倍氏のアメリカ到着と同時で、ここに尖閣の問題が出るので、

共同宣言で言及するので、下手したら東アジア、中国、韓国、北朝鮮との関係が悪化するこ

ともあり、しかし安倍氏の立場なら、自分を無視して中国と話すかと水野さん言われて、北

丸さん、アメリカはアジアより中東が大事、アジアでややこしいことになり、アメリカの軍

事力を浪費したくない、イスラエルと中東のことで、アジアのことは選挙の票にならず、ア

ジア人は政治的な発言をあまりしない。  

 水野さん、テロ集団との戦いに尽力すると言う意味を問われて、平田さん、トランプ氏は

ＩＳとの戦いで協力すると書きたかったが、それだと日本が最前線におらず、ＩＳまで書け

ず、それは日本が押し返して、しかしトランプ政権は体制が確立せず、日本がＩＳのことを

削らせた、他は日本のことばかりであり、リスナーより、アメリカに同調して、日本がテロ

の標的にされないかとの質問、北丸さん、ＩＳは安倍総理にもメッセージだが、日本の中に、

中東の人間が入り込んで活動するのは困難、日本語に守られて、それまで超えてテロする価

値はＩＳにはなく、しかし日本人は外国にいたらテロで狙われて、ニューヨークにも日本人

は多くいて、今までは日本人だから助かった→今は日本人が先にテロリストに狙われる。 

 平田さん、防衛協力は、ブッシュ政権時から、アメリカのやっていたことを日本の自衛隊

にさせようとして、戦争準備法案になり、これはトランプ政権になり変わらず、トランプ氏

は安保が片務的、もっと金を出せと言っており、この点はこれから出させるもので、マティ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AB
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ス氏は日本は模範と言っても、もっと軍事費を出せ、北丸さん、日本は武器輸出三原則を撤

廃してしまい、アメリカからもっと武器を買えになり、これもリスナーから、アメリカの武

器を買えと言う意味かと質問で、平田さん、アメリカの軍事産業から武器を買うと、トラン

プ政権に一石二鳥。 

 リスナーより、沖縄がもっと大変にならないかとの質問で、普天間に代わる辺野古と言う

ものの、沖縄の負担を減らすとは一言もなく、北丸さん、これは官邸への満額回答で、沖縄

には意味が異なり、平田さん、普天間は返還合意から 21 年、それで辺野古に基地を作る＝

21 年実現できなかった、政府の視点であり、そして安倍－トランプ政権で決着をつけると

いう意味なのかと言われました。 

 

 続いて、経済について、リスナーより、ＴＰＰの話はしたかとの質問、安倍氏はＴＰＰを

考え直してと言い、しかし北丸さん、無理、安倍自民党は最初ＴＰＰに反対→日本だけ悪く

ないとして、多国間だからＯＫとしても、日米 2 国間の交渉になり、ＴＰＰの意味はなく

なり、ＴＰＰ反対→賛成に変わった根拠がなくなり、論理矛盾で、ＴＰＰは今回横に置いて、

ゴルフすることになり、最初の 18 ホールは 4 人で回り、その後は 2 人で、何を話したか、

踏み込んだ話になったと推測するしかなく、平田さん、共同会見の前に協議して、ワーキン

グランチ→晩餐会→ゴルフ→晩餐会で何があったか、全く出てこず「すべて先送りした」、

両方にプラス、仲良くなろうとして、しかしアメリカのＴＰＰ離脱にも言及して、役人用語

で、日本がＴＰＰをアメリカ抜きで進めてもいいよ、しかしアメリカとは二国間ＦＴＡ＝米、

牛肉の関税を取り払えということになり、リスナーからも米と牛肉を買わさせられるとの

危惧があり、平田さん、ＴＰＰだと関税を下げることになり、アメリカは取り残されて困り、

アメリカは、アメリカに自由で公正な貿易をしたく、それを他国に適用であり、自由で公正

という言葉が多出して、同床異夢と同義、為替、自動車も、世耕氏が結局行かず、これはア

メリカ側の人間が決まっておらず、平田さん、日本が前のめりに、こんなこともできると民

間インフラ投資を 50 兆投資すると言って、これはアメリカでも報じられて、しかしこれは

民間のことで、ＧＰＩＦの運用するところがあり、安倍政権で株の運営にして、それをアメ

リカに投資する、水野さん、ちょっと待ってほしいと言われて、平田さん、さすがにこれは

野党も批判して、しかし海外投資に 5％使えて、7,8 兆円になり、さすがに、公には否定し

て、これは経産省も絡んで、世耕氏が来たら具体的に金を出せとされて、変な約束をさせら

れることになるのです。 

 

 その他のニュースも大阪から千葉さんの担当でした。北朝鮮は早朝にロケット発射、潜水
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艦からのもので、固体燃料を使ったと北朝鮮は発表して、日米首脳会談を見ての牽制で、菅

長官は今後の対応を検討し、独自制裁と言い、安倍氏、トランプ氏は共同で北朝鮮を批判、

北丸さん、ロックフェラー、モルガン、ロスチャイルド財団も同席して、北朝鮮のロケット

発射を知り、これを招待客が見て、突然の作戦会議、この際にトランプ氏はフリン氏、バノ

ン氏が共同宣言を用意しても、トランプ氏は読まず安倍総理の発言のみ、理由もわからず、

トランプ氏が何を言うのか、用意したものを読まず好き勝手するのと、バタバタしていた＝

トランプ政権の安全保障体制が固まっていないことを示すというのです。 

 文科省の天下り、慶応に行っており、文科省退職→慶応の参事になり、文科省は押し付け

はなかったと言うものの、文科省は違法行為がなかったか、調べることになり、平田さん、

明日からの国会で野党の追及、日米首脳会談は基本的にうまく行き、野党は天下り問題と、

ＰＫＯの日誌隠蔽、共謀罪での隠ぺい問題、民進党は隠蔽党と言っており、内政で野党は政

権を攻めると言われました。 

 

 今回の特集、日米低能会談について、平田さん、これからの注目は経済、安倍総理はポチ

ノミクス（(c)金子勝さん）を守りたく、しかしトランプ氏の横やりで為替操作が出来なく

なるのが怖く、それでトランプ氏を持ち上げているわけであり、北丸さんは、これだけのも

てなしに見返りを求められて、アメリカは贈答品に限度があり、見返りに何を求められるの

か、これからが問題と言われました。以上、今週の報道するラジオでした。 

 

 

[civilsociety-forum:15361] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/13） 大阪・豊中市 極右勢力の作る小

学校の土地取得疑惑＆門真市議、戸田ひさよしさんの指摘  

 

 

 2017/2/13, Mon 19:07 

 永岡です、皆様はご存知でしょうが、大阪府豊中市の森友学園という、安倍総理夫人の明

恵氏が名誉校長の学校、以前自由なラジオでも取り上げられましたが、毎日放送のＶＯＩＣ

Ｅにて、特集ではありませんが、テレビでも取り上げられました。 

 これは、先週朝日新聞のスクープで問題になり、日本会議の研究の著者、菅野完さんの寄

稿がありました。 
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https://hbol.jp/129384 

 

 この土地、時価総額は 9.56 億円ですが、森友学園はたった 1.34 億でＧＥＴし、つまり、

8 億円も時価より安いもので、これについて国は金額を公表しなかったので、豊中の市議が

訴訟を起こし、そして今回、財務省がこのデタラメな額を公表して、安くなった理由は、廃

棄物があり、その除去費用として 8 億安くしたということをＭＢＳに対して答えているも

のの、もちろん納得できることではなく、文科省、財務省の対応は問題です。 

 この件は、朝日新聞のスクープを機に、大きく報じられて、しかしＭＢＳでも安倍総理夫

人の名前は公表されなかったものの、これに取り組む門真市議、戸田ひさよしさんのメール

が先週来ており、参考に貼ります、こんなデタラメな政権を許してはなりません、こんなこ

とをしていたら、子供たちが将来、云々をでんでんと読むことになりかねません（笑）。 

 

 以下、戸田さんのメール、 

★戸田の盟友で「連帯ユニオン議員ネット」副代表でもある豊中市議の木村まこと議員 

 が行なった提訴が、2/9(木)にテレビ・新聞で大々的に報道されました！ 

 木村議員もテレビに登場！ 

 （「幼稚園児に教育勅語」などの「愛国教育」をする極右法人が、豊中市に小学校を 

   作る事になり、政府が国有地を超格安で譲渡した上に、その価格を「秘密」にして 

   木村議員が追及していた件で） 

 

 この事は「阿修羅掲示板・政治板」でも２本の投稿で全国的に取り上げられ、 

 また反ヘイトのツイッター各所でも大きく取り上げられています。 

 

 とりあえず簡単に紹介するので、ぜひ原文をご覧下さい。 

   ↓↓↓ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

  阿修羅♪ > 政治・選挙・ＮＨＫ220 

 

◎国有地を時価の「１０分の１」でたたき売り！  

      

https://hbol.jp/129384
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http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/455.html 

 

    投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 2 月 09 日 19:30:05 

 

 ▼国有地を時価の「１０分の１」でたたき売り！ 

  戦前の愛国教育に力を入れる法人学校に、国有地を時価の「１０分の１」の値段で売っ  て

いた。 

   しかも価格は「非公表」にとの要請を受け、公表しなかった。 

   なんと、名誉校長は安倍晋三の妻、昭恵だった。 

  （後略） 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 

◎国有地を私物化する安倍昭恵 ～ 子どもたちを愛国の兵にするために  

   http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/458.htmll 

 

    投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 2 月 09 日 21:30:05 

 

 「国有地の売却額、非公表」という朝日新聞（9 日付）の記事がある。 

  朝日の調査により、１割の価格での売却が判明したという。 

 「愛国小学校」森本学園への便宜を考えての売却らしい。 

  「愛国小学校」の理事長は、「日本会議役員」。 

  名誉校長は安倍首相夫人だという。 

  （後略） 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 

 ツイッターの極く一部を紹介 

  ↓↓↓ 

https://twitter.com/Mightyjack1/status/829672875619610624 

 

 

http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/455.html
http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/458.html
https://twitter.com/Mightyjack1/status/829672875619610624
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 森友学園（塚本幼稚園）は 

『ネットでの誹謗中傷は「韓国・中華人民共和国党の元不良保護者」によるもの』 

 っていう文章を園長名で出してるのか！ 

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

https://twitter.com/HuffPostJapan/status/829615901905395712 

 

【#森友学園】 激安で #国有地 を売却 名誉校長は #安倍昭恵 氏 

「日本初で唯一の神道の小学校」 

   http://huff.to/2lsBebI 

 売却額は同じ規模の近隣国有地の 10 分の 1 だった。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

https://twitter.com/pinpinpinpin772/status/829568175293358080 

 

大阪の国有地が破格で売られ、非公表にしていた件、ここまで酷いと絶句するな 

……隣りの土地は豊中市に 10 倍の値段の 14 億で売却て…市民のための公園にするのに… 

学校法人に大阪の国有地売却 価格非公表、近隣の１割か：朝日新聞デジタル 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 さあ、本日の「2/10 連帯ユニオン議員ネット大会」の会場資料を完成させなくちゃ！ 

 2/10(金)8：06 戸田ひさよし 拝 

 

 

[civilsociety-forum:15359] 

朝日放送キャスト（2017/2/13） 神戸の怪獣映画、ニゲロンと防災  

 

 

 2017/2/13, Mon 17:55 

 永岡です、神戸の市民活動、怪獣映画で防災のことが取り上げられました（神戸新聞に記

https://twitter.com/HuffPostJapan/status/829615901905395712
https://twitter.com/pinpinpinpin772/status/829568175293358080
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事あり、https://www.kobe-np.co.jp/news/kobe/201701/0009824412.shtml ）。阪神・淡路

大震災の記憶の薄れつつある中、神戸鉄人プロジェクトが、300 年に 1 度暴れる怪獣ニゲ

ロンから逃げることを、岡田誠司プロデューサー、鉄人モニュメントの事務局長さんが、発

信する、新長田は面白い町だと発信したく、怪獣映画を、阪神・淡路大震災と関連付けて、

阪神・淡路大震災は揺れて、奥様が怪獣映画、ゴジラを思い出して、去年大ヒットしたシン・

ゴジラにも影響されて、震災の記憶の薄れつつある中、子供たちにも関心を、と 150 万円

のカンパを集めて、撮影現場の証明はスマホのライトであり、音声は岡田さんの長男さんが

やり、息子さんは大学で造形をやって、ニゲロンを造形して、怪獣に命を吹き込むために、

皆さん工夫されて、長男さんも着ぐるみに 6 時間、大変であり、そしてニゲロンは特撮映

画と言うものの、映画撮影は初めて、簡単なセットの着ぐるみのものと、パソコンの映像の

合成で怪獣映画を作るもので、ニゲロンには神戸の様々な企業も手弁当で参加し、サンテレ

ビも協力、本物のテレビのニューススタジオを貸してくれて、岡田さんも感激。 

 地元メディアも、出演者で協力されて、ラジオ関西の報道の方が出演、ラジオ関西は神戸

市須磨区の建物もやられて、その後頑張り、須磨海浜水族園の学芸員も、ボランティアで協

力、須磨水族園も震災で大打撃、水族園は避難所になり、その大鹿さん、当時 22 歳、震災

を伝えたいと、出演を決めて、市長などの集まる有識者会議、シン・ゴジラを意識して、大

鹿さん、本番でニゲロンの生態を語るものの、ＮＧ連発で、ラジオ関西のスタッフが手助け

して、30 分かかりＯＫテイクが取れました。 

 親しみやすい防災映画を目指して、皆さんの努力が続き、撮影の最終日、神戸港にエキス

トラも集まり、怪獣映画として、100 人のエキストラが参加して、クライマックスを、オー

ル神戸で撮影し、怪獣から逃げるものを撮影し、エキストラの皆さんは全力疾走、迫力ある

カットも撮れて、クランクアップ、4 月に映画は公開であり、一部はキャストでも取り上げ

られて、岡田さん、災害を忘れないように、とコメントされて、スタジオでも、６０年代の

特撮映画はこのようなものとの声もあり、阪神・淡路大震災の継承のための努力を評価する

声もあり、木原善隆さん、映画を作り、このネットワークは市民に役に立つと言われて、４

月上旬に 45 分の映画として公開されるというのです。 

 神戸と怪獣と言うと、半世紀前のウルトラセブンでキングジョーというロボット怪獣が

神戸に出現し、これで町おこし、という記事が神戸新聞に乗り 

（https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201702/0009889481.shtml ）、昨日神戸にウル

トラマンゼロ（ウルトラセブンの息子）が来て、この記事、あなたの父親のことが載ってい

ると見せて、ゼロと写真を撮りました。また、尼崎では、昨年のゴールデンウィークに、最

近のウルトラマンの監督、田口清隆さん（瀕死のウルトラシリーズを復活させた、トラファ

https://www.kobe-np.co.jp/news/kobe/201701/0009824412.shtml
https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201702/0009889481.shtml
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ンにとって星野監督と金本アニキを一緒にしたような人（笑））を迎えて、大怪獣ガサキン

グという映画を作り、怪獣は町おこしに役に立ちます。以上、キャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15358] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/2/13） 青木理 ニ

ュース女子沖縄ヘイト問題「嘘に基づく言論の自由はない！」と日米

低能会談を語る＆毎日放送ちちんぷいぷい 日米低能会談報告  

 

 

 2017/2/13, Mon 17:01 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ！ 月曜日のレギュラーはジャーナ

リストの青木理さんでした。 

 

 毎日放送のちちんぷいぷいについて、日米低能会談（(c)金子勝さん）の報告がありまし

た。トランプ大統領は日本に厳しい注目をつけることはなく、安倍総理とゴルフであり、エ

ライ親密であり、神戸大学の安岡正晴さんのお話がありました。 

 トランプ大統領と安倍総理のツーショットだらけで、エアフォースワンやマリンワンに

二人で乗って、グレートな時間とトランプ氏は言い、楽しそうなことのみ報じられても、実

態について安岡さん、アメリカのメディアは、トランプ氏の外交はまともだと報じて、オー

ソドックスなものと報じ、米軍基地に駐留経費を出せ、アメリカ車をもっと買え、これはオ

バマ政権時とあまり変わらず、安保条約の尖閣に踏み込んで、尖閣の固有名詞は、オバマ氏

は出さずであり、他方、安倍総理と蜜月でも、中国に配慮、中国と電話会談して、中国には

配慮しており、習近平氏と直前に電話会談、ひとつの中国と言い、その前には真逆なことを

言って台湾と接しても、習近平氏とこれで、秋山豊寛さんは、トランプ氏が自分支持者と、

外国とに顔を使い分けている、支持者の気持ちを代弁するものと使い分けと言われて、石田

英司さんも、安全保障のことは文章を読むだけと言われて、安岡さん、外交には詳しくなく、

一方で対日本と、対中国は、国防長官も承認されてようやく整い、ゴルフをやり、１１月に

安倍氏がトランプ氏に会い、フライングであっても、結果としてうまく行き、ヤマヒロさん、

取り込まれないかと言われて、安岡さん、安倍政権は蜜月ではあるものの、経済の取り決め

はまだ明らかにならず、国会でもＧＰＩＦのことがあり、お金のことは問題であり、麻生氏
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も同行して、お金の話もあったはずで、スタジオでもアメリカに取り込まれているとの指摘

があり、ヨーロッパから見て批判されている人に取り込まれているとの指摘があり、ヨーロ

ッパは日本のことをどう思っているか、安岡さん、あまり批判はなく、予想できなかったト

ランプ氏にそれほどムチャクチャでもなく、トランプ氏のキャラクターもあり、お膳ひっく

り返しを懸念する声もあり、日本の車に関税は無理で、農産物にやるものであり、そして安

全保障について、北朝鮮のロケット発射もあり、日本海に 500km 飛んでおり、韓国はムス

ダンと言っており、固体燃料→燃料の注入でわからないもので、北朝鮮はアメリカに日本ば

かりでなくこちらも見ろであり、しかし結果として芳しくなく、二人そろって会見で安倍氏

にはプラス、韓国だと日米の蜜月にうらやむ声もあり、秋山さん、アメリカが北朝鮮のメッ

セージをどう取っているかと言われて、ヤマヒロさんも、北朝鮮の攻撃をアメリカも口にし

て、大変と言われて、ロケット発射に対する会見、安倍ポチであり、安岡さん、質問を安倍

氏は受けたくなく、ロケット発射は日米同盟を強固にして、軍事予算も増やせて安倍政権に

プラス、中国、韓国にも、日米の親密さをアピールできたのは大きく、軍事予算も増やせて、

欧米のメディアも両者の思惑を軍事予算とも言い、マティス氏の発言もあり、「トランプ氏

がオフレコで、安くするからうちの戦闘機を買えとした可能性もある」と安岡さん言われて、

Ｆ35、ビジネスマンで利用されて、スタジオでも、安倍氏はトランプ氏の顔を見て、英語の

わからない安倍氏が笑ったのは怖いとの声もあり、しかしここはオフレコではあり、そして

アメリカに根回しなし、日米の親密さだけでなく、これからつけを払わされる可能性を示唆

されました。 

 

 デイ・キャッチ！ でも武田一顕さんが、北朝鮮のロケット発射についての日本政府の動

きを報告されました。日米低能会談を狙ってのものに、北朝鮮のトランプ氏への牽制ではな

くもっと単純、金正恩氏はトランプ氏と電話会談すらできず、安倍氏はトランプ氏と蜜月、

習近平氏ともトランプ氏は電話会談で仲良くして、トランプ氏を日中が取ろうとして、これ

を北朝鮮は見て、こちらも見ろとロケット発射、北朝鮮の存在アピール、トランプ氏の在任

期間に、日朝会談をしたく、そのために飛び道具と言うもので、4 か月鳴りを潜めていたの

に、今回はトランプ氏へのアピール、オバマ氏はレームダックで、トランプ政権の船出とと

もに様子見、北朝鮮は米中会談、あれだけ中の悪かった米中が電話会談で成功、中国に近い

ところから打ったのは、中国への当てつけ。 

 そして、日米低能会談は、自民からはうまく行ったとしていても、民進党は取り込まれる、

欧米は追随し過ぎとメディアが報じて、明日は予算委の集中審議で、野党がどう出るか？ 

ワーキングランチの日米会談の中身は分からず、ここで安倍氏が勝手に何か決めていたら
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エライことで、そして経済には日米会談にないものの、武田さん、安倍－トランプの非公式

は不明で、しかし麻生－ペンス氏がこれから会談して、ＴＰＰを二国間にするもので、その

卵になってしまい、すると譲歩した日本にはさらに不利になり、強啓さん、ゴルフを祭り気

分と言われて、武田さん、27 ホールを回り、しかしトランプ氏はゴルフで交渉するもので、

安倍氏に秘密交渉は許されず、非公式な内容がわかると、国益に抵触する、もっと怖いのは、

長くいたら、どちらが強いかわかってしまい、安倍氏がトランプ氏に飲まれたら、これから

の為替、安全保障にも支障が出ると指摘されました。 

 ニュースランキング１位は日米低能会談、2 位は北朝鮮のロケット発射であり、これにつ

いて青木さん、日米低能会談はネットだと 2 位と指摘されて、様々なメディアでコメンテ

イター、ジャーナリストによりコメントは異なり、青木さん、他の国からどう見られたかも、

外交のポイントと言われました。 

 でんでん総理は今夜帰国で、トランプ氏に年内に来てもらうというもの、トランプ氏は安

倍氏を評価して、青木さん、主要国ではイギリスのメイ首相に続いて、そして蜜月は安倍氏

が初めて、外交は当事国同士でやり（複数国もあり得る）、安倍・トランプ氏の信頼関係は

なく、またトランプ氏のことを知っても、外交は当事国だけでなく、世界に発したメッセー

ジも大事で、トランプ氏の 7 か国を名指しで入国禁止、難民拒否に世界が反発、アメリカ

でも裁判で差し止められて、ヨーロッパ主要国もアカンと、アメリカの同盟国も言ったのに、

安倍氏は一切批判せず、これがヨーロッパや中国、そしてイスラム圏（日本にもともといい

印象を持っていた）がトランプ氏と安倍氏の蜜月をどう見ているかを見たら、満点ではない

と言われて、強啓さん、ビジネスマンのトランプ氏が大統領だと、政治家としての安倍氏の

向き合い方に疑問もあると言われて、アカンことはアカンと言うべきと言われて、青木さん、

トランプ政権の今後には全く見通せず、北丸雄二さんも 4 年持つのかと言われて、各国の

首脳が批判する中で、安倍氏がフライングだと、トランプ政権が早く潰れたら裏目に見て、

さらにトランプ氏が相性が良いと言ったこと、まだこの結果を軽々に断じられず、これだけ

蜜月だと、二国間交渉、そしてアメリカに戦争時に軍隊を出せと言われて、トランプ氏はア

メリカファースト、日本は難民について言わず、日本も自国さえよければいいのかと、問題

だらけの結果だと言われました。メディアは問題を指摘して、二国間だけの問題ではないと

も言われました。そして青木さん、宮台さんの言葉を引用して、今回のケツなめぶりはすご

かったと笑われました？ 

 

 そして、北朝鮮のロケット発射について、青木さん、韓国の連合通信が伝えたもので、発

射の映像を公開して、日米低能会談への当てつけ、しかし青木さんは意外感があり、金正日
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氏と金正恩氏のロケットや核の位置は異なり、金正恩氏はカード、アメリカとの交渉のもの、

瀬戸際外交、しかし金正恩氏は核を持つことに意味を持ち、アメリカに交渉させてくれとい

うメッセージを発し、トランプ氏の対北東アジア外交はどう出るか、トランプ氏が北朝鮮と

どう出るかは関心があると言われました。  

 この件で、元外務省の天木直人さん、安倍氏はトランプ氏を初めて従わせたと批判されて

います。 

 

  http://kenpo9.com/archives/990 

 

 

 青木さん、沖縄の浦添市長選、自公の推す現職松本氏が勝ち、争点は那覇のアメリカの容

認であり、これについて、宮古島市長選に続いて翁長氏の推した候補が負けて、4 月にも選

挙があり、自公 vs 翁長氏のもので、これは翁長氏には痛手、安慶田氏の辞職で、新基地建

設に翁長県政にはしんどいと言われて、強啓さん、基地問題は大切でも、その先の沖縄の将

来像は見えるのかと言われて、青木さん、宮古島市長選もそうで、オール沖縄は辺野古基地

には反対で沖縄の力を集約するとしても、それまで社会党などのイデオロギーの違うもの

が固まり、宮古島市長選では与党が分裂で足元は危うく、沖縄は基地を拒否して、しかし自

治体レベルの選挙だと、生活、経済の問題が出て、このような結果になり、選挙結果で沖縄

は基地を認めていると言うのは間違いと言われて、雇用、仕事、産業が見えず、しかし基地

なしの方が沖縄は良くなる、基地は弊害が大きいものの、現実に暮らす人たちの生活、経済

が効いてくるが、沖縄の民意は基地ＮＯだと言われました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、ＭＸテレビのニュース女子の沖縄ヘイト問題、司会の長谷川

幸洋氏が先週、デイ・キャッチ！の裏のニッポン放送ザ・ボイスで言論の自由と詭弁を弄し

た件について、青木さんがコメントされました。 

 もう言うまでもなく、1 月 2 日のニュース女子の沖縄ヘイト内容があり、青木さん説明さ

れて、東京ＭＸテレビのニュースバラエティーショー、長谷川幸洋氏が司会、女性とニュー

スについて語るもので、沖縄について、高江のヘリパッド反対に、軍事ジャーナリストの井

上和彦氏の報告がデタラメ、高江には反対運動が過激で近寄れない、救急車も近寄れず、翁

長知事のために警察も取り締まれないというのは、もちろんデマであり、青木さんも取材さ

れて嘘であり、ＶＴＲの象徴的なもので、井上和彦氏、これ以上行くと危険というトンネル

は高江から 20km 離れている＝取材していない、反対運動に日当が出ているもデマ、根拠

http://kenpo9.com/archives/990
http://kenpo9.com/archives/990
http://kenpo9.com/archives/990
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なしで、批判が受けて、ＭＸテレビへの拒否もあり、東京新聞は長谷川幸洋氏が所属して、

論説主幹の深田さんが謝罪（2/2 の朝刊）したのに、長谷川氏は裏のザ・ボイスで批判する

のは言論の自由と開き直って、青木さん、東京新聞の論調と個人の論調の間違いの問題では

なく、ジャーナリスト、記者は取材して、事実に基づいてやるなら言論の自由であり、しか

し今回は取材をほとんどせず、デマ、嘘、憶測のオンパレード、青木さんは薄ら笑いで沖縄

を罵ったのは薄気味悪く、これはヘイトスピーチ、言葉の暴力で、言論の自由の及ぶもので

はなく、長谷川氏、言うに事欠いてこんなデタラメを言ったと批判して、言論の自由は幅広

く認められても「ヘイトスピーチをする自由はない」、青木さんも共同通信の記者で、取材

してその結果やるべきであり、取材した事実なし、土台がデマと嘘と憶測、高江に近寄れな

いなどあり得ず、日当などあり得ず、翁長氏のために警察が動かないなどあり得ず、全てデ

マ、嘘、憶測で、こんなものに言論の自由を語る資格はなく、辛淑玉さんの申し立てもある

ものの、長谷川氏が言論の自由というまでに、メディアも劣化した、言論の自由が貶められ

ると青木さん締めくくられました、以上、デイ・キャッチ！とちちんぷいぷいの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15356] 

朝日放送おはようコール（2017/2/13） 伊藤惇夫が日米低能会談と北

朝鮮情勢、小池氏 vs慎太郎氏を語る  

 

 

 2017/2/13, Mon 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は政治アナリスト

の伊藤惇夫さんのお話でした。 

 

 本日は新聞休刊日です。 

 

 日米低能会談（(c)金子勝さん）、トランプ氏の持つフロリダのゴルフ場でプレーして、ゴ

ルフ外交、ＣＮＮのカメラが遠目に二人を捉えて、談笑している模様、トランプ氏のツイッ

ターでハイタッチが報じられて、ホワイトハウスも 16 秒の映像を公開、ホワイトハウスの

会談は 100 分、ゴルフに 27 ホール 6 時間であり、何が話されたか、最も注目されたゴル

フ外交、追加で 6 ホール回り、伊藤さんも何を話したかわからない、安倍氏は人が良く、頼
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まれたら困るという官邸関係者の声があったと言われて、ゴルフは緑の待合、江戸時代の男

女の出会いの場で、誰もいないので密談が出来て、トランプ氏の接待ゴルフ、下心のあるも

ので、これは気になるものであり、そして日米安保条約の 5 条は尖閣に適用、トランプ氏

が年内に来日、海外メディアも安倍氏が親密なのに釘を刺したものもあり、伊藤さん、日米

の親密さをアピールしても、日米首脳会談は「対米追随が強まった」、各国はトランプ氏を

醒めて見ており、今後日本がどう見られるか「首脳同士が仲良くなったらいいでは危険」と

言われました。また、トランプ氏は習近平氏と電話会談で一つの中国と言っており、伊藤さ

ん、トランプ氏が日本への態度を変える可能性はあり、中国の市場は日本の 10 倍、中国が

アメリカの雇用に貢献したと言ったら態度は変わり、トランプ氏は日本が簡単に落とせる

と思っているのかとも言われました。 

 

 北朝鮮が日米低能会談の最中にロケット発射、トランプ大統領就任後初の発射で、北朝鮮

西岸からの発射、安倍総理とトランプ大統領の予定のない時間（ゴルフ→夕食会）で、トラ

ンプ氏の、共同会見も注目されて、でんでん総理、容認できないと言い、北朝鮮は国連協議

を順守しろ、アメリカは 100％日本とともにあると言ったと安倍氏言い、日米同盟を強化

すると一致したと言うもので、トランプ氏も日米同盟を支持すると言い、しかしトランプ氏

の発言はわずか１７秒、トランプ氏は北朝鮮の核兵器開発は大したことないとツイートし

て、しかし去年は 21 回発射でも、今年は北朝鮮の記念の年（金日成氏 105 年、金正日氏

75 年）、中国はアメリカと微妙、今のロシアはアメリカと親密で、伊藤さん、日米会談のゴ

ルフを終えた後での発射で、トランプ体制に変わるので北朝鮮はウォッチングして、タイミ

ングでは北朝鮮の脅威に日米で対応すると言うものの、北朝鮮はアメリカしか見ておらず、

これはトランプ氏へのメッセージ、トランプ氏のツイッター発言は、北朝鮮のことをどこま

で理解しているのか不明、北朝鮮は 1 発で終わるか、要警戒と言われました。 

 また、トランプ氏は手元に長い原稿を持っていたのに、17 秒しか共同会見せず、これは

アメリカから持ち掛けたもので、これについて伊藤さん、トランプ氏の言葉は他人事（ビハ

インドジャパン）、ロケット開発が北朝鮮で進み、アメリカに届くものがあるかも知れない

のに、共同で開発せず、日本がんばれの他人事であり、トランプ氏は対北朝鮮の方針は確立

しておらず、これから勉強するでは困る、どころか外交に目が向いていないと言われました。 

（この北朝鮮のニュースが番組では先で、また昨日の報道ステーションサンデーもこちら

が首脳会談より先でした） 

 

 東京都のゴタゴタ、石原慎太郎氏が参考人招致に出ることになり、小池氏、慎太郎氏が急
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に元気になったと語り、慎太郎氏は知っていることを全部話す、困る人が出てくると放言で、

小池氏は一対一について申し入れはないと具体的な言及はなく、自民の幹部も、二人の会談

のみ小池氏できて、慎太郎氏を撃沈して都議選にというのが小池氏の意図と語り、豊洲決定

の時は慎太郎氏、昨年は会談を拒否して、参考人招致は来月、これについて伊藤さん、千代

田区経長選で圧勝し、当面の敵内田氏をＫＯし、次の敵として慎太郎氏を取り上げて、豊洲

問題は小池氏に諸刃の剣、小池氏に責任問題も出ることがあり、それでなぜ豊洲になったの

か、慎太郎氏に目を向けさせて、しかし慎太郎氏、体調もあり、記憶にないと言ったら百条

委も可能性を示唆されました、以上、伊藤さんのお話でした。 

 

 なお、女優の清水富美加さんが、幸福の科学に出家すると言って芸能界引退で、教団と所

属事務所が応酬（これは昨日のミスターサンデーのトップ）、山崎寛代さん、バラエティで

も人気、事務所と幸福の科学の意見が対立して、幸福の科学に支えてもらった面があり、こ

れは衝撃的、仕事が好調な中で不可思議ということでした。 

 

 

[civilsociety-forum:15348] 

ネットワーク 1・17（2017/2/12） 知的障碍者と防災 竹内香さんの

お話  

 

 

 2017/2/12, Sun 06:00 

 永岡です、ネットワーク 1・17、第 1053 回、今回も毎日放送アナウンサーの千葉猛さん

と、フリーアナウンサーの野村朋未さんの司会で放送されました。 

 リスナーの声、早起きは三文の得で勉強になるとあり、大分のリスナーから、阪神・淡路

大震災 22 年、東日本大震災 6 年、地元だけでなく、ラジコプレミアムで全国に聞けるとも

あり、リスナーへの感謝の声がありました。 

 京都市立鳴滝総合支援学校（http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/?id=400404 ）の高等

部の生活産業科、知的障碍のある生徒たちがいて、ここで防災教育に力を入れており、校長

の竹内香さんのお話がありました。千葉さん、ここでの避難訓練を取材されました。 

 知的障害者と災害について、竹内さんスタジオでのお話で、京都市右京区にあり、高等部

の生活産業科は知的障害の子供たちが就職を目指すもので、知的障害者と災害だと、大人も、

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/?id=400404
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緊急地震速報には対応も難しく（この間、京都で震度 2 の地震です）、どこに何があるか、

把握も大変、においもあり、そういう中では子供たちも困難で、不調になる子供もあり、避

難所に行けず、自宅、車で過ごす災害弱者、障害への配慮だけでなく、子供たちの力、何か

役に立てるものを目指して、就労を目指すので、メンテナンス、福祉介護を学び、掃除や食

事介護など、こういうスキルが災害時に役に立つものであり、1 年の防災学習の集大成で、

避難所の運営の訓練もあり、千葉さん取材されて、生徒たちが物資の班も作り、数を把握し

て、班分けして役割があり、実際に避難所を運営する、衛生班、マスクを配る、初期消毒、

要配慮者の班、高齢者のことで、これは京都市の避難所運営マニュアルにより、学校は 1 年

生が中心、去年経験のある 2 年生もリーダー格で参加して、作業着でやり、要援護者など

と表示して、避難所の訓練も、大事なのは何人避難して、どういう人がいるのかを正確に把

握して、そして対応すべきで、全国各地から 100 人以上参加して、人数の把握は大変で、

最初から何人ではなく、次々と増えることになり、これへの対応をやっているのです。 

 実践に即したものであり、子供たちも避難者になったら、正確に情報を提供すべきで、自

分の住所を書けるようにして、困っている時は、先生に頼ると指示待ちになるので、自分た

ちがやった達成感のために、出来るだけ避難所では先生は口をできるだけ出さない方針で、

先生もいかに我慢できるか、なのです。千葉さん、担架で運ぶ場合に被災者役から注文もあ

り、いかにリアルなものを目指すか、普段出さないようなものがあり、パニックになる例も

あり、様々な姿があり、その中で、しんどいという人もあり、椅子を手配することもあり、

位置の特定も問題になる場合がある。 

 感染症の把握も、知的障害者には問題もあり、物資の把握も、数の計算のしんどい子もい

て、ホワイトボードに示し、様々な情報をいかにアウトプットするか、千葉さんは体育館の

ホワイトボードに、男何人、女何人と書くところに、迷っていた子供もあったと報告されて、

ギリギリまで助けを出さず、サポートして、何もできないのではなく、様々なやり方を模索

して、わからないなら、ヘルプをどう出すか、出来ることだけではなく、あえて苦手なこと

もしてもらうのです。 

 訓練に参加した生徒さんの声、車椅子などの声掛けで緊張もあった、人数も多く、食糧班

も大変で、知らない人たちと協力して、避難所を運営する訓練に手ごたえもあり、避難所の

訓練で千葉さんが印象的であったのは、石鹸とアレルギーのことを聞く、などあり、手浴、

普段やっている学びを生かして、避難者の方にリラックスしてもらうものであり、子供たち

に苦手意識もあり、子供たちをいかに導くか、普段の学習から、初対面の方との接し方、コ

ミュニケーションについて、工夫を凝らしてやっており、千葉さん、手を丁寧に洗ってほぐ

しているのが印象的で、石鹸による洗浄は、殺伐とした避難所に有効と言われて、入浴も困
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難な避難所でどうするか、参加した三重県の特別支援学校からお手紙もあり、この訓練への

参加での感謝もあり、みんなうれしいと言うもので、生徒さんの懸命さが伝わり、メンテナ

ンスのこともあり、日時にやっていることから、人の役に立てるものを、であり、この学校

には学区内にいる生徒は二人だけ、京都市全域から通っており、地域での子供たち、まず避

難所に逃げて、何ができるか、声をかけるなど、気が付いたことから活動を起こすべきであ

り、訓練を見学した保護者の方も、人見知りの子供たちがやっているのに感心したとの声も

あり、勉強、コミュニケーション苦手な中、実習を重ねて、出来ないことはなくなり、健常

者との壁が取れる、自分の考えを伝えにくく、協力を求めてくれる子供もいたら、なのであ

り、いろいろなとこをできる力が必要で、避難所の運営も地域の方に参加してもらい、言葉

をかけてもらう、などのことで、健常者との垣根を払うべきで、千葉さん、障害者にも災害

時にできることがあり、これを健常者も知るべきで、東日本大震災で障害者が、感染症の予

防に参加したこともあり、様々なことができるので、眼差しを送ってほしいと、竹内さん締

めくくられました。 

 

 今回の内容、避難所運営の訓練、障害の有無ではなく、進んでやることに野村さんも驚い

ておられました。以上、今週のネットワーク 1・17 でした。 

 

[civilsociety-forum:15341] 

朝日放送おはよう朝日土曜日です（2017/2/11） 蓑原俊洋 日米

低能会談を語る  

 

 

 2017/2/11, Sat 07:08 

 永岡です、朝日放送の、おはよう朝日土曜日です、の情報アップデート、日米低能会談（(c)

金子勝さん）について、神戸大の蓑原俊洋さんのお話がありました。蓑原さんは日系アメリ

カ人の４世で、トランプ氏は軍事費の負担にトランプ氏は感謝しているものの、今までの大

統領は経済と安全保障を別にして、今回は安全保障と経済がセットで安心できず、そして安

倍総理はトランプ氏の別荘、ホテル以上のところに泊まり５回の会食、ゴルフであり、トラ

ンプ氏の土俵で、安倍総理は踊ることになり、トランプ氏の別荘、飛行機などでやり、蓑原

さん、脳天気に喜んでいるところではなく、イギリスのメイ首相のように言うことは言うべ

きで、難民受け入れ問題と入国禁止で批判されて、蓑原さんの先祖も移民で、日本人も排斥
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された歴史があり、排斥と言うとイスラムの皆さんのことを日本人も知るべき。 

 日米首脳会談について、貿易赤字、為替、ＴＰＰなどあり、蓑原さんは、トランプ氏との

交渉に必要なのは、誰にでもわかることであり、何がアメリカにプラスになるかということ

で、トランプ氏も言葉に中身はなくても分かりやすい言葉で支持を得て、トランプ氏は日本

が自動車を何十万台も売ると言い、安倍総理はインフラ提案としても、これは分かりにくく、

それに対して、日本はアメリカのスマホをたくさん買っていると言うべきで、ｉフォンはア

メリカの企業のものであり、アメリカのものを日本はたくさん買っていると言うべきで、分

かりやすい要求に分かりやすく答えるべき、貿易赤字について、蓑原さん、日本は正直、円

安誘導していると思われても仕方なく、安定した為替相場のために日米で協力しようと言

うべきで、為替操作しているのは中国で、これに日米で連携と言うべきであり、トランプ氏

について、安倍氏はやると思わせられるか、経済は麻生氏の交渉で、ＴＰＰはトランプ氏が

離脱であり、蓑原さん、ＴＰＰは死んだ、だからＴＰＰ2.0、しかしアメリカは入らず、そ

の代わりにインドに入ってもらう、インドは保護貿易から変わり、インドを入れたら、民主

主義国家で価値観も一致、市場も大きく、中国は入れず（国営企業などあり）、その後アメ

リカの参加を待つべきと言われて、そして安倍総理に蓑原さんの助言、接待ゴルフはＮＧ、

真剣勝負でやるべきと言われて、今回はアメリカを持ち上げても、真剣勝負でゴルフしない

と要するに見下されると言われました。以上、蓑原さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15335] 

朝日放送ラジオ 堀江政生のほりナビクロス（2017/2/10） 福島原発

事故処理リポート 高橋大作さんの報告  

 

 

 2017/2/10, Fri 20:36 

 永岡です、朝日放送ラジオの、堀江政生のほりナビクロスにて、何と福島原発事故の報告

がありました。高橋大作アナウンサーによる報告です。朝日放送のメディアでの福島事故の

報告は久々です。これは、東電の招待による取材で、それでも、重要な話はありました。 

 早耳通信、ＡＢＣ報道記者による報告、東日本大震災 6 年、福島事故の 2 号機に 650 シ

ーベルト、30 秒で死ぬほどのもので、まず、現地リポート、高台で 1～3 号機を見て、鉄

骨と瓦礫が散乱して、水素爆弾の後がはっきり分かり、2 号機は姿を変えず、クレーンが横、
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3号機は大きく変わり、最上階が取り払われて、4号機は周りを覆われて全く変わっており、

大勢の職員が働いており、そして、高橋さんスタジオでお話、月曜～木曜にＦ１に入り、メ

ディアツアー、全国の新聞、テレビ（記者ライヴ所属）を東電が招いて、Ｆ１と富岡町、川

内村、富岡町は全町民避難→一部解除であり、雪も現地で降って、昨日は福島原発で悪天候

の中で廃炉作業は珍しく、、1～４号機で、１号機のカバーは取り外されて、中の折れ曲がっ

た鉄骨などが見えて、100m のクレーンで作業、2 号機は 530 シーベルトの値、高橋さん

の取材時に 630 シーベルト、水素爆弾せず、中は分からず、ふもとで大勢の作業員がホー

スを片付けて、3 号機は上の瓦礫が取り払われて、他の建物の 3/4 の大きさ、そこから残っ

た使用済み核燃料の取り出し作業を来年度から始めるもので、点検と作業。 堀江さんも話

を聞かれて、東電の広報に案内されて、何を取材できるかと聞かれて、高橋さん、自由は全

くなく、本当に知りたいものは分かるのかと堀江さん聞かれて、高橋さん、2 年前よりカメ

ラで撮れる部分は増えて、セキュリティー上問題のところ以外は撮れるようになり、セキュ

リティーとはテロなどの問題であり、それはどこの原発も同じであり、原発の前に事務棟が

あり、そこに全国からの寄せ書き、千羽鶴、これは事故直後は映したらダメであったが、今

回撮影できて、今まではＪビレッジで防護服に着換えて行ったのが、Ｊビレッジは東京オリ

ンピックのためにサッカー会場のために再整備、福島に線量計はたくさんあり、拠点は原発

の中、福島第一原発は甲子園 90 分の広さであり、そこで防護服を今回、着なくてよく、簡

単な線量計をいれるベストをつけるのみ、全面マスクも防塵マスクのみ（花粉症用）をつけ

て、線量計を見て、ここは大丈夫、ここは危なく走ってくれのところもあり、全壊は土が剥

き出し→舗装されて木は無くなり、木に着いた放射性物質は移染が困難であり、窓から放射

能が入るので今まで窓はなく、今回は太陽光の入るような高級病院みたい、はいるときのセ

キュリティーチェックも、事務棟はＩＤチェック、作業員と、サポートする人も入り、食事

もあり、コンビニも構内にできて、職員のコンビニでのお話、おにぎり、パン、マスクなど

を買っており、ローソンが去年 3 月出来て、シュークリームが売れて、夏はアイスクリー

ムが売れると、東電の案内が言い、メディアに安全だと東電は見せたく、しかし作業員の方

も、今まで自分の車で冷めてから食べていたのが暖かいものが食べられて、6000 人！が深

夜も早朝も働き、朝の 4,5 時が一番混んで、朝の 6 時が原子炉の周囲が状態も良く、10 時

に一仕事終えて、コンビニの隣に食堂、献立表も高橋さん取材されて、380 円の定食、朝に

多く来て、3000 人に食事を出すのは大変であり、現地の方が福島県産のものを使い、支払

いはプリペイドカードによるもので、福島第一廃炉カンパニーのカードであり、そういう意

味で、作業員の身になると働きやすくはなっても、放射能や、夏は暑く冬は寒く、全面マス

クだと事故も多い（動きが制限される）ので、このようなことになり、年齢層は１０代の人
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もいれば、60 代の白髪の方もあり、外国籍、おそらく中南米の方も多く、また女性も多く、

体の放射線のチェックや、コンビニの店員も女性、2 年前は道端で着換えて、しかし女性用

の更衣室も出来ている。 

 廃炉作業の先行きはどうか、社長のインタビューで、廃炉に向かって何合目かと聞いて、

今までは登っていない、周りの環境や汚染水であり、ようやく登るところになり、核燃料デ

ブリの取り出しも、そのためのロボット開発に、気の遠くなる時間と手間、ロボットの精度

はすごく、ロボットの訓練施設もあり、2 号機の再現をしてシミュレーションでやることも

あり、ひっかかり、動かなくなる、ロボットが帰ってこなかったら大変で、訓練、宇宙飛行

士の訓練並みのものであり、しかしやっているのは事故の処理。 

 全部壊す廃炉に、まだ着手できておらず、慎重にやっており、もし誰かが放射線で亡くな

ったらアウトで、東電の社長も自分の就任後、死亡事故なしと言い、高橋さん、この内容は

朝日放送のキャストで、映像も近々放映されます、以上、ほりナビクロスの内容でした。 

 

[civilsociety-forum:15336] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/10） 飲食業 24時間営業の危機 

 

 

  

2017/2/10, Fri 19:02 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」にて、辻憲太郎さんの企画、食べて分かっ

た、今や当たり前の飲食店の 24 時間営業が危機に瀕していることが取り上げられました。 

 牛丼、ラーメン、ファミリーレストランと、飲食業の 24 時間営業は当たり前で、深夜ま

で働く方も多く、夕食が深夜の方に受けていますが、しかし、ここに人手不足による危機が

あり、これは 24 時間営業の店で、若い労働力の奪い合いになり、ある牛丼の店では、自動

券売機にて、卵を生か半熟かを選ぶことになり、従来は客と従業員のやり取りでやっていた

ものもやる余裕がなくなり、自販機で 15 秒の短縮ですが、それでも効果があるというので

す。 

 飲食業の人手不足は、時給を深夜営業だと 1400 円出さないと集まらず、これは 7 年前

のリーマンショック時の 2 割増し、それでも出して労働力が欲しい、であり、ガストなど

を運営するすかいらーくは、24 時間営業を止めるところも出ています（全国 900 数十店舗

の 2/3 にて）。 
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 他方、この時代に、24 時間営業を売り物にするラーメン店もあり、ここは店員とお客の

やり取りはなしで、モニター越しに注文などして、回転すしの要領でラーメンをお客さんに

出して、この投資に 5000 万円かかっても、面白いと言うので集客の効果はあり、どころか

正社員を連れてきたら 40 万円、アルバイトのあっせんにも 15 万円出す、という状態です。 

 背景には、若い労働力の不足、15 歳～35 歳の人口は 20 年前の半分で、他方、飲食業や

ホテルなどのこの世代の戦力を要する求人はこの 10 年で 10 万人増えて、24 時間営業の

お店にはしんどいところもあるのです。 

  

 これを見て、私が思ったのが、まず、24 時間営業のお店を要するような長時間労働、深

夜労働の問題、求人はあっても、非正規雇用などで、このような長時間労働を求める労働形

態にまず問題があり、谷口真由美さんが、正月はみんなで休もうと言われていましたが、こ

のようなことには疑問もあり、さらに、今の求人で悲鳴と言うのは、バブル期と瓜二つであ

り、40 代以下の皆さんには理解できないでしょうが、バブル期にはいくつもの内定を取っ

た場合、社員をホテルなどに拘束することが 80 年代まであり、しかし、このバブルは外国

人観光客の激増などの要因によるもので、日本の景気が良くなったためではなく、そして、

昨日報じられた、神戸での赤ちゃんポストも、助産院のために許可が下りないと報じられて、

熊本だと病院なので許可された…と言うのですが、この国の根幹が崩れていると私には思

えて、日本は大丈夫なのでしょうか？以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

[civilsociety-forum:15335] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/2/10） 原発事故自主避難者の苦悩 

行き詰る自主避難者の困難 

 

 

 2017/2/10, Fri 16:42 

 永岡です、毎日放送のちちんぷいぷいにて、石田ジャーナル、元デスクの石田英司さんの

案内による、原発事故の自主避難者の皆さんのことが取り上げられました。 

 ご存知のように、自主避難者への住宅支援が 3 月で打ち切られて、原発事故で自主避難

している人たちに、帰るか、それとも金を出すかの選択、事故から 9 か月で、セシウム 137

などの放射性物質の量で、4 万ベクレルのところは群馬にもあり、4 万は放射線管理区域に

なり、レントゲン室などで飲食や、子どもの入るのは禁じられて、それほどの汚染のところ
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があり、セシウム 134 は 2 年で半減でも、137 は 30 年で減らず、そして避難をしなさい

とされているのは高いところだけであり、半径 20km などのところ、しかし人口 35 万都市

の福島市やいわき市は含まれず、しかしお子さんがいて、避難された方は自主避難者であり、

食べるのも寝るのもアカン場所で、自主避難者は避難先の自治体で家賃の補助が 3 月でな

くなり、そのため、戻るか、金を出すかになり、住宅の無償提供は、福島県に大阪府が請求

→福島県が国に請求で、災害救助法で、大水で家を失った人のような扱いであり、それが 3

月末で終わり、住み続けるにはお金を出すか、帰るかの選択であり、桂吉弥さん、原発で 530

シーベルトで帰れないと言われて、移染しても止まらず、ちちんぷいぷいでは自主避難者の

取材、茨城県→大阪に自主避難の 59 歳の女性、高齢の両親と一緒で、脳こうそくの父親は

要介護、母はがんで入院、今なら勤務先が近くで何とか出来ても、この年齢で新しい仕事は

困難、自宅前のスーパーでパート、何かあったら家に戻って親の介護が出来て、もちろん帰

還のめどなども、家賃を払う余裕もなく、また福島市から避難された方、1 年後に子供とと

もに、夫を福島に残しての避難、府営住宅に入り、大阪には縁がなかったが、府営住宅を無

償で使えて、大阪と福島の二重生活で負担も増えて、夫の理解が得られず、一昨年離婚であ

り、避難の時と状況は変わらず、戻れない、自立しようとした矢先に、住宅無償提供の打ち

切り、どちらにしても、全く行き詰っているのです。 

 昨年 6 月、全国の自主避難者が国と福島県に住宅無償提供の継続を訴えて、しかし国と

福島県は聞く耳なしであり、大阪の自主避難者は、大阪市と交渉して、住宅提供に感謝して

も、高齢の親の介護のこともあり、大変と先の女性は訴えて、しかし大阪市も独自の支援は

しておらず、お金を払うなら抽選なしで入居できると言うものの、行き詰っている自主避難

者の明日のめどはなく、自主避難者は避難者に寄り添っていないと訴えて、どこに訴えたら

聞いてもらえるのかと途方に暮れており、石田さん、自治体は国の支援がないと言って自分

で予算も出せないと紹介されて、吉弥さん、津波だけでなく、放射能汚染のところに帰れな

いと言い、元裁判官の井戸謙一弁護士は、核の事故は長期に被曝が続いて、災害救助法での

支援には問題であり、核を推進していた国は加害の責任を取っておらず、国は加害者の責任

から新たな支援制度を作るべきと言われて、災害救助法とは別のものがいり、事故から 6 年

であり、しかし戻れず、福島から自主避難者は行政が把握しているだけで 32000 人であり、

この皆さんが一斉に路頭に迷い、周りも帰ってきているから帰れとのこともあると紹介さ

れて、自治体の独自の支援、無償提供山形や鳥取は 2 年延長、しかし今受けている人たち

で、新たに受け入れはできず、自治体にはお金がなく限界で、誰がやるべきか、責任を取る

べきは国であり、国は元いたところに戻したくて仕方ない、移染したから、であり、これは

映像’17 でも特番があります。  
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 これを見ていて、故・小田実さんが見たら、これが人間の国か、と言われるでしょう。私

も阪神・淡路大震災の被災地にいて、家を無くした皆さんの悲惨な状態も見て、公的支援を

求める闘いもありました、何が日米低能会談（(c)金子勝さん）だ、核の被災者を助けられ

ずに、何がオリンピックだ、です、以上、ちちんぷいぷいの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15334] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/2/10） 北丸雄二 日米

低能会談へのコメント 

 

 

 2017/2/10, Fri 16:14 

 永岡です、毎日放送ラジオの、上泉雄一のええなぁ、ちなみにＮＥＷＳ、明日の日米低能

会談（(c)金子勝さん）について、ジャーナリストの北丸雄二さんが注目ポイントを 3 つ語

られて（メモをアナウンサーの方が読み上げる形で）、上泉さんやなるみさん、(1)トランプ

氏は世界に嫌われて、ついているのは安倍総理のみで、大統領令でメディア、中東にも叩か

れて、「トランプ氏との距離の取り方を間違えたら世界の中で孤立する」とコメントされて、

上泉さん、かますところと引き入れるところの交渉術にトランプ氏は長けて、日本の貿易に

文句をつけて、それにどうするかと言われて、(2)安倍→トランプ氏のプレゼントは、金の

ペン、金のブリーフケースだが、トランプ氏の本当に欲しいのはお金で、どこまで要求され

るか、アメリカファーストは当たり前、ところが日本だけ日本を差し置いてアメリカファー

ストで、下手したらむしり取られて、上泉さん、駐留経費も負担して、米軍の経費について

安倍氏が文句をつけられるのかと、通訳も込みで、事務方も対応できるのかと言われて、ト

ランプ氏と安倍氏、史上最強のオヤジ転がしと言われて、セレッソ大阪の監督がブラジル人

で、通訳がうまくて本人と直接喋れたようなものだったとの話もあり、お金をむしり取られ

てるのか？ (3)ゴルフのメンバー、アメリカ財界のトップがずらり、ロスチャイルド、ロ

ックフェラー、モルガンとアメリカ財界のトップ、農産物、保険、著作権で解放しろと突っ

込まれる、二国間で、安倍氏がどれだけＮＯを言えるかがポイント、なるみさん、日曜はア

カンのかと言われて、上泉さんも接待ゴルフのことは知らないが、しかし向こうに絵を描か

れて、著作権のことで突っ込まれるかと言われて、上泉さん、アメリカにも経済、貿易は日

本の生命線で主張すべきと言われて、なるみさんもしんどいものと言われて、ペンだしたと
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きの緊張感がわかるとも言われました。以上、北丸さんのコメントでした。 

 

 

[civilsociety-forum:15333] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ（2017/2/10） 金子

勝 日米低能会談を斬る！ 戦争をやりかねないトランプ氏の暴走を

日本も止めよ！ 

 

 

 2017/2/10, Fri 15:23 

 永岡です、文化放送ラジオの、大竹まことのゴールデンラジオ、金曜のレギュラーは慶応

義塾大学の金子勝さんでした。パートナーは作家の室井佑月さんでした。 

 大竹紳士交遊録、今週の金子さんのお話、金子さんと室井さん対談されて、自慢話とか？ 

ですが、室井さん金子さんに突っ込まれて、日米低能会談（この通り金子さんは言われて、

永岡の造語ではありません（笑））のことで、日米首脳会談、でんでん総理の付いたときに、

高裁がトランプ氏の控訴を棄却の時であり、ところが日本のテレビはトランプ氏のちょう

ちん持ち、ゴルフの腕を褒めて、でんでん総理と会食として、でんでん内閣の支持率も上が

り、室井さん、プーチン氏の時も成果なしで支持率が上がったと言われて、金子さん、日米

の絆はとか言って、支持率が上がるのは情けなく、新幹線、原発、自動運転で売り込み、ト

ランプ氏の言葉で為替市場が右往左往、ＧＰＩＦの運用でアメリカに朝貢外交、菅氏は否定

しても、これはアメリカにＧＰＩＦで貢ぎ、ロシアもそうで、貢ぐのにＧＰＩＦも入り、投

資先としてアメリカは株よりはマシ、しかし官僚の作文で、年金を自分の財布のように使う

のは問題、運用先の問題、年金でアメリカに７０万人の雇用はおかしく、年金は民進党井坂

氏が追及してでんでん総理はキレて、ところがトランプ氏も同類項、年金でアメリカに投資

するのは、会談後に言うとしても、ＧＰＩＦは改革されず、投資先を委員会でやるのではな

く、独裁者の言いなりに安倍総理とともに博打投資、ＧＰＩＦを好き勝手に使ってはいけな

く、それを追及されてデマとキレて、室井さん、これは新聞がリーク記事で、なぜ新聞を訴

えないかと言われて、金子さん、日本の世論が差別主義者のトランプ氏とでんでん総理が仲

良くするのがみっともないと報じるメディアが皆無なのは問題、イギリスのメイ首相も最

後は拒否、しかし日本にまっとうな神経がなく、トランプ氏と安倍氏が仲良くするのをいい

と日本のメディアは言い、そしてＴＰＰは交渉できない、どころか、アメリカに豚肉、牛肉
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で裸にしたかったので、トランプ氏が二国間でやるとして、安倍総理はそれに従い、仲良く

したふりして騙されて、ポストトルース（真実後）、トランプ氏は安倍氏の接待を自腹でや

るが、大竹さん、ただほど怖いものはないと言われて、金子さん、これだけ接待したから譲

歩しろと言われるとして、室井さん、日本がなぜぼったくられるのかと言われて、金子さん、

タダで、円安をやめることだけでなく、トランプ氏はやることがなかったら戦争を始める危

惧があり、イラク戦争の時みたい、トランプ氏はメディアを叩き、イスラエルの入植・占領

にイランが邪魔で、アメリカがイランへの飛行機を売るのを止めて、大竹さん、日本の車も

イランに行っているとして、安倍氏はどうすべきかと言われて、金子さん、こんな演出は不

要、安倍氏とメルケル氏は、オリンピック選手と県代表くらいの差があり、他の国の首脳は

トランプ氏の保護主義を批判して、世界秩序を作るためにでんでん総理はやるべきなのに、

日本でそういうことをできず、太鼓持ちの朝貢外交であり、世界が保護主義なのは危険と大

竹さん言われて、時間になりました、以上、今週の金子さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15332] 

市民のための自由なラジオ（第 46回）（2017/2/10） おしどりマコ

さん、ケンさんの原発スペシャル 自主避難した元作業員の怒り、子

どもに放射線管理区域で暮らせと言うこの国の狂気を告発＆原発国賠

訴訟報告、高齢者の闘いを国民は無駄にしてはならない！ 

 

 

 2017/2/10, Fri 11:13 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！第 46 回、今回はおしどりマコさんケ

ンさんの司会で、自由な隅田川スタジオから、おしどりのラジオアクティブ、福島原発事故

スペシャルです。 

 前半は、電話インタビュー、元福島第一原発作業員のまーくん（仮名）さん、子供たちの

ために南相馬市から山形県に避難されて、そして、避難者の住宅支援打ち切りとともに、避

難者のいじめがマスコミをにぎわす、この恣意的なやり方について、まーくんのお話です。 

 南相馬市で福島第一原発で働かれていたまーくんさん、おしどりさんは何度も会い、実名

は今回はなく、マコさんの原発取材、作業員の高線量被曝の取材時に、まーくんさんから接

触で、役に立つことを教えてもらい、会うたびにマコさんドキドキと言われて、まーくん、

http://www.asahi.com/articles/ASJCJ6F2CJCJUHBI03S.html
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お久しぶりとマコさんケンさんに挨拶、山形は雪も積もり、東日本大震災 6 年、まーくん

一家が離れて 6 年、3・11 の前は自営業で電気の工事、原発の定期検査の作業員の派遣で、

南相馬市は国道 6 号線で原発から 30km、まーくんの家は 22、23km、3・11 の際には１

Ｆの定期検査で、水の流れの板を交換して、核をやっていると燃料棒の横で高線量、従業員

に被曝させたくなく、元請は 20 ミリまでと言うものの、まーくんは各地の原発で 15 ミリ

が限界、家族や子供のいる人もあり、元請に 10 ミリまで、として仕事をして、4 号機は定

期検査中、1～3 号機はメルトダウン、4 号機は使用済み核燃料のプールにあり、しかし 3・

11 の翌週に 4 号機も再稼働の予定、福島第 2 の仕事もやり、定期検査の仕事中に、3 か月

で 20 ミリ被曝と高く、そして 3・11 について、まーくんの証言、子どもの安否確認、奥さ

んの安否確認、家の安否、電話は通じず、車で移動するしかなく、道路も陥没で、行くのに

時間もかかり、やっと安否確認できて、お子さんは 4 人、6 人家族、地震の後、原発の状況

は、叔母の息子が福島原発のコンピュータをやっており、そことの接触で、爆発する、逃げ

ろと叔母は言われて、まーくんも逃げる用意であり、原発の爆発を知ったのは、地震翌日は

叔母や叔父の家にいて、家に向かう途中に、防災無線で連絡、車が混んで、テレビで爆発の

ことを知り、まーくんは野球の監督もして、他の家庭にも逃げるようにとして、飯舘村の方

に行ったらいいかと向かい、しかし停電で真っ暗、川俣町では電気がついて、ガソリンスタ

ンドに長蛇の列、福島市の方の避難所に行き、3/12 の夕方 6 時半、南相馬市を朝に出て、

その後、南相馬には戻らず、そのまま避難されて、山形に避難されて、まーくんと奥さんは

私用で戻ることはあっても、子供たちは原則山形のみ、お子さんたちは南相馬に戻らずであ

り、2,3 日の避難のつもりでお子さんは避難しても、軽トラックで着の身着のままの避難、

大好きな野球の道具のみ持っての避難で、なぜ山形に避難したか、3 号機の爆発を見て、あ

れはヤバイ、3 号機はプルサーマル、人体に悪影響、季節風があり、吹きおろしを避けて、

山形だと安全と避難して、そしてまーくんは原発で働いていたからの判断で、マコさん、3

号機のプルサーマルのことは後で知り、まーくんほど実感はなかったと言われて、原発で働

いていて、コンクリートが爆発とは信じられず、ミサイルにも耐えるはずの建物があれで、

戦争映画のようなもの、マコさんも取材して、2011 年は子供でも年間 20 ミリの文書を文

科省が、3.8 マイクロ／時間なら校庭で遊んでもいいと言い、これについてまーくんは、福

島の子供のことを見殺しにするのかと思い、そしていじめ問題、日本政府が福島県をいじめ

ているとまーくんは言われて、まーくんは移染が終わったと言われても、放射線管理区域の

こと、また土は汚染されており、事故の前なら放射線管理区域になるところで生活しろは、

常識では考えられない。 

 放射線管理区域は、大人でも 10 時間まで、飲食や寝ることは許されず、そんなところに
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福島だけ我慢しろは許せず、福島原発の周囲は、日本の中でまったく違う法律が適用されて、

マコさんも福島の農家の方に取材、放射線管理区域で作業しても、防護されないと言われて

いて、福島の農家は、土の中にセシウムがあり、環境省は農地での飲食や肌の露出禁止を通

達で、まーくん、原発でそんなことをしたら指名停止ものと言われて、しかしマコさん、農

家の皆さんはそんな中で生きている。 

 今年、避難解除で、その農家にも飲食、喫煙禁止であり、マコさんケンさん、帰ってくる

農家への説明会に行き、放射能は無くならない、セシウムと共存してくれと説明されて、ま

ーくん、事故の前と一転して、事故を起こしたら何でもあり、福島のみ特別扱い、人権尊重

が守られていない。 

 まーくんに大切なことを聞いて、お子さんは自主避難でいじめられていないか、大丈夫だ

が、群馬に避難された方は、事故後避難者が避けられたともあり、こちらは収まったものの、

マコさん、避難先のいじめは、2011～12 年の、事故直後、避難者の多かった時の方が多く

聞いて、まーくんも賠償されていいと言われた人があると指摘されて、マコさん、原発事故

から 5 年で避難者のいじめが取り上げられたのは遅すぎると言われて、まーくん、住宅避

難の支援打ち切り＝帰ってこいの外堀を埋めることと言われて、これはマコさんも同意さ

れて、避難をすることが良くないと知らしめるニュースだと指摘されて、まーくんも同感で、

福島は県庁も要望を受取拒否、鉄道再開の際に、陳情書を渡そうとして、体調不良で行けな

かったが、避難されている方は、福島から来たと言わない方がいいのかと相談をマコさんも

受けて、まだ幼稚園などだと、小学校に上がる際に、福島出身を隠そうかと思う人もあり、

福島と言ったらいじめられるというもので、このタイミングで取り上げられるのは不自然

と言われて、まーくん、引っ越しにお金も要り、山形での生活も大変であり、まーくんは人

工透析もして、子どもも来年高校であり、当分は山形に避難継続の意思であり、以前、山形

に行き、5 年避難、住宅支援が無くなり、安全ではないが、あきらめて帰る人がいるとマコ

さんも言われて、まーくん、避難者も病気になり、住宅支援打ち切りで選択したと言われて、

マコさん、住宅支援打ち切りはひどいことであり、それで帰らざるを得ない、あきらめると

いうのはひどいと言われて、まーくん、東電の賠償の当てはまらない人たちもいて、廃炉に

21 兆と言うものの、移染もちゃんとした服装でせず、経費を削減して、賠償にもちゃんと

せず、こんなことを他の原発で起こしてはならないと思うのが本来の人間と言われて、マコ

さん、放射線管理区域で放射線を扱う立場で、きちんとした服装でやるべき仕事、移染作業、

自分の家の庭を移染するのも同じなのに、防護服なし、気を付けてとチラシが配られている

のみ、矛盾している。 

 まーくんがラジオを通して訴えたいこと、核事故を二度と起こさないように、一人一人が
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声を上げて、こんなつらい目に合う人が二度と出ないように、であり、マコさんも、非人間

的な核、原発を許してはならないという小出先生の言葉を繰り返して、まーくんのお話は終

わりました。 

 

 ここで音楽、東日本大震災 6 年、阪神・淡路大震災 22 年、ソウルフラワーユニオンの満

月の夕べ、マコさんは長田高校の出身で（長田高校は大被害の新長田ではなく、地下鉄長田

の北、長田神社の西です、マコさんは私の後輩です）、ソウルフラワーユニオンの慰問を受

けて、この歌は東日本大震災にも歌い継がれました。これはニュースでの生演奏が you 

tube にありました。 

     

https://www.youtube.com/watch?v=-J9vR-JeAlU 

 

 後半は LIGHT UP！ジャーナルで、千葉県での、福島からの避難者が国と東電を訴えてい

る全国の訴訟から、2 番目に早く審理の行われている、千葉地裁の訴訟の口頭弁論のマコさ

んケンさんによる報告です（私も、関西に避難されている皆さんの訴訟の傍聴で神戸地裁に

行っています）。 

 おしどりさん、3・1 以降様々な取材をされて、原発事故の裁判、2017 年に判決が次々

出て、群馬は昨年 10 月に結審、3/17 に判決、千葉は 1/31 に結審、判決は 9/22、福島地

裁の生業訴訟は 3/21 に結審、この 3 つの集団訴訟（全国で 21）の中で早く、おしどりさ

んこれらを取材されて、裁判の取材は 1 日仕事、審理は 3 時間半、傍聴券が当たり、マコ

さんは泣いてしまい、何が悲しいか、提訴時には千葉訴訟 47 人→6 人亡くなられて、お子

さんがそれを継いで裁判、もう 6 人も亡くなり、意見聴取した原告、92 歳の母親が原告で、

福島→千葉に避難、事故の後は大変で、神様に生き延びさせてもらった、しかし避難先で弱

り、福島の親友と電話で話すのが唯一の楽しみ、しかしそれも出来なくなり、外で、知らな

い人たちで、言語障害も出て、早くご主人にお迎えに来てほしいと思いつつ、しかし新聞を

読んで、国と東電の責任を追及したい、それは私がやらないといけないと、原告に自分でな

り、しかし故郷に帰りたくても、自分が死んだら、骨は海にまいてほしいと娘さんに言い、

先祖代々の家も墓も守れず、先祖の墓に入れないから、と娘さんに言い、一度帰って故郷に

桜を見たかった、しかし昨年春に亡くなり、娘さんは原告になり、これ以上自分のような思

いをする人を出さないでほしいと言い、こんな思いをする人間は、これで終わりにしてほし

いと、集団訴訟で、しかし原告には年配の人も多く、生業訴訟は 4000 人、おしどりさんは

https://www.youtube.com/watch?v=-J9vR-JeAlU
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水俣病、泉南アスベスト訴訟も取材されて、しかし原告の多くが亡くなり、遺影をもったお

子さんが多く裁判に出られて、マコさん、千葉訴訟の取材をされて、その資料を送ってほし

い、弁護士事務所で手伝ってほしいとあり、結審でも、まだ高裁、最高裁まで闘いが続き、

裁判でどちらが勝っても、高裁、最高裁に行くもので、マコさん、千葉訴訟の取材、6 人亡

くなり、最高裁までに何人亡くなるのか、水俣病も国が認めない中で、原告も亡くなり、裁

判を起こされた、80 歳 90 歳の皆さんは最高裁まで行けず、悲しく、そして腹が立ち、こ

んな国なのか、裁判を起こしている方は、地元でも賠償金が欲しいのかと言われるが、裁判

を起こすのは大変で、二度とこんなつらい目に会う人がいないようにという人たちが総意

であり、90 前の方が原告になり、最高裁まで行けずとも、闘う原告の意思をマコさん感じ

られて、そしてあちこちの集団訴訟、皆さん傍聴して、協力すると、原告や 脱原発に力に

なると弁護士の方もいい、裁判所に原発訴訟でちゃんと判決を出せと言う署名もあり（生業

訴 訟 は http://www.nariwaisoshou.jp/activity/entry-686.html  千 葉 訴 訟 で も あ り 、

http://gbengo-chiba.com/ その他の訴訟でもあります）、私たちの権利を守るために、被災

者は闘っており、私たちも協力すべきと、おしどりさんは強調されました。 

 

 市民のための自由なラジオ、マスメディアの取り上げないことを伝え続けます、以上、今

週の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15328] 

朝日放送おはようコール（2017/2/10） 中川譲が安倍朝貢外交と万引

き映像晒し問題他を語る 

 

 

 2017/2/10, Fri 06:21 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は帝塚山学院大学

客員教授の中川譲さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は閣僚答弁の攻防、稲田大臣の戦闘行為、金田大臣の共謀

罪のデタラメ、読売は日米首脳会談、尖閣に安保のこと、毎日は少年法を 18 歳未満に引き

下げ、産経はアメリカの中国制裁、日経は株主提案権の制限のことです。 

http://www.nariwaisoshou.jp/activity/entry-686.html
http://gbengo-chiba.com/
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 異例づくしの日米首脳会談に安倍総理は出発、外相だけでなく、麻生財務相も同行、トラ

ンプ氏も歓待の姿勢で、フロリダでゴルフ、夕食も共にする、異例の厚遇であり、ゴルフは

仕事を離れて私的な信頼関係をと安倍氏は自画自賛、為替操作？ 自動車輸出のことでト

ランプ大統領と交渉できるか、日米安保もあり、政府関係者も準備不足の中で手探りと語り、

アメリカ側も、ワシントンでの会談の他に、別荘の招待とゴルフも異例、イヴァンカ氏から

の助言、新幹線や、日本からの投資に期待、側近のバノン氏のニュースサイトで、安倍総理

はお土産を持ってきてトランプ氏がこれに興味ありと反応しており、日本時間の明日、首脳

会談で、これについて中川さん、一番のポイントは、ゴルフの際にどのように安倍氏とトラ

ンプ氏が握手するかがポイント、注目されるトランプ氏の為替、自動車、軍事費は、アメリ

カのトランプ氏の言いがかりで、アメリカは言いがかりをつけて譲歩させるものが常套手

段で、日本もみかじめ料を上納金として持って行き、それをトランプ氏は歓待して、安倍は

いいやつだとトランプ氏は言い、安倍氏のお土産にトランプ氏が満足するとわかっている

からゴルフに誘っており、信頼関係の出来ていることをゴルフで魅せるもので、日本の経済

界はトランプ氏の関心を引いて株も上がるものの、トランプ氏に人権関係で世界から批判

が起きている時に、日本の安倍総理のみポチは問題で、おみやげは投資や、アメリカの雇用

に貢献しているとヨイショする朝貢外交だと言われました。スタジオでも、安倍氏はトラン

プ氏とゴルフして、勝ち負けは何かとの声もありました。 

 この安倍政権の朝貢外交について、報道するラジオの案内をされていた平野幸夫さんが、

ブログで批判されていました。 

  

   

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12246083566.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--

blog----hirano-yukio_12246083566 

 コンビニで、万引きにあった店が犯人？ と思われる画像を公開して問題になり、東京の

眼鏡店で、万引き犯と思われる人間の画像をモザイク付きで公開、出てこないとモザイクを

外すと言い、警察には被害届でもコメントせず、過去にもまんだらけで、万引き犯の顔にモ

ザイクをかけてＨＰに公開、結局やめたものの、万引きは振り込め詐欺の 10 倍の被害額で

あり、スタジオで万引きに困ったこともあるとの声があり、中川さん、気持ちは分かるが、

犯人の断定は警察の仕事で、これを民間がやることは許されず、万引きを防ぐために、警察

がちゃんと捜査すべきと言われました。 

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12246083566.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12246083566
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12246083566.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12246083566
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 小中学生の男の子に、キャンプ場で、自然体験教室でわいせつなことをして、動画を撮る

などのことをしていた男が逮捕、容疑者は子供たちに好評で、幼い男の子に興味があったと

いい、パソコンから画像、動画が発見されて、それにより別の容疑者も逮捕、ＳＮＳを通し

て知り合い、ボランティアで子供たちと接触するもので、4～13 歳の男の子 168 人にいか

がわしいことをして犯行で、6 人逮捕、10 万点の写真が押収、これについて中川さん、彼

らの職業、小学校の教師がいて、これ目当てに教師になったのか、画像はネット経由ではな

く手渡しでやっており、中川さんはタイの児童買春問題の映画を観て、許せないことで、子

どもは大人を疑うものになり、このような犯罪が社会に根を張っていると言われました。 

 

 強い冬型の天気、気象予報士の正木明さん、近畿の北部だけでなく、中部にも大雪警報で

あり、お昼前に近畿にも雪雲が来て、明日にかけても北部だけでなく中部、南部にも継続で、

北部の山地で 80cm の大雪が予想されて、中部の山地でも積雪が予想されて、交通機関へ

の影響も予想されると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日 35 面の記事、生活保護なめるなの問題、小田原市は職員

のＴシャツにも同様の生活保護バッシングのものを作っており、職員の有志が作っており、

スタジオでも批判の声があり、中川さん、楽しんでバッシングしており、不正受給の撲滅の

動機すら疑わしい、読売の記事で、虫歯菌と認知症、歯磨きで認知症の予防に効果がある、

口のケアで認知症の防止になり、中川さん、虫歯の人に認知症の人は多く、歯の健康は大事

と言われて、朝日の 35 面の記事で、偽のキャンペーンをポイントサイトでやるものが横行

しており、悪質な広告メールが届くもので、スタジオでもこの手のものに心当たりの声があ

り、中川さん、牛角や吉野家にも迷惑、偽計業務妨害に当たると言われました、以上、中川

さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15322] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/2/9） 谷口真由美 公共

事業に負の遺産が残る、メディアはちゃんとこれを報じよ！ 
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 2017/2/9, Thu 17:21 

 永岡です、毎日放送ラジオの、上泉雄一のええなぁ、木曜日に大阪国際大の谷口真由美さ

んが出られました。 

 しゃべりんたいやぁトピックス、谷口さんのお話、2/6 の報道で、三重県で伊勢志摩サミ

ットのために財政難！ であり、国の誘致で地方自治体が赤字、サミットはどこも経済効果

を狙って誘致しても、人件費 31 億を削減する始末で、サミットの誘致で万歳のはずが、未

来が見えていたら誘致などせず、なぜこんな赤字か、開催の負担がのしかかり、教職員、警

察 etc の 2.4 万の人件費に手を付けないとだめになり、今後 3 年間ボーナスを減らさない

といけなくなり、サミット誘致でハッピーのはずが、経済効果どころかボーナスが無くなり、

理由は、警備費もあるものの、各国の取材拠点のメディアセンターがあり、その横に 28 億

かけて作った別館があり、ところがそれの解体費に 3 億！ これは何か使えないか、魚屋

さんをやる、プレハブでやるなど、しかしメディアセンターは簡素にすべきと言っていたメ

ディアもあったのに大きく報じられず、これで三重県は財政難→今後のサミット、万博もそ

の二の舞になる危惧があり、上泉さんも 2020 年のオリンピックに危惧されて、谷口さん、

国立競技場はあのまま使うべきであったのに、三重県の 31 億削減は税金で、これは事前の

チェックが必要、お祝いムードで暴走してこの始末、洞爺湖や沖縄のサミットだと、サミッ

ト時に観客が減るなどあり、北海道経済は落ち込み、洞爺湖サミットの会場も売却で、各国

首脳は豪華な食事などあったのに、サミットの後で地元経済は破綻して、伊勢志摩サミット

の際に洞爺湖サミットのことは忘れられていたが、これは誘致の際にプラスの効果しか出

ず、デメリットを出すことは日本はあまりやらず、しかしマイナスの効果、デメリットを考

えるべきで、2005 年の愛知万博も黒字になっても、愛知県に借金が残り、債務が 3.7 兆！ 

1 日 2 億利子で消えて、敬老のお祝いや私立の学校の支援が出来なくなり、愛知県に 3.7 兆

の債務、運営は黒字でも、会場の整備などにお金が要り、儲かった人はどこのサミットや万

博であっても、しかし負債が残ることを知るべきで、上泉さん、それをやったら手を上げる

ものが無くなると言われて、谷口さん、それでオリンピックも立候補するところが無くなり、

東京オリンピック、なぜ日本でしないといけないのか、オリンピックはアスリートのために

必要でも、経費で問題があり、公共事業と、人のかかわり方、終了後の始末の付け方をちゃ

んとしないイベントをしてはならず、公共事業で潤うものはあっても、借金が小さな自治体

に残ってしまい負の遺産になり、それを織り込み済みで誘致からすべきで、首長には試算が

あるべきなのに、オリンピックは客が来なくても、一般人には関係なくても、サミットで沖

縄、北海道が大変だとわかっていたはずで、アカンと知りつつ誘致したら行政の責任は問わ

れるべきで、誘致の際に水を差すなとお祝いムードだけでなく、メディアもちゃんとこうい
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うものを報じるべき、かまいたちさん、三重だけに見栄を張ったと言われても、シャレにな

らない話で終わりました。 

 私（永岡）も、サラリーマン時代、部署のトップたちが、計画が成功するわけはないのに、

プラスの数字のみトップに上げて稟議書を切って（要するに真珠湾攻撃と同じ）、ところが

経費が雪だるまに膨れ上がってそんなアホなことは破綻したのを見ましたし、東芝のウェ

スティンハウス買収による経営破綻も同じで、これは日本が太平洋戦争の反省をしていな

いために、いざとなったら神風特攻隊で行け、になるのです（何せ、その、サラリーマン時

代、竹やりでも頑張ったらＢ29 と戦えると言った男が私の目の前にいたのです！）、以上、

谷口さんのお話と私の補足でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15318] 

朝日放送おはようコール（2017/2/9） 二木啓考が石原慎太郎氏 vs小

池都知事とソフトバンク孫氏の対トランプ氏戦略を語る 

 

 

 2017/2/9, Thu 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はジャーナリスト

の二木啓考さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は米軍から大学に研究費 8 億円、135 件 08～16 年に米

軍からの助成金の問題、読売は日米首脳会談、安倍総理は今日出発、毎日も日米通商問題、

安倍－トランプ氏が 5 回会食、産経は中国のＧＤＰ水増し、日経も日米経済協議です。 

 

 豊洲移転問題、石原慎太郎氏が参考人招致に喜んで応じると言っており、逃げないと言う

ものの、絶好の機会で知っていることを全部話す、小池氏に言いたいことがあると言い、都

議会の特別委で参考人招致に出て、小池氏に伝えると言うものの、名指しした小池氏との関

係、昨年 10 月、小池氏は豊洲移転のことで慎太郎氏に質問状を送っても覚えていないと、

都合の悪いことを言わず、小池氏は納得できず慎太郎氏を批判して、しかし慎太郎氏はちゃ

んと答えたと言っており、小池氏の次のターゲットは慎太郎氏、99 年に都知事になり、浜

渦副知事（当時）も豊洲の買収に関わり、経緯を問う参考人招致であり、なぜ豊洲に決めて、
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土地取得他に 1400 億かかり、慎太郎氏 vs 小池氏、都知事選の最中に、慎太郎氏は小池氏

を厚化粧と誹謗中傷、参考人招致は 2～3 月の議会で行われて、これについて二木さん、豊

洲に決まった経緯が不透明で、移転を決めたのは慎太郎氏、自分の知っている範囲で身の潔

白を言う必要があり、委員会で、都民は小池氏を圧倒的に支持して、慎太郎氏を擁護したら

自民は批判されて、小池氏に抗ったら都議選で苦戦することになり、小池氏の前のターゲッ

トはドン内田氏、委員会の背景の政局が動いており、小池劇場で自民党はいやいや対決、千

代田区長選、与謝野氏を自民が出しても話にならず、ドン内田氏の地元で、内田氏は引退、

長年自民とタッグを組んだ公明党も逃げて、地殻変動の中で、慎太郎氏と浜渦氏で、自民は

慎太郎氏を担ぎ上げており、しかしこの参考人招致を断ると百条委員会になり、自民は小池

氏にブレーキをかけられず、7 月の都議選に都議はみんな戦々恐々と言われました。 

 

 ソフトバンクの孫氏がトランプ大統領と会談、手土産はアメリカへの投資で、トランプ氏

はアメリカ第一主義の中で、孫氏はアメリカの規制緩和をするとトランプ氏が言い、そこに

ビジネスチャンスが生まれると言い、孫氏は格安スマホの台頭で新しいビジネスを模索、孫

氏はオバマ政権時に携帯の会社を買収しても規制に阻まれて、ソフトバンクは鴻海と一緒

に 5.7 兆投資、孫氏は入国禁止の大統領令にノーコメントで、これについて二木さん、孫氏

は日本の経営者の組織に入らず、規制と闘い、太陽光発電、携帯もそうであり、トランプ氏

の規制緩和にビジネスチャンスを見て、政治的なコメントを控える、うまいやり方だと言わ

れました。 

 

 まだ 18 歳のアイドル、エビ中の松野莉奈さんが急死、体調不良でコンサートをキャンセ

ル、直前までＳＮＳ更新で、病死と見られても詳しいことは分からず、エビ中はももいろク

ローバーＺの妹分で人気も高く、突然の発作で病院に搬送後死亡、昨年末にも体調不良で、

健康な若者の突然死には、3 つの要因があり、(1)ウィルスの感染症（インフルエンザが脳

髄）、(2)突発性の心不全、(3)てんかんの 3 つの要因が考えられても、詳細は不明で、先週

も家族と旅行に行くなどして、二木さん、一昨日の発作などあり、それの中身は何か？ ウ

ィルス性のことか、18 歳の突然死に言葉を失ったと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、毎日 1 面の記事、安倍総理はアメリカに行き、フロリダの別

荘に泊まりゴルフ、昼食会他 5 回の食事をトランプ氏として、二木さん、ゴルフも 28 ホー

ル、ＥＵ、ヨーロッパから顰蹙のトランプ氏に、安倍氏は無理難題を吹っ掛けられないよう

にと言われて、朝日の 1 面の記事で、チャイルドシートが 6 割も誤使用、肩などに通すの
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はダメ、シートベルトも緩まないようにであり、設置は親に責任があり、二木さん、ちゃん

とセットしなさい、事故時の安全性を保障するものを使うべきと言われて、朝日の 11 面の

記事で、南スーダンで大虐殺の危惧があり、稲田氏も戦闘ではなく武力衝突と言うものの、

二木さん、稲田氏は戦闘を否定して、法的根拠のないことで駆けつけ警護しているのは問題

と言われました。以上、二木さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15315] 

朝日放送ラジオ 堀江政生のほりナビクロス（2017/2/8） 藤井誠二 

ヤマトンチュの沖縄への無知が沖縄ヘイトを産む！ヤマトンチュは沖

縄のことをもっと知れ！  

 

 

 2017/2/8, Wed 20:07 

 永岡です、朝日放送ラジオの、堀江政生のほりナビクロス、今日はノンフィクション作家

の藤井誠二さんが出られました。藤井さんは沖縄在住で、東京都民でもあるのです。 

  

 藤井さん、沖縄について語られて、東京におられても、沖縄に 1 か月に 1 回行かれて、

仕事場を沖縄に持たれて、国際通りの近くのマンション、半分は移住で、沖縄にいると政治、

辺野古、高江の問題に接して、沖縄と日本政府の衝突を、那覇の仕事場の真上にオスプレイ、

これは日本全国に波及して、その中で気になるのはＭＸテレビのニュース女子の問題、反対

する人がお金をもらっているなどの、土人発言の延長のこと、目取真さんへの暴言もあり、

実際どうかとニュース女子はありもしないものをデマとして拡散して、これは始まってか

ら、このようなヘイト内容が増えて、出演者も暴力的な人がいる、沖縄以外の人がいると発

言→尾ひれがついてデマが拡散が、翁長知事になってから、沖縄ヘイト内容がネットで、そ

してテレビでも起きて、ニュース女子の問題、何の検証もなく出るのは、沖縄へのヤマトン

チュの態度であり、沖縄ヘイトの生まれる背景は、在日の方へのヘイトスピーチ問題、生活

保護バッシングの問題とあり、弱い者いじめ、デマ、噂で、悪いことをしていると拡散され

て、ありもしないデマが拡散されてひどいヘイトスピーチになり、沖縄ヘイトになり、沖縄

の皆さんはヘイトスピーチ問題はあまり知らず、しかし翁長知事が東京の銀座を歩くと、ヘ

イトスピーチを浴びせられて、核の傘なのに勝手なことを言うなとヘイトスピーチ問題が



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

153 

 

あり、沖縄の皆さんはビックリ、翁長氏はバリバリ保守、自民のど真ん中より保守で、そん

な人が沖縄ヘイトにビックリされて、沖縄ヘイトの問題、する人は基地の 75％のあること

を意識せず、沖縄にもこういう活動をする人はいて、それを知るべきで、一部の人が悪いの

ではなく、それを容認するヤマトンチュの姿勢、機動隊が殺到して、暴力にさらされて、そ

れをヤマトンチュは意識しているのか、沖縄の方は差別と言われて、沖縄で悲惨な事件が起

きても、東京のニュースのトップにならず、沖縄のメディアが大きく報じたら、百田尚樹氏

や自民の政治家らが偏向としていると言い、そういう空気にヤマトンチュは乗っていない

か、沖縄は今怒っており、ウチナンチュとヤマトンチュの関係は過去最悪、沖縄の高齢者の

方は怒っており、堀江さん、無関心な人がいることも沖縄の方に苦痛と言われて、藤井さん、

昨年も海兵隊のレイプ事件があり、藤井さんは、沖縄が本土占領から、レイプ、殺人事件が

あり、地位協定で罰せられないのが何十年も続いており、しかしこの実態をヤマトンチュは

知らず、沖縄戦の犠牲などもヤマトンチュは知らず、沖縄に観光に来ても、沖縄の負の歴史

をヤマトンチュは知らな過ぎて、堀江さん、野球のキャンプもあり、沖縄に観光に行く人は、

ウチナンチュの皆さんのこともちゃんと知ってほしいと締めくくられました。以上、藤井さ

んのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15302] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/8） 大学への米軍予算提供問題＆朝日放

送キャスト 朝貢外交の破綻  

 

 

 2017/2/8, Wed 19:22 

 永岡です、夕方のニュースをいろいろ見て、まず、毎日放送のＶＯＩＣＥで、今朝毎日新

聞のスクープした、米軍のお金が大学の研究に使われていた件が取り上げられて、京都大学、

大阪大学も 2 億円もらっており、皆様にはいうまでもなく、これはひも付き予算で、阪大

の先生も、軍事利用を危惧される声があり、これについて、毎日新聞の福本容子さん、大学

は研究予算を減られて、そしてこのようなものを受け入れるものの、納税者として、国立大

学は国の税金で支えられており、要するに血税がアメリカの軍事研究に使用されるのを見

逃していいのかと言われて、司会の西靖さんも、大学の軍事研究への懸念のコメントがあり、

また、防衛省の大学への予算は 2017 年度で 110 億と、20 倍とも報じられて、私も、大学
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時代は 30 年前ですが、当時、自衛官が大学院に来て、大学のコンピューターで大陸間弾道

弾の軌道計算をして大問題になり、しかし、研究予算は減っているのですが、これ、日本だ

と、即結果の出る応用研究に注力して、基礎研究は欧米にやらせておけ、の態度が半世紀前

からあるのですが、しかし、日本を支えているのは、軍事技術ではなく、製造業であり、特

に自動車とエレクトロニクスですが、エレクトロニクスは、三洋電機の消失、シャープの破

綻、東芝も危機的で、これは日本の大黒柱が折れかかっているのであり、安倍政権には全く

危機感がありません。教育を軽視する国は、滅びます。軍事研究では、国は栄えません！ 

 ＶＯＩＣＥでは、大阪府堺市で人口が減っており、これで松井知事が竹山市長を批判して

いますが、堺市は泉北ニュータウンが老朽化して、高齢化して人口も減り、他方、大きなシ

ョッピングセンターのあるところは堺市でも人口は増えていて、福本さんは、これは松井氏

が竹山氏を批判すべきことではなく、大阪の問題と言われて、そして関西でも人口が増えて

いるのは大阪市と京都市くらい、どんどん減っており、神戸新聞の記事だと兵庫県の人口も

減っており、カジノや万博どころではないですよ！ 

 

 そして、朝日放送のキャストで、安倍朝貢外交について、経済評論家の森永卓郎さんが解

説されて、ドアホノミクスは、株価も 2 倍、雇用も守られているものの、実質賃金は伸びて

いないが、雇用は何とか守られていると言われて（しかし、これは非正規雇用の増加ですが）、

森永さん、ヤベェノミクスは、金融緩和、お金を刷りまくって、円安を作り出して、輸出産

業を活性化させたためであり、しかしその金融緩和を、トランプ大統領はアカンと言い出し

て、森永さん、金融緩和を止められたら、カスノミクスは破綻で、安倍総理に、ゴルフだけ

していうことを聞かずに帰ってこい…と言われたのですが、しかし、アメリカと日本の関係

は、元受けの大企業と下請けの中小企業であり、これは、元受けの大企業が下請けにもっと

コストを安くしろと叩くのと同じであり、ましてや、相手のところに行ってゴルフとは、要

するに接待ですが、大企業と中小企業でそんなことをしたら、無理難題を吹っ掛けられるも

のであり、何を吹っ掛けられるかわかりません、安倍さん、止めた方がいいですよ…下手し

たら首が飛びますよ！ まあ、安倍さんの首が飛んだら、私は赤飯を炊きますが（笑）。 

 

 この他、デイ・キャッチ！で近藤勝重さん、トランプ大統領のＩＳたたきは、今のやり方

ならＩＳのＣＭをしていると批判されて、ひょっとして、太平洋戦争、真珠湾攻撃をした大

日本帝国の二の舞かと思われて、日本は大丈夫なのでしょうか？ 以上、ＶＯＩＣＥとキャ

ストの内容でした。 
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[civilsociety-forum:15302] 

ラジオ関西 ばんばひろふみラジオＤＥしょー（2017/2/8） 西谷文和 

南スーダンの資料隠蔽問題と、暴走するトランプ政権にでんでん政権

のみポチは危険とのことを語る  

 

 

 2017/2/8, Wed 15:44 

 永岡です、ラジオ関西の、ばんばひろふみラジオＤＥしょー、第 2 水曜日にジャーナリ

ストの西谷文和さが出られました。 

 世の中には楽しいこと苦しいことがあり、世の中の出来事を取り上げるばんばん侍、西谷

さんにはいつも怖い話を聞くとばんばさん言われて、西谷さん、面白い話もできず、トラン

プ氏の話の前に、南スーダンの話、防衛省がないと言っていた文書が出てきて、ジャーナリ

ストの布施さん、西谷さんの知り合いが昨年の 9/30 に南スーダンは危ないと防衛省に文書

開示を求めて、自衛隊が派兵されて、7/10,11 に大戦闘、その時の記録を出せと布施さん開

示を求めて、しかし防衛省は知らんと 9/30 に言い、そして 10 月に稲田氏が南スーダンは

平和として、駆けつけ警護を自衛隊に付与、そして昨日、問題の文書が開示されて、隠して

いたのであり、自衛隊は危険、流れ弾に巻き込まれる＝戦闘地帯と書いており、しかし昨年

10,11 月にないと言い、そして今出して、姑息、国民の知る権利に抵触して、黒塗り文書な

ど、メディアを軽視している、トランプ大統領も同じ、トランプ氏はＣＮＮを嘘だと誹謗中

傷、嘘をついているのはトランプ氏で、これも似ている。 

 これを朝日が報じて、9/30 にわかっていたら、自衛隊の派兵はアウトであり、これは隠

蔽していたもので大変。 

 

 今日のメインはトランプ氏の入国禁止、西谷さんも強制送還されて悔しく、しかし仕事、

家族のある人たちが入国禁止にされて、西谷さんは往復の券で、イラクに行こうとしてアウ

ト、送還させられて、しかしアメリカだと 7 か国の方は大変で、片道の切符ではしんどく、

今回のトランプ氏の決定は、裁判所がアカンと、アメリカは三権分立が機能しており、ばん

ばさん、大統領のみアカンと言われて、西谷さん、連邦の高裁で政権と裁判所の主張を聞い

て、判事は 3 人、民主党系 2 人、共和党系 1 人、トランプ氏が負ける可能性あり、上告→

ゴタゴタ、差し止めで、今は入国できて、今日テレビ見たら、トランプ氏に反対する集会に、
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トランプ氏も移民だとプラカードがあり、イギリスの宗教で迫害された人たちがアメリカ

に来て、独立戦争、しかしネイティブアメリカン以外は全員移民で、集会にお前も移民だと

書き、アメリカは移民で発展した国であり、アメリカの大企業、アップルもグーグルもアカ

ンと言う、会社の社長すらアカン、イギリスは下院の議長がトランプ氏を拒否、流れは変わ

っており、イギリスのメイ首相もトランプ氏に迎合しても、イギリスのメディアに、メイは

トランプのプードルだと書かれて（笑）、メイ首相もヤバイと、入国禁止に反対して、ばん

ばさん、素朴な疑問、トランプ氏はこんなアホなことをしたらアカンとわからなかったのか

と言われて、西谷さん、これを公約にトランプ氏は当選し、アメリカの白人労働者が、自動

車などで良かったのが、移民に取られて、トランプがんばれであり、しかしアメリカの大企

業は移民に支えられても、トランプ氏はこれを無視して、没落した白人たちの支持を得るた

めに過激な行動に出ており、ばんばさん、没落した人たちは移民排斥で生活は良くなるのか

と聞かれて、西谷さん、もちろんそんなことはない、トランプ氏が自動車工場を守っても、

そこの自動車の燃費、性能が悪かったら売れない、トランプ氏の言うことはムチャクチャ、

日本車に関税あり、アメリカには関税なしで日本はやり、日本車は性能がいいから売れてお

り、日本車もアメリカのために役に立ち、事実をわからないか、わかってやっているのか、

白人労働者のために、過激にやらないと、支持率は低いので、過激にせざるを得ず、これは

アメリカ一国の問題ではなく、メルケル氏も、イギリスの下院議長も批判して、Ｇ７でトラ

ンプ氏を支持しているのは日本だけ、でんでん総理はアメリカの雇用のために金を出すと

して、しかしでんでん総理は支持していないと言い、これはアホノミクスを成功させるため

に、ＧＰＩＦを株に投資して株高を演出して、ＧＰＩＦは政権の意向でバクチをしており、

日本の道路や橋を作るのではなく、年金の金でアメリカの道路や橋を作るなど言語道断、焦

げ付いたらどうするのか、入国禁止にでんでん総理はコメントせず、トランプ氏と安倍氏が

仲良くゴルフしているのが世界で報じられたら大変で、しかし、でんでん総理は昨年暮れに

プーチン氏に接待、プーチン氏はシリア問題でトルコのエルドアン氏と会談していたため

に日本に来るのが遅れており、世界の関心はシリアで、プーチン氏は空爆でシリアの子供た

ちを殺しており、中東、ヨーロッパではプーチン氏は殺戮者と見られており、その協力者に

でんでん総理はなった。 

 ただ、世界は日本に理解はあり、日本人は素晴らしいと思ってくれて、問題はアメリカも

日本もトップ、アメリカ人全部が悪いのではない、イラク人は素晴らしい、サダム・フセイ

ンが悪くても、であり、日本人は９時に集合だとちゃんと来る、他の国だとそうはならず、

生放送できない（笑）。 

 ばんばさん、この先トランプ政権でどうなるかと言われて、西谷さん、ＩＳ掃討で「テロ
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との戦い」は過激化、そしてアメリカ国内は分裂、トランプ政権反対と、コアな支持者の対

立、４年続くのか、弾劾されて辞めるか、これは経済次第、今では 1％がお金を持ち、99％

は貧しいまま、トランプ政権にはウォール街の人間がたくさんいて、労働者の不満は高まり、

しかし４年後まで選挙はなく、今頃、トランプ氏に投票した人は後悔している。 

 弾劾は、共和党の方が多く、韓国の朴槿恵氏級のスキャンダルが出ないと難しく、しかし

トランプ氏の言うことはウソとわかり、そして軍事問題、マティス氏は尖閣を守ると言った

が、西谷さん、要するにそのために軍事費を増やせ、アメリカの武器を買えと、マティス氏

もアメリカの軍事産業のために動いており、さらに厄介なことに、バノン氏、国家戦略局に

入り、ＮＳＣ（国家安全保障会議）に入り、バノン氏が入国拒否を書いて、白人至上主義、

ＫＫＫの支持を受けて、この手の人間が中枢で、バノン氏は影の大統領、ウルトラネット右

翼であり、マティス氏で驚いていたらアカン、マティス氏はまだまし、イラクやアフガンで

たくさん殺しているが、政治家、軍人として経験はあり、しかしバノンにはなく、メキシコ

の壁もバノン氏の発案、トランプ氏はバノン氏で選挙に勝ち、それで政権の中枢に入れてお

り、経験のない素人が、安全保障、外交をやったら常識は通用せず、様々な有識者はトラン

プ政権に常識は通じないとして、しかしＩＳ掃討で苛烈な戦争と、日本と韓国に軍事費をも

っと出せと迫られて、中国は沈黙を守っており、今見極めているが、トランプ氏はロシアと

組みたく、中国はロシアとの距離感も測っており、南沙に自衛隊を派兵しろと迫られる危険

性はあり、しかし同盟関係は家来と主人ではなく、友達、間違っていたらアカンと言うべき

で、しかしばんばさん、太平洋戦争のぼろ負けでアメリカに占領されたままと言われて、西

谷さん、その通りではあるが、もう少し上手に、なだめながら、要求を粘り腰で減らすべき

なのに、今は尻尾降ってわんわん、日本の国益は守られるのか、日米首脳会談は明後日で、

貢物は年金、これを止めないといけない、我々の年金であり、国会で安倍政権に何をするの

かと言うべきで、年金が無くなってしまう危機であり、西谷さん、また怖い話であったと締

めくくられました。以上、西谷さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15302] 

朝日放送おはようコール（2017/2/8） 木原善隆が共謀罪は外務省の暴

走によることと、安倍総理がトランプ大統領とのゴルフで世界を敵に

回す危惧を語る  

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E4%BC%9A%E8%AD%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3
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 2017/2/8, Wed 06:23 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はＡＢＣコメンテ

イターの木原善隆さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、文科省の天下り問題、朝日は歴代 4 次官が関与、文科省人事

課の関与であり、読売も斡旋体制を次官に報告していた件、毎日は日本の研究者に米軍が資

金を出して研究成果を米軍が使用していた件、産経は、韓国が軍艦島を地獄と書いていたと

いうもの、日経は格安スマホの利用者急増のことです。 

 

 共謀罪のこと、国会答弁で、法務省の出した文章を金田大臣が撤回、自分のための文書と

言っており、質問封じであり、民進党の山尾氏が、文書があるか追及して国会は紛糾、その

後、法務省記者クラブに事務方の文章が配られて、配慮すべきこととして、現在の提出して

いる法律で、刑事局長も加わって議論と言うもの、民進党の山井氏は国会の軽視と批判して

おり、金田氏は自分のためのメモと詭弁の前代未聞の事態、今回は共謀罪、犯罪を防ぐため

に計画段階で罰するものも、過去 3 回廃案、テロ等準備罪として政権は今回成立を目指し

ても、野党は批判して、法務省は謎の文章を出して、今は議論を深めるべきでないというム

チャクチャなもので、メディアへの文書はのちに撤回、謝罪、金田大臣は支離滅裂、判例的

な考え方をすると言うもの、これについて木原さん、金田氏は旧大蔵省の人で財政は知って

いても法律は無知、大臣になったからには当然勉強すべきなのにしていないと自白したに

等しく、時間稼ぎ、言われて作った法務省の官僚も問題、法務省と官僚が出て、お手柔らか

にというもので、象徴的なのは、公明党の山口氏も反省をと言っても、これ（共謀罪）を推

進しているのは法務省ではなく外務省、条約批准のためで、法務省は当事者意識に欠けてい

て、しかし野党から見たらたくさんの人が法務大臣を助けようとして、このままでは議論に

ならないと言われました。 

 

 日米首脳会談、トランプ大統領はゴルフにやる気満々であり、安倍総理とゴルフをしたい

と、トランプ大統領はアメリカのラジオ局でインタビューに答えて、公式な発表もないのに

ゴルフをすると言い、菅長官もリスクはあるが、親しくなるために必要と言い、リスクとは、

イスラム圏 7 か国の入国禁止の大統領令に世界・アメリカ国内から批判、イギリスでは、

トランプ大統領が来ても下院で演説させないと下院議長が批判して、人種差別と性別差別

に反対して、中立の立場の議長のこのような発言は異例で、トランプ大統領は昼食よりゴル
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フの方が付き合えると言い、でんでん総理は明日日本を立ち 13 日まで行き、麻生氏、岸田

氏、世耕氏も同行、フロリダの別荘に行き総理がゴルフで、トランプ氏はゴルフの腕前も高

く、しかし今回はどこに安倍総理が打ってもフェアウェイ、これについて木原さん、イメー

ジダウンと実害、これは自民党の中から、トランプ大統領とゴルフすることに危惧もあり、

しかしトランプ氏から言われて断れず、安倍氏の祖父の岸氏もアイゼンハワー氏とゴルフ

して、しかしトランプ大統領はイスラム諸国から批判されて、日本はトランプ大統領の側に

ついた＝日本に危害の可能性（テロの標的）、世界を敵に回す危惧もあり、しかしトランプ

氏は発表して安倍総理は梯子を外されて、そして裁判で大統領令違憲と出たら日本も大変

なことになり（憲法に違反し大統領を日本のみヨイショ）、アメリカの貿易赤字は 1 位が中

国、2 位は日本で、これをトランプ氏は批判して、要素は自動車であり、木原さん、日本に

悪いタイミングで出されて、アメリカの貿易赤字は半分が中国でも、日本も多いと出たのは

日本に厳しい＝トランプ氏に譲歩を迫られると指摘されました。 

 

 京都市を拠点とする暴力団、会津小鉄会の分裂、山口組と神戸山口組のトラブルの中で、

会津小鉄会は幕末に設立、山口組の内紛とともに、会津小鉄会も分裂で、これについて木原

さん、警察が押さえ込んでいても、二つの山口組の抗争の代理戦争、かつての山一抗争も会

津小鉄会が発端であり、これを止めるべきと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、読売 32 面、コンビニが画像を提示、ファミマが防犯カメラの

映像を、不審な人物を万引き犯として張り出しており、抑止のためと店長は言っても、撤去

であり、警察には通報せず、木原さんやってはいけない、冤罪の可能性もあり、抑止になら

ず、名誉棄損の可能性もあり、警察に任せるべきと言われて、日経 14 面、プレミアムフラ

イデーについて企業が熱を帯びてきて、リムジンカーでシャンパンなどのことで、プレミア

ムフライデーのことはスタジオでも知らず、木原さん、長時間労働の是正と言っても問題と

言われて、産経の記事で、医師を装った結婚詐欺で 4000 万だまし取られていたともありま

した、以上、木原さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15284] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/2/7） 海外から防災担当者が日

本、神戸、東北で学ぶ  
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 2017/2/7, Tue 21:52 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、火曜日は災害特集、開発途上国の課題に取り

組むＪＩＣＡ関西、チリ、ネパール、フィリピンなどの 11 か国の災害頻発国から、13 人

の防災担当者が来て研修、阪神・淡路大震災、東日本大震災の経験から学ぶものが報じられ

ました。 

 日 本 か ら 世 界 に 発 信 す る 災 害 の 教 訓 、 神 戸 市 中 央 区 の Ｊ Ｉ Ｃ Ａ 関 西

（https://www.jica.go.jp/kansai/ ）、ボランティア派遣などに取り組み、海外の防災担当者、

山火事の有害物質の問題、ミャンマーの土砂災害、津波など、災害の頻発する国であり、日

本は震災で大被害を受けて、そして災害に強い町を作ろうと、防災担当者が来て、チリのク

ラウディアさん、住宅の担当で、日本の耐震技術をチリに生かしたい、研修は 1 か月、日本

で学んだことを、各国の防災、減災に生かし、1/17 の阪神・淡路大震災 22 年の日に、皆

さん東遊園地での、東日本大震災の追悼の 3・11 の竹灯籠を囲むイベントがあり、クラウ

ディアさんたちも祈りをささげて、ネパールからの方、一昨年のネパール地震では、慰霊の

ことをやっておらず、ネパールで震災の犠牲者の追悼施設を作りたいとの声、1・17 希望の

灯りへの共感もあり、続いて、皆さんは東日本大震災の被災地、岩手に行かれて、復興、防

災について学ばれて、皆さん真剣であり、岩手県釜石市、研修の初日、かまいしさいがいＦ

Ｍ、震災 1 か月後に設立されたコミュニティＦＭを訪問されて、災害ＦＭも聞いてもらう

ための努力がいると聞き、津波がどこまで来たか、釜石市役所で、被災した町の復興の釜援

隊、仮設住宅の支援、子供たちの支援もして、被災者も、自らの体験を語り、語り部を重要

視して、地域の再生は大切で、皆さん、真剣に学ばれて、クラウディアさん、建築基準法に

基づいて建てる、津波の予想されるところに建物を作らないと言う教訓を得られました。 

 被災地を訪れ、復興への取り組みを肌で感じて、それぞれの国に生かすために、日本での

研修は続き、最終日には母国で具体的なことを計画し、小浜キャスターは、防災、減災が世

界の言葉になるかも知れないと言われました。以上、サンテレビのニュースの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15295] 

朝日放送ラジオ 堀江政生のほりナビクロス（2017/2/7） 谷口真由美 

トランプ氏に対抗するには弱いものに寄り添うことを続けよ！＆毎日

放送ＶＯＩＣＥ 学費無償化の問題  

https://www.jica.go.jp/kansai/
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 2017/2/7, Tue 20:13 

 永岡です、朝日放送ラジオの、堀江政生のほりナビクロス、火曜日のレギュラーは大阪国

際大の谷口真由美さんでした。 

 

 その前に、毎日放送ＶＯＩＣＥで、大学無償化について、民進党の辻元氏、自分たちが政

権の時はばらまきといい、憲法改悪の威信の言うことに賛成はご都合主義と批判して、ただ

し、ＬＩＮＥのアンケートで、大学無償化に賛成 44％、反対 56％であり、経営コンサルタ

ントの小宮さん、大学が多すぎる問題もあると言われて、記者の奥田信幸さん、背景に親の

年収の低下で、日本経済の成長しないこと、そして大学進学率も横ばい状態、大学改革と合

わせてと、司会の西靖さん言われて、そして大学無償化に 3 兆円と言うのですが、でんで

ん政権のバラマキを止める、軍事費を削ったらすぐ出る額であり、そもそも、日本には資源

がなく、人材が枯渇したら終わりで、ところが、私がサラリーマン時代から、学生の学力低

下が言われて、教育にお金をかけないと、国は滅びます。 

 また、大阪万博について、松井知事、経団連の榊原氏に協力を要請して、西さん、本来は

関経連が行くべきと言われて、小宮さん、関西経済の低迷で、東京に頼らないとだめと言わ

れました（なら、東京で万博やったら？ 要するに、維新に憲法改悪で協力してもらうた

め？）。 

 

 そして、谷口真由美のドタバタ!?会議、トランプ大統領のことを二つのコラムから語られ

ました。 

 ヘイトスピーチの問題、例題があり、谷口さん、ネットでも実際の社会でも、人間が人間

に言っていることの重大さを語られました。また、トランプ氏、自分に不利な情報を嘘と言

うのは、谷口さん、どっきりカメラみたいと言われました。 

 谷口さんのお話、全日本おばちゃん党の代表代行、トランプ氏のこと構っていられない？ 

日本も国会でツッコミどころがあり、谷口さんも国会に突っ込みたいが、トランプ氏の影響

は日本だけでなく、世界にもおよび、危機感はトランプ氏の支持不支持はさておき、トラン

プ氏が核のボタンを、切れやすい人が持っている＝切れたら核発射、気に入らないものは排

斥の人間が核のボタンを持っていることの意味を谷口さん考えようと言われて、トランプ

氏はいかれたのを演じているのか、それともまじか、国連の常任理事国のトップが感情をあ

らわにすることへの危惧、怒りのエネルギーを発する、それも言うことを聞かない人には、
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聴くようにさせてしまい、回りは意識せざるを得ず、子育てで子供が親の顔色を見て、トラ

ンプ氏の下で働く人たちが、ボスを忖度して、ヤクザのつかいっぱしりになったらエライこ

とで、谷口さんが怖いと思うのは無関心の空気と、トランプ氏に乗り気な空気も恐ろしく、

谷口さんメリル・ストリープさんのスピーチを取り上げられて、障害のある記者をトランプ

氏が侮辱して、強大な力を持つものが人に屈辱を与えたいとしたら、他人にそれをしてもい

いとなり、侮辱、暴力の連鎖、権力の弱いものいじめだと市民は負けてしまい、権力が暴走

しないために三権分立、メディアもあって、メリル・ストリープさんはメディアにお金を出

そうと言い、しかし、既存のメディアが頑張っても、トランプ氏のツイッター発信は世界に

行って、影響を与えて、司法長官をトランプ氏が解任し、イスラム 7 か国の入国禁止も、記

者会見せずツイッターでやり、これも谷口さん怖い、140 字で表現したら、過激な発言にな

り、トランプ氏、司法長官を解任したことは、大統領の仕事になっても、公式な文章で裏切

り者と侮蔑して、激しい言葉で罵っており、皆さん、トランプ氏を見て、自分の周りにあん

なオッサンはいないか考えてほしい、悪口を言ったらついて来る人はいないか、トランプ氏

の取り巻きがイエスマンになり、トランプ氏の攻撃しているのが、大阪弁のかしこ、大学の

先生、対立する政治家、司法長官代理など、あるいはハリウッドスター、攻撃をしても、庶

民が手を出せない人たちに、トランプ氏の攻撃に乗りたい人もあり、そういう付和雷同が出

てくる危惧が谷口さんして、弱いものいじめ、映画の沈黙にも関与して、監督は、人間は弱

いものというのを描きたい、自分自身かも知れないと、堀江さん紹介されて、遠藤周作さん

もその弱さの集まったものを人間＝弱いものに目を向けようというものと紹介されて、谷

口さん、人権のことを教えたら、偽善だと、エセだと言われて、なぜそんなに人間の尊厳を

傷つけるのか、ヘイトスピーチもそうで、弱いから、自分が標的にされたらかなわない、自

分もしんどく、鬱憤を、強いものを通して晴らすものを指摘されて、谷口さん人権を教えて、

嫌いな人はたくさんあり、嫌いな人はいても良い、誰とも仲良くすべきとは思わないものの、

性別、出自、人種で差別するのはヘイト、しかしトランプ氏はそれで宗教などでヘイトスピ

ーチして、単なる嫌がらせ、谷口さんがある人が嫌いで、社会的な付き合いはするが、プラ

イベートで食事を一緒にはせず、しかし、人権は嫌いな人がいても、嫌いな人が倒れていて、

それで助けられるかが問題で、困ったら手を放すのではなく、なぜイスラム教徒をそんなに

叩くのかと立ち上がるのが人権、沖縄の基地問題もたれらの好き嫌いではなく、沖縄の皆さ

んの人権を考えるべきで、嫌いだから入国禁止と、権力を使ってやることの怖さを知るべき

で、市民は何をすべきか、イスラム教の人も日本で排斥されて、その人たちを助けられるか、

その腹をくくれない限り、我々は負け続ける。「弱いものの味方が出来るか」、迎合するばか

りの人がトップになり、核のボタンを持ち、そして日本の権力者の暴走を、どうやって止め
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られるか考えるべきと言われて、堀江さんトランプ氏は子供じみて、敵を作り攻撃して、そ

れに弱い人たちの力を利用していると言われて、谷口さん、アメリカのホロコーストの教え

に、人権の軽視、性別で差別の蔓延、メディアの統制、国家安全保障の把握、政治と宗教の

井土が、ホロコースト記念館にあり、今はまずい、では何ができるか、発信するものは、メ

ディア統制に立ち向かうべきで、トランプ氏のような上司に、どうやって立ち向かえるか、

職場でも同じであり、日々、腹で、頭でどう考えるかトレーニングしておかないと、いざと

いう時に対応できず、アメリカで谷口さんのような立場の人は大変で、トランプ氏の移民排

斥に賛成する人が多いからあきらめてはならず、政治家はそれを利用して「数が多い＝正義

ではない」と、谷口さん締めくくられました。 

 私も、サラリーマン時代、トランプ氏と同じタイプのトップがいて、右翼やヤクザの力を

かさにデタラメ、まさに太平洋戦争と同じことをやっており、トランプ氏に太平洋戦争をさ

せてはなりません！ 以上、ほりナビクロスの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15293] 

朝日放送キャスト（2017/2/7） ニュース女子 沖縄ヘイト放送問題  

 

 

 2017/2/7, Tue 17:27 

 永岡です、朝日放送のキャストで、先月のニュース女子の、沖縄ヘイト問題、長谷川幸洋

氏の問題が取り上げられました。 

 ご存知のように、1/2 の放送で、沖縄ヘイトをやって、東京ＭＸテレビでのもので、長谷

川幸洋氏の所属する東京新聞が謝罪を出したら、長谷川幸洋氏は昨日のラジオ（永岡注：ニ

ッポン放送のザ・ボイス）で、言論の自由とか、自分からは 500％辞めないと言い、軍事ジ

ャーナリストという井上和彦氏（永岡注：彼はチャンネル桜の一員）が事実無根のことを言

ったものの、地元の人とニュース女子で紹介されたのは、琉球新報、沖縄タイムスを糺す会

のメンバーで、基地反対が多いので許せないと言う人であり、つまり沖縄の声ではなく、こ

れについて古賀茂明さん、事実でないことを語ったのは問題と言われて、司会の浦川泰幸さ

んも、反対派の取材をしていないのはおかしいし、浦川さんは沖縄を取材されて、沖縄は基

地反対が大半と言われて、言論の自由は事実に基づくべきで、虚偽のことをいうことは言論

の自由に値しない、視聴者がテレビを信じてしまい、大多数の沖縄県民が…というのが証拠

http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%8C%96%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E6%A1%9C
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に基づかないと指摘されて、しかし古賀さん、騒がれたらニュース女子のスタッフは喜んで

いる、この関係者は第 2 次安倍政権の支援者で問題と言われて、木原善隆さんは、ニュー

ス女子は放送法 4 条に抵触し、もして自民を批判してこんな内容をしたら自民党は必ず文

句を言うと言われて、浦川さん、「言論の自由は権力に対して批判することを言うのであり、

このような権力の太鼓持ちのことを言うのではない」と締めくくられました。 

 私も、古賀さんや浦川さん、木原さんと同意見ですが、こんなヘイト番組、確かに関西の、

そこまで言って委員会や、最近の正義のミカタにありますが、ニュース女子のこの内容はそ

れらよりひどく、そしてリテラの報道だと、ＤＨＣはＭＸテレビの最大のスポンサーであり、

こんな弱者に対する誹謗中傷、新大久保や鶴橋でのヘイトスピーチに相当するものを、それ

も東京ローカルとは言え、地上波でやったのは大問題であり、言論の自由と何を言ってもい

いは異なり、長谷川幸洋氏は責任を取るべきで、取れないならジャーナリストを止めるべき

です、以上、キャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15292] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/2/7） 小西克哉 日

米首脳会談を語る&江田憲司 天下り問題報告  

 

 

 2017/2/7, Tue 17:00 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ！ 火曜日のレギュラーは国際ジャ

ーナリストの小西克哉さんでした。 

 オープニングは、国会で天下り問題、民進党代表代行の江田憲司氏の生出演でした。組織

ぐるみの天下り問題、文科省だけの問題か、江田氏の電話でのお話、天下り問題の核心は、

役所が権限・予算をバックに天下り問題、許認可をこれで受け入れ、行政、予算執行が歪む

ことが問題、血税であり、そして文科省だけか、調査中だが、現職職員の斡旋はダメでも、

ＯＢ介在で、天下りしたいものと、受け入れたいもののマッチング、第 1 次安倍政権以来

の問題で、他の省庁にもあり得て、事務次官をトップとする、かつての大蔵一家、官僚批判、

不祥事で天下りを禁止しても、抜け道だらけであり、2008 年に天下り禁止の法律→ＯＢな

らいい、辞めたらやっていい、利害関係のところも狭く限定されて、やり様によってはいく

らでもできて、官民センターは、民主党政権時に使わないことにして、機能しておらず、調

https://ja.wikipedia.org/wiki/DHC
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査後、実態が明るみになって、解決策は、ＯＢによるマッチングシステムを禁止すべき、現

職がやっても刑事罰なしで、辞めたら無罪放免、刑事罰なしでは抑制効果はなく、早くやれ

と言っても、政府は予算があり、なかなか出さず、山本大臣もいつまでやるのか、どうする

のか答えず、時間が過ぎるのみで、霞が関の官僚に国民の信頼が必要で、役所の自浄作用は

必要、再発防止策を与野党取り組むべき、江田氏はＰＴも作っているというのです、以上、

江田氏のお話でした。 

 

 デイキャッチャーズボイス、小西さんが日米首脳会談直前、安倍総理がトランプ大統領に

どう立ち向かうのかについて語られました。 

 露払いに、マティス国防長官、マッドドッグ氏が来て、勇猛果敢、とんでもないことをす

るのではなく、アメリカの軍人、議会の支持が高く、マティス氏はトランプ大統領を抑制で

きて、マティス氏の言うことをトランプ氏は聞き、軍人として優秀で、イラク戦争は間違っ

た戦争だが、戦死者に報いており、トランプ氏に安倍総理はいきなり会うのはリスクが高く、

それで先にマティス氏に、輪郭をはっきりさせるために会っており、稲田氏、保守右派が網

ストッキングをはかなかっただけでも良し（笑）、勇猛果敢なマティス氏と、稲田氏、日米

関係のポチをやり、安倍政権はポチ政策を取るものの、トランプ政権との付き合いに西側は

戸惑っており、最初に会うのは安倍氏、小西さんは自分だと会えない。 

 マティス氏は安保について言っても、オバマ氏やヒラリー・クリントン氏も同じ、代償と

して、米軍の駐留経費について、もう 74％日本は出しているのでアメリカは言わず、日米

の共通の脅威に立ち会うために軍事力を強化と、今ではなく 70 年代から言っており、コス

トが軍事費にかかるとトランプ氏はいうはずで、ゴルフをやるので、そこに安倍氏がどう対

応するか、また経済は、トランプ氏に重要なのは、周りに仕事をやったと誇れる、わがまま

なリーダー、親分肌を日本が理解しているか、ハリボテでもやらないとならず、しかし本来

は毅然とすべきなのに、安倍政権はポチ政策、ケツなめ、接待ゴルフをして、ギリギリで安

倍氏が負けてトランプ氏を持ち上げるくらいのケツなめをする、メルケル氏のように毅然

とは安倍氏できず、アメリカの雇用創出といい、実質的に効果はあるかは別で、トランプ氏

をいい気にさせたら安倍氏には成功で、トランプ氏のマクロ経済政策のわからないうちに

会うのは、数値目標で、アメリカ車のことを言って来たら、言質を取られたら問題、90 年

代のクリントン政権のようなことを言われる可能性もあり、ゴルフしたら何を言われるか

わからず、ハーフ、9 ホールくらいでないと何をされるかわからず、具体的な数値を言うべ

きでない、円安のことは拒否できて、日本のやっているのはアメリカもやって、日本だけで

ないと小西さん締めくくられました。以上、デイ・キャッチ！ の内容でした。 
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[civilsociety-forum:15285] 

朝日放送おはようコール（2017/2/7） 小西克哉がトランプ大統領のゴ

タゴタと維新の長谷川豊氏擁立の問題、小池氏、大阪の皮算用を語る 

 

 

 2017/2/7, Tue 06:21 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は国際ジャーナリ

ストの小西克哉さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は文科省の天下り斡旋問題、読売も同じ、文科省主体でや

っていたこと、毎日も文科省で斡旋を提案していた件、組織的に行われていたこと、産経は

朝鮮総連神奈川のトップ解任、日経はトヨタの協業、スズキ、マイクロソフトとの協業です。 

 

 トランプ氏の影響で、ティファニーのトップが辞任であり、入国禁止の大統領令が司法で

一時停止、難民がアメリカに入れるようになり、難民、留学生は感謝して、ところがトラン

プ氏は何かあったら判事のせいだとツイッターで誹謗中傷、ニューヨークの 5 番街のトラ

ンプタワーの前は、反対派と支持派の対立、5 番街にかつての華やかさはなく、ティファニ

ーが業績不振でＣＥＯ退任、トランプタワーの警備強化で、ティファニーの客足が遠のいて

のとばっちりであり、ティファニー本店はトランプタワーの隣で、売り上げが前年比 14％

ダウン、世界のティファニーの 10％を担う店がこの低迷でＣＥＯ退任、トランプ氏の就任

でこんなことで、これについて小西さん、ティファニーは隣で、秋に取材したら、当選後、

ティファニーに入る客も手荷物検査で、トランプタワーの警備との因果関係はどうか、トラ

ンプ氏の家族が住んでいて、警備強化、ニューヨーク市長も警備に税金がかかると批判して、

トランプ氏は対策せず、ティファニーに行く人はある程度覚悟を決めていて、小西さんも婚

約指輪をここで買われて、警備があろうがなかろうが行く客もあるが、トランプ氏のおかげ

でアメリカは混乱、トランプ氏は偽メディアとツイッターで攻撃し、トランプ政権のうさん

くさいのは、偽メディアと言うが、100 年以上の歴史のあるメディアに誹謗中傷で、バノン

氏は偽メディア、嘘ニュースをやってその結果トランプ氏が当選し、ビル・クリントン氏に

偽情報、バノン氏はナチスのようなことをして、トランプ氏は偽メディアでのし上がった大
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統領であると言われました。 

 そして、そのトランプ大統領、就任後初の休暇をフロリダで過ごして、週末のアメリカは

スーパーボウルで盛り上がり、しかしスーパーボウルではトランプ氏を批判していたレデ

ィー・ガガさんが、直接批判はしなかったものの人種差別批判の歌を歌い、トランプ氏の豪

華別荘があり、しかし 3000 人の反トランプデモで、小西さん、スーパーボウルはバドワイ

ザーが、アメリカは移民で偉大になったと、トランプ氏に当てつけのＣＭをやったと言われ

て、そしてでんでん総理もこの別荘でゴルフをやると言うものの、小西さん、国際社会に批

判されているトランプ氏との距離の取り方を各国の首脳は悩んでおり、日本はアメリカの

ポチをやり、究極の接待ゴルフになり、肩慣らししてもダメ、ヨイショして勝たせないとだ

め、安倍総理はゴルフで勝ったらダメ、トランプ氏ヨイショをするしかなく、トランプ氏が

日本批判をしても、安倍総理はヨイショするしかなく、スタジオでも、マティス氏が譲歩し

て、今度は経済で譲歩を迫られるとの声で、小西さん、経済でも追い詰められると言われま

した。 

 

 障碍者ヘイト発言の、元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏を維新が千葉 1 区に擁立

で、長谷川氏は神妙な表情で会見して、しかし長谷川氏は 2013 年フジテレビで金銭問題に

て追われて、人工透析患者を実費負担、殺せとブログで書いて、炎上してその結果テレビ大

阪や読売テレビのニュースを降板になり、ところがこれについて他人事の会見、それを松井

氏が例によりヘイト擁護であり、赦してくれと言う長谷川氏、奈良県出身の関西人、上西小

百合氏は、維新はタレントとして食べられない人が出る場とツイッターで書き、維新は最近

再生工場、渡辺喜美氏、猪瀬元知事を起用しており、再生工場は野球の野村克也氏ではなく、

これについて小西さん、渡辺氏や猪瀬氏は実績があり、長谷川氏は実績が政界ではゼロで維

新は選挙で目玉商品が欲しいとしても、維新はもう少しまともな候補がなかったか、1 回の

ミスで全否定するなと、優しい、寛大な、社会福祉党のような（笑）と言い、社会的な弱者

に厳しく、長谷川豊氏には寛大であり、維新には小西さんは評価する点もあるものの、政策

のない候補を立てることへの批判がありました。 

 

 都議会のドン、内田氏の責任発言が出ており、千代田区長選、小池氏 vs 内田氏の代理戦

争、内田氏に勝てない候補を立てて、内田氏に引退の声、自民からは国政への影響を語る声

もあり、そして次の小池劇場は何か、小西さん、都議選で、小池新党は過半数を取る勢いで

も、小池氏は自民党を辞めておらず、これが大きく報じられないのは不思議、総理を狙うの

で、党籍を離脱したくないと言われました。 
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 大阪で、大阪湾の夢洲、2008 年のオリンピック招致に失敗した負の遺産、構想で、物流、

万博、賭場、ショッピングモールを想定して、市営地下鉄の延伸も計画、交通インフラの整

備費用もどうするか、建設費 8200 億、効果は 1.1 兆と、捕らぬ狸の皮算用、スタジオで

も、万博、賭場はまだ決まっておらず、小西さん、カジノはマカオ、他でもしんどく、カジ

ノは負け戦、夢が悪夢にならないように、この手の皮算用が当たったためしはなく、本四架

橋の件もあると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、読売 37 面、理想の上司には親近感が求められること、アナウ

ンサーが女性のランキング 1 位で、小西さん、どうでもいいような番組は見ない、庶民的

なものと言われて、日経 3 面の記事、旧正月のホテル料金が大阪で 26％下がり、外国人観

光客の 17％が民泊を利用しているためで、小西さん、大阪には東京より多くの観光客が来

ていて、ホテルに泊まらないのかと言われました。以上、小西さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15284] 

報道するラジオ（2017/2/6） 働き方改革～長時間労働はなくせるか、

杉浦直樹さんのお話  

 

 

 2017/2/6, Mon 21:00 

 永岡です、第 230 回報道するラジオ、今週も毎日放送アナウンサーの水野晶子さんの司

会で放送されました。 

 ニュースは上田崇順さんの担当でした。 

 政府は辺野古の本体工事に着手し、護岸の造成、幕を張るブロックを入れる準備作業、3

か月かかり、海中に石材が投入されると原状回復は困難になり、キャンプシュワブには反対

の市民が来て、機動隊が排除しており、この時期に本体工事、マティス氏の来日に合わせて、

野党から批判で、共産党の小池氏はトランプ大統領のいうことを聞くと言ったに等しい＝

日米首脳会談のお土産であり、翁長知事は岩礁破砕許可の申請で抵抗するものの、政府はこ

れを更新せず、漁協の漁業権の放棄でこれは更新しなくていいとして、地元の漁協は辺野古

の制限区域の漁業権を放棄して、しかし沖縄県は更新が必要という姿勢で、工事で、原状回



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

169 

 

復困難なところまで来ているのです。 

 

 今週のテーマは働き方改革、でんでん政権の主張で、今月 24 日からプレミアムフライデ

ーが始まり、月末の金曜日には午後 3 時に退社させようと言うもので、長時間労働の是正、

残業時間の規制や、消費の活性化の目的があり、働き方について、リープブリッジＶＪ中小

企業診断士（http://www.leapbridge-vj.com/ ）杉浦直樹さんのお話がありました。長時間

労働と働き方の改革が話されます。これで、我々の働き方は良くなるのか、プレミアムフラ

イデーは水野さんもご存じなく（私、永岡もこの放送でやっと知りました）、早く帰って金

を使ってくれ、これは長時間労働を減らすきっかけと政府はしており、リスナーはこのプレ

ミアムフライデーで良くなるか、また、残業時間を減らすと言われて、どのような影響が生

活にあるのか、も論議します。 

 杉浦直樹さんは、俳優ではなく、同姓同名の方ではなく、中小企業診断士、中小企業の経

営コンサルタントの資格で、中小企業の支援をして、海外での企業の展開を支援しており、

杉浦さんもサラリーマン時代があり、大手電機メーカーで、アメリカ、イギリス、ベトナム

に 13 年赴任して、3 年前に退職して、労働を見てこられて、日本のサラリーマンが海外に

行くと、アメリカとヨーロッパ、アジアの国民性は異なり、全体的に、海外で働く方が自由

であり、働き甲斐があり、最初に、プレミアムフライデーについて、水野さん浸透している

のかと指摘されて、杉浦さん、午後 3 時に帰る効果は、もともとこの話は長時間労働の残

業時間を減らすきっかけにしたいとして、しかし見方によれば机上の空論、月末の金曜は忙

しい人も多いと水野さん指摘されて、リスナーより、そんなものない、月末の金曜は忙しい、

収入増を絶たれるとあり、杉浦さん、労働時間が短くなり、時給だと問題で、基本給が低く、

残業代で稼ぐ人が多く、そもそも仕事を止めて帰れず、杉浦さん、日本の総労働時間が国際

的にどうか、長くて政府が減らしたく、見直すきっかけとしても、定着には困難があり、反

感も持たれて、多忙な日に帰れない労働者のことを政府は知らず、そして、3 時に帰っても、

その人の仕事は誰がやるのか？ 次の日にしんどくなり、人が潤沢にいないとやれず、杉浦

さん、政府の肩を持つつもりはないが、労働時間を見直すきっかけにしたいとしても、海外

と比べて、ヨーロッパより長く、フランスはゆったり、2014 年は日本 1719 時間／年、こ

れが多いか、日本は 60 年代に 2500 時間→週休二日制で 2100 時間→バブル崩壊で 1800

時間、減ってはいるものの、実感はなく、その裏にサービス残業の問題があり、本当に働い

た時間は申告できない労働者も多く、日本が 1719、ドイツは 1300 時間！ フランスは

1482 時間と、圧倒的に少なく、ところが、アメリカは政府の情報では触れておらず、しか

しアメリカは日本と同等で、しかしアメリカはサービス残業はなく、日本の実態は 2000 時

http://www.leapbridge-vj.com/
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間であり、そして日本の時短は、非正規のパートの人が増えたためで、非正規は夜遅くまで

残業ではなく、そのために落ちた＝正規労働者は長時間労働、非正規は 4 割近く、数字の

見方は、背景を見る必要があり、しかしヨーロッパより長時間労働、そして生産性の問題、

一人当たりの生み出す付加価値、事業により産んだ価値、労働者一人当たりのＧＤＰであり、

そこに給料も入り、これを比べたら、アメリカは日本の 1.5 倍！ 水野さんビックリで、そ

ういうイメージはなく、杉浦さんアメリカで働いて、残業は欧米やアジアではほとんど皆無、

残業なしに仕事をしており、水野さんビックリ、限られた時間の中でどれだけ効率を上げる

か、であり、生産性は日本では低く、なぜ低いか、日本人の能力が低いのではなく、一つは

儲ける力が少なく、付加価値の高いものに労働力が集中されず、残業の価値が日本だと重要

で、日本の生産性は、先進国、ＯＥＣＤ34 か国で付加価値は、日本は 21 位！ 水野さん

ビックリ、ベストテンに入らず、真ん中、平均より下、4349 円／時間、ＯＥＣＤには先進

7 か国、Ｇ７の中では日本は 20 年以上最下位、時間を頑張っているのみで、頑張っても、

長時間労働の生み出す付加価値はＧ７の最下位、イタリアより低く、水野さんはイタリアの

人はのんびりと言われて、杉浦さん、日本よりイタリアは高く、どころか日本はギリシャよ

り低い！ 破綻した国より低く、付加価値のない仕事に人材をかけており、水野さんはその

意味が分からず、成長産業、ロボット、自動運転は付加価値が高いと言われたものの、杉浦

さん、製造業は日本では高いものの、非製造業はここ２０年横ばいか下降しており、農業の

方より、プレミアムフライデーは無関係、安倍総理は自営業や農家をどう思っているのかと

あり、日本の国土、食料の安全保障を農業は支えていると水野さん言われて、杉浦さん、農

業は成長産業、海外に向けて、ＴＰＰもあるが、潜在能力は高く、海外に出て行けて、輸出、

現地で開拓も昨今あり、生産性は、日本の市場だけでなく、海外進出の支援を杉浦さんされ

て、中小企業の手伝いもされて、ベトナムの発展にもなり、水野さん、中小企業の方もこの

番組を聞いており、海外の労働者の意識について聞かれて、杉浦さん、ベトナムでは残業は

なく、残業で価値を上げると考える人は少なく、100 の仕事に 2 時間残業して、その後 2

時間短縮したら残業代が無くなるというのが日本人の感覚で、余った時間で、よりよいもの

をする、自分に投資する、スキルをつける、そういう人が海外には多く、時間が余った→飲

み屋は例は海外にはなく、上司に誘われて飲むのも仕事の時代ではなく、働き方の効率の問

題、浮いた時間で何に投資するか、それによりより大きなものになり、それで積み重ねて、

のものなのです。 

 

 リスナーより、娘はパートタイマー、帰る時間に仕事を入れられる＝サービス残業があり、

帰ろうとしたら仕事をさせられるとあり、杉浦さん、日本の慣習にメスを入れる必要があり、
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電通の過労自殺をきっかけに、社長の首が飛ぶ、直属の上司も犯罪に問われることになり、

部下の時間管理は大企業も中小企業も必要で、三六協定、労基法 36 条の、1 日 8 時間、週

40 時間を超えたら労使協定が必要で、月 45 時間が限界、しかし抜け道もあり、基準であ

り、突発的なものだと例外が認められて、60 時間の上限を政府は決めているものの、割り

増し賃金が必要で、これはおかしく、法的に決められたものを上回るものを決めるのはおか

しく、罰則を検討して、労基法の趣旨だと、1 日 8 時間、週 40 時間以上は協定が必要、し

かし中小企業はやっておらず、協定なしに時間外労働だと違法、しかし中小企業の多くが規

定なしに残業、過去中小企業は大目に見られて、労基監督署にもこれからは厳しく監査され

る＝中小企業もちゃんとすべき。 

 働く人も、声を上げないと、サービス残業させられて、しかし労基法を守ったら無くすべ

きで、労基法を守れとしても、これは事実上ザル法、例外だらけ、ちゃんとしたら競争力が

落ちると言うものの、時間短縮でプレミアムフライデーは言われても、効果的なのか、であ

り、リスナーより、残業しないと生活できないのは問題、あるいは、中小企業は人材不足で、

募集しても人は来ない、どうしたらいいとあり、杉浦さん、中小企業は厳しい中頑張ってい

ると言われて、残業を減らすのと、しかし仕事量は減らすことができない、中小企業はなお

さらであり、労働者にしわ寄せで、しかしこれを突き詰めると限界になり、イノベーション

が必要、解決のためには、労働生産性の分母の労働時間を減らし、仕事のやり方を変えるも

一人一人のスキルを上げる必要があり、リスナーより、時間による線引きの問題、やりがい

の問題もあると言われて、杉浦さん、日本の生産性の低いのは労働者のスキル不足ではなく、

間接部門に、時間がかかる、稟議書に時間などの、合意形成型は日本の特徴、稟議書、根回

し→決めたときにはグローバル競争に負けて、海外で勤務して、日本に帰ると逆カルチャー

ショック、海外では一人のやる仕事の範囲が広く、権限もあり、しかし日本だと、同じ仕事

に様々な人がかかわり、一人で出来る仕事をみんなでするので、根回しに労働力が無駄にな

り、それが重なり、組織の生産性が落ちて、家で仕事、会社で会議なしのテレワークを水野

さん示されて、杉浦さん、通勤時間もかからず、しかしそれをどううまく回すか、なのです。 

 リスナーより、ブラック企業で体を壊して、上司が帰らないと自分も帰れない、仕事が終

わっても飲み屋に誘われるとあり、杉浦さん、長く働く人が評価されること、組織風土、文

化で、上司のパワハラでモチベーション低下、失敗を許さず、責任回避のことになり、それ

で無駄なものが使われる、書類もたくさん作らされる、自分の城は守る排他的なこと＝他人

に口を出さない、という分野があり、それらをひっくるめてやらないとならず、そして人を

コストとして見て、非正規雇用、流動性が低く、その立場に留まらないといけないとも、杉

浦さん締めくくられました。 
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 その他のニュースも上田さんの担当でした。 

 世界で波紋の、トランプ大統領の入国禁止令に、ＪＮＮの調査で 8 割が評価せず、政権

支持率は 60％強、移民、難民拒否を 82％が評価せず、日米関係は変わらないが 47％と最

多なのです。 

 文科省の天下り問題、松野大臣が結果を公表して、上層部も関与して、2008 年から天下

り問題の回避のための悪知恵がされて、来週に最終報告です。 

 高校入試の際に、インフルエンザで体調を崩した生徒のための救済を、文科省が通達して、

高校入試とインフルエンザ、11 の事態で 124 人が追試を受けて、追試をしない自治体は時

間的な余裕がないと言うのです。 

 都議会選、都民ファーストの会が過半数を目指し、千代田区長選で小池氏の支持する候補

が自民にトリプルスコア、70 の候補、単独過半数の 64 を視野にして、自民党は危機感を

見せています。 

 天神橋筋六丁目の駅で、線路から煙で、ケガ人はいなかったものの、68000 人に影響、

原因を調べています。 

 大阪市の吉村市長は、24 の区を 8 つの区に、総合区にする案を見せて、一般市並みの権

限、24 区の区役所も残すというものです。 

 

 今週の内容、働き方のこと、リスナーより、上司の立場で、帰って頂戴としても帰らない

部下もいて、残業手当なしで生活できないとあり、杉浦さん、結果で評価すべき、働いた時

間ではない、付加価値の高いものを作ったかで評価すべきと言われて、グローバル競争には、

働く人も変えないとならず、日本は特殊で、水野さん、残業や残業代に頼るのは日本の特殊

性だと言うのに驚かれました、以上、今週の報道するラジオでした。 

 

 

[civilsociety-forum:15278] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ＆朝日放送キャスト（2017/2/6） 長谷川豊氏を擁

立した維新の断末魔  

 

 

 2017/2/6, Mon 19:13 
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 永岡です、維新が透析患者ヘイト発言で追放された元フジテレビアナウンサーの長谷川

豊氏を衆院選に千葉で擁立した件で、毎日放送のＶＯＩＣＥと、朝日放送のキャストで批判

がありました。 

 まず、ＶＯＩＣＥ、司会の西靖さんは、透析患者の人権を損ねるものと批判されて、神戸

学院大学の中野さんも、死ねと言う表現は許されないと批判されて、記者の奥田信幸さん、

維新は小池旋風に埋もれてしまう危惧があり、維新も、敵（橋下氏が平松氏や労組を敵にし

て伸ばした）を作るやり方を、小池氏が、ドン内田氏、それも悪人かどうかわからないもの

や、慎太郎氏をやり玉に挙げて、そして伸ばして、しかし、維新は先日の北九州市市議選で

玉砕（笑）であり（候補が全員落選！）、今後、今年は堺市長選や、予想される総選挙に存

続がかかっており、そして維新は関西では勢力があるものの、それ以外は北九州市のことや、

あるいは昨年の参院選で惨敗して、今後の選挙だと危うく、人気のある長谷川豊氏を擁立し

たというのです。何か、太平洋戦争末期の大日本帝国が神風特攻隊をやったのと似ています

（笑）。実際、中野さんはこんな問題発言をした人に投票する人はいるのか、当選させては

いけないと言われました。 

 キャストでは、ＡＢＣコメンテイターの木原善隆さんが、維新と長谷川豊氏は思想的にも

近く、出ると聞いても不思議ではなく、しかし障碍者ヘイト発言は問題で、松井知事は 1 回

の失敗と言うものの、全国ネットのアナウンサーの失敗としては、許されないと批判されて

いました。 

 

 この件、リテラに、長谷川豊氏と維新の親密さについての記事がありました。 

         

http://lite-ra.com/2017/02/post-2898.html 

 

 こんな差別ヘイト発言をしたら、以前なら永久追放でしたが、ニュース女子のように、弱

いものは叩いても構わないという空気があり、ニュース女子へ、辛淑玉さんがＢＰＯに提訴

しても、当人で話し合ってくれであり、話の分からない人間に言っても無意味で、あの相模

原事件の容疑者への親近感が満ちるのは、アメリカでトランプ大統領のやっていることも、

橋下氏のコピーで、決して許してはなりません、以上、ＶＯＩＣＥとキャストの内容でした。 

 

 

http://lite-ra.com/2017/02/post-2898.html
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[civilsociety-forum:15274] 

毎日放送ちちんぷいぷい 前嶋和弘 トランプ大統領を語る＆ＴＢＳ

ラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/2/6） 青木理 警察のＧＰ

Ｓ捜査の問題、沖縄とでんでん政権の問題他を語る 

 

 

  2017/2/6, Mon 17:00 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ！ 月曜のレギュラーは元共同通信

記者、ジャーナリストの青木理さんでした。さらに、毎日放送のちちんぷいぷい、今回もト

ランプ大統領のことが取り上げられました。 

 ちちんぷいぷいの内容、シュワルツェネッガー氏が動画公開、トランプ氏に番組のことで

批判されて、トランプ氏はビジネスマンを仕分ける番組をやり、今はシュワルツェネッガー

氏が引き継いで、しかしトランプ氏は娘のイヴァンカ氏にやらせたく、ＡＢＣテレビはトラ

ンプ氏と対決し、イヴァンカ氏の件はなくなり、トランプ氏は各地で衝突して、そしてワシ

ントンの国際空港では、イスラム圏の方に入れると、また連邦裁判所はトランプ氏の入国禁

止令を違憲として、トランプ氏は大統領令を覆されて、判事に罵詈雑言、裁判所～俳優まで

かみつく始末で、札幌雪まつりでもトランプ氏の石像があり、上智大の前嶋和弘さんのお話

があり、司会のヤマヒロ（山本浩之）さんも大統領でないなら面白いと言われて、スタジオ

でもトランプ氏の大統領の資質を問う声があり、シュワルツェネッガー氏は共和党ながら、

投票しないと言い、前嶋さん、シュワルツェネッガー氏はテレビの人で、トランプ氏は意識

して、パロディ番組などでトランプ氏は批判されて、それが面白くなく、シュワルツェネッ

ガー氏を攻撃しており、そして入国禁止令のことも、世界から批判、日本の世論調査では評

価しないが 8 割、アメリカでも賛否は拮抗し、ロイターでも拮抗、これにはヤマヒロさん

もビックリ、前嶋さん、共和党支持者が応援、本音、民主党支持者が批判して、トランプ氏

のアメリカでの支持は強く、しかし大統領令の無効を裁判にて下されて、ワシントン州の地

裁が差し止め、日本の仮釈放に当たり、判決は先なものの、国に入りたい人のためにこれで、

しかし全米が対象でも、別の地裁が反対の判決を出す場合もあり、今回も高裁、最高裁の決

定もあり、ボストンは差し止めを認めず、そしてトランプ氏は差し止めの取り消しを求めて、

しかし地裁決定でビザが出るもので、裁判所の体制も異なり、庶民には大統領令はアカンと

思うが、イスラム教徒を狙い撃ちと見るか、それとも安全保障上有効と見るか不明で、神戸

学院大学の中野さん、アメリカの裁判所はリベラルな広報、人工妊娠中絶やＬＧＢＴを認め

ていると言われて、これはブルーカラーの反発が出たと言われて、アメリカの反知性主義の
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中で、アメリカ世論のトランプ氏の支持を問われて、前嶋さん、アメリカの最高裁はリベラ

ルではなく、同性婚の合憲は例外で、トランプ氏の支持者はリベラルを嫌うと言われて、石

田英司さん、リベラルの賛成がないと議会も同意せず、リベラルと保守の対立になると指摘

されて、前嶋さん、最高裁の人事、保守派を入れることに民主党は反対して、対立で、ヤマ

ヒロさん、トランプ氏は差別用語も使うと指摘されて、そして安全保障、先週金曜日、マッ

ドドッグのマティス国防長官が来日、狂犬は誉め言葉、プロレスラーではなく、安倍総理他

と会談、稲田氏と会談で、10 日に日米首脳会談、マティス氏は軍歴 44 年、前嶋さん、マ

ティス氏はまともで、日米関係をトランプ氏より知っており、今回の会談は前嶋さん、綿密

に事前打ち合わせがなされて、尖閣だと有事にアメリカが守るということの意味、前嶋さん、

稲田氏の前に安倍総理に尖閣が対象と言い、日本には驚くほどうまく行き、そして日本に軍

事力を増やせという意味、前嶋さん、中国のことも 10 年前と異なり、日本も軍事力を固め

るべきとトランプ政権は言うと指摘されて、そして在日米軍の経費をトランプ氏は 100％

出せと言い、しかしマティス氏は日本が手本と言うもののの、駐留経費は思いやり予算で、

それを出させるためにマティス氏を来させたとヤマヒロさん言われて、前嶋さん、ヤマヒロ

さんの指摘は当たっている面もあり、トランプ氏は日本が金を出さなければ在日米軍を引

き上げる＝もっと金を出せ、安全保障のことと、アメリカとは経済のこともあり、日本に譲

歩させるものであり、石田さん、トランプ氏は何をするかわからず、安全保障と経済を天秤

にかけることを過去の大統領はしないと指摘されて、前嶋さん、トランプ氏は予測不可能で、

経済と安全保障の取り引きを迫られると指摘されて、トランプ氏の前にマティス氏を来さ

せてお膳立て→落としどころとヤマヒロさん言われて、石田さん、貿易のカードを切られる

と指摘されて、前嶋さん、安倍氏はエアフォース機に乗り、中野さん、トランプ氏はオース

トラリアとガチンコなのに、日本は足元を見ていると指摘されて、前嶋さん、トランプ氏は

世界と闘い、日本は闘う前に準備、トランプ氏は同盟国もそうでないものも見ており、日本

に一番欲しいのはお金と雇用、アメリカ国民の雇用を増やしてほしいとしていて、それを今

後も求めると、前嶋さん締めくくられました。 

 

 デイ・キャッチ！ 千代田区長選に、中央大の佐々木信夫さんが出られて、石川氏が勝つ

と思ってもこれほどの圧勝は予想できず、小池旋風がまだ続いており、内田氏も土俵に上が

るのをやめて、それで小池氏の圧勝を許したために、内田氏の責任論が出ても、千代田区の

ドンで、内田氏に代わり千代田区をまとめられる人がおらず、続投で、そして 7 月の都議

選への影響は大きく、小池氏は千代田区長選で大勝して、都議選で過半数→そして衆院選で

も小池新党で勝ちたい、小池氏は日本新党から始まり、同じ形でやって成功、都議選まで半
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年あるが、東京を変えてほしいという都民の声があり、千代田区民は豊かで、国政を変えて

ほしいとの声があり、しかし東京大改革はまだ見えず、トランプ氏の当選と同じ空気が続く

と、都議選で小池氏は勝つと佐々木さん言われました。 

 

 青木さん、トランプ氏の常軌を逸したことに司法がストップ、安倍政権の沖縄のことも暴

走しており、劇場型とも言われて、千代田区長選はニュースランキング 1 位で、青木さん、

注目が集まっても、敵を作って代理戦争とメディアで注目を集めさせるのは小池流、都議選

にも 70 人出して、自民の守旧派 vs 小池氏の見方はおかしく、小池氏は自民党で、自民の

中で、小泉氏の、自民をぶっ壊すとして一人勝ちさせたの同じと言われて、しかし都政で、

イデオロギー的なものではなく、地域のことであり、自民党とネオ自民党の闘いで、民進党

など幅広く出すべきか、自民党の守旧派 vs 小池氏だと、都政は滞ると言われて、強啓さん、

空気のよどんだところに小池氏の旋風と言われて、自民に批判的な人も投票するものが小

池氏、千代田区長は 5 選目で、新しい人にさせるべきではなかったかとも言われました。 

 

 ニュースランキング 2 位は、辺野古の本体工事着手、青木さん、翁長知事、沖縄は使える

ものは全て使って法廷闘争で、青木さんは 1 年前に翁長知事とロングインタビュー、翁長

氏はもともと自民のトップで保守、辺野古も一時は認めていたのに、沖縄と本土の関係は位

相が異なり、歴代の自民党も沖縄に押し付けて、沖縄は我慢して、しかし歴代自民党政権も、

沖縄の痛みを知って配慮する姿勢があり、後藤田氏は翁長氏に、自分は沖縄には行けないと

言っており、申し訳なさ過ぎてという理由で、戦前の内務官僚で沖縄の痛みを知っていたた

めで、小渕氏も沖縄の痛みを知り、配慮していたのに、翁長氏は安倍政権に切れた、教科書

から沖縄戦を消したのと、主権回復の日、沖縄には屈辱の日で、安倍政権には沖縄への配慮

も知識もないと怒り、沖縄と本土政府の溝は決定的、オスプレイ墜落後に再開、政府に説得

する気もなく、沖縄と本土の関係はもう後戻りできないくらい大変で、本土の人間はもっと

ちゃんと考えろと言われました。 

 

 ニュースランキング 3 位は、トランプ氏の大統領令の差し止め、トランプ氏は判事に誹

謗中傷、ペンス氏もあらゆる法的な措置で大統領令を復活させるとも言い、しかしペンス氏

は裁判所の命令に今は従うと言い、これについて青木さん、行政のトップの暴走を司法が問

題ありとストップ、しかし判事への罵詈雑言にはがっかり、7 か国は 9・11 には関係なく、

言い方も問題＆事実の捻じ曲げで問題と言われて、強啓さん、トランプ氏の登場で、世の中

がひっくり返されたと言われて、青木さん、日米安保、日本は核武装というものもあるが、
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しかし差別や排外主義もトランプ氏はひっかきまわして、差別も世界に拡散されて、悪影響

は大きく、強啓さん、世界大戦の悲劇を繰り返さないために何を今すべきかと言われて、青

木さん、トランプ氏は好戦的、否定されたら罵詈雑言、トランプ氏の映像の後ろに、核のボ

タンのカバンがあり、これほど批判されたアメリカの大統領は初めてと言われて、アメリカ

ではトランプ氏の辞めさせ方が検索サイトでヒットして、差別、排外主義の蔓延を危惧され

ました。 

 青木さん、病院以外で最期を迎えるケースにコメントされて、自治体で差があり、看取り

率、在宅介護、介護体制の違いがあり、大都市ほど格差がなく、病院の看取り率は 7 割、自

宅・老人ホームは 2 割、希望は自宅であり、リスナーより、自宅での看取りに格差は所得の

差や家族構成もあり、政治がこれを解消すべき、自宅で最期を迎えたくても、自治体により

違う、父親を自宅で看取り、満足であり、民間の医療サービスが増えてほしいともあり、青

木さんは、最期について、宗教観もあるが、人間はみんな死ぬもので、人間の一大イベント、

その瞬間をどう迎えるか、病気で痛みもある中、幸せに死にたいもので、病院が不幸せでは

ないが、政治がよりよくすべきと言われて、青木さん、人生フルーツという東海テレビのド

キュメンタリー映画をご覧になり、老後の夫婦のことを描いて、ご主人が 90 歳以上、昼寝

するとして亡くなり、それに近い最期をしたく、それを政治、社会が実現すべき、人間の幸

せ度は政治により変わり、政治に幸福を実現してほしいと言われて、田原総一朗氏は、朝ナ

マの最中に死ぬのが理想だと言うものを紹介されました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、警察のＧＰＳ捜査について、青木さんが語られました。警察

庁が出した通達について、ＧＰＳはスマホ、カーナビに入り、便利なものであり、これを警

察が捜査に利用している問題も青木さん取り上げて、警察はＧＰＳを怪しい人物に付けて、

警察は尾行と同じの任意捜査と言うものの、裁判では尾行にはならない、裁判所の令状が必

要との判決もあり、最高裁の判断も下されて、2/1 に毎日新聞が一面トップ、警察庁の全国

への通達、捜査に使ったことを秘密にしろ、捜査書類に使ったことを書くな、被疑者に書か

すな、メディアに対してＧＰＳ捜査を公にするなと 3 つのムチャクチャであり、警察庁で

ＧＰＳがつけられて、取り外したら、押収品になるものの、これはＧＰＳ発信機と書かず、

白いものとしか書かれず、それで通るもので、それから浮かび上がるのは、再三再四指摘さ

れて、新しい情報で、監視カメラなどを警察は無限に使いたく、これに歯止めをかけないと

大変だと、青木さん毎日新聞のスクープで知ったと言われて、強啓さん、手遅れ、Ｎシステ

ム、顔認証は完成していると言われて、青木さん、監視カメラ＋顔の認識をコンピューター

で特定できて、しかし監視カメラはコンビニなどにあり、ビルにも監視カメラはあっても、
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スタンドアローン、しかし警察はこれをネットワーク化して、簡単にインターネットで出来

て、それをやられたら取り返しがつかず、犯罪捜査、治安だけでなく、裁判所の令状の歯止

めが必要で、警察庁は秘密にしておけ、裁判所もまずいと思った模様だが、ＧＰＳ、監視カ

メラ、近代の監視システムは、警察、役所に自由に使わせたらアウトと言われて、ルールが

必要と強啓さん言われて、青木さん、当該の役所に任せたら暴走して、メディアも歯止めを

かけるべきと締めくくられました、以上、ちちんぷいぷいとデイ・キャッチ！の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15273] 

ＮＮＮドキュメント’17（2017/2/6） お笑い芸人ｖｓ原発事故 おし

どりマコ＆ケンさんの原発事故取材 2000日  

 

 

 2017/2/6, Mon 10:24 

 永岡です、ＮＮＮドキュメント、原発事故の取材を続けられる芸人、おしどりマコさんケ

ンさんのことが取り上げられました。おしどりさん、自由なラジオの司会で声はいつも聞い

ているものの、映像を観るのは初めてです。 

 

 

 

 おしどりさん、東電の会見に出られて質問をされ続けて、東電にするどい質問をして、新

聞の記者でもテレビの記者でもなく、マコさんとケンさんは夫婦お笑い芸人、売れっ子のア

コーディオンのマコさん、ケンさんは針金の芸人で、マコさんはエロ系のアコーディオンも

やられて、おしどりさんが東電に行ったのは 2011 年 4 月 19 日、福島からの水蒸気に放射

性物質はあるかと質問されて、東電は漏れていると返答、10 億ベクレル／時間漏れて、4

月には 0.3 兆ベクレル／時間であり、マコさんは原発の爆発後も放射能の漏れているのを

東電から聞き出して、福島の皆さんのご懸念を背景に質問、相手に緊張感を持たせる質問で、

本当はフリーの吉岡だとして入るつもりが、おしどりとして出るようになり、出会って 2 週

間で結婚した二人、東電に 500 回、雨が降ろうが、槍が降ろうが、暑くとも寒くとも東電

に通い、2016 年の夏、福島市でおしどりさんが講演、鳥取大の医学部を中退、原発事故は、

東京に来て 3 か月で地震、テレビだと直ちに影響ないというのをおかしいと、ネットで、
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東電の会見を見てノートに書き起こしして、1 回の会見でノートは 1,2 冊、質問を受けない

記者もあるのを見て、めったに当たらない人が当たると、他の記者から攻撃されて、これは

記者会見を見てもダメ、直接行くべきと思い、記者会見時に東電の黒田氏、女性には分から

ないと蔑視発言されて、しかしここで、会見には署名記事を半年に 2 回書かないとならず、

ＳＰＡの山崎さん、おしどりのツイッターが話題になり、ネットで全国の人がおしどりさん

の質問に注目、他のマスコミは何をやっているとなり、グサっと質問、福島－宮城県の境の

淡水魚など、当事者にしかわからないのを、ジャーナリストの集まる中で健闘しており、そ

れを山崎さん支援、お笑いが来ていることに、会社所属の人との軋轢もあり、記者会見の帰

りにもこみ上げるものがあり、2011 年 5 月に会見に復帰、飯舘村の甲状腺サーベイに突っ

込んで、母親たちの、基準値を知らないことに突っ込み、小学校職員の方と連携して、子供

たちの甲状腺検査で、大丈夫と返されても、保護者には検査が何で、数字は本人に発表され

ず、何年後かに問題になったら補償問題になっても、データなしだと訴えられず、安全委は

それで数字を出して、5 か月後に、子どもの甲状腺被曝を母親たちにデータを開示させて、

子どもの甲状腺被曝を、保護者に伝えたのはおしどりさんの質問で、マコさんなしで開示は

されず、アコーディオンを抱えて、毎回前に陣取り、いつマコさんが質問をするのか、記者

の中で一番勉強していたもので、福島県の健康の会議にも出られて、4 回目からオープンに

なっても、東京から記者は来ず、地元も 10 人ほど、検討委は、23 回で 50 人の記者、傍聴

者は 100 人以上、身内の問題を抱えて、避難されている方が、検討委の傍聴のために車で

来られて、運動部と文化部で病気の割合が違い、福島県立医科大学に問い合わせても分から

ず、2011/4 の文科省の資料を見たら、校庭は 3.8 マイクロ／時間ならいい、甲子園予選は

2.2 というものと、3.8 は年間 20 ミリを逆算したもので、子どもが 8 時間外にいたとして

の値、病院の管理区域より高く、特定の線量下より高く、成人男性で健康診断の必要なもの

より高いもので子供たちは放置されて、厚労省と文科省のやり方で、文科省は20ミリから、

1 ミリを目指すとして、そして、文科省は接触禁止のリストに、菅直人氏、小沢一郎氏、さ

いごにマコさんであり、電話がかかり、一人だけひらがなと言われて（笑）。雑誌の原稿料

と、芸のお金で、いつも家計は火の車、高い専門書はお母さんたちのカンパで買い、そして

電気を止められたこともあり、苦しい中で核の問題を追い、料理もマコさんのためにケンさ

んがやり、慣れない包丁をケンさん裁かれて、牛すじ煮込みをケンさん作られて、マコさん

は阪神・淡路大震災で、故郷に戻り、被災者には医学は無力で、お笑い芸人になり、2003

年おしどり結成、国際的な核の学会にも行かれて、福島事故の後、国際会議も、シンポジウ

ムの目的を教えてもらい、福島事故まで、原発は事故が起こらないとしてセールス、しかし

福島事故、その後アジアで売り込むために、事故が起こっても大丈夫というセールスを行う
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もので、マコさんショック、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）のことなども聞くと、ショックな

のは、住民が汚染地域で移染して住み続けるモデルケースを作るのが目的とするもので、福

島では移染して戻されて、マコさん、熊本県水俣市へ、被害者に会い、飯舘村の方と、福島

の取材をしているおしどりさんがいるとして、被害者が頑張らないと、国もやってくれない

と、被害女性（91 歳）は語り、水俣病より福島はひどいとこの女性は語り、水俣は魚を食

べなければ助かったが、福島はどうしようもなく、畑も山も核に汚染されて、他人を頼って

も当てにならず、つらいが、闘うことを福島に伝えてほしいと言われて、マコさんもケンさ

んも頑張るのです。 

 マコさん、健康調査はおかしい、内部被曝の項目が問題、長崎大の山下俊一氏の、影響な

し、100 ミリ以下の被曝は問題ないと言うのに、事故前には 10 ミリで被曝して発がんのリ

スクと山下氏書いており、また放射線アドバイザーの高村氏、健康は心配ないと論文に載せ

て、甲状腺がんは福島では影響なしというのは、グラフに細工があり、チェルノブイリには

測定機器がなく、異なる状況のものを比べるのに、検討委でも問題になり、農業をする人に

心配ないと言うグラフが出されて、しかしマコさん、福島とチェルノブイリの違いと言うも

のの、福島県立医大は今でも放射能の影響なしと説明する材料に使われて、放射能は県境で

止まらず、茨城県にも爆発時に放射能の雲が来て、北茨城市でも母親たちの署名で無料の検

査、北茨城市長も、国が安全でなくした、国が悪い、しかし国のやってくれるのを待てない、

16 マイクロしーべルトあり、3 人が甲状腺がんの疑いで、放射能の影響を市長も言及して、

しかし東電はこれについて、政府は確認した、でんでん総理の汚染水ブロック発言について、

東電は国に確認しただけであり、俺たちは知らないという姿勢で、マコさん、とうしてアン

ダーコントロールかと突っ込んで、東電はまともに答えず、東電は汚染水対策を国の指導で

やっているとして、アンダーコントロールを否定も肯定もせず、影響は小さいというもので、

これはおしどりさんが報道するラジオでも報告されて（2013/11/1、ジャーナリストの木

野龍逸さんとともに出演）、突っ込んだら本音が出るので、お二人は舞台にも立たれて、そ

して、待機中の放射能の影響について、回答に 3 か月、排気筒の放射能のことは回答に半

年かかり、鉄塔が倒壊したら、使用済み核燃料プールの倒壊の危惧があり、これを規制委に

突っ込んで、排気筒の倒壊について、昨年 4 月、東電は上半分の解体を 2018 年にやると

いうのです。 

 マコさん、ケンさん、会見中に作業員から、今の東電の質問は間違いとのメールも来るほ

どであり、マコさんはパソコン越しに東電に質問、東電は問題ないと言うものの、防水カッ

パなしの人が上半身に放射性物質、汚染水を頭から浴びで、その状況、全面マスクの上から

かぶったのかと質問し、東電は問題ないと逃げて、水を使うのは、合羽を着ないとダメなの

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E6%A9%9F%E9%96%A2
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に、東電はちゃんと答えず、その後、東電は工事担当者が合羽を着ていなかったと認めて、

作業員からのメールが来なかったら、東電は逃げていて、散髪屋さんのお話、作業員のこと

を理髪店の人が詳しいとも言われて、マコさん、福島で、結婚できない、子どもも持てない

という女性もあると紹介されました。 

 2014 年、ノーベル賞受賞の核戦争防止の会議に、おしどりさん招かれて、ドイツでおし

どりさんの活躍をネットで見ていた人が、おしどりさんを推薦して、ドイツの連邦放射線防

護省が 20 ミリで戻るのに驚き、ドイツだと小学校に原発を作るようなもので、日本の国民

はそれを受け入れたのか、ドイツの国民は許さないと言われて、そしてローマ教皇にも手紙

を書き、子どもの被ばくを危険と言う母は科学的と言われないという意図で、ジャーナリス

トとして、より平和な世界のために貢献してくださいと、返事が来たのです。 

 なぜ取材し続けているか、圧力をかけてもつぶれず、マコさんは、適当なことろでカット

しろと原子力マフィアは言うもので、東電でマコちゃんと言われており、この 6 年でマコ

さんの質問に答えたのは 9 人、その知識は正しいのか、マコさんもケンさんも問われて、

原発のこと、貧困、高江のことに取り組まれる人もあり、原発事故時に、初期被曝はストレ

スになるからと行政はやらず、その結果、被曝の結果は闇に葬られて、そして、不安解消の

ために健康調査というもので、子どもの健康長寿の二巡目で問題が出て、何ともなかった人

が甲状腺がんになり、深刻、進行性の遅い甲状腺がん、62 人も問題と見られて、マコさん、

検討委は放射線の影響がないと言う姿勢から、わからないとするようになったと、マコさん

言われます。 

 そして、おしどりさん、昨年暮れに平和・協同ジャーナリスト基金の表彰を受けて、市民

の選ぶジャーナリストの賞を受けて、おしどりさんを推薦されたのは、都留文科大の丸浜江

里子さん、かつて井上ひさしさんが、難しいことを易しく、深く、面白く言われて、おしど

りさんはそれにぴったりなのです。 

 マコさん、アコーディオンを売らなくてはならなくなったら、原発から手を引くと思い、

福島から帰り、大泣きしたこともあり、当てられなくても、手を上げ続けて、6 年経ち、原

発事故や放射能のことを忘れようと言う空気があり、しかしセシウム 137 の半減期は 30

年、まだ 9 割残っており、原発賠償の裁判の原告の方も、判決を見ることなく何人も亡く

なり、6 年取材して、裁判を傍聴して、マコさん、最後に、自分で知って調べて考えて、「大

切なのは、中立ではなく独立だ」と締めくくられ、ケンさんもそれに加わると言われました。 

 大変な努力で、東電の会見の取材、福島の調査、講演、そして芸に勤（いそ）しまれるお

しどりさんに、心から敬意を表します。以上、ＮＮＮドキュメントの内容でした。 

 

http://www.pcjf.net/
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[civilsociety-forum:15269] 

朝日放送おはようコール（2017/2/6） 伊藤惇夫が千代田区長選と小池

都知事の動向とトランプ大統領の悪あがきゴタゴタを語る  

 

 

 2017/2/6, Mon 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は政治アナリスト

の伊藤惇夫さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、アメリカの記事が多く、毎日はイスラム圏入国禁止に裁判所が

停止の判断、トランプ氏の抗告を拒否、産経も同じ、日経も同じ、トランプ氏はこれにかみ

ついて、朝日はトランプ氏の裁判所批判、読売はインフルエンザで高校入試できなかった人

たちの救済のことです。 

 

 注目の千代田区長選、小池都知事の推薦した現職の石川氏のトリプルスコアの圧勝で、夏

の都議選の前哨戦として注目されて、テレビ朝日の出口調査で、若者～高齢者の幅広い支持

を得て、無党派層の 6 割、自民支持層の 6 割の得票を得ての圧勝で、今回は小池都知事 vs

自民都連の代理戦争、小池氏への支持による圧勝で、自民の与謝野氏は惨敗、投票率は 53％

と前回を 11％上回り、選挙への関心は高く、自民には都議会のドンの内田氏の地元なもの

の、小池氏は都議会の自民と対立して、小池氏の地域政党、都民ファーストの会から、60

人を超える規模になり、過半数も視野に入り、これについて伊藤さん、小池人気は健在、小

池氏に投票したようなものだが、小池氏に投票する形はおかしく、有権者は候補者を見るべ

きで、そもそも東京の区長選が全国の注目を集めるのはあり得ず、自民は選挙の直前に調査

して惨敗と知っており、しかし小池氏も調子に乗ったら、であり、都民の選択で、都議会も

民進党は支持、都民ファーストの会は伸びて、自民と対立するのみで、自民のみ孤立化して、

公明党は都議選を重視して、民進党に議席なし、都議選後は自民が大きく減らし、都民ファ

ーストの会は過半数も視野にあり、しかし気になるのは、小池氏は都議会となれ合わないと

言うものの、都議会の与党になったら変わるのかと言われました。また小池氏は都議会の自

民とは対立しても、安倍政権、自民党本部とは喧嘩せず、理由は東京五輪の成功と、女性初

の総理を小池氏は目指しており、2008 年の総裁選に出ており、その際に次はうまくやると
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言い、小池氏は自民党本部と都議会の使い分け、女性総理の早道は自民党の乗っ取りだから

と言われました。 

 

 トランプ大統領の入国禁止の大統領令に、司法が待ったをかけて、時の政権と司法の対立、

ワシントン州の連邦裁判所が否定して、ファーガソン司法長官がトランプ氏の大統領令を

拒否、入国禁止は差し止めされて、トランプ政権は高裁に控訴して、判事の意見はばかげて

いると例によりツイッターで発信して、国民はトランプ氏を批判、入国禁止令は当面無効に

なり、トランプ氏がイスラム圏 7 か国からの入国禁止→ワシントン州の裁判所の差し止め

（全米に有効）→連邦控訴裁判所もトランプ氏の差し止めを拒否して、イスラム圏 7 か国

から入れるようになり、トランプ氏は罵詈雑言のラッシュで、1 日 10 回のツイート、国民

はこれが三権分立だとトランプ氏を批判して、最高裁判事に保守派を指名しており、最高裁

判事の過半数はトランプ氏に近く、これについて伊藤さん、やりたい放題にストップがかか

り、トランプ氏は司法を敵視しているものの、なぜこの 7 か国なのか、根拠はなく、安易な

人気取り、公約の実現としても、この 7 か国からテロリストはアメリカに入国せず、最近

はホームグローンのテロリストで（アメリカ国内から出る）、入国禁止はばかげており、ま

たトランプ氏はツイッター発信するものの、記者会見せずツイッターで反論、批判を受けな

いやり方はいつまで通じるのか、トランプ政権は早くも躓き、そしてマティス国防長官が来

日、尖閣は安保の対象、日本の防衛費の分担はお手本と言い、トランプ氏の言葉と異なり、

伊藤さん、安倍政権はほっとして、マッドドッグと言うより闘う修道士、何をするかわから

ないと思っていたトランプ政権、しかし、安全保障で同意しても、経済でどう出るか、でん

でん総理が下手に 10 日の首脳会談で譲歩してはいけないと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、毎日 26 面、ジブリのアニメにアニー賞、フランスとの合作に

長編インディペンデントの賞、君の名は、を破り、スタジオでも観た人はなく、伊藤さん、

全く知らない、そういう作品が評価されるのはいいと言われて、日経の 7 面で、海外への

日本酒の輸出が 7 年連続最高、すし屋での提供が海外で受けており、伊藤さん、日本酒は

特徴的なお酒、温めて飲むのは他になく、ほんわかで、いいお酒が評価されたと言われて、

毎日の 26 面の記事で、大相撲の大阪での春場所の前売り券の売れ行きが好評で、日刊スポ

ーツの井関さんも取りにくかったと言われて、伊藤さん 19 年ぶりの日本人横綱の稀勢の里

の威力と言われました。以上、伊藤さんのお話でした。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0
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[civilsociety-forum:15261] 

ネットワーク 1・17（2017/25） 阪神・淡路大震災 22年、借り上げ

復興住宅の返還期限の問題 津久井進さんのお話 

 

 

 2017/2/5, Sun 05:59 

 永岡です、ネットワーク 1・17、第 1052 回、今週もＭＢＳアナウンサーの千葉猛さん

と、フリーアナウンサーの野村朋未さんの司会で放送されました。 

 先週は千葉さんお休みでしたが全快、リスナーより、追悼行事のろうそくに中学生に絆の

大切さを感じたとあり、震災を伝える難しさ、震災当時地の大阪で記憶も薄れて、防災も勉

強したいという声もありました。 

 2 月最初の放送は、阪神・淡路大震災で住宅を失った人たちに、自治体が民間・ＵＲの住

宅を借り上げた住宅が 20 年の返還期限を迎えて、神戸市や西宮市では追い出しが始まって

おり、神戸市兵庫区におられる中村輝子さん（81 歳）は、新しい住宅に引っ越す余力がな

いと語り、この問題に関わっておられる津久井進弁護士のお話がありました。今、住み続け

たいと裁判になっており、津久井さんの解説、阪神・淡路大震災で家が無くなり、家を自力

再建できず、市営、県営住宅を建てても追いつかず、これは民間の建てた住宅に、被災者を

入居させて、早く、安く、近く入居させて、当時は切り札であり、借り上げ復興住宅と今は

言うものの、当時は借り上げ市営住宅、入居者は市営住宅と思っており、市営住宅として入

居した人たちがほとんどであり、家が無くなり、全壊で家を無くした、自力での再建不可能

な、低所得者、高齢者の社会的弱者、家賃は被災者枠で安く、その後は普通の市営住宅とし

て、建物はＵＲ、家賃は市営住宅、これを建設型か、借り上げかの違いで、キャナルタウン

ウエスト（ＪＲ兵庫駅の近く）の中村さん、火災で家も夫も亡くして、96/11 に借り上げ復

興住宅に当たり、当選して喜ばれて、これで家の心配はなくなり、ずっといられるとして、

しかし数年前に、20 年で出て行けと言われて、なぜ、しかし 20 年で出ろとは契約書には

なく、キャナルタウンは昨年出るように、との指摘、85 歳以上、要介護重度の場合は神戸

市だと入居続行できて、当時の契約書には 20 年で出ろとは書いておらず、案内のパンフレ

ットには書いてあっても、契約書には 20 年はなく、津久井さん、20 年の期限を知らない

人がわかっているだけで 400 数十戸、これを明記して、さらに延長の可能性も、民間でも

あり得て、20 年で明け渡しと明記すべきなのに、神戸市は書いておらず、20 年の期限の意

味は、借り上げ復興住宅の特殊な事情、神戸市のものではなく、ＵＲやオーナーとの賃貸に

20 年となっており、そして神戸市が入居者に貸す契約書に 20 年となく、当時の民法に 20
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年以上の賃貸はできず、しかし 99 年に 20 年以上もＯＫになり、これは当時のものにも適

用されて、延長できないのは、弁護士の目から見たら不適切。 

 公営住宅の法律でも、明け渡す必要があるなら明記の必要があり、神戸市はパンフには書

いていても、津久井さん、これを入居者が知ったのは 2010 年で、この時追い出しが浮上し

て、15 年経ち、みんな落ち着いて、ここに永住したいと思った時期に、神戸市は出て行け

と言いだして、住み替え、新しい市営住宅に住み替えてくれと神戸市は言い出して、今より

安心できると移った人もあるが、離れられない人も多く、これが問題で、市営住宅は倍率も

高く、見守りの問題もあり、引っ越し代金も市が負担するとしても、移転の困難な人があり、

中村さんは足が悪く、それでも一人暮らし、午前中は病院、帰ったら寝ており、躓かないよ

うに歩くのが大変で、今の家でも段差に問題があり、引っ越ししたら寝たきりになり、誰も

世話してくれず、であり、住み続けられる条件に中村さんは当てはまらず、本来ケアすべき

で、しかし神戸市と西宮市では条件に合わないと追い出し、西宮市では 80 歳、宝塚市や伊

丹市は継続で、自治体に、被災者に寄り添う姿勢があるか、で、西宮だと転居して体調を崩

して半年で亡くなった例もあり、年齢だけでなく、住んでいるところは高齢者にはライフラ

インであり、そして自治体により態度が異なるのは、ＵＲが嫌がっているのではなく、神戸

市や西宮市はＵＲがアカンと言っているとしてもそれは異なり、一棟丸ごとではなく、個別

にＵＲは貸しており、それでも神戸市や西宮市が追い出すのは、一つは公営性、出て行った

人と公平でないと言うのは、宝塚市や伊丹市と異なり、津久井さんはむしろお金の問題と言

われて、神戸市にも取材して、一戸当たり家賃補助を税金で負担しており、キャナルタウン

は近いと 100m しか離れていないので出て行ってくれと言うもので、高齢者の転居にもフ

ォローすると言うのですが、家賃の差額負担を神戸市や西宮市がやり、津久井さん、これに

異論があり、借り上げ復興住宅は建設費なし、最初のコストが安く、その分の話をしておら

ず、さらに国の補助があり、税金は神戸市民のものではなく、国の補助も出ており、これは

20 年目まで神戸市の負担の 2/3 から、その後 1/2 になり、つまり神戸市の負担が増えて、

この差額をもったいないと言っており、20 年経って多大なお金がかかるのではなく、そし

て裁判にもなり、社会的な寄り添いを、入居継続の方が安くなると津久井さん言われて、そ

して建物も 20 年経ち買取は安くなり、全ての手がない時に退去とすべきなのに、今は退去

ありきでやっており、そして入居者がＵＲと直接契約も可能で、能登半島地震の際に前例が

あり、家賃補助も他の自治体や東北だとやっており、住み続けられるように、家賃補助をす

べきと津久井さん言われて、ここに住み続けられるように何とかすべきで、神戸市も被災者

のために何が良いか、知恵を絞ってほしいと言われて、そしてこれは東日本大震災や熊本大

地震でもあり得て、石巻市でも借り上げ復興住宅を、20 年で出て行かないといけないとい
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う契約でやり、熊本も同様の検討が行われているのです、以上、津久井さんのお話でした。 

 

 今週の特集、借り上げ復興住宅のこと、阪神・淡路大震災後の被災者に、震災は続いてい

ると千葉さん言われて、自治体により対応は異なり、ちゃんと対応すべきと締めくくられま

した、以上、今週のネットワーク 1・17 でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15250] 

毎日放送ラジオ 野村啓司の懐メロ♪ジュークボックス（2017/2/4） 

近藤勝重 北新地でかかっていた名曲を語る 

 

 

 2017/2/4, Sat 05:59 

 永岡です、毎日放送ラジオの、野村啓司の懐メロ♪ジュークボックス、月 1 回、毎日新聞

特任編集委員の近藤勝重さんが出られて、お話をされました。リスナーより、この番組を録

音して聞いて、このコラムを応援していますとの声がありました。 

 放送、新聞で人気の近藤さんのコラム、近藤さんは毎日新聞が堂島にあったとき、仕事の

後で閉店までおられる店もあり、それっぽい音楽も聞かれて、ニック・ニューサーのサチコ、

ライトを消してスポットを浴びて歌われて、最近もＢＳかＣＳにでて歌っておられて、これ

に聞き入られたのです。 

     

https://www.youtube.com/watch?v=I9qWBepZwV8 

 

 これは 1981 年の歌で、野村さん、近藤さんのお話、北新地のラウンジのことが思い浮か

ぶと言われて、近藤さん、80 年代の北新地、ニック・ニューサーさん今は 60 代、当時は

30 代、デビュー曲で、歳を取って白髪も増えて、渋みも増えて、歌詞の生命は長いと言わ

れて、若い時は声は甘く、ハスキーボイス、歌はうまく、オタマジャクシを歌える人、前川

清さんとか、オタマジャクシの裏を歌える人は少なく、これはニック・ニューサーさんのデ

ビュー曲で、新地で働く女の子にぐっときて、女心を理解しての歌で、当時毎日新聞は北新

地隣り合わせであったのです。 

https://www.youtube.com/watch?v=I9qWBepZwV8


  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

187 

 

 続いて、これは女をしのんで男が歌い、北新地でかかっていた、そっとおやすみ、布施明

さんの歌で、店の最後に流れる、女が男を思い出すもので、布施さんの若い時の歌であるの

です。 

    

https://www.youtube.com/watch?v=duLs2x2Glb0 

 

 名曲だと野村さん言われて、近藤さん、情景があり、今歌わせたらよりうまい、1970 年、

布施さん 20 代の曲で、これは体験、経験を積み重ねて歌ったらよいと言われて、布施さん

はマイウェイなど声量を生かしており、化粧の後の鏡で、を当時歌うには若く、それでも、

状況を想像すると、テレサ・テンさんの、畳の焼けた情景や、しみなどのことが、近藤さん

には体験はないが、このボタンを留める、ホステスが出勤前に男がいて、そのやり取りの歌

と言われて、野村さん、ムード音楽、アパート、キャベツというもの、先代の林家三平さん

の奥さんの海老名香葉子さんの作詞で、畳とふすまのものもあり、そんな夕子に惚れました、

を野村さんお返しの歌としてかけられました。 

   

https://www.youtube.com/watch?v=15rdABpDY0U 

 

 近藤さん、サチコで始まり夕子で終わり、野村さんマンションの時代ではなく、まだ珍し

かったホーローの鍋のことを歌っていると指摘されて、今回のお話は終わりました、以上、

今月の近藤さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15247] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/3） 白井聡＆武田一顕 アメリカへの隷

属をトランプ大統領を期に止めよ！ 

 

 

 2017/2/3, Fri 19:11 

https://www.youtube.com/watch?v=duLs2x2Glb0
https://www.youtube.com/watch?v=15rdABpDY0U
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 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」にて、まず、警察の取り調べの問題で検挙

されたものの、無罪となった男性が、検察に国賠訴訟であり、ＴＢＳラジオの武田一顕さん、

これで検察を訴えたのは、取り調べの問題で、日本だと逮捕されたら自供しないと保釈され

ず、それで捜査をチェックするのは検察なのにせず、こんなことをしている「先進国」はな

い、中国並みと言われました。 

 

 そして、日米首脳会談について、来週安倍総理が訪米で、エアフォースワンに乗ってフロ

リダでゴルフ、エアフォースワンに乗るのは、2006 年に小泉氏がブッシュ氏とやって以来、

しかし、政治学者の白井聡さんは、ここにアメリカへの日本の幻想があると指摘されて、ア

メリカが日本を愛してくれているとして隷属しているのは、世界でも日本だけで、白井さん、

そんなことを始めたのは中曾根氏以来、ロン・ヤスの関係が、しかし円高であり、国益には

反するもので、同盟の意味は、冷戦時にはアメリカを親分にしないと、ソ連が怖かったもの

の、しかしソ連焼失後、アメリカの子分でいる理由はなくなり、普通の国同士の友情ではな

く、虚構と白井さん指摘されて、オバマ氏は世界の警察官を止めて、白井さんは、この機に

アメリカの子分を止めるべきと言われて、トランプ大統領で、偉大なるアメリカはもうなく

なり、アメリカが偉大との前提での安全保障は破綻して、アメリカとの隷属関係を今こそ断

つべきと言われて、日本はアメリカの隷属でアジアの中で特別な位置があり、武田さん、ア

メリカは自国の利益のためにいるのに、アメリカに守ってもらっていると錯覚して、しかし

先進国の首相は人権問題でトランプ氏を批判しているのに、安倍総理はアメリカに犬のよ

うに尻尾を振っていると見られるのは問題と言われて、当選後にトランプタワーに行った

のも、安倍氏は祖父がアイゼンハワー氏とゴルフをして、トランプ氏はパフォーマーで、し

かし日米首脳会談は外交・安保ではなく銭、貿易、金の話をして、これで日本がアメリカに

隷属しないかと問題、日本がトランプ氏にやられずに、貿易は大丈夫か、アメリカに隷属し

ていい時代は終わり、アメリカは日本を守ってくれな、アメリカが戦争したいために在日米

軍がいると武田さん指摘されました。 

 皆さんにはいうまでもありませんが、宮台真司さんの言われるケツなめではもうだめで

あり、しかし、ＴＰＰや、原発再稼働など、この国は太平洋戦争での過ちを繰り返しており、

これはこの国が太平洋戦争の反省を本当にしていないためであり、警察が冤罪を繰り返す

のも同じ理由であり、以前サラリーマン時代、太平洋戦争はうまくやったら勝てたとほざく

手合いも多数みており、今回は、辻憲太郎さんの報告で、中国の観光客に日本のラーメンが

好評で、中国には豚骨ラーメンはなく、本来、中国の文化が、日本用にアレンジされて、中

国を魅了しており、武田さん、中国だと麺類やお米は貧乏人の食べるものであり、それが日
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本に来て受けており、これで中国との友好関係、安全保障になり、しかし、日本には明治維

新以来のマッチョ幻想、大国になりたいとして、結局太平洋戦争で全部破綻し、しかし、あ

れが間違いとわかっていない連中も多く、このままだと、日本には第 2 の原爆投下に匹敵

する惨事もあり得ます…と言うより、福島事故は広島への原爆投下で、白井さんは、今は長

崎に投下される前だと、以前講演で話されましたが、日本は大丈夫なのでしょうか？ 以上、

ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15246] 

ＭＢＳラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/2/3） 有馬晴美 トランプ

外交と日本の土下座外交を語る  

 

 

 2017/2/3, Fri 16:21 

 永岡です、ＭＢＳラジオの、上泉雄一のええなぁ、のちなみにＮＥＷＳ、ジェームズ・マ

ッドドッグ・マティス長官の来日、安倍総理や菅長官、稲田大臣と会談で、日米同盟や北朝

鮮、尖閣をテーマにするというもので、これについて、政治評論家の有馬晴美さんのお話が

ありました。 

 上泉さん、海兵隊出身の人と言い、有馬さん、アメリカの軍隊は強靭な精神を持っている

と言われて、安倍政権の読み、安倍総理の首脳会談の前にトランプ氏の使者、北朝鮮と中国

が問題、韓国には 75％アメリカの負担、日本は 25％、これを払えと言う露払いであり、自

己負担を求められて、やりそうな雰囲気で、トランプ大統領は就任までの会見では、メキシ

コ、日本、中国が標的、メキシコも壁を本当に作るとしており、そうしたら、日本政府らも

要求を押し付けられるので、アメリカの提案はまだだが、その要求をトランプ氏の前に、ジ

ャイアンの前のスネ夫がどうするかのレベルで、上泉さん、トランプ氏の使者としてのマテ

ィス氏について聞かれて、有馬さん、トランプ氏は初の政治家で、手探りであり、アベノミ

クスにどう影響するか、通産官僚が必死に調べており、通産官僚に出る幕で、右往左往して

おり、もちろんこれはいい方ではなく、もしドアホノミクスがトランプ氏で失敗→自分たち

が切腹だからで、トランプ氏は予想外のことを言い続けており、過去にないものを求められ

て、有馬さん、円安でアメリカは不利で、車に課税などと言われて、メキシコの壁同様に、

現実化の危惧があり、ＴＰＰなし→ＦＴＡなら、国により差が出て、ヤベェノミクスは破綻

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%B2%BF%E6%98%93%E5%8D%94%E5%AE%9A
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で、まさにジャイアンとスネ夫の関係であり、ジャイアンの方が強く、これまでは日本から

弱い国もあるからと一律でとできたのに、トランプ氏はそれを認めず一つ一つ詰められる。 

 スタジオより、トランプ氏は車のことばかり言うが、日本もアメリカから飛行機など買っ

ているとの声があり、有馬さん、沖縄の米軍基地の問題があり、今防衛費は 5 兆→アメリ

カに逃げられたら 10 兆いるので、アメリカにでんでん総理は逃げないでくれと、アメリカ

がくしゃみすると日本は風邪を引く。 

 安倍総理がエアフォースワンに乗り、有馬さん、それで日米の親密な関係を演出しようと

しても、これは甘く、稲田氏もマティス氏が言いやすいように出されるもので、アメリカが

得をするような流れになると危惧されて、日本が主張しにくい外堀を埋められて、専門家の

中には安倍総理がけんか腰にという人もいても、でんでん総理はアメリカに提供＝無条件

降伏であり、過去にアメリカの政権交代で、ここまで大きく変わることはなく、二国間協定、

安全保障は外務省も想定しておらず、政権交代で外交が変わったら世界は迷惑で、しかし今

回何をするかわからず、メキシコの壁も現実化して、政権と官僚は戦々恐々であり、今まで

のルールが通用せず、一からのことで、クリントン氏が勝つと言っていた外務省は安倍総理

の信頼を失い、外務省は失地回復であり、マティス氏が狂犬と言われる過程はヤバく、パフ

ォーマンスは強いが、トランプ氏はパフォーマンスを実現するもので、閣僚は軍隊と石油王、

やる気満々であり、上泉さん、動くたびにきな臭いと言われて、有馬さん、日本はアメリカ

との付き合い方を考えるべきなのに、全面降伏で、言うことは全部聞くであり、しかしトラ

ンプ氏の支持者はよくやってくれたという人が 3 割あり、民主主義で選ばれた大統領で、

こういう人をアメリカは待っていたのであり、日本もアメリカとの付き合い方を考え直す

べきと言われて、有馬さんのお話は終わり、その後、スタジオでも、角栄氏は愛嬌があった

が、トランプ氏にそれはなく、上泉さんも、世の中がヤバイ方向に向かっていると締めくく

られました、以上、ちなみにＮＥＷＳの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15245] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ（2017/2/3） 金子勝 

日本の産業は原発にのめりこんで破綻、ＩＴにも乗り遅れて、このま

まだと地獄行き！ 
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 2017/2/3, Fri 15:23 

 永岡です、文化放送ラジオの、大竹まことのゴールデンラジオ、金曜のレギュラーは慶応

義塾大学の金子勝さんでした。パートナーは室井佑月さんでした。 

 大竹紳士交遊録、今週の金子さんのお話、安倍氏は何一つうまく行かず（外交も、ドアホ

ノミクスも破綻）、日米同盟でトランプ氏に土下座外交、アメリカに雇用創出と言い、日本

の企業は競争力があり、アメリカで雇用は真っ赤な嘘、インフラ投資は、日本の重電機メー

カーは原発で倒芝（東芝）も三菱重工も破綻、アメリカは原発を止めて成長、アメリカに騙

されて、東芝も三菱重工もアウトで、要するに今日本のうまく行っていないところでの協力、

原発で日本経済アウト、ＩＴに乗り遅れて日本のエレクトロニクス産業破滅、倒芝はウェス

ティンハウスを買収して破綻、7000 億の破綻、アメリカの止めかけている原発を、日本に

押し付けられてアウト、日立もＧＥ、ニューシリアエナジーで 700 億の損失、三菱重工も

7000 億の損失＆民間航空機の共同開発も、ＭＲＪは無理なジェット機、開発費は 1600→

5000 億、三菱航空機は社長も辞任して、それならトランプ氏は拒否する可能性もある。 

 高速鉄道は可能性はあっても、どこまで行けるか不明、リニアは電気を使い過ぎてアウト、

アメリカは失業率も低く完全雇用に近く、右肩下がりで失業率は落ちても非正規、しかし一

時の失業率よりはマシで、大竹さん、ラストベルトのかつての雇用は回復せず、そして年金

資産でアメリカに貢ぐと言う意味を問われて、室井さん、アメリカに差し出すと言われて、

金子さん、まだ未知のものもあるが、中身は年金で、インフラ投資の資金を年金基金から貸

してもらい、返ってくるとしても、株に投資するよりはマシで、しかしウォール街に任せる

可能性もあり、投資は、年金の運用としては間違っていないが、日本企業が破綻して、核も

民間企業も、原発に投資して日本の企業は破綻、ＩＴも→遅れて、トヨタはＩＴをスタンフ

ォード大、ＭＩＴ（マサチューセッツ工科大学）と組んで、ホンダは遅れてグーグルと組み、

日産はイスラエル系の会社と組んで、日本はＩＴに乗り遅れて破綻。 

 室井さん、昨日のワイドショー（ＴＢＳのひるおび）で、日米首脳会談、すし友の田崎史

郎氏は、イヴァンカ氏が安倍氏はクレバーだと持ち上げたと指摘されて、室井さん呆れて、

金子さん、何もうまく行っていない、安倍総理を一刻も早く引きずりおろすべきと言われて、

日本の原子力のボス、今井敬氏（元新日鉄の会長、日本経済界のドン）がいて、その甥が核

を進めて、重電機メーカー破綻、エレクトロニクス産業もアウトで、アメリカには日本がデ

フレを脱するために手伝ってと言うべきであり、室井さん、今の利権をむさぼっている人た

ちがのさばっていると言われて、大竹さんも浮足立っていると言われて、金子さん、浮足立

つもので、室井さん、テレビも安倍総理はうまく行っていると喧伝していると言われて、金

子さん、これは実は国内対策と言われて、大竹さん、オーストラリアを見たらしっかりして



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

192 

 

いる、室井さんも慌てていると言われて、国内の産業は原発に投資して危険と言われて、時

間になりました、以上、今週の金子さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15243] 

市民のための自由なラジオ（第 45回）（2017/2/3） 都留歴子さんの

お話 パプアの自然の中で生きる＆落合恵子さん、新聞は声の小さな

ものを支持して、ニュースをしっかり追うべき！ 

 

 

 2017/2/3, Fri 11:11 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！第 45 回、今週は女優の木内みどりさ

んの司会で東京の自由な隅田川スタジオから放送されました。木内みどりの指さし確認、で

す。木内さんは転んで鎖骨を折られて全治 8 週間、ギブスもできず、治療も大変で、自然治

癒を待つしかないそうで（木内さん、本当にお大事に）、出歩かないようにして、地下鉄に

乗り駅の乗り換えは怖く、高齢者、妊婦、幼児に大変で、弱者の立場に多くの人間が立って

いないと言われました。 

 

 

 

 

 今 週 の ゲ ス ト はイ ン ド ネ シ アの パブ ア 州 で オ ル タ ー ・ト レ ー ド ・ ジャパ ン

（http://altertrade.jp/ ）の現地駐在員の都留歴子（つる・あきこ）さん、インドネシアの

パプアの方々が教えてくれたこと、がテーマです。遠方から来てくださった都留さんです。 

 まず、音楽が流れて、パプアから自由なラジオ、今はインドネシアのパプア州でお住まい、

お仕事であり、インドネシアはジャカルタが首都、ジャカルタからもパプアは遠く、地図で

見たら、日本の九州のもっと下、直行便がないので、ジャカルタなどから 6 時間飛行機に

乗り継いでいき、木内さんも昨年 11 月にパプアに行かれて、心地よい風、ジャングルなど

素晴らしい場所だと思い、しかし遠くて旅行は難しく、さらに観光地としてのインフラ未整

備で、インドネシアはみんなバリ島に行くのに、パプアの観光は、パプアは 1969 年にイン

ドネシアになり、オランダの植民地、太平洋戦争時には日本の支配下→インドネシアが独立

http://altertrade.jp/
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しても、パプアはオランダの支配下で、国連などの駆け引きの後、インドネシアに 69 年に

併合、面積は日本より少し大きい程度で、人口は 400 万程度、パプアの先住民族はその半

分、インドネシアの他からの移住者が多く、パプアの人口密度は日本の 1/50、ちなみに世

界一混んでいるのは、渋谷のスクランブル交差点、1 日に 250 万行きかうもので、そのパ

プアのジャングル、フラップ村があり、インドネシアの大統領は 7 人目、メリーポピンズ

のおまじないに似ていると木内さん言われて、気分が悪いとインドネシアの大統領の名前

を思うと言われて、現地でランチを盛大にしてもらい、都留さんがカカオ農園などの開発に

尽くされて、パプアでは都留さんは大事な方で、現地で女の子にアキコと名付ける人がいる

くらい、しかし発音はアジコの方がやりやすいのですが、それほど、都留さんは現地で信頼

されており、現地で、カカオ、フットボール並みの大きさのものが木に幹からぶら下がり、

都留さんも初めて見たらビックリ、苗を植えて、そして放置したら、土が豊かで、肥料なし

で木が育ち、植物の成長のスピードは速く、木は刈っても生えてきて、パプアのカカオは大

きなものになり、農園は森の中にカカオの木があり、カカオ専門の方が来たら、植樹もさせ

てくれて、木内さん案内人の後ろをいったら時間もかかるものの、現地の人には裏庭、一人

の農園は大きく、カカオの木を植えている農園は山いくつか、1 ヘクタールくらいにカカオ

の木を植えて、7 ヘクタールのところに植えている人もあり、近くの農園でも、木内さんに

は遠く、さらにデンプンも取れて、それがパプアの皆さんの主食、主食は森の中にあり、サ

ゴヤシ、野菜もあり、イノシシ、カンガルーみたいな動物も捕れて、ワニも捕れて、あれば

食べられるもので、パプアはニューギニアの半分、左はインドネシア、地面はもちろん切れ

ておらず、19 世紀にオランダ、イギリスなどが勝手に分割して、先住民族には関係なく、

勝手に分割されて、集落の真ん中で分割された人もあり、行き来は許されて、不思議なとこ

ろ、「国境は実に人為的なもの」なのです。 

 

 LIGHT UP！ジャーナルは、今回は作家の落合恵子さんのお話でした。どうやって情報を

得るか、テーマです。 

（ちなみに、昨日の神戸新聞の川柳に、原発に 力入れすぎ 倒芝か、というものがありま

した） 

 今回のテーマは、落合さんがどのように情報を取っておられるか、澤地久枝さんは 3 つ

新聞を取られて、丁寧に読まれて、情報をしっかりとられて、落合さんは新聞を家で 2 つ

購読されて（映画監督の想田さんのツイートによると、アメリカでトランプ氏当選後、新聞

を読むようになった人が増えているそうです）、午後に日刊紙を買い、いつもは 3 つ買い、

ある新聞が取り上げているものを、他の新聞が取り上げないなど、比べて読まれて、しかし



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

194 

 

昔は電車でみんな新聞を読んで、今は電車で新聞を見ずスマホばかり、新聞を取っていない

人も多く、しかし新聞は公平と決めつけたら、何か事件が起きてもニュースにされるかわか

らず、様々な新聞を見て、ネットを調べて、一色になるのが怖く、かつてのこの国のように、

そして公平のための両論併記、賛成、反対を同じ量で報じるのが大事と言われても、どちら

が社会の主流か、どちらが権力に近く、どちらが社会的に小さいものか、声の小さいものの

声を大きく取り上げるべきで、また日本の新聞は署名記事ではなく、そこに責任はなく、間

違っても片隅に訂正のみ、もし間違ったら、自分たちのためにも謝罪は必要で、アメリカの

新聞にも collection があり、いついつの記事は間違っていたと大きな事件があり報道して、

しかしフォローする記事が日本では少なく、数日～数週間～数か月の記事のフォローが少

なく、報道によりフォローするのは、読者だけでなく書き手にも重要で、日本の新聞はテレ

ビ局と系列化して、新聞の主張は系列局のテレビと同じになり、受け手に問題で、もっと独

立なものも必要、落合さんは新聞社や放送局を作りたくて、出来なかったが、自由なラジオ

のようにどこからも自由なものは少なく、雑誌は広告に頼り、広告主は批判できず、メディ

アによる批判が難しく、市民がメディアを持てたら良くて、放送は認可制で、力を持つもの

が認められてしまい、落合さんは海賊放送局もあり得て、自由なラジオへの期待を語られま

した、以上、落合さんのお話でした。 

 

 ここで音楽、売っている音源ではなく、インドネシア、パプアの皆さんのギターによる歌

を録音したもの、パプアの大地は豊かな大地、希望の財産、空が裂かれようと、私はパプア

だ、というものです。 

 

 後半の都留さんのお話、経歴は大学で英文科、英語に親しみ、ボストン大学→日本インド

ネシアＮＧＯ、シドニー大学に行かれて、アジアセンターでパプアなど、先住民族のこと、

インドネシアの民主化、2000 年にパプアのことに関わられて、インドネシアは、ボストン

で仕事をして、母が日本のＮＧＯの主催するスタディツアーに参加して、インドネシアのジ

ャカルタのＮＧＯと交流して、ボストンから参加、2 月の寒い時期→初のアジアは緑も豊か

で、フレンドリーにインドネシアが好きになり、日本インドネシアＮＧＯに参加して、そし

てそこに採用されて、アメリカでの生活を終えて、グリーンカードも取得して、アメリカで

も生活できたが、アジア、インドネシアに魅かれて、インドネシアの開発、日本のＯＤＡで

やったものもあったが、土地の立ち退きや環境問題があり、日本で取り組めるＮＧＯがなく、

それがきっかけでインドネシアに関わり、パプアは、ＮＧＯの運営をされていた上智大の村

井さんの教えで、一定期間魚を取らず、資源を守ることに関心を持って、95 年に一緒にパ
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プアに行き、村井さんは 20 数回パプアに行かれて、村井さんも、パプアに魅せられて、小

さなパプア、日本の占領など、弾圧されていたパプア、ジャカルタ他に木内さんも行かれて、

インドネシア人のくくりではなく、パプア人で、アメリカ人にはアジアの人はみんな同じに

見えるが、パプア人は特徴もあり、濃い顔の人が多く、なぜいつも虐げられるのか、パレス

チナと似ていると木内さん言われて、都留さん、パプアの皆さんは土地を持ち自然と共生し

て、パプアの人は、虐げられても、外から来る人にオープンで、天然に恵まれて、たくさん

取ってではなく、必要なものを取るのみ、そのため、パプアの自然が今も残り、全然ガツガ

ツしていない、しかしこれを外から怠け者と見る人も結構あり、インドネシアの他から来た

人は、もったいない、これだけ土地があるのに、と言うものの、天然のものがたくさんあり、

パプア州は金、天然ガス、木材もあり、しかしこれを外国資本が狙っており、アメリカやイ

ギリスの会社が入っているが、パプアの人たちが搾取されないようにと木内さん言われて、

都留さん、環境問題もあるというのです。 

 スタジオに、パラダイスカカオ、カカオの実の中に、パルプに包まれた種があり、それを

発酵させて、パルプが分解されて、それを乾燥させて、チョコレートは発酵食品、そのチョ

コを木内さん見られて、いいなぁと言われて、清潔、資本主義の汚れのないものと言われて、

これは都留さんが企画されて、都留さんの努力から、パプア産のカカオを日本で売ることを

計画して、パプアには村井さんは大きな存在で、初めて日本人としてパプアの皆さんとつな

がり、村井さんがパプアのカカオを見守っていると現地の皆さんは言う。ＡＴＪ、オルター・

トレード・ジャパン、生産者と消費者が顔の見える環境で、と、フィリピンのバナナ、イン

ドネシアでエコシュリンプ、東チモールのコーヒーなど、アジアで頑張っている皆さんと連

帯して、そこの皆さんの収入になるように、と始めたもので、パレスチナのオリーブオイル

もここで買えて、ＡＰＡＬパプアにて、ネット販売があり、自由なラジオの木内さんのとこ

ろに後日、このカカオのことが載るもので、村井さんの本も紹介されるというのです。 

 都留さん、今は日本に帰られて、またパプアに戻られて、パプアでのカカオ事業を始めら

れて 5 年、パプアではインドネシア語をしゃべり、パプアは多民族、250 の言葉があり、

村により言葉は異なり、標準語としてインドネシア語を使い、インターネット環境で日本の

情報も得られて、木内さん、インターネットは私たちの武器だと言われて、パプアの皆さん、

人のものは取らない、それで、でんでん政権は弱い人をいじめると言われて、木内さん、パ

プアが大好きで、年に 1 回は行きたいと言われて、都留さんも、突き抜ける青空、天国に一

番近いところ、しかし脆弱で、守っていかないとだめであり、パプアのつながり、自然を守

るものだと言われました。木内さん、戦時中の大日本帝国の失態、戦死者の大半が餓死のこ

とも語りたいと言われて、都留さん、パプアに日本の兵士の骨も残り、山形から出征した人
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が多く、記念碑もあると締めくくられました。 

 

 今週の内容、木内さん、自由なラジオは、権力から自由であるために企業スポンサーはな

く、思ったことの言えるように、また支援をお願いしますとのことでした。これからも、皆

さんの小さな声を取り上げて、マスメディアの伝えないことを伝えると言われました。以上、

今週の自由なラジオでした、来週はおしどりさんの司会で放送されます。 

 

 

[civilsociety-forum:15238] 

朝日放送おはようコール（2017/2/3） 中川譲がトランプ政権の閣僚の

来日他事件などを語る 

 

 

 2017/2/3, Fri 06:23 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は帝塚山学院大学

客員教授の中川譲さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日はアメリカの雇用創出に日本が投資、日本の公的年金を使

用すること、読売は日米核の傘を、マティス国防長官との会談で確認、毎日は科学の軍民利

用（デュアルユース）のこと、産経は県立高校の教員が朝鮮学校の補助金の署名活動（例に

より産経の北朝鮮関係のヘイト報道）、日経はＧＥが日本で火力発電所の建設に参入（日本

メーカーの独占市場に参入）です。 

 

 トランプ新政権の国防長官、狂犬（マッドドッグ）と呼ばれるマティス氏が今日来日、初

の海外訪問で、韓国→日本を訪問、トランプ氏が絶大な信頼を置く男であり、失敗しない男、

韓国政府からメディアに、マッドドッグというあだ名を使用しないでほしいと非公式の要

請があったものの、マッドドッグとはそもそも任命したトランプ氏が言っており、安倍総理

にマッドドッグをよろしくとも言い、マッドドッグには誰をも恐れない荒くれものの意味

があり、マティス氏はアジアの同盟国、韓国と日本を来訪、マティス氏はイラク戦争で出会

う相手は殺すつもりでいろと言い、様々な異名もあり、7000 冊の蔵書を持ち、独身で戦う

修道士とも言われて、海兵隊出身、湾岸戦争やイラク戦争に参加、退任から 3 年で国防長
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官になり、日本には、アメリカは防衛する国に応分の負担を求めるとしており、在日米軍の

経費をもっと出せと言われる懸念もあり、これについて中川さん、マティス氏は日韓にきて、

マティス氏は現実主義者、リアリストで、危険人物だとトランプ氏が喧伝しているだけ、最

初に日韓を選んだのは、韓国の政治の混乱と、それにより韓国がこのままだと反米色を強め

る可能性があり（大統領選でも反米候補が出ている）、するとミサイル防衛に支障が出て、

また日韓関係の揺らぎもあり、これを固めるためにマティス氏は来日、しかし中川さんはマ

ティス氏よりステーヴン・バノン氏が危険と言われて、真に警戒すべきはバノン氏、自らを

ダースベイダーと称して、白人至上主義者、トランプ氏に大きな影響力があり、アメリカの

安全保障政策に影響があり、イスラム圏 7 か国の入国禁止もバノン氏の主張で国務省に決

めさせて、まだ正体は分からず、日米政策にバノン氏が口をはさむのは必至で、バノン氏が

どのような軍事政策を取るのか、日本は警戒しないといけないと言われました（しかし、マ

ッドドッグとかダースベイダーとか、トランプ政権は悪の帝国か？ まあ安倍政権はショ

ッカーですが）。 

 

 神奈川で、曲芸のようにバイクを立ち乗り運転しているのが確認されて、危ない運転であ

り、不測の事態にブレーキもかけられず、交通量の多い道路で、動画がネットに投稿されて

おり、男性は安全義務違反で取調べを受けて、反則金の処置で、司会の横山さんも衝撃的な

映像と言い、映像はツイッターで投稿されて、これについて中川さん、これを安全運転義務

違反（傘を差しての運転）にしか問えないのは問題で、法律に問題があり、取り締まれない

のは問題と言われました。 

 

 男女 4 人が特殊詐欺で逮捕、10 億を生前贈与したいので手数料を振り込めの手口、多数

の相手にランダムにメールを送り、これが広島県警のサイバー犯罪対策課に送られて、贈与

を名乗り出た高齢者の生い立ちも載っており、中川さんにも出会い系を装いメールが来て、

引っかかる人は大量のメールを送っているので出てくる危惧を語られました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日の 30 面の記事、乳幼児に節分の豆を食べさせないでほし

いとのこと、乳幼児の豆の事故が 20 数件、半数は入院の必要があり、豆での窒息は子供を

持つ親には常識で、中川さん、進んで食べさせることはなく、ちゃんと片づけるべきと言わ

れて、毎日の 10 面の記事で、オーストラリアのターンブル首相がトランプ氏との電話会談

でキレて、難民申請者をアメリカが受け入れるのはオバマ政権時のことで、トランプ氏が拒

否、中川さん、トランプ政権の難民政策への国際社会の批判は厳しく、安倍総理は言いなり

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC
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になるのかと言われて、産経の記事で、音楽教室に著作権料を取るもの、中川さん、ＪＡＳ

ＲＡＣが金儲けに走っていないかと言われました。以上、中川さんのお話でした。 

 

[civilsociety-forum:15236] 

ＴＢＳラジオ 荻上チキ SESSION22（2017/2/1） 崎山敏也さんの

原発取材スペシャル 福島事故の廃炉、避難、核廃物問題  

 

 

 2017/2/2, Thu 21:38 

 永岡です、昨夜のＴＢＳラジオの、荻上チキ SESSION22、ＴＢＳラジオ記者の崎山敏也

さんが原発ニューススペシャル、ＴＢＳクラウドで公開されています。 

     

https://radiocloud.jp/archive/ss954/ 

 

 廃炉、避難、廃物問題、原発取材のスペシャリスト、崎山さんの報告で、福島で帰還困難

区域を除いて解除、放射性廃物は中間貯蔵施設の用地所得が 15％のみで、施設の完成のめ

どは立たず、これについて崎山さんの報告で、原発事故から間もなく 6 年、福島第一原発

の中だけでなく、長い道のりであり、その一端を崎山さん報告、福島第一原発事故、廃炉、

避難者のこと、廃物は崎山さんの寿命を超えて処理しないとならず、まず、廃炉、東電が 2

号機の中にカメラを入れて、本来 1 年前にやるべきものが今回に伸びて、福島事故は 1～3

号機にメルトアウト、格納容器の底に沈んでいると思われても、圧力容器の下がどうなって

いるか、燃料デブリはどこにあるのか、宇宙線による調査をやったら、2 号機は圧力容器の

底に燃料デブリが残り、しかし水を入れても漏れる＝圧力容器は壊れており、2 号機の格納

容器も密閉ではなく出入口もあり、しかし大きなドアを開けたら放射能が出るので、小さい

口から出すものであり、今回はとある穴から入れて、写真を撮り、夕方公開された動画を崎

山さんご覧になり、事故のない圧力容器を見たことはあり、今回は、制御棒、核分裂を止め

る棒には電源コードがたくさんあり、それが見えて、全て熔けてドロドロではなく、しかし

作業員の立つべき網、側溝にはデブリかも知れない堆積物があり、熔けたものが落ちたのか、

それらは不明なものの、圧力容器の中にすべて残っているのではなく、メルトアウト、冷却

のため入れた水が漏れて汚染水になっており、格納容器が破壊されていたらどうか、今回は

http://www.jasrac.or.jp/
http://www.jasrac.or.jp/
https://radiocloud.jp/archive/ss954/
https://kotobank.jp/word/%E7%87%83%E6%96%99%E3%83%87%E3%83%96%E3%83%AA-1711572
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ごく少量でもメルトアウトしたら、周りにジルコニウム、鉄などと混じり、そして強い放射

線を出して、しかし鉄と溶けていると放射線はそれほどではないが、スリーマイルではメル

トダウンの燃料を唯一取り出せて、これは圧力容器の中に全て残り、取り出すのに 11 年か

かり、福島はスリーマイルよりはるかに難しい。 

 そして、さらに調査のためのロボットは必要で、しかし東電にはいつ入れられるか言わず、

サソリ型ロボット、今は蛇型で、放射線、温度を測り、写真を撮れるロボットが必要で、東

芝が作っているものであり、サソリ型ロボットだと、作業は少しやさしくなり、しかし放射

線の強さはまだわからず、2 号機の線量だと人は 5 分で死んでしまうどころか、通り過ぎた

だけで、数か月後には死ぬほどのムチャクチャな線量。 

 線量が高くて、人は入るのは無理、遮蔽版に隠れて、格納容器の外から遠隔操作しかでき

ず、作業する人の温存も必要で、1 号機も宇宙線での調査、格納容器を調べても、まだ未定、

3 号機はそれすらできていないのです。ところが、工程表には、今年夏には燃料取り出しの

予定を立てて、2020 年に燃料取り出しの予定で、しかし 1,3 号機はそれどころではなく、

建前の工程表、今年中に予定を立てるのは無理、測っては作り直し、今回は写真のロボット

の前に、障害物を除くロボットの必要もあり、ロボットはなんでもできるものではなく、今

あるロボットに優れているものもあるが、ある目的一つのみ、今回のような未曾有の出来事

に対処できず、3 号機は汚染水が格納容器にたまり、つまり水中を行けるロボットを開発し

ないとだめ。 

 ツイッターで、ロボットの墓場との声があり、ミイラ取りがミイラになり、障害物、放射

線など困難だらけ、チェルノブイリのように 30 年手出しできない、チェルノブイリは放置

して、人が近づけるようになり処置、日本は 30～40 年かけてやり、ロボットの墓場になる

可能性はあり、しかしあと 30～40 年後のことは全く分からない。 

 廃炉への動きは遅れていても、今後の工程について、デブリ取り出しの前には、使用済み

核燃料の取り除きが先決、それほど傷ついておらず、しかし放射線は高く人間で出来ず、こ

れも大変で、スリーマイルでも、デブリの硬さにより困難さが異なり、ウランの偏り、ウラ

ン密度が高いと、勝手に核分裂反応が散発でも起こる危惧もあり、世界中のフランス、韓国、

ロシアなどの、関係ある技術があり、それに助けてもらっても、まだ少し扉を開けたのみ、

先は全く分からない。 

 リスナーの質問で、凍土壁のことがあり、崎山さん、原子炉の周りの汚染水処理、今は凍

っても汚染水は減らず、まだ実験中、地下水の動きは複雑で、凍って止まるのではなく、今

もやっても、欠陥があるか、うまく行っているかわからず、凍土壁で 100％汚染水を減らせ

ない（泣）。 
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 そして、避難について、避難指示解除、楢葉町 etc で解除、早く解除されたところほど帰

る人も多く、つらいのは葛尾村、8％、楢葉町 10％、南相馬市 13％、やっている仕事、農

業か、サービス業かで帰還の割合は異なり、今は平均 13％帰っている＝87％帰っていない。 

 しかし、政府は、移染をやっていない帰還困難区域以外は解除したく、飯舘村他は 3 月

に解除と決まり、富岡町と浪江町は、町の中でも汚染が異なり、富岡町は桜並木が帰還困難

区域、どこまで解除されるかで、結果は異なり、移染で線量が下がった（20 ミリシーベル

ト）、しかしこれで帰っているところはなく、崎山さんも 20 は高いと言われて、20 ミリ浴

びている人は少なくても、病院、介護、一人暮らしの高齢者のケア、防犯、動物も町の中に

いて、それらの総合的な判断が必要で、富岡町は 4/1 に提案、住民説明会が東京でも行わ

れて 80 人以上参加、原発から 10km、これの取材で、お店も食堂もなしでは帰れない、一

般の人は帰れない、店も客が来ないと再開できないなどの不安の声などあり、崎山さん、イ

ンフラなしでは帰れず、商店は日曜お休み、平日は作業員の人で大変、作業員の中に高齢者

が買いに行くのは困難、楢葉町で聞いても、作業員宿舎の方と会話できず、しかしお店は儲

かる平日にやりたい、病院は全くなく、これらのインフラなしで帰れず、帰りながら整える

のは困難で、住民の皆さんのとこを、お金の問題だけでなく聞くべきで、また災害復興住宅

にバスがない、家があっても足なしにも不安で、いわき市→富岡町にバスを回すものが出来

る予定でも、住宅街などに来ず、用事のあるときに乗合タクシーをオンデマンドでやるもの

で、そして町長に避難解除後の街づくりについての質問があり、しかし展望なし、戻りたい

人たちが、富岡町に住みたいのをどうするか、課題はあり、学校の再建、住民がどれだけ戻

れるか、様々な課題があり、富岡町だけでなく、今のところ展望はない。 

 3 年後のビジョンを共有したくても、今にも戻りたい、準備宿泊の人もいる他方、様子見

の方もあり、双葉郡は 7 割の無形文化財が復活、大熊町、双葉町は無形文化財、踊り、祭り

は戻り、バラバラになっても、人口は減っても、富岡町の何かは残るもので、町長のトップ

ダウンより、タウンミーティングの必要があり、しかし避難指示解除は、町長は国にお任せ

で、崎山さん町長に聞いて、時期尚早の意見、線量への不安もあり、要望を国に出して対応

してもらうものであり、その後、住民への説明は、またやらないといけないと言うもので、

南相馬市の中では 1,2 月に説明会、3 月に解除の方針が猛反発で、7 月に解除、それにも反

対する人はあり、これで終わりではなく、原子力災害の後藤対策部長に崎山さん聞いて、し

かし具体的なことは言わず、解除の延期、住民説明会もまだ何も決まっておらず、まだ決め

ていないと言いつつ、方針は決まっており、町が突き上げたら説明会はやるかも知れないが、

国は考え抜いて 4/1 に解除であり、それは町の雰囲気、職業が何で成り立つかで異なり、

荻上さん、客観的な判断の意味を逃げるために使っていると指摘されて、崎山さん、線量と
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インフラなどで、総合的には決まっていない。 

 そして、放射性廃物の処理、これをどうするか、様々なレベルの廃物があり、福島から日

本中にばらまかれて、東北では、指定廃棄物は処分の必要があり、しかしどこに持って行く

か未定、関東も関係あり、関東も対象、しかし福島の桁は異なり、10 万ベクレル／kg はざ

ら、移染で取り除いたものを、大熊町、双葉町に中間貯蔵施設を昨年 11 月に着工、これは

「中間」、移染で出た、わら、草、10 万ベクレル以上、これを入れないと、福島には仮置き

場にフレコンバックが無数にあり、学校の途中にある、大雨で中身が漏洩し、廃物は一つに

管理しないとならず、1 カ所か、数カ所かに貯めるものを、着工しても、1500 ヘクタール

の 10 数％しか買い取っておらず、それも分散しており、伸晃氏の金目発言、金で解決で、

売れない、貸すならいいとして、その交渉が続いており、しかし何十年も前に死んだ人の土

地の処置が大変で、環境省は、国のためだから文句言わずに売れ、貸せとしたのが崎山さん

問題と言われて、崎山さんはこういう交渉に立ち会い、昨年 12 月の交渉は 16 回目、環境

省との合意を望んでも進まずであり、地元は環境省にちゃんとしてほしいとして、去年 3 月

に、廃物の特集をここでやり、それから 9 か月経っても何も解決しておらず、何を入れる

か、どこに最終的に持って行くのか、ものを入れる、出すをちゃんと記録しないとならず、

国有地に置きっぱなしでやれないなどの、環境省と地権者のやり取りが報告されて、書かな

いのと、書く気がないは違うと、地権者は環境省が地権者の側に立っていないと、厳しい指

摘であり、契約書にちゃんと書くには、環境省はすべて書けない、地権者は全部記録してく

れと平行線であり、目録を作る契約すらずれであり、30 年後の中間貯蔵の後どうするかの

契約、契約が 40 年になった場合は違約金を払ってくれ、もちろん金目当てではなく、30 年

を守らせるためで、しかし国はこれをちゃんと言わず、この違約金の明記に、環境省は逃げ

るばかりであり、政府は 30 年後に最終処分を目指して、というお役所言葉であり、地権者

は怒っており、損害賠償は立証しないと賠償できない＝30 年後も居直りを危惧されて、そ

ういう事態が濃厚で、ちゃんと履行させる担保なし、30 年後にアカンかった場合の違約金

は、最後に弁護士さんが、担保が欲しく、借地借家法で借りた方が居直る＆法律は解釈でい

くらでも変えられると、崎山さんは 1 年で 6 回聞かれて、団体交渉は他にもいくつもあり、

国はちゃんと前に進めようとは思わず、非常時だから被災者は泣いてくれ、であり、人が住

まない町に、国はちゃんとすべきであり、荻上さんもちゃんとすべきと言われて、崎山さん、

最後に、廃炉と関係あり、中間貯蔵施設は福島第一原発の隣、廃炉が進む→廃物激増→隣に

土地ありとして、福島第一原発の廃物を入れるなと地権者は迫り、関東の低レベル廃物も、

燃料棒などの高レベル廃物も処置なし、30 年経つと契約した人が変わり、国はそれでなし

崩しを目指し、崎山さん、地権者は福島のために中間貯蔵施設は認めても、福島のために、
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ちゃんとしてくれ（＝国の核政策の犠牲にするな）なのです。以上、崎山さんの報告でした。 

 これは、崎山さんの報告を聞いて書き起こしして、激しい怒りにとらわれました。国はこ

んなことをする前に、核の再稼働を止めるべきであり、福島は何も終わっておらず、この内

容、いくらでも拡散してください、福島の絶望をこのままにしていたら、日本は、世界は破

滅です！ 

 

 

[civilsociety-forum:15234] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/2/2） 大阪市・あべの再開発失敗の悲惨さ 

 

 

 2017/2/2, Thu 19:33 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」のコーナーで、大阪市のあべの再開発の失

敗が取り上げられました。 

 皆さん、あべのと聞かれたらあべのハルカスを思い出されるでしょうが、ここは環状線の

南端、天王寺のところで、ここで、何と 42 年前に、西日本最大の 27 ヘクタールの再開発

計画が立てられたののです。あべのは、ハルカスのような超高層ビルとは全く無縁の、神戸

の長田（新長田、高速長田）のようなところを区画整理して、超モダンな町にする…という

計画、ところが、今にぎわっているのは、あべのハルカスと、キューズモールあべののみで、

ここは環状線や地下鉄、近鉄の天王寺の近くで、少し離れたところにある、高層マンション

は、まるでゴーストタウン、これらは、再開発の時間が長引いたために、ものによっては 30

年以上の建物であり、もちろん入居者は高齢化して、近くの商店街はシャッター街、まるで

新長田と同じであり、商店街の方も、このような再開発は行政の手でないとできなかったも

のの、しかし役人のことで、問題もあり、要するに数年の任期が過ぎたら異動で、ことを知

る役人がいなくなり、そして、損失は 2000 億！ もんじゅの 1/100 では済みません。 

 ここは、本来なら、再開発は 15 年で済む予定が、未完であり、まさにもんじゅや福島の

廃炉と同じであり、問題は、再開発するとして、土地を区画整理するために、もとの地権者

から買うのに、バブル時には高く買い過ぎて、92 年の最悪の時期には、一坪 1110 万円！

で買ってしまい、しかし、92 年はすでにバブルが崩壊して、サラリーマン時代に私のいた

部署も当時リストラであり、またこの時期、それまで絶好調のエレクトロニクス産業が赤字

転落してエライことになっていた時期で、そんな時期にこんな価格でやったとは、唖然です。        
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 そして、問題のキューズモールは、もともとそごうが入り、超高層ビルにする予定が、バ

ブル崩壊でそごうは 93 年に撤退（そして、その後そごうは実質倒産）で、超高層ビルにし

て、それでオフィスなどを作って売って、それで採算を合わせる予定が破綻して、計画縮小

→収入がなくなり、結果、巨大な負債が残り、この再開発は来年までとしても、要するに、

一部分のみ繁栄しているところと、大部分のゴーストタウンになり、賑わいをどうするか、

決まっていません。 

 これは、弁護士の森直也さんも、役人のやり方への批判もありましたが、あべの再開発の

失敗は 10 年以上前からわかっており、2006 年に当時の朝日放送のニュースで、共産党の

市議の方が、あべのの破綻があり、大阪市はその損失を粉飾決算で隠していると発言したら、

同席していた自民や公明の市議に羽交い締めにされて発言を止められたのを見て、後日そ

の市議に会って話を聞いて、当時、つまり 11 年前の段階で大阪市の財政は大変なことにな

っていると聞き（粉飾決算は神戸市でも疑いがあったのに、裁判では例により神戸市の主張

が通ってしまいました）、そして今、吉村市長は民間なら倒産ともいうのですが、このよう

な役所の姿勢が、大阪市民に維新を選ばせた背景でもあり、大阪市のやり方には問題もあり

ますが、しかし、これはドイツがワイマール体制の、世界恐慌での破綻から、ナチスを産ん

だのと同じであり、そしてアメリカのトランプ大統領のことも同じです。 

 大阪は、例えば日本橋の電器屋街でんでんタウンも、以前はにぎわっていたものの、客も

少なくなり、ジョーシン電機も店を減らしており、大阪は、電気屋だと、キタのヨドバシカ

メラは、外国人観光客でにぎわっているものの、しんどいところが大半で、そして神戸の新

長田で全く同じことをやり、行き詰まっており、関西が沈没する危惧があります、以上、Ｖ

ＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15233] 

 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/2/2） 谷口真由美 ネッ

トでの忘れられる権利を権力に悪用されてはいけない！ 

 

 

 2017/2/2, Thu 17:20 
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 永岡です、毎日放送ラジオの、上泉雄一のええなぁ、木曜のレギュラーは大阪国際大学の

谷口真由美さんでした。 

 しゃべりたいんやぁトピックス、今週の谷口さんのお話、今朝の新聞に載っていた、谷口

さんたち研究者では話題になっていた件、最高裁が忘れられる権利を認めるか、今回は児童

ポルノで逮捕歴のある人物が、自分の名前を検索したら逮捕歴が出てきて、なぜもう償って

いるのに、グーグル検索に忘れられる権利をと訴えて、グーグルは関係ないとして、判決は

最高裁で、今回のケースでは認めない、児童買春、自動ポルノは人々に知らせないといけな

いとしても、基準があり、公表することに社会的な意味があるときと、人権を重視すること

が必要な場合があり、6 つの事例で、今回は公表すべきというものであり、犯罪の被害者か

らは、忘れてもらっては困るという意見もあるものの、ヨーロッパでは、このような犯罪歴

は削除すべきとの判例もあり、2014 年にヨーロッパで忘れられる権利ありとの判決、スペ

インの男性が借金をしていて、それを返したのにまだ載せるなとしてのもので、過去の犯罪

歴が残ると更生のきっかけがなくなるので、ＥＵを統括する裁判所で削除することになり、

68 万件の削除要請がその後あり、しかしグーグルはサイトの運営者に言ってくれ、そこで

止めてくれたらリンクしないとして、グーグルなどの検察結果は、犯罪者を犯罪者として、

要するに前科者として見ることに、スピード違反のことがずっと残ると、就職の際に問題に

なるというものがあり、犯罪の種類により、忘れられていいもの（出来心のものが生涯残る

のは問題）があり、しかし忘れられる権利がある反面、忘れらたらいけないものもあり、プ

ライバシーでも、表現の自由や知る権利と結びついて、権力が、自分たちに都合の悪いもの

を削除させたら、例えば大統領の問題発言などであり、民主主義の根幹は知る権利と表現の

自由、裁判所は内心の自由と、表現の自由は裁判権として、国家の介入を許さないものであ

り、しかしそれが権力による乱用が危惧されて、アメリカではこれには慎重（＝権力の犯罪

は残すべき）であり、国民の権利を守るためのものが、力の強いものがもみ消す危惧があり、

大臣が下着を盗んだようなものは消してはならず、忘れていいものと、忘れてはならないの

があり、個別の権利として裁判所は判断しており、6 つの判断基準は出ても、公表されるこ

とによる打撃、社会的な地位や影響、会社の社長が振り込め詐欺をしていた件は削除要請は

認められなかった、掲載された時の社会的状況と、その後、犯罪からの更生などのことでケ

ースバイケースになったと言われて、上泉さん、ネットでこんなに個人のことが検索される

される時代を法律は想定していない、また覚せい剤、わいせつ系の情報があると言われて、

そして芸能人としては忘れられたらどうかのと意見もあり、大臣、タレントのプライバシー

のこともあり、谷口さん、プライバシーは放ってもらう権利から発生したものと言われて、

そしてフライデーに載って、プライバシーが暴かれることもあり、谷口さん、覚えておくべ
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きこともあり、権力者に、忘れられる権利を悪用されないようにと締めくくられました、以 

上、しゃべりたいんやぁトピックスでした。 

 

[civilsociety-forum:15228] 

朝日放送おはようコール（2017/2/2） 二木啓考がトランプ大統領の暴

走と安倍総理の土下座外交、アパホテルの問題を語る  

 

 

 2017/2/2, Thu 06:24 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はジャーナリスト

の二木啓考さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は表現の自由と、グーグル検索結果で逮捕歴の削除につい

て、最高裁が削除を認めない判決を初めて示したこと、プライバシーより表現の自由が優先

されること、読売はトランプ大統領に為替政策を説明すること、日経はトランプ大統領の為

替批判が日中独に集中、毎日は他人のｉＰＳ細胞移植、産経も同じです。 

 

 そのトランプ大統領、日本を名指しでの為替操作批判で、円安誘導として、首脳会談でも

問題になり、アメリカの貿易赤字は日本のせいだと、為替操作を批判、ツイッターでボロク

ソ批判、ツイッターは口撃、大統領令とともに 3 種の神器、最高裁判事に保守派を送り込

み、大統領令に最高裁で有利な判決の出る可能性が高く、しかし最高裁判事は上院の承認が

必要で、民主党は反対、ロイターの世論調査でも、イスラム圏入国禁止に賛成は 49％と、

反対の 41％より多く、トランプ大統領の発言に共感する人が多く、これについて二木さん、

イスラム圏の人にはテロが怖いと言う本音がアメリカ国民にあり、トランプ発言に快感を

覚える、テロで入国禁止と、庶民が言えない本音をトランプ氏が言ってすかっとさせる共感

を呼び、なぜ当選したかわかるような気がすると司会の高橋さんもいい、そして日本の円安

誘導を批判、アメリカの貿易赤字は 84 兆円、円安で日本物が安いと批判して、安倍総理は

物価を上げるためと言い、日米首脳会談の後でゴルフをやるもので、二木さん、円安誘導は

ドアホノミクスのデフレ脱却での通貨緩和の一環で、その余波で円安、円安のために金融緩

和ではなく、そしてその国が為替介入しようとしても昔ほどは効かず、トランプ氏はアメリ

カの雇用を守りたいが、ドル高は日本や中国のせいとして、ゴルフは接待、日本の駐留米軍
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の経費をもっと出せなどされて、昨年 11 月、安倍総理はトランプ氏にゴルフのパーをあげ

ており、信頼が第一というのです。 

 そのでんでん総理、アメリカの雇用を生み出すと言い、世界の批判するトランプ大統領と

首脳会談を 10 日に行い、日本がアメリカにミツグ君になるとでんでん総理は言い、トラン

プ大統領は安倍総理を別荘に招待、これは難民排斥のトランプ大統領と行動することに世

界から批判も来るのに、でんでん総理はトランプ氏にノーコメントと開き直っていて、これ

について二木さん、この状態でトランプ氏とゴルフするのはまずい、他の首脳は批判してお

り、接待ゴルフで、しかし安倍総理は win-win と言うものの、アメリカのインフラ投資、

シェールガスを買うと言うものの、トランプ氏は日本に貿易、軍事で譲歩を迫り、スタジオ

でも国益を損ねているとあり、二木さん、反論すると言うものの、提案はせず、でんでん総

理はもう負けており、アメリカにミツグ君で、円安、在日米軍など、日本に win なし、トラ

ンプ氏にゴルフで勝たせるのみで、安倍総理はトランプ氏にちゃんと言えないと言われま

した。 

 

 今月末の、冬季アジア大会で、アパホテルを中国、韓国が宿泊先から除外、両国が組織委

員会に言っており、アパホテルには代表の執筆した、南京大虐殺＆従軍慰安婦否定の本が置

かれており、大会の宿泊施設として、アパホテルは除外されて、460 人が宿泊拒否、発端は

先月、中国のＳＮＳにこれらのことが発信されてネット炎上、元谷代表は札幌のホテルから

問題の本を撤去するとして、これについて二木さん、様々な本を元谷氏は書いて、逮捕され

た田母神氏が、アパホテルの懸賞論文に応募して、また元谷氏は安倍総理の応援の安晋会を

主宰して、この本は反発を呼ぶ内容であったと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、毎日 31 面の記事で、ネットでオオカミの剥製をオークション

出品した男が絶滅危惧種の件で書類送検、所有はＯＫでも販売には環境省の許可が必要で、

スタジオでも剥製の売買は禁止されることに驚きの声があり、二木さん、種の保存と言うの

は剥製なら拡大解釈と言われて、朝日の 31 面の記事で、天下分け目の決戦とは、関ヶ原か

天王山かの論争、プロ野球では天王山であり、二木さんも関ヶ原だと言われました。以上、

二木さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:15224] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/2/1） 近藤勝重 ト

ランプ大統領を語る＆武田一顕さんの国会報告  

 

 

 2017/2/1, Wed 16:45 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ！ 本日のオープニングは武田一顕

さんによる国会報告でした。 

 安倍総理がアメリカの雇用創出を提案するというもので、トランプ氏は中国と日本の通

貨安を批判しており、自動車貿易に不満のトランプ氏、通常国会の序盤、自民の茂木氏の質

問で、2/10 のトランプ氏との会談で、通貨、自動車、雇用について聞いて、安倍総理はア

メリカの雇用を増やすと言い、民進党大口氏の質問、トランプ氏の 7 か国の締め出しに先

進国は批判しても、でんでん総理がなぜ文句を言わないのかと追及したら、でんでん総理は

例により日本語になっておらず、要するにトランプ氏に盾突けないと、行間に官僚の意図が

見えて、日本は政治難民を拒否しているので言えないというものであり、そして通貨安への

トランプ氏の指摘に、菅長官が金融緩和は物価安定と言っても、トランプ氏は中国と日本を

名指しにして、2/10 の会談でどうなるか、武田さん「日本は事実上アメリカの植民地」と

まで言われて、強啓さんは日米首脳会談に世界も注目していると指摘されて、武田さん、安

倍総理は外交もうまく行かず、今日もアメリカで雇用と言い、トヨタの社長と会うなど、ア

メリカ寄りを鮮明にしたら、他の国から批判されると武田さん締めくくられました。 

 

 水曜のレギュラーは毎日新聞の近藤勝重さん、強啓さん、1 月のデイ・キャッチ！で、ト

ランプ氏のニュースがランキング 3 位に入らなかったのは 3 日だけと言われて、近藤さん、

驚き、そこまで言うか、人間のあからさまな姿をアメリカのトップに見せつけられて、選挙

＝民主主義と言うものの、選挙はいったん負けたものが出ると、選挙に勝つことが自己目的

になり、キャッチフレーズ、アメリカファーストは人間の本能に訴えて、人間は自己中心的

で、ファーストと言われると、連日のニュースになり、人間の本性と一緒だからトランプ氏

は強いと言われて、強啓さん、今後どこまで振り回されるのか、近藤さん、ダメな民主政治

ほど救いようがないと言われて、政権交代は危険が伴うと指摘されました。 

 ニュースランキング 1 位は、トランプ大統領が最高裁判事に保守派のゴーサッチ氏を入

れて、最高裁は保守：リベラルを 5:4、オバマ氏のリベラル政策の、同性婚も問題にして、

これについて近藤さん、一連の動きを、聖人君子がトップになるのではなく、そのために三
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権分立が必要で、しかし最高裁に保守派が来たら、大統領令に司法で対抗できず、残ったの

は議会、共和党がすっきりした動きを見せず、民主党は立ち上がり、共和党はしっかりせよ

と言われて、そしてトランプ氏が、日本の円相場の誘導を批判しているという発言について、

近藤さん、トランプ氏はちゃんとした証拠をもって言っているのではなく、それを突っ込ま

れたらトランプ氏は反論できない、強啓さん、アメリカファーストなら、ドルは高くなり、

円は安くなると指摘されて、近藤さん、素人の理屈でも、トランプ氏の言い分は、メキシコ

への 20％の関税で困るのはアメリカ人であり、アメリカへ安倍総理が行ってなにを言える

のか、保護貿易は批判しても、世界はトランプ氏の人権、難民のことを注目しており、近藤

さんは大学で政治学を学び、人道主義、国境より人権が民主主義、政治は国際政治であり、

国境を取り払って論ずるべきで、ここから安倍総理は逃げたらダメで、同盟としてちゃんと

言うべき、壁は民主主義以前、しかし日本も難民を排除しており、それは日本も言いにくい

とも言われて、強啓さん、安倍氏にはちゃんと言ってやれないか、宮台さんの言うケツなめ

から脱却できないのかと言われて、近藤さん、安倍氏とトランプ氏に共通点があり、保守、

保護主義、ジャンル分けしたら同じところに入り、橋下氏がトランプ氏を評価しており、そ

れも関係あると言われました。 

 そして、球春で、近藤さん、めくってもトランプだらけで、スポーツニュースを見てほっ

とすると言われました。スポーツは多様性で、トランプ氏と対局と言われました。以上、デ

イ・キャッチ！の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15219] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/1/31） 崎山敏也 

福島原発事故 2号機の熔けた核燃料のことを語る  

 

 

 2017/2/1, Wed 09:36 

 永岡です、昨日のＴＢＳラジオ、荒川強啓デイ・キャッチ！のオープニングに、ＴＢＳラ

ジオ記者の崎山敏也さんが、福島原発 2 号機の映像からわかったことについて、お話され

ています。ＴＢＳクラウドで公開されています。 
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http://www.tbsradio.jp/114360 

 

 その、崎山さんのお話、東電が公開した映像、熔けた核燃料の可能性があり、圧力容器の

真下に黒い堆積物があり、これは燃料デブリの可能性があり、崎山さんの解説、カメラによ

る調査は、撮影できるまで 2 年かかり、当たり前のことだが、原子炉は定期検査のために

人が入れて、そこでは放射能が出るので、小さな穴を使って検査して、原子炉の制御棒を出

し入れする穴を利用して、ロボットを入れても、障害物があったら、ちょっとした段差でも

アウトで、中に入って灯りはあるのか、ロボットのための事前調査、メルトダウンした核燃

料は真下にあり、それが分かったのは、玄関口ではあるものの、大きな一歩で、黒い堆積物

はまだ核燃料のデブリとは断定できず、制御棒に信号を送るケーブルもあり、黒い塊は何か、

今から解析するもの、こんな黒い塊は本来なし、上から水が垂れており、原子炉が壊れて水

が漏れているので、核燃料の一部がある可能性があり、そこまでたどり着いた、燃料デブリ

の放射線はまだ未知で、サソリ型のロボットの、尻尾に放射線を測る計器、温度、湿度の把

握も必要であり、核燃料のたくさんあるデブリと、そうでないものは放射線も違い、取り出

し方は異なり、燃料デブリの取り出しに何年かかるかは全く未定、国は 2018 年に取り出し

方法を考えて、2020 年に取り出し開始と言っても未知、スリーマイルは圧力容器の中に燃

料デブリが全部あり、しかし今回はメルトアウトで、工程表は全く未知、工程表のように行

く可能性は全くないのです（小出先生は、燃料デブリの取り出しは不可能で、チェルノブイ

リ型の石棺しか処置なしと言われています）、以上、崎山さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15219] 

朝日放送おはようコール（2017/2/1） 木原善隆がアメリカのトランプ

大統領の暴走と遊具での子供の事故を語る  

 

 

 2017/2/1, Wed 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はＡＢＣコメンテ

イターの木原善隆さんのお話でした。 

 

http://www.tbsradio.jp/114360
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 今朝の朝刊一面トップは、今日もアメリカが多く、朝日はトランプ大統領令への反対デモ、

読売は入国制限にアメリカ企業も反対、毎日はＧＰＳ捜査を秘密裏に捜査していた件、プラ

イバシー侵害の裁判もあった件を警察庁が指示、産経は辺野古の工事、日経は上場企業の業

績底入れ、しかしトランプ大統領の保護主義で先行きが見えない件です。 

 

 トランプ大統領の大統領令、イスラム圏 7 か国の入国禁止に反対した司法長官を解任、

全米、全世界（イギリス、フィリピン、カナダ etc）でトランプ氏に反対するデモ、行動が

あり、日本でも人種排斥への抗議行動があり、オバマ氏も抗議、大統領経験者が現職を批判

するのは異例で、政府側に立つべき司法庁のトップ、イェーツ氏が批判して、イェーツ氏を

トランプ氏が直ちに解任、司法省を裏切ったとしてのことで、民主党のシューマー氏も涙な

がらに批判して、トランプ氏はウソ泣きと例によりの誹謗中傷であり、ああいえばこういう、

懲りないと司会の高橋さんも指摘して、一連の大統領令に全世界で抗議のデモ、政府高官の

批判も相次いでおり、ファーガソン氏が大統領令は違憲と提訴であり、承認は上院がするも

のの、トランプ氏の不支持が最速で 50％、しかし木原さん、大統領の支持率は歴代では低

いものの、嫌いな人が批判するのは当たり前、トランプ氏にはコアな支持層がいて、それが

強気の背景であり、トランプ氏は従わないものを更迭しても、アメリカでは三権分立が機能

しても、日本に比べて大統領令の影響が大きく、大統領は 2 年かかってちゃんと選ばれる

のでムチャクチャはしないとしての制度でも今回は例外、法の仕組みの例外の大統領であ

り、三権分立が機能して、暴走を止めるのは世論で、トランプ氏は支持者向けの政策をして

それで 40％の支持があり、まさにアメリカの民主主義が問われていると言われました。 

 

 普段から子供たちが遊んでいた公園で、子どもが倒れていたのが発見されて、遊具で遊ん

でいた際に首が絞められた模様、小学 1 年の子供が公園で意識不明の重体で発見されて、

何らかのことで遊具により首が閉まった模様で、住之江公園駅の付近、格子状のパイプで首

とランドセルが閉まり、心肺停止→自発呼吸が出来ても意識は戻らず、高さ 1.6m で足が

届かず、この遊具は 1976 年に設置、去年 3 月に点検で問題はなく、地元からも撤去の要

請はあり、これまでも子供の転落はあり、類似の死後は過去にもあり、消費者庁もこれを警

告して、これについて木原さん、夕方に第一報が入り、警察も事件かと見たが、事故で、大

きな遊具であり、大阪市内では点検されていたものの、何らかの瑕疵があったのではないが、

子どもがランドセルを背負ったままやるのは問題で、子どもの足場もなくなり、遊具の点検

と、子供服でもメーカーは紐の付いたものを作らないようになり、ハード、ソフト両面で対

策が必要だと言われました。 
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 先月、岡山でのマラソン大会の後、33 歳の男性ランナー、10km のコースを 1 時間 20

分で走破した後で、自分の足で体育館の休憩スペースに行き、そこで心肺停止で見つかり、

搬送された病院で死亡が確認されて、冬のマラソン後は後での寒いのは危険との専門家の

指摘もあり、死因は不明で、これについて木原さん、ヒートショック、最近はマラソンブー

ムだが、準備が必要と言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日の 29 面、アパホテルが南京大虐殺否定の本を置いていた

件、アパグループは撤去の方針で、日刊スポーツの井関さん、アスリートには迷惑と言われ

て、しかし他のホテルでは撤去せず、木原さん根本の解決にはならず、言論の自由はあって

も問題と言われて、産経の 5 面で、アントニオ猪木氏が国会でライオンを贈られたエピソ

ードを披露して総理他も唖然、スタジオでも、国会でのやり方への指摘もあり、木原さん、

政策と関係ないエピソードは異例と言われて、毎日の 5 面で、東京一極集中に歯止めがか

からず、東京の転入超過は 21 年連続であり、大阪、名古屋は転出超過で、木原さん、仕事

のあるところに集まり、地方が減って東京のみ増えるのは、国の均衡から問題と言われて、

毎日の 29 面の記事で、ボランティアで通学を見守っていた男性が子供を酒気帯び運転から

かばい死亡、木原さん、危険な場所で、信号などの対策がいると言われました。以上、木原

さんのお話でした。 

 


