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[civilsociety-forum:157872] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/3/31） 徹底報道 事件報

道とメディアの在り方 

 

 

 2017/3/31, Fri 21:51 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、最終金曜日に放送されている徹底報道、今回

は、犯罪、事件報道とメディア、97 年の神戸連続児童殺傷事件の遺族へのインタビュー他

がありました。デスクの、永谷和雄さんの担当、徹底報道の最終回、日本を震撼させた事件

から 20 年、神戸市須磨区で、2 月に子供が襲われて、3 月に一人殺害、5 月に小学生が遺

体で見つかり、逮捕されたのが 14 歳の少年で、しかし犯人逮捕の前に、メディアの取材は

狂乱報道、住民にもメチャクチャな取材で、告別式も過剰報道であり、遺族の方は特殊な事

件で、犯人が検挙されないと、住民への取材も度が過ぎていると言われて、日本民放連が新

しい指針を出すほどの留意点が示されて、当時のサンテレビは、阪神・淡路の経験から、加

熱せず、地域の不安をあおらず、犯人視しない方針で、東京のメディアと一線を画して、こ

れはサンテレビの社長からスタッフに徹底されて、遺族も、サンテレビは兵庫県の限られた

ところで放映されて、長い付き合いができる取材を評価されて、遺族にとって、サンテレビ

との関係は、記者さんの人間性も分かり、話しやすいと言われて、関係が出来たら、話した

くなかったことも話せるようになったと言われます。遺族との信頼関係もあり、逮捕された

少年は、家裁に送致されて、2004 年に医療少年院送致→2011 年に関東で仮退院、少年は

謝罪の手紙を出しても、2015 年に元少年が手記、絶歌を出版、遺族は出版の中止を求めて、

表現の自由というメディアに対して、遺族は、被害者遺族を苦しめる権利はなく、表現の自

由とは別で、遺族は元少年と関わりたくなく、元少年からの手紙を受け取らないことにした

のです。遺族は、もともと承諾なく、匿名での出版、遺族のみ知る事実を公表されたと批判

されて、事件報道について、様々な事件で、地下鉄サリン事件の遺族は事件の検証をしてほ

しい、2001 年の明石歩道橋事故の遺族も、急にマイクを向けられても語れず、永谷さん、

サンテレビは、阪神・淡路大震災の経験から、遺族、被害者に沿った報道を続けたいと言わ

れました。 

 元サンテレビアナウンサーの林さんが、安心報道という本を出されて、阪神・淡路と、こ

の児童殺傷事件を通して、事件をセンセーショナルに煽って視聴率を稼ぐのではなく、住民

に安心を、とも言われており、サンテレビの報道は、この路線によるもので、地方テレビ局

のジャーナリズムを貫いています、こういうサンテレビの報道はこれからも応援したいで
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す、以上、サンテレビの徹底報道でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157871] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/3/31） 松井知事の発言を検証する、与良

正男さん、奥田信幸さんの解説 

 

 

 2017/3/31, Fri 19:24 

 永岡です、今日昼の、毎日放送のワイドショー、ちちんぷいぷいに大阪府の松井知事が出

て、そのまとめが後の枠のＶＯＩＣＥでありました。松井氏のＭＢＳへの出演は、一昨年秋

のＷ選時の報道するラジオ以来の模様です。解説委員の奥田信幸さんと、毎日新聞の与良正

男さんが出られました。 

 松井氏は、 

 (1) ＡＳＳと昭恵氏の関与はあった（天皇も来ている幼稚園で、それは配慮された）が、

違法行為とは無関係、忖度にはいいものと悪いものがある、役人が森友学園の件で配慮した

ことはある 

 (2) 自分は私学審議会には関与していない、土地の取得など知らない、 

 などであり、解説委員の奥田信幸さんが気になったのは、この 2 点で、森友学園は豊中

に土地を持っておらず、私学審議会が、当初は大阪府に規制緩和を要求（2011 年の時点）

して、それが通り、この時点で、土地を持っていなかった森友学園がどうやって認可を取っ

たのか、松井氏は明らかにせず、またＡＳＳと昭恵氏の関与にも具体的なことは語らず（語

れずか？）、与良さんも、この件は官邸と自民党は籠池氏を逮捕させて一件落着を図ってい

るとの観測があり、与良さんは、本筋の 8 億の値引きについては何も解明されていないと

言われました。 

 今日は大阪府、大阪市が塚本幼稚園に立ち入りで、資料がないとのことで、来週にも続く

のですが、この件は官邸、ＡＳＳ政権にはよほどヤバイネタであり、ジャーナリストの吉富

有治さんは、大谷昭宏さんのＨＰでそれについて言及されています。 
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http://www.otani-office.com/column/yo_099.html 

 

 ここで吉富さんも言及されている、民進党の辻元氏の件は、一昨日の荻上チキ SESSION-

22 で当人に取材してデタラメとわかっており、ところが今日の昼のワイドショーのバイキ

ングでは、デマとわかっているこのネタを取り上げており、これは、太平洋戦争で、もう負

けがわかっているのに、一億総玉砕と言っていたことと同じであり、日本のエリート教育の

欠陥は現実に基づいて思考できないことにあり、だから竹やりでＢ29 と戦える、防空法で

空襲は怖くないと思わせるのです、日本は大丈夫でしょうか？ 以上、ＶＯＩＣＥの内容で

した。 

 

 

[civilsociety-forum:157870] 

関西テレビ 報道ランナー（2017/3/31） 森友学園の問題、籠池氏の

爆弾証言！ 田中拓朗さん、鈴木哲夫さんの解説 

 

 

 2017/3/31, Fri 17:23 

 永岡です、関西テレビの報道ランナー、森友学園の問題、卒園式の映像を関西テレビが独

自入手して、詢子氏が、夫がブタ箱に入れられると言うもので、ジャーナリストの鈴木哲夫

さんも同席されて、詢子氏、疑惑を赤裸々に語り、3/16 の塚本幼稚園の卒園式、副園長の

詢子氏が、「政府を潰したい、園長は半年以上ブタ箱に入れられる」と言い、これは籠池氏

が、ＡＳＳから 100 万もらったとの爆弾発言の数時間前の詢子氏の発言！ 籠池氏は潰さ

れる、籠池砲を出す、宇宙戦艦ヤマトの波動砲より大きいと言い、そして詢子氏が、昭恵氏

について、安倍首相に失望した！ お父さんをブタ箱に入れたくない、昭恵氏はウソつき、

園長を守るには政治家の言いなりになるしかないと言われて、そしてこの日、野党の議員が

小学校に来て、園長が事実を話す、国の罪を園長に押し付けるなと詢子氏は言い、籠池氏は、

昭恵氏を名誉校長にする、籠池氏のみでやらせるのは大変と 100 万もらい、これを黙って

いたのに、ＡＳＳが籠池氏をしつこいと、人格の誹謗中傷であり、籠池氏は黙っていたらＡ

ＳＳはエスカレートし、ＡＳＳから突き放されて、籠池砲になったのです。 

 詢子氏、鴻池氏の発言も、口利きは求めていない、土地の値引きの理由は分からないと言

http://www.otani-office.com/column/yo_099.html
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い、さらに、3 つの契約書、補助金のための三重帳簿について、国から裏切られた、園長は

何をしたか、補助金目当てに鉛筆をなめなめした（＝数字をいじること）ことを認めて！ 

間違えたことは謝罪する、園長は国のためにやっているなら、なぜ国は助けてくれないの

か！ 自分もブタ箱に入れ！ 政府を潰したいというのが、詢子氏の革命、自分は逃げない、

おかしい体制を崩したいというものです。 

 関西テレビの田中拓朗さんの取材があり、これは珍しい映像で、卒園式の後で籠池氏は

100 万の寄付について言及、詢子氏の思いがあり、ＶＴＲにも出ていたが、塚本幼稚園や森

友学園は評価されていたのに、事の発覚後、スケープゴートにされて、詢子氏は今までやっ

てきたのに、なぜ自分たちだけ悪者かと指摘して、籠池氏が半年以上ブタ箱に入れられると

いうところは会場もどよめいて、子供たちの晴れの舞台であり、田中さん、保護者からもそ

れは指摘されても、籠池氏は申し訳なかったというものであり、これについて鈴木さん、Ａ

ＳＳへの憤りについて、塚本幼稚園に信念をもって子供を預けている親もいて、しかし具体

的ではなく、イメージでおかしいとされて、事実関係より、守ってくれた味方が背を向けた

ことへの怒りがあり、そして籠池氏は補助金目当てに鉛筆なめなめを詢子氏が認めて、国、

関空エアポート、大阪府に出したもので、証人喚問では刑事訴追の恐れとして証言せず、し

かし 1 週間前に詢子氏が発言して、これについた田中さん、塚本幼稚園のＨＰに、補助金

は国の予算で決まり、後から追加してもらえないと思ってやったというものと指摘されて、

神崎デスクは、これで大阪地検に告発されて、交付金、補助金適正法に抵触するものと言い、

田中さんはテクニック論で、しかしそれで済まされるかは別であると言われました。 

 そして、この補助金問題で、大阪市、大阪府の立ち入り調査があり、幼稚園→府、保育園

→市の管轄で、補助金不正受給、3 つの契約書問題、常勤だともらえる補助金があり、しか

し詢子氏は二つの兼任で、問題、大阪市は後日また調査、契約書の開示を府が求めて、籠池

氏の代理人は検討するとしても、鉛筆なめなめには言及されずであり、籠池氏も調査に応じ

て、府の担当者は素直に応じていると言い、籠池氏が現地調査の妨害をして 2 時間の予定

が 30 分で切られたことが先々週あり、しかしドタバタで書類もそろわず、府も後日調査す

るもので、府は 19 時から会見の予定です。 

 そして、国政もエライことになり、自民の西村氏、籠池氏の告発も視野に入れていると発

言して、これは党として進めて、ＡＳＳと確認しながらやっているというもので、菅氏も後

押しして、党としても支援すると言うものの、野党は、民進党山井氏は国家による恫喝、国

家によるレッテル貼りと指摘、しかし与党も一枚岩ではなく、重鎮の伊吹氏も批判、連立の

公明党からも、記者会見のことに苦言であり、幕引きさせたくない野党は怒り、民進党は昭

恵氏の証人喚問を求めるビラを作って全国行脚、自民も籠池氏の扱いで揉めており、これに
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ついて鈴木さん、今ひも解くと、根っこは一緒で、西村氏はＡＳＳを支える補佐、みんな、

自分がＡＳＳを支えるとしても、鈴木さん、偽証、忖度でのものではなく、郵便局の届けで

の偽証はおかしく、菅氏は、籠池氏の証人喚問をＡＳＳが怒って決めても、菅氏はちょっと

待て、危機管理で冷静にと言い、今回は後押し→偽証でも早くケリをつけないと危機管理上

まずく、しかし公明党は、はたから見たら籠池氏潰しに見えて、鈴木さんは、自民党はみん

な籠池氏を嘘と言うものの、まだ何が出るかわからず、世論の動向もあり、自民党は早くケ

リをつけたく、しかしキャスターの新実さんは国有地払下げの問題に言及されて、鈴木さん、

昭恵氏、谷氏、松井氏、柳本氏、東氏を証人喚問すべきで、民進党の福山氏、証人喚問の土

俵に上がったのは籠池氏のみ、他の人間も、稀勢の里のように土俵にあるのが、国民の意見

だと締めくくられました。 

 …これ、アニメ、特撮のヒーローものだと、悪の組織が任務に失敗した幹部を処刑しよう

として、その幹部が正義の組織に助けを求める展開がよくあり、なら、安倍さんはショッカ

ーの首領か…なんて書いたら、原作の石ノ森章太郎先生も、ショッカーの首領の声の納谷悟

朗さんも、自分たちはこんな汚いことはしないと怒るでしょう（実際、日本のヒーロー番組

で、これだけアホなことをした悪役はいません）、自民党は解党して、次の仮面ライダーや

スーパー戦隊の悪役にボランティア出演すべきです、悪の着ぐるみつくる必要ないし（笑）、

以上、報道ランナーの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157868] 

文化放送ラジオ（2017/3/31） 大竹まことのゴールデンラジオ 金子

勝 ＡＳＳ政権による私物化で民主主義崩壊、数で押し切れるからＡ

ＳＳ政権の支持率は高い！ 

 

 

 2017/3/31, Fri 15:40 

 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

応義塾大学経済学部の金子勝さんでした（今日は録音とのこと）。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、今週のお話は、電話出演、大学で忙しい、籠池さんではない（笑）、室

井さん、弁護士に隠れていろと言われたのかと言われて（笑）、3/28 の国会の決算委員会
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で、籠池氏が昭恵氏に送った手紙が出て、あれを追及しないといけないのに、偽証罪とかに

そらされて、あれは満額回答、早く買い取ることであり、籠池氏→谷氏に手紙→谷氏にファ

ックス、これは満額回答、どうしてこうなったか、23 日の証人喚問でファックス、28 日に

手紙が来て、借地権、賃料など籠池氏の要望が実現して、工事費の建て替えが 2016 年度に

実現、手紙＋ファックスで満額回答であり、その前に籠池氏は昭恵氏に電話して、書面にし

てくれというものが民進党から出て、ＡＳＳは関与していたら辞めると言い、引っ込みがつ

かず、ファックスと手紙の間に何があったのか明らかにしないといけないというものの、谷

氏は昭恵氏の秘書で独断でこんなことはできず、官邸の関与が疑われて、室井さんはこれは

口利きだと言われて、金子さん、これが口利き出なかったら口利きの定義が無くなると言わ

れて、谷氏は昭恵氏付きの政府の役人、政府の予算で谷氏がついており、ＮＰＯ団体が昭恵

氏と会ったら 8000 万出ているなどあり、少なくとも昭恵氏の証人喚問は必要であり、しか

し与党は窮地で、籠池氏に脅し→大阪府が立ち入り調査、松井氏も百条委をせず、東京都の

ようなことはなく、籠池氏を逮捕させたら政権は安定という状況を作り、最後は司直にさせ

るのは異常であり、室井さん、役人の記録なしはおかしいと言われて、金子さん、2013 年

に土地が関空エアポートから国有地になったとしても、佐川氏は年度中であり、予算の最中

に執行の書類を無くしたら納税者への背信、財務省も国有地の管理がなっておらず、無くし

たのではなく捨てた or 隠した、これが不当なこと、アメリカでトランプ大統領がロシアと

の情報疑惑があり、証人喚問が始まり、20 人以上、トランプ大統領の娘も入り、ＡＳＳ（Abe 

Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）の好きなアメリカは証人喚問をして、日本はなぜやらな

いのか？ 国民への、税金への考え方がおかしい。 

 大竹さん、マスコミも下火になり、日本人の熱しやすく冷めやすいものがあると言われて、

金子さん、これを許したら独裁、国家の私物化が始まり、なぜ支持率が高いのか？ 与党の

中から批判が出ず、野党の強力な対抗案なし、マスコミもＡＳＳを批判せず、支持率の高い

のは安定感があるというのは、批判がなく数で押し切れる、原発、東芝 etc もそうであり、

大竹さん、小選挙区制も関わるのかと言われて、金子さん、小選挙区制は小泉氏の郵政選挙

で刺客を立てられて、内閣で官僚はＡＳＳに貢ぐしかなく、政治指導の機能には批判勢力、

批判精神が必要で、このままいくとＡＳＳの大嫌いな国どころか、法治国家ですらなく、説

明書類を官僚が持っていたら説明のために出すもので、こんなことを許したら国家の私物

化、民主主義の崩壊、法の下の平等すら破綻。韓国は朴槿恵氏を追放して、反対の世論をも

っと作らないといけないと、金子さん締めくくられました。 

 

 なお、この籠池氏→昭恵氏の手紙は、今日来た赤旗日曜版（2017/4/2）の 1,6,7 面に総
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力特集があり、この回答は、古賀茂明さんは、ゼロ回答なら申し訳ないなどとするのに、見

守ってまいりたいと言っており、さらに、このやり取りは、財務省にとって用地処分案件が、

首相夫人案件であり、谷氏が一人でやったと言うことは決してあり得ないと言われて、落合

洋二弁護士も、ＡＳＳや夫人の関与はなかったでは済まされない、証人喚問が必要と言われ

ています。 

 昨日出た週刊文春には、稲田氏の責任を問う記事があり、これを見ていたら、どこぞの委

員長も真っ青で（泣）す、以上、金子さんのお話他でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157867] 

市民のための自由なラジオ（第 53 回）（2017/3/31） 子供たちの命

を守れ！ 国の移染財政支援終了に声を上げた福島のママたち、千葉

由美さん、鈴木真理さんのお話＆おしどりのドイツの核問題報告、ド

イツは隣国の原発を止めさせた！ 

 

 

 2017/3/31, Fri 11:13 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！ 第 53 回、今回はおしどりマコさん

ケン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。おしどりのラジオア

クティブです。お二人はドイツに 2 週間行かれていました、その報告もあります。 

 

 

 

 

 今回のゲストは、福島の二人のお母さん、いわきの初期被曝を追及するママの会 ＴＥＡ

Ｍママベク子供の環境守り隊（http://iwakinomama.jugem.jp/ ）の千葉由美さんと、ＮＰ

Ｏ法人はっぴーあいらんど☆ネットワーク（http://happy-island.moo.jp/ ）の鈴木真理

さん（須賀川市在住）、2017/3 で国の移染への助成が終わってしまい、復興の美名のもと、

事態終息のために計画通り被災地を見捨てていく国のやり方はあまりに残酷であり、福島

のママたちは、モニタリングポストだけでなく、各地での線量を測られており、その報告も

あります。事故から 6 年、レベル 7 のままであり、お二人が東京に何を訴えるのか、市民

http://iwakinomama.jugem.jp/
http://happy-island.moo.jp/
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の声をしっかり伝えたいとマコさん言われます。 

 早速、千葉さん鈴木さんのお話、千葉さんは震災直後、1 か月後に目に見えない線量を可

視化させると思い、数字で見るために 5/1 から測定を開始、ガイガーカウンターがなく、

みんな測りたく、希望する家で測り、千葉さんもお子さんがいて、それでどこでも誰が心配

しているか、測ってコミュニティを広げて、学校でも一人かもしれないが、その学校で何を

やり何をやらないかが分かり、初期被曝の問題に具体的な動きがいると、2013/1 にこの会

を立ち上げて、マコさんとそれで会い、しかし初期被曝を一般市民は知らず、ＮＨＫの報道

があり、防げた初期被曝を避けられず、子どもを被曝させてしまい、追加被曝を防ぐために

尽力し、お母さんは何を言っても感情論、暖簾に腕押しにされて、測定チームを立ち上げて、

行政の担当者と話し合いを、データがないと協議のテーブルに上がれず、給食も、福島で

2015 年から地元のもとを使うと補助金になり、しかし時期が早い、それも一番影響の受け

やすい子供について納得できず、しかしこれにものを申すと風評被害で、バッシングの対象

だが、自分たちが言わずに誰が言うか、であり、マコさんも子供たちの給食で安全性アピー

ルのようなひどいことはないと思ったら、千葉さん、子供たちの力が必要と言われて、いわ

き市は事故前は北海道のものを使い、事故後は福島県産のもの、測定しているからというも

のではなく、測ることと人権が結びつかず、千葉さんたちの主張は理化されず、汚染されて

いるものを子供たちに食べさせることが、測ったら大丈夫なのかと言われて、それも経済の

ためであり、1 年半署名を集めて提出し、しかしその前に教育委員長が記者会見で発表して

しまい、理由は福島の子供たちが水俣のように差別されないように、汚染されたところで大

変だったねと言われたら、地元のものを食べたと言わさせる、根性論であり、2016 年に高

校生の福島原発視察があり、安全だからではないもの。 

 続いて、鈴木さんのお話、マコさんたちに、ハッピーアイランドで 2011/4 に郡山市で会

われて、2011/5 にネットワークが始まり、当時は被災地への物資の運び方、移染のことで、

植木さんが子供を受け入れるものを作り、鈴木さん、今の福島の何がおかしいかと、健康相

談会、甲状腺検査など、東大の景浦さんのワークショップ、新聞読んでも分からず、このま

まだとやられっぱなしで、景浦さんを呼んで勉強しても、わからず、景浦さんは言語学の専

門家で、マコさんも参加されて、新聞や、給食の署名時の教育長の発言をプリントアウトし

て教材にして、景浦さんのレクチャーで論理的におかしいものを見つけ出したものであり、

それが今につながり、喩（たとえ）が出来るようになり、ケンさんもうのみにすることから、

景浦さんのお話でモヤモヤをすぐに消すのではないが、お茶会、健康診断、エコー検査の時

も、今の福島の何がおかしいかを説明するのに、喩が必要で、景浦さんには千葉さん感謝さ

れています。 
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 自由なラジオは企業のスポンサーを持たず、リスナーの寄付をお願いいたします。ここで

音楽、鈴木さんのリクエスト、マイク・オールドフィールドのニュークリア、です。これは

you tube にありました。 

  https://www.youtube.com/watch?v=IkAp5gAYDUQ 

 

 後半のお話、何を訴えに東京に来られたか、千葉さん測定して 4 年、教育委員会の許可

を得て、教育現場の線量と土壌汚染を測り、いわき市は広く計るのに 2 年かかり、データ

ベース化も必要で、2 巡目、測るほど汚染の実態、対策も必要であり、移染などの措置が 3

月で終わってしまい、移染は終わりと閣議決定されて、千葉さんそんな！ であり、これか

ら問題があっても対策を求められず、移染は終わってきれいになったと政府は言いたいが、

現状は違い、現状を、蓄積したデータを持って訴えにきたものであり、マコさん、1 巡に 2

年かかるものをなぜ千葉さんたちがやらないといけないのかと言われて、千葉さん、汚染の

中で子供たちは放置されて、汚染されても移染されないなら、汚染を子供に伝える、入った

らだめというべきで、しかし子供を守る権限は校長にあり、教育委員会の決定で給食を決定

して、その上に校長の判断で、被曝防護が出来るのにしない大人たちの元に子供たち、保育

園の幼い子供もいて、親は先生を信頼すべきなのに、千葉さんは砂まみれに遊んでいる子供

たちが後でどれだけ手を洗っているか、今も 500 ベクレルの汚染、土壌には基準がなく、

空間線量のみというのは問題で、その移染すら終わり、求められなくなるのは大問題、閣議

決定にどうして至ったのかと言いたくて、空間線量により国が責任をもって移染するもの

で、国の予算で移染するのを 4 月から無くなり、避難解除、農家の支援もなくなり、6 年経

ったからもういいと、鈴木さんも当初のシナリオ通りで、ストップをかけないと放置されて、

3 月でストップなら、福島では汚染と共に生きろと言われるものであり、マコさん、千葉さ

んは測定しているからわかるが、一般の人は知らず、ケンさんも言われるままに汚染の中と

言われて、千葉さん、100 ベクレル以上は嫌だと言うと、2000～3000 ベクレルは当たり

前、海も年間被曝量として言われて、それを親として受け入れらず、給食も検査体制が整わ

ないと、みんなと別のことをさせるかとして、みんな挫けてしまい、2011～12 年はそうい

う子供はクラスに一人、みんなやるべきで、学校で、生きた放射線の授業、子供たちにガイ

ガーカウンターを持たせる！ 母親に止められた子供が、千葉さんたちの子供であり、みん

なと行くのは、安全だとわかったらできることであり、千葉さんは大丈夫だと、自分たちに

確かめさせてほしいと言われて、マコさんは交渉人としての千葉さんの立場を評価されま

した。 

https://www.youtube.com/watch?v=IkAp5gAYDUQ
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 マコさん、自分で測るのは大事と言われて、千葉さん、行政とは別の測定もして、土壌の

特定、ホットスポットファインダーを使わせてほしいとして、詳細に計ったら、行政は四つ

角のみの測定、モニタリングポストのみ、しかし千葉さん、子どもはそこにずっといるので

はなく、かくれんぼもするので、そこも、草を分け入り測ったら、移染した区域と、区域外

にホットスポットがあり、様々なことが覆（くつがえ）り、いわき市はホットスポットファ

インダーを購入して、千葉さんの成果で、区域内もちゃんと調べるようになり、いわき市は

国の予算から取って始めて、初の事態に向き合う姿勢は、想像力も必要、初の事態に遭遇し

た人が、何をすべきか求めて、これが必要だと、市民が提示しないと動かないのは大問題。 

 マコさん、いわき市にホットスポットファインダーを買わせたのは大きいと言われて、Ｇ

ＰＳも含めて、車も入れて細かく計れて、とてもいい測定器、ケンさんもモニタリングポス

トのみは問題と言われて、マコさん、空間線量だけでなく、土の汚染も調べるべきで、空気

中のものと、外部被ばくがあり、より厳しい考え（吸い込むのでそこにいてはいけない）を

取るべき。 

 お芝居のこと、4/1,2 に池袋シアター喝采で、ハッピーアイランドの企画、昨年 11 月に

福島でもやったもので、Ｕ235 の意味を知りたいことは、1945→2011 年、福島の子供た

ちが大地に希望を、というもので、1945＝学徒動員、福島で国費にて子供たちの掘らされ

たもの、そして今の福島、マコさん、千葉さん鈴木さんと会って、子供たちが大きくなり、

芝居のセリフが突き刺さるもので、これは全国の人に見てほしいとマコさん言われました。 

 

 LIGHT UP！ジャーナルは、おしどりさんが 2 月に訪れた脱原発の先進国、ドイツの取材

レポートです。 

 ドイツは 2014 年から毎年呼んでもらい、ドイツは福島事故で脱原発に舵を切り、ドイツ

の脱原発団体が、メルケル氏の決定の後、もっと早く脱原発にしろと、アクションをして、

脱原発が決まったからおしまいではなく、もっと早くさせるのと、放射性廃物を市民が監視

して、コアレーベンなどの監視も市民はネットワークでやり、さらに、ドイツは自分の国の

原発を止めた後、隣の国の原発も止めさせるもので、ドイツのアーヘンはベルギーと国境沿

い、ベルギーのティアンジュ原発から 70km、これが事故→アーヘンも汚染されて、ティア

ンジュ原発は 1 号機が 1970 年からの老朽化、情報開示されず、ティアンジュ原発を止め

ろと、ドイツ政府はベルギー政府にティアンジュ原発を止めろと、環境大臣が要求→ルクセ

ンブルクの政府も同じ意見！ ティアンジュ原発 2 号機、ドール原発の停止、点検を求め

て！ おり、マコさんビックリ！ 原発は持っている国だけではなく、ドイツ連坊の物理の

研究所も取材されて、ＳＩ単位のキログラムの質量計を持ち、大気の様子、チェルノブイリ
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事故のピークも 1986 年に出て、2011 年の福島事故のピークも検出されて、福島事故で出

た放射能は 10 日で世界一周したことを、マコさんドイツで検出していたのはショック、日

本人として申し訳ない。 

 マコさん、短い半減期の物質は評価されないものがあり、ヨウ素 131 は 8 日→16 日で

1/4 になり、短いとどんどんなくなり、ヨウ素 132 は 2.3 時間で半分、テルル 132 は 3 日

＝ドイツに行くときにはずっと減っているはずなのに、ドイツで検出されて、日本だとヨウ

素 131 とセシウム 137 しか評価されず、しかしドイツだと他の核種も調べて、マコさんド

イツにこれらのデータがあって、へこたれた＝日本でどれだけ出たか、であり、放射性廃物

の会議にも行き、これからまた世界で核事故が起こり、避けたいが避けられず、こうしたら

よかったと言う知恵、検証結果を日本は示すべきであり、日本は影響ないと言い続けても、

ドイツでは確認されて、マコさんも恥ずかしかったと締めくくられました（森友学園の問題

と全く同じです）。 

 

 今週の内容、市民のための自由なラジオ、千葉さん、鈴木さん、ラジオでは言えなかった

もっとひどいことがあり、それが今も続いて、それを同じ日本のことなのに、知られていな

いのは大変だとマコさん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:157862] 

朝日放送おはようコール（2017/3/31） 中川譲が朴槿恵前大統領の逮

捕とマレーシア－北朝鮮の関係を語る 

 

 

 2017/3/31, 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。 

 

 速報、韓国朴槿恵氏は収賄などの疑いで逮捕（日本時間 31 日 3 時）です。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は文科省の違法天下りに 3 人次官が関与、読売、毎日も

同じ、産経は北朝鮮の金正男氏遺体の移送、日経は倒芝の売却困難です。 
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 その朴槿恵氏の逮捕、昨日 10 時半に始まった審査は日をまたぎ、韓国の大統領経験者の

逮捕は 3 人目（チョン・ドファン氏、ノ・テウ氏）、43 億の収賄（サムスン他から）、職権

濫用（チェ氏との関係）など 13 の容疑があり、検察は容疑否認で証拠隠滅の可能性として

逮捕状を請求、検察に入る朴氏は記者の質問に無言、取り調べには賄賂を否定、取り調べは

裁判官、検察、弁護士の立会いの下、韓国史上最も長い逮捕状のための尋問と取り調べ、今

回の事件での逮捕は 20 人目、韓国では権力の集まり過ぎる大統領制への批判があり、議院

内閣制の方が妥当との声があり、朴槿恵容疑者になり、証拠隠滅の可能性で逮捕されて、韓

国国民の 7 割以上、3/4 が逮捕を望み、これについて中川さん、逮捕はしないと思われてい

たので、若干違和感、大統領の不正に司法が強く望むと言うものの、逮捕は逃亡と証拠隠滅

の恐れの時にやるものの、検察は公平性、他にも逮捕しているからと、韓国の世論が逮捕を

望み、捜査を公平より、悪い奴は豚箱へという世論の処罰感情に答えたもので、世論への迎

合は国際社会の評価が問題になり（法治国家か疑われる）、これを韓国国民も検察も考える

べき、司法が世論に迎合したら問題と言われました。また、過去の二人は特赦であり、逮捕

は政治的な要素があり、一連の動きは法律が動かしたのより世論によるもので、逮捕は刑事

事件の手続き、逃亡も証拠隠滅もなく在宅起訴でＯＫで、しかし他は逮捕して、朴氏のみの

逮捕しないのは世論が許さず、今後の朴氏の裁判は法律より世論の処罰感情により、もちろ

ん法律に抵触したら有罪になるが、国際社会は韓国の司法制度を疑問視していると指摘さ

れました。 

 

 マレーシアで殺害された金正男氏の遺体と、北朝鮮の関係者がマレーシアを出国、遺体の

収容されている病院に、ワンボックスカーが何かを収容して空港の貨物施設に入り、正男氏

の遺体は北京に移送されて、事件への関与の疑われる北朝鮮の関係者二人を、北朝鮮にいる

マレーシアの外交官との人質交換であり、またマレーシア警察の追っている容疑者、まだ出

国しておらず、この事件は何も解決しておらず、人質交換、死亡した北朝鮮国民の遺体と言

っても、正男氏の名前は出ず、家族は北朝鮮におらず、これについて中川さん、北朝鮮はこ

の男性が正男氏と認めず、マレーシアは正男氏と断定しても、両国の関係で、北朝鮮には満

額回答、マレーシアにはゼロ回答であり、また北朝鮮の関係者と思われる容疑者 4 人はす

でに出国して、全員を手つかずで返し、マレーシアがなぜここまで譲歩したのか？北朝鮮が

関与を認めることはなく、自国の外交官の奪還を優先して、しかしこれは北朝鮮にはマイナ

ス、北朝鮮と親しかったマレーシアはこれから冷たくなると思われて、これからも東南アジ

アの諸国が北朝鮮に寛容かは疑問だと言われました。 
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 本日の気になる新聞記事、毎日 4 面の記事、パチンコ店の入場制限が検討されて、競馬

場も家族の申告で入場制限、中川さん、なぜ今まで放置して今やるかはバクチ法案であり、

なぜそんなにカジノを作りたいのかと言われて、産経 1 面の記事で、また値上げ、スタジ

オでも値上げへのうんざり感があり、中川さん、給与が追い付かず、政府は歓迎しても国民

は困り、悪いインフレ、毎日 31 面の記事、ヘイトスピーチを 3 件大阪市が認めて、デモと

動画サイトを認定して、中川さん、ヘイトスピーチの定義を厳密に考えないと言論の自由に

もかかわると言われました。以上、中川さんのお話でした。 

 

[civilsociety-forum:157857] 

毎日放送ラジオ 笑い飯哲夫の明るく楽しいニュースシャワー

（2017/3/30） 朝比奈なを、教育困難校の問題を語る 

 

 

 2017/3/30, Thu 20:33 

 永岡です、毎日放送ラジオの、笑い飯哲夫の明るく楽しいニュースシャワー、専門家のお

話、教育困難校、生徒が先生のいうことを聞かず、ババアなどと言われて、授業にならず、

現役教員が無理というものが、現役高校の 15～20％あり、哲夫さんこれを聞いて先生に偏

見を持たないでほしいと言われて、教育ライターの朝比奈なをさん（東洋経済に連載あり、 

 

   

http://toyokeizai.net/list/author/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%20%E3%81%AA%E3%82%

92 

 

 ）のお話があり、偏差値の低い公立高校、家族の貧困などで学べなかった生徒が来て、高

校に来るまで勉強せず、勉強の嫌いな、なぜ学校に行かないといけないのかと思う生徒たち

に、先生たちが頑張って指導しており、これで先生バッシングはおかしく、しかし個々の先

生の努力では限界があり、哲夫さんの時代には怒鳴る先生もいて、逆の先生もあった、生徒

が窓ガラスを割ったら、前よりは警察を呼ぶ人が増えたと言われて、朝比奈さん、教育困難

校に、厳しい指導になじまない子供もいて、そういう子供たちのために警察を呼ぶこともあ

http://toyokeizai.net/list/author/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%20%E3%81%AA%E3%82%92
http://toyokeizai.net/list/author/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%20%E3%81%AA%E3%82%92
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ると言われて、哲夫さん、体育の先生、生徒にも強く、包容力のある先生はと訊かれて、朝

比奈さん、両方を持った先生は少なく、特に公立高校だとしんどいと言われて、哲夫さん、

先生たちの個性を認めて、教育基本法に基づくレールを敷くことを問われて、朝比奈さん、

先生の研修はあり、しかし自分の抱えている問題の解決のためには、余裕がなくなかなか出

られない。 

 先生の数にもちろん余剰はあり得ず、生徒のケアのためには不足して、先生、学校に求め

られるものが多すぎるものもあり、先生の権利、クラブ活動で土日を取られて家庭の崩壊し

た先生もあり、自分だけでなく、周囲もしんどく、日本の先生の長時間労働はひどく、さら

に親とのやり取りもあり、モンスターペアレントもあり、先生は以前より悩み事を抱えて、

絞められた首の指を緩めることはないのかと哲男さん言われて、朝比奈さん、そうしたくて

も、現場に求められるものが多くなり、個々の生徒への指導をやるにしても、マンパワーは

学校で考えろで、哲夫さん、本来地域でやるべきではないかと言われて、朝比奈さん、生活

指導も出来たらいいものの、教員の指導に多彩な能力を求められて、オモロイ先生が求めら

れて、教員試験に受かり教育に熱意が大事と哲夫さん言われて、夢を大人が提示すべき、メ

ディア、子どもの目にするツールで教えて夢を持たせるべきと指摘されて、高校が専門学校

科もあり、朝比奈さん、学力の上位校には夢があるが、教育困難校だと夢なし、社会的な知

識もないもので、夢を教えるのは高校では遅く、学びは必要でも嫌悪感があり、学ぶことへ

の拒否、学びに価値観を持たない子供を教えるのは大変で、もっと早い時期にやらないとな

らず、哲夫さん、一人一人スマホを持っている時代、自分の好きなものばかり見ていると指

摘されて、朝比奈さん、好きなものばかり見ていたら世界は広がらない、スマホの年齢制限

をしたら学校の先生は喜ぶ、外国ではやっている国もあるが、今、スマホだけで生きている

子供も多く、哲夫さん、学校で講演することもあり、夢の作り方を教える必要を説かれて、

先生もしんどいので、哲夫さんは自分を呼んでほしいと言われて、締めくくられました。以

上、朝比奈さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157856] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/3/30） 谷口真由美 証

人喚問を語る、世論の求める昭恵氏の証人喚問をすべき！  
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 2017/3/30, Thu 17:18 

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、今週の谷口さんのお話は、今週の森友学園のこと、上泉

さんも今週は他にもニュースと言われて、谷口さん核兵器禁止条約のことやイギリスＥＵ

離脱もあったが、谷口さん議員も証人喚問について知らない、世論もＡＳＳ内閣の支持率は

高くても、昭恵氏を証人喚問として、しかしある議員がツイッターで昭恵氏が何を違反した

と言ったが、ちょっと待て、議会は事実を確かめる場所であり、憲法 62 条に、国会の発議

は国政の調査のために証人喚問できる、国政調査権があり、法律もあり、議員による法律も

あり、私人でもなんでも喚問されるときはされて、耐震偽装の姉歯氏、ヒューザーの社長も

であり、官僚も呼ばれたことがあり、今回かかわった官僚も呼ぶべき、私人、官僚を呼ばな

いのはおかしく、国政調査権を国会議員が持って、当事者に来てもらい証言していもらうの

が証人喚問、出頭は義務で、偽証罪にも問われて、民衆法廷に見えることもあり、1988 年

に議院証言法が改正されて、弁護士の同席、偽証罪に問うなら 2/3 の議員の賛成が必要で、

リクルート事件の際には病院での事情聴取もあり、出席者は国会が呼びつけているので日

当も出て（例外あり）、日当は 4 時間未満だと 19000 円／日、大人か 1 日休むなら問題で、

4 時間以上だと 23000 円、その他宿泊費も出て、旅費も出て、鉄道・航空機、グリーン料

金も出て、これは罪人を呼ぶものではなく、罪人扱いはおかしく、議案の審査のためで、世

の中でこの人は黒いと見ても、刑事裁判は疑わしきは被告人の利益に、であり、これでメデ

ィアは逸脱して、証人喚問に呼ばれたら悪人ではなく、今回の籠池氏は、なぜ籠池氏のみで

終わらせるのか？ 籠池氏のみで終わるのはおかしく、昭恵氏はＦＢのみでなく国会に来

るべきで、証人喚問は偽証罪に問われるもので、その条件下でしゃべるべきであり、籠池氏

が 100 万円のことを言って、籠池氏か昭恵氏かどちらが嘘を言い、しかし私人と閣議決定

された昭恵氏を自民党がなぜあんなにかばうのか？ 閣議決定への疑問もあるが、昭恵氏

が私人なら自民党も関係なく、昭恵氏を証人喚問することに、なぜ自民党はあんなに抵抗す

るのかと谷口さん疑問に言われて、上泉さんもこの議論はかみ合わず、いずれ忘れられるの

か、ニュースの扱いもフェードアウトするかと言われて、谷口さん、それでこの事件は終わ

ってはいけない、世論は納得していないと発信し続けて、メディアに報じさせるべきで、 昭

恵氏についている官僚も証人喚問させるべき、谷氏が気の毒であり、「役人は忖度する」、谷

氏の個人でやれることではなく、証人喚問すべきで、松井知事も呼べと言って百条委を否定

はダブルスタンダード、二枚舌であり、上泉さん、100 万のことがうやむやになると言われ

て、谷口さん、それは本筋ではなく、ＡＳＳがかかわっていたら辞めると言ってしまい、検
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察も動き、一方のみ呼ぶのはおかしいと言われて、8 割の国民は納得せず、昭恵氏を証人喚

問というのは民意ではないのかと谷口さん締めくくられました。以上、谷口さんのお話でし

た。 

 

 

[civilsociety-forum:157854] 

朝日放送おはようコール（2017/3/30） 二木啓考が栃木なだれ事故の

学校の責任と小泉進次郎氏のこども保険、千葉幼女殺害事件を語る  

 

 

 2017/3/30, Thu 06:20 

 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、朝日はウェスティンハウスの倒産、負債総額 1 兆！ 読売は

イギリスのＥＵ離脱通告、毎日も同じ、日経も同じ、スコットランド独立も言われて、産経

は北方領土の要塞化の画像入手のことです。 

 

 栃木でのなだれ事故、注意報が出ていたのに、100％安全として、現地に責任者がおらず

500m ほど離れた旅館にいて、講習会の責任者猪瀬氏（顧問歴 23 年）が初めて会見、雪崩

の危険性はテレビ等で把握して、それで訓練にしたと言い、当日の午前 6 時、登山は中止

して、そしてラッセルの練習を強行して事故、なだれ注意報の出ている中でも雪の中で活動

したのは、なだれの起きやすいところに近づいてしまい、第 2 ゲレンデは封鎖されており、

春山安全登山講習会で事故、猪瀬氏は県の登山のトップ、100％安全と経験則でやってしま

い、生徒に雪に触れさせたいとして、また位置情報を示すビーコンもつけず、なだれの危惧

をしておらず、無線機から離れていて、それが事故の時間と同じ、77 年にも長野で事故で、

登山届も提出せず、生徒からは中止すべきとの声があり、間違っていたより、経験を超えた

と言うもので、二木さん、高校生は冬山の登山は禁止されて、また会見で経験則からと言う

ものの、科学的な根拠から行くかやめるか、判断する根拠について考えておらず、会見の一

部始終を聞いたら、予測外と、保身、学校を守るために、損害賠償請求が起こされても大丈

夫なように会見しており、77 年の遭難事故も春山登山で、引率した先生に過失が認められ
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て、これは生徒や先生に伝えるべきなのに伝えられず、人災の面があり、ベテランは登る勇

気より降りる勇気がいると言い、亡くなった生徒や親御さんのためにも、責任回避の姿勢は

問題と言われました。気象予報士の正木さん、災害の起こりそうなところでの疑似体験は、

事前の体制があったら最悪の結果は避けられたと言われました。 

 

 小泉進次郎氏が、少子化対策として、こども保険を提唱、幼児教育、保育所のためで、勉

強会には進次郎氏と同世代の 30 代の議員も出て、進次郎氏は年金に 0.1％上乗せして徴収、

児童手当などて、最終的に幼児教育の無償化、町では批判の声もあり、国民年金、厚生年金

からの徴収で対応する、保育所を作り、社会全体で負担と言うものの、子供のいない世帯や

高齢者の反発もあり得て、これについて二木さん、教育無償化、子どもは誰のものか、民主

党政権での子供手当、当時の野党の自民党は反対しても、子育て支援について、教育国債を

出すのが自民党の方向で、これに対して進次郎氏らは、子どもは社会のものであり、現役世

代が削りながら育てるというもので、政策は変わり、しかしこども保険は実現の可能性はな

く、自民の主流はこども国債で、若い世代の支持が進次郎氏らにないと言われました。 

 

 千葉での幼女の遺体が見つかった事件、ネットに不審な書き込みがあり、警察が調べてお

り、発見現場から離れたところで衣服、ランドセルが見つかり、警察は証拠隠滅と見て、そ

してネットに、用水路に女児の遺体と、女児が行方不明になってから書き込みがあり、遺体

発見の少し前にも別の掲示板に書き込みがあり、事件との関連性、千葉と茨城の境界で遺体

が発見、書き込みと事件の関連性、行方不明の 13 時間後の書き込みで、捜索の段階で用水

路とあり、その後また用水路と書き込みされて、40 分後に遺体発見、行方不明の前から誘

拐などの書き込みがあり、幼女も不審な人物を見ており、二木さん、ネットの書き込みと犯

行の関係、土地勘のある人間、このあたりに住んでいる人間と思われて、また書き込みには

放送できないエゲツナイことが書かれて、これはいたずらではなく犯人の可能性があり、犯

人は捕まりたくないが誰かに知らせたい顕示欲があり、誰が書き込んだか調べられて、捜査

はしっかりしてほしいと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、読売 37 面の記事、受信料 19 億東横インに支払えとの命令、

受信料は免除できずとの判決で、二木さん、満室にならず 2 割でいいはならず、放送法だ

と受信機があると払わざるを得ず、しかしＮＨＫのネット配信は無料でおかしいと言われ

て、朝日 12 面の記事、国連の核兵器禁止条約交渉で日本が会議をボイコットしたら折り鶴

がおかれて、あなたに来てほしい、二木さん、岸田外相は広島の出身、核保有国とそれ以外
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の橋渡しをすると言っていたのに、と指摘されて、読売 37 面の記事で、ＰＬ学園が選手不

在で高野連から脱退、数々の名選手を出した学校で、甲子園で何度も優勝して、二木さん、

暴力事件を起こしたのでこの措置は妥当だが、またＰＬの甲子園での活躍を見たいと言わ

れました。以上、二木さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157851] 

朝日放送キャスト（2017/3/29） 二木啓考 森友学園の問題 昭恵夫

人＆ゴッドマザーのゴタゴタを語る 

 

 

 2017/3/29, Wed 17:18 

 永岡です、収束しない森友学園の問題、二木啓考さんの解説がありました。 

 自民党西田氏は国政調査権を言い出して、証人の出廷や証拠の提出の責務があり、寄付金

の名簿、払い込み用紙の原本を出せと言うものの、国会で籠池夫妻が嘘をついていると、議

員が調査して、調査チームではなく、ジャーナリストの二木啓考さん、国政調査権と国政捜

査権は異なり、あくまで任意、嘘をついたら告発としても、こんな前例はほとんどなく、国

政調査権では尖閣での中国漁船の映像のみであり、自民は籠池氏が嘘をついて、野党にもう

手はないという姿勢で、フリーアナウンサーの松尾翠さんもそれに共感して、しかし問題が

ここまで大きくなったのは、昭恵氏の関与があったためで、25 年昭恵氏はＡＳＳと同伴、

昭恵氏は原発、ＴＰＰ反対のこともあった昭恵氏、しかしそれでも思いは一つで、ＡＳＳは

妻のサポートがあったので来れた、悪魔の証明と言い（これは、近藤勝重さん、こんな言い

分が通るなら疑獄追及はできないと言われました）、永田町に地獄耳の二木さん、ＡＳＳは

自分と妻を陥れようとしていると言うものの「政権イメージを守るため」、疑惑はないとい

うイメージのためで、夫婦愛、故ではないと言われて、昭恵氏は森永製菓の令嬢、聖心女子

大学→電通→87 年にＡＳＳと知り合い、ＡＳＳは電通の就業時間前に会って（当時は晋太

郎氏の秘書）、表に出るファーストレディ、森友学園の名誉校長、20 以上の肩書があり、二

木さん、昭恵氏は事の是非を考えずに行動して、それがアダになり、女性の活躍などを言う

ものの、森友学園の教育方針は知っても、昭恵氏はすぐ感動して、それがＡＳＳの方針とず

れている場合もあり、ＡＳＳはアメリカのドラマが好き、昭恵氏は韓流ドラマが好きで、食

事はＡＳＳは家では食べず、アメリカスタイルのものを好み、家庭内野党と言い、東日本大
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震災で政府は高い堤防を作ろうと言ったら、昭恵氏はこれに反対、ＴＰＰ反対の集会も行っ

て、それをＡＳＳに報告する始末で、昭恵氏は東京・神田の居酒屋を作って、しかしＡＳＳ

は店の中での飲酒禁止、赤字なら 1 年で閉めろと問題を出して、昭恵氏は勝手にやってし

まい、二木さんは、ＡＳＳが昭恵氏と森友学園の深い関係を知らず、それで関係していたら

国会議員を辞めると啖呵を切ったと言うのです。 

 さらに、政界のゴッドマザー、安倍洋子氏、岸信介氏の娘で、朝食は洋子氏が 88 歳で作

り、昭恵氏は洋子氏と朝は一緒で、ＡＳＳは父親の晋太郎氏より岸氏を尊敬しており、しか

しゴッドマザーは昭恵氏に怒り、それでも、ＡＳＳと昭恵氏の離婚はないと言われました。

以上、二木さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157850] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/3/29） 和歌山カレー事件 死刑囚Ａさ

んからの手紙＆ＴＢＳラジオデイ・キャッチ！ 近藤勝重さん、和歌

山カレー事件や高浜原発判断を語る 

 

 

  2017/3/29, Wed 16:46 

 永岡です、毎日放送のちちんぷいぷいで、和歌山カレー事件について冒頭に報告がありま

した。 

 例により、匿名のＡさんで通しますが、和歌山地裁でＡさんへの再審は認められませんで

した（これは、昨日の高浜原発判断と違い、テレビ、ラジオのニュース速報なし）。 

 Ａさんから、3/24 に長男（29 歳）への手紙があり、春だというものであり、もう 19 年

も 4 人の子供と離されてしまい寂しいというもの、前向きなことがあり、差し入れへの感

謝、ハッピーであるというもので、生活の楽しみは差し入れ、しかし 5 枚の手紙の最後に

は無罪を訴えて、1 日も早く再審無罪、死刑台から生還したいとＡさんは書き、司会のヤマ

ヒロ（山本浩之）さんの紹介で、センセーショナル、Ａさんのエキセントリックなものがマ

スコミで報じられて、スタジオでも、当時マスコミの独占インタビューに答えたことが、こ

の事件がきっかけであり、逮捕後黙秘、そしてマスコミのニュースを裁判の証拠にとして認

められず、桂ざこばさんは死刑確定前に会いに行って、一方的に無罪と訴えられて、ざこば

さんはＡさんをすくう会、鈴木邦男さんと一緒に行かれて、どうしてやっていないとは言わ
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ず、夫のＢさんは保険金詐欺で有罪になり服役して、Ａさんはカレー事件で 2002 年に地裁

で死刑、2009 年に最高裁で確定であり、再審の過程で、Ａさんは長男に手紙を書いて、精

神科医の名越さんは、外交的で、外に訴える力が強いと言われて、でないと詰めて小さい字

であると指摘されて、遠く離れた下宿生と話すようなもの、名越さんは、98 年当時、時代

により犯罪に問われる人が変わり、酒のみ、借金などで専門家もやったと思う、勤続年数 20

年だとやっていない、容姿端麗だと罪に問われない、歴史により、罪に問われ方が異なり、

しかしＡさんは水をかける、エキセントリックであるが、それゆえ冷静に考えないといけな

いと言われて、デスクの石田さんも動機不明であると言われて、宇都宮まきさんも、理由が

なくやっていないと言われて、石田さん、動機なし、Ａさん以外に入れるものが本当になか

ったのか、Ａさんについて、この証拠だけで有罪と言うのに疑問であり、たとえやっていて

も、この証拠だけでの極刑に疑問を呈されて、捜査段階はともかく、裁判では動機が明らか

にされず、これが問題なのです。 

 ＭＢＳ岡山美彦さんの、和歌山からの報告があり、岡山さん、今年初めの手紙だと、支援

者からの差し入れに感謝があり、近々だとラジオで高校野球を聞く、長男が昨年Ａさんと会

ったら、歯が抜けて、治療してくれないというものであり、長男さんは、事件に触れず、気

配りしているというのです。 

 Ｂさんは、数年前に脳出血で、車いす、大阪拘置所に行けず、Ａさんの気持ちの浮き沈み

があり、離婚届けが送られたり、拘置所の近くに引っ越してくれとあったり、さみしいと、

面会に来てほしいというもので、離婚を言うなどしているのです。 

 再審請求は認められるのか、ヤマヒロさん、違うなら誰かとも言われて、問題のヒ素は、

現場の紙コップ、Ａさんの家にあったものは同一と裁判で認定されて、弁護側は、紙コップ

のヒ素と、プラスチック容器のものと純度が異なり、また砒素は和歌山で他にも流通して、

違うとして主張して、石田さん、目撃証言なしで、Ａさんはスプリング 8 の鑑定で死刑に

されたと言い、これをどうするか、なのです。 

 岡山さん、再審のポイント、鑑定を中井氏、河合氏と二つあり、検査機器の進歩ではなく、

データのとり方を問題にして、世界最先端のスプリング 8 の鑑定を巡って、検察と弁護団

が争い、再審請求のポイントは砒素の鑑定のみ、他にはＡさんの髪の毛にあったヒ素との関

係で、Ａさんは詐欺を認めても、殺人は否認、カレーなどの試料の再鑑定を弁護側が求めて、

これは実現していないもので、鍋のヒ素は微量で、岡山さんは 2 時半の段階で、再審のハ

ードルは高い、弁護団もこれは認めていて、退けられたら、高裁に即時抗告→最高裁にもま

たやるというものです。以上、ちちんぷいぷいの内容でした。 

 ＴＢＳラジオのデイ・キャッチ！ でもこの件は取り上げられて、和歌山カレー事件の再
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審を棄却、弁護団は検察の鑑定に異を唱えられて、これについて近藤勝重さん、夕刊の編集

長時代のことで、状況証拠しかなく、砒素の鑑定は、現場の紙コップと、Ａさんの家のもの

と言っても、Ａさんのものを現場に持って行った確証はなく、ヒ素を入れた動機もなく、状

況証拠で有罪になっても、最高裁の確定した判決をひっくり返すのは大変で、弁護団も異議

を唱えて、強啓さんも、Ａさんが入れた証拠なしと指摘されて、近藤さん、入れるとなった

らＡさんしかないというもので、また検察の鑑定への疑問も呈されました。 

 

 デイ・キャッチ！ で、北丸雄二さんが忖度を英訳不可能と言われて、近藤勝重さん、森

友学園の件は、安倍一強体制でのものであり、事件になるのかは別としても、忖度が問題に

なり、自民、与党の中の忖度もあり、事件の納め方も忖度しないといけないと言われました。 

 また、デイ・キャッチ！ で、高浜原発について、福井県内の市民団体が 3,4 号機の再稼

働を止めるための文書を申し入れて、高裁の山下郁夫裁判長は事故の経験に基づいて、不合

理ではない、基準地震動は過少ではない、事故時のメルトダウンはないというもので、近藤

勝重さん、これは最高裁に特別抗告はできても、弁護士さんは最高裁への懸念があり、最高

裁の原発へのお墨付きがあったら全国の脱原発運動に打撃で、しかし今回の判断は事故が

起きないではなく、リスクの過小評価、近藤勝重さん、3・11 の映像を観て、想像を絶する

事故、原発はトイレのないマンション、核廃物は処理できず、それが原発事故は風化させら

れて、それでも 3・11 の映像を裁判官ももう一度見ろ、人間性から何を見て「利益優先の

社会を見直したら裁判も変わる」と言われて、強啓さん、福島では 6 年前のまま、フレコン

バックの山のまま、帰れない人がいるのにと言われて、近藤さん、アメリカの地裁にはトラ

ンプ大統領の件でもわかるように権威があり、それが日本だと上に行くと権力になびくと

指摘されているのです。 

 また、核兵器禁止条約を日本政府は拒否したこと、近藤勝重さん、オバマ氏とともに白い

鶴を置いてきた、日本の独自性をなぜ出さないのかと言われて、岸田外相は広島出身と言わ

れました。以上、デイ・キャッチ！の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157844] 

朝日放送おはようコール（2017/3/29） 木原善隆が高浜原発仮処分取

り消しとてるみくらぶ計画倒産を語る 
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  2017/3/29, Wed 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、高浜原発再稼働容認が朝日、読売、毎日、産経と全て同じ、絶

対的な安全性は保障できないが動かしていい＝福島みたいな事故あり、であり、日経は働き

方改革、同一労働同一賃金です。 

 

 高浜原発 3,4 号機の再稼働、大阪高裁は大津地裁の仮処分決定を取り消しであり、昨日

の決定で関電は高浜を法的には動かせることになり、新規制基準で再稼働に、滋賀の住民が

仮処分を求めて大津地裁は認めて、関電はこれを不服として大阪高裁に抗告し、高裁は運転

停止を取り消して、関電はこれで再稼働になり、割れる司法判断、早ければ 5 月に再稼働、

6 月に営業運転、しかし高裁では核に絶対的な安全は求められないとして、大津地裁と、安

全性は関電に立証義務、しかし高裁は安全でないと住民に立証しろであり、新規制基準も不

合理ではないとして、これについて木原さん、大津地裁は新規制基準がそれでは不十分とし

て、規制委員会の決定ではアカンとして、しかし高裁は 180 度異なり、新規制基準の欠陥

を住民に立証しろは、核の専門家ではない住民に求めるのは無理で、ゼロリスク論、住民は

ゼロにしろ、関電は無理であり、原発の判決は 30 件以上あり、裁判官による判断の違い、

訴訟リスクがあり、世論の核の再稼働反対で、判決は異なると言われました。 

 

 顧客から 150 億以上を集めて倒産したてるみくらぶ、就職の内定者も取り消しで、路頭

に迷うことになり、大阪支社に内定していた名古屋の学生は、大阪への引っ越し費用をどう

してくれるとしても、拒否されて、内定者（女性）は就職の支度をしていて、路頭に迷い、

てるみくらぶの社員は 80 人、内定者は 50 人、業務拡大を意図してこの結果で、2500 人

がてるみくらぶを利用して海外旅行中で、支払ったはずの代金はホテルには行かずキャン

セル、司会の横山さんもてるみくらぶの経営陣のデタラメを指摘されて、てるみくらぶは倒

産直前まで現金一括キャンペーンを張り、しかし旅行先で二重請求されて、2 万件の苦情で、

代金は 1％しか返らず、それも来年 1 月になり、クレジットカード払いで決済前なら、カー

ド会社に連絡したら何とかなる可能性があり、日刊スポーツの井関さんの奥さんもこれに

やられて、これについて木原さん、過去に家族が利用したことがあると言われて、てるみく

らぶのハチャメチャな経営で、自転車操業でどんどんお金を入れようとして、サービスは良
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くないが安い、そしててるみくらぶは計画倒産の疑いがあり、現金を求めていたが、最後こ

こにきて、海外旅行の方が路頭に迷い、しかし被害弁済はゼロで、この会社は負債総額は

100 数十億もの巨額で、倒産したら資産売却でも、てるみくらぶの資産は机とパソコンく

らいで、被害者は泣き寝入りであり、お客さんより自分たちの経営が優先された結果と言わ

れました。 

 

 高校生 8 人が犠牲となった栃木でのなだれ事故、計画書が提出されておらず、沢の溝で

の休憩時になだれに巻き込まれて、犠牲者の一人は幼いころから父親と山に登っており、

1500m 以上の登山には計画書が必要なのに出されておらず、今回の被害は防げなかったの

か、雪崩を予測できなかったか、大雪、なだれ注意報で登山は止めても訓練はして、ビーコ

ンをつけておらず、ビーコンを持っていたらもっと早く救助できて、スキー場ではなく国有

林でのことで、警察は業務上過失致死傷で捜査、木原さん、山のプロが引率してもお粗末で、

春山に想定外と言っても、想定外はあり、山で大事なのは引き返す勇気であったと言われま

した。 

 

 本日の気になる新聞記事、日経 17 面の記事、ファミマが週休 3 日制、全社員に適用、ユ

ニクロ、ケンタッキー・フライド・チキンなどあり、全国で 8％、10 年で 5％上昇、木原

さん、30 年前の週休二日制も大企業から始まっても、ハードルは高いと言われて、産経の

6 面の記事、アメリカとメキシコの国境で中国人の不法移民摘発、メキシコ人だけでなく、

木原さん、トランプ大統領壁の建設費用を中国に請求するかもと言われて、日経の記事で、

核兵器禁止条約に日本が不参加、木原さんこれは残念より情けない、日本はアメリカの核の

傘の中にあるとしても、去年まで交渉には参加すると言っていたのにこれで、日本はそれく

らいはアメリカに言うべきであったと指摘されました、以上、木原さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157842] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/3/28） 防災グッズの開発、種類

の紹介 

 

 

  2017/3/28, Tue 21:52 
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 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、火曜日は震災特集、今回は防災グッズを持っ

ていますか？ というテーマで、被災した企業の体験から開発された防災グッズのことが

取り上げられました。南海トラフ地震もあり、東日本大震災から 6 年、来月で熊本大地震

から 1 年、災害についての意識と、備えについて、町で聞いても、懐中電灯とラジオくら

い、震災への切実さが、防災意識の高いと思われる神戸でもそれほど高くなく、非常食の備

えも、備蓄に困る声があり、神戸市灘区で幼い子供を持つ家庭で、数日分のおむつと、食糧、

阪神・淡路大震災で、水などに困り、子どもが生まれて、意識が高くなったという声もあり、

被災者から、子どもの食事、おむつに困ったとの声もあり、神戸市の災害対策本部では、食

べるものと飲むものを優先して、また防災グッズの紹介、東日本大震災を経験した仙台市の

企業、アイリスオーヤマでは、社員に通勤のためのグッズを備えて、東日本大震災では被災

して、被災を経験した企業だから開発できるグッズを開発したいというのです。 

 スタイリッシュな防災グッズの開発をする企業もあり、手回しの充電式ラジオもあり、神

戸市でも、何から何まで、ではなく、優先順位をつけて、命を助けるものを、とアドバイス

しています。 

 被災時に、ラップは、水の使えないときに食器を覆う、防災アドバイザーは、正しい知識

が第一として、非常用の持ち出し袋は家庭により異なり、しかし早い避難が必要なら何も持

たずに逃げる必要もあり、その場に応じての避難がいるというのです。以上、サンテレビの

ニュースの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157841] 

朝日放送ラジオ 堀江政生のほりナビ クロス（2017/3/28） 谷口真由

美 種子法廃止から日本の破綻を語る＆第五福竜丸だけでなかった、

隠れたビキニ被曝漁船団の記録 

 

 

  2017/3/28, Tue 20:41 

 永岡です、朝日放送ラジオの、堀江政生のほりナビ クロス、野球シーズン前最後の火曜

日のレギュラーは大阪国際大の谷口真由美さんでした。 

 谷口真由美のドタバタ!?会議、最後だよ、全日本おばちゃん党の谷口さん、今国会は森友

学園のこと、稲田氏のことも忘れられそうであり、昭恵氏に公設秘書 5 人、共謀罪閣議決
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定、その裏で重要な法案が通されて、皆さんの毎日の食生活に関わる、種子法の廃止、こん

な法律があったのか、主要農作物の種子法、稲、麦のいい品質のものの種を守るものであり、

ひとめぼれなどのもので、開発は大変、品種改良に大変なお金がかかり、税金も使われて、

しかし低価格の種が競争により、安全でおいしいお米が食べられるいいものであり、しかし

種子法廃止論は、公的機関の種が安すぎるとして、民間企業の参入→特許により価格上昇も

あるのに、国会で 23 日に廃止が決定されて、谷口さん、何でも規制緩和していいのかと言

われて、森友学園の件も規制緩和という名で特定勢力への便宜供与であり、規制緩和で誰も

参入できるのではなく、強い企業、大きい企業、それも外資系が入り、農学部の優秀な人た

ちは公務員になり、品種改良でいい農作物を作り、この土地でいいものが食べられるもので

あり、国の理屈だと、議論されずに通り、どころか専門家の意見も聞かれず、伏線はＴＰＰ、

農業の規制緩和、しかしＴＰＰはトランプ大統領が入らず、しかし日本はアメリカが帰って

これるようにしており、日本はこれだけ頑張っているからアメリカに来い→アメリカの種

が入ってくる危惧があり、戦後の食糧の安定供給のためでも、種は米でも野菜でも、食べる

もの＝食の安全にかかわり、しかしＴＰＰで遺伝子組み換えに懸念があり、遺伝子をいじる

のは問題で、しかし種に遺伝子組み換えのあるものがこれから入り、大豆を輸入しなくても、

種が入ったらアウトで、遺伝子組み換えでないか、今は分かるが、種だとわからず、それが

廃止になり、アメリカでも種は大事となっても、2010 年に小麦の 8 割が自家品種、しかし

アメリカの大豆は 70 年代に公的なものが 7 割→今はバイオ企業 4 社で 8 割、それも遺伝

子組み換え、アメリカでもオーガニックな農作物と言うものの、オーガニック＝有機野菜、

無農薬は、単年の作物、ほうれん草、禁止農薬を使わず、しかし遺伝子組み換えだと、オー

ガニックの定義も変わり、3 年禁止物質を使っていないのが条件で、オーガニックはＪＡＳ

規格、日本と同じ企画なら外国のものもオーガニック、しかしお金のある人はオーガニック

を食べられても、お金のない人は安い遺伝子組み換え食品を食べざるを得ず、格差が広がり、

専門家の意見を聞いていない＝国会は何をしている！ 自民の支持母体はＪＡなどＴＰＰ

反対であるのに、農家を苦しめる法律を通してしまい、税金のために安くて安心なものを食

べられても、これから自分で判断しないとならなくなり、食の安全保障は、今急がないとい

けなかったのか？ 慎重論、反対論も自民党の中にあり、一般紙も報じず、専門の人でない

と知らないものであり、これは森友学園のことや稲田氏のこと以外にやるべきで、今国会で

通った法案が何であり、国民が注視しないとならず、しかし国民は農業新聞を読んでおらず、

今の政府は国民の安全、安心を守っているのか？ 食べるものが不安になり、農薬を使う、

遺伝子組み換えは筆頭がコットン、体のかゆいのはそのせいかも知れず、トレーサビリティ、

誰が作ったかわかるようになっているが、しかし種のことは分からなくなり、堀江さん、森
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友学園の野党の追及が弱いと言われるが、かつての自民党なら今のＡＳＳ政権だとアカン

となっていたと言われて、農業新聞を見たら、これには与党内からも批判があり、政権を揺

るがす問題なのに、谷口さん、「どこかで誰かが歯止めになってくれるとの幻想は止めよう」、

政権転覆のネタが続出しているのに、支持率は下がらず、怒りを忘れて、都会の鳩、危険が

来ても分からず、谷口さん、日本が怖い、気づかない、報じない、いろいろなところで歪が

出て、この国はどこまで破綻するのかと言われました。 

 

 早耳通信、ＡＢＣ報道記者、キャストの浜田ディレクターが来られて、ビキニ環礁、第五

福竜丸が有名なものの、アメリカが 1954 年に水爆実験を何度もやって、多くの船が被曝し

たことを取材されて、第五福竜丸以外の被爆はあまり知られず、検査記録が、2013 年にア

メリカの公文書があり、2014 年が厚労省の情報開示に応じて、隠していた記録が出てきて、

築地に水揚げしようとしたものを検査した記録、残っていないとされていたものが、昨年、

生き残りの船員が労災を求めて、浜田さん取材開始、しかし 60 年以上前のことであり、浜

田さんの取材の前から、地元の高知で、山下さん、損害賠償時にリーダーをされて、もとも

と高校教師、高知県の原爆の被爆者の取材をされて、そしてビキニ実験のことを知り、高校

生もゼミで生存者の調査をして、病気で苦しんでいる人がいると、1983 年ごろに高校生の

調査が開始されて、ビキニ核被災ノートという本が出て、編集委員長の岡村さんが電話で証

言されて、堀江さんから協力への感謝があり、岡村さん、この本を作られた経緯、戦後 60

年以上たち、アメリカの公文書から事実も明らかになり、他方当事者はがんなどで亡くなり、

事件の真実を知っている人たちの証言を後世に残そうと、6 か月で様々な方の協力を得て本

を作り、しかし国は 62 年前のことをひた隠しにしており、米ソの核開発競争の犠牲者、広

島・長崎への原爆投下→4 年後にソ連が核兵器を作り、アメリカはより大きな核兵器をと、

水爆を作ったものの、ソ連が先に核の小型化に成功して、爆撃機に載せられる水爆をと、

54/3 の水爆実験になり、そのためには隠さないとだめ、被害が明らかになったら核実験は

できなくなり、しかし日本の漁船は知らないのでそこで操業して、日本の公開した文書はＢ

４で 1900 枚、第五福竜丸以外にも無数の漁船が被曝して、2300 人いて大変な被害であり、

証言集を読むと、なぜ知らせてくれなかった、雪が降り、そして髪の毛が抜けるなどという

ものであり、岡村さん、南で魚を獲ると、スコールもあり、水爆の被爆があり、堀江さん、

しかし取ってきた魚は処分、自分たちも調べられて、そしてそれっきりであり、何のために

検査したのか？ 被曝したのは後で知ったものであり、日本政府は 4 月の時点で第五福竜

丸だけでないとすでに把握して、ビキニ環礁の漁船は把握できて、広島・長崎のような被曝

があったと日本政府は分かり、3/16 の時点で日本政府は知って慌てて、厚生省の中の原爆
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症の調査する機関が 1953 年にできて、ここにビキニ事件を対応させるとして、3/24 に日

米双方が非公開の会議をやり、アメリカからＡＢＣＣ（広島・長崎の核の効果を調べる委員

会、軍人たち）の所長モートン氏が来て、日本から小林六蔵氏らが来て、谷口さん、どうし

て第五福竜丸のみ出たかと訊かれて、岡村さん、第五福竜丸のことが読売にスクープされた

ためで、アメリカは第五福竜丸のことも隠そうとしていた、第五福竜丸はアメリカを調べよ

うとしたスパイ船と見られており、谷口さん、他国の漁船のことを尋ねられて、マグロがた

くさん取れるので行っていたのではないかと訊かれて、岡村さんその可能性を示されて、堀

江さん、声を挙げられない小さい国もあり、そして時間との闘いで、裁判は日米の隠蔽で日

本政府が隠してきたことに焦点を当てて、国の責任と、漁船員の健康問題を隠しており、広

島・長崎の被爆者のような調査もないまま63年放置されて、様々な病気に苦しみ亡くなり、

谷口さん、日本政府は隠蔽する必要はなかった、日本政府はアメリカ政府に賠償を要求すべ

きなのに、出来ない密約があったと指摘されて、岡村さん、アメリカはこれを隠して核実験

を続けたく隠したと言われて、この本は高知県の書店では入手できるが、県外の場合、問い

合わせがあり、ファックスで注文→郵便局振り込みで、太平洋・核被災支援センター（ファ

ッ ク ス 088-823-8334 ） 、 平 和 資 料 館 草 の 家

（http://ha1.seikyou.ne.jp/home/Shigeo.Nishimori/ ）に連絡出来たらＯＫであり、堀

江さんは知らず悔しく、そして亡くなりもっと悔しい人もあり、国家はこんなことをすると

岡村さん締めくくられました。堀江さん、この本は高知で話題になっていると言われて、浜

田さん、ようやく県外でも話題になり、谷口さん「国家は隠蔽する」と言われて、さらに「な

かったという文書はあるのだ」と、堀江さん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:157840] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/3/28） 高浜原発訴

訟仮処分却下 崎山敏也さんの報告＆関西テレビ報道ランナーの報告 

 

 

  2017/3/28, Tue 17:13 

 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。 

http://ha1.seikyou.ne.jp/home/Shigeo.Nishimori/
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 オープニングは高浜原発訴訟の控訴審、崎山敏也さんの報告がありました。ご存知のよう

に、大阪高裁は関電の言い分を認め仮釈放を取り消し、再稼働が可能になりました（怒）。

崎山さん、3,4 号機の停止を認めた福井地裁の仮処分を高裁が取り消して、高裁の判断の意

味は、細かい内容はまだであるものの、仮処分は単純な判断で決めて、揺れ、津波の高さに

より新しい規制基準に適合しているか、これに合っていたらＯＫか、住民の避難はどうか、

福井地裁は住民の避難でアウトであったものが、今回はそれが排除されて、高浜は規制委の

基準に合格しても、福井地裁はアカンとして、福井地裁で別の裁判官が異議、しかし福井の

原発は京都、滋賀に影響で、住民が滋賀の裁判所に訴えて、大津地裁での仮処分で、地裁の

段階では完全アウトで、高裁に行き、しかし崎山さんこれで決着ではなく、高浜は 5km 県

内が京都府内にあり、舞鶴市は福井県だけで決めるなとしており、今回は仮処分に過ぎず、

本訴訟が争われて、これでＯＫではなく、崎山さんは高浜を昨年暮れに取材されて、高浜は

クレーンが強風で倒れて（原発は巨大な工事現場みたいなもの）、福井県から原子炉以前に

総点検しろと言われており「3,4 号機のみ動かせるとしても、今はアウト」、関電も地元の

許可が必要で、クレーン倒壊の不祥事もあり、住民の不安は払しょくできず、地元の人は原

発の恩恵ゼロ、宿屋もなく、しかし事故なら一番の被害で、福島の現実を住民も見ており、

裁判のお墨付きで関電もＯＫではないと、崎山さん締めくくられました。 

 今夜、たね蒔きジャーナルがあったら、こんなやり取りがあったと思います…水野さん

「小出先生、高浜の仮処分が取り消されましたが、どう思われますか」、小出先生「呆れた

裁判官ですね、福島の事故を見たら、地震、津波は想定外のことが起こるのは当たり前なの

に、裁判所が原子力マフィアの言い分を認めて、本当に情けない国だと思います」・・・ 

 

 それで、デイ・キャッチ！ 本篇、小西さんは武田さんとのトークライヴ、森友学園の問

題で 1 時間半も行ったというのです。ニュースランキング 1 位は森友学園と、加計学園の

こと、ＡＳＳは 100 万円のことを渡していないものは証明できないと言い、ＡＳＳの友人

が理事長の加計学園疑惑についても追及されて、獣医学部についてＡＳＳは知らん、今治市

の無償土地提供も否定して、強啓さんも小西さんも、森友学園の問題がランキング 1 位に

触れられて、小西さん、7 割の人が説明不十分と言い、にもかかわらず支持率はそれほど落

ちておらず、証人喚問直後の支持率は不明だが、与党として乗り切れるのか、しかし国会は

まだ 3 か月あり、重要法案は審議すべきだが、同時並行でやるべきで、一つの法案のみで

国会が行くのはおかしく、どの国でも法律 2 つは並行してやっている、南スーダンのこと

も決まらず、そして解散について強啓さん指摘されて、小西さん、産経が火をつけて消して、

解散は与党有利になる印象操作、野党の足並みのそろわないうちに、であり、本家のイギリ
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スではこのような解散はできず、政治報道も政局報道ではなく、政策報道になり、解散時期

をどこが抜くかが問われるのかおかしいと指摘されました。 

 

 関西のメディアで、関西テレビの報道ランナーでも報じられて、井戸謙一さんは関電の言

い分そのままと批判されて、大阪高裁は大津地裁の決定を否定、事故対策について、大津地

裁はアカンとして、新規制基準でも関電は説明不十分としても、大阪高裁は安全対策はＯＫ

として、弁護士の亀石倫子さん、少数者の人権を守るのが裁判所で、大津地裁の決定は妥当

で、ところが高裁は危険性を住民に立証しろというのは問題、残念と言われて、神崎デスク

は、規制基準、プロ集団の決めたことでＯＫとしても、規制委員会の判断したのは原子炉の

み、しかし事故時には命が大事で、規制委員会は避難に責任を持たず、雪の中でバスで避難

できるのか、雪の中でヘリが飛べるのか、海が荒れて船で避難できるのかと言われて、キャ

スターの新実さんも、福島でも避難は大変で、神崎さんは別の規制委員会を必要とすると言

われました。 

 関電が本社ビルで記者会見しており、他方、住民の代表は、最高裁に抗告しない、最高裁

に行き決定するとその後の判例になり、他の裁判で闘うというものであり、関電はありがた

い、スタートラインに立つと言うもので、再稼働時期に明言はなく、高浜の中でのクレーン

事故の総括が出来ていない、電気料金の値下げも決まっていない、離れた客を戻したい、今

後高裁判決を精査して、高裁の決定の出たことは関電に大変大きく、判決で関電社員がわく

ことはなかったと、坂元記者が報告されて、関電は早ければ 5 月に再稼働、新実さんは住

民のことをかんがえよと締めくくられました。以上、デイ・キャッチ！と報道ランナーの内

容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157837] 

朝日放送おはようコール（2017/3/28） 小西克哉が那須塩原なだれ事

故とてるみくらぶ破綻を語る 

 

 

  2017/3/28, 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。 
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 今朝の朝刊一面トップは、雪山のニュースで、春山か冬山か、なだれ事故のニュースが朝

日、産経、読売は大雪、なだれ注意報時の事故、毎日は表層なだれ、日経は生保の保険料値

下げです。 

 

 雪山登山の講習会でなだれの事故であり、栃木県那須塩原で、悪天候の中での訓練の判断

は正しかったのか、50 人なだれに巻き込まれて 8 人死亡、当時スキー場で事故防止のため

の講習会が 54 年前から行われて、登山は中止でも、雪の中を行くラッセルの訓練が行われ

て、先頭の大田原高校のところを襲い、冬山の規定なし、スキー場の営業は 20 日で終了で

あり、25 日は天候も良かったのに、26 日に転向急変、8 人はインターハイ連続出場を誇る

選手で、しかし景色を見たら雪山とはとても見えず、未明からかなりの積雪、30cm 以上つ

もり、注意報の中で、表層雪崩、下は固まり、その上の雪が崩れて、太平洋側の低気圧によ

る雪で、崩れやすく、なぜこんなことになったか、過去 54 年事故はなく、教育長はスキー

場の事故で信じられないと言い、気象予報士の正木さん、当時一気に 30cm 降り、その下

に硬い雪があり、新雪は崩れやすく、この訓練で今まで何もなく、大丈夫との油断、想定不

足と言われて、ゲレンデでの訓練に切り替えて、これについて小西さん、門外漢には分かり

にくいが、山岳部の顧問の雪山での知識がちゃんとあったのか、ベテランで経験のあった人

と言っても、過去 54 年無かったことがこれから起きて、ゲレンデの安全性、なだれ注意報

の出ている時にこの判断は正しかったのか？ 国は冬山登山を規制しても高校生への適用

はなく。ベテランも間違うもので、一人だけに任せず、複数での判断をすべき、顧問が現場

にいて話は分からないが、本人が出て話すべき、教育長が話しているが本人でないと伝聞調

になってしまうからと言われました。 

 

 格安ツアーのてるみくらぶが倒産、破産手続開始、負債 151 億円、旅行 3.6 万件、8～9

万人が影響を受けて、外務省は海外での対応を行い現地の日本大使館に相談してほしいと

して、てるみくらぶでハワイでの挙式を予定していた人は、現地で日本語の紙を渡されて、

入金が滞り別途料金を払えとして、詐欺にあったようなものと言い、先週の新聞広告で、現

金一括キャンペーンとして、資金繰りにすでに支障が出ていた模様で、山田社長は詐欺を考

えていないと言い、スタジオでも、海外に行ってホテルも便もないとは信じられないとの声

があり、破産の理由は、ネット販売の不振と、新聞広告に金のかかったためであり、払って

しまった旅行代金、集めた 100 億があっても、1％しか返金されず、今 2500 人旅行して、

社長は出国前の人は控えてほしいと言うものの、司会の横山さんも呆れて、スタジオでもて
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るみくらぶで安い旅行に行った人もあり、これについて小西さん、100 億も集めて倒産は

前代未聞と言われて、ギリギリの資金繰り、今まで被害がなくても、ネットでの営業でも、

円安で業績悪化であり、しかし新聞広告の費用は高く、これだけまずい状況は前から分かっ

ていても、自転車操業、ネットで可能になっても破綻で、数十万払うものが破綻した場合の

対応が出来ていなかったと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、産経 2 面の記事、ＡＳＳが 4 月の解散を見送る方針を固めて、

森友学園の問題があり解散したら疑惑隠しと見られて、小西さん、解散は総理の専権事項で、

しかしイギリスはおかしいとしており、選挙報道は政局報道になり、産経が当てるかではな

くやめるべきと言われて、産経の 7 面の記事で、ロシアで長期政権に不満で、デモをして

拘束、小西さん、専制国家で、しかし日本も国会周辺のデモであっても歩道に限られて、原

発デモ、戦争準備法案デモも、日本は規制される、日本とロシアはその似ていると言われて、

読売 8 面の記事で、地図の案内記号を外国人にも分かりやすくするもので、小西さん、外

国人には分かりにくく、これは当然の措置と言われました。以上、小西さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157834] 

報道するラジオ（2017/3/27） どこまで明らかになった？森友学園の

問題、前田浩智さんのお話 

 

 

  2017/3/27, Mon 21:02 

 永岡です、報道するラジオ第 237 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ＭＢＳ東京スタジオから放送されました。 

 

 ニュースは大阪のスタジオから上田崇順さんの担当でした。 

 栃木でのなだれ、栃木での高校生の春山の登山講習が行われて、スキーをしていたのでは

なく、山岳部員で、スキー場の営業は終わっており、生徒と男性顧問で、福島でも雪崩があ

り二人巻き込まれています。 

 

 今週のメインテーマは、どこまで明らかになった森友学園の問題、毎日新聞・編成編集局
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次長の前田浩智さんが東京スタジオで解説をされました。 

 前田さんは 1993 年の総選挙以降総理を 24 年取材されて、当時は細川総理、今日も野党

が追及して、2017 年度予算は可決成立、これと森友学園の問題について、前田さん、予算

委で追及しても、これが開かれなくなり、関連法案、財政金融、国土関係の委員会で、しか

しそこにはＡＳＳ（Abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）は来ず、所管の大臣のみで、Ａ

ＳＳの追及は困難になり、総理は必ずしも出席しなくてよく、関連委はテレビ中継なしで、

予算委のようにはならず、予算委員会がないと、追及は地味になり、それはＡＳＳにはやり

やすくなり、黙っているとそうなので、野党には追及のやり方は工夫して、テレビ中継なし

でも、ＡＳＳがちゃんとやっていないというものをどう追及するかになるのです。 

 しかし、国民も怒り、共同通信の世論調査では、ＡＳＳと昭恵氏の関与否定を納得できな

いは 62％と圧倒的であり、前田さん、この問題の理解は進まず、証人喚問で済まないもの

で、昭恵氏も証人喚問の必要があるは 52％と過半数、前田さん、昭恵氏はＦＢで否定して

も、表に出て、記者会見、新聞やテレビの記者に出ず、籠池氏の証人喚問は偽証罪に問われ

て、証人喚問とＦＢでは異なり、自由党の森氏の要求にＡＳＳは拒否。 

 先週 23 日の籠池氏の証人喚問を引用して、さらに疑問、ＡＳＳの昭恵氏が 100 万円の

寄付について、籠池氏は 2015/9/5 に昭恵氏が塚本幼稚園で講演会をして、それを開催す

る前に、園長室で話して、昭恵氏から封筒に入ったものをカバンから出して、どうぞ、とし

てもらった封筒、上から見たらお金であり、これはいいんでしょうかとしたら、安倍晋三か

らと言い、籠池氏はその封筒をもらって机のところから園長室に行き、もらう前には秘書も、

詢子氏も同席、人払いで秘書は出て、詢子氏も出て、中身を確認して、100 万円を確認し

て、金庫に入れたと言い、そして昭恵氏は名誉校長になり、これについて前田さん、証言に

二つポイント、具体性と合理性、具体性は体験した人ならではのものであり、合理性には疑

問、わざわざ昭恵氏が人払いをする必要があるのか？ お金を渡すには秘書でもよく、しか

し水野さん、夫からとしたかったのでは言われて、前田さん、付き人がいて、外させてやる

のは、事務官がしゃべることもあり、リスクをなぜ犯したのかと言われて、100 万円の寄付

は法的には、2 つあり、公選法違反には、選挙区が異なり問題にならず、しかし政治資金規

正法違反があり得て、何月何日に渡したとならないと問題、さらに、ポケットマネーだと問

題にならず、これへの野党の追及はこれが詰めきれず、籠池氏の発言に、蓮舫氏は幕引きを

否定しても、しかしＡＳＳは関与していたら総理も国会議員も辞めると言い、ＡＳＳは前田

さん、初当選から取材して、きっぱり言い、ＡＳＳは嘘をつくと顔に出るので、しかし本人

では関与はないとして、しかしそれは前田さんの印象。 

 他にも、メール、ファックスがあり、自民党から昭恵氏と詢子氏のメールのやり取りがあ
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り、これを前田さんご覧になり、疑惑の持たれている詢子氏とのやり取りはずいぶん軽率、

3/16 までやり、普通のことなら、連絡を立場のある人なら取らず、自分が潔白なら、なぜ

こんなことをするのか？ 

 2/28 メールには謝礼をもらった記憶がないと言い、前田さん、記憶がないのは問題、証

人喚問の前から、昭恵氏は記憶にない→普通はもらっていないと言うものを、100 万円の

ことを記憶にないというのは、官邸の幹部も気にして、この否定のやり方は否定として弱い、

人柄かもしれないが、なかったと言わず、これについて詢子氏はひどいと言い、情報はどこ

から、であり、二人のやり取りはかみ合わず、また詢子氏が誘導尋問に乗るなとあり、メー

ルから疑惑の塊で、前田さん、メールの中に口止めのことが籠池氏の発言にあり、疑惑を晴

らすために官邸は出して、官邸はこれで疑惑は晴れたと言っても、昭恵氏と詢子氏の蜜月が

明らかになり、これで関与していないのか？ 

 2015/11 に、昭恵氏付きの政府の職員の谷氏がファックスを送って、9/29 に借地契約→

昭恵氏の携帯に留守電→谷氏から難しいとのファックスがあり、現状では希望に添えない、

昭恵氏にも報告とあり、このファックスも菅長官から記者に配られて、前田さん、官邸は説

明しないと疑惑になるのでやったとしても、疑惑は、こういう文書を、首相夫人についてい

る職員が出すのは異例で、これで何か法律行為はなく、法令には抵触しないと言うものの、

口利きと言っていいか、こうしてつなぐことの意味は問われて、このファックスについて、

野党から追及、谷氏は公務で接触と言っても、官邸は私人として逃げており、民進党の福山

氏は私人に公務員がつくのかと追及して、官僚は 1+1＝サルマタと言い、しかし総理付き

の夫人で、谷氏が公務としてやったのかと追及されて、官僚は 2+2＝モモヒキといい、福

山氏、これは公務と追及して、官僚は日本語にならない返答で、福山氏、総理夫人の補助遂

行を谷氏がして、福山氏、昭恵氏は公務の関係で、公務と認めたら、ファックスのやり取り

は公務の遂行と福山氏は追及して、ファックスのやり取りに、いくつもポイントがあり、工

事費の立て替え払いに予算が付くと言うもの、また工事とゴミの問題、予算が付いたら返金

すると、航空局と了解されており、2015 年度予算ではアカンので、2016 年度予算でやる

→水野さん、予算の意味を問われて、前田さん、すでにやったゴミの処理の役所としての連

絡であると言われて、しかしそんなものに、民間人にこんなことするかと水野さん問われて、

前田さん、こんな丁寧なことを役所がやるとは聞いたことはなく、総理夫人がかかわってい

るので、こうやったと言われて、水野さん忖度かと言われて、前田さんそうと言われて、リ

スナーからも忖度とあり、前田さん、安倍政権の一強で、ＡＳＳ政権は経産省政権、首席秘

書官の今井氏も経産省で、ＡＳＳは第 1 次政権時に財務省のことを聞いて失敗し、それで

財務省は政権内野党で、自分たちにＡＳＳがやってくれることはなく、忖度して、ＡＳＳに
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にらまれたくないという意向もあるのです。 

（この件は、以前この番組の案内をされた平野幸夫さんの、ブログでの指摘がありました  

   

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12260104644.html?frm_id=v.mypage-checklist--

article--blog----hirano-yukio_12260104644 

 

 夫人付きの職員、谷氏は経産省の役人で、5 人の役人がついていることは前田さんもご存

じなく、そのうち 2 人が経産省なのもそれであり、総理秘書官ならバランスを取るべきで、

4 つの役所から一人ずつに通例はなり、いくら夫人付きでも、経産省のみは異例。 

 役人たちのやっていることは公務であり、税金で働いており、しかし総理夫人に権限はな

く、なら放置しろと水野さん言われて、前田さん、昭恵氏の監視、昭恵氏はリベラル、原発、

沖縄で高江に行くなどして、家庭内野党と言い、昭恵氏の言動を監視する役割はある。 

 しかし、役人が昭恵氏に言われず動くことはあり得ず、秘書だと、ベテランになると自分

でやるものの、総理夫人は権限なく、サポートであり、前田さん谷氏と会っており、穏やか

な職員というのです。 

 共産党小池氏が、昭恵氏の喚問を求めて、ＡＳＳは 3+3＝サルマタケ、総理の意向を小

池氏は追及しても、ＡＳＳはゼロ回答で、忖度はないというもので、しかし小池氏、来年度

予算でやると書いているのでゼロ回答ではなく、前田さん、永田町的にはゼロ回答であり、

説明しているだけであり、しかし水野さん、一般人にこんなことはない＆8 億の値引きにつ

いて言及されて、前田さん、8 億の値引きは解明されず、3 つの契約書についても解明され

ず、籠池氏は神風が吹いたと言い、しかし何があったか、籠池氏にはしゃべると都合が悪い

ものはしゃべらず、水掛け論の 100 万円のことを言っているのです。 

 どこまで明らかになったか、森友学園の問題、民進党の福山氏が情報の出ないことについ

て、しかしファックスを菅長官がいきなり出した→もっと出していない資料があると、福山

氏が菅氏、ＡＳＳに追及して、菅氏はしどろもどろであり、回答になっておらず、谷氏の情

報というもので、福山氏はいつのことかと問うと、菅氏は 1 週間前で、しかし福山氏、資料

を廃棄したというのに出てきた、谷氏のみ保存していたのかと追及して、菅氏は他に資料は

ないと財務省への問い合わせのみ、1+1＝サルマタと言い、福山氏はこれは大事と言って、

福山氏はなぜ隠すのかと追及して、ＡＳＳは 2+2＝モモヒキと言い、理事会なら出すと福

山氏は追及して、昭恵氏の関与をちゃんと明らかにしろと迫るのです。 

 リスナーより、書類の処分を追及する声があり、前田さん、文書の保存期間では、財務省

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12260104644.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12260104644
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12260104644.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12260104644
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は一番ちゃんとしている役所で、それは信じられず、都合が悪いと、自分たちから出した方

がいいものを出すものの、これは谷氏が個人的に持っているなど、そんなことは個人での保

管は信じられない。 

 民進党の櫻井氏は谷氏の喚問を求めて、しかし与党は応じる気はないと前田さん言われ

て、国民の声、反映するのは内閣支持率と言われて、支持率も減っても 50％を維持、これ

は強い政権で、国民は怒っても、これで国民はＡＳＳ政権を見放したわけではなく、これで

は政府与党は積極的にならない。 

 内閣支持率が下がり、7 月に都議選、秋に衆院補選であり、選挙で危ないとならないと本

気にならず、いつ解散もあるかも知れず、国民を納得させないといけないとしたら、ＡＳＳ

政権の保守長期政権のおごりが出て、どう答えを出すか、このまま国会が終わってしまう危

惧もあるのです。 

 

 その他のニュースの上田さんの担当でした。 

 翁長知事が辺野古移設の阻止を発言して、菅長官がそれなら翁長氏の個人に賠償請求す

ると、法令で対処すると言うのです。翁長知事に政府は対抗策を取ると言うのです。 

 環境庁は福島事故の移染で出た汚染土を埋め戻して再利用すると言い、40～100cm の土

地で被曝を防げると環境庁はいうのです。 

 特養待ちは 36 万人、要介護 2 以上と厳しくなったためで、特養に入れない人は 3 割減

っても、認知症で自宅では難しい人が門前払い、前田さん、介護は施設で面倒を見ると大変

で、自宅でと厚労省は思い、今回要介護 2 で厳しくして、水野さん 2000 年の介護保険で

は介護の社会化と指摘されて前田さん、元に戻すのはおかしいと言われました。 

 

 今週の内容、森友学園の土地問題、前田さん、リスナーの怒りがあり、なぜ安く払い下げ

したかとあり、前田さん、議員だけでなく、財務省の寄与もあると言われて、大阪府も百条

委ですべきであり、誰の立場で議員は動いているのか、昭恵氏は公務員の付き人がいて私人

ではないと言われて、前田さん影響力はあり、水野さん、自民党内でＡＳＳを引きずりおろ

さないのかと聞かれて、選挙で勝てないために自民の中で抵抗しない、ＡＳＳは来年以降の

選挙と想定しているが、それを言うとまずいので、秋以降と言っていると、前田さん締めく

くられました。 

 聞いて、キーボードを叩いて、頭に来ました、ともかく、内閣支持率を下げるしかありま

せん！以上、今週の報道するラジオでした。 
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[civilsociety-forum:157833] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/3/27） 大阪市・住吉市民病院廃止・民営

化のムチャクチャと維新のデタラメ 

 

 

  2017/3/27, Mon 19:02 

 永岡です、再三報じられている、大阪市立住吉市民病院の廃止問題、毎日放送のニュース

「ＶＯＩＣＥ」で、また唖然とする話です。民間病院の誘致のご破算の可能性すら出てきた

のです。 

 これは、大阪市立の住吉市民病院、この枠で何度も報じられているように、患者さん、妊

婦さんに必須のものが、橋下氏と松井氏は 5 年前に、住吉市民病院（大阪市住之江区）が、

2km 離れたところに府立の急性期総合医療センターがあり（これは 2km しか離れていな

いと報じられますが、患者さんにとっては大変な距離です）、これを二重行政と文句をつけ

て、住吉市民病院を廃止、民営化…の予定が、その後の民間病院が来ずに、南港病院という

ところが入ることになったものの、入るには、建物の建て替えなどで 2 年間空白が出来て、

それで、大阪市の吉村市長は、南港病院に補助金を出して、それで南港病院に今の建物を利

用してもらおう…との目算が、この補助金が何と自民と公明党の反対で頓挫！ これで、住

吉市民病院の継続が困難になり、どころか、南港病院が後継に来る計画すら破綻の可能性す

らあるのです。 

 住吉市民病院の院長さんは、後継の病院がちゃんと来てくれたら、安心して退職できる、

つまり、このままでは辞めるにやめられないと言われて、神戸学院大学の中野雅至さんも、

大阪市の責任を追及しておられました。 

 …これ、皆さん、地域に必須の施設があり、それを無くすとしたら、後継の施設がちゃん

と整備されてからやりませんか？ そもそも、2km のところに市立と府立の病院があって、

それが二重行政というのは、私など医者にたくさん通っており、また母の介護もあり、病院

が必須なのに、橋下氏、松井氏、吉村氏らのやっていることはまさに売国どころか、売大阪

府、売大阪市であり、2km 離れたところに二つの病院なんて、神戸の高速長田には実例が

あり、これから高齢化、さらに子供を大切にしないといけないのに…です。 

 大阪は朝比奈隆率いる大阪フィルがあり、全国有数の音楽のさかんな町であったのに、4

つのオーケストラはいずれもしんどく、カジノや万博も破綻したら、維新の前に、大阪が滅
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びます、そんなことを許してはなりません！以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157832] 

朝日放送キャスト（2017/3/27） 木原善隆 アッキード事件、アベノ

リスクを語る 

 

 

  2017/3/27, Mon 17:38 

 永岡です、森友学園の問題、アッキード事件、昭恵氏がＡＳＳ政権に致命傷の可能性、ア

ベノリスクと呼ばれているとの紹介で、谷氏の国会招致を民進党の櫻井氏が求めて、森友学

園の問題の行方、政府と大阪府で責任のなすり合い、自民の西田氏は大阪に説明責任がある

と言い、松井知事は、この問題に火に油を注いでいるのはＡＳＳ、忖度はないとＡＳＳは言

うものの、忖度を認めて、いい忖度と、やっていけない忖度があると、松井氏は 3 回もＡＳ

Ｓが忖度を認めよと党大会で言い、森友学園の小学校問題にどこに原因があるのか、菅氏は

忖度なしといい、世論調査でも国民は納得していません。 

 木原善隆コメンテイターの解説で、維新の党大会で松井氏はリスクの大きいもので、ＡＳ

Ｓを批判してビックリ、蜜月関係であったが、諸刃の剣で、大阪に返ってくる危険性があり、

規制緩和は大阪府がしても、昭恵氏が名誉校長の忖度、また維新とＡＳＳ政権は蜜月関係で、

これで賭場、万博で二人三脚であったのが黄色信号であり、松井氏はＡＳＳが火に油、しか

し大阪府の百条委は、松井氏が提案しても、何と維新の反対で頓挫であり、百条委は慎太郎

氏もあり、これはＡＳＳと松井氏の間に隙間であり、スタジオでも、ＡＳＳは否定できない

と指摘されて、国際ジャーナリストの小西克哉さん、自民は与党でＡＳＳをかばい、籠池氏

の信頼性を失墜させようとして、しかし官僚は資料を捨てることはなく、籠池氏にはまだ、

菅野さんの指摘で爆弾がまだあり、近畿財務局の売買契約のことをちゃんと出すべきで、司

会の浦川泰幸さん、忖度したのは官僚でも、それには政治家の存在が必須と言われました。

以上、キャストの内容でした。 
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[civilsociety-forum:157830] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/3/27） 青木理 韓

国、北朝鮮情勢＆大阪府警の監視カメラ問題を語る＆プチ鹿島 民進

党のふがいなさを語る 

 

 

  2017/3/27, 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。青木さん、デイ・キャッチ！のリスナーは野党のだらしなさが

ＡＳＳ政権を暴走させているのを良く知っていると言われました。 

 ニュースランキング 1 位はアッキード事件、国会で野党が昭恵氏の証人喚問を求めてい

る件、予算は通っても、野党は抗議、与党は幕引きをしたく、予算は与党などの賛成多数で

成立のものの、青木さん、リスナーのネット投票も町の声でもランキング 1 位、国有地（国

民の財産）が格安で払い下げられた件、薄々見えつつあるものの、忖度なのか、さらにＡＳ

Ｓは関係していたら議員も辞めると言って、しかし籠池氏の証人喚問でかかわりが見えて、

一強体制と言うものの、関係ないならちゃんと説明すべきと言われて、強啓さんも、ＡＳＳ

は遠近の別はあっても関わっていると言われて、青木さん、籠池氏が神風が吹いたと言い、

国民に損失を与えて、そして記録が残っていないのも問題で、青木さんは醒めてみると、木

ではなく森を見たら、森友学園の極右教育を、ＡＳＳも妻も防衛大臣 etc もほめていた→ば

れたら批判で、しかし森友学園の教育方針に彼らが賛同しての結果で、青木さんはこういう

極右教育、ヘイトスピーチを、ＡＳＳや防衛大臣らが、愛国教育を今も評価しているのか、

国会で議論してほしいと言われて、国会は 6/18 まで開かれるものの、共謀罪、天皇退位も

あるが、一強政権は国民、野党の批判をちゃんと受けるべきと言われました。 

 この件について、報道するラジオの案内をされていた平野幸夫さんが、ブログで指摘され

ています。 

 

   

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12260104644.html?frm_id=v.mypage-checklist--

article--blog----hirano-yukio_12260104644 

 大阪府警が、防犯カメラ（監視カメラ）映像、自治体の設置しているものを、自治体の許

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12260104644.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12260104644
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12260104644.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12260104644
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可なく利用できる方向を考えており、協定が出来たら、大阪府警が自動的にダウンロードで

きて、これでスピード解決の例もあるものの、青木さん、気になるチェック、ＧＰＳ捜査に

は令状 or 法律の制限が必要との最高裁判決があり、監視カメラは警察が紹介を依頼して、

任意の手続きで、監視カメラを持つものは拒否できる＝強制使用には令状が必要で、しかし

オンラインでダウンロードなら、警察には便利でも、こういう形で制限を取り払って、警察

が監視カメラを使えたら、警察が神の目を持つことになり、市民社会はどこまで許容するか、

警察が無尽蔵に監視カメラを使うのは問題で、さらに要らなくなって消去するのも定めが

必要で、しかし警察の直接運用する監視カメラもあり、何の制限もなく、今警察はコンビニ、

駅の監視カメラをネットワークでつなごうとしており、自動顔認証とともに、リアルタイム

で移動の記録が把握されて、5～10 年で出来て、犯罪の検挙が出来ても、どこで歯止めをつ

けるのか、顔認証には令状がいる、記録の開示をさせないと、監視社会になり、ＧＰＳ捜査

同様に、手続きを取るようにすべきと言われました。 

 プチ鹿島さんが、民進党 1 年について語られました。リスナーより、1 年良く持ったとの

声があり、民進党結党は、7 月の参院選があり、逆算して今の結成が必要で、民進党の名前

は、民主党を残したい民主党と、旧維新は負のイメージと言うものの、結党からグダグダ、

岡田氏が新進党と言う、山尾氏の紹介を忘れるなど、共同通信の調査で民進党に期待しない

は 60％、参院選で、改選 45 を下回り惨敗し、岡田氏が退任、都知事選も鳥越氏が小池氏

に惨敗、代表に蓮舫氏がなっても、二重国籍問題、新潟知事選では反原発で勝っても、原発

ゼロは連合の反対で頓挫、新聞も民進党に対立軸を出せと、読売、東京、日経が書き、読売

は国会で成果なし、森友学園の追及も共産党が主役、しかし野田幹事長の政策は自民と一緒

で、青木さん、野田氏を担いだのは蓮舫氏で、それなら 3 役を全部女性にすべきと言われ

て、鹿島さん、日刊ゲンダイ記事で、ＡＳＳ政権の悪政のすべては野田総理がやり（原発再

稼働、ＴＰＰetc）、新潟知事選は民進党は自主投票、連合のしがらみで脱原発にかじを切れ

ず、小泉純一郎氏が何と、連合の 50 万票目当てにやったらあかん、国民の脱原発に答えよ

と言うもので、青木さん、勝負師の小泉氏のいうことは正解と言われて、鹿島さんいつまで

も自民との違いが出ないと言われて、強啓さん、連合のこと、国民の総意としての今の政権

の受け皿か、あるいは連合の代弁者か決まらずフラフラとして、野党としての問題を説かれ

て、青木さん、ＡＳＳ政権支持の最大の理由は受け皿なしで、ＡＳＳ一強の責任は民進党に

もあり、連合より、もっと勝負が必要で、鹿島さん、都議選後は蓮舫氏おろしが始まると指

摘されました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、青木さんが、朝鮮半島の情勢、韓国と北朝鮮について語られ
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ました。今後の朝鮮半島情勢から目を離せない、朴槿恵氏に逮捕状請求で、身柄拘束であり、

その先 5 月に大統領選挙なものの、朝鮮半島情勢に問題、韓国の大統領選挙は、朴氏が保

守で、次期政権は間違いなく進歩派、リベラル派になると、日韓関係はどうなるか、ムン氏

は慰安婦合意見直し、金は要らないと言うもので、しかし韓国ではこれはさすがにまずいと

なっても、しかし日本も韓国も、過激なことを言った方に票が集まり、日韓関係の悪化があ

り、また中韓関係、サードミサイルで、中国でロッテの不買運動があり、新大統領の中国政

策、そして北朝鮮とのこと、文氏は南北対話に積極的でも今の情勢で南北対話は困難であり、

これはミクロな情勢、そしてマクロに見たらアメリカ、アメリカの対北朝鮮政策は戦略的に

放置、相手にしないと言うもので、その間に金正恩政権は増長して、トランプ氏はこれを見

直すと言うものの、軍事オプションも入り、しかし軍事オプションは韓国、日本にも破滅的

な結果になりやらなかったものをやる可能性があり、トランプ政権は、情報機関から信頼さ

れておらず、オプションも作れず、トランプ政権は根拠に乏しい危うい軍事政策の可能性が

あり、北朝鮮は金正日氏の時はある程度計算して、核などは引き出すためのカードであった

のに、正恩氏は核保有を認めろとして、周辺国も引くにつけず、正恩氏は中国との会談も出

来ておらず、中韓関係など、韓国の大統領選挙までに、アメリカの姿勢も、朝鮮半島を巡る

情勢がきな臭くなると危惧されて、青木さんは来月韓国に行かれて、韓国の政権は今脳死状

態であり、取材して報告したいが、これから朝鮮半島情勢はきな臭くなる、日本にもできる

ことはたくさんあると締めくくられました。以上、青木さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157821] 

朝日放送おはようコール（2017/3/27） 伊藤惇夫がアッキード事件忖

度ゴタゴタ、昭恵氏ゴタゴタと千葉での女児遺体遺棄事件を語る 

 

 

  2017/3/27, 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、朝日は陛下の退位後公的活動から退くこと、退位後は赤坂に、

日経はＷＨ破産法申請、連結決算から切り離す、産経は沖縄知事に損害賠償請求、読売は稀
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勢の里逆転優勝（スポーツ紙も大半がこれ、デイリーすら！）です。 

 

 アッキード事件、日本維新の会党大会で、代表の松井氏が、ＡＳＳ（abe Shinzo 

Shusho(c)想田和弘さん）を火に油を注いでいると批判し、籠池氏との関係を否定、あって

もいないし話もしていないのに恨まれるとは政治家冥利？ 籠池氏は自分で申請を取り下

げたと、森友学園の問題で、周囲に責任転嫁、ＡＳＳが忖度を認めて、いい忖度とやっては

いけない忖度があると言い、責任のなすりつけ合い、自民党西田氏は大阪府の私学審議会に

責任、松井氏はＡＳＳの忖度と言い、これについて伊藤さん、忖度は流行語大賞の候補（気

が早いが）、忖度は形がなく、自民党の中でも維新との関係に温度差があり、しかし問題あ

るものをなぜ認可したか、一見ＡＳＳを批判しているように見えるが、実際は擁護、昭恵氏

の喚問を否定し、しかし忖度は、役人は決してやってはいけない（公務員として、誰かにや

さしくして誰かに厳しいのはだめ）と言われました。 

 自民は籠池氏の偽証罪での告発を想定して、伊藤さん、偽証罪は 2/3 ではなく全会一致

が必要で、籠池氏をつるし上げて自民が幕引きと見られると言われて、昭恵氏の証人喚問は

野党より求められて、自民は嫌、自由奔放で何を言うかわからない＆総理夫人を国会に呼ぶ

のは沽券にかかわり、籠池氏は私人、昭恵氏は公人で、籠池氏は偽証罪覚悟で発言して、昭

恵氏はＦＢのみはおかしく、昭恵氏に発言させないのは忖度であり、しかし昭恵氏は少なく

とも記者会見はして真実を明らかにすべきと言われました。 

 

 千葉・我孫子市でのベトナム国籍の幼女が遺体で見つかった事件、釣りをしていた男性が

女児を発見して 110 番通報、女性が全裸で、マネキンかも知れないと思ったら、小学 3 年

の女児、遺体は橋の真下、水にぬれた形跡はなく、橋から見えない状態で、遺体を隠すよう

な痕跡はなく、首に絞められたような跡があり、24～26 日に絞められて、24 日に終業式

に行って以来行方不明、千葉、茨城の県境で、あまり人のいない場所、川の増水時に逃すと

ころで住んではいけないところであり、通学路の防犯カメラに姿はなく、見守りボランティ

アの方も目撃せず、女児の評判は良く、これについて伊藤さん、状況から見て殺人事件、卑

劣な犯行で、自宅を出てすぐ何らかの犯人との接触で、目撃情報から夕方まで生きており、

人懐っこい性格があだになり、ベトナム国籍の人で、日本社会に溶け込もうとして犯人に付

け込まれて、防犯カメラの解析で犯人の検挙にしてほしいと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、読売 7 面、後半国会は波乱含み、予算は今日成立でも、共謀罪

もあり、森友学園の問題で野党は追及で、伊藤さん「解散風が吹き始めて、疑惑隠し解散」、
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重要法案もあるのに無責任、伊藤さんは解散は五分五分（あるかないか）と言われて、産経

の 5 面で、ＡＳＳの周囲で橋下待望論、伊藤さん、総選挙で 2/3 を取るには維新が必要で、

橋下氏の力は必要で、総理周囲は橋下氏に出てほしい意向があると言われて、日経の 4 面

の記事で、香港の行政長官の選挙、世論と異なり、伊藤さん、間接選挙で、選挙人選考に中

国政府の意図が反映されて、香港市民の意図は反映されず、市民のデモも行われて香港の政

情が不安定になると言われました。以上、伊藤さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157817] 

ネットワーク 1・17（2017/3/26） 東日本大震災 6 年、原発事故避難

者の住宅支援打ち切り、白倉典武さんのお話 

 

 

  2017/3/26, 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 1059 回、今週も毎日放送アナウ

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。 

 

 毎日放送ラジオの、しあわせの五・七・五（2017/3/25）の、近藤勝重さんの川柳な人々、

まだはっきりしない季節で、水野さんもしも家がない状態に、ホームレスになったらと想像

させる、ホームレス川柳、ドジョウの歌という文庫本があり、路上生活の数人の方の川柳を

載せて、野良猫と 同じ寝床で 暖を取る、野良猫が 俺より先に 飼い猫に、という、路

上生活から抜けたい思いがあり、つらい状況を笑い飛ばすもので、近藤さん、喜んでいる場

合かという声もあるかも知れないが、春を読み、公園の 桜吹雪で 夢一夜、てふてふ（蝶々）

と 炊き出し並ぶ 昼下がり、春来れど 卒業できぬ この世界、という、路上に卒業のな

い、別れのシーズンで、路上生活の思いが出ているものであり、近藤さん、川柳のレベルは

高いと言われて、水野さんも心にしみると言われて、近藤さん、路上の詩、心得ており、川

柳を生きる力としていると言われて、水野さん、この本はビッグイシューの編集部が作り、

ホームレスに自立をと、イギリスのものを日本に取り入れて、1 冊 350 円のうち、180 円

が販売者の収入になり、170 円で仕入れて、最初の 10 冊は無料で提供し、それの売り上げ

で自立を、というもので、ビッグイシューを梅田で売られる浜田さん、65 歳、毎回しあわ

せの五・七・五を聞かれて、周りに迷惑をかけないように段ボールで寝て、大阪は氷点下は
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なく、寒い朝 木のぬくもりが ありがたい、木のところで 1,2 度違い、風があったら大変

で、太陽のぬくもりがありがたく、浜田さんは大阪生まれ、図書館に非正規 10 数年勤めて、

家族に迷惑をかけて家にいられなくなり、浜田さんは結婚しておらず、母親は80を越して、

気になるが、黙って出たので家のことは分からず、安定したら家に帰りたい、家は距離的に

は近い、家を出て 14 年なのです。帰れる距離だが帰れず、住所がないと、定職も銀行の口

座も開けず、住居を持つには収入が欲しく、ビッグイシューを 1 日 20 冊は売りたく、中之

島の公会堂で浜田さん、ビッグイシューを売って、1 冊だけ買ってもらい、歩道橋の上での

販売は大半の人も無関心で、川柳により、つらい気持ちを忘れられて、小さいメモ用紙に書

き留めて、売れぬ時 あったかい言葉 身に染みる、というのもあるのです。 

 

 今月の東日本大震災特集、先週は宮城のことで、リスナーより、語り部の話に感動して、

震災の恐ろしさを知り、遺構を残してほしいとの声がありました。また、南三陸町のホテル

は、東日本大震災時に避難所になったところで、6 年経って語り部を続けるとの声があり、

震災の風化を防ぐものがあったのです。 

 

 今週のテーマは東日本大震災 6 年、原発事故の影響で自主避難されている方への無償提

供が今月末で打ち切られて、関西の公営住宅に来られた方、災害救助法で福島県がみなし仮

設として提供していたものが打ち切られて、大阪に自主避難されている女性は、自主避難者

への対応がずさんすぎると批判されます。 

 他方、3 月 17 日、前橋地裁は国と東電に賠償責任を認めて、避難指示区域外からの避難

にも認められました。 

 原発事故と避難、スペシャリストの白倉典武弁護士のお話がありました。白倉さん、無料

で住めていたのは、東日本大震災後、公営住宅に地方自治法の適用で、被災地に仮設住宅に

住むようなもので被災者にみなし仮設、費用は国庫負担であり、国からお金が出て、仮設住

宅と同じ扱いであり、各市町村が福島県に払ってくれというもの、払ってもらっていない県

もあり、しかしなぜ打ち切りか、被災県の福島県から援助の必要がないとなったもので、帰

って生活できるようになった、原発事故の影響はもうないと言うもので、しかしまだ住めな

い区域はあって、そこは今までと同じく無償での提供は続いても、自主避難だと、福島市郡

山市の場合は支援をやめて、これから必要な家賃は、市町村の通常の家賃を払うことになり、

さらに同じところに住めず引っ越しを余儀なくされる例もあり、しかし今も多くの仮設住

宅が残っているのに、被災地の仮設住宅は避難指示の、帰ってはいけないところであり、そ

れ以外は仮設住宅を無くす方向で、しかし被災者は避難を余儀なくされて、まだまだ福島市、
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郡山市からの避難にも援助があったのに、なぜ 6 年で打ち切りか、徐々に線量が下がり、

戻すことで復興をしていると見せたいというものであり、千葉さん、それは自治体が決める

ことかと言われて、白倉さん、国、県が決めることではないと指摘されて、千葉さん、受け

入れ先の自治体に続けてもらえないかと言われて、白倉さん、費用を自治体が負担すること

は可能で、やる自治体もあるものの、大阪府内では無償提供を続ける自治体はなく、野村さ

んも、被災者に負担と言われて、当事者の声、福島市内から母子避難された方の声、原発避

難、母子避難のことが考慮されず、それに怒り、ずさんで、避難してきた決断の意味もあり、

戻ろうとして逃げた人と、そうでない人もあり、避難者の状況を知って決めてほしいと言わ

れて、この女性は 4 月から収入に応じた家賃を払うことになり、白倉さん、母子避難の方

で、お父さんは福島に残り、世帯が分離された方は家が二つで、収入では足りず、今まで避

難先で家賃なしでやれていたが、避難先で家賃だと、お父さんの収入で足りなくなり、避難

が続けられない。 

 千葉さん、小さいお子さんには絶対安全となるまで助けるべきと言われて、しかし他の支

援もなくなり、支援は続けるべきか、白倉さん、避難している状態は、これから自立しろと

言っても、福島は元に戻らず、災害は終わっておらず、それで支援打ち切りはおかしい、安

心して住める状態まで支援は必要で、福島に帰るべきか、避難は続けられず、帰れず、永住

する人にも支援は必要で、個々の状態に配慮せず、一括の打ち切りは問題、まだ避難の必要

な人や、移住する人への支援も必要。 

 大阪の市営住宅に避難された方、これは帰って大丈夫という意味で、事故前の線量になっ

たからではなく、事故前は 1 ミリシーベルト、しかし今は福島だと 20 ミリシーベルトで、

避難しなくてもいいとみなされるのが怖い、被害がなかったとされるのが怖いとの声があ

り、千葉さん、1 ミリシーベルトと 20 ミリシーベルトについて聞かれて、白倉さん、空間

線量、1 ミリシーベルトを超える被曝を法律でしてはならず、しかしなぜ 20 ミリシーベル

トか、限度を変えてしまい、事故により 20 ミリシーベルトまでいいではなく、福島以外の

ところでは許されず、規制的には変わっていないものの、福島県ではやむを得ずであり、今

回、戻る選択をしたら、20 ミリシーベルトの被爆になり、福島県と近隣でも 1 ミリを超え

ているところはたくさんあり、それで帰れなのか、小さいお子さんのいるところでも、なの

か、それで支援打ち切り、千葉さん、3 月末で避難指示の解除があり、白倉さん、そこに住

んでいた人も将来は打ち切られる、来年 3 月か、避難指示解除と、打ち切りは即ではない

ものの、浪江町、川俣町、飯舘村、原発から 10～20km、そこも将来は支援は打ち切られ

て、20 ミリシーベルトで帰れ、支援は止めるであり、将来は全部支援は無くされて、帰還

困難区域は避難者には続けられても、それ以外の支援はなくなり、白倉さん、国の決めた政
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策について、強制的な避難以外のところは帰れは問題で、1 ミリシーベルトの基準があり、

避難したいひとは続けさせるべきと言われて、野村さん、帰れとは言わないものの、実際強

いると言われて、白倉さん、実質そうで、母子避難の人は帰るか、お父さんがこちらに来る

か、大変な岐路と言われて、千葉さん、前橋地裁で、原発事故は予見されて国と東電に責任

の判決、それでこの措置かと言われて、白倉さん、前橋地裁の判決は強制避難だけでなく、

賠償が認められて、避難者に国は法律的な義務がある＝打ち切るのはおかしいと言うこと

で、千葉さんはこれからもケアしろという意味と言われて、白倉さんその通りで、住宅支援

はいつまで続くのか、半減期は 30 年、100 年の仕事で、放射線の影響が消えるまで、5,6

年のことではないのです、以上、白倉さんのお話でした。 

 

 今週の特集、千葉さん、避難指示解除、福島は安全だと言うことに、何のタイミングでな

のか疑問と野村さんも言われて、被災者のためにどうかと、被災者を追い込んでいると千葉

さん言われて、野村さん国の政策を問われました。以上、今週のネットワーク 1・17 でし

た。 

 

 

[civilsociety-forum:157813] 

毎日放送せやねん（2017/3/25） 奥田信幸 アッキード事件 籠池氏

証人喚問解説 

 

 

  2017/3/25, Sat 09:54 

 永岡です、毎日放送のワイドショー、せやねん、ＭＢＳ報道の解説委員の奥田信幸さんが

出られて解説されました。 

 進行はＭＢＳの大吉アナウンサー、奥田さん、証人喚問は自民党も元官僚を出して、しか

し籠池氏も堂々として、証人喚問は堂々としないと嘘と思われるものであり、与党は籠池氏

の発言を嘘と見せようとして、問題は昭恵氏→籠池氏の 100 万円の寄付、ＡＳＳがかかわ

っていたら辞めるというのでこれだけ問題になり、寄付には問題ないものの、奥田さんは

100 万円の寄付は解明されず、迷宮入りの可能性があると言われて、二人だけでのことで、

証人喚問は偽証罪に問われるので、国会議員の 2/3 の告発がないと偽証罪は告発できず、

昭恵氏は記憶にない＝忘れただけか、100 万円のことを忘れるかとスタジオでも意見があ
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り、また昭恵氏の証人喚問は与党が拒否で、証人喚問は全会一致が必要で困難であり、現金

で 100 万円もらい、月曜に郵便局で振り込み、自分の名前ではなく、安倍晋三と書いてこ

の結果。 

 こんにゃくの正体？ 鴻池氏が、3 年前に金を出して工作してくれと言うものの、奥田さ

ん、お金のことをこんにゃくと言わず、鴻池氏の造語？（1000 万のレンガという隠語はよ

く使われる）、なら鴻池氏のギャグか？ 正体は 3 万円の商品券？ 籠池氏が証人喚問で 3

万円の商品券と言い、証拠がなく証明なし、何かの見返りを求めて出したら問題、お見舞い

なら問題ないものです。 

 小学校の建設、国有地の 8 億円の値引き、国民の財産の損失は、籠池氏、神風が吹いたと

言い、奥田さん、神風がなぜ吹いたか不明、国はゴミの撤去と言い、籠池氏も口利きとは言

わず、しかし神風の理由は証人喚問では分からず、籠池氏は昭恵氏に頼んだためととってお

り、そして大阪府にも飛び火、財政的に問題のある学校の認可がなぜ通ったか、まだ解明さ

れていない、財務局のことは籠池氏のことを知らない。 

 3 つの契約書（国、関空エアポート、建設業者）は、奥田さん、籠池氏の刑事訴追の可能

性があり、そのために証人喚問で証言せず、これは実刑になるかは不明、自民党はこれがあ

るから籠池氏の嘘と証明できるとして、籠池氏に問題がなく証人喚問だと自民は不利にな

り、8 億値引きの前に 3 つの契約書を作っており、補助金目当てに高く、認可目当てに低

く、しかしこの嘘の背景は語られなかった。証言は拒絶できても、詐欺罪の可能性を山岸弁

護士は語り、まだわかっていないものがあり、報道は続くと奥田さん締めくくられました。

以上、せやねんの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157810] 

朝日放送おはよう朝日土曜日です（2017/3/25） 木原善隆 アッキー

ド事件 森友学園問題を語る 

 

 

  2017/3/25, Sat 07:11 

 永岡です、朝日放送のおはよう朝日土曜日です、情報アップデート、森友学園問題、籠池

氏の証人喚問について、ＡＢＣコメンテイターの木原善隆さんのお話がありました。籠池氏

とＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）の証言が食い違い、昭恵氏との関係、
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本当の黒幕は？ スタジオでも籠池氏の落ち着いているのに驚きの声があり、木原善隆さ

んのお話で「役者が自民党より籠池氏の方が上、証人喚問で萎縮せず言いたい放題」と言わ

れました。 

 まず、昭恵氏との関係について、木原さん、物証も出たと言われて、2 枚のファックス、

2 枚目のラストが木原さん注目と言われて、2015 年度での措置はダメだが、2016 年度の

予算でやるというもの、4 つのうち 3 つはダメでも、最後の一つを財務省が約束するのは異

例、昭恵氏についている職員とのやり取りで、籠池氏は彼女に打診して財務省も動き、籠池

氏もこれで動いて、神風が吹いたと言い、政府、財務省は全く無縁ではない。 

 そして、昭恵氏と籠池詢子氏のメールでのやり取り、ＡＳＳがしつこいと言ったことに、

詢子氏が抗議して、昭恵氏は詢子氏を激励して、木原さん、二人は仲が良かったのが、しつ

こい以降二人は仲違いになり、昭恵氏が講演料をもらっていたという件、昭恵氏が否定して

詢子氏が怒り、二人のやり取りがかみ合わず、昭恵氏は他人事、詢子氏はエキセントリック

であり、小学校の認可取り消しに、詢子氏の怒りに対して、昭恵氏は日本の将来のためと言

い、木原さん、籠池氏は追い詰められて、それで二人は絶縁にならず、昭恵氏はやさしくと

も、総理夫人としては失格であり、スタジオでも、昭恵氏への批判がありました。 

 籠池氏は松井大阪府知事の名前が、梯子を外されたと 11 回も出て、松井氏、一昨日は激

高→昨日はトーンダウンで、一昨日は松井氏、公務がなくテレビで見て怒り、その後落ち着

いての反応と木原さん言われて、そして維新の下地氏は、松井氏がはしごをかけて、籠池氏

が降りたと言って、これにはスタジオでも爆笑で、しかし木原さん、誰がはしごをかけたた

たが問題で、小学校の認可直前に、下地氏は大失態、昨日は別の維新の議員がはしごではな

く規制緩和と言い換えて、そして小学校のできるまでのはしごは、府の認可のはしごと、国

からの国有地の購入のはしごがあり、府の認可は、わずか 1 か月で私学審議会がアカン→

認可になり、財務省はこれを受けて土地について、借りる→8 億安く売るであり、木原さん、

私学審議会は私学のプロの集まりで、こんな財務内容で認可できない、認可したらウルトラ

Ｃとして、これは認可と土地と、ニワトリと卵の関係。 

 昨日の、迫田氏の参考人招致で、国は 4000 件／年土地を売り、ひとつひとつ覚えていな

いと言うものの、木原さん、迫田氏はＡＳＳと同郷で、ＡＳＳが目をかけて国税庁長官に出

世しており、このはしご、府と国のどちらか、府は国が土地を売るからといい、佐川氏は認

可を認めていないと言い、木原さん、証言が食い違うなら記録の開示が必要で、国は記録な

し、大阪府は重要な記録がなく、自分の都合のいい記録しか出さず、他の件の開示も必要だ

が、官僚は異例なことをするなら後で責任問題になり、記録を取っているはずで、廃棄した

か隠しているかであり、松井氏は証人喚問に了承して、この問題、森友学園 vs 国・財務省
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vs 大阪府の三つ巴の闘いになり、学校を開校寸前まで優遇したのはどちらか、大阪府と国

が責任のなすり合い、大阪府は百条委員会（罰則付き）を維新と公明の反対で潰して、国は

自民党が真相解明に消極的、大阪府は維新が消極的、一番の闇が解明されておらず、彼らの

証人喚問なしで、国民は納得しないと締めくくられました。以上、木原さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157804] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/3/24） 武田一顕＆

宮台真司 アッキード事件報告 

 

 

  2017/3/24, Fri 16:25 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ！ 記者の武田一顕さんがアッキー

ド事件について語られました。 

 ニュースランキング 1 位は、ＡＳＳが国有地の売却に関係していなかったと自分で言い、

武田さんの解説、今日は財務省理財局長の迫田氏、竹内近畿財務局長がやっと出てきて、国

有地の売却に忖度があったか、当たり前で否定、肯定したら大ニュースであり、蜂の巣をつ

ついたようになり、ＡＳＳも昭恵氏の関与を籠池氏が言及したことについて、当然ながら否

定し、事実と反すると言い、国有地の売却に自分も妻も事務所も関係していない、メールの

件は遺憾で悪意に満ちていると言い、野党の追及は、迫田氏、竹内氏の否定で今日は終わり、

法令の通りであり、民進党福山氏は稲田氏を罷免させないかとＡＳＳを追及して、ＡＳＳは

1+1＝サルマタ、福山氏は虚偽答弁を問題にして、ＡＳＳは稲田氏を守るつもり。 

 籠池氏証人喚問を経て、新しい動き、昭恵氏がＦＢ更新で籠池氏の証言を否定して、しか

し昭恵氏付きの官僚によるファックスを送ったことは菅長官も認めて、ところが、昭恵氏の

ＦＢ文章は、お断り、関与していないとしても、ファックスには、昭恵氏付きの役人が昭恵

氏に報告＆詢子氏と親密であり、それで昭恵氏が関与していないというのは、昭恵氏の嘘の

可能性があり、また籠池氏は大阪弁で胡散臭いオッサンで（この表現を後で強啓さんは不適

切と言われましたが、問題ありますか？）、契約書 3 つのことは訴追を恐れて証言せず、し

かし盗人にも三分の理、籠池氏は盗っ人ではないが、言い分には真実もあり、松井氏は学校

の認可に関わり、武田さんは昭恵氏や松井氏を証人喚問に呼ぶのが理との意見があり、昨日

の証人喚問で幕引きか？ 武田さん、自民の関係者は、大阪の認可に押し付けて逃げようと
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したら、籠池爆弾が自民に飛び火して、迫田氏や竹内氏の証言も信じられず、まだわからな

いところがあり、強啓さん自己資金なしで学校が作れるかと言われて、武田さん、籠池氏、

昭恵氏、松井氏、迫田氏、竹内氏の 5 人を並べて証人喚問したら、誰が嘘をいい誰が本当か

わかるが、それは実現されず、今危惧されるのが、昭恵氏のファックスを送った谷氏が勝手

にやったとトカゲの尻尾きりをさせる可能性もあると言われて、同席した宮台真司さん、デ

タラメな文章が首相の口から出て、証拠がないからデタラメもＯＫ、しかしファックスは財

務省の理財局の断り＝口利きであり、それがこの段階ではうまくいかなかったとしても、

2015 年度の予算でアカンので、2016 年度の予算でやると言うのはゼロ回答ではなく、早

い時期に予算措置が出来ており、強啓さんは何かを忖度と言われて、宮台さん、アメリカで

は名誉棄損は公人だとプライバシー侵害について、除外規定になり、疑わしきは罰せではな

く、政治家には挙証責任がある発想であり、密室であることないことと言うならば、ないこ

とを立証する責任はＡＳＳや昭恵氏、理財局にあり、そもそもは国有地のタダでの売却に問

題があり、彼らにトカゲの尻尾きりをさせてはならず、また籠池氏についている山口弁護士

はリベラルの優秀な人で、明確な戦略があり、まだ爆弾があるかもしれない。 

 強啓さん、ＡＳＳが疲れていると指摘されて、武田さん、ＡＳＳは噛んでおり、しかしＡ

ＳＳは最初籠池氏を称賛して、しかしそれを認めず、メールやファックスを隠しており、今

日はメールの提出を、民進党がいいとこどりとして批判、政府が、大事なことを隠している

と締めくくられました。以上、デイ・キャッチ！でのアッキード事件関係のものでした。 

 

 

[civilsociety-forum:157803] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ（2017/3/24） 金子

勝 森友学園問題、官庁と昭恵氏は国民、納税者にちゃんと文書と証

言をしろ！ 

 

 

  2017/3/24, Fri 15:22 

 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、今回の金子さんのお話も森友学園の問題、100 万円の授受に目を奪わ

れるが、昨夜の報道ステーションに出たファックス、谷氏のファックスの文書は、工事費用
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の建て替えを 2015 年度予算で、一私人が調整中というわけはなく、これは籠池氏→昭恵氏

→谷氏→財務省に問い合わせたもので、財務省の回答があり、前向きではないが、これは菅

氏のいうようなゼロ回答ではなく、財務省が面倒を見てやると言う意味であり、当方は引き

続き見守るというのが問題で、谷氏は籠池氏の要望に応えて財務省に打診しており、審査室

長の回答を得て、2015 年度で出来ない→2016 年度で検討するというもの、籠池氏のゴミ

の問題を 2016 年度予算で対応すると回答して、2016/6 の抵当権設定、10 年分割払いに

なり、負担でも、分割払いなのですぐ払う必要はなく、昭恵氏の命令か、谷氏の忖度かはわ

からないが、大臣の秘書で、要望か忖度か、谷氏は今外国であり、しばらく消えてくれか？ 

昭恵氏のＦＢの文章も、金子さん官僚のゴーストの可能性を示唆されて、菅氏が話をずらし

て、最初は昭恵氏は私人で呼べない（閣議決定）→籠池氏がＡＳＳの名誉を傷つけて証人喚

問→ところが、昭恵氏の参考人招致は、知りたいのは国民で、公の場でいうべきであり、官

邸は、籠池氏が罪に問われる可能性があり呼んだ、昭恵氏はそれがないと言うものの、書類

は 1 年で破棄することはなく、2016/6 の契約はまだ 1 年経っておらず、元民主党の川内

博史氏が情報公開を求めて、出てきたのは黒塗りで、捕捉の説明のある書類がある可能性が

あり、売買から 1 年以内で、航空局の見積もりを求めるべきで、しかし民進党の追及は甘

く、2015 年の錯誤のものもあり、情報は残っている可能性があり、元三重県知事の北川氏、

情報は電子データがあると言い、金子さん、南スーダンと同じで、ここ数年の資料はあり、

2016/6 の契約は 1 年未満で、財務省が何かを隠しており、それを出したらわかるもので、

大塚財務副大臣は税金で森友学園はできていないと言うものの、関空エアポートは 1 兆円

の負債を抱えているところに、国有地をタダで提供する余力はなく、納税者を説得させるた

めに、国有財産の処分で、官庁は納税者に裏切りで、谷氏は外国に行き、しかし映像も国会

に流れて、佐川氏と、文書課長のこともあった。 

 昨日の証人喚問を金子さんご覧になり、籠池氏は詐欺師と思っていたが、自民、公明のム

チャクチャな質問で、籠池氏はまともに見えて、野党も、枝野氏らの質問は良く、ファック

ス問題も出て、証言と文書の開示、昭恵氏本人に弁明させるべきであり、昭恵氏も、自分か

ら出る方が、身の潔白になり、10 日間姿を消すとかの方が、いかがわしいことをしている

と見られると締めくくられました。以上、今週の金子さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157800] 

市民のための自由なラジオ（第 52 回）（2017/3/24） 幕引きを許す

な！ 森友学園問題、最初に提訴された木村真さんのお話＆今中先生 
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規制委員会は再稼働推進委員会、国防上も原発は弱点になり廃止すべ

き！ 

 

 

  2017/3/24, Fri 11:18 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！第 52 回、今週は新聞うずみ火代表で

ジャーナリストの矢野宏さんの司会で放送されました。矢野宏の寄り添い通信、です。 

 今回のテーマはズバリ森友学園問題、この問題に早くから警鐘を鳴らされた提訴された

豊中市議の木村真さん 

（http://blogs.yahoo.co.jp/toyonaka_kimura  

 http://www6.plala.or.jp/kaerukai/profile.html ）がゲストで、国有地払下げの 8 億値

引き、早い認可、そして塚本幼稚園の教育の裏の日本会議について語られます（収録は 3 月

17 日で、その後のこと、籠池氏の証人喚問などはフォローできていないとのことです）。 

 

 

 

 木村さんは昨年 11 月の自由なラジオに出られて、その後 2/8 に近畿財務局が国有地の

売却価格を公開せず、それで提訴、木村さんはまさかここまで大きな問題になるとは思わず、

戸惑い、ビックリされています。 

 矢野さん、核心部分は 2 つ、8 億の値引きと、小学校の認可に政治家の関与で、木村さ

ん、まず、ＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）の疑惑の 3 日間、2015/9/3 に

官邸に財務局長を呼び、9/4 に大阪入り、9/5 に昭恵氏が塚本幼稚園で講演、これは認めら

れて、9/4 に近畿財務局と森友学園の工事関係者が会い、しかしこれはたまたまか？ 理財

局長を呼ぶこと自体が異例で、理財局長はエリートのナンバー3、その際にナンバー1,2 と

一緒に会うことはあっても、理財局長のみと会うのは異例で、何を話したか、矢野さん、理

財局長は国税庁長官に出世→ＡＳＳの意に沿ったと言われて、木村さん、会って何を話しし

たか？ 小学校の認可、2014/12 の私学審議会ではほぼ却下、ところが翌年 2 月にまた結

論なので、ここで突き返すべきものを、翌月また議論として、2015/1 の臨時の会は異例、

大阪府の私学審議会のＨＰで、過去 8 年の臨時会はこれだけの異例、森友学園のみ議題に

なり、通常 10 ほどの議題をやるのに、これは異例で、臨時会でも異論が噴出し、議事録は

開示されても、財務関係は公表されず、委員からは資料の信憑性を問いうまくいくのか、森

友学園が 2015/1 に私学審議会にかけられて、認可も降りておらず、翌日に国有財産審議

http://blogs.yahoo.co.jp/toyonaka_kimura
http://www6.plala.or.jp/kaerukai/profile.html
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会で森友学園への許可も出ず、ところが 2014 の秋に、業者に工事の発注で、これは森友学

園が資料として提出して、これは委員が新聞沙汰と問題視して、普通ならボツもののネタが、

継続審議で認可適当と、事務局、梶田氏らが強引にまとめて、レールが引かれて、委員が異

論を出しても認可として、ここにも何かの政治家の圧力を感じて、木村さんも豊中市議で、

委員会の会長などは綿密に打ち合わせてやっており、事務方から認可してくれと今回あっ

たと思われて、私学課の職員の独断ではなく、上からの意思は、府知事以外に考えられない。 

 小学校の認可基準も緩和して、松井氏は他の都道府県に合わせたと言っても、適用したの

は森友学園のみ、申請も森友学園のみ→森友のために基準を変えて、知事は維新の松井氏で

あり、維新と森友学園の結びつきは、深く結びついて、利権絡みを木村さん疑い、公的な補

助金を献金で還流させることが疑われて、そして思想、理念、森友学園は超極右の思想で、

それに近い議員が維新に多く、ネトウヨ、在特会に近い議員が維新にあり、木村さんも他の

選挙の応援に行くと、維新の応援にネトウヨ、在特会関係者が来ており、ネトウヨ、在特会

たちは維新にＳＮＳで支持をしており、極めて親しい関係、ザイトク（極端な排外勢力の意

味、門真市議の戸田ひさよしさんの造語）との維新の関係はあり、籠池氏も思想は一致し、

利権関係は立証すべきで、塚本幼稚園の向かいに空き地があり、そこを園庭として森友学園

は使い、市民が花壇を要望しても、それで球技が出来なくなると籠池氏が要望し、それに維

新の議員二人が同席して、一人はチンピラまがいの恫喝をやっていたのです。 

 

 LIGHT UP！ジャーナル、今中哲二先生の、関電大飯 3,4 号機の推進委員会による適合の

ことについてのお話でした。 

 推進委員会は大飯を新規制基準で了承して、原子力マフィアは再稼働にイケイケドンド

ン、規制委員会は再稼働委員会と今中先生言われて、しかし前委員の島崎さんが地震のこと

で警告しても受け入れられず、本来ブレーキ役の委員会がアクセルをやり、核のことは危な

い側に合わせるべき、島崎さんの意見に合わせるべきなのに、核は学問ではなく核の政治力

で動き、田中委員長もこれで安全とは言わず、政治により決められる、また電力会社により

決められる。 

 関電は所有する 14 基の原発の 7 つまで認可、関電は原発なしで黒字、もちろん国民は核

なしで困らず、しかし関電は原発を止めたと言ったら困る、資産がゼロ、負債になると、帳

簿で債務超過になり破綻、原発は動かさないと、資産価値はなくなる。 

 矢野さん、高浜、美浜で 40 年経っていると指摘されて、今中先生、ヤバイ、古いものは

止める方向で民主党政権はやっても、ＡＳＳ政権で再稼働イケイケドンドン、しかし福島で

8 万人故郷を追われて、事故の原因も分からないと矢野さん指摘されて、なぜ再稼働かと言
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われて、今中先生、北朝鮮からロケットが飛んできて、在日米軍基地を狙ったというが、能

登の近くで、下手したら原発も狙われて、弱みを作ってはいけない、そういう時のためにも、

再稼働は止めないといけないと矢野さん言われて、今中先生も止めるべき。 

 原子力委員会も、世の中の流れに合わせるので、最終的には政治を変えないと原子力マフ

ィアを止められず、市民はあきらめず、声を上げ続けるべきと矢野さんも締めくくられまし

た。 

 

 ここで音楽、矢野さんの大好きな、自分の言葉に嘘をつかず、裏切らず、アリスの、遠く

で汽笛を聞きながら、です。これはライヴ映像が youtube にありました。 

    

https://www.youtube.com/watch?v=EXKBDihEo0w 

 

 後半テーマは、戦前教育への回帰を目指す日本会議のことです。 

 森友学園問題で浮かび上がったのはみんな日本会議の関係者、カルト右翼と木村さん言

われて、全員が例外なく日本会議、ＡＳＳが日本会議の特別顧問、稲田氏もそうであり、塚

本幼稚園の異様な路線は日本会議と一致、軍国主義、家族観、これは伝統ではなくフィクシ

ョンの右翼的な観点で、ほとんどの部分で日本会議の主張と、森友学園の路線は一致し、幼

稚園児の教育勅語暗唱、市民にショックで、これを小学生にもやるつもりで、小学生の高学

年だと理解は可能になるが、教育勅語はきれいごとを書いているのではなく、親を大切にし

ろは関係なく、教育勅語の肝は、戦争で天皇のために犠牲になれであり、日本は天皇の作っ

た国、主権在民を否定し、早い話、国に命を捧げよであり、それ故に戦時中の愛国教育に悪

用されて、そのために 1948 年に衆参で廃止されて、教育勅語を使うのは憲法違反、しかし

稲田氏は擁護して、木村さん「稲田氏は当然罷免されるべき」、公職に就くべきでないと言

われました。 

 日本会議の関係で、大臣の大半が所属して、自民の憲法改悪草案は日本会議の草案と一致

して、日本は天皇の祖先が作ったものという代物で、天皇制廃止＝日本の否定で、家族の助

け合いを義務とするのは、兄弟喧嘩したら憲法違反（笑）、ところが憲法改悪の草案をＡＳ

Ｓは改悪の悲願と言い、そのベースであり、冗談はやめてほしい。 

 矢野さん、塚本幼稚園だけでなく、歴史教科書、育鵬社の日本会議系のものが採択されて、

木村さん、自虐史観＝日本の戦争責任を直視して、違う国を作ることを日本会議はこういう

が、木村さんまったく逆で、日本の過去の過ち、負の部分から目をそらすのはハレンチ教育、

https://www.youtube.com/watch?v=EXKBDihEo0w
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ハレンシ史観に基づくのは犯罪行為。 

 これは国際社会に通じず、ＡＳＳはアメリカの顔を伺い、ＡＳＳは戦後レジームの否定と

いうものの、それはアメリカが許さない、ＡＳＳは国内向きには勇ましく、他方でアメリカ

への過剰なまでの尻尾降り、これ以上降ったら尻尾がちぎれる（笑）、ようするに土下座外

交、日本国内で勇ましく、アメリカに土下座外交なのは、何か、矢野さんは売国、本当の保

守かと言われました。 

 小学生はつぶれても、道徳教育が必須になり、木村さん、学校教育の現場で、第 1 次安倍

政権で教育基本法を変えて、ＡＳＳは教育に介入するのに執着して、道徳も評価されると、

教科になったら到達目標が作られて、道徳はそんな評価になじまず、何を目標にされるのか

問題。 

 矢野さんは、国による教育の管理、統制と指摘されて、森友学園の小学校は止められても、

これからの闘い、木村さんは当時の近畿財務局の人間、氏名不詳で、特定して犯罪性なしだ

と取り上げられないので、森友学園の側だけでなく、財務省の責任も問い、森友学園、籠池

氏はハチャメチャでも、籠池氏のみでは値下げはできず、判断は財務省、森友の要望を受け

行けて契約書も作り、これは財務省が作っており、財務省の職員は国家公務員、森友は私人

で、まず財務省の責任を問うべく、近畿財務局の刑事責任を問う、市民、国民に不利益を与

えて、森友学園に供与で、背任として 3/22 に刑事告発されたのです。 

 この 1 か月の経過は、木村さんビックリしており、ドミノ倒し、最初は公開を求めた行

政訴訟であり、非開示分を開示しろであり、それに至るまで、木村さん、登記を取り財務省

に調べて、そこからドミノ倒しで疑問が出て、回答が出たら疑問がまた出る→疑惑が深まる、

であり、一つのドミノ倒しからこんな展開になるとは思わず、しかし木村さんの提訴で、異

様な小学校の開校を止められて、カルト右翼学園の阻止は一つの成果で、しかしＡＳＳ政権

に迫るとは最初は思わなかったが、勢いで行けるところまで行く、オンエア時の展開を読め

ず、まさに半月後はどうか、笑い話でＡＳＳ政権はその時あるのか？（笑）、観客兼プレイ

ヤーであり、矢野さん嫌がらせを懸念されても、嫌がらせは皆無、激励の電話、メールは 1

日に数件あっても、嫌がらせは少なく、思想より、国有地の売却に、思想を超えておかしい

という環境だと締めくくられました。 

 

 今週の内容、矢野宏の寄り添い通信、リスナーの皆さんに、自由なラジオは企業スポンサ

ーなしで、しかし番組つくりにお金も要り、皆様、寄付をよろしくお願いいたします。 

 幕引きを許すな、森友学園の問題、17 日に収録で、籠池氏の証人喚問も決まり、矢野さ

ん「一人の勇気が社会を変えられる」、木村さんがおかしいとして提訴→社会を変えつつあ
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り「沈黙は社会を破滅させる」と矢野さん締めくくられました。自由なラジオはこれからも

独自の番組つくりを続けます、来週は東京からの放送です、以上、今週の自由なラジオでし

た。 

 

 

[civilsociety-forum:157796] 

朝日放送おはようコール（2017/3/24） 中川譲が森友学園問題、籠池

氏の証人喚問と昭恵氏、アッキーリスク、政治家たちの関与を語る、

ファックスはＡＳＳの進退につながる物証である、昭恵氏と松井氏は

ＳＮＳではなく国会で証言せよ！ 

 

 

  2017/3/24, 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、籠池氏の証人喚問が全て、朝日は昭恵氏の職員関与、毎日も同

じ、昭恵氏の紹介、ＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）は自分か妻が関与し

ていたら辞めると言い、昨日は参院と衆院の喚問、読売も籠池氏が昭恵氏に相談、産経は詢

子氏が昭恵氏に相談、日経のみ大企業による買収です。 

 

 その籠池氏の証人喚問、4 時間半の喚問で、虚偽を語ると偽証罪に問われる舞台で、新た

な証言、人物も出て、昭恵氏付きの職員からのファックスを示し、昭恵氏と籠池氏の接触で

寄付金 100 万円を受け取ったことを改めて主張して、自民の西田氏は必死に追及して、西

田氏は昭恵氏から話を聞いて、それで突っ込んで、しかし籠池氏はこれを否定、秘書は席を

外したと言い、民進党福山氏の質問に、その通りと答えて、午後は昭恵氏から受け取ったフ

ァックス、国有地の便宜を依頼して、夫人側から受け取ったファックスを示し、枝野氏の質

問に対して肯定して、ＡＳＳの発言が嘘であることを示すものであり、また外国人特派員協

会で籠池氏は講演して、ＡＳＳを籠池氏は好きではあるが、嘘はいけない、進退は自身で決

定すべきと語り、「膨らむアッキーリスク」であり、ポイントは、100 万円の寄付は昭恵氏

と二人きりで渡したと言い、昭恵氏はＦＢで反論、昭恵氏の直接の発言は初めてで、中川さ
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ん、昨日の国会証言は様々な証言が出て、パンドラの箱が開き、中核は昭恵氏とのやり取り、

物証はなくても、証言は証拠になり、昭恵氏の反証が必要で、籠池氏は偽証罪のリスクで証

言して、しかし昭恵氏はＦＢのみのメッセージだけでは意味はなく、社会的に発信したなら、

国会で証言すべきで、籠池氏は偽証罪のリスクを負っており、昭恵氏は国会に出るべき。  

 そして、籠池氏は、8 億の値引きは神風が吹いたとして、昭恵氏に留守電→1 か月後に、

昭恵氏付きの職員からファックスが来て、これも昭恵氏は否定、そのファックス、国有財産

審議室から回答を得て、国は希望に添えないがこれからも見守る、工事費の立て替え払いは、

2015 年度の予算ではなく 2016 年度の予算でやると言い、中川さん、これは金のやり取り

の物証で、昭恵氏の関係者が財務省に働きかけて、菅長官の発言（ゼロ回答で問題ない）は

ウソ、ゼロ回答→明確な働きかけで、希望に添えなかったと言っても、実際は希望に添って

おり、すでに昭恵氏に報告されており、財務省のお偉いさんに伺い、これはアッキーリスク、

与党はこれで幕引きとしているがとんでもない、ＡＳＳは関与していたら辞めると言い、

「これはＡＳＳの進退に関係する大変な物証だ」と言われました。 

 

 さらに、小学校の認可について、籠池氏は政治家の名前を実名で出して、強く憤りと言い、

共産党小池晃氏の質問に、実名を 3 人挙げて、自由党山本太郎氏、梯子を外された政治家

として質問し、籠池氏は松井知事を挙げて、松井氏はツイッターで否定、逆恨みするなと言

い、働きかけをしたのは松井氏、複数の国会議員、彼らは否定して、中川さん、稲田氏が弁

護士をして、2016 年に依頼に行っており、その後進展して、稲田氏の動きは解明されず、

昨日挙げられた政治家は大阪の人間で、松井氏の名前には梯子を外されたと言うものの、松

井氏のツイッターで否定は軽すぎて、松井氏も国会でちゃんと証言すべき、ＳＮＳでの発信

は政治家としては意味に欠けると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、産経 9 面、ＡＴＭ出し入れがスマホで出来るようになったこ

と、スタジオではやらないとの声もあり、中川さん、振り込め詐欺の指示がスマホでやられ

て、これの対策は必要と言われて、朝日の 7 面の記事で、ふるさと納税の返礼は 3 割まで

と規制する方向で、寄付を求める自治体の競争があり、中川さん、ふるさと納税が通販の延

長で本来の趣旨と違うと言われて、朝日の 38 面の記事で、井山六冠が国産ＡＩに敗れて、

中川さん、コンピューターと人間は、記憶とひらめき、しかしひらめきもコンピューターに

やられるなら、人間は何をすべきかと言われて、朝日の 7 面の記事で、南極の氷が史上最

低を記録して、地球温暖化との直接の関係は未定で、気象予報士の正木さん、温暖化の要素

もあり、正木さん現地で取材したいと言われました。以上、中川さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:157793] 

毎日放送ラジオ 笑い飯哲夫の明るく楽しいニュースシャワー

（2017/3/23） 有馬晴美 籠池氏証人喚問を語る 

 

 

  2017/3/23, Thu 20:25 

 永岡です、毎日放送ラジオの、笑い飯哲夫の明るく楽しいニュースシャワー、森友学園問

題、籠池氏の証人喚問について、豊中市の国有地の取得問題、昭恵氏との関係、専門家のお

話、先週に続いて政治評論家の有馬晴美さんの、今週はお電話でのお話がありました。 

 有馬さんは、追及が少し緩かったかと思うが、外で言っていた籠池氏の自分で言ったこと

が、嘘なら偽証罪で、それはウソなのか、しかし本当ならと大変だと疑わしく、哲夫さんそ

れなら国のトップが嘘といい、有馬さん、ＡＳＳの発言が嘘なら内閣が吹き飛ぶと言われて、

そして籠池氏に立ち合いの弁護士が、名誉棄損で訴えられないように待機している、発言の

中身ではなく、周辺のことをうかつに言うと訴えられるので、それを防止する弁護士がいる

と指摘されて、それで追及にも影響する。 

 哲夫さん、記憶にないというところから、次のところに行ったと言われて、有馬さん、や

り過ぎると質問する人がやり過ぎと言われるので、弁護士がついていると指摘されて、哲夫

さん、昭恵氏を呼ぶべきとの声はあるかと指摘されて、有馬さん、民間人を仕事を休んで連

れてくるのは問題、しかし民間人は無理をしないと言うものの、昭恵氏の関与が指摘されて、

昭恵氏の潔白の証明が必要で、昭恵氏の会見→参考人招致→それでだめなら証人喚問と言

われて、そして迫田氏、竹内氏が明日参考人招致（参院）、偽証罪には問われず、しかし籠

池氏が彼らとの関係をほのめかして、昭恵氏が名誉校長で、圧力になったか問うもので、彼

らは役人であり、一般人が証人喚問で公人が参考人招致かと哲男さん言われて、有馬さん、

国会は裁判所ではなく、よほどのことがないと証人喚問はなく、今回は役人が参考人招致、

籠池氏の証人喚問は、自分が呼べとして、また発言に間違いもあり、偽証罪を問うもので呼

んで、デタラメ防止のために証人喚問にして、本人もそれを納得してきた。 

 哲夫さん、籠池氏に適当なことを言われるのが問題で、何が本当か、有馬さん、参考人招

致より証人喚問となったとして、哲夫さん、籠池氏が嘘をついていたらどういう裏のものが

あったかと言われて、有馬さん、籠池氏には様々な政治家がかかわってくれたのに、手のひ
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らを返されて、学校も開設できずお金も土地も建物も無駄になり、18 億の負債を背負う→

倒産で、存続のために政治家の名前を挙げての脅しもそれまであったと言われて、そのため

偽証の許されない証人喚問となり、そこでＡＳＳとの関係を言ったのは、偽証罪を恐れず言

ったことには信憑性はあり、しかし昭恵氏は否定して、しかし密室の行為はなかったという

悪魔の証明は困難で、物証はしんどく、しかしＡＳＳが物証を出せず、籠池氏の言い分が通

ることもあり、しかしメールのやり取りがあり、それを証拠物件として出せば籠池氏の発言

に信憑性も出る。 

 松井知事も関与して、認可は大阪府が出して、それを府が取り上げて、すると籠池氏は学

校が開設できないとジ・エンドで、それで府に恨み節もあったと指摘されて、8 億の値引き、

さらに教育勅語の暗記の問題もあったものの、土地の不正取得、安倍晋三の名による寄付で、

怪しいとレッテルを貼られて開設できず、周囲が自分を貶めたと籠池氏は言い、籠池氏は教

育者で、子供たちの模範になるべきで、それは気を使った。 

 哲夫さん。ＡＳＳの立ち合いについて聞かれて、有馬さん、明日はＡＳＳにも質問で、Ａ

ＳＳがどうこたえるか、もしＡＳＳか夫人がお金を渡していたら、内閣が吹き飛ぶ、あるい

はこれで解散総選挙で国民に忘れさせる傾向もあり、明日の参考人招致もあり、籠池氏の発

言は偽証か、正しいか、裏付けなしで偽証には問えず、これの裏どりによる精査も必要で、

時間もかかるが、国民の関心も高く、しっかりすべきと有馬さん締めくくられました。 

 

 この件に関して、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ブログで的

確な解説をされています。 

 

   

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12259005335.html?frm_id=v.mypage-checklist--

article--blog----hirano-yukio_12259005335 

 以上、ＭＢＳラジオの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157791] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/3/23） 和歌山カレー事件 死刑囚の長男

の証言 

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12259005335.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12259005335
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12259005335.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12259005335
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  2017/3/23, Thu 19:21 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」、先週関西テレビのワンダーでも取り上げ

られた、和歌山カレー事件のこと、死刑囚Ａさん（番組では実名でしたが、私人の実名表記

の必要はないと考えて、ここではアルファベットにします）のこと、息子さんのＣさん（番

組では仮名でした）の証言がありました。 

 Ｃさんは今年 30 歳、事件当時 10 歳で、今は産廃の運搬をして、同僚にはＡさんの息子

とは伝えておらず、社長には伝えているものの、知られたら、という恐怖もあるのです。 

 98 年の和歌山カレー事件、当初迷宮入りかと思いきや、Ａさんと夫のＢさんが、同居人

に砒素を飲ませて保険金詐欺と分かり、その後、報道が過熱して、Ｃさんの証言だと、Ａさ

んにＢさんが、お前がやったのとか問うと、そんな一銭にもならないことをしないというの

です。しかし、98 年 10 月の早朝に、捜査員がガサ入れでＣさんもたたき起こされて、こ

の日Ｃさんは運動会で、Ａさんに来てくれるかと言ったらＯＫであったのが、Ａさんとの家

での最後の会話で、その後Ａさんはカレー事件で、Ｂさんは保険金詐欺で起訴されて、Ａさ

んは 2009 年に最高裁で死刑が確定しましたが、弁護団（死刑弁護士こと、安田先生が主任

弁護人）は再審を求めています。 

 Ｃさんは、ガサ入れ時に、捜査員に 2 週間分の着換えを持って来いと言われて、ゲーム

機の携行は許されず、2 週間で帰れると思ったら、永久に帰れない、まるで原発事故の避難

みたいで、そして 2000 年にＡさんＢさんの家は放火されて、殺人犯と誹謗中傷の落書きの

乱舞した家は全焼、Ｃさんは帰れなくなりました。 

 Ｃさんは、児童保護施設に入れられて、金曜日にカレーを食べる際に、園長に持って行っ

たら、ヒ素が入っていないかと誹謗中傷されて、さらに同級生に、カレーにお菓子の乾燥剤

を入れられて、口がただれて嘔吐、もうムチャクチャであり、その後、飲食店でバイトした

ら、顔見知りがＡさんの息子と陰口をたたき、それでバイトを首になったのです。 

 Ｃさんは、半年前にＡさんに会い、死刑執行を心配しない様子であり、ネットでは、Ａさ

んの次女がカレーの見張りをしており、Ａさんが次女をかばっているとの書き込みもある

ものの、Ｃさんは、Ａさんは次女をかばうようなことはせず、またＣさんが転んでけがをし

たら、松葉つえをついて大けがを装い、保険金詐欺を図ったともいうのです。 

 この件、最高裁で死刑確定も、動機は分からず、そして、死刑の根拠は、先週のワンダー

でも報じられた中井氏の鑑定ですが、これは本人がこれによりＡさんの家にあった砒素と、

犯行に使われたヒ素と同一とは自分は鑑定できない、それは捜査機関の判断として、要する
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に当初の証言を撤回→犯行に使った砒素が同じ商品の別のドラム缶から入れられた可能性

を否定できないとコメントして、しかし中井氏はかつて、犯行に使われた砒素と、Ａさんの

家にあった砒素は同一と証言しており、つまり唯一の根拠の崩壊→中井氏が自分の過ちを

認めたことになるのです（これは、Ａさんの支援の、あおぞらの会の冊子にも大きく載って

います、http://masumi-shien.com/ ）。Ｃさんは、Ａさんが砒素を入れる理由がわからな

いと言い、Ｃさんは、今も問い続けて、これは三澤肇デスクの報告で、弁護士の森直也さん、

事件には過酷なものがあると指摘されて、三澤さん、4 人が亡くなったものの、Ｃさんは過

酷な境遇を生きて、憎しみもないと言われて、29 日に和歌山地裁は再審の可否を下し、唯

一の根拠である砒素の鑑定は、京大の河合さんの鑑定で覆っています。 

 この件は、私もＡさんの再審に関わり、大阪拘置所のＡさんに手紙を書いたこともあり

（今は自身、母の介護などでやれていない）、しかし 98 年当初の報道はもう狂乱報道であ

り、週刊文春はＡさんを誹謗中傷する別冊も出して、これは当時、95 年のオウム事件や、

97 年の神戸児童殺傷事件が落ち着いて、週刊誌やワイドショーが売れなくなり、Ａさんの

誹謗中傷で売り上げを立てようとした面があり、これに対抗して、人権と報道連絡会の浅野

健一さんや山口正紀さんたちがカウンター行動をされて、そして先週のワンダーでＢさん

も証言していた通り、過熱報道で誰か逮捕しないと収拾がつかなくなり、このような結果に

なったわけで、中井氏の鑑定は、私も化学の専門家で、これはおかしいと思い、そうしたら

先週、中井氏が根拠を否定したわけであり、私も一時は安田先生たちと活動して、日本の警

察、検察の問題は、95 年の東大阪市の女児焼死事件でも問題があり、再審すべきです。警

察、検察が挙げるべきは、Ａさんではなく、ＡＳＳです！ 以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157789] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/3/23） 谷口真由美 森

友学園問題を放置してはならない！＆朝日放送のキャスト 大谷昭宏

他の解説 

 

 

  2017/3/23, Thu 17:38 

 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。 

http://masumi-shien.com/
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 今週のしゃべりたいんやぁトピックス、谷口さん、森友学園の問題、証人喚問についてコ

メントされて、谷口さん 1 週間日本を離れて、進んで、登場人物も増えて、2 時間ドラマ

の、まだ半分以上残っていると言われて、出ている人も特徴があり、100 万円の寄付が籠池

氏にＡＳＳからか、昭恵氏からかに終始してはならず、明日財務省の役人が参考人招致で、

しかし証人喚問はさらに重く、証人喚問、自民党は私人を国会に呼べない→姉歯氏は何か、

日本は三権分立、行政機関→閣議決定で、昭恵氏を私人と決定したと谷口さんネットで見ら

れて、しかし籠池氏はＡＳＳを侮辱したから証人喚問はおかしく、国政、国権に関わるから

国会に呼ぶので、私怨を晴らすものではなく、竹下氏のような言い分はおかしく、しかし私

人は呼ばないというのに、侮辱されたから呼ぶはおかしく、しかし籠池氏は行き、証人喚問

は偽証罪もあるのに、最初に爆弾発言、何度聞いても昭恵氏から 100 万円はもらったと言

い、松井知事に力添えをもらうようにハタ氏に依頼→松井氏に梯子を外されて、これは松井

氏の名前＝大阪の問題。 

 豊中の土地は定期借地として、教育理念に賛同している昭恵氏に留守電→タニアキエ氏

の反応、8 億の値下げに籠池氏の方がビックリして、昭恵氏がかかわったことは口止めのメ

ールが来て、学校に共感しているというのに、これはおかしく、証人喚問は続いており、や

り取りはいろいろあっても、これ以上のものも以下のものもこれから出るのかと上泉さん

言われて、谷口さん、一つ言えるのは、明日の財務省の参考人招致がさらに重く、そこで森

友学園に有利になるように財務省がやったのか、どこからか指示されたか、誰が指示したか、

今の話は窓口、最初の扉を開けたら何があったか明らかにすべき、国有地の不当な廉価売買

→国民が損害で、籠池氏は証言して、後は裏付けなど国会がすべきで、他に大事なことがあ

るとの雑音もあるものの、谷口さん、権力中枢と仲がいいと便宜供与→汚職が当たり前の国

にいることになり、政治家になったらおいしいことになり、国にお金がないのに、不当な廉

売で国民に損失であり、他にも共謀罪のこともあるが、他のものも並行すべきでも、これは

大事なことであり、明日、財務省の人間の参考人招致であり、上泉さん、無茶なことは財務

省の人間は言わないと指摘されて、なら、誰がどうしたらこうなるのか、今年の流行語の忖

度を誰が何のためにしたかと言われて、谷口さん、顔色を窺う、窺わせた、喜ばせるために、

であり、それを忖度と言い、お金のやり取りがあったら分かりやすいと上泉さん言われて、

しかし今回は議員にお金は流れておらず、鴻池氏にお見舞いで、しかしお金の流れがなくて

も忖度で、それで流れが確定できず、谷口さん、渡さず、むしろ 100 万円もらい、土地を

値引いてもらい、籠池氏側は逸脱しておらず、3 つの契約書のみ（補助金不正受給）が法的

な問題、誰かが値引いた→9 億もらったの同じ、なぜこんな便宜供与が起こったのか、籠池

氏に便宜供与した理由は何かあり、ないなら証明が必要で、国有地＝国民の財産、権力の中
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枢に近い、思想が似ていたら、便宜供与してもらえるなら、大変で、この問題を放置しては

ならず、行政にかかわる国民も、領収書は白紙だとアカンのに、政治家なら通るのはおかし

いと谷口さん締めくくられました。 

 

 朝日放送のキャストでも、木原善隆さん、大谷昭宏さんが指摘されて、これは夫人付きの

秘書からのファックスが出てきて、また新しい名前、籠池氏は故・畠氏、さらに 3 人の大阪

の議員の名前が出て、出た東氏は働きかけをしても金はもらっていないと、大谷さん、まだ

名前の出ていない人間に重要なものがあると言われて、そして松井氏の名前も頻繫に出て、

松井氏、ＡＢＣの取材に事実無根というのです。柳本卓司氏は、直接関係ないというもので

す。 

 そして、民進党辻元清美氏の出演があり、辻元氏、予想以上に昭恵氏の関与が深かったと

コメントし、籠池氏へのファックスが出てきて、昭恵氏について行った職員は何もしていな

かったというのは違っており、小学校の現場も昭恵氏が来たことに驚き、今回は野党も籠池

氏とは接触せず、さらに稲田氏の夫が、籠池氏と会っていたのも驚き、辻元氏、籠池氏やコ

ンサルとやったとしても、誰が絵を描いたかわからず、籠池氏に証人喚問をしたので、昭恵

氏にも証人喚問しないと国民は納得しないと言われて、大谷さん、自民党は民間人を参考人

招致しないと言って、公人の昭恵氏をなぜ呼ばないのかと言われて、辻元氏、昭恵氏の参考

人招致を求めて自民党は拒否、籠池氏の 100 万円のことで証人喚問ということで、大谷さ

ん、自民党は激しい抵抗をすると指摘されて、辻元氏、自身や昭恵氏が土地の売買に関与し

ていたら議員も辞めると言っており、それで民進党はＡＳＳに総理辞任を求めることにな

ると辻元氏は締めくくりました。 

 

 そして、籠池氏の発言に、公務が休みの松井氏はツイッターで否定、小学校の施工業者藤

原工業は、まだ施工金額を一部しかもらっておらず、森友学園の資産の差し押さえを要求。 

 3 つの契約書については、籠池氏は刑事訴訟の可能性があり言わず、提訴した木村真さん

は、籠池氏の発言は作り話ではなく、昭恵氏の証言が必要とコメントし、木原さん、キーマ

ンの理財局長らを参考人招致、偽証罪はなく、明日は疑惑を否定するので、国民を納得させ

るためには証人喚問が必要と言われて、大谷さん、総理を守ろうと証人喚問して、逆噴射、

玉砕で、全部野党の質問が当たり、これで昭恵氏を呼ばないと国民は納得せず、ココリコの

遠藤さんも、国民は見ていると言われて、大谷さん、塚本幼稚園の虐待に、ＡＳＳは共感し

ていたことを忘れてはいけないと締めくくられました、以上、ええなぁとキャストの内容で

した。 
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[civilsociety-forum:157787] 

朝日放送おはようコール（2017/3/23） 二木啓考が森友学園の問題、

財務局刑事告発と証人喚問の詳細を語る 

 

 

  2017/3/23, 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、読売はイギリスでのテロ、女性一人死亡との情報、産経は森友

学園の問題、建設費に覚書が見つかったこと、書類の証拠が出てきたこと、朝日は天皇の退

位後の名称を上皇とするもの、日経はトヨタがＮＴＴと自動運転で提携、毎日は東電の脱国

有化は見送り、福島の対策費が倍増したためです。 

 

 森友学園の問題、疑惑解明はどこまで進むのか、近畿財務局のメンバーが損失を与えたと、

豊中市議の木村真さんたち豊中市民 230 人が背任容疑で検察は捜査すべきと言い、8 億の

値下げで大阪地検に刑事告発、木村さん、証人喚問だけでは真実は分からない、籠池氏、森

友学園のみを悪者にしてはいけない、財務省の責任を問うべきと言われて、他方、小学校は

9 割完成（あと 10 日で完成）なものの、森友学園は資金ショート、建設費 3 億を払えなく

なり、森友学園の所有する塚本幼稚園と保育園の土地と建物が大阪地裁に仮差押えされて

おり、施工業者さんも代金を払ってもらえず困惑しており、本日籠池氏の証人喚問、詢子氏

は主人と闘うと言い、これについて二木さん、認可されても破綻しており、森友学園全体ア

ウト、立ち行かず、木村さんたちの告発は、8 億の値引きの真相は司直により解明されない

といけないというもので、ずさんな実態で認可直前であり、事態はこんなにひどかったのか

というものです。 

 

 その証人喚問、与野党で衆参 2 時間ずつ、野党は疑惑を引き出したく、与党は籠池氏の

発言の矛盾を突きたく、自民は西田氏や元警察官僚が質問して、籠池氏の矛盾を引き出す模

様で、自民はここで決着、籠池氏は国家に喧嘩を売る意味を知っているのか、直前に敵前逃
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亡の可能性を言い、民進党は枝野氏と福山氏が質問に立ち、政治家との関係や、昭恵氏のこ

とを書いて、民進党は籠池氏が嘘ならとの懸念もあるというもので、他方、今日の籠池氏の

発言次第では、昭恵氏の 100 万円の説明責任も出てくると民進党は言い、午前 10 時から

参院で、午後に衆院、これについて二木さん、録画の許可を取れなかった例も過去にはあり、

中継画面が静止画のこともあり、しかし籠池氏は動画を許可しており、質問の順番、参院→

衆院で、証人喚問には日当も出てグリーン車で行けて、喚問のポイントは、焦点はＡＳＳか

らの 100 万円のこと、国有地売却の値引きと政治家との関与、金額の異なる 3 つの契約書

で、二木さんの指摘するポイントは、与党と野党で追及は異なり、与党は籠池氏が首相の名

誉を傷つけたとして、しかし今日 1 日で幕引きをしたい、籠池氏を偽証罪で告発、野党は

政府、ＡＳＳの追及で、今日をきっかけに昭恵氏や財務省を芋づる式に引き出したく、籠池

氏はいろいろしゃべり、しかし嘘に乗って追及したら、2006 年の偽メール事件があり逆噴

射で当時の民主党壊滅、前原代表の引責辞任になり、しかし焦点は 100 万円の寄付で、本

当ならＡＳＳを直撃、嘘なら籠池氏が偽証でつかまり、今までマスコミに言わなかった爆弾

はあるのか、石原元都知事の証人喚問も不発、野党も民進党に決め手がないと言われました。 

 

 劣悪な保育が行われていた姫路市の保育園、姫路市は園長を詐欺の疑いで刑事告訴で、46

人の入園で（姫路市に申し込んでのもの）、26 人市に隠して受け入れて、園長から直接声を

話かけられて、行くところがなくて預けたと保護者は語り、給食は足りない、暖房を監査の

入るときだけつける、保育士にブラック労働、トイレットペーパーも園児に負担させて、無

許可で学童保育、ベビーシッター、金は園長が個人でプール、二木さん、将来に投資と園長

は言うものの、あんな給食を食べる園児に将来なし、園長は園児に愛情がなかったと言われ

ました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日 29 面、淀川で取れた魚介を知ってもらうＰＲ、天然ウナ

ギからシジミ、ハゼの串カツであり、横山さんも淀川に天然ウナギの取材をされて、二木さ

ん、淀川は汚いイメージもあるが、ヨシが川を浄化している証明にあり、隅田川も釣りがで

きて自然に親しめると言われて、産経 28 面の記事で、名古屋城の木造での全国初の立て直

し、総工費 500 億のもので、二木さん、コンクリートよりよい、河村市長のどえりゃ計画、

市長選もあると言われました。以上、二木さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:157782] 

朝日放送キャスト（2017/3/22） 森友学園問題、提訴した木村真豊中

市議のお話  

 

 

 2017/3/22, Wed 19:16 

 永岡です、朝日放送のキャストで、森友学園問題、提訴された木村真さんのお話などがあ

りました。 

 明日、森友学園の籠池氏の国会証人喚問、しかし、木村さんの提訴が全てであり、2/9 に

木村さんが国有地払下げの問題を取り上げて、建設地に森友学園の表記があり、今日木村さ

んたち 230 人が近畿財務局を刑事告発、木村さんの提訴が最初で、去年から国有地売却に

疑問、もともとは豊中市が防災公園にする予定で、国に安く貸してくれと言ったのにだめで、

半分を 14 億で豊中市が買い、残りはあきらめて、ところが、その残りの土地に森友学園の

表記、生徒募集で、木村さんは情報公開を請求して、ご存知のように真っ黒であり、おかし

い、公開されるべき国有地売却価格が隠されて、金額の公表を求めて国を提訴、昭恵氏が名

誉校長で、何かあるのかと提訴して、これをきっかけに森友学園のスキャンダル爆発、国の

評価額は 9 億以上、これを 1 億ちょっとで GET、値引きされた 8 億はゴミの撤去費と言い、

籠池氏もボーリング調査して分かったと言うものの、ゴミ撤去をした業者さんは、埋め戻し

たと証言、森友学園は仮置きと言っていたら、不審な点がたくさんで、契約書が工事費用で

3 つもあり、補助金目当てに多く、財務状況を心配する大阪府には少ない費用を提出、籠池

氏は結局認可申請を取り下げて、木村さん、これだけ大きくなったら、学校だけでは済まな

いと言われます。 

 籠池氏、尻尾きりをするなと言い、鴻池氏に相談、稲田氏が顧問弁護士、そしてＡＳＳの

直接の関与が取りざたされて、木村さんは驚きの連続、ドミノの最初の一つを倒しただけで

あったのが、ドミノ倒しになったのです。 

 ＡＳＳの発言はムチャクチャであり、2/17 にはＡＳＳは籠池氏を評価、それがスキャン

ダル発覚で、24 日には籠池氏をしつこいと酷評し、運動会の安倍首相がんばれが報じられ

たら、教育基本法違反と問われて、27 日には、教育内容は知らないと、たった 10 日でこ

の始末。 

 16 日の、籠池氏の、ＡＳＳから 100 万円の寄付についてＡＳＳは否定、動揺であり、誰

が真実を言っているのか、真実追及は国会に、木村さんの疑問は何も解明されず、籠池氏と

いうメチャクチャなキャラクターで片付けられる問題とは思わず、無数の疑惑は何一つ解
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明されず、しかし木村さんは証人喚問に期待できず、籠池氏に責任を押し付けて終わりと見

られて、森永卓郎さん、黒塗り契約書を見て、近畿財務局と大阪府を同時に追及すべきと言

われて、浦川泰幸さん、とんとん拍子に進んだ理由は分からないと言われて、森永さんも、

籠池氏は申請しただけで、認可した方のことはなにも報じられないと言われて、浦川さん、

教育的に問題ある幼稚園を大阪府、官邸、ＡＳＳが支援した問題もあると言われて、そして

私学でも公的な補助金が出ていて、解明されるべきとの声もありました。 

 24 日放送開始の自由なラジオには、木村さんがゲスト（司会は矢野宏さん）で出られま

す、以上、キャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157780] 

ラジオ関西 ばんばひろふみラジオＤＥしょー（2017/3/22） 西谷文

和 森友学園問題を語る、あきらめず、決して忘れず抵抗を続けよ

う！  

 

 

 2017/3/22, Wed 17:07 

 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、西谷さん、本を出されて、テロとの戦いを疑え

というもので、フランスのテロを取材して、イラク戦争はテロとの戦いと言い、9・11、テ

ロとの戦いで空爆はやむを得ないのではなく、犠牲者も多く、本当に危険なのは何か、南砂

に隠された不都合な真実など、かもがわ出版からの発売で 1600 円、戦争の構図、昔は米ソ

冷戦→テロとの戦いの意味を知り、賢くなろう、人類は敵を作ってしまい、西谷さん、トル

コで強制送還であり、悔しく、それで書かれたものであり、隅にある本を村上春樹さんの横

に置いてほしい（笑）なのです。 

 今日は森友学園問題をしたく、リスナーより手紙、日曜のテレビで、シリアのアレッポの

惨状を知り、西谷さんへの応援で、ばんばさんも西谷さんの評価をされて、西谷さん、シリ

アの銃は誰が買うのか？ サウジが武器をたくさん買って、子どもが殺されるものであり、

しかし今週は籠池砲、嘘ついたら偽証罪、3/16 に野党議員の参加で、ＡＳＳから 100 万円

もの、籠池氏はかかわった議員は多数いる、維新もといい、また財務省から神風が吹いて土
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地入手といい、真相を知りたく、誰がかかわり神風は何か…それまで、自民は籠池氏を呼ば

ない→100 万円のことで名誉を傷つけられて証人喚問、これで真相解明は必要で、本当な

ら籠池氏以外にも、真っ先に迫田氏と松井知事を喚問すべき、ＡＳＳは激怒で、ヨーロッパ

を訪問しているのに昭恵氏を連れて行かず、ＡＳＳが手塩にかけた稲田氏に怒っており、し

かし稲田氏の答弁はムチャクチャで、ばんばさん、自衛隊のトップに稲田氏でいいのかと言

われて、西谷さん、稲田氏の網タイツも問題だが、ジブチ訪問でスタイルに問題、自衛隊員

も困る、顧問弁護士で逃げられず、わかる嘘をついて、答弁が稚拙、ＡＳＳの怒りは維新 3

点セットがご破算、ＡＳＳと維新は憲法改悪で一致、大阪万博、カジノ、リニアの 3 点をＡ

ＳＳ政権のは維新のためにやり、カジノに 69％反対なのにバクチ法案を強行採決→これを

通して維新に憲法改悪に協力してもらうつもりが、松井氏が国の責任と言い、ＡＳＳは激怒、

維新と官邸の蜜月が終わり、松井氏も大阪府で処罰と言うものの、大阪府は幼稚園のみの学

校の小学校認可を認めていなかったのに、規制緩和して、森友学園は財政も悪く自宅も抵当

に入り、そんなところに認めて倒産して子供がどうなるか、普通の会社より認可、審査を厳

しくすべきなのに、私学審議会でごり押し、こんなのが通るなら私もやりたいという委員も

いたのに、私学審議会でＯＫだから、財務省は土地を売り、ニワトリが先かタマゴというの

は、大阪府の認可が先であり、最初は借地→ボーリング調査を、国がすべきものを森友学園

がやって、ゴミが出たからと土地を 8 億値引き、こういう経過は、籠池氏だけでなく迫田

氏の話も聞くべきで、迫田氏はＡＳＳと同じ山口出身、籠池氏は園児にＡＳＳ頑張れと言わ

れて、騎馬戦で子供が武士の恰好をして、籠池氏は長州の武士よ幕府を討てと言い、籠池氏

は長州が好きで、迫田氏が籠池氏とつるんで、今は迫田氏、国税庁長官に出世、国有地払下

げの問題を起こしたものが出世はアカンはずで、しかしばんばさん、すぐにわかるのになぜ

こんなことをしたのかと言われて、西谷さん、松井氏も聞けばわかる、籠池氏のみでは分か

らず、籠池氏の発言に嘘があるとしても、公人の松井氏、迫田氏を呼ぶべき、野党は迫田氏

と松井氏を求めて与党が拒否。 

 明日、籠池氏の証人喚問で、どんな爆弾が爆発するのか、各党が質問して、議員の数の多

い順に聞いて、ばんばさん、東京都の百条委は歯がゆいとも言われて、西谷さん、今度の証

人喚問は連携してほしい、自民は質問を最後にしてほしく、国会中継は編集してやるが、明

日は生中継、人間の心理で、最後の質問が印象に残り、自民の手のひらでやりたく、しかし

これに野党は反対して、自民は何から何までセコいものであり、しかし西谷さんは策士策に

溺れるになってほしい、明日は注目で、西谷さんの見る真相は日本の教育、2012/2 に講演

をＡＳＳと松井氏がして、これに籠池氏も加わり、ＡＳＳと松井氏には教育勅語を暗唱させ

ている幼稚園は素晴らしく、小学校、中学校を作りたい→籠池氏に作らせたいと、意図が一
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致して、その後ＡＳＳは自民の総裁になり総理になるが、この当時ＡＳＳに橋下氏が維新の

トップになってくれと依頼しており、ＡＳＳも維新に行くか迷っていた時期であり、その時

期に松井とＡＳＳが頻繁に会い、ＡＳＳが総理、松井氏も知事で、役人が忖度しないと 9 億

も引かず、経産省の官僚は財務省はケチで 9 億も引かないと証言して、何かないと値引き

しない、ゴミも危険物ではなく、あの土地は防災公園にするから売った→ボーリング調査し

たのは森友学園で国ではなく、大阪音楽大学が 7 億で買うと言って安すぎると拒否、音大

の 7 億を蹴ってなぜ森友学園に 1 億で売ったか？ 

 明日の証人喚問、ＷＢＣも日本は決勝に出ず、籠池氏はＡＳＳに手のひらを返されて、Ａ

ＳＳも鴻池氏も籠池氏の教育は素晴らしいと言っており、日本会議、天皇制をもう一度の連

中には教育勅語も戦争準備法案通ってよかったも、当時はＡＳＳと籠池氏は蜜月→ところ

がスキャンダルが出てみんな籠池氏を見はなし、籠池氏は怒り、自分も破産しそうであり、

西谷さんは本当のことを言ってほしい、国の財産を扱う最高責任者がこんなことではダメ。 

 加計学園のこともＡＳＳは切れており、あれは今治市の市有地でも、みんなの財産で、御

影インターナショナルの名誉園長も昭恵氏。 

 最後に、リスナーより、森友学園問題、ＡＳＳは証人喚問で幕引きを図り、阻止するには

何をしたらいいか、首相官邸にデモすべきか、ＳＮＳで発信すべきかとあり、教えてほしい

とあり、西谷さん「あきらめない、何をしても忘れないこと」と言われて、戦争準備法案の

強行採決、沖縄のこと、福島原発事故のことも次から次に来るので忘れられるが、忘れては

いけない、証人喚問でだめでもあきらめてはいけない。メディアも忖度しており、国の財産

がなぜこんなことか、3 つの契約書のこと、教育勅語をやる小学校をなぜ認可したのか、教

育基本法に抵触してアウトであり、それを含めて大阪府は認可、嘘を見逃して認可したこと

も問題で、これらをあきらめたらＡＳＳにやられたい放題、あきらめず、忘れず、抵抗すべ

きなのです、以上、西谷さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:157774] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/3/21） 東日本大震災 6 年、震災

を乗り越えて淡路で開店、気仙沼から来たパン職人  

 

 

 2017/3/22, Wed 06:22 
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 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、朝日は共謀罪国会へ、組織犯罪処罰法を衆院に提出、今国会で

成立をＡＳＳ政権は目指すもので、産経は公示地価、住宅地が 9 年ぶり（リーマンショッ

ク以来）に上昇、日経、読売も同じ、毎日は商業地の伸び率が 1 位～5 位を独占、インバウ

ンド需要によるものです。 

 

 共謀罪、政府は閣議決定であり、金田大臣に十分に説明してもらう日が来たこと、金田氏

は事前に通告がなかったとして説明しておらず、共謀罪は犯罪の計画段階で処罰できて、

277 の犯罪が対象であり、共産党の、絞り込んだ理由への質問に、金田氏は官僚に助けても

らってもしどろもどろで答弁できず、野党は金田大臣のデタラメを追及、どういう時に捜査

の対象になるのか、民進党の追及に、金田氏は具体的なことを言わず、計画段階での処罰に

ついても明言せずであり、法案のことを全く理解していない模様で、司会の横山さんもＡＳ

Ｓ政権の閣僚の資質を問われて、共謀罪はテロ組織を対象と言うものの、一般市民も対象に

なり、これについて木原さん、これを捜査機関が判断するもので、拡大適用の恐れがあると

言われて、対象になるものは警察が認定したらテロ組織と見なされて、罪になるのは複数で

犯罪計画、下見もあり、定義があいまいで冤罪もあり得て、木原さん捜査当局にムチャクチ

ャ幅広い裁量があり、しかしこれなしでテロ対策にならず、必要性の問題もあり、対象の犯

罪は 5 つあり、偽証すら入り、対象の罪は 600→270 に公明党の意向で絞ったものの、テ

ロと関係ないもの（著作権関係）もあり、木原さん、テロは後からつけた言い訳で、テロ対

策ではなくマフィアを取り締まるもので、テロは関係なく、条約に加盟するためにというも

ので絞っても、何で適用されるか、目的と内容に問題があり、金田大臣の資質に問題がある

が、それに目を取られて共謀罪の問題点から目をそらされてはいけないと言われました。ス

タジオでも、法務省のトップが法律を理解しておらず、この国は大丈夫か、司会の横山さん

もＡＳＳ政権の支持率が高いからいくらでも法律が通ってしまうと危惧されました。 

 

 姫路の認定こども園わんまざーず保育園での問題、事件発覚後、園の保護者説明会で、給

食を半分しか出さなかったのは虐待ではないか、さらに職員の労働環境もえげつなく、労基

法違反の可能性もあり、園が保育士と結んだ裏契約書、欠勤、早退で給料を減らすなどのム

チャクチャな実態、就業時間の 15 分前に来ないと罰則、複数の保育士が姫路市に相談、時

間外手当なし、祝日があったら給料を減らされて、職員も園長が怖かったと証言して、スタ
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ジオでも労働条件への批判（外に出にくかった）があり、これについて木原さん、法律違反

（労基法違反）、補助金不正受給、とんでもないブラック企業、保育士はもっと早く声を上

げてほしく、被害者は子供たち、2 年前の開園時から問題になり、行政の監査にも問題があ

り、予告してやって問題は出ず、抜き打ち検査で分かり、木原さんは検査は抜き打ちでやっ

て一罰百戒ですべきであり、予告したらごまかされると言われました。 

 

 ブラジルの大手食品メーカーの不正、日本に輸入される鶏肉の多くがブラジル（25％、

年間 43 万トン）で、腐った肉のにおいをごまかすために発がん物質を使い、発覚しないよ

うに衛生管理者に賄賂、35 人が逮捕、ブラジルのスーパーから製品が撤去されて、ＥＵは

ブラジルから輸入禁止、問題になっている工場の鶏肉は 4 年前から来ていないと言うもの

の、ＡＮＮの調査で、一部から日本に来ている可能性もあり、木原さん、昨日の段階だと取

引はなかったと言うが、網を広げて問題のあるものは止めるべきと言われました。横山さん

もブラジルの大きなイメージダウンになると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、読売 7 面、しあわせの国は北欧、国際幸福デー、上位 5 位の

4 つが北欧、日本は 51 位、木原さん、北欧は福祉が充実して高く、日本は心、思いやりが

ないのだと言われて、読売の 2 面の記事、長者番付、ビル・ゲイツ氏が首位、9 兆円、トラ

ンプ氏は 544 位、資産が 1120 億を超える人が世界に 2000 人、木原さん、富が集中して

曇の上の世界だと言われて、読売の 7 面の記事で、朴氏 vs 検察の全面対決、事情聴取は 14

時間、木原さん、不逮捕特権がなくなり、朴氏は在宅起訴は確実、他の対象者は逮捕されて

大統領選への影響もあると言われて、朝日の 4 面の記事、4 人に 1 人が自殺を考えており、

増加傾向にあり、相談で気を紛らわせて、木原さん、これは社会的に由々しき問題（自殺者

は減っても予備軍は無数にある）と言われました。以上、木原さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15773] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/3/21） 東日本大震災 6 年、震災

を乗り越えて淡路で開店、気仙沼から来たパン職人  

 

 

 2017/3/21, Tue 21:54 
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 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、火曜日は震災特集、南あわじ市にあるベーカ

リーPoche（ポッシュ、ＦＢを示します、https://www.facebook.com/Poche0208/  ）のオ

ーナーの鈴木健二さん、宮城県気仙沼市でベーカリーを経営して、海沿いのお店は津波で壊

滅して、そして、奥さんの出身地、淡路島に避難されて新しいベーカリーをオープンされた

お話でした。 

 復興の続く地元を離れて、新たな地で再開される姿、今月 14 日、ベーカリーカフェボッ

シュ、淡路産の野菜などの食材を使って、常連客に好評であり、鈴木さんは、パンを 40 種

類くらいつくり、奥さんと店をオープンして 2 年、健二さんはこちらに身寄りなしで、不

安はあり、鈴木さんにとってこの店は 2 軒目、宮城県気仙沼の店は、東日本大震災で、両親

の経営する旅館の中に合ったお店は地震と津波で全壊、3 分と報じられた揺れはもっと長

く、海沿いのお店は津波に流されて、あまりの現実に唖然とされて、生後半年のお子さんを、

奥さんの実家に避難させて、被災地は衛生も良くなく、子どものために、として、震災の 3

か月後には健二さんも二人とともに淡路島へ、みんな温かく迎えてくれて、不安の中で、ま

ず動かないと、として、淡路島で二人の店を開くことにして、常連さんに、ランチ、ディナ

ーは好評で、店の空き時間には近所の会社に配達、注文も入り、配達先で温かく迎えられて、

近所の会社の方は常連になり、淡路島の生活に慣れても、それでも、淡路島にいるか、気仙

沼に戻るか、両親は気仙沼でやりたいと言い、葛藤があり、しかしもうしばらく、淡路島で

頑張ろうと、そして気仙沼に応援のためにパンを贈ると、気仙沼でも頑張っているとメッセ

ージがあり、大量のパンを贈り、食べ物のあることは幸福だと感謝されて、まだまだ険しい

が、実家や友人にパンを焼いて、エールを込めて、遠く離れた淡路島から、気仙沼を応援さ

れて、スタジオでも鈴木さんのパンを評価する声があり、東日本大震災 6 年、まだ被災者

の闘いは続きます。以上、ニュースＰＯＲＴの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15772] 

朝日放送ラジオ 堀江政生のほりナビクロス（2017/3/21） 谷口真由

美 森友学園問題、国民は今こそ怒るべき！ 日本は途上国よりひど

い！  

 

 

 2017/3/21, Tue 20:00 

https://www.facebook.com/Poche0208/
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 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。共謀罪について、谷口さん、世界で問題になっているテロは

宗教的、思想的なもので、条約の対象外で、テロを取り締まる法律はあって、組織犯罪条約

に入るために共謀罪が要るのはおかしい、条文にテロはなく、それに入らないとオリンピッ

クが出来ないと言うのも前提が違い、組織犯罪はマフィア、日本だと暴力団を想定して、も

ともとイタリアで 25 年前にマフィアを取り締まるためのもの、裁判官がマフィアに暗殺さ

れて弔いで出来た法律で、この条約のために共謀罪はおかしい、別の理由で必要ではなく、

条約の要件ではないと言われました。 

 谷口真由美のドタバタ!?会議、全日本おばちゃん党代表代行の谷口さん、ニューヨークに

行かれて、大雪で非常事態であり、谷口さんは知人から安否を気遣われて、しかし堀江さん、

森友学園一色、ワイドショーは森友学園のみで終わったこともあったと言われて、しかし谷

口さん、ニューヨークのテレビはトランプ氏ばかり、メルケル氏と握手しなかったことばか

り、トランプ氏の支持率が、ただでさえ低いのにまた下がり、金利は上がっても、円は乱高

下して、しかしアメリカでは森友学園のことは報じられず、しかし籠池氏の 100 万円のこ

と、そしてこの件は教育勅語で中国と韓国が大きく報じて、谷口さん、私人の籠池氏を参考

人招致に自民は拒否→現職総理の侮辱で証人喚問は自民党による私物化で、不敬罪、天皇を

バカにしたら戦前逮捕されたが、今の日本は総理を侮辱したら不敬罪であり、なら私人を証

人喚問するなら、安倍昭恵氏もすべきで、矛盾が見え隠れしたら、国民は怒っても仕方ない

と思うかも知れないが、国民は怒るべき、国に損失を与えた連中が愛国というのはおかしく、

愛国と言うなら高く買うべきで、権力と仲良くなったらおいしいなら、韓国の朴槿恵氏とチ

ェ氏のことを笑えず、韓国は大統領を市民運動で退任させて、日本で総理と口利きスキャン

ダルで国民が立ち上がらないのはおかしい、日本は途上国の、ステレオタイプの、権力を握

ったものに近いとおいしいとまで言われて、確定申告もあり、しかし白紙領収書で通った稲

田氏や菅氏らが責任を問われず、日本人は喉元過ぎれば熱さを忘れるか、今の問題は国税庁

も絡み、税金を納めていない連中に怒るべき、確定申告の文書は 3～5 年の保存が義務付け

られているのに、公文書が保存されず、1 年で、財務省の官僚がすぐ捨てるなら国民に言え

るのか！ 国民は怒れ！ 国民も白紙領収書を出せ！ 違う国なら、白紙領収書を出した

らよく、それで怒られない人が日本にいて、デモをするだけでなく、国民全員で白紙領収書

を出すくらいしないと、それくらいしないと、国民は従順だと思われて、谷口さんは税金の

支払いを止めたく、国有地払下げのダンピング、口利きがあったか「資料がない方がおかし

い」、潔白なら資料を出せ、記憶にないはあり得ず、記憶のなくなる人に権力を任せられな

い、国会は国の最高機関で、そこで、あるいは元知事が記憶にないというのはおかしく、確
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定申告で廃棄したと言ったら怒られるが、あんたの役所がそれをやっていると言いたく、も

ちろん下で働く役人、窓口の役人をいじめてもいけない、おいしい思いをした連中を叩くべ

きで、(1)国有地のダンピング＝権力と仲良くなっておいしいなら仲良くなる、というのと、

(2)公文書の破棄がポイント、たくさんの人と会って名刺交換して記憶にない例もあるが、

稲田氏は顧問弁護士をやって嘘をつくのはデタラメ、裁判所には記録があり、しかし文書は

なくなっていても、呼び戻すソフトはあり、小渕優子氏、パソコンをドリルで壊した→そん

なことしていいなら自分たちもやり、ハードディスクをトンカチで壊しても捕まらない国

はコメディ、誰かにコメディをしてほしい、ニュースペーパーにしてほしく、まっとうに暮

らしている人ほど怒り、今怒らないといつ怒る、さらに加計学園のことも、週刊現代に乗り、

加計学園の理事と昭恵氏が仲良く、ＡＳＳの祝電が来るほど、谷口さんのところの祝電は市

長レベルで、日刊ゲンダイも、南あわじの大学誘致でダンピングのことがあり、別の企業が

倉庫を作ろうとして断られて、大学が出来る、大阪のメーカー、南あわじ出身で、しかし補

助金の原資は税金、いろいろと取られて、しかしＡＳＳは税金は取ったらいいと言い、おは

よう朝日で谷口さん解説されて、我々はＡＳＳのために税金を払っているのではなく、社会

を良くするためであり、我々の納めた税金は、ＡＳＳの仲のいい人にはたくさん行き、そん

なことならみんな賄賂を贈るもの＝汚職であり、国連でも汚職のレポートは途上国が多く、

警官にお金を渡したら刑を免れて、しかし日本は途上国か？ 権力者の子供は捕まらない

と言うのも、途上国のことであり、検察は早く動け！ これだけ資料があり、動くべき当局

が動かないと、権威失墜、記録がないなら記憶、証言から資料を作るべき、高々2,3 年前の

ことを思い出せないような人間が官僚か？ 優秀（笑）な官僚がよくこんなことを言うなと

思うが、本質を見誤らないように、本質は国民が損をしたこと＝正直者が馬鹿を見る社会は

アカンと、谷口さん締めくくられました、以上、谷口さんのお話でした 

 

 

[civilsociety-forum:15771] 

関西テレビ みんなのニュースワンダー（2017/3/21） 森友学園問題解

説  

 

 

 2017/3/21, Tue 19:18 

 永岡です、森友学園問題、関西テレビの、みんなのニュースワンダーでも、田中拓朗記者
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の取材、報告で報じられました。この問題、毎日放送と朝日放送に続いて、関西テレビも突

っ込んでいます。 

 問題は 9 億の土地がなぜタダになったかと、そして小学校の認可の問題で、今回は認可

のこと、森友学園の理事長の籠池氏は 2011 年夏に、当時の橋下知事に規制緩和（借金があ

っても私学を開設できる）を要望して、翌 2012 年夏に、松井知事が規制緩和しており、こ

こには、大阪府は認可を取らないと私学を認められない、近畿財務局は土地がないとだめ、

という、いわゆるニワトリが先かタマゴが先かの論議になり、それが、2014 年の 11 月に

私学審議会にかけられて、当時のトップの梶田さんは、土地が取得できていないことと、森

友学園に借金があり、経営に不安があり、認可は難しいと語り、ところが、2015 年の 1 月

には府から認可が下りて、そして、何とこの 3 か月の間の私学審議会の議事録がないので

す。ところが、この間に安倍昭恵氏が森友学園、塚本幼稚園を頻繁に訪れているのです。ま

た、鴻池氏に籠池氏が夫妻で交渉して、例のこんにゃくの話になり、しかし、籠池氏と政治

家の関係は、解明されていません。 

 これは、私学を認可するのには、学校を建てる用地が自分のものではないとだめであり、

ところが、森友学園の申請した 2014 年 11 月には、国有地を借りる予定であり、つまり、

自分の土地でなかったどころか、借りてもいなかったのに、認可が下りたのです。これに「忖

度」があったと言われており、松井知事は、籠池氏が善人だと性善説にのっとってやって、

しかし籠池氏が教育者として問題があったとは知らなかったというのですが、津田塾大学

の萱野さんは、これは人を見て判断するもので、行政の判断は対象者の人格によるものでい

けないと指摘されました。 

 この、松井氏と私学課のことは、リテラにも記事がありました。 

     

http://lite-ra.com/2017/03/post-3009.html 

 

 これについて、田中さんの報告で、籠池氏のみの証人喚問では解決されず、梶田さんは府

の百条委にかけられるものの、100 万円のことなど、安倍昭恵の喚問が必要であり（私は市

民運動への郵便局の振込用紙も 1000 円でもファイルに保管しています、原発訴訟の振り

込みなど、万単位ならほぼ覚えています、もっとも、100 万円の札束など触ったこともあり

ませんが（笑））、これは法治主義ではなく人治主義であり、中国や、北朝鮮のことを笑えま

せん、以上、ワンダーの内容でした。 

 

http://lite-ra.com/2017/03/post-3009.html
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[civilsociety-forum:15769] 

毎日放送ちちんぷいぷい＆朝日放送キャスト（2017/3/21） 森友学

園、籠池氏証人喚問問題 

 

 

 2017/3/21, Tue 17:19 

 永岡です、森友学園問題、東京キー局のワイドショーでも取り上げられるようになりまし

たが、最初から追及している毎日放送と朝日放送の報道がありました。 

 毎日放送のちちんぷいぷい、奥田信幸解説委員の報告、毎日新聞の与良正男さんも参加さ

れて、今日、小学校の用地で、産廃処理業者が 8 億もかかる処理はしていないと証言して

おり、また、奥田さんの解説で、小学校が借地なのに認可された件、松井氏は、いずれ土地

を買うと思っていたとしているものの、疑念があり、そして籠池氏の証人喚問、もともと与

党は民間人なので参考人招致しないと言うものの、先週 100 万のことが出て、証人喚問と

なり、これは奥田さんも与良さんも証人喚問するなら 1 日ではなく、衆参両院でやるべき

で、これは武田一顕さんのコメントがあり、籠池氏に嘘を言わせて逮捕させるためと言うも

のの、与良さんも総理を侮辱したから証人喚問なら戦前と同じと言われて、そして武田さん

のコメントでは、安倍政権にとって世論調査では支持率が下がったものの、5～10％の低下

は想定内で、安倍政権は明後日の証人喚問で幕引きを図るつもりであり、昭恵氏→籠池氏の

100 万の振込用紙は物証にならず、そして、明後日の証人喚問では新しい物証が出るかで、

安倍政権を揺るがすと言われました。 

 

 そして、朝日放送のキャストでの森友学園問題報道、与党は余裕で、木原善隆さんの解説、

大阪府から見てのもので、府の基準を満たしていない、借地に学校は建てられず、基本は違

反で、10 年以内に土地を買うので認可と言うのは異例であり、将来買うのでいいというの

に、司会の浦川泰幸さんも指摘されて、古賀茂明さんも、校舎は借地ではアウトで、将来買

うからとの解釈はおかしい、役人から見たらリスクが高く、申請書が出たら、普通の役所だ

とアウトになり、しかし借地でいいと話を進めているのは不思議で、浦川さん二つの忖度が

あったと解説されて、まず、松井知事へ忖度、私学に門戸を開いて、規制緩和での忖度、私

学を増やすために忖度として、もう一つは昭恵氏への忖度、国会だけでなく、名誉校長、こ

れは私学課は否定しても、木原さん当時の府の幹部に取材したら、小学校の名誉校長が昭恵
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氏と知っていたということで、浦川さん、日本は息苦しい国になったと指摘されて、規制緩

和に逆行で、結論ありきとして、木原さんは証人喚問で大阪府のことも追及すべきと指摘さ

れました。以上、ちちんぷいぷいとキャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15763] 

朝日放送おはようコール（2017/3/21） 小西克哉が石原氏百条委証人

喚問と姫路市でのこども園の問題を語る 

 

 

 2017/3/21, Tue 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、石原氏の件で、朝日は部下に一任、読売は決裁責任を認めたの

み、産経も豊洲を都庁全体で決定、新しい事実は出ず、毎日は病理医不足にＡＩ導入、日経

は大卒採用が来春 9.7％増加です。 

 

 その石原氏の豊洲市場移転に関する百条委、往年の石原節も炸裂しても、移転への決済は

認めても、脳梗塞で記憶なし、ひらがなも忘れたと言い、体調不良で 1 時間のみのもの、突

然の告白から、豊洲移転について、決裁したことは認めて、土壌汚染が見つかっても、瑕疵

担保責任（東京ガスに追加支出なし）を初めて知ったのは昨年と言い、土地の売買契約につ

いて報告は受けていたか覚えていないと言い、559 億の契約も記憶にございませんという

もので、ないない尽くしの 1 時間、豊洲移転は青島氏から引き継ぎで、浜渦氏に一任、小池

都知事を批判して、何度も小池氏に豊洲移転しろと語り、反面小池氏は石原都政の検証と言

い、新しいことなし、これについて小西さん、小池氏の悪口を言いたかったもので、脳梗塞

の石原氏に聞いても無理で、百条委は罰則もあるものの、東京都議は追及も甘く、登場人物

の明確な意図なし、空転の責任は自民党にあり、自民も豊洲を推進して、自民党も石原氏を

ヨイショして気持ち悪く、1 週間に 3 回しか都庁に来ない石原氏であり、職員も不作為の責

任があると言われて、瑕疵担保責任の件は、小西さんも都民で問題で、東京ガスは売れたく

なかった、有毒物質のある土地で、市場はきれいであるべきで、なぜ都はこんなものを買っ
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たのかの解明はされず、さらに豊洲に移行していいのか、小池氏の判断すべきことと言い、

ポイントがわからず政治ショーになってしまい、小池氏の責任追及は昨日やるべきことで

はなく、自民と小池氏は政治問題化したく、小池氏も都議選まで伸ばして争点にしたく、な

ぜ豊洲か論じられず、自民と石原氏が互いのために政治ショーをしていたと言われました。 

 

 兵庫県姫路市の、私立の認定こども園わんずまざーこども園で、定員の 1.5 倍の子供を

受け入れて、給食は必要な量の 1/3、おかずもスプーン 1 杯、姫路市の認定したこども園、

保護者から給食の少なさを指摘されて、保育士も必要な数の半分、名義貸し、園児は 46 人

の定員に 68 人を受けいれて、超過分も受け取り、5000 万／年の補助金が入り、暖房も保

護者が来た時しか入れず、食べ残しは冷凍庫で凍らせて後で食べて、市の監査時には超過し

た園児を休ませており、幼稚園と保育所の要素を持つところで、スタジオでも認定取り消し

で済ましてはいけないとの声があり、これについて小西さん、自分の娘さんは人の倍食べて

おり、子どもには幼児虐待と詐欺、背景は保育園の不足で、ニーズが増えて、2014 年から

2～3 倍になり、チェックする制度がなく、通報から発覚して他にも同様の例はあり得て、

働くお母さんのためにならず、これは助成金のためにやっていたのか、ある程度苦しいけど

やっていたのか、これでも虐待と言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、日経 38 面、カンツリー倶楽部で女性の正会員を認めたこと、

かつては欧米の名門でもあり、小西さん、オリンピック憲章に反するものの、決定は時代に

合わせるのか不明、過去にプライベートな組織が自分のためにとしても、アメリカの最高裁

はゴルフでビジネスをするので女性排除はアカンと 30 年前に出ていると言われました。以

上、小西さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15759] 

報道するラジオ（2017/3/20） 東日本大震災、福島原発事故 6 年、福

島取材 原発被災地、移染と帰還の真実、上田崇順さんの報告 

 

 

 2017/3/20, Mon 18:22 

 永岡です、第 236 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
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会で放送されました。今週は祝日でラジオウォークの後で特別編成にて夕方の 73 分の特別

版の放送です。ラジオウォークへの参加を水野さん感謝されました。 

 

 ニュースは千葉猛さんの担当でした。 

 豊洲移転問題、元知事の石原氏の百条委の喚問、豊洲移転決済に関して、浜渦氏に一任し

た、報告は受けていない、というもので、豊洲市場は高い汚染のあるところに移転を誰が決

定したか、石原氏の関与を調べるために元知事を呼んで、百条委は罰則ありの厳しい場であ

り、都議会が百条委で明らかにしたかったのは(1)築地→豊洲は既定路線か、石原氏の決め

たことか、(2)は移転について石原氏は報告を受けていたか、自民党の質問で、石原氏は、

築地は限界、都庁でも青島氏、鈴木氏の時からのもので、青島氏から引き継ぎ、決済につい

ては石原氏が決めた、土壌汚染は今の技術だと解決できると関係者から聞いて、決裁したと

言い、都庁で決めたものを自分は決裁したのみ、解決できるから、の既定路線と石原氏は言

い、しかし決済の責任は認めても、だからどうするか、これからどうするかとは言わず、3/3

の会見の繰り返し。 

 移転交渉について、石原氏は、豊洲の売り買い、東京ガスが後から問題が起きても 78 億

しか出さない→実際は 858 億、しかし売り主の東京ガスは 1/10 以下、これについて公明

党の質問で、石原氏は、これを知ったのは昨年、決めたときは東日本大震災の混乱で知らな

い、担当から報告を受けた記憶なしと言い、知らなかった、東京ガスは 78 億のみは昨年知

り、土地の売買は浜渦氏に一任、しかし重要な問題で、東京都の卸売審議会に許可を出した。 

 浜渦氏も土地のことは知らないと言い、都の役人があったとして、共産党が豊洲移転の是

非について問うと、石原氏は、小池氏は移転しろ、今の技術で除去できる、地下水はポンプ

でくみ上げて捨てたらいいといい、しかしなら、なぜ地下水に厳しい基準かと問うと、石原

氏はちゃんと答えず、共産党はポンプアップしても解決しないと批判して、千葉さんが百条

委をご覧になり、石原氏は決済の責任を認めても、詳しいことは副知事にやらせて報告は受

けていないと逃げて、豊洲の盛り土も役人が勝手にやった＝他人のせいにしていると千葉

さん指摘されて、百条委は不規則発言の傍聴人が二人退席、石原氏は途中からネクタイを緩

めて、終わったら笑い、共産党からはもっと追及せよとあり、小池都知事のコメント、関係

者の発言をクロスチェックして、都政、都民の信頼と言い、水野さん、2 点のポイントは解

決していないと言い、これは 3 時間の予定が石原氏の体調のために 1 時間、石原氏は湿布

を貼ってのものであったのです。 

 

 今回の特集は東日本大震災、福島原発事故 6 年、上田崇順アナウンサーの報告でした。
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現地で、帰還困難区域を除いて 3/31 と 4/1 に一斉に避難指示解除、被災者に何が起きて、

これから何が起こるのか、上田さんの報告です。 

 上田さん、ツイッター発信で、日帰りで福島を取材される弾丸取材で、原発事故 6 年、福

島で何が起こり、これから何が起こるか、住民に大きな節目で、東日本大震災 6 年、帰還困

難区域を除いて帰れることになり、住民に帰れであり、3/31 は浪江町や飯舘村、4/1 は富

岡町、原発からの距離は近いところで、浪江町は 10km 前後！ そんな近くでも避難指示

解除、水野さん、大丈夫かと言われて、大熊町と双葉町のみ帰れず、放出された放射能の量

は違うものの、チェルノブイリは半径 30km、30 年経っても住んだらアカンどころか立ち

入り禁止、環境省は、移染の実施率は 100％、今後は個別に対応すると言うもので、上田さ

ん、避難指示解除の飯舘村、40km 離れても、風下で大量の放射性物質が降り、最多で 30

マイクロ／時間、大阪は 0.08＝大阪の 370 倍！（泣）。 

 飯舘村の農家の方、菅野さん（今は福島市に避難）と飯舘村に行き、阿武隈川で遮断され

て、それを超えると 6 マイクロ／時間、ガイガーカウンターのアラームが鳴り続けて、大

阪と桁が違い、上田さん、大阪の 8～10 倍、それも車の中であり、放射線の高いところか

ら離れており、しかし国の基準だと年間 20 ミリ、しかし法律では 1 ミリであるのに、今は

非常時で、今は 20 ミリ、国際基準の非常時、原発作業員は 100 ミリ／5 年で、作業員と同

じレベル！ これに入るのでＯＫというもので（泣）、しかし作業員ではなく、そこにずっ

と住まわれて、そして 1 時間あたりは、1 日に 8 時間屋外で過ごすので、16 時間は家、建

物の中にいるので、3.8 マイクロ／時間と言うものの、限度は緩く、それでも 20 ミリ／年

なのに、線量計のアラームは、0.3 マイクロ／時間だと鳴るので、取材中はずっと鳴ってい

た（泣）、水野さん、それで帰れというのかと言われて、そして上田さん、フレコンバック

の山をご覧になり、道路に山ほど積まれて、上田さん愕然とされて、田んぼに、移染で出た

放射性廃物を入れたフレコンバック、高さ 1m、袋に入れて、田んぼ、畑のいいところに高

さ 5 個！ 積むもので、そんな壁のようなものが 1km 続いて、道路から見えて、菅野さん

の家に行くときに、フレコンバックの山が、地区の真ん中にできて、フレコンバックは黒、

緑のものが山ほどあり、菅野さんの家から数分でフレコンバックの山（泣）、家からよく見

えて、地区の方はみんなフレコンバックの塊に囲まれている（泣）。 

 移染で出た核廃物と隣り合わせ、道路から遠ざけて、田んぼ、畑に置いても、フェンスで

囲っても、3,4m のところまで近づけて、菅野さんのところ以外にも、フレコンバックの山

はないところはなく、個人の土地、家の庭にもフレコンバックは置いてある。 

 菅野さんの家は 2 階建ての一軒家、立派な家で、下に４部屋、家の中に上田さん入れて

もらい、0.18 マイクロ／時間と、中は下がっており、0.23 マイクロくらい、外はすぐ外だ
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と 0.25～0.3、しかし離れて、田んぼ、あぜ道だと 0.5～0.7 マイクロ、大阪と比較して、

大阪は 0.08＝大阪の 8 倍（泣）、随分違い、それでも国の指針の年間 20 ミリには入り、し

かし家から 20m 離れると、裏手のところでは、2.4 マイクロ→5 マイクロ→6 マイクロ！ 

これは上田さんも初めてご覧になり、家から離れて 2,3 分のところに斜面があり、角度が

原発の方を向いていると、放射線量は高くなり、年間 20 ミリには入らない（泣）。 

 そういう条件が重なると高くなり、菅野さん、線量が高いのは、事故から 6 年で、セシウ

ム 137 が腐葉土にしみこんで、環境省の移染は表面のみ→奥深くに放射性物質があり、菅

野さんは移染は不十分と、要するに斜面はちゃんと移染できていない。 

 菅野さんは、自身で移染されて、環境省は 20m まで移染だが、菅野さんは 40m まで移

染して、環境省は表面のみ、しかし菅野さんは重機を使って移染、防風林、ビルの 4 階に横

にあり、防風林を落としたらもっと下がるものの、重機を使って菅野さんのようにやる人は

少なく、農作業の間に重機が使えて、体力もあってやれたが、他の住民はどうか、上田さん、

取材されて、移染は足りない、家の 100m のところだけ移染して、しかし山が控えており、

そこを移染せず、昔のようには戻らない、山の移染はどうか？ 国の移染は、山も移染して

おらず、1 回移染しても、また数値が上がるので、住民は不安になっており、さらに住民に

は、フレコンバックも置きっぱなし、大雨で流れて、中身はどこからばらまかれて、それが

回収されていない（泣）、それもちゃんとやってほしいと住民は言い、フレコンバックが山

のようにあって、大雨で流されて、住民の証言だと 400 戸のフレコンバックが、半分以上

破れて流された＝放射性物質がどこへ行ったか、南相馬市まで流されたものもあり、それで

川のそばには置かなくなっても、フレコンバックの山には住民は不安で、フレコンバックは

置きっぱなし、中間貯蔵施設を大熊町～双葉町に作るとしても、用地は 2 割しか取得され

ず、それで住民は戻れるのか？ 

 福島市に避難されている皆さんは戻るか？ 若い人もあり、飯舘村と往復して、日中は福

島市で過ごす、あるいは家はリフォームして、祖母は帰り、孫は小さいので、大丈夫と言う

まで帰れない＝分かれての生活、原発事故で家族はバラバラ、あるいは、高齢者は帰っても、

若い人は帰らない、帰れとも言えない、高齢者は放射能を気にせず、子や孫は戻ってこない

（泣）、孫は帰れない、あるいは、福島市に家を買って、生活の拠点は福島市、祖父母は戻

るものの、子供は、放射能は目に見えず、孫の世代に悪影響もあり得て、帰れない（泣）。 

 水野さん、つらいと絶句されて、上田さん、村のアンケートで戻るのは 3 割、楢葉町、南

相馬市では対象者の 8％しか戻らず、帰る 3 割が全員帰るのではなく、どれほど帰るかわか

らず、若い人で帰るという人はなく、帰って何をするか、飯舘村は農業の村で、ハウスを建

ててやるものの、自分で食べる米、野菜のみ、若い人なしで、高齢者のみで農業はできず、
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作っても売れない、いくら測定しても、飯舘村の米、野菜は売れない（泣）。 

 農業を続けても、形態を変えて、菅野さんは米、酪農をやっていたが、花のみ＝食べるも

のは作れない、他方、若い人なしで農業はできず、飯舘村の農産物と言うと売れず、国が帰

れと言っても、納得して帰る人はないのです。 

 

 後半のお話、3～4 月に帰還困難区域を除いて避難指示解除、上田さんは飯舘村で取材さ

れて、移染だけでなく、富岡町から避難された方は、飲み水について心配されて、井戸ダム

の底にセシウム 137 があり、それを除去してくれと村に行っても、お金がかかりできない、

しかしセシウムを除かないと、子どもの飲ませられない、安全はない、しかしそれを言って

も、行程にないことはやってくれず、湖の底に放射性物質があり除いてほしいのに、国は取

水口は 60m だから大丈夫と言い、しかし富岡町の方は、自宅の移染をしておらず！ それ

について環境省に問い合わせても、東京での集まりで、３月で移染は 100％終わったとさ

れて、環境省と東京の反応は異なり、家は移染されていないと抗議しても、環境省の実施

100％は、地権者と折り合いの付いていないところは含まれず、この方は東電と話し合いが

成立せず、それで移染されていないところは放置され、環境省はそんなところは数％と言っ

ても、解除してから言うので、実施率 100％はウソ。 

 移染の作業員に話を上田さん訊かれて、どういう作業をしているか、建物、植物、砂利な

ど、建屋は洗って終わり、木は、庭木はいじるな！ それ以外はやれ、勝手に判断できず、

しかしそれがルールで、小型の重機を入れても、建屋を壊してしまい、作業で出来ないとこ

ろもあり、あるいは、宅地の周りを移染しても、1cm 取って終わり、電動のこぎりで草を

取っておしまい→フレコンバックに入れておしまい。   

 住宅の移染は困難で「作業員自体が移染に疑問を持つ」もので、環境省は年間 20 ミリと

言うものの、「作業員すら難しいと思う」、地権者が移染していいというところしか移染して

ない＝連絡の取れていないところは移染しておらず、やったところに、また汚染が覆いかぶ

さると素人でも思い、やった意味はなくなると、作業員も証言して、移染したところに、別

のところから放射能が来る、ローラー作戦のようにやらずに、こんなことでいいのかと、作

業員は疑問に思い、それでも、戻る人はあり、菅野さんのお気持ちは、今になってどうして

くれると言っても埒が明かず、それだけで先に進まず、飯舘村の米を作って売れるのか？ 

戻っても仕事はなく、戻ってどうするか、自分の世代、若い世代に何ができるか、故郷はな

くなり、責任があり、菅野さんは 62 歳、この世代は放射能には大丈夫で、農作業も出来て、

何とか土地を守りたい。 

 菅野さんも、家族の介護をどうするのかと水野さん、聞かれて、上田さん、菅野さんは、
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先のことは考えていないと言われて、なぜ帰還させるのか、「東京オリンピック」、アンダー

コントロールでオリンピックのため、また東電の補償も打ち切られるのです（怒）、以上、

上田さんの報告でした。 

 

 その他のニュースも千葉さんの担当でした。 

 先週お伝えした森友学園問題、籠池氏に国会が証人喚問を 23 日、偽証罪も適用されて、

与党は籠池氏の参考人招致を拒否→籠池氏がＡＳＳから 100 万もらったと証言、先週木曜

に参院議員が小学校を視察した際に、籠池氏が小学校の建設費にＡＳＳの寄付ありと言い、

ＡＳＳはこれを拒否、竹下氏は総理への侮辱として証人喚問になり、民進党野田氏はそんな

理由は指弾すると言い、蓮舫氏は官僚の喚問の拒否は整合性が取れないと批判して、ＡＳＳ

は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い、しかしノンフィクション作

家の菅野完さんは、100 万の振込票を見ていると証言しており、振込票は匿名、安倍晋三と

読めるものにテープで森友学園と書いてあり、籠池氏とＡＳＳの言い分が全く異なり、100

万の寄付は、日大の岩井さん、寄付での公選法違反にはならなくても、寄付が事実なら国会

で嘘を言った道義的責任→本当ならＡＳＳは追い込まれるというのです。 

 オウム真理教の地下鉄サリン事件から 22 年、駅員が黙禱で、幹部が地下鉄の 5 つの車両

にサリンをまいて 13 人死亡、死刑、無期懲役が決まり、一人の上告審のみ残り、アレフと

光の輪は活動して、被害者の会は観察処分の継続を求めています。 

 福島原発事故 6 年、脱原発イベントが代々木公園であり 13000 人参加、落合恵子さんは

原子力マフィアに責任を取らせようと話し、作業員は東電に使い捨てられたと怒っていま

す。鎌田慧さんは、原発は時代遅れ、東芝もアウト、今は自然エネルギーの時代と怒られて

います。 

 

 今週の特集、特別編成、次回は月曜の夜であり、原発被災地の報告、リスナーの怒りが殺

到して、子どもや妊婦も 20 ミリかとあり、作業員が 100 ミリ／5 年で、ムチャクチャが非

常事態と言うことで、今後、政府や行政の援助打ち切りで、帰らなくなる、帰還を強いられ

ると危惧されて、帰れます、帰らないのは被災者の判断はひどいと水野さんは怒られて、リ

スナーより、3・11 の追悼にＡＳＳは原発事故を言わず、記憶から消し去ろうとしていると

あり、今も、見えない敵との、困難な闘いが続いているのです。 

 この内容、聞いていて本当に頭に来ました！ もうお判りでしょう、福島原発事故は 6 年

経っても終わっておらず、こんなところに帰還しろとは、太平洋戦争で神風特攻隊に行けと

いうのと同じです（私はヤクザや右翼の経営していたマフィア企業、神戸製鋼にいて、特攻
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隊のように働けと言われたので、分かります）。この内容、私に無断でいくらでも拡散して

ください、福島をオリンピックのために犠牲にしたら、日本は破滅です！ 

 

 

[civilsociety-forum:15756] 

朝日放送おはようコール（2017/3/20） 伊藤惇夫が森友学園問題、ア

ッキード事件と豊洲移転問題、稲田大臣火だるまを語る 

 

 

 2017/3/20, Mon 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、豊洲関係、朝日、読売、毎日に豊洲の有害物質、産経は月内解

散論、4/23 に選挙？日経は外国人技術者のことです。 

 

 森友学園問題、籠池氏が 100 万円を振り込んだ証拠が、籠池氏からノンフィクション作

家の菅野完さんに提供されて、昭恵氏から 100 万円もらった 2015/9/5 の 2 日後、振込用

紙には下からライトを当てると、安倍晋三と詠める文字、匿名と読める文字があり、他方国

会では 100 万円の寄付について、ＡＳＳ（Abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）は勝手に

否定し、寄付はしていないと強弁しており、妻に確認して寄付していないというもので、豊

中の国有地払下げの問題に、ＡＳＳの寄付が問題になり、籠池氏は、昭恵氏の講演時に 100

万円もらい、領収書は要らないと言われて、そして修正テープのついた振込用紙が出てきて、

籠池氏は、安倍晋三として振り込もうとして郵便局職員から森友学園と書くように指示さ

れて、伊藤さん、振込用紙は森友学園の書いたもので、ＡＳＳの振り込みの証拠能力はない

が、もらっていない証拠にＡＳＳも出来ない、2015/9/5 付近には、籠池氏と昭恵氏は親し

く、籠池氏はＡＳＳを尊敬して良好な関係で、その後トラブルになるとしてこれを作ったこ

とは考えられず、これを作った謎は残り、一つ考えられるのは、昭恵氏の講演料を断られて

寄付としたことが考えられて、しかし籠池氏の証人喚問は衆参で 4 時間は短く（通常は 2

日かける）、日を開けると証言の矛盾も分かり、国民の関心も高く、籠池氏のみでなく、国

有地払下げにて、財務省の人間も呼ぶべきで、自民党は総理が批判されたから証人喚問とは
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おかしく、流れはおかしい（自民党が籠池氏をつるし上げるために呼ぶ）と指摘されました。 

 

 豊洲移転問題、水面下の交渉を持ちかけたとされる浜渦氏が百条委に出て、東京ガスが土

壌をきれいにするとして、860 億の土壌対策費、東京ガスは 70 億として、浜渦氏は東京ガ

スが対策するとして、小池都知事はクロスチェックのどこに齟齬があったかわかると言い、

東京ガスとの交渉のキーマン、浜渦氏は慎太郎氏の側近中の側近、ドーベルマンとも呼ばれ

て、水面下での交渉は東京ガスが言い出して、あれは役人が勝手にやったなどあり、これに

ついて伊藤さん、浜渦氏の証言、安全宣言は舛添氏がやり、都議の追及が甘く、水面下の交

渉や、土壌汚染のこと、東京ガスは売るのを嫌がり、無理やりやるのは普通考えられず、役

人が勝手にやったというが、慎太郎氏は都庁にほとんど来ず、元知事も元副知事も役人が勝

手にやったというがそれはありえず、ますます疑問が深まり、そして豊洲市場に環境基準の

100 倍のベンゼン、専門家は、地上は大丈夫と言い、そして今日慎太郎氏の証言で、伊藤さ

ん 1 時間の喚問だと記憶にないとして逃げられる可能性があり、しかし慎太郎氏はちゃん

と喋るべきで、慎太郎氏は知事としての責務を果たしておらず、他方豊洲の土壌汚染を小池

氏は都議選の争点にしたく、結論を出したら都議選に不利になり、結論を出すと移転でもし

ないでも反対論が出て、最後は奥の手、住民投票で豊洲移転をやることもあり得るが、そう

したら知事の責任放棄と言われました。 

 

 昨日の防衛大学校の卒業式、国会で追及されているＡＳＳと稲田大臣が訓示、380 人の

卒業生に対してのもので、野党から追及されている二人が初めて並んだのは 2005 年、郵政

選挙でＡＳＳが稲田氏に立候補を要請して、稲田氏、野党時代に防衛大臣を追及しており、

政権に復帰したら、当選 3 回の稲田氏をＡＳＳは初入閣させて、ＡＳＳは稲田氏をジャン

ヌダルクと呼ぶほどであり、スタジオからもこれに失笑が漏れて、政界のシンデレラ、伊藤

さん、稲田氏は全然ダメ、国会で泣く、日報問題、安全保障関係が不安な時に、稲田氏は卒

業生に栄光あれと言うものの、火だるまであり、しかし稲田氏はＡＳＳが優遇して、稲田氏

が辞任ならＡＳＳの任命責任が問われるので、ＡＳＳは稲田氏を辞めさせない、しかし読売

の世論調査でも厳しい結果であるのです。 

 

 本日の気になる新聞記事、産経 1 面の記事、学習指導要領で聖徳太子の復活、鎖国のこ

とも変わり、もともとの表記に代わり、改訂なら先生も大変であり、伊藤さん、覚えるのが

大変と言われて、読売 1 面の記事、内閣支持率 10％減、不支持 9％増えて、伊藤さん、森

友学園問題と稲田氏の問題、一強に亀裂が読売でも書かれて、しかし受け皿なしといわれて、
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産経 1 面の記事で、解散総選挙で 4/23 に投票、伊藤さんこれはなく、小池都知事の勢いを

止めるためで、産経は年初からこう書いているが、今は森友学園問題でＡＳＳに解散総選挙

はできないと言われました。以上、伊藤さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15745] 

ネットワーク 1・17（2017/3/19） 東日本大震災 6 年、語り部バスに

乗りました、千葉さん、野村さんの報告 

 

 

 2017/3/19, Sun 06:01 

 永岡です、災害と防災を考えるネットワーク 1・17 第 1058 回、今回も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。 

 

 近藤勝重さんの、しあわせの風景（2017/3/18、しあわせの五・七・五から）、川柳は字

数が限られて、言い切るものがいり、度胸の文芸と思うべきで、水野さんもこれを評価され

て、近藤さん、3・11 から 6 年、福島からの風を送られた伊藤さん、五輪より 一輪の花 

被災地へという句があり、近藤さんがこの句を買うのは、一輪の花の生命の大切さと被災地

の声、五輪もさることながら、一輪の花を咲かせる配慮が東京にあるのかと言う意味と指摘

されて、オリンピックを誘致した政権などに、福島から見たらこう見える、怒り、やるせな

さなど、一輪の花に託して、経済成長無くして…というものへの抗議であり、この句を支え

ているのは対比、いろいろな比べようがあるが、言い切る句、ご自慢のえくぼ いまではた

だのしわ、しわとえくぼを対比、こう言い切る強さがあり、これを弱くすると、ご自慢のえ

くぼ ただのしわのようと、直喩になってしまい、これはえくぼ＝ただのしわと言い切る、

Ａ＝Ｂの強さ、言い方で弱くなる、○○のようだ、ではなく、○○だと言い切る度胸が必要

で、逃げるなよ、であり、父の背を 流すようにと 墓洗うという句もあり、言い切る強さ

は、20 日がお彼岸、お彼岸は 父の背流す 墓洗い、としたら、言い切ることになり、墓

参りして、墓を洗う＝父の背中を流す、彼岸、お盆を持ってきたらよく、○○のようなもの

を近藤さん否定しないが、言い切るものは、それゆえのふくらみ、奥行きを感じさせて、詠

んだ人が膨らませるものであり、そういう川柳の面白さ、言葉の強さもあり、大津波 みん

な流して バカヤロウ、ここにも強さが要り、川柳には度胸も要り、須藤春香さんの句、言
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い切らずにいられず、奥行きがあり、近藤さんの引用された句は、しあわせの五・七・五の

本にも載っているのです、以上、近藤さんのお話でした。 

 

 先週は千葉さん、被災地で取材、リスナーより、津波の話に胸が痛み、20m の津波なら

流されていた、津波など来ないと思い、伝えることの重要性を知ったともあり、宮城県の南

の方は津波は来ないと思っていたとして、避難場所も家族で話し合い、逃げられる場所を考

えてほしいと被災者も言っているのです。 

 今回も東日本大震災 6 年、宮城県南三陸町のホテル観洋は、宿泊客向けに語り部バスを

運航しており、従業員がガイドとなり、津波被害を語り継ぐもので、児童や高齢者の助かっ

たところ、職員が犠牲になったところなど、このバスに千葉さん、野村さんが乗られた報告

です。お二人で東北に行かれて、ホテルの従業員の方が朝早くから 1 時間されて、料金は

500 円、町内を案内されて、ホテルの中にも語り部の社員はたくさんいて、一番若い伊藤さ

ん（でもチリ地震津波を経験された 70 代の方）、震災 6 年で、1 日 1 日大変であり、伊藤

さんは南三陸町、自宅を津波で流されて、仮設住宅に 3 年半、ここは 600 人以上亡くなり、

8 割の家が流された地区での伊藤さんのお話、小学校があり、海から 50m、津波に弱く、

しかし避難して助かり、高台への避難訓練、避難を屋上にしようとしても、地元の女の先生

が高台に逃げるべきとして、教頭先生が高台に避難を指示して、山の一番高いところに逃げ

て、震災の日は寒く、子供たちが寒さに耐えられず、神社には倒壊の恐れがあったものの、

4 年生以下の子供は中で避難、震災の 1 週間後に卒業式で、歌を明け方まで歌って、寒さを

乗り切ったものであり、この小学校の場所は今は盛り土がされていて、この小学校のことは

一昨年の 11 月のネットワーク 1・17 で校長の話を報じて、しかし現場に行くのは千葉さ

ん初めて、海に近い場所で、津波が短時間で来るもので、高台に避難するのは決断が必要で、

千葉さんが校長なら屋上へと思ったかも知れず、しかし高台に避難して命を守れて、石巻市

の大川小学校と同じ規模、大川小学校と同じになっていた可能性もあった。 

 高台にある中学校、指定避難場所、20m の高さで、ここまで来たら大丈夫と思っても、

ここの校庭まで津波が来て 11 人死亡、校庭にいた人、助けようとした人も亡くなり、20m

の高台に 23m の津波が来て、一見安全そうでも危なかったわけであり、中学校の場所は公

民館になり、津波の来たところに仮設住宅、南三陸町には仮設住宅を建てる場所がなく、時

計は 2 時 46 分で止まっているのです。 

 ホテルの経営する高野会館、ビルの 4 階まで津波が来て、震災の日に多くの方が歌と踊

りをしているうちに大地震、中でパニック、自宅に逃げ帰ろうとした高齢者もいたが、帰し

たら津波に流されるので、ここから出さないことにして、玄関先に若い職員が、死にたくな
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かったらここから出てはいけないとして、ビルの 3 階に逃げて、しかしいうことを聞かな

い人もいて、8 人逃げ帰り、自分の地区には津波が来ないとされていたからで、しかし 6 人

が津波に流されて、建物のどこまで津波が来たと表示されて、更地の中にこの建物のみ残り、

高齢者は屋上の上のところまで避難して助かり、高野会館は全壊で、ホテルの方で震災遺構

として残し、維持費も民間で負担するのは大変で、それでも残したものであり、語り部バス

で、南三陸町の防災庁舎、3 階建てで、骨組みのみ残り、伊藤さんはバスを止めて、防災庁

舎で、亡くなった方に手を合わせる仮設の施設まで案内、防災庁舎は 12m、津波は 15m

で、屋上で 43 名亡くなり、生き残った人は、鉄塔によじ登って、津波が収まるまで耐えた

中に、今の町長もいて、千葉さんはこの防災庁舎に行くのは 2 回目、犠牲者の無念さと、津

波の脅威に驚かされて、防災庁舎、2030 年までの保存は決まっても、そこから解体するか、

残すか議論されて、野村さんは残すべきと言われても、遺族の気持ちもあり、大変と言われ

て、千葉さんも残してほしいが、遺族にはつらい思い出があり、しかし震災を体験していな

い世代も増えて、目に見えて分かるものは必要と言われます。 

 語り部バスに参加されて方、伊藤さんの言葉で、手を合わせること、こういうことがあっ

たことを帰ってみんなに伝えるべき、震災後初めて来て、テレビで見るのとは違い、大変で

あったことを知り、高田の中学校に行き、津波の高さを実感して、津波の怖さを実感して、

遠くの人にも見てほしいと言われて、また娘さんがここにきて連れてこられた方もあり、家

族を連れてきた方もありました。 

 最後に、伊藤さんのお話、11 の集落で、2 つの集落、真ん中を川が流れて、そこを速く

津波が襲い被害になり、また湾が干上がって大きな津波で、多くの方が亡くなり、内陸に住

む人間が犠牲になり、海に近い人は変化に気付いて逃げられても、内陸の人はまさか来ない

として犠牲になり、海では防潮堤も作られても、まだまだ課題はあり、野村さんも、語り部

バスに乗り、体験を口で伝えることが大事、被災者の声を聞くことが大事と締めくくられま

した。 

 

 ネットワーク 1・17 は最優秀レジリエンス（抵抗力、災害に強いもの）賞を受賞、28 の

団体が受賞して、それらもここで取り上げることになり、リスナーの声で受賞できたと、野

村さん、千葉さんの感謝がありました。以上、今週のネットワーク 1・17 でした。 
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[civilsociety-forum:15731] 

毎日放送せやねん（2017/3/18） 武田一顕 アッキード事件、籠池爆

弾を語る 

 

 

 2017/3/18, Sat 09:56 

 永岡です、毎日放送のワイドショーせやねんで、アッキード事件、森友学園問題について、

国会王子、ＴＢＳラジオ記者の武田一顕さんのお電話でのお話がありました。 

 籠池氏が、ＡＳＳから 100 万円もらっていたと暴露、稲田ゴタゴタなど、「永田町と大阪

府で籠池爆弾（(c)武田さん）炸裂」と先週武田さんが語られて、菅野さんのインタビュー

で稲田氏の嘘が暴露されて、第 2 の爆弾は財務省局長、籠池氏に身を隠せと言い、武田さ

んは一昨日森友学園を取材、稲田氏の嘘がわかり、籠池爆弾の第 3 弾、ＡＳＳからの 100

万、籠池氏は野党議員を迎え入れて、全ては国会で話すと言い、これはＡＳＳも昭恵氏も否

定し、また籠池氏も先週金曜日ではＡＳＳの関与を否定、武田さんは一番の問題、寄付には

問題はないが、ＡＳＳは認めるべき、ＡＳＳは口利きに関わっていたら総理も国会議員も辞

めると言ったので、寄付していたら、ＡＳＳは辞任せざるを得ず、籠池氏はウソばかりだと

みんな思い、武田さんもそうであったが、稲田氏のことが全部嘘で、籠池氏の発言は正しく、

籠池氏の発言の 10 のうち 1,2 が正しくしても、内閣が吹き飛び、ＡＳＳは籠池氏と関係な

いことを証明する必要があり、籠池氏はＡＳＳ政権に一人で立ち向かい、発言の全部が嘘で

なかったら、大変なことになる。 

 スタジオでも、籠池氏はかつてＡＳＳを応援したとあり、武田さん、息子さんの証言で、

籠池氏の堪忍袋の緒が切れて爆弾を落とし始めて、野党議員を自宅に招き入れて、それまで

右翼教育であったのが、野党と手を結ぶことになり、籠池問題、森友学園問題の本丸は国有

地格安の払下げであり、誰か政治家から圧力があったのか、稲田氏や鴻池氏ならスピード対

応は説明がつかず、しかしＡＳＳの寄付が本当と物証があれば、籠池氏がＡＳＳとの関係を

見せたら、役人は総理ににらまれたら出世できず、それで厚遇した理由の説明がつき、パズ

ルの最後のピースが埋まり、ＡＳＳ以外でも大物の政治家なら口利きはできても、今まで名

前の挙がった政治家では 8 億は無理、かつての角栄氏くらいの影響力が必要で、永田町は

大騒ぎ。 

 大阪府、松井知事との関係、松井氏は近畿財務局がワーワー言ったから早くやったと言う

ものの、スピード対応はＡＳＳの寄付により、パズルは埋まると締めくくられました。以上、

武田さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:15729] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/3/17） 菅野完さん アッキード事件

を語る＆武田一顕さんによる解説 

 

 

 2017/3/17, Fri 16:42  

 永岡です、毎日放送のちちんぷいぷいに、ノンフィクション作家の菅野完さんが何とテレ

ビに初の生出演で、森友学園問題、アッキード事件を解説されました。大阪のスタジオにＭ

ＢＳ解説委員の奥田信幸さんと、ＴＢＳラジオ記者の武田一顕さんが出られました。司会は

河田直也さんでした（様々なメディアでの内容をまとめて書き起こしします、少しややこし

いですがご了承ください）。 

 そして、菅野さん、安倍晋三名義の 100 万円の物証を、ヤフーニュースで公開されまし

た。 

 

 https://news.yahoo.co.jp/byline/suganotamotsu/20170317-00068806/ 

    

 これについて、郷原信郎さんは、菅野さんの証言通りなら、籠池氏が明恵氏から 100 万

円受け取った物証になると証言されています。 

 そして、前橋での、福島事故、国の責任を認める判決が出ており、これについてＴＢＳラ

ジオのデイ・キャッチ！で、崎山敏也さんが報告されて、崎山さんは国の責任を認めたこと

は大きく、これまで核は民間がやっており、賠償は電力会社の責任であり、本来は東電であ

るものの「国にも責任ありと認めたことは大きく」、国にも東電と同じ額の賠償が認められ

て、原告は国の賠償責任と、一部勝訴の垂れ幕を立てられて、今弁護団が判決を精査してい

るものの、国に責任との判決は大きく、国も津波を予測できなかったと言っていたのに、三

陸で大きな津波は予測できた、三陸沖にマグニチュード 8 の津波があると多くの警告があ

り、国の責任を認めたことは、全国で裁判が行われて、それらに与える影響は大きく、また

原告は自主避難者も入り、130 人の原告の半分は自主避難者であり、基本的に同じ額の賠

償を求めて、そして賠償に差がある可能性もあり、避難者は原発からの距離により額は違い、

また今月で住宅提供は打ち切られて、それらがどうなるか、原告の集会は今からで不明。 

https://news.yahoo.co.jp/byline/suganotamotsu/20170317-00068806/
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 原発事故で、東電の経営陣 3 人が強制起訴で、1 年以上前、まだ公判は始まっておらず、

弁護士が検察官役で、今月 29 日に公判前整理手続き、初公判までどれだけかわからず、ま

た今日の判決で、国と東電の責任、検察が起訴しなかったものをどうするか、民事と同列に

は論じられず、刑事訴訟にはもっときつい証拠が要るが「国策で核をやってきたと認めた意

味は大きい」、全国で裁判があり、千葉では 9 月に判決で、裁判の途中でも、今後、結果に

大きな影響を与えると締めくくられました。 

 

 で、ちちんぷいぷいの内容、菅野さんの独占生出演、森友学園問題発覚後、籠池氏と距離

を詰めて、対談をネット公開、籠池氏が菅野さんに接触して、菅野さんがテレビに生出演さ

れるのは初めてで、菅野さんすいませんうさん臭くて（笑）と言われて、菅野さんは奈良出

身、日本会議の研究を書かれて、森友学園問題を追及されて、しかしマスコミは籠池氏に接

触できず、菅野さんの考えるアッキード事件、本質は何かであり、武田さんも知られていな

いところがあり、それを菅野さんが知っていると指摘されて、籠池爆弾とも言われて、菅野

さん、籠池氏は普通の大阪のオッサンと言われて、日本会議の研究を書いた時とは異なり、

普通に仕事に熱心なおっちゃんで、その熱意が空回りして、3/12 に初めて会い、菅野さん

はインタビューはできておらず、記者会見と、独占インタビュー2 回であり、日本会議の研

究には塚本幼稚園は良く出て、詢子氏も出るが、籠池氏はあまり出ず、籠池氏、長男の方が、

後で菅野さんと会わせたいとしており、息子さんにＬＩＮＥで接触して、10 時間話しして、

様々なこと、詢子氏の母親のことや、森友氏の墓も行き、そして息子が籠池氏に合わせて、

豊中市の自宅に行った。 

 息子さんに信頼されたのは、理由は分からず、役所 vs 籠池なら 100％籠池氏に、子ども

vs 籠池氏なら子供の側に立つと菅野さん指摘されて、籠池氏の教育方針に被害者がいて、

菅野さんは被害者サイドに立つ。 

 そして、菅野さんは森友問題に 3 つのものがあり、(1)小学校の土地と私学審議会、(2)

塚本幼稚園の差別、(3)国会での虚偽答弁、(1)はなぜ 9 億の土地が 1 億か→私学審議会は

無茶な審議、全員反対で設置許可を出している、小学校に財務省がどう気を使ったか、国会

の財務省の答弁は具体性なし、書類は破棄した、誰が担当か分からず、理財局長の迫田氏を

国会に呼ぶべきで、私学課長の名前もあるが、松井知事も国会でしゃべるべき、府のトップ

として松井氏は説明すべき「ハンコ押した人間を連れてこい」、籠池氏は認可のハンコを押

せず、私学審議会のハンコは教育長→松井氏は教育長を差し押してしゃべっており、説明の

責任がある。 

 武田さん、役所が速く動いたのはなぜかと聞かれて、菅野さん、これは籠池氏も詳しくは
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分からず、10 年小学校を作るとことをして、ある日突然役所が背中を強く推しており、こ

れについて菅野さんは「全自動忖度機」と言われて、迫田氏はＡＳＳと同郷で昵懇、安倍晋

三小学校、自分の上司がＡＳＳと昵懇なら、判を押す可能性はあり、籠池氏は、鴻池氏にも

接触しているが、籠池氏が頼みに行ったのは、決定プロセスに了解できる人はなく、具体的

な名前は聞いておらず、どこの党とは聞いている。 

 鴻池氏はこんにゃくと言っても、以前から籠池氏は顔が広く、政治家と話をするのに苦労

はないキャラクターであり、毎日こんにゃくを持って歩いているのではない。 

 籠池氏の発言の信憑性が疑問視されて、どこまで信じられるかと河田さん指摘されて、菅

野さん、慎重に発言の裏を取る必要があるが、報道で出てきた籠池氏の嘘は、籠池氏そのも

のではなく、周囲の立てたもの。 

 塚本幼稚園の件も問題で、塚本幼稚園の虐待、差別問題は菅野さん取材されて、菅野さん

は組織のジャーナリストではなく、記者クラブに入っておらず、ところがマスメディアの記

者はこれをやらず、本来マスメディアの記者がやるべきで、しかし日本会議の研究から、森

友学園問題の差別問題が大きくなり、2 月末に菅野さんはこれの問題意識を定めて、そして

籠池氏と知り合い、これは塚本幼稚園に関して松井氏の責任があり、これは記事を書かれる

ものの、松井氏は塚本幼稚園の虐待、差別を知らなかったと言っているが、去年 12 月に保

護者が申し入れして、府には保護者の悲痛な声がとどけられて、府は情報公開で知ったこと

が分かり、古いものだと、7 年前に保護者から府に問題が伝えられており、そんなものに小

学校の認可が下りるのはおかしく、私学審議会の審議などにも不備があり、訴えがあったの

に、松井氏は対応せず、知りながら認可を下ろしており、財政基盤も弱いのに認可を下ろし

た松井氏に、大きな責任がある。 

 そして、問題のＡＳＳ→籠池氏への 100 万円、武田さん、裏どりはあるかと聞かれて、

菅野さん、上記のヤフーニュースで公開、寄付者名簿、入金の振り込み原本、昭恵氏から 100

万円もらった籠池氏が入金して、奥田さん嘘の可能性もあると言われたものの、菅野さん、

100 万円は他の寄付と桁が異なり、森友学園→森友学園に振り込み、それも 2015/9/7、金

をもらったのは 9/5 の土曜日、当日入金できず、これは昭恵氏の講演した日であり、奥田

さん、昭恵氏から手渡された状況を聞かれて、昭恵氏は主人からと菅野さん聞かれて、封筒

には名前はないものの、自民党がおかしいことを言い、今まで籠池氏の参考人招致に反対し

て、昨日一転して証人喚問、この根拠は、首相を侮辱したことであり、自民党は証人喚問の

場を懲罰としており、民主国家にあり得ない、このおかしさが、今の政権のおかしさ。 

 他にも爆弾はあるのかと聞かれて、菅野さんもまさかＡＳＳから金をもらったとは、これ

は違法性はない（選挙区が異なる）のに、私人、違法性なしで参考人招致否定→ＡＳＳの献



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

92 

 

金で、籠池氏のリンチには、菅野さんも言論人として抵抗せざるをえないと言われて、武田

さん、今回の 100 万円は違法性はないものの、ＡＳＳはかかわっていたら辞めるとまで啖

呵を切った件について聞かれて、菅野さん、籠池氏は人の悪口を言わない、ＡＳＳや稲田氏

に不利な証拠を出しても、彼らの批判はせず、しかし後ろ足で砂をかけられた、それを取り

除くネタとして、証拠を出してくれて、他の政治家、特に地方議員にはネタもあり、彼らは

戦々恐々としている、辞めた弁護士とつながりのある足立議員たちは戦々恐々ということ

なのです。これで、菅野さんの時間になってしまいました。 

 スタジオで、武田さん、奥田さんの解説が続き、ＡＳＳが 100 万寄付、23 日の証人喚問

は戦々恐々について、ＡＳＳも夫人も否定、なぜこの段階で明らかにしたか、籠池氏の長男

は、袋叩きに会い、耐え忍んでの結果と言い、ＡＳＳは認可や国有地払下げに関わっていな

いと言い、関わっていたら総理も国会議員も辞めると言い、寄付も否定、昭恵氏の方も、個

人としてやっていないと言うものの、ＡＳＳの寄付金について、菅野さんは一昨日、現役閣

僚から献金と言われて、それがＡＳＳ、現場に武田さんもおられて、メディアの集まるとこ

ろでＡＳＳから献金と籠池氏は言い、武田さん、永田町は蜂の巣をつついたような大騒ぎ、

昨日の籠池氏発言、午前中の幼稚園の卒園式で出て大騒ぎ、夕方まで、参考人招致は難しい

と公明党も言っていたのに、これをきっかけに証人喚問になり、政権も、与党も対応に大わ

らわ。 

 籠池氏はメディアを集めて言っており、菅氏はＡＳＳも昭恵氏も否定と言うものの、籠池

氏もこれを言ったら国会に呼ばれるとわかっており、これは戦略かどうかは不明で、しかし

小出しにして、政権にプレッシャーであり、与党は証人喚問で嘘として罰を与えたいのか、

証人喚問は人民裁判、翌日の新聞に疑惑が深まったと書かれて、懲罰的、偽証罪で逮捕する

ためのもので、武田さんは証人喚問には否定的であり、学校への寄付は、私学だとよくあり、

しかし昭恵氏が認めないのが問題との声もあり、武田さん、寄付は、招待されたら行くもの

で、なぜＡＳＳがあそこまでムキになるのか、関わりたくないのか、ＡＳＳは外遊で、そこ

でも話は出る。 

 参考人招致→証人喚問は大きく異なり、証人喚問は罰則付き、本当のことを話さないと逮

捕されて、籠池氏の発言の信憑性を疑う声はあり、武田さんもそう思っていたが、しかし稲

田氏のスキャンダルで、稲田氏が嘘をついて、籠池氏が正しく、籠池氏の発言の少しでも真

実なら、政権に大きな打撃を与えることになる。 

 ＡＳＳの 100 万でどれだけピンチか、日大の岩井さんは、法的には選挙区外の寄付はＯ

Ｋ、私学は寄付を求めており、ただしＡＳＳは認可などに関わっていたら辞めると言ったの

で、道義的責任を問われると言われて、武田さん、ＡＳＳが嘘をついていたことになり、し



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

93 

 

かし、ＡＳＳの 100 万で、空白が埋まり、役所がなぜあんなに速く動いたか、政治家の口

利きではなく「安倍さんからお金をもらう学校なら配慮しないと」となった可能性はあり、

しかしそれを証拠として立証する必要はあると言われて、しかし何か圧力がないと、役所は

動かず、菅野さんのお話で、ＡＳＳからの 100 万と、籠池氏の書いたものであり、安倍晋

三として振り込みしようとしてだめでこうなった。 

 岩井さん、ＡＳＳが籠池氏を名誉棄損で訴える可能性もあるが、具体的な動きはなく、松

井氏は、今日の会見で、籠池氏を批判しており、籠池氏にかかったらみんな犯罪者にさせら

れると批判し、しかし、武田さん、証人喚問の価値がそこで出るが、本丸は 8 億の値引きで

あり、府の急な認可であり、これは松井氏の説明が必要で、近畿財務局からの流れが抜けて

いる。 

 領収書も寄付名簿もないものの、これらの物証の可能性、大阪府教育庁は籠池氏を偽計業

務妨害で告発することも検討しており、武田さん、ＡＳＳ名指しで森友学園問題の決着は

「逮捕か総辞職か」、ＡＳＳか籠池氏のどちらかが嘘をついており、籠池氏が嘘→逮捕、し

かしＡＳＳや稲田氏が嘘なら、国会の嘘は許されず、それが民主主義の根幹で、それが壊れ

たら政権には大ダメージ、安倍内閣総辞職の可能性もあり、さらに、菅野さんには他にも爆

弾があるとして、武田さんも必ず国会に行くと締めくくられました。以上、ちちんぷいぷい

他の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15727] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ（2017/3/17） 金子

勝 アッキード事件他、権力の腐敗と国家体制の崩壊が進んでいる！ 

 

 

 2017/3/17, 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。パートナーは室井佑月さんでした。 

 なお、前橋地裁で、原発賠償訴訟、国の責任を認める判決が出ました！ 

 大竹紳士交遊録、今週の金子さんのお話は、室井さんのテンションが高く、室井さんが

100 万もらったわけではなく、もちろんアッキード事件、籠池氏がトカゲの尻尾きりのと

ころを、2015/9/5 に昭恵氏から籠池氏が 100 万もらい、尻尾の逆襲、籠池氏は最初否定、
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外国人特派員協会の会見もキャンセルして、理財局長の指図とも言い、何が本当か、23 日

に証人喚問で、国会で 1 対 1 でやるべきで、そして籠池氏の発言と、証拠なしで幕引きさ

れる可能性があり、疑獄事件には役人が絡み、迫田氏らの証人喚問も必要で、国有地払下げ

タダ、ＡＳＳ政権発足とともに、錯誤として、土地が国に関空エアポートから譲渡、随意契

約で、価格が非公開であり、なぜ見積もり合わせがなかったか、ゴミの処理に 8 億は怪し

く、その後の言い訳も全く納得できない。 

 室井さん、官僚は言われたことをするが、時の権力と仲良くすると出世するかと聞かれて、

金子さん、ＡＳＳ政権になり、キャリア官僚のトップを政権が任命するので、官僚が安倍、

菅氏のことを忖度するようになり、トップ官僚の国の任命は他の国にもあるが、日本のよう

な形態はなく、補助金の問題もあるが「最後まで追及するのを止めないことが大事」、ＡＳ

Ｓの 100 万は末節で、国有地払下げの問題があり、室井さん、菅野さんの指摘するように

松井氏と迫田氏の追及が必要と言われて、金子さん、稲田氏の虚偽答弁が山のように出て、

南スーダンの日報問題、陸自のトップに、制服組から止められて、自衛隊の文民統制が利い

ておらず、制服組の暴走なら、トップがごまかしたことになり、現場は戦闘と書いて、現場

の暴走を許すことにもなり、ＮＨＫの報道だと、日報が出てきたらまずいので、背広組が廃

棄を命じたとあり、室井さん、なぜ南スーダンに自衛隊が言ったか、籠池氏の会見の際と室

井さん言われて、金子さん、自衛隊のコントロールの大問題と言われて、日報は破棄しても

いいわけではなく、室井さん、クローズアップ現代で、元財務局は残すとあったと言われて、

破棄はあり得ないということで、公文書は管理規則があり、1 年で廃棄できるかの規定もあ

り、金子さん、今日の新聞で、ノバルティスファーマの血圧の薬の捏造で、社員が無罪にな

った件、ノバルティスファーマの捏造したものが、大阪市立大学で捏造して無罪、薬事法に

違反していないと言うものの、森下氏、阪大の先生で、ＡＳＳのブレーン、赤字垂れ流しの

3 セクをやって、ＡＳＳに近いと罪に問われず、権力の腐敗と、国家体制の崩壊が進んでい

ると指摘されました。以上、今週の金子さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15726] 

市民のための自由なラジオ（第 51 回）（2017/3/17） 日本にカジノ

は要りまへん！ 隠された問題を暴く、吉田哲也さんのお話＆今中先

生、原発事故の被災者の目線で配慮すべき、加害者の国と東電は責任

を取れ！ ＆西谷さんのソマリア報告 
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 2017/3/17, Fri 11:18 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！第 51 回、今週はジャーナリストの西

谷文和さんの司会で大阪から放送されました。西谷文和のニュースの歩き方です。 

 西谷さん、2 月にアフリカ、ケニアのナイロビ→ソマリア、南スーダンを目指して、ソマ

リアは行けても、南スーダンは空港でビザが下りると思ったら、今年になり厳しくなりビザ

が出ず入れず、次回入りたく、これを後半でやるのですが、今回のテーマは、賭場に反対、

昨年暮れに強行採決されたバクチ法案、弁護士で、全日本カジノ賭博場設置反対連絡協議会

（ＦＢを示します、https://www.facebook.com/zenkokucasinono/  ）事務局長の吉田哲

也さん、バクチ法案とギャンブル依存症、東京オリンピックと共謀罪、大阪万博と賭場の関

係性について語られます。 

 

 

 

 西谷さん、カンボジアとタイの国境にカジノと言われて、吉田さん、アジアに賭場が多く、

外国人向けの賭場で、負けたら身ぐるみはがされて、自国民も来て、やめられずすってんて

んもあるのです。そんな賭場（カジノ）がテーマです。 

 前半のお話、なぜ今賭場なのか、カジノ合法化の法案が通り、正式名は特定複合観光区域

の整備云々で、役人は難しい言葉を使い、中には賭場とあっても、タイトルにカジノはなく、

展示場などの中に賭場、ＩＲ、賭博は刑法で懲役もあるもので、許可なく博打をしたらつか

まり、最高裁はだいぶ前に、賭博は偶然で儲かる、損失のもので、これを野放し→働かなく

なる、はまり込んで犯罪、殺人もあり、犯罪報道には、賭場の金欲しさも報じられて、法律

の意味があるのに、日本にはパチンコが山ほどあり、ギャンブル依存症は 2014 年の厚労省

の統計で 500 万人！ パチンコ、競馬競輪の、問題のある産業が野放して、安全に遊べる

ための規制が必要で、吉田さんはパチンコなどで破産した人の相談も受けて、パチンコが圧

倒的に多く、しかし賭博ではなく遊戯扱いで、それで大変なことになっている。 

 パチンコが遊戯なのは、取り締まる警察が天下っているためであり、業界団体に警察が天

下り、メディアもパチンコのＣＭをもらい批判できず、西谷さんギャンブル大国の日本で大

変で、マカオの実態を聞かれて、吉田さん、マカオは観光の町、歴史的にあり、しかしここ

数十年マカオ＝カジノ、であり、マカオの税収の大半がカジノ関係、マカオはカジノ依存

症！ 日本でも、そういう町が出来ない保証はない。 

https://www.facebook.com/zenkokucasinono/


  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

96 

 

 吉田さん、韓国、シンガポールのカジノに行かれて、韓国だと自国民の遊べるカジノは 1

カ所のみ、ソウルから車で数時間、しかし依存症になる人があり、近くの質屋に、質草とし

て車を質に入れて、下手したら家の権利書！ しかし、依存症の人はカジノのために回りが

見えず、阪南大の桜田さんは、カジノはパチンコより底なし言われて、カジノだと下手した

ら何億負けて、大王製紙の人間が何百億負けて、しかしジャンケットという施設とカジノが

つるんで連れて行き、大王製紙の場合は不明だが、金を貸して、後で取り立て、その場です

っても、後で取り立て→破産、西谷さん、カジノ合法化でギャンブル脳になると指摘されて、

7 が 3 つ揃った快感が別れられず、後で後悔するものの、やっている時は感じず、アルコー

ル依存症の時も苦労して抜けており、ギャンブル依存症には治療が必要で、しかし特効薬が

なく、治療方法が確立されておらず、試行錯誤の中で、皆さん依存症から闘っているのです。 

 

 LIGHT UP！ジャーナルは、福島の避難解除について、今中哲二先生がお話されます。3

月末までに、帰還困難区域以外で解除、居住制限区域が解除で、今中先生は飯舘村にも行か

れて、帰るか帰らないかはそれぞれの人の判断、事故時に、枝野氏が直ちに健康に影響ない

と言い、しかし帰ったら被曝し、被曝は避けるべきで、折り合いをつけるしかなく、飯舘村

にフレコンバックの山であり、西谷さんは故郷が汚されていると指摘されて、1 ミリシーベ

ルト／年は超えてしまい、今中先生、飯舘村の家の周りを 200 軒くらい計り、家の周りで

0.5～1 マイクロシーベルト／時間、年間 2 ミリではあるが、お年寄り、仮設住宅に閉じ込

められている方は返してあげたらいいが、小さい子供の低レベル被ばくは分からないこと

もあり、お勧めできない。 

 政府が返そうとしているのは、福島の賠償の費用を減らす、東京オリンピックで核事故は

終わったとしたく、今中先生は避難解除そのものに反対ではないが、「今は無理やり帰そう

としている」、戻らないと避難者の手当てを打ち切っており、ひどい話で、今は避難者の住

宅支援を打ち切り、飯舘村だと避難区域以外の学校も飯舘村に戻すので、飯舘村に帰りたく

なかったら学校がなくなる（よそに転校するしかない）、西谷さん、避難先のいじめもある

が、コミュニティも出来ている、痛みに寄り添っていないと言われて、今中先生、自主避難

者も含めて被害者で、加害者の国と東電は被害者に配慮すべきと言われて、そして東京オリ

ンピックは福島にはたまらず、今中先生、福島のことを見て考えてほしいと言われて、事故

から 6 年、今中先生は去年のシンポジウムで村の方から聞いて、被災者→難民→棄民と言

われて、村に戻らないと村民とは思われず、避難者に行政がもっとフレキシブルに対応して、

避難者の目線で解説すべき、被災者のニーズに追って解決すべきで、行政は上から目線で被

災者、被害者に接してはいけないと締めくくられました。 
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 ここで音楽、日本にカジノは要らない、ギャンブル依存症は恐ろしく身ぐるみはがされて、

胴元が勝ち借金漬けになり、ウルフルズの、貸した金返せよ、です。これは youtube にあ

りました。 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=v9rgD9gw4es 

 

 後半は、東京オリンピックと共謀罪、大阪万博とカジノのことです。カジノに色々な問題

点があり、世論の 69％はカジノに否定で、万博とセットだと行けると西谷さん言われて、

吉田さんも同様、大阪をまた底上げであり、世界から客を迎えるのに、賭場を設置していい

のかと吉田さん言われて、西谷さん健康のための万博でもカジノで短命と言われて、また東

京オリンピックと共謀罪も同じ、テロを防ぐために共謀罪は仕方ない、万博のためにＩＲと

言うものの、「カジノは賭博場」、はまったら犯罪で、そして賭博は自己責任という意見につ

いて、吉田さん、ギャンブル依存症は病気で、自己責任と言っていいのか？ 成人人口の

5％が日本でギャンブル依存症、欧米の厳しく取り締まっても 1,2％であり、賭博サービス

を野放しにすべきではなく、消費者問題で、日本はギャンブル依存症が高く、それで、万博

とカジノをセットにしたい、大阪では維新の狙いについて、税収、経済効果と言うものの、

税収は負ける人が多い（胴元が勝つ）→負けた人が税金を払えなくなり、大阪の税収が減り、

カジノ産業が潤っても、大阪市民、府民の懐が寂しくなり、また場所は夢洲、埋め立て中で、

大阪湾の開発失敗を隠すものとも西谷さん言われて、吉田さん、昔の大開発の失敗を隠すも

のと言われて、もともと 2008 年にオリンピック誘致で夢洲埋め立て、しかし誘致失敗。 

 西谷さん、ＵＳＪが出来て、地元の商店街は期待しても、通過されるだけと言われて、吉

田さん、ＩＲはカジノ、ショッピングセンターで、この中で全て完結するブラックホールで

あり、また夢洲に地下鉄を通すのにも、税金を投入しないと言っていたが、ならカジノ事業

者は来ず、儲からないと撤退し、鉄道、トンネルが負債として残り、カジノ産業は外国がノ

ウハウを持ち、彼らが儲かり、日本の富が吸い上げられて、カジノ産業の兆の投資は日本人

の財布から回収、たくさん負ける人がないと困り、また外国人のみはあり得ず、日本人が外

国のカジノ産業のカモ、大阪だけでなく、日本中から客が来て、高齢者のタンス預金が狙わ

れて、サラ金もウハウハ。 

 止めるためには大きな市民運動が必要で、3/25 に大阪のエル大阪のエルシアター（京阪

天満橋）でカジノアカンの市民集会を、13 時半からで、皆さんよろしくお願いいたします。

以上、吉田さんのお話でした。 

https://www.youtube.com/watch?v=v9rgD9gw4es
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 ニュースの歩き方、西谷さんが世界でご覧になったこと、2 月のアフリカのソマリア取材

報告です。 

 ケニアの首都ナイロビに行かれて、モガリ州に行かれて、ソマリアは、シリアに次いで危

険な国で、西谷さんはシリア難民を取材されて、路面電車を見て、子供たちに席を譲り写真

を撮ると、ソマリアから来たと言い、これからソマリアに帰ると言い、危険な状態は脱して、

ソマリアの方が帰っていると聞いて、情報を知り、首都のモガリ州はきれいな空港で、入国

審査を経て、先の家族の町に行くと、兵士、銃だらけ、通訳の、彼女の夫によると「産業が

ないから戦争しか産業がなく」、お金なし→兵士になるかホームレスしかなく、そこで 3 泊

されて、ホテルには門の前に兵士、門は自爆テロ対策で二重であり、ソマリアの難民キャン

プを西谷さん取材されて、ユニセフの報告で、ソマリア、南スーダンなど 4 か国のみで、放

置したら 140 万人の子供が餓死する食糧危機、難民キャンプを取材したら、がりがりに痩

せた子供たちがたくさんで、蠅がたかり、汚れた水を飲み、水道がなく、電気もなく、下痢

して脱水症状になり死んでいく、ソマリアは 26 年の内戦でインフラがなくなり、ブラック

フォークダウンという映画があり、93 年のもので、その時からずっと戦争で、社会が破綻

して、今は戦争の恐怖は収まっても、地球温暖化で、ソマリアにまとまった雨が数年振らず、

皆さん水を買い。しかし水を買えない人は大変で、水を買えない→死であり、雨が降らない

のは気候変動のためで、隣はエチオピア、山の国、ここには雨があり、青ナイル川などの川

になり、ところが、去年一昨年から川が干上がり、草が生えず家畜が死に、難民が出て、皆

さん北へ北へと逃れて、地中海を渡ってイタリアを目指すものの、粗末なボートですぐ沈み、

そこにソマリアや南スーダンの、地球温暖化で農地を無くした難民がいて、戦争と地球温暖

化が問題で、これを止めたく、しかしアメリカはトランプ大統領、武器を売りまくり、地球

温暖化はウソで、それで儲けろとして、そこに尻尾を振っていったのが安倍総理、一番立場

のよわいソマリア、南スーダンの方が犠牲で、地球温暖化は先進国のエゴで、1 日 1 ドル以

下で暮らしている皆さんが犠牲になっているのです。 

 

 自由なラジオを続けるために、皆さん寄付をよろしくお願いいたします。 

 今週の内容、日本にカジノは要りません、カジノというと 7 割の国民は反対するもの、

万博とセットと言うセコいやり方、オリンピックで原発事故風化、お祭り騒ぎの中で福島事

故や沖縄が忘れられて、パチンコもメディアの広告主で、このようなことでいいのかと、西

谷さん、カジノは止めたいと締めくくられました。以上、今週の自由なラジオでした。 
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[civilsociety-forum:15716] 

毎日放送ラジオ 笑い飯哲夫の明るく楽しいニュースシャワー

（2017/3/16） 有馬晴美 アッキード事件を語る 

 

 

 2017/3/16, Thu 20:24 

 永岡です、毎日放送ラジオの、笑い飯哲夫の明るく楽しいニュースシャワー、森友学園の

問題、ニュースフラッシュ、菅氏は籠池氏の献金をＡＳＳが受けていないと言い、事務所、

昭恵氏の関係もないと語り、哲夫さん、オモロイくらいの話題と言われて、誰かシナリオを

描いているのかと、政治評論家の有馬晴美さんのお話があり、今回は何と電話ではなく、ス

タジオに来られてのお話で、有馬さん、専門家の端くれでも、専門家でも人の気持ちはわか

らないと言われて、本当にあったか、献金は昭恵氏が講演時に置いて行ったというのも、本

当かわからず、菅氏は昭恵氏の寄付かもしれないと言うものの、しかし昭恵氏からのものを、

籠池氏はＡＳＳからと解釈した可能性があると言われて、しかしそれは野党の餌になる、野

党はそれが仕事と哲夫さん言われて、有馬さん、菅野さん言い分だと、今日ぶちまけるとし

ていて、福島みずほ氏も行っており、お金の問題で、もともとは国有財産を有利に手に入れ

た疑惑、国有財産を有利にしたらだめで、さらに補助金のこともあって学校はアウトでも、

稲田氏、そしてＡＳＳの関与があったら、自民党の中で声を出しにくく、疑惑のみが独り歩

きした。 

 そして、稲田氏が 10 年前に縁を切ったと言うのに、籠池氏は 2 年前に会ったと言い、し

かし稲田氏が忘れたと言うから、憶測を呼び、大臣が虚偽答弁、男性議員が女性関係で追及

されたらプライベートだが、国有財産の関係であり、大臣であり追い込まれて、このまま支

持率が落ちたら、ＡＳＳが辞めろか、説明しろか、しかし辞めさせたらＡＳＳの責任になり、

辞めろと野党が攻撃するのは当たり前。 

 稲田氏、靖国に行くのは当たり前と言い、思想的に一致するので、ＡＳＳは大臣にした、

お友達内閣の可能性はあるかと有馬さん哲夫さんに問われて、哲夫さん、日本が好き（軍国

主義ではない）の子供を育てるので任せても、教育勅語のことは知らず、日本を大事にする

子供を育てると指摘されて、有馬さん、自分と同じ考えの人は信頼できるとなり、それで籠

池氏と稲田氏は考えが近く、根っこが一緒であったのに、それが切れてしまい、以前は懇意

→何かの原因で不仲であり、しかし理由がわかればすっきりするのに、わからないので一日
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稲田氏は追及されて国会は終わる。 

 有馬さん、証人喚問でも籠池氏は何を言うかわからず、自民党は何か変なことを言われる

かもとして消極的であったが、言ったことの裏付けを取るのに時間もあり、それまで風評被

害の可能性があり、それで民間人に偽証罪を問うのは難しく、民間人に証人喚問は難しい。 

 入学予定の子供は公立に振り分けても、特徴のある学校で、親が行かせたく、それで問題

もあり、哲夫さん、そういう子供も、日本はいいに凝り固まったものを友達にほぐしてもら

うのもいいと言われて、有馬さん、大阪は学力が高くなく、学力のためにハードルを下げて、

そこに役人の弱みがあり、そこを籠池氏に突かれたと指摘されて、哲夫さん、様々なものを

つけて問題になったと言われて、財政的に学校は厳しく、それで昭恵氏を名誉校長にしたら

入学希望者が増える、安倍晋三小学校だと寄付金が集まる、小学校はみんな 1 年からで、

財政も困難であり、しかし財政が籠池氏の思うままになり、そこに疑惑であり、ＡＳＳは、

かかわりがあったら政治家を辞めると言ったものの、昭恵氏が寄付金としてやって辞める

のか？ ＡＳＳは粘り、野党は攻撃する構図と見られて、今後の展開は有馬さんも分からず、

籠池氏の意図、稲田氏の意図もあり、何が真実か、忖度は今年の流行語大賞になり、国会中

継も視聴率が上がると締めくくられました。以上、有馬さんのお話でした。 

 

 なお、森友学園の問題を、最初に提訴された木村真豊中市議の、日刊ゲンダイへのインタ

ビューがありました。 

   https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201557 

 

 ご参照ください。 

 

 

[civilsociety-forum:15715] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/3/16） 維新大阪府議のサイドビジネスス

キャンダル 

 

 

 2017/3/16, Thu 19:36 

 永岡です、安倍政権のメルトダウンですが、解説委員の三澤肇さんと、弁護士の森直也さ

んのコメントがあり、森さんは冷静に証拠を把握すべきと言われて、三澤さん、国有地払下

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201557
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げの原点に戻るべきで、しかし参院の予算委員会のメンバーが、財務省と森友学園の接触を

認めて、しかし回数や内容は開示できないと言う＝開示したら「けが人」が出ることであり、

接触した事実があるのです。 

 籠池氏は午後、爆弾発言で、しかし政治家への口利きと思ったら、金の流れは逆であり、

三澤さん、野党 4 党のヒアリングで、全ては国会で言うとしても、国会の参考人招致には、

与党の多数派の壁があっても、参考人招致をしないと与党は批判されることになり、森さん

プライバシーと言っても、その問題はクリアされた（本人が言いたいから）として、そして

安倍総理の献金（社民党福島氏は昭恵氏からのものと言い、山本太郎氏も同様の内容をツイ

ート）、日大の岩井さん、自分の選挙区でないところに出しても公選法違反にはならないが、

自分も昭恵氏も関与していないと言ったので、タダでは済まないとコメントされました。 

 

 そして、ＶＯＩＣＥの特集、大阪市内で、府議会議員が保育所の計画を潰した背景、何と

自分のビジネスのためにやったのです。 

 大阪市鶴見区のとくはらクリニック、選挙区の会合で、維新の徳村聡府議（43 歳）、維新

で 2 期目の健康関係の委員で、ところが、このイベントで、徳村氏が徳原医師を批判する

コメントをして、会の後、徳村氏が徳原医師に殴りかかった！ というもので、徳原医師は

重傷で、刑事告訴！ であり、しかし、徳村氏は肩が当たっただけというのですが、警察は

傷害容疑で徳村氏を書類送検！ です。 

 これは、とくはらクリニックを、徳村氏のビジネスに利用したものであり、昨年 6 月、徳

原医師は、クリニックを大通りに面したところに移転の話をして、その際に、徳村氏の妻の

経営する薬局を横に置いてほしいとして、この薬局は徳村氏も経営に関与して、とんでもな

いビジネスで、しかし、不審を抱いた徳原医師は、院内処方に変えて徳村氏の薬局を利用し

ないようにしたら、薬剤の関係者を、まさにヤクザと言っていい言葉で恫喝して、徳村氏は

労働に関わっていて、この男性、首になったら再就職が大変と、信じられない暴言ですが、

議員の資質の問われる行為はこれだけではありません。 

 とくはらクリニックの入るビルには、もともと保育所を大阪府がいれる予定で、19 人を

保育するものを大阪市は選び、ところが、その社会福祉法人が辞退、これに関わっていたの

が徳村氏であり、ビルのオーナーは、長期契約を望んでいたビルのオーナーに圧力、ところ

が、その社会福祉法人は徳村氏の親族が関係しており、徳村氏の弟も、このサイドビジネス

を知らなかったというのです。徳村氏は、親族の関係する保育所計画を潰して、自分の経営

する薬局を入れて、ＭＢＳが徳村氏を直撃したら、認定した家主の判断をビルのオーナーが

したと言うものの、保育所が開設できず 19 人が路頭に迷う件に、徳村氏に糺すと、待機児
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童を解消と言うもので、大阪市は、来春に待機児童ゼロを目指して、この人が健康福祉の常

任委員会の人であり、スタジオでも、バッヂを振りかざして、それで鶴見区民がなめられて

いると、自分のビジネスのために、保育所を追い出して、自分の経営する薬局を作り、うま

くいかないと業者を恫喝、保育所を探しているお母さんに、19 人の数は重く、0～2 歳児の

小規模保育が必要で、その中では 19 人は、行政にもお母さんたちにも大変なことであり、

これ、議員の資格を使ってのサイドビジネス、刑事責任もあるはずで、維新はもうムチャク

チャであります。 

 また、堀江政生のほりナビを聞いていたら、元産経新聞の城島充さんが、菅野さんのこと、

ネット発の発言がこれだけ話題を呼ぶのは、既存メディアの問題とも言われて、そして以前

は向き合ったことのない野党の方の力を借りることの意味も問われました。以上、ＶＯＩＣ

Ｅの内容他でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15714] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！＆朝日放送キャスト、毎日

放送ちちんぷいぷい（2017/3/16） 森友学園スキャンダル続報 安倍

総理が森友学園に 100 万渡していた！ 

 

 

 2017/3/16, Thu 17:30 

 永岡です、森友学園、アッキード事件がエライことになり、何と安倍総理が森友学園に

100 万円！寄付であり、これは毎日放送のちちんぷいぷいの報道があり、その後、夕方の各

種報道を追跡しました。 

 

 ＭＢＳの奥田信幸さんの解説がＴＢＳラジオの荒川強啓デイ・キャッチ！にあり、3 種類

の契約書、騒音対策で関西エアポートにエアコンのための補助金で 15 億として、大阪府に

は認可のために、経営を良く見せるために 7 億、国に 22 億の 3 通りの契約書で、建築会社

は 15 億が正しいと語り、当初 15 億で間違いないと大阪府も見ているものの、工事は予定

より増えて、設計会社は 22 億と言うものの、契約書が 3 つあるのはおかしい。 

 そして、森友学園の認可取り消し、籠池側は突然取り消しで、表向きは認可の可能性が低

いと、弁護士が言って取り下げなものの、それで納得できず、建物に木を使うと 5600 万の
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補助金で、これは返還することになるのです。 

 山田五郎さん、籠池氏は問題の攪乱を狙っていないか、検察が動くべきと言われて、奥田

さん、これだけのものだと、オンブズマンの告発もあり、豊中市議の告発もあり、国会の論

議が落ち着いてから受理なので、検察はまだ受理していないと言われて、様子を見て、問題

を絞ってからになり、森友学園が関係か、あるいは贈収賄か、疑惑があっても、明確にどこ

が事件かはっきりせず、財務省には値引きで背任もあり得て、山田さんは混乱させてウヤム

ヤ化と言われて、奥田さん、籠池氏は保守系の人たちから評価されていたのに、みんなに手

のひらを返された怒りもあると締めくくられました。 

 強啓さん、おかしいと指摘されて、山田さんは誰かが攪乱していると言われました。 

 これは、ノンフィクション作家の菅野完さんがつながれて、昨日菅野さんが示唆されて、

大谷昭宏さん、朝日放送のキャストで、総理の名前は水戸黄門の印籠どころではなく、財務

省、国交省、大阪府も、総理が 100 万出したものを潰すのかとなったら大変で、籠池氏が

嘘なら即刻告訴すべきと言われて、そして、籠池氏は野党 4 党の議員に証言であり、籠池

氏は国会で話すと言うもので、ちちんぷいぷいの続報で、社民党福島氏が、2015/9 に昭恵

氏が塚本幼稚園に講演に来た際に、100 万持ってきたというもので、これは朝日放送のキ

ャストでも取り上げられて、2015/9 は安倍総理の来阪時のことであり、ココリコ遠藤さん

もちゃんと国会でやるべきと言われて、大谷さん、これが出るから参考人招致したくなかっ

た、と言われました。 

 さらに、稲田大臣の火種、防衛省が廃棄したはずの日報が存在していた件、ジャーナリス

トの布施さんの情報公開に対して、統合幕僚のコンピューターにデータがあり、陸自にも日

報があり、稲田氏は野党の追及に対して、1+1 はサルマタですと答えており、これについ

て大谷さん、「稲田氏の答弁は大臣の人格否定」、他のことを言うな＝子供でもできる、報道

機関に責任なすりつけ、森友学園問題で稲田氏に責任を取らせたらＡＳＳに火の粉→防ぐ

ためにこれで、稲田氏を切るためにかかっており、森友学園と日報の問題で、稲田氏の切り

方はひどい＆森友学園問題から目をそらすためと、野党も気が付いて、この結果であったと

指摘されました。 

 籠池氏は、安倍総理を信奉しており、2/20 の荻上チキ SESSION-22 の発言でも分かり

ますが、菅野完さんの働きもあり、おそらく戦後最悪の自民党スキャンダルが炸裂しました。

菅野さんの活動に、心より敬意を表します。今後もフォローしますが、大谷さん、奥田さん

の指摘は重要で、お送りいたしました。 
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[civilsociety-forum:15708] 

朝日放送おはようコール（2017/3/16） 二木啓考が森友学園問

題、籠池氏と政治家の関係、稲田大臣のデタラメを語る 

 

 

 2017/3/16, Thu 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、朝日は令状なしＧＰＳ捜査違法、読売、毎日、産経も同じ、警

察の捜査を違法としたもので、警察庁も慎重にならざるを得ず、日経は賃上げと働き方、ベ

ア縮小企業は 6 割、中小企業の賃上げなしです。 

 

 森友学園問題、一挙手一投足に注目の集まる籠池氏が上京して、会見をキャンセルしての

状況、東京で面会したノンフィクション作家の菅野完さんが、籠池氏と現職閣僚に金銭授受

があったと発表して、外国人記者協会での会見をキャンセルしても、菅野さんと籠池氏は会

い、政治家との金銭授受、それは鴻池氏ではなく、お金の流れは逆、国会議員→籠池氏に金、

小学校建設費のもので、数百万単位、国会議員で誰も知っている大臣経験者、与党の現職閣

僚で、今まで名前の挙がっていない人物、条件が揃ったら籠池氏が話すと言うものの、菅野

さんは 12 日にも籠池氏と会い、財務省の佐川氏から籠池氏は姿を隠せと言われたと言い、

しかし佐川氏はこれを否定、これについて二木さん、菅野さんになぜ会ったか、外国人記者

クラブで会見する予定が、籠池氏は日本の記者、マスコミはちゃんと聞いてくれず、それを

聞いてくれる菅野さんに打診したものであり、会見だと質問攻めに会い、それで事情を知っ

ている菅野さんに話したもので、籠池氏の発言が全部正しいものではなく、煙幕を張ってい

るものだが、菅野さん発言を、メディアが事実関係を確認して、現職閣僚から数百万もらっ

ており、籠池氏が渡したのではなく、これは誰か、国会の中で野党が調査チームを作ったら

籠池氏は出るもので、今回の問題は 9 割方闇で解明が必要、財務省の佐川氏の関与が疑わ

れて、本人は否定し、籠池氏の発言の裏取は必要なものの、解明は必要だと言われました。 

 

 森友学園問題で、国会での発言を訂正した稲田氏に野党が攻勢をかけて、稲田氏は籠池氏

のことを知らない、嫌いだから話さないと言うものの、籠池氏は 2 年前に会っていると指

摘して、これを追及されて稲田氏は、記憶に基づくと会ったことはないと言い、また麻生氏
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とも面識があったと籠池氏は言っても、麻生氏は否定し、先ほどの面でも、籠池氏と現職政

治家、閣僚の接触があり、籠池氏は 2015 年に稲田氏と会っていると言い、また稲田氏の父

親と籠池氏の面識があり、これには与党からも、公明党他からも苦言で、これについて二木

さん、記憶に基づくと言っても、稲田氏は記憶に基づき嘘ではないと言うが、会社でも上司

から突っ込まれてこんなことを言ったら通用せず、ところが稲田氏はこれで突っ切ろうと

しており、辞任は稲田氏の心が折れて自分から辞めるというしかなく、解任したらＡＳＳの

任命責任が問われて、6 月の内閣改造でみんなが忘れたころにサラっと退場、そこまでＡＳ

Ｓは持たせるつもりであり、他方麻生氏は、現職閣僚の関与と言うとみんな麻生氏と思うが、

二木さんはそうではなく、この問題も籠池氏の発言であり、それをメディアが検証すべきと

言われました。 

 

 また、賃上げ、どれだけ積み上げられるかと言われて、 本日の気になる新聞記事、読売

8 面、ブラジルの大統領が公邸を引っ越し、幽霊が出るからと言うものの、二木さん、ブラ

ジル、日本の前の総理官邸は幽霊が出て、5・15 事件の幽霊が出たとして、公邸に泊まるの

は嫌な人がいると言われて、朝日の 39 面の記事、正露丸がカプセルになり、においを抑え

たもので、二木さん、あの匂いが効くもので、正露丸は 1902 年、日露戦争の際に、ロシア

を征服するという意味、戦後は名前を変えて、もともと日露戦争の従軍用であったと言われ

ました。以上、二木さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15702] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/3/15） ヘアドネーション、髪の毛が

繋ぐ絆 

 

 

 2017/3/15, Wed 19:16 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」の特集で、がんの治療や脱毛症で髪の毛の

ない子供たちのために、ウィッグを作る活動が紹介されました。 

 脱毛症の 6 歳の少女、髪の毛がなく、おしゃれもできず、このような子供たちのために、

ヘ ア ド ネ ー シ ョ ン 、 髪 の 毛 の 寄 付 を さ れ る 、 大 阪 の 渡 辺 貴 一 さ ん 、 J-DAC

（https://www.jhdac.org/ ）というＮＰＯ法人をつくられて、こういう子供たちのために

https://www.jhdac.org/
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ウィッグを作る活動をされています。ウィッグを作るためには31cm以上の長さが必要で、

美容院に来られる女性から寄付を受けて、1 つ 15～20 万かかるウィッグを、寄付のみで作

られて、多くの子供たちに提供しており、すでに 152 のウィッグを提供し、順番待ちの子

供たちも 134 人います。 

 このような活動で、長く髪を伸ばしていた女性が髪の毛を提供して、また世界からも髪の

毛の寄付もあり、渡辺さんは、病気への理解があったらウィッグは必要ないが、そうなる前

に、子供たちに提供したいと言われて、先の 6 歳の女の子はウイッグをもらい、カチュー

シャもして、この年頃の女の子はおしゃれがしたく、大変に満足しています。 

 しかし、渡辺さんの活動もしんどいものもあり、髪の毛の提供と、資金の寄付も求めてお

り、スタジオでも、このような活動を初めて知り、協力したいのと声がありました。 

 先のＨＰに寄付の条件もあり、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

 また、北陸新幹線、京都→松井山手のルートが決まったものの、専門家の指摘で、京都盆

地には琵琶湖に匹敵する 200 兆立米の地下水があり、新幹線は地下をシールド工法でやる

ので、これにより地下水の問題が出る可能性があり、これは三澤肇さんが報告されて、しか

し、審議会でＯＫとなったら、地下水の問題は解決したことになるというとんでもないこと

で、日大の岩井さん、京都の地下水の問題は、宮水の件で、京阪電鉄の地下路線でも問題に

なったと言われて、これはエライことではありませんか？ 以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15701] 

ラジオ関西 時間です！林編集長（2017/3/15） 矢野宏 防空

法、森友学園の問題を語る＆朝日放送キャスト 二木啓考 森友学園

問題解説 

 

 

 2017/3/15, Wed 17:50 

 永岡です、ラジオ関西の、時間です！林編集長、新聞うずみ火代表でジャーナリストの矢

野宏さんのお話がありました。 

 防空法について、大前治弁護士が解説されて、これは 1937 年に作られて、1941 年の真

珠湾攻撃の直前に変えられて、空襲から逃げてはいけない、戦争の終わりごろに逃げたらだ
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めの空気がつくられて、当時は食糧もなく、隣組に頼らないと食べられず、防空法は罰則が

きつく、それで空襲で逃げる→国に歯向かう空気が作られたと言われて、矢野さん、防空法

は大前さんが発見されたものであり、当時は隣組、配給制度の監視があり、逃げることもで

きなかったと言われて、林さん、おかしいことをおかしいと言える世の中でないといけない、

今の世の中と酷似していると言われて、矢野さん、もし共謀罪が施工されたら 21 世紀の隣

組になると言われて、林さんはＳＮＳで隣組になり、広がると指摘されて、矢野さん「騙さ

れたらダメ」、テロ対策なのか、それでないと 72 年前と同じになると言われて、3 月 17 日

に、神戸学生青年センターで大前さんの講演もあり、昨年亡くなられた杉山千佐子さん、空

襲の賠償を求められて、101 歳で亡くなられて、大前さんの、空襲被害者の戦後などの、2

時間のイベントが、阪急六甲駅の近くであり、カンパ制、大阪では 13 日の空襲の火にやっ

て、太平洋戦争は 1945 年で終わったのではなく、今も苦しんでいる人がいて、海外にも被

害者がいると言われました。 

 

 また、裁判所の令状なしにＧＰＳ捜査した件、最高裁は初めて違法の判決を出して、これ

について矢野さん、令状なしの捜査はアウトのこと、1 審と 2 審では判断が分かれて、最高

裁で違法、ＧＰＳ捜査は令状のいる強制捜査か要らない任意捜査かの違い、最高裁は捜査と

言う名の人権侵害を差し止めて、警察の暴走を止める画期的なものと言われて、野放しにな

る可能性があり、線引きは必要で、林さんも新しい法律が必要と言われました。 

 

 そして、森友学園の問題、塚本幼稚園に子供を通わせていた保護者が大阪府に申し入れ、

園児への虐待や、ヘイトスピーチ問題があり、保護者は、入る前には内情を知らず、教育勅

語くらいで、しかし内情はひどく、批判したら辞めさせられるのはおかしいとしてこの会を

立ち上げて、塚本幼稚園だけでなく、大阪府の監督責任も問うもので、保護者は籠池夫妻の

ヘイトスピーチの調査を求めて、府には監査制度の見直しを求めています。 

 小学校の建設費、3 つの契約書があり、事務所の印鑑があり、府、関西エアポート、国に

違う額の契約書があり、有印私文書偽造もあり、矢野さん、疑惑が次々と出てきて消されて、

矢野さんは財務局が記録を廃棄したことに疑問を呈されて、記者会見で籠池氏は全部正し

いというのは詭弁、23 億は補助金狙い、私文書偽造と指摘されました。 

 そして、幼稚園の問題、矢野さん、かわいそうなのは子供で、保護者も近い、バスがかわ

いいなどで通わせて、しかしおもらしでペナルティ、犬くさいなどの暴言を副園長が言って

おり、そんな幼稚園が小学校を作るのに、なぜ大阪府は見逃したのかと言われて、さらに稲

田大臣のデタラメ、稲田氏は辞任を否定、民進党杉尾氏の追及に、稲田氏は今後誠実にやる
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と言い、矢野さん、稲田氏は国会で 10 年会っていない、稲田氏が顧問弁護士はしていない

→籠池氏はウソツキと言ったが、「一民間人をウソツキ呼ばわりしたのは辞任に値する」と

言われて、稲田氏はウソを言った認識がなく、言葉使いがムチャクチャであり、林さん、与

党の国会対策委員長から稲田氏は注意されて、統制がとれていないと言われて、矢野さん、

稲田氏の資質に問題と言われました。 

 籠池氏は外国人協会での会見を延期し、昨日までやる方向で、矢野さん本人はしゃべりた

がり、日本のメディアを信用できず、外国に言う→止まるは、何らかの圧力があったと指摘

されて、さらに、森友学園のことで、昭恵氏のことを公人か私人か、認可取り下げで幕引き

は許されないと林さんも言われました。 

 

 この問題は、朝日放送のキャストでも取り上げられて、籠池氏に財務省が身を隠せと言っ

た件、ジャーナリストの二木啓考さん、やり取りを聞いて、どちらかが嘘をついており、稲

田氏は森友学園の弁護をしていないと言ってこれで、大臣が嘘をつくのは問題、大臣の資質

に関わると言われて、しかし稲田氏はＡＳＳの秘蔵っ子、ＡＳＳが辞めさせない、稲田氏が

辞めたらＡＳＳが任命責任を問われて、永田町では、6 月の内閣改造で稲田氏交代と言われ

ているというのです。 

 そして、塚本幼稚園の虐待問題、副園長に殴られる、卒業アルバムを全員に買わせて、こ

れを保護者は府にいくら言っても取り合ってくれずであり、スタジオでも保護者の立場が

あり、言えなかったと指摘されました。 

 問題の発端、豊中の国有地払下げ、私学審議会の条件付き認可の件、なぜ専門家は認可し

たのか、梶田氏の発言があり、認可するのに問題があり、学校法人と府で論議すべきなのに、

事実に反することを書類に載せるのはおかしく、たくさんの事項を 1,2 回の審議会で決め

られないと言い、行政の判断をチェックすべきで、しかし森友学園は土地の取得が終わって

いない、教員も確保されず、それで条件付きの認可だと梶田氏は言い、誰が森友学園に、普

通ではあり得ないものを認めたのか、司会の浦川泰幸さんは責任者出てこいと言われて、松

井氏は認可が私学審議会の責任と言うものの、二木さん、役人の顔がなく、霞が関の官僚は

共同責任で、誰が責任者かわからないようにして、理財局長の佐川氏と言うものの、8 億の

値引き、二木さんは自民のそこそこの人に取材、8 億の値引きに政治家が介入したと聞くと、

ない、政治家の関与では 1、2 億しか引けず、やったのは理財局の官僚、籠池氏がＡＳＳに

言うからとしたら、官僚が忖度したと言うもので、しかしこれが口利きであり、浦川さん、

口利きで 1,2 億引けるのは大問題と反応されて、もっと追及すべきと締めくくられました。 

（この、稲田氏の件、古くはリクルート事件での竹下氏の辞任、最近だと猪瀬氏の辞任を思
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い出させてくれました） 

 

 再び、時間です！ 林編集長、東日本大震災 6 年、東北の被災地は広く、支援を矢野さん

も林さんも言われて、折に触れて、関西からも思い出して、支援してほしいと言われました。 

 防空法について、大前さんのお話について、リスナーより、共謀罪は現在の防空法との声

があり、また防空法のことを初めて知り、知らなかったことが怖いともあり、矢野さん、時

の政権の都合で、小さく生まれた法律が大きくされて、治安維持法も最初死刑がなく、それ

が政権により拡大されたともあり、共謀罪、集団的自衛権、恣意的な運用はないと政権は言

わないものの、信じられないと林さんも言われて、矢野さん、こんな解釈をされるか、戦闘

→武力衝突とごまかされて、野村朋未さんも知らないことの恐怖を語られました。林さん、

言霊と言うものの、政治家のいい意味での武器は言葉の力で、それが劣化して軽くなり、不

信感が募ると言われて、矢野さん、稲田氏は結局自分の保身のために嘘をついて、ばれたら

開き直るのは、国防の大臣で、自分も防衛しろ（笑）と言われました、以上、矢野さんのお

話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15698] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/3/15） 森友学園問題 奥田信幸

さんの解説、他 

 

 

 2017/3/15, Wed 16:15 

 永岡です、森友学園の問題、稲田大臣の問題、毎日放送のちちんぷいぷいにて解説があり

ました。今日籠池氏が外国人特派員協会で会見の予定がキャンセル、奥田信幸さんの解説が

あり、これは籠池氏と協会のどちらが声をかけたかは不明で、籠池氏は来週に延期、籠池氏

の事情であり、伊丹空港に行き、4 社の取材があり、羽田空港に行くと東京のカメラが 10

台あり、しかし行先はノンフィクション作家の菅野完さんのマンションであり、理由は不明

で、今後菅野さんが籠池氏のインタビューを取るものの、菅野さんは今大阪におられて、塚

本幼稚園の保護者の会見におられて、その後東京に帰るものであり、石田英司さん、国会の

参考人招致を誰の意図で出ないのかと言われて、またスタジオでも、外国人記者相手にしゃ

べる危惧があったと指摘されて、先週の府による実地調査もドタキャンであり、司会のヤマ
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ヒロさんも犯罪者ではなく、ドタキャンへの不信が語られました。 

 国有地格安の払下げ、右翼教育、政治家の関与について 3 点の問題があり、さらに小学

校の認可、籠池氏のキャラクターの問題もあり、町でのインタビュー、アンケートもあり、

一番の関心は政治家の関与であり、稲田氏の件、稲田氏は火の粉をかぶりたくなく、奥田さ

ん、鴻池氏のように会見したらよかったのに、火の粉をかぶり、そして昨日、籠池夫妻の語

った音声をＭＢＳが独自入手（塚本幼稚園の修了式にて）して、詢子氏、稲田氏が知らない

と言うのに憤慨、嘘をついて防衛大臣が務まるか、10 年前からの付き合いで 2 年前にも会

っており、嘘をついて防衛できるかと詢子氏は言い、籠池氏、財務省から身を隠せと言われ

たというもので、小学校の建設問題の報じられた時には身を隠しており、自分の環境の変化、

保守の人は誰も助けてくれない、一般の人たちが助けてくれたというもので、もちろんこれ

は籠池夫妻の一方的な言い分であるものの、奥田さん、幼稚園児の前で言ったと紹介されて、

なるみさんはどうかとも言われても、ヤマヒロさん、このような環境でしゃべらざるを得な

かったと言われて、稲田氏とは 10 年前からの付き合いで、2 年前には自民党での会議で会

い、しかしこれは稲田氏とすれ違ったのみかも知れないものの、稲田氏は森友学園の裁判に

出ていないと言っても、記録が出て、奥田さん、認めたらよかったのに否定したことを批判

されて、石田さんも調べる時間をくれと言うべきであり、ヤマヒロさん、保守の人が助けず

としても、この渦中で手を出せないとの意見もあり、ヤマヒロさん、稲田氏では与党から慎

重にと言われて、そして武田一顕さんはＡＳＳは稲田氏を守る方針で、稲田氏の周囲も楽観

的と言うものの、石田さん、防衛大臣は国家公務員の最大の組織を束ねて、党の 3 役もや

り、ＡＳＳが重鎮として、しかし有事に稲田氏で大丈夫かともいうのです。 

 また、籠池氏が、2/9 に報じられて以降、身を隠せと財務省に言われて、国会で民進党に

突っ込まれて、迫田氏は 1+1＝サルマタ、官僚としての答弁として 100 点、後で何を言わ

れても対応できて、石田さん、国の圧力と松井氏が認めて、この国は財務であり、府は私学

審議会の参考人招致が要り、籠池氏は出る出ないでフラフラして、しかし財務局はちゃんと

すべきとして、ちちんぷいぷいの特集は終わりました。 

 菅野さんは昨日、東京で講演して、その内容がアップされています。 

   

http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/1924482.html 

 

 

 菅野さんはテレビカメラを前に記者に、松井氏と迫田氏の責任を問われた模様です。 

http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/1924482.html
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 デイ・キャッチ！で、近藤勝重さん、稲田氏の記憶にない＝記憶がかつてあり、思い出そ

うと努力したら出てくるもので、籠池氏は特異なキャラクターで忘れられるはずはなく、し

かし稲田氏は虚偽と言い、これは相手を傷つけるもので、この先思いやられると指摘されて、

また、籠池氏の会見延期は、籠池氏は肝心な時にブレーキとは、自分だけの判断ではなく、

どこかからブレーキがかかり、そこに今回の事件の本質があると指摘されました。近藤さん

のコメントもお送りいたしました。 

 

 

[civilsociety-forum:15696] 

朝日放送ラジオ おはようパーソナリティ道上洋三です（2017/3/15） 

菅野完さん アッキード事件の背景と日本会議の詳細を語る 

 

 

 2017/3/15, Wed 11:46 

 永岡です、今朝の朝日放送ラジオ、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、森友学園事件、アッキード事件に関して、ベストセラーの日本会議の研究の著者、

ノンフィクション作家の菅野完さん（著述業と自称されています）が出られました。本日は

you tube で公開されています。菅野さんが電波メディアに生中継で出られるのは初めてで

す。 

     

http://www.abc1008.com/sns/ 

 

 籠池氏、申請を取り下げて、稲田氏は昨日籠池氏の弁護をしていたことを認めて、3/12

に菅野さんが籠池氏に単独インタビューし、菅野さんは奈良の出身で、菅野さんは森友学園

の問題を厳しく追及して、籠池氏の天敵と見られて、それでもなぜ単独インタビューできた

のか、記者会見で籠池氏の長男がいて、菅野さんのみまともな質問をして、それで菅野さん

なら話を分かってもらえると思い、それで菅野さんに後で時間を取るとして、長男の発言に

たどって、長男と 10 時間話して、そして籠池氏の豊中の家に行き、豊中の家を行くと、よ

く来たなと、つかみかからんばかりであったのが、長男の仲介でインタビューできて、道上

http://www.abc1008.com/sns/
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さん、籠池氏の 3 つの契約書で小学校の件、悪役にされると言われて、菅野さんも、籠池氏

のみを悪役にするのに異議を言われて、大阪府も認可したのに否定、さらに、国有地格安払

下げに政治家の関係があり、鴻池氏の話もあり、菅野さん、9 億の国有地が 1 億になり、そ

こに政治家の介在があったと断言できる証拠はないが、なかった方が怖い、安倍晋三小学校

として、役人は政治案件と思って勝手に忖度して、ハンコを役人が推して、通りにくい資料

を役人が通して、政治家の関与の前に、役人が書類をどうして通したか、問うべきであり、

国会では役人は書類なしというのはおかしいと菅野さん言われて、大阪府も慌てていると

見て、菅野さんは松井氏が嘘をついている、私学審議会の構成に、民間人の大半が小学校の

建設に反対、右翼だからではなく、財政基盤の脆弱さで否定、しかし役人が通さないといけ

ないとして通しており、役人が財務省と同じ忖度をしたためで、ところが世間の風向きが反

対になったら、ついたハンコをなかったことにして、維新と大阪府の政治のやり方が異質さ、

悪質と思われる。 

 政治案件として忖度して、府もやっており、3 つの建設費で提訴すると府も言い、籠池氏

は申請を取り下げても、府の対応、自民党大阪は籠池氏を府議会に呼ぶとしてまた否定で、

菅野さん、タイミングで偶然が重なり、籠池氏が取り下げないと、大阪府は認可を取り下げ

→籠池氏が損害賠償を請求できるので、菅野さんの推測で、籠池氏は経済的な理由で、学校

経営は厳しくなり、生徒も集まらず、キャッシュフローに滞りで、それで籠池氏は認可取り

下げと推測されて、大阪府は、自民党と府の動き、籠池氏を訴える反撃に出て、府の自民党

は籠池氏の側にいて、それは正しく、議会は行政を監視すべきで、籠池氏が府の役人とどう

いう交渉をしていたか明らかにすべきで、菅野さんは 3 つの契約書のことはどうでもよく、

どの土建屋もして、黒か白かグレーか、グレーではあるが、府がそれを根拠に籠池氏を訴え

るなら、世間の目を行政の不作為からそらせるためにやっていると見られて、大阪府の松井

知事が介入したか不明だが、松井氏は権限で認可しており、最終的に権限を委任しても、監

督する責務があり、権限の一つと思うからコメントしている。 

 籠池氏は松井氏との関係は菅野さんも分からず、インタビューは 4 時間、カメラが回っ

たのは 30 分で、しかし籠池氏は人の悪口を一切言わず、麻生氏や稲田氏の批判をしても、

立派だと言っており、菅野さんはこの籠池氏の、窮地に追い込まれても悪口を言わない姿勢

を評価されて、籠池氏は小学校を建てるために尽力して、それが逆転で訴えられて、間に入

っていた人がなぜすり抜けるのか、菅野さんは森友学園の問題、役人の忖度と忖度が重なっ

て起こったとんでもないことで、財務省は迫田氏、ＡＳＳの腰巾着、それを上司に持ち、安

倍晋三小学校となったら、役人は手心を加えて、松井氏とＡＳＳは昵懇で、私学課は忖度し、

当たり前だがあってはならず、忖度に忖度を重ねて今回の悲劇が出来たと言われる。 
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 国有地払下げの件は他にもあり、菅野さんは日本会議の研究を書かれて、その立場からの

発言、日本会議が森友学園や加計学園に能動的にかかわったとは思われず、しかし日本会議

の中で友達になった人たちが阿吽の呼吸で進めたのが大阪の森友学園と今治の加計学園、

ＡＳＳ政権はお友達内閣で、その悪癖が出てきて、道上さん、加計学園も理事長がＡＳＳと

昵懇で、獣医学部を作る、ＡＳＳの特区と言うものの、道上さん、リスナーは日本会議のこ

とを知らないので、菅野さん、日本会議は日本最大の右派組織、ＡＳＳ政権で憲法改悪のた

めに、後 2,3 年でやろうとして、著名言論人や政治家がいて、3 万人でも、新聞、雑誌の中

で影響を与えて、日本青年協議会というものが中核で事務局であり、端的に言うと右翼団体

が宗教を背景にしているのは危険と菅野さん言われて、日本会議の要職にある人たちが、塚

本幼稚園で昭恵氏同様講演して、お友達の付き合いが深く、友達の阿吽の呼吸があり、それ

をわからないものは入ってくるなであり、問題は菅長官の発言にあり、阿吽の呼吸のわから

ないものはついてくるなと言うＡＳＳ政権の姿勢は危険で、近代的な民主主義国家ではな

い。 

 金銭のやり取りの立証は困難で、籠池氏を悪役にして終わろうともして、森友学園の問題

の背景で共謀罪の審議も進められており、銀行からお金を下ろしただけで逮捕などのもの

で、しかし森友学園に関与した官僚は共謀罪でアウト、迫田氏、府の役人、松井氏を共謀罪

で逮捕できるとして、話を締めくくられました。以上、菅野さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15694] 

朝日放送おはようコール（2017/3/15） 木原善隆が稲田大臣の森友学

園とのデタラメと東芝経営破綻の危機を語る 

 

 

 2017/3/15, 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。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は稲田氏と森友学園の答弁撤回、毎日はそれで森友学園の

ために出廷したことを認めたこと、一昨日は否定して昨日は認める軽さ、大臣として大丈夫

なのか？ 読売は東芝が海外の核撤退、日経も同じ、ウェスティンハウス買収の失敗、産経
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は万博で大阪はパリに出遅れ、です。 

 

 その、強気だった稲田大臣が、森友学園の裁判に出廷していたことを認めて謝罪、泥沼化

したら進退問題に発展する可能性もあり、民進党舛田氏の追及で、稲田氏、2004 年の裁判

記録で、夫の代わりに出廷したと認めており、ところが、稲田氏は一昨日籠池氏と関係なく、

法律相談に乗ったこともないと言っていたのに、虚偽と一転して認めて、森友学園と金融機

関の裁判に出廷したものであり、追及にしどろもどろ、記憶が間違いとして逃げており、民

進党などの追及で、野党 4 党は稲田氏の辞任を要求して、民進党山井氏は防衛大臣不適格

と批判、ところが一昨日は全面否定→昨日は裁判の記録が見つかったので、記憶になかった

というもの、これについて木原さん、わずか 1 日、舌の根も乾かず、記憶にないいうのはロ

ッキード事件の流行語、記憶にないは政治家に便利だが、しかし稲田氏は弁護士で証拠に基

づく仕事なのに今回は不適格、記録も確認せずやっていたのは問題と言われて、野党は辞任

要求、与党はＡＳＳが判断、これからもやらせると言うもので、木原さん、弱い内閣なら辞

任させられるが、ＡＳＳ政権は強く、ＡＳＳが稲田氏を擁護して、自分の後継者であり、稲

田氏を追及されたら昭恵氏のことももっと追及される可能性もあり、しかし稲田氏はＰＫ

Ｏ日報の件も問題で、稲田氏と森友学園の問題、10 年前に関係を絶ったと言い、大阪での

政治資金パーティーで籠池氏に不愉快な思いをさせられて仲違いしたと言っても、過去の

ことを隠したのは防衛大臣の資質として問題であり、籠池氏の会見でどうなるかと言われ

ました。また稲田氏も人から言われないと認めないということ、籠池氏との関係を隠そうと

して、隠す必要はないのに隠すのは何かあるのかと言われました。 

 

 日本を代表する電機メーカー、東芝がまた決算発表を延期、子会社のウェスティンハウス

の決算、株の過半数を売却して連結決算から外す方向で、社長はリスクがないとは言えない

と言い、債務超過で首が回らず、ウェスティンハウスの 7125 億の損失があり、それも膨ら

む危惧があり、これについて木原さん、圧力はあったが屈していないと言うものの、去年秋

のデータで、さかのぼるとさらに損失が膨らむ危惧もあり、海外の原発事業から撤退、稼ぎ

頭の半導体売却、エレベーター、ロボットに特化して、家電はなくなり、原発と半導体メモ

リーはどちらも 1 兆円の売り上げのもの、残る事業はせいぜい数千億の売り上げで、稼ぎ

頭の半導体を売らざるを得ず、東証は 2 部どころか上場廃止の危惧すらあると言われまし

た。 

 

 経産省が大阪万博誘致のための資料、大阪弁のステレオタイプであり、世耕氏は関西人と
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して見ても問題と言い、万博はゴチャゴチャを解消すると言うものの問題で、スタジオでも

経産相の知らないうちにやったことを問題視して、木原さん、広告代理店が作ったもので、

万博は地元の盛り上がりが必要で、しかしまた躓き、広告代理店のことを経産省がチェック

しなかったのは問題と言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日の 1 面の記事、シャープ、世界の亀山工場に幕、三重の亀

山工場で作ったテレビは世界に通用したのに、木原さん、10 年前は世界の工場、東芝同様

少しでも判断を誤ると経営破たんと言われて、読売の 36 面の記事で、奈良公園にホテル計

画、東京オリンピックの 2020 年に開業で、奈良はホテルが少なく、木原さん、公園の中で

賛否両論があるが慎重にと言われて、朝日の 39 面の記事で、こんにゃく以外にもお金の隠

語があり、ロッキード事件ではピーナッツ、日銀ではざぶん、どぼんと言われて、しかしこ

んにゃくは知られず、木原さんも初めて聞いた、隠語で呼ぶのは後ろめたいからだと言われ

ました。以上、木原さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15691] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/3/14） 20 代の女性の見た借り上

げ復興住宅の問題を出版 

 

 

 2017/3/14, 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、借り上げ復興住宅の問題

について、調査を続けられた市川英恵（はなえ）さん、これまでの活動をエッセー風にまと

めた本が出て、神大在学中にボランティア活動で復興住宅の支援をされた市川さんのお話

が あ り ま し た （ 神 戸 新 聞 に 記 事 あ り 、   https://www.kobe-

np.co.jp/news/bousai/201702/0009955188.shtml ）。 

 自治体が被災者に提供した民間からの借り上げ復興住宅のこと、今月 9 日、原発避難者

の裁判を傍聴されて、神戸市役所に陳情、借り上げ復興住宅のコミュニティを壊さないよう

にと活動される市川さん、灘区にお住まいで、ご近所に助けられる市川さん、借り上げ復興

住宅の件、20 年の期限を経過したら、自治体により対応が異なり、神戸市と西宮市はその

後も入居する被災者を提訴、市川さん、困っている入居者の声を聞いて、それをまとめて広

https://www.kobe-np.co.jp/news/bousai/201702/0009955188.shtml
https://www.kobe-np.co.jp/news/bousai/201702/0009955188.shtml
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げたら知ってもらえると思い、市川さんは姫路市で生まれ育ち、阪神・淡路大震災時は 1 歳、

神戸大学に入り、ボランティア活動をして、大学 3 年の時にはリーダーになり、イベント

で借り上げ復興住宅の問題を寸劇として取り上げて、サークル活動により知り合った入居

者にアンケート、それを大学の卒論にされて、アンケートで皆さん不安、かかりつけ医と離

れるのは心配と言われており、法律的なことを調べて、そして今月 4 日に本の出版イベン

ト、支援される弁護士さんも参加されて、そこでも寸劇を披露されて、入居者たちも終の棲

家について訴えて、何かの拍子に出て行けと言われると思うと不安な高齢者がいて、孤独死

のこともあったと報告されて、本の出版を通して、市川さんは知らない人に知ってもらうこ

とを目的として、市川さんの体験を追体験してほしく、被災者に寄り添うのは難しいが、入

居者はこの問題を知ってほしいと思い、若者が考える、復興を巡る問題、市川さんは被災者

に寄り添い、発信されます。 

 ここには、市川さんの出会った方の声もあり、スタジオでも推薦のコメントがありました、

以上、サンテレビのニュースの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15690] 

関西テレビ みんなのニュースワンダー（2017/3/14） 和歌山カレー事

件 再審の行方 

 

 

 2017/3/14, Tue 19:30 

 永岡です、関西テレビの、みんなのニュースワンダーの特集で、98 年の和歌山カレー事

件、死刑判決に再審の可能性があり、それをお伝えします。なお、死刑囚や関係者は実名で

報じられて、皆さんも実名をご存知と思いますが、ここでは私人の実名を挙げる必要はない

（安倍総理や昭恵氏と異なる）ので、アルファベットで示します。 

 98 年 7 月、和歌山での夏祭りの際に、カレーに毒（砒素とされている）が入れられて、

Ａさんが容疑者として逮捕され、死刑が最高裁で確定しました。しかし、Ａさんの弁護団は、

裁判のやり直しの可能性を示し、Ａさんの夫Ｂさんは、Ａさんから手紙、面会に来てほしい

というもので、Ｂさんは、Ａさんがやっているとは思われない、やっていたら、警察や検察

の厳しい取調べに耐えられないと指摘されます。 

 この和歌山カレー事件、67 人が病院に搬送されて、4 人死亡、カレーにヒ素とされて、
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誰がいれたのか、事件から 1 か月、Ａさんが注目されて、Ｂさんが砒素で保険金を受け取

っていた、Ａさんがカレーなべを見ていたというもので、連日報道陣がＡさんをつけまわし

て（これは、森友学園の件の籠池氏の比ではありませんでした）、そして 10 月にＡさんと

Ｂさんは、保険金詐欺により逮捕されて（これはカレー事件容疑ではない）、自宅から砒素

の入った容器が見つかり、それでＡさんがカレー事件の犯人とされて、しかしＢさんはシロ

アリ駆除の会社をやっていて、保険金のために自分で砒素をなめたと証言して、8.7 億の保

険金をもらい、Ｂさんは、Ａさんに飲まされたのではない、それなら殺されていると言うも

のの、裁判所はこの証言を、Ａさんをかばっていると否定し、Ｂさんは、Ａさんがやったと

証言しろと司法取引を持ちかけて、しかし証拠はなく、「世間が騒いだので誰か犯人にしな

いと警察は恰好がつかない」というのです。 

 Ａさんの有罪の決め手は、砒素、東京理科大の中井泉氏が、Ａさんの家のヒ素と、カレー

に混入した砒素が不純物で一致として、これは直接の証拠も、自供もなく、警察はこの鑑定

結果のみを証拠として起訴、2002 年、和歌山地裁で死刑が言い渡されて、32 の傍聴席に

2000 人が来て、最高裁で 2009 年に死刑確定、Ａさんしか砒素を入れられないとしてのも

ので、しかしＡさんは死刑にされる理由はないと、再審無罪を訴えて（創出版からの本）、

弁護団は京大の河合さんに再鑑定を求めて、カレーにヒ素を入れたとされるコップのヒ素

（カレーの中のヒ素については試料がない）と、Ａさんの家に会った砒素は、不純物が明ら

かに違うと鑑定し、先の中井氏は、鑑定は砒素の由来を結び付けていても、犯行に使った砒

素が同じ商品の別のドラム缶から入れられた可能性を否定できないが、それは捜査機関の

考えるべきことで、自分の鑑定の範囲外と証言します。 

 Ｂさんは、１９年前に大騒ぎがあったのかと言われて、Ａさんは拘置所の中から、裁判員

が自分を死刑にするかと問いかけて、弁護団は今月早ければ和歌山地裁の判断が下るとい

うのです。 

 萩谷麻衣子弁護士が解説して、この事件は物証も供述もなく、唯一の証拠が先の砒素の鑑

定結果であり、Ａさんの周辺のヒ素と、紙コップの砒素の特徴が似ていたと言うものの、河

合さんの再鑑定で同一ではないという結果で、しかしカレーに混入されていたヒ素は分か

らず、萩谷さん、最新の白鳥決定、疑わしきは被告人のために、と鑑定の結果が違ったら再

審で、今回の弁護団の鑑定結果が、判決の合理性を疑わせるなら再審となり、これまでの死

刑、無期判決を覆したのは、ＤＮＡ鑑定などによるものであり、今回は実際のカレーではな

いものの、再鑑定をどうするかと指摘されて、津田塾大学の萱野さん、時代的な距離があり、

この１５年で日本の司法制度は変わり、検察に有罪と求める要件が厳しくなり、９０年代は

今より甘く、このような決定的な証拠がない中、判断は変わると言われて、萩谷さん、死刑
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判決には厳しくあるべきで、再審により無罪とは限らないものの、細心の可能性について言

及されました。 

 実は、私（永岡）もＡさんの再審を求める活動にかかわったこともあり、弁護団とも面識

がありますが、それを置いても、この件は当時、オウム事件（95 年）並みのメディアの狂

乱報道があり、その中で、当初カレーに混入されていた毒は青酸と言われていたのですが、

それがいつしか砒素になり、そして98年10月のＡさん夫妻の逮捕は保険金詐欺の容疑で、

カレー事件ではなく、そしてその後Ａさんの家が家宅捜索されて、ヒ素が見つかったと言う

ものの、同志社大学の浅野健一さんは、これは警察が持ち込んだ可能性もあると、当時創や

週刊金曜日に寄稿されており、そして、東大阪市での女児焼死の件、母親と内縁の夫が放火

したと警察がでっち上げており、そして、Ｂさんが、警察から犯人を挙げないと、世間が騒

いだので警察が恰好がつかないと言っていたと証言されており、この地区では他にもトラ

ブルがあり、浅野さんは他にも犯人の可能性を指摘されており、要するに、世間が騒いだの

で何か納得する決着をと、警察や裁判所がＡさんをスケープゴートにしたと私は思います。

過去にも、甲山事件など、冤罪は多数あり、これは再審すべきであり、そしてＡさんを犯人

としたのはメディアも同罪で（当時の週刊誌の狂乱報道はムチャクチャでした）す、以上、

ワンダーの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15689] 

朝日放送キャスト（2017/3/14） 森友学園、稲田大臣ゴタゴタスキャ

ンダル続報＆南スーダンからの自衛隊の撤退、古賀茂明さんと木原善

隆さんの解説 

 

 

 2017/3/14, Tue 17:26 

 永岡です、森友学園スキャンダル続報、稲田大臣がかかわっていた件、関西のテレビで大

きく取り上げられて、稲田氏、昨日の民進党の小川氏による、森友学園の訴訟に稲田氏がか

かわっていた件、稲田氏、記憶違いと言い訳であり、そして大阪府は森友学園を刑事告発と

も言い、松井知事も国と責任のなすり合い、これについて、古賀茂明さん、ＡＳＳの方針で、

この件は強気で行く、知らぬ存ぜぬで行くはずが、これが出てきて相当まずいと言われて、

司会の浦川泰幸さんも、去年感謝状を出したと言われて、古賀さん、嘘をついているのは、
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稲田氏は籠池氏を嫌いと言うものの、大臣の名前で感謝状を出して、法廷にも出ていると指

摘されて、木原善隆さん、国は認可を取り下げて、松井氏は国の責任に転嫁しており、2013

年に森友学園から私学審議会に打診があり、しかし私学審議会の認可を出すまで 1 年強の

情報が出てこず、都合の悪い情報が出ていないと言われて、古賀さん、松井氏が自分に責任

がないと言うものの、問題は借地に学校を建ててはならないのに、最初の認可の際にこれで

違反で、違法なことをさせていて、松井氏が責任ないというのは問題と指摘されました。 

 この件、日刊ゲンダイ記事がありました。 

     

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201396 

 

 さらに、南スーダンからの自衛隊の撤退、突如の撤退表明、ＡＳＳが突然で、しかし南ス

ーダンでは治安の悪化が言われており、大規模な戦闘で 270 人死亡、自衛隊の日報に戦闘

と書いてあったのに、政府は認めず、稲田氏、毎度おなじみ 2+2＝モモヒキと言い、籠池

氏の会見中に入り、浦川さんもこんな忙しい時にやるなと言われて、治安悪化と言うとＰＫ

Ｏ5 原則に反して、稲田氏の発言が嘘とばれてしまい、しかし、国連の地域保護部隊が行く

からと言うものの、これについて古賀さん、ＡＳＳの間違いを認められない性格のためであ

り、行ってみて治安悪化で、それで帰るべきなのに、戦争準備法案の実績つくりのために止

められないと言われて、木原さん、ＡＳＳは万一があったら辞めるとして、これは隊員の安

全を考えてではなく、政治的な理由からだと言われました。 

 ＡＳＳ政権のあまりにお粗末さに、呆れてものも言えません、ＡＳＳさん、お辞めくださ

い、お国のために（笑）、以上、キャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15682] 

ＴＢＳラジオ 荻上チキ SESSION-22（2017/3/13） 崎山敏也 福

島原発事故 6 年、地域で歴史と文化から復興に取り組む皆さんを語る 

 

 

 2017/3/14, Tue 10:34 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荻上チキ SESSION-22、昨夜の放送で、福島原発事故 6 年

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201396
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について、ＴＢＳラジオ記者の崎山敏也さんがメインセッションで報告されました、ＴＢＳ

クラウドで公開されています 

    http://www.tbsradio.jp/127361 

 

 取材報告モード、福島原発事故 6 年、地域の歴史を通して復興に向かう皆さんのこと、

崎山さんの取材された写真もＨＰにあり、2 時 46 分にサイレンで、東日本大震災、福島原

発事故 6 年、まだ収束しておらず、原発の中も分からず、56000 人が国の避難指示、一部

解除されても、帰還しない人が多く、地域の復興が課題で、崎山さんが注目されたのは、地

域の文化、お祭り、食を通して復興に向かう皆さんのことで、福島県浜通り、81000 人に

避難指示、7 割の区域、57000 人まで解除あるいは予定でも、2,3 月に浪江町や富岡町の住

民説明会を見て、避難先で仕事、家を建てて、戻るにも医療、食べ物を買えない、交通機関

なし、移染への不満が住民にあり、子どもの教育もどうなるか？ 放射線への不安もあり、

長距離通学を強いられる可能性もあり、親子で帰るかどうか迷う人もあり、その中で、地域

の歴史、文化に取り組まれて、崎山さん、ラジオ取材は政治部や文化部に分かれているので

はなく、避難指示解除でお店も出来て、原発作業員の方で繁盛する店もあり、核の取材、衣

食住の問題も大切で、インフラの復旧がいるが、家と店だけで町が復活したのではなく、町

は大きさも異なるが、元の人口に戻ったから復興ではなく、半分でも、文化が継承されたら、

町が再生したことになり、衣食住だけでなく、文化と言っても、無形文化財などだけでなく、

新しいところに焦点を当てたい。 

 南相馬市、小高区、避難指示が昨年 7 月に解除されて 8 か月、避難指示が長く続くと、

帰りたい人は減るのに、小高区は楢葉町を抜いて、帰るペースが大きく、しかし平日は人も

あまりいない、会う人はみんな知り合いで、なぜ帰るペースが速いのか、去年の避難指示解

除時に、桜井市長が、馬追のことを語り、侍文化を維持して、日本の文学の先端、日本国憲

法の草案を作った鈴木氏の出身で、相馬藩のことを知らせたい、人間の心の拠り所を、祭り

を世界に示すのが務めと言うもので、相馬の馬追は有名、3 日あり、2 日目のものが知られ

ているが、3 日目の馬掛け、神社の人たちがやって、1000 年前から伝わり、今の相馬市に

は城もあるもの、小高の文化があり、島尾としおさん、お孫さんが有名な作家が小高の出身

で、墓も小高にあり、文学館もあり、色々なものを産んだ土地であり、古い木造家屋もあり、

鈴木氏はＧＨＱ草案のさらに草案を作り、文化の元になり、知られていないものもあり、そ

れを街づくりに生かせないか、南相馬市の文化構想、歴史の好きな方が町にいて、小高など

に歴史的な価値があり、文化遺産を結び付けてやることも計画されて、南相馬の古代の物語、

製鉄が平安時代にさかんで、石の仏などのものもあるのです。 

http://www.tbsradio.jp/127361
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 南相馬市、相馬の文化には意味が深く、南相馬市の大きな特徴は、起伏が激しく、山で鉄

を作り、仏教の力で治めた国家、お寺と仏様の仏教的な意味もあり、政治、宗教が南相馬市

の古代の歴史を作っていると言うのです。 

 こういうものを調べて発表するのは楽しく、山で鉄、製鉄の町、常磐道を行って仙台に行

くなら、昔に思いを馳せてほしく、山のところに石仏、大分などに負けないもので、崎山さ

んも現地で行くように勧められて、観光ボランティアの方から、石仏のことも聞かれて、原

町などのものがあり、学校の再開もあるが、小高に観光で来てほしく、大分、宇都宮より驚

く石仏があり、大悲山に、驚く大きさの仏像、9m、石によるもので、他にも仏像など、驚

くべきもので、ボランティアガイドの皆さんも、今の震災のことも言うものの、いずれは石

仏の観光を伝えたかった。 

 観光に行くには、現在のことも伝えたく、小高スタイル、全国的にも知られて、常磐道の

開通により、建物、町並みで、仏像、文化のことを現地では伝えたく、小高の産業の発展で、

他にないスタイルもあり、文化、技術が独自に伝えられており、崎山さんの取材した写真も

あり、蔵もあり、現代建築のようなものであり、屋上にも上がれて、ひし形の穴で、鉄道が

早く開通して、このような文化も発展した、モダンなもの、90 年ほど前のもので、古い時

代のつながりを伝えたいと、地元の皆さんも語り、素敵な建物、人達も素敵な町で、小高の

町が生まれ変わるように、と、財産を継承して、文化を再認識したもので、南相馬市の歴史

文化構想であり、市民も発見して、物置だと思っていたものが文化財であり、花火を見るな

どして、不思議な建物、3/10,11 に崎山さん小高におられて、移動式のカフェがあり、30

代の若者有志でやり、学校が統合されて、高校生にも来てほしく、今は何もなく、何とかし

たいという意欲、町が寂しく、一人一人のチャレンジをして、小高は、荻上さんも行かれて、

今風のキッチンカーが活動して、崎山さん、人がいないが、迎えられる体制をとっており、

発起人の方は、高校時代、終わって駄菓子屋に行っており、コミニュケーションも取れて、

高校生の集まる場所が小高になく、それを作りたいもので、若者のたまり場、おしゃべりだ

けでも、何かやれるカフェが必要で、崎山さんはこれも文化の一つ、石仏だけでなく、若者

のカフェも大切で、若い人たちも、外の文明が常磐線で来た町、アイデアがカフェから生ま

れる。 

 

 続いて、原発の反対側のところ、楢葉町、去年の夏に盆踊りが復活、若者は盆踊りを知ら

ず、福祉施設の方が指導されて、いわきでも指導されて、楢葉の文化の伝承者の方が活動さ

れて、崎山さんも楢葉に通い知り合い、開業して 1 年の古本屋さん、古い家屋で、建物に補

修が必要で、先月リニューアルオープン、本も 7000～8000 冊、近所の方、作業員の方に
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も来てほしく、散歩がてら来てほしい店で、作業員の方は古いマンガが好きで、○○を集め

てほしいともリクエストされて、通える本屋はありがたく、その他の方にも本を勧めて、他

方で近所の方も帰りだして、ここでおしゃべりしてほしく、町の歴史の本もあり、崎山さん

はアイドルの写真集も買われて、古本屋は、被災地になく、本はコンビニに雑誌であるもの

の、店主の岡田さん、本、活字を読める余裕があったら楽しいと言われて、文化は伝統文化

だけでなく、文化なしで死ぬのではないが、しかし必要で、震災の後は余裕がなく、今は作

業員の方が顧客だが、町の人に来てほしい。 

 楢葉町と、関東地区の方も、楢葉を考えるお祭りもあり、東京でイベント、ライヴ、ワー

キングショップ、わらで出来た草履も出品されて、Ｔシャツから作られて、仮設住宅に寄せ

られた物資の再利用、会津の方に倣ったもので、震災で会津に避難された方が、余った物資

で作り始めたもの、これを販売して、仮設住宅に閉じこもらず、やったことが原点で、避難

先の会津は米どころ、わらで草履を作る技術があり、最初は売れるものではなかったが、今

は販売に耐えるものになり、楢葉で、町を盛り上げないと、若い人が来ないものであり、こ

の商品を通して活動したい、若い人を招きたいというもので、会津の草履の技術が楢葉の名

物になり、もともと、一つの会社のメンバーが集まり、これを散発のものではなく、布草履

を作り、編集者、デザイナーのいるところで、それでチラシも作り、若いクリエイターも参

加して、楢葉のブランドになった。 

 鳥の卵を売る遠藤さん、ブランド鳥、ブロイラーとの中間のものを作り、やっと 1 年の

会社、4 人でやって、一人は焼き鳥屋、地元の鶏肉を提供したく、海産物の町から、海産物

は試験操業で、それで町に産業をとして、もともと、海の漁の町→焼き鳥屋さん、崎山さん

はここに行くと、楢葉、大熊町の人に会えるので深夜まで飲まれて、新しい鶏のブランド、

浜通りで協力したく、交流があり、どこかでつながり、支え合えたらというもので、縁があ

り出会った 4 人が、みんな楢葉に関わって、産業を興して、若い人が新しいネット、ブラン

ドを作るもので、いわきではまだ漁業が出来ず、このようなもので町おこし。 

 文化の試みは他にもあり、いわき出身の詩人のものに、打楽器を奏でる方が参加して、こ

のコラボが楢葉で成立、音楽も織り込んでのもので、楢葉のお祭りに、医師の方や、ドロー

ンでやるかたもあり、ドローンで被災地を撮り、解体される家の、前の記録を残したいとい

う人に協力して、また仮設住宅もそのように記録して、浪江、富岡で解体するものも増えて、

クラウドファンディングでやる松本さん、地域の高齢者から話を聞いて、松本さんのやった

トークイベント、以前の風景を残し、田んぼが、米作っても売れず、寂しい状況は嫌であり、

新興住宅地的なものを出したく、風景を撮り、感想を交わされて、楢葉の映像、問題を分か

りやすく、東京から祭りに行く人もあり、これは大事で、いわき市は津波でも被害があり、
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なぜ映像を撮るか、原発のことばかり報じられて、しかし周りの風景は報じられず、何かし

らできることをされて、立ち直った人、まだまだの人もあり、崎山さんも楢葉などを見ずに

原発しか見られていないので、楢葉、富岡の歴史を見てほしいと言われて、来てくれた方の

感想は、こういう機会だから聞けると、楢葉町に行くので、映像で見られてよかった、東京

にいると情報が入らず、東京だと原発のニュースしかなく、イベントと絡めて、このように

接することができたという感想があり、楢葉の佐藤さん、福島、楢葉だけでなく、楽しいイ

ベントを通して、刺激により関心を持たせるものであり、文化が、当たり前のように生活に

入れたらいいと、接してくれただけでも前進で、会話が生まれるのが復興、どう形になるか、

どう続けるのかと言われました。 

 リスナーより、福島の方、沿岸部の実家に帰省して、今年は海に黙祷、震災前の光景もあ

り、今は原発が気がかりで、他方、被災者と言われるのにも抵抗があると言われて、崎山さ

ん、こういう文化も、たくさんの方がかかわり、新しい歌を作り、文化に着目して取材、神

社などは事故前は当たり前で、文化により復興があると、崎山さん締めくくられました。以

上、SESSION-22 の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15680] 

朝日放送おはようコール（2017/3/14） 小西克哉が森友学園と稲田大

臣のいかがわしい関係とサウジアラビアの情勢、大阪万博を語る 

 

 

 2017/3/14, 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、朝日は政府の働き方改革の残業時間月 100 時間規制、読売も

残業上限のこと、毎日は天皇退位の特例法成立へ、日経も同じ、産経は森友学園に大阪府が

刑事告発を検討、府に建設費の過少申告が理由です。 

 

 森友学園問題、稲田大臣が顧問弁護士であったと野党が追及して、稲田氏はこれを否定し、

籠池氏が法律相談などしていないと必死に否定、先週は面識があっても 10 年会っていない
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と言うものの、籠池氏の証言で 2 年前に会っていると証言して、民進党の小川氏が、森友

学園の訴訟の準備書面で、稲田氏の名前の書かれたもの（2005 年）を出すと、稲田氏は 1+1

＝サルマタと言い訳して拒否、本当に稲田氏のいうように無関係か、籠池氏は菅野完さんの

インタビューに答えてネットで流れており、稲田氏と 2 年前に会ったと言い、稲田氏は業

界の筋の会合であったと言い、稲田氏は 2005 年に初当選、今朝の毎日、産経には、稲田氏

が森友学園の裁判に出廷した記録が載っており、これについて小西さん、2004 年の裁判記

録が毎日に載って、13 年前に森友学園の裁判に関係して、籠池氏と一切関係ないという答

弁は間違い、籠池氏と稲田氏の思想は、教育勅語の肯定も共通しており、日本会議に所属、

しかし日本国憲法で教育勅語は否定されて、主権は天皇ではなく国民なのに、それを否定す

るのは稲田氏も籠池氏も同じで、籠池氏の裁判に出たと言うべきで、何が後ろめたいのか、

右翼なら堂々と右翼と言うべきで、自分の思想を否定するのは、何かやましいことがあるか

らで、前顧問弁護士でも、霞が関の官僚は忖度するもので、それの立証は困難で、国会で野

党に頑張ってもらうしかないと言われました。 

 

 世界屈指の大富豪、サウジアラビアのサルマン国王が来日、1000 人の王族らの随行員と

来て、どれだけのオイルマネーを日本の店に落としてくれるのか、サウジは世界 2 位の石

油埋蔵量を誇る国（日本に最大の原油供給国）、国家収入の 7 割が石油で、労働人口の 7 割

が公務員、1 日 1 時間も働かず、そのサウジが高級車ベンツの大名行列、オイルマネーを見

せつけるようなもので、総理主催の晩餐会もあり、明日まで日本に滞在、その後中国に行き、

専用のタラップ、高級ハイヤーが来て、小西さん、ベンツもサウジから持ってきたが、ヨド

バシカメラではなくもっと高いところで買ってほしいとまず言われて、来日の理由は、原油

安で財政がしんどく、財政赤字、失業率も高く、資源のない中成長した日本を学びたく、サ

ルマン国王は石油を売るだけでは国が傾くとして改革しているものの、サウジは王家の国

で、中東の北朝鮮みたいなもの、少数民族になったら弾圧されて、税金がなく、公務員は働

かずともやれて、議会もなく国王の意のままにできる国で、地方は部族長がやり、部族長に

お金を出さないとだめ、日本の平安時代のようなもの、部族がたくさんいてその上に国王が

いる体制が 21 世紀に生き延びているのはアメリカの庇護のためで、日本人を拉致しないの

と石油があるだけが北朝鮮との違いで、しかしオバマ氏はサウジを見限ろうとしたことも

あった、と言われました。 

 

 読売の 36 面の記事で、大阪万博の報告書がまとまっても、命がキンキラキンに輝くと言

うものの、2025 年の万博にはパリが立候補して、政府は来月にも正式に立候補であり、ツ
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ッコミどころ満載の関西弁での企画であり、スタジオでも誰に対するアピールかとの声が

あり、小西さん、命輝く未来なら何でもあり、霞が関の役人がそう思っただけ、関西出身者

が書いたのか？ 霞が関は大阪を小ばかにしており、2025 年はパリに勝てると言うものの、

本家のパリとの闘いはしんどいと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、読売 35 面の記事、勉強の調査、高校生は居眠りも多く一夜漬

けの勉強も多いと言うものの、小西さん、正直日本が報告しているためで、アメリカの高校

生は先生が言うだけのものは少なくアクティブラーニングを 2,30 年前からやり、日本の授

業のやり方にも問題があると言われて、朝日の35面の記事で、犬のかみつき事故が相次ぎ、

しつけられても、乳幼児がいると注意する必要があると小西さん言われました、以上、小西

さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15679] 

報道するラジオ（2017/3/13） 東日本大震災発生から 6 年 企業と防

災 千葉さんの女川町からの報告＆南スーダンからの自衛隊の撤退、

前田哲男さんのお話 

 

 

 2017/3/13, Mon 21:01 

 永岡です、報道するラジオ第 235 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。 

 本日のテーマは、3・11、東日本大震災 6 年、企業と防災、千葉猛さんが昨日のネットワ

ーク 1・17 に続いて宮城からの報告、宮城県女川町では、20m の津波に襲われて、海岸か

ら 100m の七十七（ひちじゅうひち）銀行の女川支店で、行員が屋上に避難したために 12

人死亡、1 人が行方不明であり、この銀行で息子さんが犠牲になった遺族の証言から、企業

と防災について考えます。南海トラフ地震がいつ起きてもおかしくない、仕事をしている時

に地震が起こるかも知れず、企業がどうやって従業員を守るのかがテーマです。 

 千葉さんは昨日に続いて、宮城県女川町、南三陸町、石巻市を取材して、寒さで 3・11 を

思い出す方もあり、リスナーより、5 年前に女川を訪れて、町が壊滅と言われて、そして 6

年目の宮城は、どこもかさ上げ工事で、工事現場だらけ、そこかしこにショベルカー、復興
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している町はなく、女川、南三陸には商店街や住宅も出来ているものの、仮の店舗も多く、

建物を建てられるところも、空き地、更地が目立ち、そこにあった建物、店、オフィスが津

波で潰れて、その後建物が再建されず、戻って仕事再開にはならず、町の中も寂しく、人が

戻っていると千葉さんは思われないとすら証言されるのです。 

 今回のテーマ、企業が従業員をどう守るか、千葉さん、800 人亡くなった女川町、七十七

銀行、一人だけ奇跡的に助かっても、どうして守れなかったか、地震→津波には女川で 45

分あり、津波から逃げる時間はあり、津波は 20m 近く、しかし 45 分で避難できて、七十

七銀行女川支店以外の避難は、女川町はリアス式海岸、海の近くまで高台、入江を埋め立て

て住宅地にして、高台に逃げる余裕はあり、裏に山があり、逃げることもできて、多くの方

が山に逃げて助かり、なのに七十七銀行では山に逃げず、銀行の屋上に留まり、支店長の指

示で屋上に行き、14 人勤務、1 人家に帰り、残る 13 人は鉄筋コンクリートのビルでも 2

階建て、高さは 10m しかなく、屋上の上に電気室があり、その上でも 13.5m しかなく、

女川の 20m の津波には足りず、すぐ裏の山に避難したら助かり、裏山まで、走ったら 250m

で 1 分であり、支店の北側に高台があり、600 人以上避難されて助かり、津波まで 45 分、

裏山に 1 分、しかしなぜ支店長は屋上に避難と指示したのか、銀行の避難マニュアルに従

い、マニュアルは津波発生時の避難でも、高台に逃げるともあったのに、2009 年に屋上に

逃げるという選択肢も加えられて、それで支店長はマニュアルに従い、屋上に逃げて、しか

し山の方が確実、津波対策は高いところに逃げるべきで、なぜ低いところに逃げる選択肢が

加わったのか、山に逃げるのが付け加えられるのではなく、低いところに逃げる、には、宮

城県沖地震の対策はあり、津波は最大 5.9m を想定して、それで支店の屋上に避難と加え

られて、しかし裏山はもともとの避難場所で 600 人以上助かり、裏山の上には高台、病院

もあり、その上にも避難できて、病院の 1 階まで津波は来ても、その上に行って助かり、女

川の他の銀行の支店の人はみんな裏山に避難して、それで助かった。 

 行員の避難カードには、屋上ではなく高台と書かれており、裏山に逃げようと言う人もい

て、地震発生時、一人奇跡的に助かった人の証言、2 時 46 分に地震、支店長は外出で不在、

大津波警報で 6m、支店長の戻るまで避難の指示はなく、3 時に支店長が戻り、鍵を閉めて

重要書類を持ってとして、3 時 15 分には避難して、その中で、時間があるから高台に逃げ

ることの話も出て、3 時 5 分ごろ、3 時 28 分に屋上に津波到達して、電気室の上に皆さん

逃げてもダメで、3 時 30 分に津波に飲み込まれた。 

 裏山に逃げると言う選択肢もあったのに、犠牲になった方の妹さんの声、どうして高台に

逃げなかったか、今も思い、地震が来たら津波と備えていて、それでなぜ山に逃げなかった

か、組織の縛りがあったと証言されて、さらに、遺族の方の証言も続きます。 
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 遺族は、裁判に訴えて、25 歳の息子さんを亡くされた田村さんの夫妻のお話、裁判を起

こされて、何を訴えたか、裁判をするつもりはなかったが、銀行が津波に向き合わず、勝手

な解釈で安全でないところに避難して、企業として社会的責任を果たしておらず、南海トラ

フ地震のこともあり、一般常識があったら逃げて助かったのに、大切な命のためにと、断腸

の思いで裁判に踏み切られて、企業は従業員に安全の配慮が必要で、それに向き合わない銀

行だと、命を軽んじると思い、裁判は最高裁に行き、1 審は民間企業は経済合理性の観点か

ら行政より手を抜いていい、というとんでもない判決、過大な費用で従業員を守らなくてい

いと田村さん解釈されて、働くものの安全は守られないと思い、控訴して、2 審は負けても、

行員たちは高台に行ったら助かったとして、上告して、今までない事案で、安全配慮義務を

精査してほしかったのに、却下されて、今は原因究明の手段も行政と異なりなく、裁判も行

き詰まりもあったと言われるのです。 

 法律で訴えても原因究明されず、結局、想定外の津波と言われても、裁判でも予測できな

かったと言うものの、一般の常識で、女川だと 2,3 倍の津波になり、10m の屋上は超えら

れてしまい、屋上だとだめであり、それが解消されずであり、水野さん、何を守るために銀

行に残ったのかと言われて、千葉さん、何を守るために銀行に残る指示に従ったか、業務再

開をかんがえたのかと指摘されて、田村さん、奥様が、息子も高台に時間があるからいける

として、しかし拘束されて、自分の勝手な思いで高台に行けず、銀行の資産が第一、人命は

二の次であったと言われて、水野さん、法律の壁について聞かれて、奥様は裁判まで考えた

くなく、究明の手段、公平な立場で裁くものと思ったら、本当の証言を組み込めず、書面は

出したもの、言ったもの勝ちで、津波裁判は前例もなく、思うような結果も出ていない。 

 水野さん、企業の責任を限定的にとらえるなら、これからの災害にどうするのか、リスナ

ーより、田村さんのお話を聞いて、何でも想定外にされるとあり、田村さんのご主人、想定

外、仕方なかったと言うが、想定できることはたくさんあり、しかし保身になってしまい、

東日本大震災は様々な課題があり、それを解決しないで想定外にしたら未来に禍根を残し、

企業防災のあり方を問いたい、これだけでなく、電通の問題も、人を守ることになり、津波

の裁判は全国で考えてほしいと言われて、水野さん、企業の壁もあり、自分の身を、自分の

判断で一人逃げられるかと問われて、命が一番ということを守れるのか、考えてほしいと言

われました。 

 田村さんは、様々な方に話を伝えられて、週 1 回女川支店のところの慰霊碑で、何があ

ったか伝えられて、田村さん、南海トラフ地震に対して、日本の企業は従業員が拘束されて、

そこから逃げられず、災害時には雇用者は従業員を守るべきであり、リーダーの判断が左右

し、命を守るために企業の意識を、人命を守るために見直すべきで、全国に、女川支店のよ
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うな場所はあり、息子は死亡、殉職ではなく、企業の責任を全うされるまで、全国に発信し

ているところなのです。以上、田村さんのお話でした。 

 

 ニュースは上田崇順さんの担当でした。 

 南スーダンからの自衛隊の撤退、ＡＳＳはＮＳＣで検討していたもので、ＡＳＳは自衛隊

の活動に区切りと言い、これについて、軍事ジャーナリストの前田哲男さんのお話、あまり

に唐突で、前田さんも驚いて、二つ要因があり、(1)現地ジュバの情勢がよくない、(2)日報

の問題、現地では戦闘行為、戦闘活動と記録していたのに、握りつぶして、文書なしと言い、

しかし布施さんの資料請求で黒塗りが開示されても、戦闘とあり、しかし稲田大臣は国内で

言う戦闘ではないとデタラメを言い、現地情勢をめぐる国内にも足が乱れて、そこからトン

ズラするために撤退と言われて、ＡＳＳは道路が出来たから、治安が悪いのではないと言う

ものの、前田さん、治安の悪いのを認めたら、ＰＫＯは道路建設、参加 5 原則、停戦合意、

紛争当事者の全員が同意＝中立的に仕事が出来て、それがアカンと撤収であり、治安が悪い

を認めたら、停戦合意の破綻で、任務を中断して撤収になり、これを認めると、政府は窮地

に陥り、一定の区切りをつけたからと言い訳であり、道路工事は、自衛隊はやれたか、政府

の発表で 210km、用地も作られて、これは昨年 7 月の首都での戦闘行為以降の数字は公表

しておらず、戦闘行為以降宿営地に引き上げて、ジュバでの工事はできなくなり、昨年 7 月

以降の結果は公表されておらずわからず、そして今回撤収すると日本のＰＫＯは途切れて、

92 年のカンボジア以降必ずどこかで自衛隊が活動しており、92 年以来の流れが途切れる

ことになり、日本がＰＫＯで自衛隊を見せ続けたのは、国連の常任理事国になりたい野望、

10 数年来の悲願で、そのために日本は国際貢献していると、自衛隊をショーウィンドーに

して、防衛省より、外務省のロビー活動としてのＰＫＯであり、それが止まり、外務省は出

しておきたいのであり、駆けつけ警護の任務が付与されたのと、撤収は合わず、昨年 12 月

に青森から 350 人派遣、駆けつけ警護と宿営地防衛を付与しても、どちらも施設の工事の

仕事ではなく、戦う自衛隊のものなのに、始まったとたんに止めるのは流れとしておかしく、

現地の治安が悪く、国内で国会の追及に行き詰まり、撤収したと前田さん締めくくられまし

た。 

 森友学園の国有地格安払下げ問題、民進党の小川氏が、稲田大臣が森友学園の代理人をし

ていたと、ネットでの情報を元に追及して、稲田氏は籠池氏のことを受けたことはないと言

うものの、準備書面に稲田夫妻の名前があると追及して、籠池氏の話と稲田氏の話が異なり、

籠池氏の国会参考人招致を求めて、共産党山下氏は、塚本幼稚園に孫を行かせていた件、安

倍総理の夫人が名誉校長というので、安心して孫を通わせた、ＡＳＳは道義的責任を認めろ
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と迫っても、ＡＳＳはコメントしないと逃げて、昭恵氏は幼稚園で講演しているのに、ＡＳ

Ｓは道義的な責任には言及せず、財務省は森友学園の土地を返還を求めるとして、大阪府議

会も私学審議会の件で、籠池氏の参考人招致に、当初籠池氏は同意→断ったのです。 

 福島県の内堀知事、ＡＳＳが東日本大震災 6 年で、原発事故について言わなかったこと

について、県民感覚として抗議、事故は過去形ではなく現在進行形であると指摘しています。 

 

 今週の内容、東日本大震災発生から 6 年、企業が従業員をどう守るか、千葉さん、今回の

取材で、働く場所の安全の確保、会社、組織はちゃんと命を守れるかと問われて、身近な問

題、想定外で済まされないと締めくくられました。リスナーより、今夜の内容、複雑な気持

ちであり、遺族の無念さ、経営者の端くれで、東日本大震災のようなものになってどう行動

できるかというものであり、水野さんも、企業の責任の重さを遺族が問い、そして経営者の

こともあり、水野さん、どんな優れた経営者、上司でも判断を誤ることがあり、その時に、

目下の人たちに、社長それは違うと言われることができる環境があるのが、防災だとしめく

られました、以上、今週の報道するラジオでした。 

 

 

[civilsociety-forum:15677] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/3/13） アッキード事件ゴタゴタ＆維新万

博ゴタゴタ 

 

 

 2017/3/13, Mon 19:09 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」にて、アッキード事件関係、自民党の本部

と大阪で、対応が異なり、まず、籠池氏が先週 80 分のワンマンショーでしたが、籠池氏の

参考人招致は、自民党の本部は難癖付けて拒否していますが、大阪府だと、森友学園の小学

校の認可に対して、自民党は大阪だと野党で、参考人招致を求めて、自民の府議も一旦は籠

池氏の参考人招致の了承を得たものの、その後、拒否です。 

 そして、国会、稲田氏が籠池氏の裁判の代理人になっていた件、稲田氏は 1+1＝サルマ

タと繰り返して、民進党の小川氏の質問に答えず、これについて神戸学院大学の中野雅至さ

んは、府が認可に関わっており、参考人招致すべきと言われて、そして先にお送りしました、

籠池氏がノンフィクション作家の菅野完さんのインタビューに答えており、三澤肇さんは、
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籠池爆弾がインターネットで炸裂しており、これから何が出るかわからないと言われまし

た。 

 この件、先週のフジテレビのバイキングで、ジャーナリストの鈴木哲夫さんが、自民の幹

部から、国会に籠池氏を呼んだら何をしゃべるかわからず呼べないという証言を得ている

とのことで、さらに、菅野さんは先週の段階で籠池氏に質問させられないなどの仲が、イン

タビューを取るまでになり、この意味は容易に分かります。菅野さんは、稲田氏が籠池氏と

委任契約していた契約書をＳＮＳで発信されており、ネットではアッキード事件のスキャ

ンダルが噴出して、2014 年に百田尚樹氏が殉愛というデタラメ本を出しても、ネットの力

で嘘が暴かれたのと同じであり、百田さんは、塚本幼稚園の推薦を言っており、この件（ア

ッキード事件）と、先のＭＸテレビのニュース女子の沖縄ヘイト問題も、人脈でつながって

おり、要するにこの国の極右勢力の中身のなさを見せています（稲田氏が証拠を見せられて

しらを切ったのも、この国の「エリート」の実態で、「エリート」にとって 1+1 は 2 では

なくサルマタ、2+2 も 4 ではなくモモヒキであり、こんな連中が太平洋戦争や神風特攻隊

を計画したのです、私は目の前で、竹やりでも頑張ったらＢ29 と戦えると言った男を見た

ので、よくわかります）。 

 

 また、維新と大阪府は、万博を、健康と長寿というもので、死の瞬間に生命がわかるので、

バンジージャンプさせる生命の塔、とか、高齢者にパワードスーツを着せて、若者と躍らせ

る…などは、今の若者からアイデアを得ており、先の中野さんも唖然で、会場の夢洲は交通

の便も悪く…先ほどの住吉市民病院のことも考えると、大阪から誰もいなくなると思われ

ますが…以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15676] 

朝日放送キャスト（2017/3/13） 大阪府市の病院統合計画の破綻 民

営化で弱いものが切り捨てられる！ 

 

 

 2017/3/13, Mon 17:49 

 永岡です、森友学園事件の地元、大阪で、府と市の二重行政と言われて、住吉市民病院の

統合問題、朝日放送のキャストで取り上げられました。 



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

131 

 

 住吉市民病院では、婦人科、妊婦の受け入れ先で健闘して、22 歳のシングルマザーの方、

加奈さん、懸命にわが子を育てて、大変だけれどもかわいいと語り、月に 1 度の定期健診、

体重が増えないと言っても、小児科の先生はちゃんと診てくれて大丈夫と言い、住吉市民病

院は、貧困、心の病、望まぬ妊娠のことも受け入れて、三浦夕子医師も真剣で、先の女性は

親の虐待で家を飛び出して、同棲した男性からＤＶ、それで妊娠して、自宅出産も覚悟して、

すがるように頼ったのが住吉市民病院、病院は母子を保護して、家賃の安いマンションに引

っ越すなどできて、住吉市民病院があったから、この母子は助かり、この役割は、地元の皆

さんも、社会的弱者を受け入れて、大阪を支えていると評価されます。 

 加奈さん、マザーズハローワークに行き、子どもを預けて、就職先を探されて、自分の足

で歩きだす加奈さん、母親としての姿も定着して、住吉市民病院があったから助かり、住吉

市民病院のリストラ統合には反対されています。 

 大阪市と府の計画は、老朽化の住吉市民病院を閉鎖して、2km 離れた府立病院に移し、

市民病院の跡地に民間病院を誘致する予定で、松井氏、吉村氏がこの計画を自画自賛してお

り、しかし府立病院は高度な医療＝敷居が高く、大阪で、弱者を守る体制がどうなるのか？ 

 人工呼吸器で生命維持の児童、母親は、平日は自宅で子供に付きっ切り（夫が外で仕事）、

酸素吸入が切れたらアウト、介護の合間に家事で、息をつく暇もなく、子どもの状態は不安

定で、一瞬も気を抜けず、1 歳 7 か月で血液の病気になり、意識を失い、夫婦で、子どもを

在宅介護することにして、夫の両親やヘルパーさんの手を借りて、しかし24時間の介護で、

この子も、住吉市民病院に行き、短期入所（重い病気の子供を一時的に預かってもらう）、

小児科の三浦さん、ここでも命のために健闘されて、お子さんは月に 1 度、1 週間住吉市民

病院で介護されて、預かってもらう間に用事、夜中も起きなくていいと言われて、医学の進

歩で、このような子供は 17000 人いて、しかし子供たちを預かる病院は少なく、住吉市民

病院の閉鎖まで 1 年、これをどう存続させるのか、先の母親も、市民運動をやる余裕はな

いと言われます。 

 司会の浦川泰幸さん、病院の統合と言うものの、民間の病院では助からない弱い人たちを

どう思っているのかと言われて、民間病院は儲けないとならず、シングルマザーの手伝いな

どはできず、小西克哉さんも、民間病院だけであれば、大きな社会正義はどうなるのか、シ

リア難民の受け入れと同じことを住吉市民病院はしていると言われて、浦川さん、公立病院

でなくて受け入れられるかと言われて、木原善隆さんも弱いものの切り捨てと指摘されて、

役割をぶち壊したと言われて、浦川さん、経済効率のみを追求していいのかと言われました。 

 これは、住吉市民病院の近くに府立病院があるからと言うものの、病院や医院が集中して

いる場所はたくさんあり、私のお世話になっている神戸の高速長田は医院がたくさんあり、
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その上に近くに西市民病院もありますが、どこも満員で、それだけニーズがあるもので、こ

れは、維新が神戸市制をとったら、西市民病院は高速長田にたくさん医院があるから要らな

いと言い出すでしょう、冗談ではなく、おそらく橋下氏や松井氏や吉村氏はそんなに医者に

掛かっておらず、私のように医者通いを続けて、高齢の母の介護もあるような人間のことは

わからないのでしょう。 

 

 大阪は、衰退しており、大阪で学校の先生になる人も少なくなり、博打と荒れ野で、この

ままだと、大阪は滅びるとすら思いました、以上、キャストの内容でした。 

 

[civilsociety-forum:15674] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/3/13） 青木理 印

象操作という言い分は本質を隠すもの、一番印象操作しているのはＡ

ＳＳだ！ ＆アッキード事件スキャンダル続報 

 

 

  

 2017/3/13, Mon 17:02 

 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。 

 青木さん、3・11 から 6 年で、取材されて、11 日に福島の浪江町、飯舘村などを駆け足

で行かれて、強啓さんは宮城県をご覧になり、青木さん、女川、石巻市を見て、一部確かに

復旧しつつあるものの、原発の周囲は全くダメ、瓦礫が少し退けられた程度で、ほとんど変

わらず、常磐道が通っても、二輪車と歩行者はダメ＝外気を吸ったらダメ、6 年経っても、

福島は変わっていない＆まだ仮設住宅に 7 万人いて、東京オリンピックの新国立競技場に

そんなムチャクチャなお金を使うのか、東北の被災者のために使うべきと言われて、女川は

地域の人の集まるところも出来て、しかし周辺は惨憺たる状況で、メディアに関わるものは、

東北の惨状を、当たり前だが忘れてはいけないと言われました。 

 ニュースランキング 1 位は、稲田氏が森友学園の顧問弁護士をしていたと、民進党の小

川氏が追及したことであり、参院予算委員会で、裁判所への準備書面から、稲田氏の答弁の

正当性を追求して、稲田氏が代理人をしていると追及して、稲田氏は 3+3＝サルマタケと

いうものであり、夫とともに弁護士事務所をして、籠池氏の発言は虚偽と言い、他方ＡＳＳ



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

133 

 

は南スーダンからの自衛隊の撤退を説明して、森友学園について、財務省の佐川氏は、払い

下げた国有地を買い戻すというもので、リスナーより、昭恵氏が名誉校長と知った時が全て

の出発点、官僚が忖度しないわけはなく、道義的な責任があると言われて、青木さん、法的

な責任も可能性があり、忖度と言うものの、あれだけ安く売ったことには問題があり、ノン

フィクション作家の菅野完さんが籠池氏にインタビューして、稲田氏が顧問弁護士で会っ

ていると言い、つまり稲田氏の答弁が虚偽になり、ランキングはネットだとこれが 1 位で

（街頭もＷＢＣに次いで 2 位）、証言が食い違うなら、国会に籠池氏、昭恵氏、財務省の人

間を呼ぶべきと言われました。 

 さらに、南スーダンからの撤退について、ＡＳＳは野党の追及から逃げており、武力衝突

どころか戦闘で、自衛隊の日報に戦闘とあり、しかし稲田氏は詭弁を弄しており、去年 9 月

から検討しているなら、今まで言わなかったのはおかしく、青木さんの妄想で、金曜の夕方

にこれは報じられて、その際に籠池氏の会見があり、籠池氏の発言を遮る意図を青木さん指

摘されて、これはちゃんと、ＡＳＳは説明すべきと言われました。 

 森友学園と加計学園のことについて、報道するラジオの案内であった、平野幸夫さんが的

確な指摘をされています。 

 

   

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12256012731.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--

blog----hirano-yukio_12256012731 

 

 朴槿恵氏の罷免はニュースランキング 3 位で、青木さん、韓国発の女性大統領が韓国初

の罷免で、韓国の政界はダイナミックすぎる、一瞬先は闇であり、韓国の憲法上の問題もあ

り、軍事政権の反省、朴氏の父親時の反省から 5 年 1 期になり、すると政権末期でレーム

ダック化して、次期の候補が現政権を批判し、これを改革する前に朴氏は罷免されて、大統

領の権限は強すぎて、日本も中国も似ており、一人えらい人が出たらそれにたかるものが出

てきて、韓国の大統領の権限は見直しが必要で、大統領選は 60 日以内にあり、マスコミの

関心は次の大統領が誰かに移ると言われました。 

 また、ＤｅＮＡの運営の杜撰さ、2 万本に盗用、問題あるもの、75 万件の画像に複製権

の侵害があり、これを青木さん取り上げられて、2 万本に盗用、正確さより利益と言うもの

は、ＤｅＮＡもメディアであり、ＴＢＳも共同通信も、放送された 2 万に盗用などあった

らその瞬間に倒産で、事態の深刻さを同業の人は知るべきであり、裏の取れなかったことを

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12256012731.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12256012731
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12256012731.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12256012731
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書く場合には手間もお金も人手もかかり、今活字メディアはネットにより新聞も雑誌もし

んどく、みんな歯を食いしばっているのに、検索で剽窃するものが読まれて、もともとの情

報を取っている人たちを踏み台にするのは、この国の民主主義の土台を破壊しかねないと

言われました。 

 

 青木さんのデイキャッチャーズボイス、ＡＳＳ（Abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）

が印象操作と何とかの一つ覚えのように言いますが、誰が一番印象しているのかというも

のです。青木さん、印象操作とＡＳＳが止めろと主に言っており、山本太郎氏のアッキード

事件について、印象操作を止めろと言い、国会の質疑で、昭恵氏が森友学園の名誉校長、も

ともと安倍晋三記念小学校というのにも、ＡＳＳは事実がないのに印象操作とヒステリッ

クに言い、しかし印象操作は聴きなれない言葉であり、辞書にはなくて、印象は見たり聞い

たりしたものを人間が感じること、操作は自分の都合のいいようにすると辞書で二つあり、

つまり自分の都合のいいように操作するものだが、物事の悪い印象をいい方にしているの

は一番やっているのは安倍政権、戦争準備法案（安保法案）について、ＡＳＳは戦争法と言

うのは止めろと言うものの、戦後認められていなかった集団的自衛権を行使する→戦争に

近づく、自衛官が戦争に近づくのは確かで、ところがＡＳＳは戦争準備法典を平和安全法制

と、物事のイメージをいい方にしており、これこそ印象操作、武器輸出三原則、佐藤総理が

抜け穴があっても否定してきた矜持を葬り去り、防衛装備移転、武器→防衛装備、輸出→移

転になり、防衛省の人間が武器ではなく防衛装備とたしなめられて、武器、輸出という言葉

にある悪い印象、問題点を隠すものとして操作しており、挙げればきりがなく、戦闘→衝突

も印象操作、共謀罪をテロ対策というのも印象操作であり、テロリストのみ対象と嘯き、オ

リンピックのためと世論を納得させるためのもので、法案提出時に、法案にはテロの文言は

ないとメディアも気づいて、本質は共謀罪、そういうと 3 回廃案になり印象が悪く、テロ

対策というのは典型的な印象操作であると青木さん言われて、言葉を悪い印象でないこと

にして、物事の本質から目をそらさせるために置き換えて、物事の本質が見えなくなり、そ

れこそ印象操作、共謀罪とすると反対が多く、テロ等としたら賛成が多くなり、しかし今日

の東京新聞でまた反対が増えて、物事の本質から目をそらす印象操作であり、ＡＳＳが印象

操作というのは、青木さんの妄想で、ＡＳＳがいつも印象操作しているから、人もやると被

害妄想であり、重要なのは、印象操作により、武器輸出三原則を防衛装備と言い換えては本

来ならず、しかし物事の本質が見えなくなり、言葉の置き換えで、本質を隠すもので、安倍

政権が印象操作とこれだけいうのは、それだけ物事の本質がそこにあると締めくくられま

した、以上、デイ・キャッチ！ の青木さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:15672] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/3/13） 森友学園スキャンダル続報＆

菅野完さんによる籠池理事長インタビューの内容 

 

 

 2017/3/13, Mon 15:41 

 永岡です、毎日放送のちちんぷいぷい、森友学園の問題が取り上げられました。 

 籠池理事長が退任でも、疑惑は晴れずであり、国、関空エアポート、府に 3 つの金額の違

う契約書を出したことも、全て正しいと、例により 1+1＝サルマタという意味で答えてお

り、そして鴻池氏にこんにゃくを持って行った件も、金銭のことを否定し、長男が割り込ん

で、2+2＝モモヒキと話題をそらす始末で、マスコミのせいで工事が進まなかったというの

です。 

 さらに、国会で民進党小川氏が、稲田大臣が森友学園の代理人をした準備書面を示して

（これは菅野完さんが発掘したもの、リテラに記事あり、http://lite-ra.com/2017/03/post-

2989.html ）、これを稲田氏は否定しています。 

 これ、奥田信幸さんが解説され、籠池氏は退任すると言っただけで動いておらずと言われ

て、司会のヤマヒロ（山本浩之）さんも何も解明されていないと指摘されて、土地を格安で

ＧＥＴ、3 つの値段の異なる契約書のこと、奥田さん、契約書は複数あったらおかしいと言

われて、見積りと契約は違うと石田英司さんも指摘されても、しかし 22 億について補助金

で、見積もりで補助金は出るわけはないのです。 

 会見では、長男の佳樹茂氏も出て、申請を取り下げて、土地は、奥田さん、麻生氏が原状

回復＝1.34 億で国が買うことになり、学校を作るからの随意契約だからできないなら買い

戻し、違約金もかかり、しかし補助金も返還すると言うものの、建物は建ててしまい、これ

もどうするのか、壊して更地にするのに、大阪の業者さんは 9700 万かかると証言して、安

くしたのは財務省であり、安くした根拠のゴミ、民進党の資料を巡って紛糾しています。 

 そして、稲田氏は森友学園の顧問弁護士ではないと言っていたのに、2005 年の裁判の準

備書面を小川氏が出して、奥田さん、2005 年は稲田氏が議員になる前、議員になっても裁

判は続いており、弁護士として名前を出しただけという言い分もあるものの、稲田氏は、籠

池氏が 2 年前に会っていると言い、この裁判は森友学園と金融機関のトラブルによるもの

http://lite-ra.com/2017/03/post-2989.html
http://lite-ra.com/2017/03/post-2989.html
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で、訴訟代理人として名前を連ねている。 

 木村豊中市議が、財務局を大阪地検に刑事告発であり、世論も政府の説明に 75％は納得

せず、府議会では自民党が籠池氏の参考人招致を求めて、石田さんは、府が 1 か月で認可

したのもおかしい、財務に問題でなぜやったかと言われて、奥田さん、府議会は籠池氏は出

ていいというもので、百条委ではなく、府、教育長の言葉が必要で、武田一顕さんは、国有

財産で、府議会ではなく国会でやるべきと指摘されて、稲田氏の関与も見つかったので、国

会で揉めるのはもっと続くとコメントを寄せられました、 

 

 そして、菅野完さんが、籠池氏に昨日インタビューに成功して、https://hbol.jp/133177 

に動画があり、内容をまとめます。 

 渦中の籠池氏の自宅に菅野さん行かれてインタビュー、物書きとして聞きたいことは多

数あるものの、籠池氏が今何を考えているのか、の取材で、籠池氏は 10 日の会見で菅野さ

んに怒鳴ったものの、色々な縁がありインタビューに成功、菅野さんの疑問点をぶつける前

に、事態が動いており、今の籠池氏の思い、籠池氏がしゃべって一方的と菅野さん指摘され

て、それで一問一答形式でやりたく、3/12 にインタビュー、3/10 に会見で、3/9 に府によ

り小学校の実地調査があり、認可取り下げ、この間、朝日の報道の 2/9 以降、多くの人た

ちが籠池氏と昵懇なのに、後ろ足で砂をかけて、3/9 に you tube に上げた動画で、最も昵

懇だった政治家は誰かと聞いて、籠池氏、自分だけがなぜ悪者になるのか、不条理として、

マスコミ報道もあり、虚偽、誇張で籠池像はマイナスになり、ポイントは、国会で籠池氏を

知らないかと訊かれて、知っているのに知らないという政治家がいて、社交辞令ではなく、

とんでもないものに触るようなものは、政治家として、何を信じてやるのか、国民を引っ張

る政治の姿勢として問題で、稲田大臣とは旧知の中で、なのに 10 年会っていないと言われ

て、籠池氏の実像を悪くしている。 

 稲田朋美氏は、議員になる前に、森友学園の顧問弁護士、夫だけでなく、朋美氏も顧問弁

護士であり、これを 2007 年まで、ポートタウン福祉会の事柄に関わっており、これで籠池

氏の弁護士を稲田夫妻がやっており、それ以前から昵懇で、椿原氏とも昵懇、娘より昵懇で、

訴訟を通して、稲田事務所と昵懇。 

 答弁書には稲田朋美と書いたものはあり、稲田氏のハンコのあるもので、これは稲田氏の

国会答弁と食い違い、知らない、会ってないというのは、籠池氏と稲田氏は 2 年前に自民

党会館で会っており、政調会長、防衛大臣になる前に会っている。たくさんの人たちの前で

話をしている。知っていると言ってほしかった。 

 今回の事件で、鴻池氏との関係、兵庫選出、国士で、森友学園にも講演に来てくれて、鴻

https://hbol.jp/133177
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池氏の母親も知っており、親近感も覚えており、パーティー券も購入、政治資金にも、特措

法のパーティー券も、活躍してほしく、1,2 回政治資金を入れている。鴻池氏は怒っていた

が、怒られるようなことはしていない、入院時もお見舞いに行っている。 

 閣僚経験者、今の閣僚の稲田氏が虚偽答弁をしたのは大きいと菅野さん言われて、籠池氏

との付き合い以前に嘘を言ったのはおかしく、籠池氏、面識があるならいうべき、マイナス

になるものではなく、明言してほしかった。 

 籠池氏の事件を担当した弁護士であっても、法的な問題はないと菅野さん言われて、ポー

トタウンの事件は、よくある金銭トラブル、グレーなものではなく、大人の世界ではよくあ

り、これに関わって稲田氏にマイナスではなく、解決してもらい、籠池氏は稲田氏に感謝し

ている。 

 稲田氏は靖国訴訟、百人斬り訴訟をして、籠池氏は稲田氏を弁護士として評価している、

堂々としている。事件は受任して、森友学園の弁護士であった。 

 他の政治家は、鴻池氏のパーティーで、麻生財務相にも 2 回会って写真も撮り、麻生氏

は今の安倍内閣の前、当時の肩書は、まだ総理になる前、稲田氏が衆院議員になり、帝国ホ

テルのパーティーに来賓として来て、その際に付き添いで籠池氏は対応しており、稲田氏の

初当選、郵政選挙の刺客候補として稲田氏は出て、それ以降で、麻生氏はゲストとして出て

いた。 

 麻生派の総会にも籠池氏は行き、鴻池氏の付き合いで行き、そこでも麻生氏と会い、今回

の学校の件はそこでしておらず、麻生氏を籠池氏は評価している。 

 菅野さん、おそらく、問題はまだいっぱいあると言われて、私学審議会の当事者の件も不

可解と指摘されて、菅野さんの第 3 者の思う不可解さ、籠池氏の持つ不可解さもあり、こ

れらも、連続して、どこかのタイミングで話を聞けたらと菅野さん言われて、籠池氏、審議

会は条件が揃い、認可しないといけないのに、籠池氏の身辺のことや、3 種類の契約書の問

題と言われて、3/9 の実地検査で、府は校舎も見ずに、副園長がカメラを向けて、それで拒

否されて、とんでもないことをやっているものがいると印象操作されて、役人としてそんな

ことをしていいのか、残土、ゴミ、産廃も逐次出しており、値段も高騰して受け入れ先が見

つからず、それでも出しており、その行為は評価してほしく、資金繰りは何とかしているも

ので、前向きのことを考えている時に、籠池氏の身辺云々をされたもので、菅野さん、デュ

ープロセスはちゃんとすべきで、大阪府が主張を曲げていたら問題と言われて、籠池氏、府

庁に出した資料や名簿等が流出して、寄付金の名簿も流出、これは情報公開で出たものでは

なく、名簿は府にしか出しておらず、しかし東京のテレビに出ており、情報が流出している

疑念があり、野党が寄付金について国会で質問して、その重要な書類が流出したのは、こち
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らを潰す意図があったと籠池氏は言い、菅野さん、重い口を開いてくれたことに感謝して、

今後も時間がセッティング出来たら、こういう情報を国民と共有したく、籠池氏もこれから

も協力すると語り、締めくくられました、以上、ちちんぷいぷいの内容と菅野さんのインタ

ビューでした。 

 

[civilsociety-forum:15668] 

朝日放送おはようコール（2017/3/13） 伊藤惇夫が韓国の政治状況と

民進党のゴタゴタを語る 

 

 

 2017/3/13, 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。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は天皇退位を特例法で、産経は譲位の条件、読売は南海ト

ラフ地震の広域避難の予測、東日本大震災より大きい、毎日は森友学園の問題で政府の説明

にほとんどの国民が納得していない、日経は日本－サウジ経済協力です。 

 

 韓国、朴大統領の罷免で、朴氏は大統領府を出てソウル市内の自宅に戻り、韓国史上初の

大統領の罷免、朴氏は罷免された大統領とこれから呼ばれることになり、大統領の責務を果

たせなくて申し訳にないと言い、真実は明らかにするといい、大統領の年金もなくなり、不

逮捕特権もなくなり、韓国政府は朴氏の出国禁止も検討して、国民は罷免賛成派と反対派に

分断されて、年配の方が朴氏を支持して、大統領選、ムン・ジェイン候補（共に民主党）が

世論調査ではトップ、日韓合意の破棄とサードの配備見直しを言い、北朝鮮と対話路線、朴

前大統領、真実は明らかになると、憲法裁判所の決定に不満で、これについて伊藤さん、選

挙結果は分からないが、中道左派が有力で、朴氏の流れの人は出馬できるかわからず、朴氏

と真逆の主張をして、180 度近く日韓関係は変わり、北朝鮮には民族統一の悲願があり、し

かし北朝鮮と統一すると 7000 万人の国家になり、韓国は経済の低迷、失業率上昇が世論に

影響で、これを北朝鮮は喜び、朴氏は北朝鮮と対決して、日韓関係は今より必ず厳しくなり、

しかし日本は今の姿勢を続けるしかなく、ムン氏はアメリカの前に北朝鮮に行くと言うが、

韓国はそれだと行き詰まり、韓国は中国との関係も変わり、北朝鮮と中国の関係も悪化、中
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国の経済も低迷していると言われました。 

 

 民進党が初の党大会、蓮舫氏は原発ゼロを基本法に掲げて、2030 年のゼロからは後退し

ても、連合はこれに不満で、蓮舫氏は政権交代に意欲と言い、教育無償化、蓮舫氏が参院→

衆院と言うものの、原発ゼロは、当初 2030 年代→2030 年を連合の意向で明言できず、7

月の都議選があり、これについて伊藤さん、民進党の行方は、人気タレントを主役に立てて

も党の人気は上がらず、原発ゼロで差別化には意味はなく、連合の反対で頓挫なら、連合の

票は大したことないのに、民進党は大したことなく、小池都知事と比較されて、小池氏の存

在は蓮舫氏に悪いが、なぜ民進党の支持率が上がらないのか、トータルのビジョンがないと

だめで、政権交代は目標ではなく手段で、何のために政権交代するのか、世論調査では安倍

政権の支持率の高いのは、理由はダントツで他にないからで、民進党は責任を感じるべきと

言われました。 

 

 サウジアラビアのサルマン国王の来日、46 年ぶり、随行団は 1500 人を超えて、持って

きた専用のタラップで降りて、安倍総理との会談、天皇との会見も行い、都内の高級ホテル

に 1500 人泊まり、高級ハイヤー400 台を集めて、伊藤さん、サウジは豊かな国ではなく、

原油価格の低迷で 3 年連続赤字、新しい産業を確保するために日本、中国に来ていると言

われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、毎日の 1 面トップ、森友学園の問題に、政府の説明に納得し

ている人はほとんどなく、7 割以上が納得しておらず、金曜日に籠池氏退任で、伊藤さん、

金曜を境に報道が減ったが、疑惑は解明されず、マスコミの責任が大きく、幕引きで喜んで

いるのは誰かと考えるべきと言われて（誰が喜んでいるか大体わかる）、産経の 30 面の記

事で、アドベンチャーワールドで飼育員が象の鼻で飛ばされて死亡、伊藤さん、あれだけの

巨体で、野生動物であり、どんなに慣れ親しんでいても油断したらいけない、カバも凶暴だ

とわかったと言われて、産経の 7 面の記事で、メキシコ→アメリカにトンネル 224 本、伊

藤さんメキシコ国境に壁を作っても壮大な無駄、メキシコ→アメリカはビジネスになって

いると言われました、以上、伊藤さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:15660] 

ネットワーク 1・17（2017/3/12） 東日本大震災 6 年 祈りに包まれ

る被災地、なぜ命を守れなかったのか 

 

 

 2017/3/12, 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 1057 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。 

 前日の、毎日放送ラジオの、しあわせの五・七・五（2017/3/11）、近藤勝重さんの、川

柳な人々、東日本大震災から 6 年がたち、宮城県の須藤春香さんのお電話でのお話があり、

大津波 みんな流して バカヤロウと詠まれて、須藤さん、何もかも失い、取り戻したもの

もあると言うもので、我々は須藤さんの震災直後の川柳を忘れてはいけない、南三陸町に生

まれて苦労して働かれて、母親は町内の病院で亡くなり、自宅も仕事も、ご主人の父親も行

方不明、全てを失い、何もない避難所で生まれて初めて詠んだ川柳、須藤さん、ラジオに久々

に登場して、何度も抽選に外れた仮設にやっと入られて、今の住まいは、仮設住宅は 6 年

も住んでおり、慣れてきても、壁は薄く、荷物も大変で、その中で近所とコミュニケーショ

ンを取り、仮設住宅の状況は、復興住宅に行った人、それを待てずに家を再建した人もあり、

仮設に住む人が減り、須藤さんも公営住宅が完成して、来月そこに行けることになり、まさ

か 6 年もいることになるとは思わず、水野晶子さんは良かったと思うものの、須藤さん、

良かったというのと、戻ってどうなるというのもあり、ご主人の働いていたさんさん商店街

が、仮設の商店街から、1 日何百杯もラーメンを作り、新しい商店街がオープンして、しか

しご主人の店は 10 月に再開で、今失業中、これからどうなるかと思うものもあり、復興住

宅の家賃など、お金の面は、今ハローワークで失業保険をもらい、須藤さんも何とかしたく、

全て、これで良しではなく、近藤さん、須藤さんのお花絵が春香、近藤さんは復興が遅れて

いる、多くの日本人が思い、6 年経ってここまでか、阪神・淡路大震災は 1,2 年で変わり、

東日本大震災で日本が総力を挙げてやったのかと言われて、須藤さん、道も整備されていな

いと言われて、近藤さん、復興五輪とかではなく、日本がちゃんと取り組んだのかと言われ

て、須藤さん、被災範囲があまりに大きく、新しいお店に来てほしいと言われても、その間

の補償はないのであり、近藤さん、川柳で気持ちを吐き出すものと言われても、須藤さんは、

そのような余裕はまだないと言われて、川柳クラブをつくり、作品集も 3 冊出されて、川

柳の会を楽しみに皆さんされて、来れるのは仕事をリタイアした、一人の方も多く、そうい

う方々を誘って、皆さん楽しみにされており、水野さん、5 年経ち 家族みたいに 過ごす
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日々という句があり、喪失感の中で何とか生きて、復興住宅で絆を取り戻すのが 1 からと

言われて、須藤さん、コミュニティを再建しないとならず、離れるのも、見送るのも、寂し

いものと言われて、須藤さんも新しい生活、引っ越しの荷物もまとめて、やらないといけな

いこともたくさんあるものであり、今は、川柳を詠む余裕は少なく、めんどくさ 3 年越し

の お引越し、と今詠まれて、しかし元の家に帰れるのではなく、今度引っ越しするのが終

の棲家であり、近藤さん、気持ちを切り替えたらいいと指摘されて、ようやく落ち着いた暮

らしができるのだと、水野さんエールを送られました。以上、須藤さんのお話でした。 

 

 ネットワーク 1・17 は東日本大震災 6 年、千葉さんの現地からの生中継も交えての報告

です。野村さんも昨日まで被災地におられました。そして、5 時前に福島で震度 4 の地震で

した。千葉さんは宮城からの生中継、地震と津波で大きな被害を受けた宮城県女川町を取材

されて、祈りをささげる皆さんを現地から報告されます。町があった場所はまだ更地、ショ

ベルカーと工事用の小屋がある程度で、町の面影はなく、津波の犠牲者の慰霊碑があり、宮

城の銀行の女川支店で 12 人亡くなり、そのモニュメントに千葉さんおられて、昨日の 14

時 46 分にも千葉さん行かれて、慰霊の法要があり、年配の方、小さい子供もいて、会いた

い、帰っておいで、ともあり、金属の板に、東日本大震災を教訓に、職場の命を守れ、とあ

るのです。 

 野村さんは名取町閖上地区を取材されて、追悼のつどいを報告されます。昨日の 14 時 46

分を閖上地区、5000 人以上の町が、平地、更地、建設中の公営住宅があり、6.3m の山が

平地に姿を見せて、閖上中学の生徒も亡くなり、解体されて姿はなく、慰霊碑のところで式

典、犠牲者の娘さんの父親の言葉があり、生きていたら成人式、あの時のままの顔が浮かび

つらいと言われて、町は変わったと言い、閖上中学の遺族たち 400 人が参加して、鳩を形

取った風船にメッセージを書いて届けていたのです。5000 人のうち 750 人が亡くなり、

名取町でも海に近く、高台がなく、閖上地区で家族を亡くした方、2 台の車で避難して、も

う 1 台に父親と長男がいて、自宅に戻り、大事なものを取ってくるとして、津波に飲まれ

てしまい、3 週間後に見つかり、なぜ止めなかったのかと後悔される女性の声があり、こん

な大きな津波が来るとは思っていなかったというもので、多くの方に野村さん取材されて、

こんな大きな津波とは思わなかった方が多く、避難して何とか逃れた男性、液状化で奥さん

と避難して、6m の警報が 10m になり、公民館から中学校に避難して、10m と聞いて恐怖

心、津波から何とか逃れて、3 階建ての中学校に避難して助かり、再避難の際に渋滞で、津

波に飲まれた方もあり、公民館の 2 階で助かった人もあり、東北の沿岸部は、数十年単位

で津波があっても、宮城県は 300 年単位、過去の歴史を振り返っていなかったことへの反
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省もあり、閖上地区は防災無線が故障して、津波が来るとは思わず、避難所→移動で渋滞、

津波に飲まれて、津波への意識が低く、避難訓練も足りなかったと、東日本大震災の被災者

が後世に残さないといけない、地震→津波→逃げないといけないと皆さん言われます。 

 閖上の記憶で、継承されるのです。 

 そして、千葉さんが女川町から報告、大変寒いと言われて、マイナス 1 度、この町で一番

大きな金融機関で働き、上司の指示で動いて津波に飲まれて、20m の津波、リアス式海岸

で、市街地の建物のほとんどが流されて、金融機関は海岸から 100m、12 人死亡・行方不

明、銀行の建物の屋上に避難しても、10m であり、一番上でも 13.5m で、20m の津波に

流されてしまい、なぜ屋上に避難したのか、地震→津波に 30 分以上あり、銀行の北に高台

もあり、16.5m、町の指定避難場所、さらに上への 2 段階の避難をしたら助かり、銀行→

高台は 200m、数分で避難できて、避難場所は当初高台であったのが、屋上に避難、高台に

病院、1 階は浸水しても、上に行くと助かり、銀行の屋上では足りず、遺族は、なぜ高台に

避難しなかったか、疑問であり、昨日はここで法要、25 歳の息子さんを亡くされた遺族の

方、近くに避難場所があるのに、屋上にいて亡くなり、これが疑問で、今も毎日自問自答し

ている、どうしてあげたらよかったか、悪夢であってほしいが、悪夢ではなく現実、目が覚

めて息子がいない日々を 6 年繰り返してきたと言われて、どうしてあげたらよかったかを

繰り返した 6 年、入行 3 年目、これから活躍、結婚の予定もあり、息子の命をなぜ守れな

かったか、なぜ屋上に避難させたのか、遺族は銀行を相手に裁判をして、安全配慮義務を果

たしていなかったとしても、最高裁で遺族は敗訴、宮城県の津波の指針は 6m、気象庁も 6m

と予想して、20m の津波は予測できなかったとして銀行に落ち度なし、しかし遺族は納得

できず、遺体の見つかったのは 4 人、8 人は見つからず、潜水士の免許を取って女川の海に

潜る人もいて、高台に避難したくても、上司の指示で屋上、業務命令に反せず、しかし、関

西にもたくさんの企業があるが、働く人の命を守る義務があり、リスナーの皆さんの会社で、

働く人たちの命を守る体制はあるのかと、千葉さん訴えられました。 

 

 千葉さん、女川は夜が明けて、しかし海がたくさんの命を奪ったとは思われず、被災地の

声を聞いて、会社の命令に反して避難できず、会社には従業員の安全を守ってほしいと言わ

れて、野村さんも、東北から、ここは大丈夫と思ったらダメ、いつ地震、津波が来るかわか

らない、必ず逃げて、という声であったのです。以上、今週のネットワーク 1・17 でした。 
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[civilsociety-forum:15659] 

毎日放送ラジオ 伊東正治のミュージック・バル（2017/3/11） 三上

智恵 標的の島、風かたかを語る  

 

 

 2017/3/11, Sat 19:30 

 永岡です、毎日放送ラジオの、伊東正治のミュージック・バル、内容は 3・11 で東日本

大震災と沖縄の映画特集、ゲストに、映画監督の三上智恵さんが出られました（この番組は

音楽番組ですが、映画のことも時々やります）。 

 2011 年の東日本大震災 6 年、大阪・十三の第七芸術劇場で、岩手のことを描いた映画が

公開されて、陸前高田市のこと、英語で手記を書かれる方、佐藤さんが独力でプレハブのお

店で種を売り、営業をしても、店に誰もいなくなると 3・11 のことを考えて、監督はなぜ

英語なのかと聞くと、佐藤さんはあの苦しい思いを日本語は書けず、中国語や、スペイン語

でも書こうとして、コンビニしかない光景を描いています 

（http://nanagei.com/movie/data/1126.html ） 

 3/19 に、福島での声楽のコンクールが開かれる予定が震災で中止になり、そこで演奏さ

れる予定であった曲もこの日、取り上げられました。夏川りみさんの、明日と言う日です。 

     

https://www.youtube.com/watch?v=6tL6GJavZPI 

 そして、三上さんのインタビュー、標的の島、風かたか（  

http://hyotekinoshima.com/）伊東さんの元同僚であり、夕方のニュースを伊東さんをされて、

それのスタッフ、その後琉球朝日放送に行かれて、三上さんの 3 作目の映画、辺野古、高江

の基地建設の反対だけでなく、石垣島や宮古島の自衛隊の基地建設を取材されて、今ドキュ

メンタリーで活躍される三上さん、先日、電話でお話された内容で、一昨年三上さんの戦場

ぬ止みをこの番組で取り上げて、標的の島は 3 作目、風たかたの意味、標的の島は沖縄と

皆さん思うでしょうが、標的の村は高江が舞台、ヘリパッドの建設を取り上げたものなのに、

あまり報道されておらず、高江の 150 人の集落が訓練の標的にされて、しかし高江は訓練

→3 作目は島自体が標的、訓練ではなく、実際の戦争の標的になり、このタイトルを三上さ

ん残酷すぎると思われて、風（かじ）かたか、昨年の 4 月の沖縄で、女性が暴行されて殺害

された事件、6 月の抗議集会に 65000 人集まり、女性歌手の方がわらべかみを歌うもので、

http://nanagei.com/movie/data/1126.html
https://www.youtube.com/watch?v=6tL6GJavZPI
http://hyotekinoshima.com/


  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

144 

 

これは沖縄の人なら泣くもので、しかし三上さんは泣いていたら映画は撮れず、名護市の稲

峰市長、犠牲者が名護市に生まれ育ち、かじかたか、強い雨から子供を守る意味で、沖縄は

平らな土地が多く風が強く、農業に風対策が必要で、それもかじかたか＝強いものから弱い

ものを守るもので、稲嶺氏派はかじかたかになれなかったと泣かれて、親は子供を守り、自

分がかじかたかになるべき、過保護ではなく、自分で歌われる曲、昨年 4 月から歌えず、沖

縄の子供たちが暴行されて、殺される、どうやって守れるか、であり、65000 人の集会か

らこの映画になり、辺野古の映画から、石垣島、宮古島にミサイル基地、自衛隊の基地を作

る計画があり、高江と辺野古を前 2 作でやって、しかし米軍基地の問題ではなく、自衛隊

の基地の問題で、先島諸島、沖縄本島の先にある島であり、それぞれの島に特徴があり、全

く異なる色の文化があり、そこには米軍基地はなく、そこに 2015 年に、800 人のミサイ

ル部隊を置くと新聞で報じられて、エアシーバトル構想、これはほとんどの方が知らないも

ので、アメリカの戦略で、海と空から中国の進出を防ぐもの、日本列島→北海道～台湾、フ

ィリピンを防波堤に見立てて、これの中に中国を閉じ込めるのがエアシーバトル構想、沖縄

だけでなく、日本全体が防波堤にされて、軍事戦略には触れないといけなかった。 

 宮古島、石垣島の取材をしっかりされて、大変だと伊東さん指摘されて、三上さん、辺野

古、高江だけでなく、5 カ所の関わるもので、しかし中には村祭りも入り、沖縄文化も取り

上げられて、どうしても落としたくないエピソードを並べたら 10 時間→切っても 6 時間

で、3 部作にしたかったが、それでも無理で、祭りを取り上げたく、映画のテーマに関わっ

ているので、落とせなかった。 

 今回、10 時間のものを 2 時間に編集して、関西は 4 月に公開、三上さん、関西では過去

2 作も応援してもらい、今回も大阪、京都、神戸のファンの方に、感謝のためにしたく、大

阪に行くのが楽しみで、軍事には様々な意見があっても、より良い結果は、判断してやるべ

きで、1 時間 58 分見られたら、沖縄のことがわかり、マガジン 9 に撮影日記

（http://www.magazine9.jp/article/mikami/32402/ ）もあり、この映画で、最近数か月の

ものがわかり、かじかたかという本も 3/25 に出て、4/8 から第七芸術劇場、アートビレッ

ジセンターで上映されます、以上、三上さんのお話でした。 

 伊東さん、三上さんは学生時代から沖縄が好きで、映画から発信しており、伊東さんから

エールがありました、以上、ミュージック・バルの内容でした。 

 

 

http://www.magazine9.jp/article/mikami/32402/
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[civilsociety-forum:15649] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/3/10） 東日本大震災 6 年、丹波

から東北の支援  

 

 

 2017/3/10, Fri 21:51 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、東日本大震災 6 年、昨日に続いて、丹波のボ

ランティア活動のことが取り上げられました。昨日の続きです。 

 丹波の災害支援ボランティアネット「丹（まごころ）」の皆さん、打田諭志さんが丹波総

局のスタジオで出演、いざとなったら役に立つのは顔見知り、4 年前に設立された丹は 17

回東北の被災地支援に入り、2014 年の丹波豪雨にも立ち向かい、そこに東北から支援も来

て、丹波と東北の 2 つの被災地、速方カメラマンの記録、南三陸に、毎回夜行バスで来る人

たち、被災地に丹波の紅葉を植えて、撮影して、互いの交流で、プラス思考になり、出会い

による成果があり、しかし打田さんは、宮城での活動の休止を一時決めて、福島の、原発被

災地の支援に重きを置きたいとして、去年、南相馬市の帰還をするためのところの支援を開

始、しかし人はなく、高齢者が多いのに、薬局、スーパーがなく、移染されても生活環境が

なくて、南相馬市には 1 割しか帰らず、ここに帰りたいと思ってもインフラなしでしんど

く、丹は 6 回南相馬市を訪れて、しかしメンバーの平均年齢は 70 歳に近づき、打田さんは

決断、ボランティアの募集は南相馬市に限り、しかし、丹波と東北の、心の交流は続き、シ

ニアの星であり、内田さんは、メンバーの高齢化が理由の一つであり、東日本大震災の津波

の被災地は一段落、原発の被災地にはボランティアに専門知識が必要で、ボランティア活動

も難しくなり、内田さんの今の心境、自分も会員も満足して、2014 年の丹波豪雨の際には、

東北のボランティアで顔見知りが増えて、東北からも助けてもらい、地理に詳しい人もいて、

丹波市でも活動できたのです。 

 この 5 年で、丹波と東北につながりも出来て、市内外の多くの方の協力により、丹波豪

雨だと助けてもらったことに感謝されて、打田さんのリーダーシップと、会員の努力の賜物

で、キャスターの小浜さんも、打田さんの努力をたたえられました。 

 ボランティア活動を地道に続けられる皆様に、心より敬意を表します。以上、サンテレビ

のニュースの内容でした。 
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[civilsociety-forum:15646] 

朝日放送ラジオ 堀江政生のほりナビ クロス（2017/3/10） 福島の農

業再生に取り組む 三浦広志さんのお話  

 

 

 2017/3/10, Fri 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、早耳通信、東日本大震災、

福島原発事故 6 年、農業再生に取り組まれる三浦広志さんのお話がありました。 

 南相馬市で農家→原発事故、無農薬の農家をやっていたのに、浜通り農民連、ＮＰＯ法人

野土（のまど、http://f-saposen.jp/ ）を作られた三浦さん、お電話でのお話で、かたやま

いずみさんの本が、『福島のコメは安全ですが食べなくて結構です』という本を出されて、

全袋の検査時に言われた言葉を、かたやまさんが衝撃を受けて、30kg のお米の袋を持ち国

会議事堂に立つ三浦さんが表紙で、三浦さんは交渉をたくさんされて、交渉相手は国、それ

ぞれの省庁、東電の本社、福島県の機関、南相馬市の自治体の担当課と日々交渉されて、南

相馬市の被災後の状態は、原発から遠くなると楽になり、津波の被害も復旧し、人口も少し

は増えても、避難指示解除のところは 10％戻るか、原発に近いほど復旧は遅れて、三浦さ

んの南相馬市のところは、避難指示解除でも、ライフラインなし、農地は復旧せず、そこは

3・11 のまま、手つかず、ＮＰＯ法人のまどは、フランスの方につけてもらい、三浦さんの

とらえ方、農業は土地と結びついて、そこを追われて日本中に散らばった人たちのことを差

すもので、福島の浜通りは野馬追のお祭りがあり、そこで散り散りになった人が集い、また

農業を、としてこの名であり、遊牧民には土地がなく、また復興する拠点にしたく、世界に

開かれた野の窓という意味もあり、福島の情報は、福島県内のものと、世界の情報に差があ

り、フランス人の方が、情報が無くなっても、生きている三浦さんたちに情報を発信してほ

しいとしてのもので、三浦さんもそれで頑張るとして、今やっているのは、放射能の徹底測

定を県としてやり、楽しく生活するための、のまどカフェをやり、農業は風評被害で、収入

のために再生可能エネルギー、今 3 メガの太陽光発電、さらに風力発電もやり、南相馬市

は 100％の再生可能エネルギー自給を決めて、原発で追い出された皆さんが、再生可能エ

ネルギーで復興を目指し、三浦さんはお米も作られて、今は宮城県の境で 6 ヘクタールの

土地、相馬で、田んぼアートをして、津波の被害から脱した田んぼでアートをして、種類の

違う稲を、7,8 種類植えて、プロジェクションマッピングを夏に田んぼでして、プロの方も

初のことで、馬の走るものであり、大変に盛り上がった。  

 そうして、人が集まるように、であり、作られた農作物の放射線量は、最初は処理も分か

http://f-saposen.jp/
http://www.nouminren.ne.jp/newspaper.php?fname=dat/201504/2015040613.htm
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らず高く、2012 年から全袋検査、100 ベクレルを超えたのは 7 つあり、しかし今は

99.998％が 25 ベクレルで不検出、他の米の産地と同じで、数値を出して、安全かは食べ

る人の判断することであり、福島の米は安全で、農家として生きていくものを確保したく、

食べたくない人は、東電や国に責任があり、食べてもらえる米にしてもらうのは、国と東電

にちゃんとしてもらうことで、それで国、東電と交渉して、県は東電と交渉して全袋検査を

して、衆院、参院で農家として、全袋検査の予算と、東電に賠償を求めて、後は食べる人の

判断、福島での全袋検査を知っていたら、不安を持つ人はなく、しかし農家として、食べな

いならそれでも判断で、本には、福島のものを食べてもらうのには、広島が平和の都市に見

てもらえるまでの時間がかかり、原発事故の終息には 200 年かかり、三浦さんは今 57 歳、

後 20 年付き合えて、後につなげたいと三浦さんは、待つことが大事というのであり、堀江

さんかっこいいと言われて、三浦さん、津波で多くの方が亡くなり、地震で鶏が逃げて、そ

れを追っていたら津波に飲まれていたので、生きていたのがラッキーで、これからはマイペ

ースで行きたいと言われて、前へ向くことへの評価もスタジオであり、三浦さん、周りの人

たちの笑顔が支えと言われて、ＮＰＯ法人野土への支援は、ＨＰにあるものから関わること

ができて、福島の農作物を選別しないで食べてもらうのが、一番の支援、原発事故は次もあ

るかも知れず、その際に三浦さんは自分たちの経験から支援する、三浦さん、原発事故で、

自分の住んでいるところの回り 300km の原発は関係あり、原発事故のことを、福島に見に

来てほしい、福島に来ることは、価値があると言われて、堀江さんもエールを送られました、

以上、三浦さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15645] 

毎日放送ちちんぷいぷい＆朝日放送キャスト（2017/3/10） 森友学園

問題＆ＴＢＳラジオデイ・キャッチ！ 武田一顕、中国を語る 

 

 

  2017/3/10, Fri 17:24 

 永岡です、毎日放送の、ちちんぷいぷい、本日も森友学園の問題、解説委員の奥田信幸さ

んの解説で（この放映の後、森友学園が小学校の申請を取り下げました）、画面が疑惑で一

杯になるもの、国有地をタダで払い下げ、極右教育、鴻池氏のこんにゃく、籠池氏の経歴詐

称 etc、昨日は籠池氏が現れて、ＭＢＳでは籠池夫妻に独自インタビューもあり、籠池氏は
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調査開始 20 分で出てきて、大阪府も、副園長が職員の写真を撮って退室、そして、ＭＢＳ

（ＴＢＳ）は自宅前で籠池夫妻を直撃、詢子氏、テレビで悪人のように言われて、応援のメ

ールもたくさんもらったと言い、しかし、詢子氏が園長を務める保育園の補助金不正受給問

題、補助金は返すと言い、鴻池氏の発言、こんにゃくを無礼者と突き返した件は、籠池氏は

答えずであり、報道局の奥田さん、カメラの前で取材されて、詢子氏にインタビュー時、最

初は笑顔、しかしその後報道に文句を言い、籠池氏も主張するばかりで質問には答えずであ

り、これまで審議会の内容が漏れて、お前が漏らしたと職員の写真を撮っており、先ほどの

インタビューの時とは全く異なり、府の職員も対応できず、府は、次は詢子氏は来るな、理

事長と弁護士のみで来るように、としたのです。 

 そして、建築業者の社長が、森友学園に頼まれて 3 種類の契約書を書いたことについて

しゃべり、籠池氏は 7.5 億と言うものの、建築業者の社長は顔出しで、3 種の契約書を、補

助金目当てに少ない金額で書いたと証言して、23 億は最終的な見込みというもので、補助

金をもらい損なわないためというもので、契約書 3 種類はもちろん問題であり、木造建築

への補助金をたくさんもらうために多く書いて、15 億は関西エアポートに、これが正しい

数字と社長は言い、教育長もこれを認めて、私学の認可のために 7 億、府に経営状況を良

く見せるためであり、社長は森友学園に頼まれてと言っても、誰の指図かはわからず、しか

し籠池氏は 7 億というもので、認可されるために低い金額を出して、石田英司さん、これ

なら審議会も怪しいとして条件付き認可として、経営の問題があり、財務状況と教員の確保

の問題、教員は決定せず辞退であり、これは 4 月開校はできるのか、認めても開校できな

いと、子どもがかわいそう。 

 今後の認可について、私学課は、オール大阪でやっており、数字が嘘なら認可に響き、建

設費 15 億と、言っていた 7 億と異なり、しかし石田さん、府が額を調べなかったのも問題

と言われて、奥田さんも、問題が浮上していなかったらこのまま開校して問題を起こしてい

たかも知れないと締めくくられました。 

 

 その、森友学園の小学校設置認可取り下げ、朝日放送のキャストで取り上げられて、その

上に籠池氏は理事長を辞任し、富阪さん、昨日は永田町は恐れていたと言われて、井上公造

さん、実質の運営は詢子氏がやっていたとも言われて、しかし塚本幼稚園は運営するという

のです。 

 籠池氏、尻尾きりは止めてくれと、実名こそ挙げないものの、政治家の関与を言い

（youtube の内容を SESSION-22 で文字起こし、http://www.tbsradio.jp/127093 ）、稲

田氏と会ったと言い、稲田氏に確認のために国会に行くと、稲田氏は雲隠れ、傍聴用の出口

http://www.tbsradio.jp/127093
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から出てしまい、今朝も直撃して、稲田氏は答えず、しかし籠池氏の言及したのは稲田氏だ

けでなく、ＡＳＳがしつこいと 2/24 に言ったことにも言及して、政治家と今後、どうする

のか？ 籠池氏は昨日、小学校を開設させてくれと言い、今日は取り下げであり、建設費に、

工事費用では 3 つの金額の異なる契約書を出して、施工業者は正しいのは 15 億と言い、司

会浦川泰幸さんも、籠池氏は政治に接近しようとしていたと語り、籠池氏はＡＳＳと直接電

話しており、全くの見ず知らずではなく、浦川さん、国会に呼ぶべきと締めくくられました。 

 

 ＴＢＳラジオのデイ・キャッチ！ 武田一顕さんが、王毅外相について語られて、アメリ

カとの関係改善、しかし韓国の「THAAD（サード）」に異議、米韓軍事演習にも異議で、北

朝鮮についての中国の立ち位置について、日本からは中国に何とかしろと言うものの、北朝

鮮の核は米朝の問題で、中国は 6 か国協議でやるものとの立ち位置がはっきりして、中国

から北朝鮮に言う力がなく、中国と北朝鮮の関係は悪化し、しかし中国にとって北朝鮮のあ

ることは重要で、中国は資本主義国家と国境を接したことはなく、北朝鮮が無くなり韓国に

飲み込まれたら、アメリカの同盟国と国境を接するのは嫌で、中国には北朝鮮のことを止め

るつもりはなく、お手上げ、アメリカにやってくれであり、しかしサードのことは、韓国の

安全保障に良くないと王氏はいい、サードはミサイル防衛、韓国は家に鍵をかけたい→中国

は鍵をかけたら、中国が韓国を攻撃できないと、普通には言えないことを言い、しかし韓国

の大統領選で、サード見直しもありえて、王毅氏はラッキーボーイ、小泉政権→第 1 次安

倍政権で安倍氏を中国に連れてきて、トランプ氏は中国にとって、刺激することを言わず、

ワシントンの中国の大使は、トランプ氏の娘娘を押さえて、イヴァンカ氏は春節に中国大使

館に行き、その娘は中国語が堪能で、王毅氏がトランプ氏を篭絡→習近平氏には、米中関係

は王毅氏に任せたらＯＫ、全人代で王毅氏は出世し、しかし王毅氏は日本に譲歩したらアウ

トで、王毅氏は日本が心の病というのは、強気に出るのが習近平氏の好みで、日中関係はし

ばらく良くならないと言われて、政治家は水商売、ツキがないと出世せず、強硬な人と日本

は付き合わないといけないと言われました。以上、ちちんぷいぷいとキャスト、デイ・キャ

ッチ！の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15638] 

市民のための自由なラジオ（第 50 回）（2017/3/10） 徹底究明、森

友学園の問題 私たち国民の財産をうやむやにはさせない！福島伸亨

議員、田中龍作さんのお話、塚本幼稚園の保護者の証言 

https://ja.wikipedia.org/wiki/THAAD%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB
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  2017/3/10, Fri 11:13 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！ 第 50 回、今週はジャーナリストの

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。 

 

 

 

 

 

 今回のテーマは徹底究明、アッキード事件（(c)山本太郎氏）、森友学園の問題、民進党福

島伸亨（のぶゆき）議員がスタジオで出演、ジャーナリストの田中龍作さんが電話出演され

ました。元経産省の官僚でもある福島氏の観点からアッキード事件を斬られます。自由なラ

ジオで、昨年 11 月に、森友学園問題を最初に電波で取り上げて（西谷さん司会、白井聡さ

んゲストの会に、木村真さんを出した）、国会でも大きく報じられて、大疑獄事件になる可

能性があり、今西さん 3 月 2 日に議員会館に福島氏を訪ねて、さらに田中さんのお話、塚

本幼稚園の保護者の声（プライバシー保護のために、声は加工されています）も報じられま

す。 

（収録は 3 月 2 日で、その後の状況はフォローできていないとのことです） 

 今回は LIGHT UP！ジャーナルはお休みです。 

 まず、福島議員のお話、茨城県出身、1 区で 2 期目、経産省でエネルギーを鴻池氏とや

り、今回の放送は森友学園とＡＳＳ夫妻、財務省の関係を福島氏が追及しており、大阪府豊

中市、伊丹空港から数 km のところの 8700 平米の土地、2015 年に借地→国有地翌年に売

却、1.34 億、ところが隣の土地を豊中市が 2009 年に 14 億で購入されて、この問題は価

格が公表されず、随意契約では公表しないといけないのに、これのみ公表されない→調べた

ら評価額の 1/10、怪しいと思い、福島氏は役人で、今回は前例のないことをやり、何か力

が働いていたか、経産省から見たら、財務省は日本一ケチな役所、しかし国民の財産を最も

高く売るべきで、こんなことはよほど大きな力がいる、チンピラ議員なら話にならず、調査
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を始めた。 

 自民の鴻池氏が、籠池からこんにゃくを出されて突き返して、口利き依頼を受けており、

福島氏、毎日鴻池氏と一緒にいて、彼は金を受け取らない、資産は 8 万、ダチョウの特区を

鴻池氏と見て、8 人受け取ったら資産倍増、金には潔白で、しかしこれは鴻池氏が言っても

財務省は動かず、もっと大物の力が必要で、野党も調査して、マスコミも調査するが、政府

が調べるべき、安倍晋三小学校として寄付金を集めており、役人と政治家の関係、迫田氏は

参考人招致を求めて、聞き取り調査をして、10 億の土地が 1/10 になった疑念を晴らすべ

き。 

 10 億の土地がなぜ 1/10 になったか、ゴミがあると財務省、近畿財務局は撤去費用を 8

億と見積もり、評価額は 9.56 億、1.34 億で森友学園は土地をＧＥＴし、しかし福島氏、

ゴミはヒ素、鉛があり、その撤去費は工事した人に国から払い、すでに 1 億以上国は森友

学園に払う→さらにゴミが出てきたと森友学園は言うものの、何のゴミがあってか、情報は

開示されず、8 億は杭を 9.9m 打つためのもので、校庭は 4m→ダンプカー4 千台の大工事

になり、福島氏、ゲートボールしている周囲の方に聞いても、もちろんダンプ 4000 台など

来ておらず、近隣のマンションの住民も、9.9m の工事はしていないと証言し、これらはウ

ソで、今西さんも、ダンプ 4000 台なら大渋滞で住民のクレームが来ると言われました。 

 そして、昭恵氏が、塚本幼稚園に何度も行き、小学校の名誉校長になり、安倍晋三記念小

学校と名乗る予定で、籠池氏は昭恵氏に、安倍晋三記念小学校の内諾を得て、寄付を募る用

紙も配布して、これで寄付を集めるのは、2014 年、ＡＳＳ（Abe Shinzo Shusho(c)想田

和弘さん）が総理で、総理就任前に記念小学校としていただけでなく、これは詐欺であり、

安倍晋三記念小学校を作ると言って寄付を集めたら詐欺で、森友学園は資金がなく私学審

議会から問題視し、寄付金が集まるかが学校の成立する鍵で、それで総理（就任後）の名前

を使ったら詐欺であり、ＡＳＳは訴えるべき。 

 ＡＳＳは法的措置を取らないと、菅氏のことを出して逆切れしたが、訴えない＝共犯であ

り、白黒つけた方が総理のためであり、そして財務省と近畿財務局、大阪府の対応が、近畿

財務局が押し切り、安倍晋三記念小学校のためか、森友学園寄りにやっており、トラック 1

台分の書類提出、義務教育で、通帳など慎重に調べて認可するのが学校なのに、今回物分か

りがよく、学校を作るのに基準がとても厳しいのに、籠池氏はそれを易々と突破、お金も分

割で、今は籠池氏黒字、自分の懐も痛まない＆補助金ももらえて、こんなおいしい話が籠池

氏のみにあるのはおかしい。 

 今西さん、大阪府が私立の設置基準を緩めて、タイミングよくやっていると言われて、籠

池氏は絵を描けるタイプではなく、大きな力が働いているか、福島氏、麻生氏は適切と言う
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ものの、異例なもの（今回が初）をいくつもできるのは役人だけで、役所がアドバイスをし

ていると思い、補助金ももらい、分割払い、借地→買う、ゴミの出るタイミングも良すぎて、

本当にゴミはあるのか、民進党の視察で、取るまでもないゴミであり、そして財務省が、ゴ

ミの有無を確認しておらず、土地は国民のもの、財務省の役人のものではなく、損をするの

は国民で、この件のみおかしく、瑕疵担保条項で 8 億引いたと言うものの、こんなことを

許したら、商品を買って傷があったら値引き、これはその筋の人のやることで、これを認め

たら、国は全て値引きを求められて、おかしいし、仮にそれなら違う契約で、ゴミの撤去費

用をちゃんと算出すべきで、共産党宮本氏の追及で、2 回目のゴミの出ていないときに、ゴ

ミの撤去費用は 10 億以上となり、そうなったら土地より高くなり、これは初めからこうい

うシナリオが出来ていたと思われて、前日の鴻池氏のメモもつなぎ合わせると、出来レース

で、入口も出口も決まっており、最初から調査する気もなく、賃貸から売買、タダにするシ

ナリオがあったと思われて、どこで誰が何をやったか役所が出さないと、疑惑は晴れない。 

 鴻池氏の話もあり、森友学園と政界の問題も出て、あらゆることが森友学園の思うままで

あり、福島氏、国会でどう追及するか、衆院は予算が通過して、総理に聞けないが、参院で、

籠池氏と昭恵氏、迫田氏らを参考人招致すべきで、天下り問題も政府で調査してやるべきで、

福島氏は文科省の委員会などで追及したく、この瞬間も新しい情報が寄せられて、新たに加

計学園の件もあり（週刊朝日が報道）、これは籠池氏や森友学園のみではなく、国有地を特

定の人に学校を作らせる場合に、便宜を図る構図があると仮説を立てて、何か大きな力があ

ると思われるのです、以上、福島氏のお話でした。 

 皆様に、自由なラジオへの寄付をよろしくお願いします。 

 ここで音楽、東日本大震災の被災地はまだ寒く、22 年前の阪神・淡路大震災の被災地で

流れた、春よ来い、松任谷由実さんの曲です。 

 

 そして、ジャーナリストの田中龍作さん（http://tanakaryusaku.jp/ ）のお話、お電話で

の参加で、瑞穂の国小学校、地中からのゴミの問題、田中さんは現地取材されて、ゴミがあ

っても 8 億、ダンプ 4000 台のものはなく、そんなものは掘り返されていない、住民も異

口同音に言う。ゴミ撤去と言うものの、仮置き、掘り返しをしているが、建築廃材など、田

中さんがブログに上げておられるように小さいもので、2/18 に民進党の現地取材の際に、

森友学園が仮置きした土地は高さ 5m、豊中市の環境課が認めており、民進党の玉木氏が追

及する前に、建築廃材がむき出し→玉木氏の追及後、森友学園は仮置き（1 年）を搬出して

おり、今西さん、1 年も仮置きするかと言われて、田中さん、追及の後で処理をしていると

言われて、現地のゴミの模様は、ちょこちょこ、生活廃材、建築廃材でそれほどの量ではな

http://tanakaryusaku.jp/
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く、8 億も撤去にいるのかと今西さん聞かれて、田中さん 8000 万円も要らない、高さ数 m

で大して掘っていない。 

 地元の人がなぜ執念深く見ているが、ここは区画整理で、文化住宅の人たちが立ち退きさ

せられて、阪神・淡路大震災の仮設住宅もあり、区画整理で家を立ち退きされて、その理由

は公園ができるからでそれで区画整理に同意→そこにいわくつきの学校が出来て、住民は

それに怒り執念深く見ており、豊中市の業者からのヒアリングと、田中さんの住民の取材は

一致しており、撤去すべきゴミはなく、ゴミが出るとして枠組みが出来て、玉木氏の追及で、

悪臭のするゴミがあると言うのは、あそこはどぶ川で、昔は何もかも捨てて、悪臭がして当

然であり、ここにお金をかけて除去すべきものではなく、田中さんは、森友学園を優遇する

枠組みがあったと思われる。 

 鴻池氏の名前も出て、これからまだ広がる模様で、田中さんは「これはまだ疑獄の入り口」、

奥に巨悪があると言われて、田中さんも寄付を募って活動されて、今西さん、またスタジオ

に来てほしいと締めくくられました、以上、田中さんのお話でした。 

 

 さらに、森友学園のルーツは 1956 年創設の塚本幼稚園にあり、1971 年に学校法人にな

り、塚本幼稚園は学校法人の資格を持つ初の幼稚園で、教育勅語を柱、軍歌などの指導が幼

稚園児に適切なのか、今西さんは塚本幼稚園に子供さんを通わせている親御さんの話を取

材されました。 

 塚本幼稚園は、保護者に、中国人、韓国人は悪者と教えており、帰化されている韓国人の

方に、炭酸飲料を飲ませているとなど誹謗中傷、差別になると抗議したら、副園長から手紙、

中国人、韓国人は嫌いと言われて、子どもを退園させて、子どもも、食事中にお茶を飲めず、

幼稚園では食事に飲み物は出さず、昔の海軍のやり方で、喉が渇いて、幼稚園児は飲みたい

のに、トイレに頻繁に行くからとダメ、夏も水筒から水が減らず、おもらししたら、2 歳の

子供なら失敗して、お尻を叩かれて、替えのパンツをカバンに入れず、赤ちゃんのように謝

らないと替えのパンツをもらえず、食器の入っている排泄物のついたパンツを入れさせら

れる。 

 教育勅語は理解させず暗唱させているだけであり、教育勅語の書かれたせんべいを買え

と言われる、教育勅語、軍歌について、この方は右でも左でもないが、嫌と言えないものな

のです。 

 今西さん、保護者の協力で取材されて、他方塚本幼稚園を取材、籠池氏も取材して、教育

はされていても、保護者の意見を聞くと、幼稚園の教育として、疑問を持たずにはいられな

いと言われるのです。 
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 今週の内容、今西さん、3/2 に収録で、森友学園の問題は日々動き、放送時に事実関係も

変わるかもしれない、しかし政権を揺るがすかもしれない問題を、自由なラジオが最初に放

送したもので、自由なラジオはマスメディアの放送しないものにこだわると締めくくられ

ました、以上、今週の自由なラジオでした。 

 

 

[civilsociety-forum:15634] 

朝日放送おはようコール（2017/3/10） 中川譲がアッキード事件、森

友学園問題の籠池氏の問題、なぜ行政に厚遇されたか他を語る 

 

 

  2017/3/10, 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、森友学園問題ばかり、朝日は建築費の虚偽契約、読売も同じ、

毎日は小学校不認可へ、産経も建設費の過少記載、日経は企業が知的財産をタックスヘイブ

ンに置くことを規制するものです。 

 

 そのアッキード事件（(c)山本太郎氏）、森友学園問題、籠池氏のワンマンショーパート 2

（SESSION-22 に次ぐもの）を昨日 you tube で配信、続いて小学校予定地で大演説会、

認可妥当とされたからやっている、仕組まれたと被害者意識など一方的に言いまくるだけ

であり、疑惑の核心には答えておらず、もうツッコミどころ満載の大演説、記者の質問に答

えず、大阪府の現地調査の場に来て、認可の半分の場なのに、2 時間の予定の調査は 20 分

で打ち切られて、さらに副園長が参加者の写真をガラケーで撮っていた（マスコミに役人が

情報を流していると文句をつけて）のでこれを止めるように言ってゴタゴタで説明会は中

止、しかし私学課と籠池氏の言い分は真っ向から対立して、全く話にならず、動画配信では

自分が犠牲者と言い、尻尾きりは止めてくれと言い、日本国のためにやっている、私がやら

ないと誰がやるのかとか（キャシャーンか！）、認可妥当とならなかったら建ててない、不

認可なら府に賠償請求、政治家とはよく知っている人もいるとして、海陽学園の推薦枠のこ
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とも現在進行中と言い、認可しないと大変なことになるとまくし立てて、総事業費は 7 億

だとして、スタジオでは一方的に喋りまくり、記者の質問に答えていないのに疑問の声もあ

り、またマンション偽装や戸塚ヨットスクールとの似ているとの声もあり、しかし認可は絶

望的であり、明らかにすべきことはまだまだ残っており、これについて中川さん、お金の構

図がはっきりしてきて、尻尾きりに注目されて、籠池氏に行政が親切にお膳立て→とかげの

尻尾があるなら、頭＝政治家、大阪府があるわけで、彼らがお膳立てしてくれて今があり、

今取り消すなら松井知事が関係して、国政で稲田氏と 10 年前に会っているが、しかし 2 年

前にも会い、ＡＳＳ（Abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）とも関係があり、ＡＳＳは最

初評価→手のひらを返したように批判で、かなりはっきりと、籠池氏と稲田氏とＡＳＳの関

係がはっきりして、訴訟になったら、籠池氏の言い分にも一理あり、不認可となったら土地

を返すもので、しかしこうなって裁判になったら、大阪府も審議会で問題としながら認可し

ており、籠池氏はそれで建物を建てて、事実が明確化するが、籠池氏はこんなワンマンショ

ーで言いまくるのではなく、国会で真実をちゃんと話すべき、官邸が籠池氏に言わせたら何

が出るか恐れて参考人招致をしないのはおかしいと言われました。 

 

 森友学園は、系列の保育園でも、不正に補助金をもらっていたことが判明、専従の園長が

いたら補助金がもらえるのに、園長は塚本幼稚園の園長（籠池氏の妻）を兼任して専従では

なく、ＡＢＣが取材しても答えず、松井氏は悪知恵と言い、大阪府は不正があったら返還を

求めるとして、2011 年設置の保育園、3400 万不正に受け取っており、中川さん、行政の

谷間であり、文科省など二つの役所が絡み、行政に責任があり、大阪府がチェックすべきで、

そして籠池氏は行政を甘く見て不正をしており、行政が森友学園をここまで優遇したのは

なぜか、永田町では特殊な力が働いていたとの見方が有力だと指摘されました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日 1 面、務台復興政務官が、台風の被災地視察で長靴なし

で批判されて、しかしパーティーで長靴が儲かったと言って辞任、中川さん、語るに落ちる、

高木大臣にパンツ疑惑があっても官邸は守ったが今回は辞任で様子は変わってきたと言わ

れて、毎日の記事で、福島の 13 自治体が 2020 年までに復興事業は終わらないと 4 割の自

治体が答えて、津波の被災地と原発事故の被災地で異なり、中川さん、2020 年はおろか

30,40 年後も同じと言われて、朝日の記事で、ネアンデルタール人が植物で悪化した歯の

痛みを治療していたこと、中川さん、ネアンデルタール人は謎の存在、我々の直系の祖先で、

滅ぼされたものの文化が受け継がれたことを意味するものだと言われて、朝日の 4 面の記

事で、民進党に新キャラ、ミンシンが出て、しかし中川さんは民進党がそんなことをしてい
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る場合かと言われました。以上、中川さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15628] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/3/9） 東日本大震災 6 年、人と

人のつながり、丹波から東北へ、被災地で活躍するシニアグループ丹

（まごころ） 

 

 

  2017/3/9, Thu 21:53 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、東日本大震災 6 年の特集、いざという時に

生きるのは顔見知りの輪であると、兵庫県丹波市から東北を支援される、丹波の災害支援ボ

ランティアネット「丹（まごころ）」、メンバーは丹波市民で、平均年齢 65 歳以上、これま

で 16 回東北支援をされた「丹」について、丹波総局の速方重幸カメラマン（68 歳）が同

行取材された報告です。 

 東日本大震災、2556 人が行方不明、15000 人以上亡くなったもの、復興住宅への転居も

進まず、仮設住宅に残った人も多く、速方さんが丹の活動を記録、リーダーの打田さんは 69

歳、シニアの皆さんがボランティアとして頑張り、記録するために、東北まで車を走らせて

おり、宮城、福島でボランティア活動、丹波市からバスで東北に向かい、2014/7 には速方

さん同行取材、南三陸町には津波の爪痕が残り、被災者の心の傷も深く、住民は仮設から 3

年で出られると思ったものの思わしくなく、農業を復興される皆さんに協力して、被災地で

は大変に喜んでもらい、声を上げて笑うことの少ない皆さんに、丹の皆さんは力になり、こ

の絆が続くことを願い、繰り返し東北を訪れる丹の皆さん、来てみたら、被災者の子供さん

が泣いて喜んでくれて、また来ると言ったら、そのようにまた来た人は少なく、それで、被

災地の方の言葉は、遠くの丹波の皆さんに重く、丹は 2012 年設立、和歌山の那智勝浦の台

風被災地に支援に行ったのが最初で、東北での活動を続けていた際に、丹波が 2014/8 に

豪雨に襲われて、それまで経験したことのない豪雨で、速方さん必死にカメラ取材、91 ミ

リ／時間の豪雨、1 人死亡、1500 棟の浸水、広島豪雨災害と同様で、各地からボランティ

アの方も来てくれて、丹の行った東北・七ガ島からもボランティアに、恩返しと、地元の海

産物を持って来てくれて、丹波が支えられる側になり、災害は大小は関係なく、被災者には

大変で、そして丹は翌年東北にボランティア活動、繰り返すことで、つながりの強さを感じ
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て、また会えたと言う意味は大きく、丹波に炊き出しに来てくれた漁師さんとも再会、互い

のつながりを確認して、速方さん 3 回また同行、しかし丹は活動を一旦休止することにな

ったというのです。 

 シニアの皆さんが、10 数時間バスに乗って行かれるのです、以上、サンテレビのニュー

スの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15628] 

関西テレビワンダー 福島・浪江町の報告＆毎日放送ＶＯＩＣＥ

（2017/3/9） 南海トラフ地震の考察  

 

 

 2017/3/9, Thu 19:12 

 永岡です、今日の夕方、関西のニュースで貴重なものが二つありました。 

 まず、関西テレビの、みんなのニュースワンダー、東日本大震災、福島原発事故 6 年、新

実彰平記者が福島県浪江町を取材されました。浪江町の駅前は誰もいない町で、ここは 3・

11 の福島原発事故で避難勧告が出て全村避難、町には、建てたところの新しい家があって

も無人であり、行政区長の佐藤さんと新実さん回られて、家の庭には人間がいなくなり、イ

ノシシが跋扈して、そして、最新の調査で、浪江町に戻らない人は 53％にも及びます。こ

こは、福島第一原発から約 4km です。 

 その、福島第一原発を新実さん取材されて、道は舗装されて、移染も進んで線量は減って、

軽装備で 9 割のところが作業できるものの、2 号機の周囲は大変であり、2 号機と同じ構造

の 5 号機と比較して、2 号機は先日の調査で最大 650 シーベルト／時間、人が近づくと数

分で死亡のエゲツナイところであり、廃炉作業の最大の難関が、熔け落ちた燃料デブリの回

収で、政府はこの夏にどうやって取り出すかめどをつけるとっているものの、全く未知数な

のです（ちなみに、この燃料デブリのめどと言うのは事故直後からいつつけるとしながら何

回も延期されています）。 

 新実さん、浪江町の港を取材されて、6 年経って漁ができるようになったものの、漁港の

町は無人、津波でやられたままであり、白魚は、最盛期 1kg1 万円が、今や 1500 円、その

上に、漁をしても売る市場はなく、漁師さんも、マイナスからの出発と言われて、全く先は

見えません。 
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 浪江町に帰るかのアンケートに、帰らないは 53％、しかし 20 代 77％、30 代 71％であ

り、理由は原発でまた何かあったら怖いだけでなく、学校も病院もなく、商店もなく、要す

るに生活するためのインフラが全くないのです。タレントのピーターさんも、若い人は戻ら

ないのではなく、生活できないし子供も育てられないと指摘されて、新実さん、福島の闘い

は、廃炉まで何十年続くと、そして関西は福井に原発銀座を持ち、再稼働もあり得るが、そ

れを福島を見ることなくやってはならないと締めくくられました。 

 …福島を、もし小田実さんがご覧になったら、「これが人間の国か」と言われるでしょう、

福島には、今は未来が見えないのです。 

 

 そして、毎日放送ＶＯＩＣＥ、南海トラフ地震について、その前にスロー地震があること

が報じられました。解説委員の三澤肇さんの報告でした。 

 京都大学の地震研究所の山下さん、巨大地震の前に、スロー地震があると指摘されて、東

日本大震災の前にも、宮城沖で、半年かけて 20cm 動くスロー地震、そのために体は感じ

ず、これは、プレート境界の地震は、海と陸のプレートの歪が限界になって起こるのですが、

これはプレート境界の深いところは地盤同士が引っ付いてここは簡単には動かず、その手

前の、浅いところでその歪を受けてスロー地震が起こるとうもので、環太平洋地震帯で、こ

れまでに起こった巨大地震の多くで、このスロー地震が確認されています。 

 ここで起こった地震が、昨年 4 月 1 日の和歌山・三重沖の地震、これは 1946 年の昭和

南海地震以来の 70 年 

ぶりに、南海地震の震源域で起こった地震であり、そして、南海トラフ地震のポイントは日

向灘、ここではスロー地震が小規模で続いており、三澤さんは、これについて京都大の西村

さんたちの意見も入れて、日向灘は人間の足のツボに当たり、ここを調べると、全身＝南海

トラフ地震のことを知ることになるのです。 

 山下さんは、スロー地震から、どこで地震が起こるかの予測の可能性も示唆されて、3・

11 から明後日で 6 年、私も阪神・淡路大震災を経験して、地震こそ日本最大の脅威であり、

それへの備えはいくらあっても足りないと思いました、以上、ワンダーとＶＯＩＣＥの内容

でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15628] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/3/9） 谷口真由美 

アッキード事件を語る、籠池氏は潔白なら公の場に出るべき！  
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 2017/3/9, Thu 17:24 

 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、谷口さんのお話はやはり今日の森友学園、3 週連続で、

籠池氏が現地に行き、記者会見ではなく一方的に言いまくり、谷口さんはそれをご覧になっ

ていないものの、籠池氏は報道がおかしい、学校を作りたいとワンマンショー、記者の質問

に答えずと上泉さん言われて、思いのある学校を適正な価格で作るのはいいが、思いの学校

の内容は、田んぼに子供を落とす、田んぼは刈りこんだ株で危ないと農家の方も言われて、

あんなことをしてはアカン、教育勅語、元々のものを読んで賛同するのか？ 国会で廃止さ

れて、使えないものを使って、国会議員もそれを認めるのか？ 

 小学校は認められない方向で、建物を壊して更地にしないとならず、籠池氏はお金なしで

スタート、私学審議会は財政の不安でクレームをつけて、寄付金に頼りすぎ、しかし寄付を

集める根拠が安倍晋三記念小学校＆昭恵氏が名誉校長、昭恵氏は肩書を自由に使ってくれ

と言うものの、名誉会長、名誉顧問 etc の肩書を 20 以上使っており、谷口さんが気になる

のが、昭恵氏が昨日講演、昨日は国際女性デー、ヨーロッパ、アメリカでは男性→女性にミ

モザの花を送り、休んでもらう日であり、しかし昭恵氏、総理夫人だから会ってうれしいと

言われる＝私人ではないのに、公的な自覚がなく、昭恵氏に公務員が休みの日に同行してい

るが、公務として同行したと、2014、2015 年に塚本幼稚園で講演したのは公務だと政府

も認めており、それも渦中の塚本幼稚園、ＡＳＳの関与→公のものに、どんどんなってくる。 

 上泉さん、聞けば聞くほど学校がそんなに簡単に、安くできるのか、デタラメ書類で認可

されるのかと言われて、谷口さん、私学審議会の信憑性も無くなり、他の私学は激怒してい

る、他の私学は一生懸命やっているのに、森友学園はムチャクチャ＆籠池氏の経歴詐称があ

り、出向と出張の違い以前に、履歴書に出張と書かせないし、書類はアルバイトに書かせる

ものではなく、はてなマークのラッシュで、手違いではなく、籠池氏も出てきても質問に答

えずであり、上泉さん、籠池氏らを参考人招致すべきと言われて、谷口さん、証人尋問では

なく参考人招致をすべきなのに、自民党が拒否しているのは、潔白なら呼ぶべきで、しかし

自民は特段の事情なし＆民間人と言うものの、これだけ国の財産、国民の税金の問題があり、

自治省出向ならエリートなのに詐称で、昭恵氏が、自分が行ったら喜ばれる、しかし籠池氏

は民間人で呼べないと言うなら、姉歯氏は何か、姉歯氏は民間の土地、こちらは国有地であ

り、今のままだと自民党は絶対に呼ばず、公明党がどう出るか、また維新がどう出るか、お
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おさか維新がどうするかであり、民意は 70％が参考人招致を求めて、無茶ではなく、谷口

さん、殊更愛国と言うなら、国の財産に関して答えるべきであり、上泉さん腑に落ちないこ

とだけらけと言われて、谷口さん、籠池氏のいうこととやることの矛盾があり、籠池氏は自

ら行って、議員会館で記者会見すべきで、一人悪者と言われているが、悪者は一人ではなく、

2 時間ドラマを見ているならまだ 30 分、籠池氏は潔白と言うなら早く公に出るべきで、上

泉さん、来週はまた何が出るのかと締めくくられました、以上、谷口さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15627] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/3/9） 森友学園問題、アッキード事

件、奥田信幸さん、武田一顕さんのお話  

 

 

 2017/3/9, Thu 17:20 

 永岡です、アッキード事件、森友学園問題について、毎日放送のちちんぷいぷいにて、Ｍ

ＢＳ解説委員の奥田信幸さん、ＴＢＳラジオ記者の武田一顕さんのお話がありました。司会

はヤマヒロ（山本浩之）さんでした。 

 そして、今日は現地調査、籠池氏が来ており、メディアに対して講演会、契約書が 3 種

類、愛知の学校とのゴタゴタ、こんなムチャクチャな疑惑は前代未聞で、さらに、籠池氏の

主張が you tube にアップされて、30 分のワンマンショー、国会議員の関与をにおわせ

て、幼稚園のトラブルを否定、マスコミはウソばかりと言い、ピーコさんトランプ氏に似て

いると言われて、ヤマヒロさんも何を言っているのか、価格が 3 つ出たことの疑問を問わ

れました。また、思想信条は公教育で押し付けることはおかしく、ピーコさんもヘイトスピ

ーチやＡＳＳの持ち上げへの批判をされて、石田英司さんは、幼稚園で逆に戦争準備法案反

対と言ったら叩かれると言われて、しかしこの右翼思想は一旦おいて、金銭の問題を取り上

げるべき、国会が予防としていないものの、弁護士の森直也さん、呼びたくない人には困っ

た you tube と言われます。 

 教員リストに無断掲載、他の学校の先生の名前を載せて、この人は籠池氏に会って 2/25

に断り、しかし森友側は報告が遅れたと言うもので、府がこの校長に連絡を取りたいとした

ら、森友学園はそれを知らせず、私学課にこれだけのゴタゴタがあるのです。 

 そして、籠池氏の経歴詐称、自治省にはおらず、奥田さん、理由を聞いたらアルバイトが
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聞き間違い、出張→出向（ヲイヲイ…）であり、ピーコさん、アルバイトに責任を押し付け

る問題を問われました。中野雅至さん、自治省→超エリートと言われているのです。また、

関西大の法学部ではなく、商学部であり、ＭＢＳのスタッフは、関大は法学部のイメージと

言い、ピーコさん、こんな人は信用できないと言われます、スタジオでも失笑で、南光さん、

一方的に you tube はダメと言われて、奥田さん、メディアを選別して籠池氏は言い、Ｍ

ＢＳは応じてもらえないということです。ピーコさん、逃げようとして自分が一方的にいう

のみで、朝日新聞を恨んでいる模様と言われました。そして、記者の質問には答えていない

のです。 

 校舎の建築費、国には補助金目当てで多く（23.8 億）→補助金 5600 万ＧＥＴ、高いほ

ど、木造だと補助金であり、これを返すと籠池氏は言うものの、これは国が否定で、奥田さ

ん、これは増えても減ることはないと国も言っていると指摘されて、8 億値引き＋補助金の

ボッタマロン。 

 大阪府には 7.8 億、府には認可を求めるためには少ない方が認可されて、金額は工事で

変わるものではなく、同じ契約書で金額のみ異なるもので、しかしこれが問題にならなかっ

たら見過ごされたもので、縦割り行政の盲点を突いたものであり、見積もりではなく契約書

であり、建築会社は一つのみで、契約書の中身改竄は問題、2 つの数字は詐欺になり、松井

氏も問題視している。森さん、最初からだまそうとしているなら詐欺、違法性の可能性があ

ると言われて、南光さん、間違いではなく意図的と言われました。 

 ところが、関西エアポートには 15.5 億と出しており、空港に近いのでエアコンをつける

ためと言い、どれが正しいのか？ 南光さん、騒音がわかっているところにこれはおかしい

とも言われて、奥田さん、補助金に詳しいことが絵を描いていると言われて、工事請負契約

書があり、金額で 3 種類あり、ピーコさんは悪いことをしていると言われます（永岡注：こ

れは二重帳簿の一種で、民間企業なら特別背任が適用される可能性もあると思います）。 

 松井知事は本人に聞けと言い、しかし与党は参考人招致を拒否、これについて、国会王子、

武田一顕さんのお話がありました。 

 武田さんも、籠池氏のワンマンショーをご覧になり、you tube も見て、とかげの尻尾

きりにならない、仕組まれたとも言い、誰かに切られる→政治家の名前が出るか、であり、

尻尾きりなら、トカゲ＝政治家がいるわけで、武田さん、ＡＳＳ政権の発足後、4 年の政権

で長くなると忖度政治を役人が先回りしてやり、財務省理財局の動き、民進党は疑惑の総合

学園と言い、麻生氏は適正と逃げても、国民は誰も信用しない。 

 国会議員の感覚をヤマヒロさん批判されて、与党が参考人招致しないのは、違法性なしと

民間人は通らないと武田さんは言われて、しか籠池氏を呼ぶとあることないことしゃべら
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れて、昭恵氏が名誉校長なのは、いやいやとＡＳＳは言っても、籠池氏が喜んでと言うこと

もあり、今予算を審議しており、予算通過まで呼びたくなく、籠池氏を呼ぶとしても予算後。 

 参考人招致ではなく、証人尋問は、違法性が必要と奥田さん言われて、しかし国会で現金

だけでなく、商品券も贈賄になると言われて、森さんも商品券でも申し込みで贈賄と指摘さ

れて、石田さん、商品券をお見舞いと逃げていると指摘されて、森さん、逃げと指摘されて、

しかし民進党宮崎氏は 3 万でも贈賄と指摘しており、森さん、あっせん利得処罰罪の可能

性もあり、甘利氏の時と同じで、申し込み罪は受け取らないとだめ。 

 刑事告発されても、大阪地検が受理するか不明です。 

 再び、武田さんのお話、与党は籠池爆弾の恐ろしさを日に日に増しており（笑）、与党に

籠池爆弾の恐怖が行き、しかし武田さんは籠池氏を参考人招致せざるを得ない、大阪府議会

に、先に呼ばれる可能性があり、府議会は維新が第一党で、予算成立後呼ばざるを得ず、奥

田さん、籠池氏は様々な人に頼んでおり、国政の維新は参考人招致を求めており、私学審議

会もたった 1 ヶ月で認可しているのは問題、石田さんは一番の問題を府議会と言われまし

た。 

 そして、8 億の値引きについて、予算が通ってから参考人招致、いきなりの証人尋問は、

偽証罪の逮捕の可能性より、矛盾させて逮捕させることもあり、証人尋問は何を言っても疑

惑で、人民裁判になると武田さん言われて、まずは参考人招致が先と言うのです。 

 ややこしい話ですが、以上ちちんぷいぷいの内容をお送りいたしました。 

 

 

[civilsociety-forum:15624] 

朝日放送おはようコール（2017/3/9） 二木啓考が森友学園事件と参考

人招致、正男氏の息子の発言の背景を語る  

 

 

  

 2017/3/9, 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、朝日はグーグルが対抗措置、不適切な検索への対抗、読売は天
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皇退位の特例法を民進党が容認、要件の明確化が条件、毎日は視覚障害者の自立訓練をする

のは 1 割にも満たず、産経は森友学園小学校不認可の方針、日経は地方銀行に金融庁が特

別検査です。 

 

 アッキード事件、森友学園事件、大阪府の私学審議会が、小学校の不認可を言い出し、府

と国に 3 種類の建設費の契約書を出して、国に補助金目当て、府には認可目当て、関西エ

アポートに 15 億と出してこれも補助金をもらおうとして、これはまだ出てないものの、私

学審議会の梶田氏は学校にあるまじきとして、数年間認可申請を認めないペナルティを求

めて、野党は理財局長、籠池氏ら 6 人の参考人招致を求めても、与党は民間人や違法性な

しで却下しても、過去には耐震偽装事件など民間人も多く呼ばれて、あるいはＮＨＫ揉め井

氏や理研の野依氏も呼ばれて、参考人招致には強制力はなく、しかし証人尋問は偽証罪も問

われて、さらに、籠池氏の経歴詐称も発覚して、履歴書、2014 年に大阪府に提出、76 年

に自治省（今の総務省）に入省と書いてあり、しかし総務省はこれを否定し、そして雇う予

定の教員名簿に載っていた 60 代の男性は、引き受けていないと否定し、二木さん、普通の

会社なら多少の経歴詐称、決算の詐称では取引する相手はなくなり、百条委員会と同じと言

われて、松井知事も籠池氏の参考人招致を、と言うものの、自民は逃げており、話が面白い

からはダメと言うものの、二木さん、与党はゴシップのレベルにとどめたく、政治家の関与

はなかったとしたく、しかし国有財産という国民の資産が損失であり、国政の問題で、その

上政治家に後ろめたいものがあったと推察されて、しかし与党はゴシップのレベルにしな

いと、ＡＳＳ（Abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）や昭恵氏の問題になり自民にはヤバ

いことになり、しかしその自民の言い分ならおかしく、耐震技術は参考人招致、揉め井氏は

公共放送としての意味で、野依氏も先端技術の問題で呼ばれて、今回も呼ぶべきで、与党は

政権中枢が打撃を受けるのを恐れており、しかし結論をちゃんと解明すべきと言われまし

た。 

 なお、森友学園問題発覚の功労者、豊中市議の木村真さんが、情報公開を求めて国と争う

裁判、第 1 回の口頭弁論が 3 月 14 日に、大阪地裁の大法廷であります、木村さんのブログ

を示します。 

      

http://blogs.yahoo.co.jp/toyonaka_kimura/36231558.html 

 

 関西の皆さん、ぜひ傍聴に行ってください（傍聴席が満員なら、裁判所に、国民はこんな

http://blogs.yahoo.co.jp/toyonaka_kimura/36231558.html
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アホなことは許さないとの意思表示になります）、木村さんは籠池氏と財務局の人間を証人

として申請し、これが認められたら、真相解明の力になります、よろしくお願いいたします。 

 

 北朝鮮の問題、事件から 3 週間余り、殺害された正男氏の息子、ハンソル氏を名乗る動

画がインターネットに公開されて、名乗り、パスポートを見せて、しかし内容は黒塗り、父

が殺害されて、その数日後に撮影なら、遺体の身元確認のためにＤＮＡ鑑定のためにハンソ

ル氏の動向が注目されていた時期、オランダ、アメリカ、中国他に感謝と語り、専門家はオ

ランダ政府が身元を守っていると語り、この動画から何がわかるか、韓国政府はこの人物を

ハンソル氏と断定、千里馬を名乗る脱北者支援団体、痕跡を残さず周到な用意のものと、正

男氏の家族を安全なところに守り、これについて二木さん、動画は数日後だと動揺している

はずで、時間でカモフラージュしている可能性があり、ハンソル氏はどこにいるか、何のた

めか、千里馬の組織は分からず、ハンソル氏のメッセージのためのサイトで、発言の重要な

のは、正男氏が殺されて、ハンソル氏は 4 つの国の保護にあり、複数の国の支援を受けて、

殺されて 3 週間だが、ようやく彼が安全なところに位置して、狙われないところにいると

発信、情報を発信することができて、二木さんの推測は、ハンソル氏が北朝鮮の脅威の及ば

ないところにようやく行けたと思い、複数の支援する国が出たと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日 37 面、森友学園の名誉校長の昭恵氏、20 の団体の名誉

会長になっており、マラソンのことなど、昭恵氏は肩書を自由に使えと言い、二木さんは昭

恵氏にインタビューして、公人か私人か、二木さんは居酒屋でインタビューして、国の役人

がついており、公人であり、政府も公務と認めており、昭恵氏によって来たら認めるわきの

甘さがあると言われて、読売の1面の記事で、福島から避難している子供にいじめが44件、

児童は 7800 人いて、二木さん、いじめは問題で、震災から 6 年でもこれだけ帰れない子

供のいることが問題と言われて、読売の 37 面の記事で、大阪・新世界に星野リゾートのホ

テルが出来ることになり、二木さん、東京の大手町に建てているところ、押すな押すなの盛

況と言われました。以上、二木さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15619] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/3/8） 東日本大震災 6 年、兵庫

から東北へ 被災地支援の継続性  
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 2017/3/8, Wed 21:52 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、東日本大震災 6 年特集、ボランティアは年々

減る中、兵庫から東北と交流する活動が取り上げられました。支援の継続、遠く離れた兵庫

からの支援で、米山清美さん、西宮に住まわれて、元幼稚園の先生、子供たちが自然の中を

駆け回り、思い思いにやっており、ところがこんな場は、被災地には少ないのです。 

 米山さん、阪神・淡路大震災で被災、4 年後、西宮遊び場をつくろう会 

（  

http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/sugoist/interview/yoneyamakiyomi 

 ）を作り、出来ることをするとして、米山さんは東日本大震災発生後、岩手県盛岡市にボ

ランティアに行き、野田村の子供たちを招き、子供たちは今年の 1 月 17 日に、追悼の行事

に参加して、米山さん、交流することの大切さを、東北と西宮をつなぎ、子供たちが大人に

なったら考えてくれるというのです。 

 言葉に思いを乗せて支援する人々もあり、被災地に手紙を書く、早瀬由紀子さん、気仙沼

の高齢の女性と手紙をやり取りして、拠点の神戸市東灘区岡本では、気仙沼支援をして、学

生時代に商店街でアルバイトして、東日本大震災で、店長とともに被災地に行き、何ができ

るか、手紙を書いて、被災地を忘れない活動をして、商店街のポストを通して、被災地に手

紙を送り、被災地から返事が来たら文通が始まり、被災地に、少しでも笑顔が、として、早

瀬さん、多忙な中で、被災地の支援を行われて、子育てなどの中で、手紙での支援が有効と

思い、ＮＰＯ法人よろず相談所（http://npo-yorozu.com/ ）の牧秀一さん、阪神・淡路大震

災の支援、復興住宅の支援をされて、手紙、電話による支援が、その人との関わり合いをし

て、つながることが大事と言われます。 

 どんなに距離が離れていても、時間が経っても、心を交わすことが大切で、手紙は手書き

が好まれて、忘れないことを伝えることが大切で、震災 6 年、避難者はまだ 8 万人、東北

の震災は終わっておらず、忘れてはいけないのです、以上、サンテレビのニュースの内容で

した。 

 

 

http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/sugoist/interview/yoneyamakiyomi
http://npo-yorozu.com/
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[civilsociety-forum:15616] 

関西テレビ みんなのニュースワンダー（2017/3/8） 東日本大震災 6

年、神戸から南三陸町の商店街を支援  

 

 

 2017/3/8, Wed 19:08 

 永岡です、東日本大震災 6 年の特集、関西テレビの、みんなのニュースワンダーで、南三

陸町の商店街を阪神・淡路大震災の被災地、神戸から支援する取り組みが報じられました。

神戸新聞に、この記事がありました。 

      

https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201703/0009978184.shtml 

 

 南三陸町にさんさん商店街が、震災 6 年を前に復興オープンであり、理事長の三浦洋昭

さんは、震災前は鮮魚店を営まれて、焼き立ての笹かまぼこが食べられるお店で大繁盛でし

た。しかし、東日本大震災の津波で、南三陸町だけで死者 600 人以上、行方不明 200 人以

上、大変な災害であり、三浦さんたちは、震災から 7 か月、仮設店舗を作ることを決意し

て、これを支援されたのが、阪神・淡路大震災で最大の被害を受けた神戸の新長田の、大正

筋商店街の理事長であった伊東正和さん、大正筋でお茶屋さんを経営される伊東さんは、新

長田の商店街の復興に 10 年かかり、そして、新長田では、高層ビルを建てて、そのために

ランニングコストが高くなり、商店主たちが行き詰ったので、このような高層ビルのもので

はなく、仮設店舗→小規模店舗での、低いランニングコストで出来るものをと提言されて、

三浦さんたちは、2012 年 2 月に仮設店舗を再建して、そして被災地はかさ上げして、今回、

正式な店舗を再建されました、新しい商店街であり、商店主の皆さんは、待ちに待ったもの

であり、オープニングにはお客さんもたくさん来られて、伊東さんももちろん来られて祝福

されました。 

 しかし、住民はこの高台ではなく、内陸の、津波の来ないところに多くが移転しており、

周囲の人口は少なく、住宅地からここに来てくれるのかも未定で、さらに、大型スーパーの

建設の計画もあり、新しい商店街も、オープニングは客が来ても、そのうちに来なくなる危

惧もあるのですが、三浦さんたちは、元あったところにかさ上げして、そこに商店街を再建

したのは大きいものです。 

https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201703/0009978184.shtml
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 このような商店街の再建、これは神戸の長田でも、新長田ではなく、長田神社商店街の形

を参考にして、神戸でも、類似のものだと、私のいる須磨にあるジョイエールところは今も

にぎわっていますが、他方、震災後再建しても、その後行き詰った例もあり、菅原市場がそ

の例で、そして東日本大震災の被災地には、人口減少が阪神・淡路大震災よりしんどく、南

三陸町の皆さん、阪神・淡路大震災の被災者として、こうしてエールを送ります、以上、ワ

ンダーの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15616] 

朝日放送キャスト（2017/3/8） 森友学園問題  

 

 

 2017/3/8, Wed 17:15 

 永岡です、朝日放送のニュース、キャストで、森友学園の問題、籠池氏の経歴詐称他がト

ップで取り上げられました（他局は金正恩氏の息子の関係がトップ）。 

 籠池氏は自治省→奈良県職員、エリートと言っていた、元官僚と称しても、奈良県には

1977 年から数年、県の職員として働いており、官僚ではなく、大阪府にも虚偽報告、小学

校に雇う教師に、非常勤講師として載っている人は名前を使われただけ！ 府内の小学校

の教員で、ところが森友学園はこの男性が辞退というのみ。 

 国会では、野党がＡＳＳに籠池氏の証人喚問を求めて、自民は違法性なしと逃げており、

民進党榛葉氏は、自民がくさいものにふたと言い、要するに籠池氏を連れてきたら何を言う

かわからないのであり、しかし松井氏は参考人招致を言い出す始末で、府から籠池氏に連絡

が取れていません。 

 昭恵氏は、今日も講演で、何かあったときのみ取り上げられるとぼやいており、現場の記

者から、ＡＳＳに口利きしたのかと問われて、別の講演では、今なぜこんなに注目されてい

るのかとぼやき、しかし総理夫人で活動が広がり、忙しいというのです。 

 司会の浦川泰幸さん、昭恵氏に、あなたが名誉校長を受けたのだと、それで注目されてい

ると言われて、森永卓郎さんは生粋のお嬢様と言われました。 

 野党４党は、参考人招致を求めて、自民は民間人＆違法性なしと言い、しかし島田さくら

弁護士は、違法性があったら司法の出番と言い（共産党小池氏の見解と同じ）、森永さん、

民間人でないなら、近畿財務局の人間、超エリートで、資料を廃棄しても、頭に残っている
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と言われて、浦川さんは今の担当でないと逃げていると指摘されて、島田さん、自治体の土

地なら住民訴訟が出来るが、これは国会でちゃんと解明すべきと言われて、そして籠池氏の

経歴詐称、森永さん、自治省にいたら 1 年出向はあるが、超エリートの 2 番手で疑問と言

われました。浦川さん、明らかにわかる嘘を言っていると指摘されて、関西大の出身という

のは、同級生の証言で分かると言われました。以上、キャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15615] 

ラジオ関西 ばんばひろふみラジオＤＥしょー（2017/3/8） 西谷

文和 アッキード事件を斬る！＆加計学園の問題 

 

 

 2017/3/8, Wed 15:43 

 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。 

 世の中の出来事を語るばんばん侍、今週は西谷さん自分の本、講演の紹介もあるものの、

テーマは森友学園問題、アッキード事件（(c)山本太郎氏）、西谷さんは去年から提訴された

木村豊中市議と知り合いで、財務省の売った 30 数件のうち、国有地の売却額が、森友学園

のみ黒塗りで、塚本幼稚園の件での教育勅語のこと、昭恵氏の名誉校長のことを知り、自由

なラジオに木村さんを呼んで、情報公開せず、裁判を起こして、それを朝日が書いて白日の

ものになり、木村さんがいなかったら闇に葬られていたと言われて、似たようなもの、南ス

ーダンの日報も隠されて、同じことが、情報隠蔽があり、今回は情報公開で、豊中市が 14

億で買った土地を、森友学園の時価は木村さん、タダなのは何かあったと言い、これに西谷

さん注目で、木村さんは、豊中市は不動産鑑定士の値段で買い、ゴミはちゃんと処理されて、

しかしゴミには国は責任を持たずの契約、豊洲と同じで、森友学園は 47％のゴミ、おかし

い、西谷さん 3/2 に現地を見てもゴミらしいものはなく、また埋めたものもあり、取り除

こうとしたらダンプ 4000 台要り、産廃と言っても隣は中学校でそんなことをできるわけ

はなく、ダンプ 4000 台なら地元説明会が必要なのに、やっていない、おかしい。 

 ばんばさん、役所だけで出来ないと言われて、西谷さん、大きな力があったと思われて、

西谷さんも吹田市役所で働かれて、役人だけでできず、これはＡＳＳマター、昭恵氏が名誉

校長であやしく、鴻池氏らの関与もあり、役人が忖度した可能性、こんにゃくをもらった人
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のことは証人喚問すべきで、野党は籠池氏ら 6 人を要求して、しかし自民はＡＳＳ（Abe 

Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）を守るためだけでなく、公明も喚問に反対、自民は籠池

氏が何を言い出すかわからないと言うが、だからこそ証人喚問が必要であり、言われたら困

ることがあると思われる。 

 ばんばさん、ＡＳＳは関係していたら辞めると大見えを切った責任があると言われて、西

谷さん、ＡＳＳのいうことはころころ変わり、籠池氏のことを最初は評価→しつこいといい、

鴻池氏の姿勢も同じ、鴻池氏は最初賞賛→批判、ＡＳＳは籠池氏に会ったことはないと言う

が、昭恵氏は会っていると証言して、ばんばさん、世間が騒ぐと、ＡＳＳの認識を批判され

て、西谷さん、夫婦喧嘩もあるとのことで、この展開は、新たな事実、小学校の建設費が国

と大阪府に言っていたことが 3 倍違い、補助金（多い方がたくさんもらえる）と認可（安い

方が認可がもらえる）での二枚舌であり、どちらが本当か、7.5 億が正しい＝補助金詐欺で

あり、松井知事は教育者を性善説と言うものの、建設費は府の私学審議会には 4 億で出し

ており、7.5 億も怪しく、私学審議会の専門家は 4 億を怪しく思い、借り賃が払えないと更

地にして戻す必要があり、右翼の教育内容も問題になり、しかし松井知事の時代に、小学校

を借金ありでも認可に規制緩和。 

 籠池氏は日本会議、ＡＳＳや松井氏と親和性が高く、状況証拠だが、しかしこの状態で申

請したのは森友学園のみ、タイミングもあい過ぎておかしい。松井氏は教育長が決めると言

うが、当時は知事に権限があり、ＡＳＳと松井氏の関与が疑われる。 

 今後の展開は、森友学園だけでなく、ＡＳＳは追及されて逆切れで、しかしことはこれだ

けではなく、第 2 の森友学園、愛媛の今治市の 17 ヘクタールの国有地、37 億を加計学院

にタダで譲渡、加計孝太郎氏が経営、アメリカ留学でＡＳＳと一緒、ＡＳＳとゴルフもして、

今治の土地をタダでＧＥＴ、岡山理科大学の獣医学部のためにＧＥＴ、安倍政権の特区で獣

医の特区になり、加計氏とＡＳＳは仲良し、神戸市の御影インターナショナル学園、加計学

園が経営して、ここの名誉園長も昭恵氏、森友学園と同じ構図で、36 億の土地をタダでＧ

ＥＴ＆獣医の需要も少なく、獣医の水準を下げないために、獣医学会はあまり学部を作らな

い方針なのに、この始末で、とんとん拍子で決まり、問題。 

 ばんばさん、歯がゆい、ＡＳＳが強く押さえ込まれるかと言われて、西谷さん、森友学園

の問題が大きくなったら、中華料理屋にメディア関係者を招いており、メディアに対する見

えない力は歴代の政権で最悪であり、高市氏の電波停止発言もあり、報道ステーションやニ

ュース 23 のキャスターも交代させられて、メディアも息苦しいが、頑張るべきで、しかし

2015/9/4 に森友学園の関係者と近畿財務局、大阪航空局のメンバーが会談して、9/5 に昭

恵氏が名誉校長になり、この面談記録は破棄されていると言うが、記録は税金の時効の 5 年
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は保管する必要があり、きっちり決めるべきで、資料がないでは許されず、確定申告もこん

なことではダメ、7 年の資料が必要で、こんなものは通らず、迫田氏の家の庭やＡＳＳの庭

ではなく、国民のもの、伊丹空港の騒音対策の土地で、公のためのものであり、豊中市に買

ってくれでも、半分しか買えず、松井氏は認可を出さない可能性を示唆して、国が買い戻す

→建物更地→森友学園倒産で、あのまま熱が冷めるまで放置される可能性はあり、生徒は募

集の半分も来ず、説明会はたった 5 組、子どもが来ない→収入ゼロ、籠池氏とＡＳＳに密

約があり、しかし叩かれて籠池氏は怒っており、こんにゃくではないと言い出す可能性があ

り、だから証人喚問は必要で、国の財産のことで、こんなアホなことはアカンのです。 

 このアッキード事件、報道するラジオの案内をされた平野幸夫さんがブログで批判され

ています。 

     

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12254426542.html?frm_id=v.mypage-checklist--

article--blog----hirano-yukio_12254426542 

 

 問題の、神戸の御影の幼稚園の写真もあります。 

 このニュース、森友学園と、そして加計学園のことが初めて電波で取り上げられました、

こんなアホなことを許してはなりません、以上、西谷さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15606] 

朝日放送おはようコール（2017/3/8） 木原善隆がアッキード事件、建

設費三枚舌と府の不可解な動きと北朝鮮の情勢を語る 

 

 

 2017/3/8, 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、読売は北朝鮮のロケット発射、日米韓の圧力強化で一致、産経

は森友学園と北朝鮮のロケット、標的は在日米軍？ とのこと、毎日は日本学術会議が軍事

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12254426542.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12254426542
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12254426542.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12254426542
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研究に審査制度を設けること、朝日は諫早湾開門と、北陸新幹線のルート、京田辺に新駅、

日経は小売業界の人手不足です。 

 

 アッキード事件（(c)山本太郎氏）、昭恵氏がイベントで講演であり、なぜ自分が注目され

ているのかと他人事であり、ＡＳＳ（Abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）が国会で追及

される中、国連の国際女性デーのイベントに参加しており、笑みを浮かべながらも話しても、

自民党は森友学園事件に歯切れが悪く、与党は野党の参考人招致（籠池氏ら 6 人）を拒否、

民間人だからと会計検査院の報告を待つとして、民進党は籠池氏の喚問を要求、小学校の建

設現場は認可の判断基準になるゴミの撤去ももう間に合わず、松井知事は認可に対して疑

問符と言い、森友学園の建設費、国に 23.8 億、大阪府に 7.5 億、前者で補助金ＧＥＴ、後

者で認可を狙い、府の審議会には建設費は 4 億とサバを読んで、木原さん、昭恵氏に当事

者意識がないと言われて、また森友学園は二枚舌どころか三枚舌、4 億と言うものは資料で

は黒塗りで、それをＡＢＣの取材で明らかにして、森友学園の財政状況は悪く、建設費を安

く見せて、それでも私学の審議会で、4 億で校舎が建つのかと指摘して、それでも事務方が

押し切り、森友学園だけでなく、なぜこんなに簡単に認可されたのかの解明も必要と言われ

ました。また、籠池氏を参考人招致は何をしゃべられるかわからず、しかし民間人だから呼

べないは理由にならず、法令違反がないならむしろ参考人招致をすべきと言われました。 

 

 北朝鮮のロケット発射、在日米軍を狙う意図があり、ロケット発射の映像が公開されて、

発射に立ち会っていた金正恩氏はサーカスのようだと満足、核弾頭の取り扱いなどの訓練

もしたと言うもので、他方、米韓軍事演習が行われてそれへの反発で、専門家も北朝鮮の能

力は向上していると言い、ＡＳＳも脅威は新たな段階と、トランプ大統領と電話で会談、ト

ランプ大統領は、アメリカは 100％日本とともにあると言い、北朝鮮は同時に 4 発発射で

きて、イージス艦で 2 発しか対応できず、発射場所が自在、舗装道路ではなくトウモロコ

シ畑、さらに北朝鮮の国営メディアが日米の基地を標的と報じて、これについて木原さん、

トランプ大統領へのメッセージ、トランプ氏の北朝鮮政策は決まっていないが、米軍基地は

標的であったものの、今回は新型のものではないが性能は上がり、イージス艦で落とせない

なら、次のＰＡＣ３は点でしか守れず、日本に脅威で、在日米軍（横田、横須賀、岩国）が

狙われたら、空軍を狙う、空爆への反発で、しかし大陸間弾道弾はまだ持っておらずアメリ

カ本土は標的ではなく、大陸間弾道弾があったらアメリカも尻に火が付くものと言われま

した。 
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 本日の気になる新聞記事、産経 5 面の記事、サウジ国王の来日、東京のホテルが 1200 室

押さえられて、随行 1500 人、国王専用のタラップ、40 機で来て、木原さんオイルマネー、

サウジは親日国と言われて、朝日の 1 面の記事、北陸新幹線は延伸ルート、京田辺を通る

南ルートに決まり、木原さん、学研都市が近くにあり、ＪＲ西は東海道新幹線のバイパスに

使いたく、読売の記事で、慎太郎氏が小池知事に訴訟といい、木原さん、元知事と知事の争

いは良くないと言われて、毎日の記事で、混同しやすい県は鳥取と島根とあり、木原さん、

選挙区も一緒にされたと言われました。以上、木原さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15601] 

朝日放送キャスト（2017/3/7） ゲンバ検証 ＦＭわぃわぃが支える災

害臨時ＦＭ 

 

 

 2017/3/7, Tue 19:08 

 永岡です、朝日放送のキャストで、東日本大震災 6 年特集、司会の浦川泰幸さんの報告、

ゲンバ検証、災害臨時ＦＭのことが取り上げられました。 

 災害時には、情報弱者、外国人の方で日本語がわからない、視覚障害者で情報が得られな

い、このような皆さんのために活躍したのが災害ＦＭで、東日本大震災で被災 3 県で 24 局

設立されて、それを支えたのが、神戸のＦＭわぃわぃです。 

 ＦＭわぃわぃは神戸市長田区の鷹取地区（ここは長田区と須磨区にまたがる地区で、須磨

にある鷹取中学校は私の母校で、市内最大の避難所になったところ）、長田には外国の方も

多く、インドシナ難民で日本に来られたベトナムの方など、多くの方が長田のケミカルシュ

ーズを支えて、そこの、カトリックたかとり教会の、松田神父さんが、被災者のために多国

語の放送を開始して、罹災証明書などの情報を多国語でやって、長田の被災者を支えられま

した。今では、ＦＭわぃわぃはインターネット放送のみですが、続けています。浦川さんも

1 月に、ＦＭわぃわぃの生中継に参加して、阪神・淡路大震災のことを語られました。 

 そして、ＦＭわぃわぃは、東日本大震災の被災地に、災害ＦＭの設置に支援されて、機材

の提供、支援などされて、被災後は、被災者に様々な情報を続けて、その中の、福島県南相

馬市のひばりＦＭ、原発事故で、避難勧告などの情報や、臨時バスの時刻表をラジオで続け

て、今も活躍しています。  
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 しかし、ＦＭわぃわぃは、地上波放送は休止で、これは、理事に外国人はなれないと、ス

タッフの金千秋さんが言われて、そして地上波と同じく、一定以上の時間の放送休止は許さ

れず、インターネット放送に移行して、東日本大震災の被災地の災害ＦＭも、今は 6 局に

減り、しかし、東日本大震災の被災地の復興はまだまだであり、災害ＦＭの活躍は必要なの

です。 

 ラジオは、阪神・淡路大震災では極めて重要な情報源であり、災害時の大切なライフライ

ンです、これらの、災害ＦＭの活動をこれからも応援します、以上、キャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15597] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/3/7） 東日本大震災、福島と関西をつ

なぐ＆アッキード事件続報 

 

 

 2017/3/7, Tue 17:28 

 永岡です、毎日放送のちちんぷいぷい、まず、アッキード事件（(c) 山本太郎氏）こと

森友学園事件について、解説委員の奥田信幸さんの解説で取り上げられました。 

 海自の自衛艦の前で、塚本幼稚園の児童が軍歌を演奏し、国有地を格安売却、ＡＳＳ夫人

の関与が取りざたされて、自民の西田氏もＡＳＳを擁護するものの、園児のＡＳＳがんばれ、

戦争準備法案通過良かったであり、野党の質問にＡＳＳはブチ切れて、ヒステリックに反応、

委員長から注意される始末であり、そして、報道局の奥田さんの解説で、奥田さんＡＳＳは

怒ったら負けと言われて、土地の取引に、政治家の関与か忖度があり、連日デタラメの出る

もの、校舎の建設費で、森友から出た金額、補助金をもらう国に 21.8 億、大阪府には 7.5

億と出して、補助金をもらうには大きいもの、府には認可で小さく、補助金 5600 万をＧＥ

Ｔしており、本当は 7.5 億、後で清算と弁護士が言うものの、これは通常考えられず、ちゃ

んとしておらず、国交省と大阪府のやり取りは部署が違うと言うものの、これは性善説でや

るのでということで、石田英司さんは、刑事責任を問われると言われて、奥田さん、21.8 億

と 7.5 億は、同じ書類に金額欄のみ変えたもので、確定申告もこんなアホなことは通らず、

建築業者が見積もりを出しても、補助金をもらうことになり、石田さんは、もらおうとした

時点で犯罪成立と言われて、奥田さん、補助金は返す方向なものの、具体案はないというの

です。 
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 さらに、海陽学園（名古屋の名門校、中高一貫、東大にも多数行く）に推薦枠があると森

友学園は言って、それで認可をもらう方向であり、それで生徒が集まるというネタで、もち

ろん嘘、2 月に認可を求めるためにやったもので、コンサルタント会社のミスと森友学園は

言い、もちろんこんな言い訳は通らず、スタジオでも杜撰さへの指摘があり、トミーズ健さ

んは過去にこんなことがあったのかと言われました。 

 そして、森友学園の資金面の問題、これで認可が出ず、大阪府に寄付金が 4 億と言って

おり、しかし府もこれを確認したわけではなく、建設会社にも払わないとならず、建設費は

7.5 億、払えるのか、借り入れはどうかというもので、奥田さん、1,2 年 80 人ずつだと 3

年で黒字と言うものの、1 年 40 人、2 年 5 人で、説明会には 6 組しか来ず、それも確定し

た数字ではなく、およそ 5 組とニュースで報じられて、塚本幼稚園の園児も 2013 年の 211

人→2016 年には 158 人、ある学校コンサルタントの方は、定員の半分でもやれる確約が

必要と言い、収入は授業料のみで、府は不認可の可能性も示唆して、認可を遅らせる方向→

虚偽なら、不認可になる可能性もあり、認可するのは教育長で、しかし財務面で認可の責任

は松井氏にあり、石田さんは松井氏に説明の責任があると言われて、そして45人の生徒は、

認可されなかったらどうするのか、教育長によると、学区が不明であり、奥田さん、塚本幼

稚園から上がる人や、豊中から来て、受け入れはこれから決めるものだということで、まだ

まだゴタゴタが続くのです。 

 朝日放送のキャストでも取り上げられて、国民の財産の損失を、ＡＳＳの名誉とすり替え

られているという声があり、古賀茂明さん、官僚は一部の人には親切で、しかしＡＳＳも夫

人も追い込まれて、大阪で起きて、大阪のマスコミが頑張っていると評価されました。 

 本日発売の週刊朝日に、第 2 の森友学園事件、愛媛県今治市に作られる岡山理科大学の

獣医学部の用地に、16.8 ヘクタールの土地が、36.7 億のものを無償譲渡した疑惑が載り、

これはネットでは報じられていたものの、活字になったのは初めてで運営する加計学園、理

事長の加計孝太郎氏はＡＳＳと 40 年来の旧友で、昭恵氏も関わっており、この件も民進党

は国会で問題にする方針で、福島議員が担当しており、森友学園と言いこれと言い、日本は

民主主義国家ではなく、どこぞの委員長も真っ青、ＶＸガスの代わりに土地を親しいものに

タダで与える、恐ろしい前近代的国家です、安倍政権は日本の恥です！ 

 

 再びちちんぷいぷい、ＴＯＤＡＹ'S ＶＯＩＣＥ、西靖さんの報告、東日本大震災 6 年、

被災地の復興支援にボランティアで行った人も多く、しかし岩手、宮城でボランティアは減

り、2011/4 には 16 万人→2012 年には 2 万人、2016 年春には 2900 人、ＮＰＯを通さ

ずに行った人もいても、ボランティアは減り、自治体の寄付も、ふるさと納税はあっても、
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被災地にはまだまだで、被災地で移り住む人もあるものの、今回は関西と福島、立命館を 1

年休学して、福島で活動される西崎芽以さん（24 歳）、楢葉町でボランティア、卒業後楢葉

町で働き、立命館を出た森亮太さん（26 歳）、楢葉に工場を作る大阪の会社、アンフィニの

親川智之さん（42 歳）、太陽電池、自然エネルギーの会社で、3 人の方が楢葉町に関わられ

ます。 

 避難指示解除から 1 年半、造成中の産業団地に、国内最大級の太陽電池のもの、親川さ

んは、福島だと再生可能エネルギー100％が可能として、楢葉町の人 70 人を雇用、メイド

イン福島の太陽電池を作るもので、世界に発信するものであり、そして楢葉町に関西の若い

力、立命館の皆さんがかかわられて、西崎さんは卒業後、楢葉町で働き、森さんは高齢者の

介護などに関わられて、楢葉町に就職、関西の学生に、説明会をして、富岡駅の周囲はまだ

震災の爪痕があり、避難指示解除の場所と、解除されない場所が道一つで異なり、そよ風と

どけ隊をしても、一般の参加者は森さんだけであり、福島のことは忘れられていると言われ

て、西崎さん、楢葉町の生活者として、ここに慣れるのではなく、意識をもって、どうした

らいいかを模索すると言われて、西さん、関西とのつながりや、支援はいい話だけでなく、

6 年経って忘れられているものもあり、アンフィニは自然エネルギーの会社で、6 月に太陽

光パネル工場が完成して、工場を作ると要件により補助金も出て、立派な工場で、他方西崎

さんは引き締まった姿になり、スタジオでも震災の風化と、現地の苦労への言及があり、西

崎さんは楢葉町だけでなく、関西からの発信を求める声もあり、被災地の現地はまだしんど

く、どう支援したら応援になるのか、西崎さんは関東出身で、チャンネルを利用して発信、

手を差し伸べるだけでなく、楢葉町から発信することになり、森さんは楢葉で仕事を見つけ

て、楢葉かわら版を現地で作りたいというのです。 

 西さん、6 年経ち、富岡町も避難指示解除、しかし線量の高いところもあり、その中での

しんどいものがあると言われて、小学校を春に出る子供は、楢葉の小学校には 1 回も行っ

ていないのです。以上、ちちんぷいぷいの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15595] 

ＴＢＳラジオ 荻上チキ SESSION-22（2017/3/6） アッキード事

件・森友疑獄の疑問点、荻上さんの解説、安田浩一さんのお話  

 

 



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

176 

 

 2017/3/7, Tue 13:07 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荻上チキ SESSION-22、昨夜の特集はアッキード事件、ジ

ャーナリストの安田浩一さんがスタジオでお話されました。ＴＢＳクラウドで公開されて

います。 

     

http://www.tbsradio.jp/126119 

 

 メインセッション、アッキード事件で新たに出てきた事実と、それに伴う疑問点、国有地

を格安で払い下げ、非公開→格安払下げが発覚、経緯が不透明、名誉校長はＡＳＳに夫人で、

国会では野党が追及し、鴻池氏が陳情を受けていた件も分かり、連日のメディア報道と、野

党の追及で、従来のことと矛盾も出て、官僚はちゃんと報告せず、前に進まず、他の法律の

審議にも支障があり、国会を見ているとわからなくなり、今回は問題点を 3 つ絞るのです。 

 安田さん、国会で霞が関の日めくりカレンダー、記者は、自民からも情報が少なくないと

言うもので、しかし他に根の深い問題があり、それから目をそらせるためという記者もいる

と指摘されて、この番組のＨＰに鴻池氏の陳情報告書をアップして、それによりスピンされ

る危惧もあり、まず、疑問点 3 つ。 

 

 (1)  土地の売却額決定プロセス  

 土地が格安で払い下げられて、魔法のようなものであり、どうしてこうなったか、2/20

のメインセッションで籠池氏が証言しており、借地の前に土地の価格はいくらか知らない

と籠池氏は、見積もりすらお国から伝えられず、籠池氏は借りたいと言って、財務局はそれ

なら土地の金額から借地料を算出すると言うものの、それで小学校開設が 1 年ずれて、土

地は高く、しかしお国も本来の価格から出して、早く開校したく、買取特約で、小学校の運

営が軌道に乗れば賃借料は払えると思い、埋蔵物が見つかり、しかし金額を確認せず買うこ

とになったのかと、ゴミの問題も荻上さん問われて、ゴミはたくさんあるとの第六感、賃借

料が安くなる→買いやすくなると第六感で、国の示す金額で買うことになった、というもの

があり、具体的な金額の提示はなかったというもので、埋蔵物のことがあり、翌日の 2/21

に共産党宮本氏が国会で、これを踏まえて財務省に質問して、籠池氏は近畿財務局に話を持

って行った、見積もりには聞いていないと、借地、土地の価格について問い、佐川氏は籠池

氏の話は事実でない、近畿財務局から言っていないと言うものの、宮本氏、籠池氏に国会に

来てもらうべきと、参考人招致を求めて、ここですでに矛盾が出て、当事者にヒアリングな

http://www.tbsradio.jp/126119
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し、3/1 に鴻池氏に、森友学園から陳情があったと報告書が出て、番組ではこれを入手して、

2015/5/29 に賃料 2900 万で決まり、賃料を減らすために政治的な働きかけをして、森友

学園と近畿財務局で地下の廃棄物処理で合意があったとして、国会で宮本氏が佐川氏に質

して、佐川氏は、記録がないのでわからないと逃げて、宮本氏が入手した資料だと、2015/9

に森友学園、ゼネコン、近畿財務局、大阪航空局が会議、土壌改良工事のことで会議したと

指摘すると、佐川氏は、国有財産の随意契約で会議はあっても、宮本氏の指摘した会議はな

いと言い、共産党は日付を指定して会議があったと指摘、本日の毎日新聞東京本社に、この

会議のことが報じられて、工事業者が毎日新聞に、ゴミはそのままでいい、手を付けたら裁

判になる＝宮本氏の発言の裏付けであり、この日の国会で、民進党の追及に、佐川氏、

2015/7～12 月に撤去工事、関係者でやり取りがあり、ゴミの埋戻しはなかったと言うので

すが、民進党からメモなしでなぜ言い切れるのかと指摘し、佐川氏、2+2＝モモヒキと答え

て、これが今日までのやり取り、9 億の土地を補助金込みでただ、森友学園の望むスピード、

経過で進んで、官僚は記録がないと逃げて、野党が追及しても、官僚は知らないと逃げるば

かりで答えない、引き伸ばされている。 

 安田さん、森友学園と近畿財務局、航空局で土地の値引き交渉のあったのは事実で、資料

は廃棄されていると言うものの、籠池氏の意向通りに進んでおり、借地契約の前に、豊中市

が隣接する国有地を 14 億で買い、この土地を大阪音大が 5.8 億で買いたいと言っても財務

省は拒否で、なぜ森友学園のみ買えたか、財務省、国交省ともに売買契約は適正と言うもの

の、会計検査院だけでなく、国政調査権で調べて解明すべきと安田さん言われて、木村豊中

市議がこの番組で語り、豊中市は 2 つの土地を欲しくても高すぎて半分のみ買い、そして

残りの土地に、私学審議会で疑問があっても許可されて、森友学園の望み通りに進み、安田

さん、賃料も減額されて、全て思惑通りなのは不可思議で、業者は毎日の取材に、こちらの

メモもあり、このメモが正しいかのチェックも要るが、役所の資料なしは問題で、誰が安く

したのか、この番組で、籠池氏はお金について知らないと言い、これが正しいなら、第六感

でやったというもので、籠池氏にアドバイスする人がいないと金額・スケジュールの計算が

合わない。 

 

 (2)  政治家の働きかけがあったのか 

 官僚が勝手に動くことはなく、政治家の介入、2/17 の国会で、民進党福島氏の追及にＡ

ＳＳは自分も妻も関係ない、大阪府に聞け、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、ＡＳＳは自身と妻の関与を否定しても、秘書などのことは論議されず、

籠池氏は 2/27 にＮＨＫの取材に対して、土地取引に便宜を図ってもらったことはない、政
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治家の便宜を否定→3/1 に共産党小池氏が、佐川氏に、政治家との面談記録を入手したとし

て、籠池氏が値段交渉しているのを指摘して問い詰めて、佐川氏は 2+2＝モモヒキと答え

て、近畿財務局と森友学園のやり取りは在ったと言っても、事案は終了と言って、記録はな

く不適切なものはなく、その夜に、鴻池氏が急遽会見、働きかけがあったことを示唆して、

籠池氏が夫婦で来て、現金（こんにゃく）による工作があったと言うものの、鴻池氏の発言

に矛盾があり、陳情報告書を出したのは、土地取得の件なのに、鴻池氏の発言は正しいのか、

検証が必要で、翌日 3/2 に参院で共産党小池氏と、民進党福山氏が佐川氏に質問、週刊文

春での、故・鳩山邦夫氏の参与の関与を糺しても、資料がないと佐川氏は言い、外部の問い

合わせはあったとしても、具体的な働きかけは認めず、しかし陳情報告書によると、兵庫県

議、大阪府議の名前も出て、つないだことは認めても、金銭の授受を否定、鴻池氏とつない

だというのみ、森友学園のＨＰで、鴻池氏の発言への反論が出て、捏造した文書、献金を強

要されたと言うものの、入学する子供たちのために反論はしないというものであり、政治家

の関与はあったのか、最初はブラックボックス→少しずつ見えてきても、鴻池氏は動いてい

ない→籠池氏は献金を強要されたと言うものの、籠池氏はＮＨＫで政治家に金を払ってい

ない→今回金を強要された＝見返りを求めたものであり、これについて安田さん、籠池氏は

鴻池氏との接触が 10 回以上あり、財務省の役人とも会い、籠池氏は鴻池氏にアポして断ら

れても、会っており、誰がつないだのか、いったん断られて、誰がつないだのか、解明が必

要で、籠池氏と鴻池氏の言い分が異なり、しかし両者は会っており、通常なら 1 回断られ

たらおしまいで、しかし籠池氏は執拗に食い下がり、安田さんはこんにゃくという隠語を初

めて聞いて、どこから出てきたのか？ 

 省庁の面会記録は、集めてから破棄で、民進党の議員が、面会記録は企業だと 10 年保管

するもので、面会記録があったら、これらの発言の検証ができるのに、公文書を取っていな

いことは、森友学園の他にもあり、安田さんは本当に破棄したのか、メモは取っている可能

性が高く、他の省庁、議員会館で荻上さん、データがないことはあり得ず、そして稲田氏が

かつて森友学園の顧問弁護士であったと指摘されて、稲田氏は否定、しかし顧問弁護士は稲

田氏の夫で、人脈的に様々な人間が関わり、パイプを作っているもので、安田さん、籠池氏

と鴻池氏の面識は認められて、政治家の関与、民進党、維新も含めて洗い出す必要があり、

省庁も関わっていたのか、参考人招致は菅氏もＡＳＳも麻生氏もやる気がなく、ＡＳＳか夫

人が直接かかわっていなくても、道義的責任はあり、昭恵氏は名誉校長であって、参考人招

致と、会計検査院で、国政調査権により疑惑を晴らすべきで、印象操作と批判するなら、事

実を明らかにすべき。 

 リスナーより、数日前、ネットの情報で、森友学園の報道がメディアにより偏り、読売が
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避けているのは、朝日が先鞭をつけたからかと質問があり、産経もスクープをしても、民進

党批判も産経に乗り、安田さん、後追いに抵抗を感じる記者はあり、スクープは朝日で、テ

レビ東京が取材に力を入れて、大阪のテレビ局も力を入れて、他方、SESSION-22 の引用

がテレビであり、このような引用は、記者会見なしで、メディアを選んで発信しており、ネ

ットでも土地の払い下げには朝日や読売もあり、しかしこれで手を緩めたらダメ。 

 

 (3)  なぜ安倍夫妻がかかわっていたのか 

 この学校は安倍晋三記念小学校として寄付を募っており、2/20 の籠池氏の話で、安倍晋

三の名前を付けさせてくれと言って返答はなく、籠池氏の方で一時期安倍晋三記念として、

これは総裁になった際になくなり、その前に昭恵氏を通してやり取りはしても、断られて、

無断使用かと荻上さん指摘されたら、タイムラグ、安倍晋三氏は素晴らしい日本を再生しよ

うとしている偉人としてお願いして、回答の来る前に対応した、勇み足と言っており、安倍

晋三の名前を冠した件で、2/17 の衆院でＡＳＳは名誉校長の件を知っている、籠池氏の熱

意は素晴らしいと言ったのに、2/24 ではＡＳＳ、民進党福島氏の追及に、籠池氏の教育者

としてどうなのかと言い、安倍晋三小学校は無断使用されたとして、強い抗議をしたと言い、

ＡＳＳの籠池氏の評価は変わり、日本会議も塚本幼稚園の評価を変えており、しかし名誉校

長として昭恵氏を起用して、昭恵氏は籠池氏の熱意に感銘して名誉校長になった、日本人の

誇りをもった子供を育てる云々と昭恵氏はコメントをＨＰに出して、昭恵氏はテレビ東京

の報道では、2/21 のもので、昭恵氏は、籠池氏夫妻の熱意で、役に立ちたい、ＡＳＳも素

晴らしいと言い、名前を付けるなら総理を辞めてからにしてくれ、塚本幼稚園→公立に行っ

たら芯が揺らぐと、ファーストレディが公教育否定、しかしＡＳＳも昭恵氏も素晴らしいと

言い、2/28 の国会で、塚本幼稚園の収支報告書に昭恵氏の名前があり、40 万の支出があ

り、昭恵氏は講演料はもらっていないと言うものの、将棋の谷川氏の名前もあり、谷川氏の

将棋連盟に問い合わせてもノーコメントであり、安田さん、安倍夫妻の関与に関して、昭恵

氏は公人か私人か議論するのもばからしく、公人に決まっている、第 3 者ではあり得ず、

私人としても部分もあるが、名誉校長は総理夫人でなくても、公益性で公人であり、これら

はしっかり説明すべきで、ＡＳＳは民進党に犯罪者扱いと言っているが、これは問題。 

 他にも、ヘイトスピーチ、教育の問題もあり、安田さん、保守ではなく、軽いし、スカス

カの内容で、日本会議は安倍政権の関係者も多数参加して、ところが日本会議は森友学園を

ネトウヨと言い、しかし復古主義ではなく、コスプレの右翼で、でんでん総理ガンバレも、

中国人、韓国人へのヘイトスピーチ、学園を批判したら、韓国人かと言うものは、旧来の保

守ではなく、塚本幼稚園は在特会を追っていた記者には有名で、関西で日の丸を掲げる政治
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家がいて、それが在特会とつながっており、反左派として、保守のコスプレ、しかしそれが

中央に影響したのか、ＴＢＳの世論調査では、籠池氏の喚問を 76％の人が求めており、政

府、財務省、大阪府がちゃんと調査するか、メディア会見や、野党の調査力も求められてい

るのです。 

 SESSION-22 では森友学園に出演を交渉しても、また承諾してもらっていないというの

です。以上、SESSION-22 の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15592] 

朝日放送おはようコール（2017/3/7） 小西克哉がアッキード事件・森

友事件の問題と北朝鮮情勢、トランプ氏の新たな入国禁止令を語る  

 

 

 2017/3/7, 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、朝日は北朝鮮のロケット発射、読売も同じ、米韓軍事演習牽制

か、毎日は森友学園不認可の可能性、産経はアメリカの入国禁止令、イラク除外、日経はヤ

マト運輸の値上げです。 

 

 アッキード事件（(c)山本太郎氏）こと森友事件、異様にムキになるＡＳＳ（Abe Shinzo 

Shusho(c)想田和弘さん）が気になり、ＡＳＳは名誉がかかっているとヒートアップ、民進

党福山氏の発言を曲解して暴走、福山氏が犯罪者扱いしていると質問してムキになり、国有

地の売却での見積もり合わせについて、共産党辰己氏の追及に、官僚がまともに答えず、毎

度おなじみ 1+1＝サルマタの答弁、建設費の二重計上（国に 22 億で補助金を GET、大阪

府に 8 億で安く見積もり認可を求めた）の二枚舌など疑問点も多数上がり、松井知事は 4

月開校の認可は難しい（虚偽が資料にあった＝愛知の私立学校への推薦枠のこと）と言い、

松井氏、あまりに相手を信用していたと言い、不認可なら国有地を買い戻しになり、原状回

復もしないとならず、野党は籠池氏ら 6 人を参考人招致を求めて、与党は拒否、ある会社

の会長は籠池氏を刑事告発、これについて小西さん、認可は論外、60 年代に沼地であった
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もので、有毒な産廃もある土地を払い下げるのは問題、森友学園に至れり尽くせりで、しか

し国会の動きと検察への告発は意味が異なり、籠池氏は国会に呼んで聞くべきで、ＡＳＳに

聞いてもらちが明かず、他方地検特捜部に告発としても、違法性のことは未定で、しかし菅

氏の言うように違法性がないからいいではなく、違法なら検察マターになり、それはファシ

ズム、疑惑は国民から選ばれた国会議員がまずちゃんと解明すべきと言われました。 

 

 北朝鮮の昨日のロケット発射、北朝鮮はますます孤立、マレーシアの大使を国外追放で国

交断絶の可能性もあり、カン・チョル大使はマレーシアを出国、カン・チョル大使はマレー

シアを批判し、マレーシア－北朝鮮のビザなし渡航中止、北朝鮮は対抗措置として駐在北朝

鮮のマレーシア大使の国外追放、ロケットは日本のＥＥＺに落下、これについて小西さん、

今後どうするのか、代わりの大使は双方出さず、好ましからざる人物は外交用語、国交断絶

に近く、こうなったらマレーシアと北朝鮮の関係は最悪、マレーシアは主権侵害、観光国家

にこれで打撃で、そしてロケット発射、なぜこのタイミングでやったか、現在行われている

米韓合同演習への反発などで、小西さん、一番懸念するのが、ロケット発射は年間行事にな

り、意図は多くの朝鮮半島の専門家の言うように、米韓軍事演習への反発、そしてティラー

ソン長官がアジアに来て、日米を意識して、トランプ政権がどう対応するか、オバマ政権は

意図的に無視していたが、トランプ氏の人気は上がらず「武力行使の可能性ゼロではなく」、

トランプ政権の 4 年でアメリカが北朝鮮を叩く可能性はあり、イラクでもロケットを持っ

ていても飛ばせず、ニューヨークタイムスは、ロケット発射の電波での妨害もあり得ると書

いて、発射場の攻撃もあり得る、湾岸戦争のこともあり、きなくさい動きもないことはない

と言われました。 

 

 毎日 1 面の記事、トランプ大統領が新しい入国禁止令を出し、16 日から実施、10 日間

準備期間、イランやシリアからの入国を禁止して、前回は言っていたイラクを除外、永住権

があったら入れて、少し緩和したもので、小西さん、イラクはアメリカには大事で、付き合

いも多く、軍関係、スパイも多く、警察関係など、イラクはアメリカが再建しようとしてい

る国で、イラクに協力者がいてアメリカは情報を得られて、イラクの入国禁止＝自分の首を

絞める、トランプ大統領は分かっていないと言われて、そして先の禁止令は裁判で止められ

て、今回もその可能性はあり、アメリカはテロリスト以外は入国できても、トランプ氏は原

則入国拒否、アメリカの伝統と反していると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、日経の 1 面の記事、ヤマト運輸が値上げ、人手不足、小西さ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%8E%92%E4%BB%96%E7%9A%84%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%B0%B4%E5%9F%9F
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ん、そこまで時間を限定して配達はしなくていいのではと言われました。以上、小西さんの

お話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15588] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/3/6） アフガン支援 23 年、西垣

敬子さん、活動に幕  

 

 

  2017/3/6, Mon 21:51 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、宝塚・アフガニスタン友好協会 

（http://www010.upp.so-net.ne.jp/k-tafajapan/ ）の代表、西垣敬子さん（81 歳）が今春、

活動を終了することが報じられました、琉球新報に記事がありました。 

      

http://ryukyushimpo.jp/mainichi/entry-448317.html 

 

 長年、アフガンの子供や女性を支援された西垣さん、命の危険に会いながら、アフガンの

支援をされて、ＮＧＯの報告会、23 年間、支援されて、アフガニスタンとはどういう国か

と紹介されて、93 年に、戦火に苦しむアフガニスタンの皆さんを紹介されて、しかし西垣

さんも高齢で、現地の治安も良くなり、タリバン政権の崩壊後、地元の人が進学できるよう

に、大学を設立して、女性のための教育が必要で、市民も、西垣さんの活動を高く評価され

て、西垣さんのおかげでアフガニスタンのことを知ることができて、西垣さんも年をとって

も幸せと、西垣さんの活動は多くの方の心に響き、女性の地位向上は現地の人がまずやらな

いとならず、西垣さんはその後も、個人で活動をすると言われて、サンテレビでも何度も西

垣さんを紹介されて、神戸新聞の林芳樹さん、敬服であり、一人の主婦がアフガンの支援を

されたのは素晴らしく、しかしアフガニスタンは治安にも問題、外務省の危険とされる最悪

のレベルで、それでも活躍されて、西垣さんに神戸新聞に寄稿してもらい、西垣さんは大バ

カ者と言われつつ、活動されて、アフガンに女子寮など、多くの種をまかれたと評価されま

した。 

 このような活動、本当の支援であり、それが関西から成されていることは、誇りです、以

http://www010.upp.so-net.ne.jp/k-tafajapan/
http://ryukyushimpo.jp/mainichi/entry-448317.html
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上、サンテレビのニュースの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15586] 

報道するラジオ（2017/3/6） 関西の気になる動き、森友学園の問題・

アッキード事件と関西地銀のこと、町田徹さんのお話 

 

 

 2017/3/6, Mon 21:00 

 永岡です、報道するラジオ第 234 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。 

 特集の一つは予想通りアッキード事件（(c)山本太郎氏）こと森友学園の問題でしたが、

気になるのは関西の地方銀行の統合、関西アーバン銀行 ゲストはお馴染みの経済ジャー

ナリストの町田徹さん、様々な分野を取材されて、金融に強く、関西の金融について語られ

て、関西最大の地銀が生まれることになり、銀行の利用者にはメリットなし、数が多い→競

争、うちが安く貸す、銀行は数があったら過当競争で、数が減ったら競争が無くなり、今ま

でと違う競争になるのです。地銀は中小企業との結びつきが強く、中小企業の現場の声も番

組では求めています。声は町田さんも聞きたいと言われるのです。 

 

 ニュースは上田崇順さんの担当でした。 

 アッキード事件、小学校の建設費、森友学園は 21 億、大阪府に 8 億と言っており、3 倍

の開きであり、国と大阪府に二枚舌、理由は、国の金額は、木造建築の補助金は建築費が多

いとたくさんもらえて、他方大阪府には経営がいいと、認可を取るために、建築費が安い→

負担小として、学校なので、つぶれたら大変であり、影響を受けるのは子供たち、それで二

枚舌の疑惑であり、水野さん、二つの違う数字が出て、どちらを信用すべきと言われて、上

田さん、松井氏は事実の確認に時間がかかり、認可を出すのは難しいと言い、水野さん、認

可できなくなったら土地はどうなるかと言われて、上田さん、財務省は買い戻すと言うもの

の、校舎は完成して、中華料理屋みたいと言われても、建物は返すなら現状復旧が必要で、

いくらで買い戻すのか、民進党福山氏が質問しても、財務省は近畿財務局の判断と言うもの

の、2 億の補助金が森友学園に交付されており、原状回復を誰のお金でやるのか、補助金も

どうするのか、国民はちゃんとしてほしく、水野さん、新しい疑惑だけでこれだけと言われ
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て、さらに、格安払下げに政治家の関与があったのか、参院で共産党小池氏が、鴻池氏の記

録を開示して、8 年間借地→購入の打診をされて、町田さん、本来は競争入札にすべき、国

有財産は国が高く売る責務があり、一般の役に立つなら入札ではないが、学校で国有財産の

払下げはおいしい話で、財務省はへたれ、国有財産を大企業に安く買いたたかれていて、そ

れで入札も避けて、貸して、安く買わせてはおかしいと言われて、財務局より賃貸→購入と、

森友学園の要望 100％、町田さん、国民の財産に瑕疵と言われて、しかし買うためには小学

校の認可が必要で、籠池氏が鶏と卵、認可と借りるの、どちらが先か→近畿財務局から即回

答で、町田さん、サービス満点と言われて、他にも籠池氏が値引きを求めて、しかし、国に

何が行ったのかわからず、森友学園の要望が次々と通り、共産党小池氏の質問があり、生々

しい話を出して、国民の財産、笑っている場合ではないと追及して、麻生氏は 1+1＝サル

マタ、説明になっておらず、小池氏はＡＳＳ（Abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）に追

及、賃貸の契約から全貌を明らかにしろと迫り、ＡＳＳは 2+2＝モモヒキとこれまた日本

語になっておらず、逆切れ、与党から究明の姿勢はなく、与党議員には薄ら笑いの嘲笑もあ

り、ＡＳＳは自分の事務所だと逆切れ、しかし自民の鴻池氏の会見、2014 年に籠池氏と面

会であり、金で工作されたことを暴露して、現金をこんにゃく、かまぼこなどと言うもので、

籠池夫妻の出したものを、100 万円の札束をこんにゃくという古いしきたりがあり、しか

し籠池氏は翌年も鴻池氏の事務所を訪れて、森友学園は鴻池氏が献金を要望していたと言

い、また維新の中川府議にも働きかけて、中川氏は金銭を受け取っておらず、黒川兵庫県議、

籠池氏がパーティー券を買っており、そして今日の国会でＡＳＳが質問されて、なぜこうな

ったか、府に落ちる説明はないと自分で認めて、政治家の関与がなぜ疑われるか、財務省が

説明していないためとＡＳＳは言い、それで政治家の関与はないと言うものの、森友学園の

言い分を財務省、近畿財務局がどうやってかなえたのかはまだ不透明で、町田さん、財務省

が説明しないというＡＳＳの説明について、資料が破棄されている件は、廃棄されても、替

わる資料はないとだめであり、これだけの金額は会計検査院に諮らないとだめ、そこに資料

が要り、そして国民の財産について、つまびらかにできないとだめで、資料が出てこないの

はおかしいと言われて、水野さん資料が出てきたら困る人がいると言われて、町田さん、財

務省ＯＢ（ＮＴＴ株売り出しをやった）に取材して、資料が出てこないのはおかしく、政治

家からの指示、圧力はあり、政治家は次の選挙のためであり、これに政治家が介入したくな

り、それを認めたら官僚は困り、抵抗するのが本来の中央官庁のエリートであるべきで、し

かし安倍政権は強く、消費税でも安倍政権にやられっぱなし、財務省は安倍疑惑の高まるの

を待っているが、国民に説明すべきと言われて、財務省はちゃんとやるべきで、町田さん、

これに介入されると人事でも介入されるので、役人は認めたくなく、財務省は政治家の介入
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を最も嫌い、政治家に寄ってほしくなく（財務大臣を除く）、国税庁で、気に入らない政治

家を税務で叩いてきたのが、今日のＡＳＳの答弁の意味、私は悪くない、説明していない→

他の誰かが関与で、手に汗握る展開が国会にあり、しかし 8 億の説明が出て逃げられる可

能性はあるが、8 億の行方が最大のもの、そもそもは国交省が騒音対策で買い上げたもので、

財務省が物納されたものではなく、国有財産のものは国交省がやっており、国交省と財務省

は仲は良くない、財務省と仲のいい役所はなく、羽田の航空会社の発着枠に政治家も関わり、

国交省と政治家の関係は、この事件で闇であるのです。 

 日々、新たな情報、疑惑が出てくるのです。 

 

 続いて、関西アーバン銀行（大阪市）、みなと銀行（兵庫県、ダントツ 1 位を取ったこと

もある）、近畿大阪銀行（大阪）の統合について、これから関西がどうなるのか、町田徹さ

んのお話がありました。水野さんも、今ある銀行が昔何かわからず、どころか町田さんも分

からず、関西最大の地銀が出来て、水野さんは滋賀の出身で、びわこ銀行→関西アーバン銀

行になったと言われて、近畿大阪銀行はりそなＨＤの傘下、バラバラの銀行の集まりがりそ

なであり、ＡＴＭは共通、みなと銀行は三井住友銀行とダブっていたものを利用して、今で

も神戸では圧倒的に強く、この 3 つの経営統合、なぜこんなことか、町田さん、日本経済の

衰退と、人口の減少で、地銀の再編は日本全体にあり、関西アーバンの親会社の三井住友が、

ここは要らないとして、世界で活躍するメガバンクは世界で 30 あり、国際資本規制、自己

資本比率を国際的にやるなら高めないとならず、リーマンショックで、税金による銀行救済

は許されず、自己資本を高めて、何かあったら対処するために、三井住友銀行は、地方で薄

利だとしんどく、国内でオーバーバンキング、拓銀の倒産まで護送船団方式、国内は金融機

関の数が多くてしんどく、自己資本比率は三井住友銀行全体が 7％なのに、関西アーバンと

みなとは 3,4％で、これを切り離して海外も国内もやりたく、三井住友も余裕がなくなり、

三菱東京銀行の買収したものに差をつけられて、キャッチアップしたく、りそなに、これら

のお荷物を任せたく、中間持ち株会社を作り、株の 1/3 をりそな、住友は 2 割しか持たな

い。 

 りそなは、グローバルな展開はせず、地域で中小企業の付き合い、大和銀行時代からやっ

ており、関西の、大阪、兵庫で地域密着をやったら、三井住友もりそなも渡りに船、町田さ

んの知り合いの金融コンサルタントは、三井住友は関西アーバンを手放したく、みなともつ

けての処理、銀行はドライ。 

 リスナーより、昔は地銀の窓口はアットホームとあり、町田さん、そんなに大事にされる

客は少なく、地銀は地域で態度が大きく、地域の仕事を引き受けているためであり、しかし
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そんな時代ではなく、リスナーより、配達しながら聞いており、大阪に他の地域の地銀が来

ている、あましん、京都銀行とあり、町田さん、京都銀行の大阪進出は東京でも有名で、南

都銀行も大阪に攻め込んで、かつての大阪を知ると、沈んでいるが、京都、奈良に比べたら

ましで、それで大阪の方が市場が大きく、攻め込んでいる。 

 大阪が戦国時代で、リスナーより、合併で小さな支店は閉められないかとあり、町田さん、

重なっているものが統合ともあり、また、リスナーより、統合で、金利が上がるとの質問に、

町田さん、数を減らした方が銀行には有利で、３行が共同会見で、来年 4 月に間に合わな

くても、ともかく合併で過当競争を止めたいのが銀行の本音、公取は合併を認めるのかとの

論議もあり、金融レポートがあり、預金の量や、サービスの収益で、4 割の地銀がすでに赤

字→この後 10 年で 6 割が赤字、もう今のままでは成り立たず、水野さん、競争が必要なの

に、つぶれたら困ると言われて、町田さん、かつて全国に 13 のメガバンク→4 に統合、地

銀は第 2 地銀もあり、総合銀行はかつて 71→41 まで減り、地銀も減っておかしくなく、

関東は一昨年大変な勢いで合併、三重でも合併であり、これはここから増えるもので、兵庫

県民より、みなと銀行が兵庫にサービスされない危惧を問われて、町田さん、統合して、コ

ストも減り、規模が大きい方が便利と言われて、水野さん、競争がなかったら関西の経済の

衰退を問う声もあり、町田さん、大きな銀行の方が資金調達に低コスト、いつ潰れるかわか

らない小さい銀行の不安よりこちらで、役人は余地があるので、銀行を救済したく、しかし

金融庁は銀行に強くなってほしく、しかし電機などに比べたら遅れており、東芝やシャープ

は消失、松下は大変なリストラを繰り返して、今があるのに、銀行はまだまだだと言われま

した。 

 

 その他のニュースも上田さんの担当でした。 

 北朝鮮のロケット 4 発発射、1000km 飛んで男鹿半島に落下、船舶、航空機の被害はな

く、狙いは、北朝鮮のロケット発射はトランプ政権になってから 2 回目、米韓軍事演習へ

の当てつけ、昨年もやっており、日本政府の対応は、北京を通して北朝鮮に抗議、国連安保

理に違反と言うものの、北朝鮮への制裁策はなく、岸田外相は電話会談で、ティラーソン氏

と意見が一致です。 

 アメリカは、ティラーソン国務長官が日本他に来て、トランプ政権は対北朝鮮の対策を画

策して、先制攻撃～北朝鮮との融和までやっています。 

 金正日氏暗殺で、カン大使がマレーシアから国外追放、カン氏は捜査を批判して国外追放、

マレーシアは北朝鮮との友好国で、北朝鮮に打撃です。 

 長野県で、鉢伏山付近に消防のヘリが墜落して、6 人を救出しても全員死亡です。 
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 ＪＮＮの世論調査では、籠池氏の証人喚問を 76％が求めて、しかし内閣支持率は少し下

がっても 61％です。 

  

 今週の特集、関西地銀の統合で、リスナーより、ネット銀行の台頭が地銀を脅かしていな

いかとあり、町田さん、銀行は競争を嫌い、利用者がネット銀行などでどう対抗するか、他

地域から来た銀行とどう競争させるかというものであり、そういう目線も要り、今までの世

界から、アンテナを高く張るべきと言われて、リスナーより、手数料が銀行により異なると

あり、町田さん、投資信託サービスする銀行もあると言われて、水野さん、数字は難しいと

言われても、町田さん、消費者がアンテナを張り、調べないといけない時代になり、ネット

で比べにくい状態にもなり、それでも、どちらが得か、調べるべきと締めくくられました、

以上、今週の報道するラジオでした。 

 

 

[civilsociety-forum:15582] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/3/6） アッキード事件 土地改良工事の

闇、他 

 

 

 2017/3/6, Mon 18:58 

 永岡です、森友学園の問題、アッキード事件について、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」

で、ゴミの撤去について、近畿財務局がこれを敷地に置くように指示したと報じられて、こ

れは今日の国会でも取り上げられて、資料は廃棄されたと言うものの、会合の記録から説明

して、森友学園はこれで土地の購入を決めており、大阪府は、4 月までの小学校の認可は困

難と松井知事も言い出して、確認だけで日数がいるというのです。 

 校舎の建築費にも二通りのもので、補助金が出て、16 億以上、しかし大阪府への収支報

告書だと 8 億以下で、小学校の認可は 23 日の審議会で決められて、これについて三澤肇さ

ん、打ち合わせ記録、2015/9 に決められたもので、業者と国の話し合い、国ではなく業者

の持っていた資料で、ゴミの撤去にお金がかかると言うと、財務省はそのまま残せと言われ

たというものであり、近畿財務局との関係で、ゴミの撤去費用がかかると開校が困難になり、

ゴミ撤去の 8 億も国が言い出して、これが根拠になったというものであり、須田慎一郎さ

んは、このシナリオを描いたのは、(1)許認可の仕組みを熟知して、(2)行政手続き、補助金
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を熟知して、(3)役人の行動パターンを熟知している、この 3 つを同時並行でやれる人間が

要り、近畿財務局と大阪府が連絡を取ったらアウトで、役人の行動形態を熟知していないと

だめで、籠池氏では無理で、政治家、役人を使いこなせる闇の存在がいると言うのです。 

（なお、今夜の荻上チキ SESSION-22 はアッキード事件がテーマ、安田浩一さんがゲスト

です） 

 

 また、堺市長選、現職の竹山氏が 3 回目の立候補を示唆して、維新は元読売テレビの清

水氏の擁立を画策して、4 年前は徒構想反対で勝ち、維新は読売テレビのアナウンサーを打

診して断られて、清水氏は読売テレビを退社して、今は講演活動であり、ＭＢＳが清水氏を

直撃しても無回答、維新の馬場氏も清水氏に期待したいと言うものの、次善の候補は維新の

丸山衆院議員、2 万％ないと本人は言うものの、大穴として、馬場氏の出馬もあるというも

ので、竹山氏の対抗馬は、何か、在阪某球団の暗黒時代の監督選びみたいで…なんて書いた

ら、阪神が、俺はヘイトスピーチしないと怒るだろう（笑）、以上、ＶＯＩＣＥの内容でし

た。 

 

 

[civilsociety-forum:15581] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/3/6） 青木理 森友

学園問題で見えた自称愛国者を語る＆日本政界は荒涼たる風景… 

 

 

 2017/3/6, Mon 17:02 

 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。 

 

 デイ・キャッチ！のデイキャッチャーズボイス、青木理さんが、森友学園問題で見えた自

称愛国者について語られました。その前に、青木さん、北朝鮮のロケット発射について、日

本単独で行動はできず、制裁のカードは日本政府は使い果たし、しかし金正恩政権は 5 年

で外交がなく、中国とも会談なし、果たして政権の基盤が大丈夫か、粛清の恐怖政治で、政

権はそれなりに安定しても、金正日氏暗殺でマレーシアとの関係悪化、ロケット発射など、

北朝鮮に日米韓も図りかねていると言われて、米韓軍事演習もあり、しかし正男氏は瀬戸際



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

189 

 

外交でも、交渉はして、しかし正恩氏は認めたうえでの交渉を求めて、日米韓は認めず、し

かし北朝鮮の崩壊を韓国も中国も望まず、外交なしの金正恩氏政権に、周辺国も対処に困っ

ていると言われて、体制変革は、正男氏暗殺もそれを防ぐものと言われて、しかし北朝鮮は

それを防ぐために手を尽くしており、金正恩政権と世界がどう付き合うか、日米韓、中国、

ロシアの協力が必要と言われました。 

 

 青木さん、自民党の党大会で、総裁任期延長を決めた件について、ＡＳＳは 3 選に出る

としても、読売に、森友学園問題、小池都知事（都議選に懸念）、消費税増税の問題がある

と指摘して、強啓さん、解散総選挙はいつかと言われて、青木さん、日本政界は荒涼たる風

景、青木さん安倍三代を書かれて、青木さんはＡＳＳに批判的でも、ＡＳＳは大した政治家

ではなく、支持するにしても、今一強というのは、民主政権の失敗で自民に任せようと言う

ものの、世論調査の理由は他にないから、自民だと、かつては足を引っ張り合い議論して、

下手したら取って代わるのがあったのに、今はそれもなく、ＡＳＳが高いのではなく、周り

が陥没してＡＳＳが高く見えて、2021 年までなら戦後最長になり、強啓さん、総選挙、総

裁選挙もあるとあり、森友学園問題、夏の都議会議員選挙がハードルになると言われて、青

木さん、朝日が今朝書いたように、解散総選挙は来秋、今総選挙しても増えることがなく、

ＡＳＳの憲法改悪のために長くやりたいと言うものの、秋に先送りなのか、当面の課題がた

くさんあり、森友学園問題、財政など、ドアホノミクスと言われなくなり、経済は来年まで

持つのか、我々は眼前の課題を追及すべきと言われました。 

 そして、青木さん、昨今の“自称”愛国者列伝をデイキャッチャーズボイスで語られました。

森友学園問題で考えるもの、青木さん、あまり紹介したくないが、森友学園問題で続々と明

らかになったもの、籠池氏もそうで、鴻池氏のことをＡＳＳは批判して、鴻池氏のＨＰの語

録、日本の美しい云々、敵基地攻撃能力を持つべき、生活保護バッシング、国歌斉唱を国が

指導しろと、天皇すらアカンという、薄っぺらい愛国者を振り回して、それにすり寄ってき

た籠池氏は、紙包みを渡したと言うものの、青木さん、森友学園のＨＰ、塚本幼稚園のＨＰ

で、金儲けのみを目指さない（笑）、信義に反しない（笑）、日本の伝統文化を発展させるＡ

ＳＳの偉人、中国、ロシア etc バッシング、日本民族の云々の、頭の痛くなる内容で、耳を

疑うのは、沖縄バッシング、沖縄ヘイト、翁長知事が中国の手先とデマを書いて、こんな人

がＡＳＳの基盤の日本会議の主力メンバー、ＡＳＳも籠池氏を支持して、青木さん、ニュー

ス女子の沖縄ヘイト問題、ＤＨＣシアターの吉田氏は右派言説で、ＨＰに在日ヘイトを書い

ており、朝日新聞やＴＢＳに在日というデマ、ヘイトを書いており、裁判官が在日なら敗訴

とか、ＨＰに会長メッセージとして載せて、デマ、偏見であり「愛国と煽っている連中のこ
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とをどう考えるべきか」、慎太郎氏の、座して死なないと言うものの、慎太郎氏も三国人発

言、日の丸、君が代 etc の、侍と言いつつ、会見で慎太郎氏は逃げて、本当の侍なら逃げる

べきではなく、愛国者を自称する連中は最初に逃げるものであり、青木さん、18 世紀のイ

ギリスのジョンソン氏の、愛国心はならず者の最後の逃げ場というもの、愛国を押し付ける

者たちの問題が浮かび上がったと、しかしＨＰにこんなヘイト言説が今も載っていると、危

機感を持って締めくくられました、以上、青木さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15580] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/3/6） 東日本大震災、福島原発事故 6

年、楢葉町の報告＆森友学園の問題報告  

 

 

 2017/3/6, Mon 16:21 

 永岡です、毎日放送のちちんぷいぷい、東日本大震災、福島原発事故 6 年の報告があり

ました。 

 

 ちちんぷいぷいでは、森友学園の問題も、奥田信幸解説委員の報告で取り上げられて、新

学期まで 3 週間の森友学園、入学説明会があり、ノンフィクション作家の菅野完さん提供

の音声が番組で公開されて、その中の模様が報告されて、君が代の斉唱があり、教育勅語を

主体に教育するという塚本幼稚園、ＡＳＳ頑張れ、戦争準備法案通過良かったと言うもので、

校歌も舟木一夫さんの歌（1967 年のああ青春の胸の内）の模様などと取り上げられて、身

分証明書提出、身体検査、かばんすら預けさせられる始末、昭恵氏の写真は紙で隠して、出

席者の顔を取るのに、スタジオでもおかしいとの声があり、しかしヤマヒロ（山本浩之）さ

ん、身体検査して録音されていると笑われて、松井氏は認可は困難というもので、これにつ

いて奥田さんの解説、安倍昭恵氏の写真は隠されて、新しいものを印刷するのが間に合わな

かった模様、しかし裏には昭恵氏があり、さらに鴻池氏の写真も隠されているものであり、

どうしてこうなのかと奥田さん言われて、ヤマヒロさんも、普通に考えたらおかしいことを

やると言われて、皇室を尊敬など、しかし舟木さんの歌にはもちろん著作権があり、特別に

校歌を依頼したものではなく、舟木さんの事務所に聞いたら打診があり、レコード会社に聞

いてくれといて、レコード会社には森友学園からの連絡はなく、奥田さん、録音は、説明会
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に興味本位の方も来て、菅野さんの依頼で来た人もあり、全部で 6 組、2 組は退席させられ

て、質問して、学園が疑ったものであり、スタジオでは怖いとの声があり、奥田さん、学園

はマスコミを排除したかったと言われて、しかしやましいことがないなら、公開すべきなの

です。 

 そして、森友学園と、鴻池氏の関係、森友学園から金銭工作→鴻池氏が拒否で、隠語のこ

んにゃく＝100 万は、須田慎一郎さん、政界で取材しても聞いたことがなかったというも

ので、3cm で 100 万とか、しかし鴻池氏は一瞬で金とわかって拒否→学園は鴻池氏をＨＰ

で批判、献金、寄付を強要していた事実を隠そうとしていると言い、奥田さん、鴻池氏はこ

れに反論しておらず、しかし寄付の案内をしたのみ、献金は20万もらったが共用ではない。 

 デスクの石田英司さん、共産党小池氏の指摘で、小池氏に出ないとあり得ない、鴻池氏は

籠池氏のことを怒っていると言われて、ヤマヒロさん、鴻池氏は名誉棄損に反論しないのか

と言われて、石田さん、鴻池氏は再反論すべきと言われて、奥田さん、騒ぎを広げたくない

意図があると言うのです。 

 さらに、森友学園は、愛知県の海陽学園に推薦枠と言っていたのは、嘘であり、小学校の

みなら生徒が集まらないためで、こちらには推薦枠も、森友学園との接点もなく、打診すら

されておらず、私立の学校から別の学校への推薦枠はあることもあっても、今回はウソ。 

 ヤマヒロさん、デタラメだらけと言われて、奥田さん、審議会でデタラメ、森友学園は取

材拒否で、マスコミには言わない。 

 そして、校舎の建設費も、補助金が出ており、国には 22 億、大阪府には 8 億と、認可す

る府には安く見せて、森友学園の取材が出来ていないが、補助金 6000 万→校舎 16 億は認

められているというもので、もうデタラメの塊で、土地を安く買ってから、ゴミの処理、そ

れも国と関係あり、しかしゴミがなかったら問題で、財務に問題があり認可が遅れたなど、

デタラメの連続で、学園の弁護士は 1.3 億の撤去費と言うものの、価値のない土地に土壌

改良で国がこれだけの値引きなのかということで、ヤマヒロさん、国交省、文科省、財務省

も絡む案件で、誰かが指示したという可能性を言われて、日程として学校の開校は困難で、

訴えられても、瑕疵担保責任のために国には責任なしという、泥沼の世界と言うのです。以

上、奥田さんの報告でした。 

 なお、菅野さんが先週、ＡＳＳ（Abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）とマスコミのキ

ャップが会食した件をツイートされたことで、実態を週刊ポストに報告されています。 

     

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170306-00000008-pseven-soci&p=1 

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170306-00000008-pseven-soci&p=1
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 安倍政権からメディアに圧力のあったこと、新聞に書けないので、菅野さんに流したので

すが、これはマスコミがＡＳＳ支配下にあり、とんでもない話です。 

 さらに、今西憲之さんのブログによると、籠池氏は贈賄で大阪地検に刑事告発されたとの

ことです。 

     

http://www.imanishinoriyuki.jp/archives/50793177.html 

 

 ちちんぷいぷいで、東日本大震災、福島原発事故 6 年について、毎日放送ＶＯＩＣＥの

司会をされているアナウンサー西靖さんの報告がありました。 

 西さん、森友学園問題、学園の責任のみ取り上げられることへの異論もありました。 

 そして、3・11、避難指示解除から 1 年半、楢葉町の皆さんのことを西さん紹介されまし

た。2016/9/7 に解除された楢葉町、原発 20km 圏、南側で線量は比較的低く（北西に高

い）、避難指示が出ても、移染して、住める状態になったと言うものの、戻った人口は 3/1

で 7235 人中 795 人、震災前の 1/10、いわき市に移った人も多く、役場は避難指示解除と

ともに戻り、1/10 しか戻っていないのはしんどく、公務員にはいわき市から通っている人

もあり、798 人の 53％が 65 歳以上の高齢者で、石田さん、夕張より多いと言われて、楢

葉町に帰りたい人もいても、帰ってくるつもりでも、家が荒れて帰れない→家を壊した人も

あり、更地には環境省がお金を出して、解体は順番待ち、4 月には小中学校も戻り、今は仮

設校舎です。移染して、フレコンバックだらけなのです。 

 4 人の方に西さん取材されて、楢葉町には渡邉姓の方が多く、仮設の食堂を営まれる女性

などで、町の役人の方に案内されて、小中学校は遊具もあり、南小学校、北小学校の 2 つの

校長の机があるのです。 

 町は、コンパクトタウン、住宅、病院を備えて、123 戸の一戸建て、被災者は 3 年間家

賃なし、ある夫婦は、二人で帰るつもりが、奥さんが避難先で亡くなられた方もあります。 

 避難指示解除で、喫茶店を再開された方、駅の西は更地で、かつての賑わいを取り戻すの

は困難、そして原発作業員の宿舎も建設されて、再開されない中で、仮設の食堂を営まれる

方、震災後、家に野生動物が入り荒れ果てて、仮設商店街はコンパクトタウンの開始ととも

に閉鎖されて、元のところに戻れるのか、未定で、駅前に戻りたいと言われる方もあり、関

西には東日本大震災より阪神・淡路大震災の記憶が鮮明で、しかし東日本大震災では、再建

より新しい町を作る方が早いとなり、コンパクトタウンと言っても、駅の東西で、震災前は

http://www.imanishinoriyuki.jp/archives/50793177.html
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田んぼ、その後原発作業員の宿舎などになってしまい、ヤマヒロさん、住民と行政の話し合

い、阪神・淡路大震災と違い、福島はどう帰ってもらうかの問題、校舎の環境は良くても、

小さい子供を持つ人たちは帰りたくない、高齢者は帰りたい、戻りたい高齢者のために、医

療施設を作るべきと言われて、西さん、コンパクトタウンに医院はできても、もともと医院

の少ない地域であるのです。明日は、福島と関西のことが取り上げられます。以上、ちちん

ぷいぷいの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15574] 

朝日放送おはようコール（2017/3/6） 伊藤惇夫がアッキード事件と政

治家の関与と金正男氏殺害事件関係を語る 

 

 

 2017/3/6, 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、朝日は安倍総理が来年秋に解散総選挙、任期の延長のため、産

経は解散風で４月に選挙？ 読売は長野で防災ヘリ墜落、毎日も同じ、日経は中国経済のこ

と、成長→安定です。 

 

 アッキード事件（(c)山本太郎氏）、森友学園の事件、入学説明会が開かれて、厳戒態勢の

元で、不透明な過程については説明されず、参加した保護者は 6 人、参加者にはボディチ

ェックがあり、財布、携帯、カバンを預けさせられて、まず君が代の斉唱があり、学園側の

担当者は名乗ることもなく淡々と資料を読み上げるのみであり、あえて出る杭になれと言

い、教育勅語の精神で学習したいと言い、参加者は資料を読み上げる時間が長く質問できる

雰囲気ではなく、入学希望者は 45 人、名誉校長の昭恵氏のことは消されたパンフレット、

政府は昭恵氏を私人としているものの、小泉進次郎氏は異を唱えて、認可されるか不透明な

中での説明会、1 年生 40 人、2 年生 5 人しか集まらず、愛知の海陽学園（中高一貫）と提

携と言うものの、こちらは否定されて、学校の建築費、15 億として補助金をもらい、しか

し大阪府には半額と言い、松井氏は 14 日までに資料が出ないと認可は難しいと言い、関与
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が疑われる政治家はＡＳＳ（Abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）、鴻池氏らがいて、こ

れについて伊藤さん、翻弄されるのは子供たち、海陽学園は 2006 年の開校で、籠池氏は政

治との関係でどうにかなると思っていた節があり、学園の建設費などの件もムチャクチャ

だが「小学校は終わっている」と言われて、鴻池氏のこともあるが、「あまりにスムーズに

進み過ぎて、政治家の関与なしにはこうは行かず」、陳情そのものが悪いのではなく、内容

で、紹介状を書くくらいなら問題ないが、働きかけは危なく、圧力は法的には問題なくても

国の政策が捻じ曲げられたなら問題、仲介はしており、会計検査院のことだけでなく政治家

の関与も明らかにすべき、また昭恵氏は気を付けるべきで明らかに軽率、公務員が 5 人も

ついている問題もあると言われました。 

 

 金正男氏の殺害事件で、マレーシア政府がマレーシア駐在の北朝鮮の大使が国外追放処

分、容疑者の 2 人は大使館にいると思われて、釈放された元容疑者リ・ジョンチョル氏は、

事件は謀略とマレーシア政府を批判して、正男氏の司法解剖に北朝鮮は反発で、マレーシア

と北朝鮮の関係悪化、カン・チョル大使に国外追放、マレーシア政府を批判したためで、北

朝鮮とのビザなし渡航もなくなり、これについて伊藤さん、北朝鮮は応じるか、マレーシア

と北朝鮮だけでなく、中国の関与もあり、中国はマレーシアとも良好な関係で、カン・チョ

ル大使は遺体が正男氏と言ってしまい、しかし大使追放で大使館の閉鎖ではなく、これから

交渉も始まり、容疑者の一人は民間人で大使館から出てきたら逮捕できて、一人は外交官で

逮捕できず、友好国のマレーシアとの関係が悪化するのになぜこんな犯行を北朝鮮がやっ

たのか、北朝鮮が孤立化して、暴発の危険性があり、中国が止めるためにどう働きかけるか

と言われました。 

 

 金正日氏の料理人、藤本健二さんが一時消息不明（死亡説あり）の後、平壌で日本料理店

「タカハシ」を開店して、藤本氏は正恩氏とも面識があり、伊藤さん、どうでもいい？  話

だが、なぜ平壌で日本食なのか？ 今日本と北朝鮮の関係は悪く、その中での数少ないパイ

プで、しかしなぜタカハシなのかと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、毎日一面の記事、自民総裁任期の延長が決まり、ＡＳＳは 2021

年までやれて、伊藤さん、ＡＳＳ再選は不明、政界一寸先は闇、ＡＳＳ政権は 3500 日、明

治以来の最長政権になると言われて、読売 6 面の記事、トランプ大統領がオバマ氏に盗聴

されたと言い、伊藤さん、大統領には盗聴の権限も証拠もなく、トランプ大統領が何の根拠

もないことを言うのは問題で、しかし似たような政治家はたくさんいると言われて、毎日
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30 面の記事、アフリカゾウの睡眠時間は 2 時間で、伊藤さんは 7 時間寝て、牛、馬は短く、

猫は良く寝ると言われました。以上、伊藤さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15562] 

ネットワーク 1・17（2017/3/6） 東日本大震災 6 年、岩手県大槌町

の復興から見える課題、竹沢尚一郎さんのお話  

 

 

  2017/3/5, Sun 06:01 

 永岡です、災害と防災を考えるネットワーク 1・17、第 1056 回、今週も毎日放送アナウ

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。 

 2/28 に東北で地震、震度 5 弱、福島原発も懸念されて、異常はなかったものの、東日本

大震災の余震と気象庁は言い、先週の震災障碍者について、リスナーより、知らなかった、

たくさんの人が苦しみ、国や行政に目を向けてほしいとあり、2/28 に障碍者の方が厚労省

に申し入れを求めて、厚労省も一人一人に合わせた支援を、というものでした。 

 ネットワーク 1・17 の 3 月は東日本大震災 6 年シリーズで、1 回目は、岩手県大槌町に

通い続ける国立民族学博物館（大阪府吹田市、http://www.minpaku.ac.jp/ ）の竹沢尚一郎

さんがゲスト、大槌町は人口 16000 人の町で、東日本大震災により 1300 人死亡、町長や

役場の職員さんも 1/3 近くが亡くなられて、復興の支援をされている竹沢さん、地区によ

り避難者や復興のスピードが異なり、コミュニティの強い地区では地震の翌日に対策本部

が出来て住民が対策をしても、街の中心の大規模な避難所では、様々な地区から被災者が来

て人間関係を築けず、竹沢さんは、災害の前に人間関係が重要と言われて、多くの住民の反

対していた高さ 14m の防潮堤も、人々の暮らしや思いが反映されていないと竹沢さん言わ

れて、大槌町についてお話をされました。 

 国立民族学博物館では東日本大震災の展示があり、独特の存在感で、竹沢さんがこれを企

画されて、竹沢さんの専門は西アフリカの歴史で、なぜ大槌町と関わるようになったのか、

東日本大震災で、竹沢さんも奥様も、仕事に手がつかず、居ても立っても居られない→ボラ

ンティアに行こう、宮城は多く入り、それでボランティアの少なかった岩手に、交通手段が

少なく、奥さんと娘さんと 3 人で行き、3 月は燃料が現地になく、4 月になり来るようにな

り、岩手県はボランティアを受け入れず、大槌町は受け入れて、県庁所在地の盛岡市から車

http://www.minpaku.ac.jp/
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で 3 時間、震災で、大槌町は、途中まで普通→海岸では全滅、ボランティアセンターもテン

ト一つのみ、役場は破壊されて、町長他亡くなられて、行政の機能は喪失されて、自衛隊が

瓦礫の撤去、書類、アルバムの分類を 2 週間やり、一旦帰り、専門家として役に立てると、

5 月の末に 1 か月の予定で行き、訪問を繰り返して、仕事ではなくボランティアで、街づく

りに、ボランティアとして参加、将来に伝えるべきもので、博物館に勤めているので、後世

に残すことをやって、大槌町は模型を竹沢さん作られて、被災前と被災後の姿を見せるもの

で、伝えたいのは、被災前のもの、現地の人たちには失われた光景で、被災者に喜ばれて、

街のハザードマップでは津波は 8m で、それ以上のところは逃げなくていいと言うものの、

今回はそれより上、しかし明治の津波では 15m あり、もっと大きな津波が来ることを予測

すべきで、亡くなられたのは 8～15m の、安心と思われたところに集中して（ここに 8 割）、

この人たちの命は救われた可能性もある。 

 津波は来ないと思い、しかし明治の津波のことを知っていたら防げて、国はマグニチュー

ド 7.5 の地震を想定しても、明治の津波はもっと大きく、それを想定すべきで、竹沢さん、

大槌町の復興で感じたのは、避難所により運営の仕方が異なり、被災翌日に対策本部、瓦礫

の撤去、炊き出し、ヘリポートも作ったところもあり、2500 人の半分が被災者で、自衛隊

が入れず、自分たちで、となり、しかし訓練はしておらず、コミュニティの意識が強く、お

寺、神社、学校と、どの人が何を得意としているかをみんな知り、女性は炊き出しであり、

千葉さんもそんなに簡単にわかるのかと言われて、竹田さん、町内会などで把握して、ＤＮ

Ａ鑑定できなかったが、遺体の特定はそれなしで出来て、盲腸のこととかで分かり、千葉さ

ん、ヘリポートをどうして作ったかと言われて、竹田さん、建築などの専門家があり、重機

を使っても、屋根の下に遺体がある可能性があり、手探りの作業を 2 週間やり、訓練では

なく、普段からのコミュニティと、自分たちの能力を生かしてやっていた。 

 しかし、町の中心部は、知らない人が集まって緊張感、隣の人のことを知らず、怒鳴り合

いなどを竹沢さん見られて、コミュニティがないためであり、それだけ明確な違いが出るの

か、東北の被災地は、コミュニティが大事、避難所でも元のコミュニティを、としても時間

が経つと、財力のある人は高台に、しかし災害弱者は取り残されて、櫛の歯が欠けたように、

避難所での格差が広がり、これからの復興の課題は、復興が遅れており、関西の人はあまり

知らないが、まだ多くの方が仮設住宅、プレハブで、寒く、被災者の未来は見えず、計画は

あり、高い防潮堤、14.5m のものを沿岸に張り巡らせるのを岩手県で計画しても、漁民は

壁ができてそれを乗り越えていくのは、ビルだと 5 階建てになり、高台に住宅を作ってほ

しいと要望しても、岩手県は防潮堤を作ることになり、地域の意見を取り入れず、役所の作

ったプランを押し付けて、役所は、一部の大企業が儲けるためであり、竹田さん、住民と復
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興の案を作り、海抜 10m のところに 4.5m の防潮堤を作ると、費用も少なく早く、14.5m

の防潮堤は大手ゼネコンしか作れないが、4.5m なら地元の業者にできて、しかし 14.5m

のものだと地元は潤わず、地元は人口が流出する。 

 千葉さん、南海トラフ地震について言及されて、竹沢さん、大阪でもコミュニティは作れ

る、組織が大阪でもあり、被災前にコミュニティがあるとよく、行政が音頭を取って対策す

べきであり、岸和田では祭りのコミュニティがあり、それを基本にしたらいいもの。 

 祭りはコミュニティになり、様々な人が参加して、それを広めたらよく、地域のお祭りの

コミュニティも、防災に役に立つものになるのです。大槌町に最初に支援したのは、岸和田

の消防団、2 日後に入り、みんな涙を流して、だんじりで鍛えたものが役に立ち、災害対策

はできて、しかし、集団ごとの連携を作るのは、行政だと竹沢さん締めくくられました。 

 千葉さん、大槌町に最初に入ったのは岸和田ということに驚かれて、竹沢さん企画の、津

波を超えて生きるは、4/11 まで開催されています。来週は東日本大震災の被災地からの生

中継です、以上、今週のネットワーク 1・17 でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15555] 

毎日放送ラジオ 野村啓司の懐メロ♪ジュークボックス（2017/3/4） 

近藤勝重 八代亜紀の名曲を語る  

 

 

 2017/3/4, Sat 09:25 

 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、毎月第 1 週に毎

日新聞特任編集委員の近藤勝重さんが出られて、昭和歌謡曲について語られました。放送、

新聞、本で大人気の近藤さんの流行歌コラムです。水野晶子さんも同席です。 

 今月のテーマは、八代亜紀、野村さんアフリカで聴かれたものであり、夜することがなく、

ホームシックになった、日本の歌で、近藤さん、日本の歌を代表する名曲で、八代亜紀さん

は、人柄でボス（裕次郎）にも高倉健にも好かれてデュエット、熊本から出て、下積みから

苦労して、74 年に裕次郎との、別れの夜明けを紹介されました。 

     

https://www.youtube.com/watch?v=PCkgvokfRCQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PCkgvokfRCQ
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 野村さん、歌謡曲全盛期の歌と言われて、近藤さん、今年はボス没後 30 年、八代さんは

60 代、この歌では相思相愛、これ以上の歌はない、それほど、八代さん、熊本から中学校

を出て上京、父親に殴られて、勘当されて、しかし笑顔の持つ力を持ち、どこかいたずらっ

ぽいの好感度があり、しかし最近は紅白には出ず、それでも、紅白の大トリもかつては歌い、

映画「ステーション」、高倉健さん、倍賞千恵子さんのクライマックスの歌、酒を飲み交わ

してシーンに、この歌を思い出す、しみじみと聞く、舟歌です。 

     

https://www.youtube.com/watch?v=C1GATyFEcqQ 

 

 野村さんは何回聞いてもいいと言われて、近藤さん、この歌には永遠性、日本人の感性に

合うもので、しみじみ、ぽつぽつと、形容詞も小さいもの、大げさなものはなく、それでい

て切なさの極みであり、近藤さん八代さんの歌で不思議なのは、これは男歌ではあるが、八

代さんの顔が浮かぶ、情景が歌うものは多く、フォークはそれで、しかし八代さんは雨雨振

れ振れと情景が浮かび、トラック野郎にも愛されて、トラックの運転手の皆さんにアイドル

であり、倉本聰さんがこの歌で飲み屋の場面を作り、健さんは刑事の役、倍賞千恵子のかく

まっていて男など、倉本さんに健さんはクレームをつけて、撮影の裏話、健さんは、ここは

立ち寄らずに去っていくべきと言うと、倉本さん、この映画の刑事はそんなに立派でないと

言って納得させて、このシーンと舟歌は、劇中歌ではないがセットになり、舟歌があってあ

の映画ができたという人もあり、この歌は映画の芯であり、舟歌の、阿久悠さんの詩、2 階

建て、普通の演歌→民謡調になる切り替えが八代さんの真骨頂、民謡のメロディも日本人の

心を響かせる、もう一回日本を歌を聴かせてくれと言う時に、この歌が出ると言われるので

す。 

 野村さん、八代さんの歌で、金融機関が募集した作文があり、そこから八代さんの歌にな

り、女性が中学校の最後の授業で、みんなに 10 円玉を配り、つらかったら電話して来いと

言うもので、心をつなぐ 10 円玉、八代さんの歌を返答の歌として紹介されました。 

   https://www.youtube.com/watch?v=IxsQsLRNp3Q 

 

 以上、近藤さんのお話でした。 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1GATyFEcqQ
https://www.youtube.com/watch?v=IxsQsLRNp3Q
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[civilsociety-forum:15554] 

朝日放送 おはよう朝日土曜日です（2017/3/4） 森友学園問題 平岩

和之さんの報告 

 

 

 2017/3/4, Sat 07:09 

 永岡です、朝日放送のおはよう朝日土曜日です、情報アップデート、森友学園問題、園児

にヘイトスピーチさせていたもの、9 億の土地を格安で手に入れた森友学園問題、教育方針、

安倍総理との関係、この問題を当初から取材されていた、朝日放送記者の平岩和之さんが報

告されました。 

 阪急庄内駅から徒歩 7 分、2 カ所の土地で、一つは豊中市に 14 億、もう一方は実質タダ

であり、平岩さん、ゴミの撤去費用で超格安にて森友学園に売却と言うものの、8 億のゴミ

はダンプ 4 千台、豊中市の買った土地は公園でゴミの撤去はせず、それでもゴミの撤去に

8 億はおかしく、ダンプ 4000 台は、10m の高さにゴミが埋まっているものになり、にわ

かに考えにくい。 

 名誉校長が昭恵氏、ＡＳＳ夫人で、国と学園の交渉は、財務省は記録を廃棄したと言うも

のの、財務省の規則では、資料は 10 年の保管が求められて、これは内規で罰則はないもの

の、これだけの額のものに資料を保管しないのはおかしく、やましいから捨てた可能性もあ

ると平岩さん言われるのです。  

 そして、森友学園の籠池氏は鴻池氏と 25 回接触して、政治献金もしており、その詳細な

やり取りがメモ書きで、鴻池氏の秘書が書いたと思われるもの、籠池氏はこのメモは捏造と

否定しても、鴻池氏の秘書の書いたメモは膨大なもので、Ａ４で８枚、籠池氏が何とかして

くれ→秘書が、どこが教育者だとメモで突っ込んで、これだけ詳しく取ったのは、鴻池氏側

が警戒していたものであり、そして籠池氏が高いと働きかけ、無理を言って値下げ交渉であ

り、秘書はぼやいており、籠池氏は無茶を言っており、鴻池氏本人がやり取りを証言して、

金で買収と言うもので、オバハンと鴻池氏の言うのは籠池氏の奥さん、平岩さん、もう一人

の重要事項は籠池氏の奥さん詢子氏、幼稚園の副園長と指摘されて、夫人は重要なところに

あり、籠池氏は公務員→理事長の娘の、今の奥さんの詢子氏と結婚して、籠池氏はもともと

役人で、最初から教育者ではなく、教育者は詢子氏の方で、こんにゃく＝１００万の束のこ

とであり、籠池氏側の弁護士は商品券 3 万と言うものの、金銭を 1 円でも渡したら賄賂で

あり、副園長の詢子氏は様々なトラブル、排泄物をパンツでくるんで持ち帰らせる、犬くさ

い、在日の方にヘイトスピーチ、平岩さんは国有地ではなくこのようなトラブルから森友学
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園を取材されて、保護者と裁判にもなり、インフルエンザは病気ではなく気持ちで治せと言

われた保護者もあり、もちろんインフルエンザは病気で、本当なら大変なことであり、訴訟

もあり、学園の運営に、副園長の詢子氏が大きくかかわっている。 

 国有地の格安払下げは、森友学園と財務省の利害が一致、役人も土地を早く売りたく、最

初は借地の設定で、相当な大物政治家がかかわってもここまでとんとん拍子で進むことは

なく、不動産業者にはいわくつきの土地であり、役人には早く始末したい、そうしたら出世

にもなるもので、国有地を高く自治体などに売るべきなのに、汚染もある土地で、早く学校

の開設が必要、土地を早く売る必要が財務省にないと、このようなことはあり得ず、汚染さ

れた土地なら、公表して、どうしてゴミがあるのか、過程を明るくすべきと言われて、参考

人招致は、籠池氏を野党は申請しても、政権は何を言われるか戦々恐々と平岩さん締めくく

られました。以上、おはよう朝日土曜日ですの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15552] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/3/3） 食べて分かった、関西の食パン愛  

 

 

 2017/3/3, Fri 19:16 

 永岡です、政治の話ではありませんが、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」の金曜日の特

集、解説委員の辻憲太郎さんの報告で、関西では、食パンが愛されているとのことなのです。

関西文化の面白さであり、お知らせいたします。食の向こうに真実が見えるコーナーです。 

 辻さん、関西で、食パン専門のパン屋さんが、ここ数年 20 軒も開店していると報告され

て、スタジオでもこのような専門店の商品が紹介されて、食パン専門店には焼けたら行列の

店もあり、背景に、関西人の食パン愛があり、関西は全国最高の食パンの消費地帯なのです。 

 大阪、難波の地下街のお店で、数百円～1000 円のものですが好評で、食パン専門店が大

阪を中心に増えて、さきがけは、大阪・上本町の乃が美というお店、遠方からも交通費を払

って買いに来るお客さんが各地から殺到して、辻さんも試食して、柔らかいと、弾力があり、

食パンの耳まで柔らかいのです。 

 生地を作るのに、混ぜ方などを工夫して、限界まで工夫してやっており、焼き上げたら、

扇風機で冷まして、耳まで柔らかくするのです．焼き立ての要望もあるものの、これがベス

トで、店のオーナーさんは阪プロレス会長の阪上さん、老人ホームを慰問して、お年寄りは
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食パンの耳を食べられず、なら、耳も食べられる、高齢者にも喜ばれる食パンをとして開発

されたのです。 

 あまから手帳の編集者は、ささやかなぜいたくと指摘して、食パンの年間消費量は、1 位

が神戸市、2 位が堺市、3 位が京都市と何とベストスリーを関西、奈良市が 4 位、大阪市 7

位、大津市 10 位と上位は関西で、敷島食パンの方は、朝早くのニーズと、また関西だと 5

枚切りが人気、関東は 6 枚切りが人気で、それで食パンの消費量は多く、関西はコナモン

の人気で、パンも人気であり、食パン人気の根付いた関西、龍谷大学も、食パンを研究され

て、研究者の方はクヌギの酵母を探して、1000 種類ものサンパルから、大文字の酵母がい

いとなり、パンは倍に膨れ上がるものであり、パンメーカーもこの結果に満足されています。 

 専門店の登場に、食パンは関西のトレンドであり、司会の西靖さんも、食パンは完成され

て、もう手の入るものはないと思ったと言われて、辻さん、食パンは進化していると言われ

て、そして 5 枚切り、6 枚切りの人気にも、スタジオで驚きの声があり、関西は厚切りが人

気で、名古屋だと 8 枚切りが人気、関東だと草加せんべいなど薄物が人気、学研グループ

の村瀬さんもこれを指摘されて、食パンの人気は関西で高く、そしてコンビニで、普通の食

パンに対して、プレミアム食パンもあると村瀬さん指摘されて、しかし、その辻さんは、朝

食は米なのだそうです。 

 関西は食文化のメッカであり、神戸だと食パンの専門店はそれほどありませんが、このよ

うな文化こそ、関西の誇るものであります、以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15546] 

ＴＢＳラジオ 荻上チキ SESSION-22（2017/3/2） 森友学園問題＆

関西テレビワンダー、朝日放送キャストによる森友学園問題の報告

（2017/3/3）  

 

 

 2017/3/3, Fri 17:19 

 永岡です、昨夜のＴＢＳラジオの、荻上チキ SESSION-22 で、森友学園問題が取り上げ

られました、ＴＢＳクラウドで公開されています。 
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http://www.tbsradio.jp/125022 

 

 荻上さんによる解説、鴻池氏のメモについての解説で、鴻池氏と籠池氏のやり取りが明ら

かになり、Ａ４6 枚、森友学園から政治力で何とかしてくれと言うもの、神戸の鴻池氏の事

務所で作成されたメモで、2016/3 までに、財務省の近畿などと取り上げられて、さらに、

共産党小池氏が追及して、財務省佐川氏は政治家の追及を否定しており、小池氏は鴻池氏の

関与なしなら他のものが関与と追及して、しかし民進党福山氏の追及で、文春の記事から追

及して、佐川氏は国有財産の問い合わせはたくさんあったと答えて、小池氏が、面談記録に、

財務省の関係者の名前があったと追及しても、佐川氏は答えずであり、荻上さん、籠池氏は

政治家に掛け合っていないとこの番組で言ったことはウソと分かり、籠池氏は鴻池氏の事

務所に頻繁に訪れており、陳情書を番組で入手、2013～2016 年まで続いて、まずは兵庫

県会議員から、豊中の国有地を借りたい→近畿財務局はアカンであり、それで籠池氏は鴻池

氏のもとを何度も訪れて、大阪航空局、財務局同席で土地の話し合いをして、大阪府と財務

局が連携を取り、この陳情の報告書で、鴻池氏は籠池氏に疑問、鶏と卵と言って、どこが教

育者だと鴻池氏は反発して、財務局とやり取りで、前向きにやると答えたら、話の分かる役

人だと籠池氏は言い、具体的な金額、籠池氏はこれくらいで売ってくれと見積もりの出る前

に言い、しかし籠池氏はこの番組で自分から金額は言っていないと言っているが、矛盾して、

交渉して、月 100 万からやっていると、鴻池事務所の記録で分かり、籠池氏の発言に疑問

が出てきたことになるのです。 

 その中で、籠池氏だけでなく、近畿財務局の人ともやり取りして、報告を受けて、手続き

をコンサルにさせると、鴻池氏は教育の内容に共感した、教育勅語のことに共感しても、こ

んにゃく（札束）を押し返して、鴻池氏はあらぬ疑いをかけられて、それで過程を語ったの

であり、しかし陳情書を見たらそんな簡単なものか、鴻池氏は金銭を拒んだと言うものの、

仲介、働きかけを否定しても、後に近畿財務局から鴻池氏に報告が来ているのは、ノータッ

チならおかしく、1 回接触して感触が悪かったら、別のところにロビー活動するのに、今回

は県会議員の仲介で、籠池氏は何回も鴻池氏のところに来ており、感触を得たからの結果と

荻上さん言われるのです。 

 陳情報告書から、籠池氏→鴻池氏にあっても、これで情報をスピンされてはならず、様々

なシナリオがあり、籠池氏→鴻池氏のみの働きかけか？ 地元の大阪でもやっていないか、

自民、他の議員はなかったか？ 今回鴻池氏のみが問題視されているが、それで終わりか？ 

他にも誰か関わっていないか？ 

 財務省は日報を破棄したと言うが、官僚はメモを残していると、保身のためであり、それ

http://www.tbsradio.jp/125022
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も忘れてはならず、さらに、鴻池氏のことは、与党からの尻尾きりの可能性もあり、鴻池氏

のみではなく、別の政治家のことも忘れてはならず、収束のためにこうなった可能性があり、

どこから共産党に行ったか、穴が用意されていたのか？ 

 陳情整理報告書、これで終わりか？ こういう陳情と言うものの、これだけでなく、この

メモはいつ作られたか？ メールなら送信履歴、ファックスもそれがわかるが、今回は籠

池・塚本案件とまとめられており、鴻池氏は堂々としゃべっているように見えたが、まだ検

証の必要があり、3/1 の記者会見も番組のウェブサイトに文字起こしがあり、最後に、皆さ

んの行動を見ていると、殴り込みと、メディアをチェックしていると言い、権力を見るには、

様々なシナリオがあり、こういう報告書が出たら、特定のシナリオに誘導されて、野党も他

のところに気が行かない可能性もある。 

 ＡＳＳは、調べてくれと、疑いをかけられた議員のこと、悪魔の証明などと消極的、しか

しこれは悪魔の証明ではなく、ないという証拠を出せではなく、財務省は資料を廃棄して、

しかし他にも様々な資料があるはずで、与党だから、総理だから調べられるものもあり、参

考人招致からＡＳＳが逃げているのは納得できず、また籠池氏の発言も変化しており、籠池

氏はメディアを選別して回答しており、これは参考人招致か、証人喚問をやるべきで、陳情

整理報告書は、SESSION-22 のウェブサイトにあり、見てくださいと、荻上さん締めくく

られました。 

 

 この問題は、関西テレビのワンダー、朝日放送のキャストでも取り上げられて、野党は籠

池氏の参考人招致を求めており、ワンダーもこの陳情整理報告書を入手して、2013/9 の籠

池氏と鴻池氏のやり取り、鶏と卵、森友学園は近畿財務局に土地を貸してくれ、大阪府に小

学校の認可を求めて、「どこが教育者」との書き込みがあり、鴻池氏の秘書は、大阪府と話

し合えとして、籠池氏は話の分かる役人だと言い、神崎デスクは、国会議員の話だと役人は

スピーディーに対応する（地方議員だとこうは行かない）とのコメントがあり、藤井聡さん

は、公益か私益かと言われて、陳情は 25 回！ であり、他の政治家にも働きかけた可能性

はあるのです。 

 ところが、森友学園は、鴻池氏の文章を捏造とＨＰで言い、森友学園が金を強要されたと

言い、しかし 2014、2015 年に森友学園→鴻池氏に政治献金があり、どちらが本当のこと

を言っているのか、なのです。 

 キャストだと、国会で、昭恵氏が公人か私人かが論議されて、ＡＳＳは私人と言うものの、

森友学園で昭恵氏は講演して、そこに政府の職員が同行していたことが分かり、民進党玉木

氏の追及に、内閣の審議官が答えて、政府の職員の同行＝公人であり、さらに、昭恵氏と、
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森友学園の関係、塚本幼稚園の教本に、昭恵氏が名誉会長の社団法人が出しており、園児の

卒園アルバムに昭恵氏も 1 ページ使い、塚本幼稚園の広告塔であり、さらに、森友学園の

働きかけは、自民の兵庫県議、維新の大阪府議にも働きかけで、そして森友学園の代理人は、

商品券を鴻池氏に渡したと言い、そして塚本幼稚園のＨＰには、鴻池氏の文書を批判して、

しかし認可を待つと言うもので、鴻池氏の秘書、黒川兵庫県議が明らかにして、維新の中川

府議も働きかけをしたと言い、籠池氏の行動力、豊中市の地元市議にも接触していたのです。 

 鴻池氏の言い分と、籠池氏の言い分は矛盾して、籠池氏は政治力を駆使しており、司会の

浦川泰幸さんも籠池氏の行動力に驚かれました。 

 昭恵氏は公人か私人か、官僚が 5 人も担当であり、参院予算委で 5 人もいるのか問われ

て、ＡＳＳは昭恵氏が何度も海外に行っていると言うものの、これだと公人であり、芸能ジ

ャーナリストの井上公造さん、間違いなく公人で、井上さんはある芸能人に名誉棄損で訴え

られても、みなし公人であり、井上さんは勝訴で、そしてファーストレディなら、名誉校長

も断り切れなかったという言い訳は通じないと、浦川さん締めくくられました。以上、昨夜

の SESSION-22 と、今日のワンダーとキャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15544] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ（2017/3/3） 金子勝 

アッキード事件から倒芝破綻の、日本の闇を語る  

 

 

  

 2017/3/3, Fri 15:22 

 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、草野球で突き指されたそうで？ 地球防衛軍と

いうチームでやられて、買ったそうで、8-7、3 打数 2 安打だったそうで、ファーストとキ

ャッチャーをやり、元甲子園の還暦の方も参加されたというのですが、突き指で…で、朝は

ウォーキングされて、今日のネタはアベ友学園、鴻池氏で面白くなり、ここで止まると本筋

は見えず、鴻池氏のレベルで話は進められず、要求通りにエスカレートさせるには、麻生派

で、麻生氏が上司であり、2015/9 に佐古田理財局長と会って大阪に行き、鴻池氏は戦争準
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備法案の最中と苦言を呈しても、安倍夫婦で森友学園に行き、昭恵氏も塚本幼稚園を絶賛、

そして佐古田氏、国税のトップになり、つまり麻生氏が知らなかったはずはなく、安倍－佐

古田－近畿理財局が何を話したか、ＡＳＳは読売テレビに出て、ストーリーが疑惑をもたれ

るほどであり、しかしＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）は疑われているのに

調査しないと開き直り、室井さん、ＡＳＳの国会の切れ方は異常と言われて、金子さん、国

有財産の格安が異常と言われて、籠池氏らを証人喚問、警察、検察も捜査すべき、会計検査

院は調査できても、捜査権はなく、国の無駄遣いをチェックするもので、室井さん、海外の

新聞では、土地のことより、極右思想を問題にしているとも言われて、金子さん、関空エア

ポートとの関係もあるが、問題のど真ん中が外れて、文科省の天下り問題も、大学に予算な

し、経産省も、電力各社などに天下り→原発メーカー破綻、東芝の倒産は安倍政権の破綻、

倒芝にはグループ 18 万人抱えて、大変なのに、2.5 兆で売却と言うものの、そんなに現金

がいる＝核で借金の塊、1.8 兆は何のために調達するのか、原発 45 基の資金調達のためで、

しかし経産省は鍵を閉めてしまい、原発がコストが高すぎて日本の産業を破綻させて、ゴー

ルドマンサックスが、半導体売却に乗り出して、利ザヤを取ろうと狙っており、2.5 兆を 1.5

兆に値引きされて、金子さん、イギリスのＥＵ離脱に、欧州の原子力共同体からイギリスは

抜けて、イギリスでは原発を作れなくなる→事故の結果、安全基準が高まり、コスト高→破

綻、45 基、ウエスティングハウスとの関係で、原発の債務保証がわかったら、倒芝はもう

潰れている可能性があり、北斗の拳の、お前はもう死んでいる、であり、情報を出す必要が

あり、規制委員会は日本の原発は世界一安全と言うものの、倒芝の原発は危険で建てられな

いとアメリカで言われており、室井さん、昨日雑誌のインタビュー、室井さんの発言が原発

いじめにつながったと指摘されて、本当のことを言うべきと指摘されて、金子さん、風評被

害は国が作るもの、ウェスティンハウスは潰すべきで、問題を探ると闇が広がると言われて、

室井さん、金子さんは弁護士なら、と指摘されて、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:15543] 

市民のための自由なラジオ（第 49 回）（2017/3/3） トゥアレグ族の

大地と文化をむしばむニジェールのウラン鉱山と日本の原発再稼働、

アリサデコート豊崎さんのお話＆小出先生 福島事故 6 年を語る、ご

めんなさいとありがとうが言える人間が増えたら日本は変わる  
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 2017/3/3, Fri 11:09 

 永岡です、市民のための自由なラジオ第 49 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、

自由なラジオを聞いている方から感想を聞いて、話題が尽きない、普通のラジオと異なり、

何度も聞き流せると言う声もあり、だんだん、一般のラジオと違う聞き方が出てきたと言わ

れました。 

 今週のゲストはジャーナリストで映像作家の Alissa デコート豊崎さんです。父親がフ

ランス人、母親が日本人で、サハラ砂漠の遊牧民トゥアレグ族の取材もされて、ニジェール

のウラン鉱山も問題、これについてお話されます。 

 

 

 

 アリサは名前、デコートが父の、豊崎が母の名前で、パリに生まれて、80 年代に東京に

移住→パリ→90 年代東京と、2 カ所を行き来して、木内さんと共通の友人副島あやさんか

ら、木内さんにそっくりの方がいると、人間が似ていると言われて、話していたら似ている

と、変わり者同士？ 今日も同じ色の服を着ていて、自然にこだわらないものと言われて、

アリッサさん、日本、東京、パリと、外国旅行ではなく、父は誰も行かないところに連れて

いき、70 年代にピグミー族、80 年代にパプアなどであり、世界は広く、地球に様々な民族

がいることを知り、発想も自由で、今はアリッサさん、映像作家、ジャーナリスト、トーク

も木内さん参加されて、未来のキャラバンと言う 90 分の映画、サハラ砂漠をラクダ 100 頭

に塩を乗せてのテント生活、ドキュメンタリーで撮り、カメラはバッテリーが必要で、サハ

ラ砂漠には電源は、ソーラーパネルから充電した！ ものであり、アリッサさんのＦＢにた

くさんの写真、アリッサさんのご主人がトゥアレグ族の方で、ターバンを巻いて、肌を出さ

ない、褐色の肌、フランス語と、彼らの言語を使い、それもアリッサさん覚えて、木内さん、

アリッサさんから届く近況は砂漠、トゥアレグ族の方と同行して、ホテルも何もなく、それ

にも慣れて、トイレがなくても、ある意味どこでもトイレ（笑）であり、ぜいたくなトイレ、

雨も降らず、その場で燃やせるものであり、キャラバンを見たら、ラクダの隊列を止めない、

止めたら混雑で、ラクダは同じリズムで歩くので、長い旅は、積んだり降ろしたりはラクダ

も使われて、キャラバンは船のようであり、その上に乗っている人たちは、祈りもして、キ

ャラバンを追いかけるのも大変で、アリッサさん撮影は大変、食事も、昼は歩きながら、1
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日砂漠の横断で 16 時間歩き、おかゆのようなものを食べて、トゥアレグ族は 1000 年前か

らの文化であり、行って帰って 4 か月、行きに 1 か月、帰りに 3 週間、ナイジェリアに行

き塩を売り、アフリカではたくさんの部族がいて、目的は穀物、塩を売り、穀物を買って自

給自足、フランス人と世界人、トゥアレグの方と結婚されたアリッサさんのお話でした。 

 

 LIGHT UP！ジャーナルは元京都大学原子炉実験所の小出先生の福島原発事故 6 年、当時

情報が統制されて、その中で懸命に発信されていた小出先生、当時と、今の思いを語られま

す。小出先生、何とか生きていると言われて、3・11 から 7 年目、当日は小出先生、実験

所の放射線管理区域で仕事をして、夕方に出ないといけない会議でテレビを初めてみて、仙

台空港に津波で、大地震→津波で、原発を心配して、しかと当日はウクライナからのお客さ

んを関空に迎えに行くところが、翌 12 日の朝にブラックアウトで、これはとんでもないこ

とになると思い、小出先生だけでなく、今中さんも 11 日の夜からウクライナの方と参加、

この時はチェルノブイリ事故 25 年のセミナーを開こうと、ウクライナから専門家を招き、

今中さんと小出先生は 11 日からやる予定が、福島事故で、熊取 6 人組で福島事故のことの

情報を交換して、政府、東電とのコンタクトはどうかと木内さん、核の世界の専門家のほと

んどは 100％核推進で、小出先生たちに接触はなく、小出先生たちは大変な事故だと発信

して、それを抑え込もうと、京都大学原子炉実験所では箝口令、実験所は窓口を作って発信

するので、個人では発信するな、であり、小出先生の見解と、公式は異なり、小出先生は 12

日の夕方からメルトダウンを発信したら、所長から呼び出されて、余計なことをしゃべるな

と言われて、しかしその時点で小出先生の発言を取り上げていたら状況は変わり、一番早く

小出先生にコンタクトは、たね蒔きジャーナル、3/14 から連日小出先生の情報を発信して、

木内さんもこれから小出先生の声を聞き続けた人がたくさんあり、原子力マフィアも聞い

て、しかし小出先生たちの見解は国の方向と逆で、実験所の中でも小出が勝手に発信してい

ると思われて、たね蒔きジャーナルも 1 年半で潰されて、木内さんもたね蒔きジャーナル

を聞いて小出オタクになり、明治大学での、小出先生の講演、会場に人が入りきれず、小出

先生はたくさんの学生さんに話しかけて、事故を防げなくてごめんなさいと言われて、木内

さん驚き、こんな人がいると驚き、その後も小出先生は講演に招かれて、何千人の聴衆にも、

事故を防げず、小出先生は事故を防ぎたかったができず、今も申し訳ないと思い、しかし、

いい大人が謝るのを木内さん見たことがなく、ごめんなさいとありがとうが言える人間が

たくさんあったら社会は変わると言われて、小出先生、嘘をつくな、間違ったら謝れと言わ

れた方もあり、間違えたら謝るべきと、今も思われるのです。 

 ごめんなさいと言えない人が総理大臣、嘘はついた方が勝ちになり、小出先生、ＡＳＳ
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（abe ShinzoShusho(c)想田和弘さん）はオリンピックのためにアンダーコントロールと

いう困った人と言われて、事故後、小出先生のお話がおいしい酸素のようになったと木内さ

ん言われて、小出先生、たくさんの人が苦難の中にあり、小出先生も核の世界にいて、出来

ることはやりたいと、締めくくられました。7 年目に入る悔しさをばねに、小出先生も木内

さんも闘われます。以上、小出先生のお話でした。 

 

 なお、ホームレスの皆さんが街頭で売っておられるビッグイシュー、最新号（3/1、206

号）の特集は 7 年目の福島、帰りますか、というもので、皆さんもぜひお読みください。 

      

http://www.bigissue.jp/latest/index.html 

 

 自由なラジオは、リスナーに寄付をお願いしています。スポンサーなしの、自由な言論の

ための場を守るために、皆様よろしくお願いいたします。 

 ここで音楽、トゥアレグ族の音楽、アミニディン＝マイフレンド、の意味です（これは動

画はありませんでした）。 

 

 後半のお話、まず、音声が公開されて、トゥアレグ族の方がラクダに塩を乗せる掛け声と、

ラクダの反応で、広い砂漠を感じられて、アリッサさんはフォトジャーナリスト、日本とウ

ラン鉱山、デイズジャパンにも寄稿されて、ウラン鉱山は世界に、カナダがメイン、カザフ

スタンも多いが、カナダがトップ、あとオーストラリア、ニジェールであり、アリッサさん

はニジェールの方とも知り合いで、そこにもウラン鉱山があり、原発→ウラン鉱山に興味を

持ち、ニジェールのウラン鉱山を取材されて、ウラン鉱山を採掘する欧米の会社は嫌がるか

と木内さん言われて、アリッサさん、ニジェール政府の撮影許可が要り、ニジェールはレッ

ドゾーン、軍事エスコートが必要で、ウラン鉱山を取材すると言ったら許可が下りず、トゥ

アレグの祭りを取材するとして、そして取材、しかしアレバにばれて、フランスの外務省か

ら文句を言われて、危険地域でも、アリッサさんビザを持ち仕事して、怖いことはなかった

か、ニジェールは良く知っていて、トゥアレグ族がいたら守ってくれる、テロ、誘拐事件も

あるが、昔から知っている友達のおかげで、この取材も出来た。 

 ニジェールの鉱山で、トゥアレグ族の方も賃金は安く、他の仕事がないためで、自給自足

をやっていて、しかし環境が破壊されて、こういう仕事しかなくなり、ニジェールのウラン

も日本に 78 年から来て、日本の海外のウラン開発会社があり、サハラ砂漠のウラン鉱山を

http://www.bigissue.jp/latest/index.html
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経営、日本の会社がニジェールのウラン鉱山の株を 25％持っている。 

 ウラン鉱山を取材すると、日本語でようこそ、とあり、25％株を持っているからで、ウラ

ン鉱山には被曝もあり、アレバも、中国の会社も相当な放射性物質を出して、廃棄物は何千

トンとたまり、遊牧民にも大変な影響で、ニジェール鉱山の取材、中国の鉱山で被害、ラク

ダにも汚染、当時は取材も大変で、遊牧民もウラン鉱山閉鎖の運動をして、しかしみんなウ

ラン鉱山の労働者であり、それでも反対と、強い意志をアリッサさん知られて、そしてモン

ゴル、オーストラリアも行かれて、世界のウラン鉱山を追跡しているジャーナリストは少な

く、今までジャーナリストをやって、他にない取材をしてきた。 

 アリッサさん、パリ、東京を行き来して、日本のここが変というものは、閉鎖的、世界に

目を向けず、ウラン鉱山の記事で、日本の原発再稼働反対の運動の中で、ウラン鉱山も閉鎖

に追い込まれて、日本は遠くのウラン鉱山を止める活動は困難だが、再稼働阻止で協力でき

る、ウランの価格も変わり、ウランビジネスをしている人たちは、日本の核の再稼働を待っ

ており、日本だけでなく、再稼働を阻止すべき。ウラン鉱山は活動を停止しても、正式に止

めたのではなく、ウラン価格が上がったらまたやられてしまい、アリッサさん国際組織の援

助金を見つけるために活動されて、日本では再稼働を阻止もしんどいが、ニジェールでは自

分の仕事を失っても核に反対して、除染作業も現地で大変で、福島で移染作業はもう困難、

小出先生は汚れたものを移すだけ、移動させただけと言い、アリッサさん、夫に福島も見せ

たく、移染はできないと確かめて、故郷をあきらめるしかなくなったら、夫が自分で決める

しかなく、しかし今のままだと、故郷は立ち入り禁止になる危惧もあり、たくさんの人が汚

染地域に住んでいる。 

 アリッサさん、日本語、英語、フランス語を駆使して活躍されて、皆さんもアリッサさん

のＦＢを確認してほしく、都会生活に疲れたら、砂漠でラクダに乗っている人たちのことを

思ってほしいと木内さん言われて、アリッサさん木内さんにニジェールに来てほしいとも

言われたのです。以上、アリッサさんのお話でした。 

 

 今週の内容、木内さん、番組のゲストを有名無名を問わず、話を聞きたい人を選び、3 回

続けて女性の活動家を招き、世界で活躍する人が続いており、木内さんはこのような活動を

続けると締めくくられました。来週の司会はおしどりマコさんケンさんです、以上、今週の

自由なラジオでした。 
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[civilsociety-forum:15539] 

朝日放送おはようコール（2017/3/3） 中川譲がアッキード事件、籠池

氏の政界工作と、昭恵夫人は単なる私人ではない、を語る  

 

 

 2017/3/3, 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、朝日は森友学園の問題、理事長が鴻池氏に要求、それが実現、

毎日は鴻池氏が仲介していた件、つき返した後もやっていた件、産経は森友学園と鴻池氏の

接触、読売は北朝鮮籍の男が証拠不十分で強制送還、日経は世界株が時価最大に迫っている

こと（景気拡大への期待）です。 

 

 今朝も森友学園の問題、アッキード事件（(c)山本太郎氏）、籠池氏は鴻池氏に、出入り禁

止になっても来ており、役所にも働きかけて、鴻池氏は金での工作を拒否して、2014/4 に

出入り禁止にしたのに、鴻池氏の事務所の面会記録だと籠池氏は働きかけを続けて、上から

政治力で決めてくれと籠池氏は言い、秘書は籠池氏のどこが教育者、うちは不動産屋ではな

いと言いつつ、鴻池氏の事務所は、働きかけをしていたことが記録から分かり、しかし鴻池

氏とのやり取りは昨年 3 月が記録は最後、ゴミの撤去費用の見積もりはこの後で、他の政

治家の関与が疑われて、役人はこれについて明確な答えを言わず、毎度おなじみ 1+1＝サ

ルマタの言い分、面会での具体的な内容、2013 年には国有地を借地で→売却前提の貸付、

学校の認可を求めて、条件付きでＯＫと大阪府が認めて、2015 年には賃料を下げさせるこ

とに成功、お願いが全て実現して、鴻池氏とのやり取りの後で 8 億値引き、鴻池氏以外に

も働きかけをしており、これについて中川さん、鴻池氏のみがパイプか、考えられないこと

を、破格のサービスは政治の圧力なしでやれず、鴻池氏の政治力のみでこんなことはできず、

もっとパイプがあるはずで、鴻池氏は籠池氏を策士と言っており、去年 3 月に付き合いを

断ち、一番大事な土地売買について解明が必要、ＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)想田和弘

さん）は会計検査院の仕事と言うものの、政府のＡＳＳ、昭恵氏がやっており、ＡＳＳが率

先して疑惑を解明すべきと言われました。 

 

 その、昭恵夫人のこと、森友学園の名誉校長になり、昭恵氏は私人なのか、山本太郎氏は
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アッキード事件と言い、昭恵氏が名誉校長を引き受けたのが問題と山本氏は言い、ＡＳＳは

昭恵氏を私人と言うものの、専属のスタッフが 5 名配置、経産省（2 名）と財務省（3 名）

から来ており、山本氏は昭恵氏を公人と追及して、昭恵氏の証人喚問を求めており、ファー

ストレディは私人なのか、昭恵氏は森永製菓の一族の出身、電通にも務めており、外遊には

ＡＳＳが同行させてＡＳＳは私人との姿勢で、しかし役人が 5 人も来ており、これは極め

て異例、第 1 次安倍政権以来、首相夫人のスタッフは一人であり、昭恵氏は外遊時に経費

145 万円支給されており、スタジオでも税金が使われているので公人との声があり、中川

さん、法的な根拠がなり本来私人なのに、そこに公的な権限、ブランドが与えられており、

昭恵氏が名誉校長で森友学園は信用を得ており、公私の区別がつかず、ＡＳＳは夫人が私人

と言うなら、ちゃんと根拠を明確にすべきと言われました。そして、ファーストレディは、

鳩山氏や菅氏のことが取りざたされていて、中川さん、アメリカでもファーストレディに法

的な根拠はなく、しかし社会的に認知されて、しかし日本ではファーストレディは社会的に

認知されず、法的に認められず、今回はファーストレディの地位を利用しており、ＡＳＳと

夫人の責任は重いと言われました。芸能レポーターの二田さん、世間でもファーストレディ

は私人と認められないと裁判もあったと言われて、中川さん、私人だが公的な性格が強く、

公的な支出もあり、公的な存在の責任を認めよ、私人としての責任逃れは許されないと言わ

れました。 

 なお、昨日発売の週刊文春、この問題で口利きした男性が実名告発していますが、森友学

園問題追及記事としては、先の週刊朝日の方が充実していました。 

 

 天皇・皇后がベトナムを訪問して、戦後日本人と結婚したベトナム人の 93 歳の女性と面

会して、面会は両陛下の希望によるもの、夫の帰りを待ち、3 人の子供を育てて、このよう

に一部の日本兵はベトナムに残っても、本国に帰国命令で、家族が引き裂かれて、50 年後

に再開であり、83 歳で天皇がベトナム訪問、枯葉剤の影響のドクさんとも面会、戦争の傷

を巡る旅で、中川さん、ベトナムは独立戦争とアメリカとの戦争で傷つき、日本人は協力し

たこともあり、両陛下の気配りに心を打たれると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、読売 36 面、くまモンの異動、知事直属のことになり、くまモ

ンの知名度を復興に使いたいというもので、中川さんくまモンは宣伝で 100 人分の力があ

り昇進があっていい、同じところで、南極の気温が史上最高の 17.5 度を記録して、過去は

74 年の 14.8 度、3 月は夏で、南極は大阪より高く、気象予報士の正木さん、陸が見えると

指摘されて、中川さん、3 度上がるのは大変なことであると言われて、朝日の 9 面の記事、
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アトピー性皮膚炎の新薬が開発されて、140 人に治験で 6 割の患者に改善であり、中川さ

んアトピーは特効薬がなく、これは大変なニュースと言われて、産経の 11 面の記事で、グ

ランフロントが入場者 2 億人を突破して、当初の想定を大きく上回り、自動計測によるも

ので、中川さん大阪の梅田一極集中も問題と言われました。以上、中川さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15537] 

毎日放送ラジオ 笑い飯哲夫の明るく楽しいニュースシャワー

（2017/3/2） 有馬晴美 森友学園の問題を語る  

 

 

 2017/3/2, Thu 20:21 

 永岡です、毎日放送ラジオの、笑い飯哲夫の明るく楽しいニュースシャワー、本日テーマ

は森友学園の問題、明るみになったこともあり、政治評論家の有馬晴美さんのお話がありま

した。 

 安倍政権への影響は、全容がわからず未定なものの「まだこんなことがあるのか」、自民

の議員に働きかけで、鴻池氏はせず＝ほかの議員がやっており、場合によっては政権がひっ

くり返るものだと言われて、哲夫さんもＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）逃

げ腰と指摘されて、有馬さんは、総理は直接かかわっていないと信じているが、自民党議員

が動き、それが明るみになったらＡＳＳの責任問題、会計検査院は無駄遣いを１,２年後に

発表するもので、ＡＳＳの言い訳、ＡＳＳは自ら率先して解明すると言うべき。 

 野党が追及しており、民進党は蓮舫代表以来、対案で民進党が優れていると言っていても、

法務大臣、防衛大臣の体たらくの追及のみ、対案を出すより、自民のデタラメを追及するの

が、金田氏、稲田氏の追及に鋭く出て、共産党は不公平な世の中を作ってはいけないのが党

是で、共産党は不正を正すと言うのは他の党に負けない。 

 自民党の中は、衆院選、参院選２回ずつＡＳＳの顔で勝って、ＡＳＳにものを言えず、今

追及しろと言ったらＡＳＳに嫌われて、しかし石破氏は国民が自民党に期待しており、裏切

ったらあかんといい、国民の期待に応えるべきとの姿勢を取っている。 

 さらに、ＡＳＳがもし倒れたら、後は石破氏との思いもあると思われて、鴻池氏は防災担

当大臣、割と軽い大臣で、麻生氏に近く、それで大臣になれて、籠池氏は鴻池氏に言ったら、

麻生氏につないでくれるとの思惑があったと有馬さん見られて、鴻池氏は受け取っていな
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いと言うものの、こんにゃく、かまぼこのなどの発言に哲夫さん疑問を呈されて、有馬さん、

あそこまで言って受け取ってやったことは考えられないが、商品券の可能性もあり、潔白を

会見にオーバーで言っても、しかし鴻池氏はやっていなくても、誰かがやった可能性はあり、

相談があって土地の減額があり、鴻池氏でない誰かがやった可能性がある。 

 また、今後出てくる可能性もあり、４月の開校も困難と言っても、あそこまで工事もやっ

て、役人がデタラメを見過ごしたのはあまりに不自然で、産廃の処理もなしで４月からの開

校は無理で、有馬さん、小学校の開校ではなく、政治的なストーリーがあったと言われて、

昭恵氏、参考人招致はどうかと哲夫さん言われて、有馬さん、野党の攻めどころで、ＡＳＳ

にとって、海外のファーストレディと異なり、海外だとＮＰＯをやるものの、肩書は安倍総

理夫人、名誉校長と言うからには何か関係あり、それで生徒が集まるなら、学校法人という

企業に加担するのは問題で、日本会議の、ＡＳＳ寄りの極右勢力の跋扈があると指摘されま

した。 

 松井知事について、有馬さん、４月開校は止めようと言うものの、大阪府は基準を変えて

おり、政治的な動きがあり、籠池氏は教育者として失格と鴻池氏はいい、政治家に近いもの

で学校を運営するのは問題、鴻池事務所の陳情書をきっかけに、他からもタレコミが出てく

る可能性があり、哲夫さん大阪府の役人の関与を指摘されて、有馬さん、これらをクリアに

しないと政治家は失格と言われました。以上、有馬さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15536] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/3/3） 森友学園の問題 金と政治と教

育 奥田信幸さん、武田一顕さんのお話  

 

 

 2017/3/2, Thu 19:36 

 永岡です、毎日放送のちちんぷいぷいで、森友学園の問題の特集、解説委員の奥田信幸さ

んと、ＴＢＳラジオの武田一顕さんの解説で取り上げられました。こちらは、かなり長い時

間取り上げられました。 

 園児たちにヘイトスピーチをさせる、塚本幼稚園を運営する森友学園が 8 億値引き問題、

昨日共産党小池氏の追及にＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）激高、ヤマヒロ

さん（山本浩之さん）司会で、スタジオでの森友学園に関する意見、堀ちえみさん、園児へ
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の選手宣誓に絶句されて、ヤマヒロさん、公教育でどうかと言われて、奥田さん、住宅地で

汚染物はなくても、生活排水などからのアンモニアかと言われて、籠池氏がＡＳＳの首相就

任前から接触でも、ＡＳＳと籠池氏の接触はあったのか？ 南光さん、この幼稚園はおぞま

しく、ＡＳＳ国会で突っ込まれた逆切れ、奥さんは私人ではないと言われて、石田英司さん、

あまりに要素があり過ぎて、整理の必要があり、大阪府の認可にも問題と言われて、南光さ

ん、認可の問題を問われて、安倍晋三記念小学校として寄付を集めていた、これにＡＳＳは

訴えるべき、なぜ訴えないと言われて、堀さん、誰が認めたのかと言われて、ＡＳＳ個人の

話と、安倍政権の問題があると石田さん言われて、ヤマヒロさん、おかしなことが多すぎる

というのです。 

 金の問題、政治家の口利き、極右教育、その中で昨夜の鴻池氏の緊急会見があり、小池氏

の追及に、政治家の働きかけはなかったかと突っ込まれて、ＡＳＳブチ切れ、小池氏、ある

自民議員の面談記録のことを昨日糺して、事務方で判断できず、政治家にやってもらうしか

ないと、籠池氏は減額を求めて、小池氏、超法規的と言い、鴻池氏はあらぬ疑いで出てきた

ものであるのです。 

 小池氏の追及で、政治家のルートが明らかにされて、ここから国会王子の武田さん参加さ

れて、安倍一強の安定→変化で、アッキード事件と、自由党の山本太郎氏がロッキード事件

をもじってやり、安倍昭恵氏が名誉校長の森友学園、関係は確実で、ゆるふあ総理夫人と言

い、ＡＳＳ激怒であり、小池氏の入手した面談記録から、2013 年に国有地売却の公募、森

友学園が手を出した時期、籠池夫妻が鴻池氏を訪れて、事務方で対処できず、というお願い

で、これは事務所のメモであり、このメモは秘書がつけているもので、偽物ではなく、国有

地を安くはムチャクチャ、2014 年に森友学園が購入できるか、小学校の認可で府にて、借

り入れで買って大丈夫か問題視＝財務的に問題、新たに土地、建物購入にリスクで、バラン

スシートから債務超過の危惧、学校を作る→潰れたはシャレにならず、劇的な改善は困難で、

面談記録では、2015 年に土地 10 億の定期借地（4000 万）は高すぎるとして、ところが

その直後に私学の審議会がＯＫを出し、契約前に認可適当、府と財務局で土地が手に入ると

したわけであり、賃貸借契約でも、財務状況でＯＫかも問題、しかし認可ありきでこれであ

り、私学審議会のメンバーが森友学園の計画書ができる前提で認めており、しかし今年 4 月

オープンのもの、これは府議会で審議しなおすべきであり、昨日からの府議会で審議。 

 土地代が高すぎて、森友学園のためになぜ値引きか、見積もり合わせの疑惑があり、2700

万×10 年で、その土地を買わないとならず、その価格は時価、しかし今とさほど変わらず、

定期借地で、どうするか？ 毎年 80 人ずつ入る、寄付金も来るというもので、なぜ安くな

ったのか、安くなる見込み、誰かが絵を描いたわけで、籠池氏は誰から力で、というもので、
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鴻池氏はやっておらず、他の政治家がやった可能性はある。 

 誰がやったか、まだ名前は出ておらず、共産党小池氏、こんにゃく（100 万円の束）が誰

かに渡ったが、それは言えない＝共産党でめぼしついている、これは役所を跨り、財務省、

航空局、文科省、大阪府の 4 つがかかわり、役人一人でできず、もっと大きな力で、役所横

断と小池氏はいうものであり、しかし鴻池氏ではできない、もっと大きな力が必要で、より

大物の議員が動いた可能性がある。鴻池氏は否定している。 

 大物の関与を野党は疑い、そして、ゴミが発見されて、9 億→1 億に、決めてから 1 年で

値引きはもちろんおかしく、こういう流れで買えると言うシナリオがあり、しかし来月入学

の予定の生徒もいるのに、認可は降りていないのです。 

 武田さん「与党は新たな森友爆弾を抱えた」と言われて、武田さんの描く、与党最悪のシ

ナリオ、共産党が文書を持ってきて、大変な調査能力、鴻池氏が認めて、森友爆弾を抱えて、

さらに昭恵氏も標的であり、鴻池氏は籠池氏に投げ返したと言うものの、小学校が設立でき

なくなった籠池氏が何を言い出すかわからず、4 月の開校は困難、直前に許認可は珍しいこ

とではないが、このままだと小学校はできず、籠池氏はメディアでもしゃべり、新たに爆弾

発言の可能性があり、野党は証人喚問を求めて、武田さんこれは五分五分、与党は呼びたく

ないが、慎太郎氏が百条委で、籠池氏を呼べとの声があり、籠池氏は財務局と会って、共産

党は把握して、籠池氏を呼ぶと、役人も呼ばざるを得なくなり、ヤマヒロさん、国民の財産

をこんなことで、籠池氏や、国の意見を聞くべきと言われて、奥田さん、幼稚園があり籠池

氏がキレるか不明と言われて、弁護士の森直也さん、角度を変えて、これは贈賄であると指

摘されて、これは鴻池氏が受け取らなくても贈賄は刑事事件になると（大阪地検特捜部が動

くかも）と言われました。 

 鴻池氏が受け取っていないなら、野党は武田さん、麻生氏を狙っているのかと言われて、

直接の担当は財務省で、国有財産の処分で、麻生氏は人を馬鹿にしたような答弁であり、売

ったのは財務省＝財務大臣の交代になり、民主党政権なら財務大臣は辞任で、今は政権が安

定して、麻生氏に行くのか、野党は麻生氏の辞任を求めたく、蓮舫氏と野田氏が麻生氏の首

を取れるかの問題。 

 奥田さん、潮目が変わり、1 か月前には騒がれず、しかし園児の安倍総理頑張れと、政治

家の口利きなど、東京のメディアも大きく取り上げるようになったと言われました。 

 その、瑞穂の国小学校の現状、山中真さんの報告、今日産廃と土砂の選別をして、作業は

時間をかけており、昼休みに作業員に聞くと、作業はやりにくい、後ろめたい（ニュースの

中心で）、8 億円分の産廃はない、内装工事の男性は、3 月いっぱいで終わらないとも証言

して、4 月は開校するのか、山中さん、1 か月前も取材されて、ここを見に来る人も多く、
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府が認可を下ろすのか、さらに教育内容も問題で、私学審議会も塚本幼稚園の中身を知らず、

入学予定の子供や保護者がどうなるか、1 年生 45 人、2 年生 5 人、入学式＝晴れ舞台にケ

チの付くのを心配する声があり、8 億分のゴミは確認できない。石田さん、土以外のものを

運び出したのかと聞かれて、山中さん、それらは運び出されずと言われて、工事関係者以外

に、府の担当者も、豊中市の役人も来ず、産廃は豊中市の管轄、認可は府であり、ムチャク

チャなのです。 

 武田さん、今後の国会で野党がどこまで攻めるか、また石破氏も政府が解明しろと言い出

したというのです。 

 以上がちちんぷいぷいの内容で、こういうことは、金の問題も、極右教育も世界に報道さ

れて「国辱」ものですよ、ＡＳＳさん！ 

 さらに、リテラによると、岡山で 37 億の土地が、昭恵氏の関与でタダ、第 2 の森友事件

もあるというのです。 

      

http://lite-ra.com/2017/03/post-2957.html 

 

 

 この国は大丈夫でしょうか？ともかく、森友学園の問題をお伝えしました。 

 

 

[civilsociety-forum:15535] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/3/2） 谷口真由美 森友

学園問題、安倍昭恵氏は私人の範囲を超えている！  

 

 

 2017/3/2, 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、ＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）のこ

ともあり、谷口さんは先週に引き続いて森友学園のこと、この 1 週間でまた拡大、先週は

メディアはそれほど騒がず、しかし登場人物も増えて、鴻池氏も出て、無礼者と久しぶりに

http://lite-ra.com/2017/03/post-2957.html
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聞いて、あそこまで強く否定されたら勘ぐってしまう、そんなにいうか、であり、谷口真由

美さん、鴻池氏の発言に気になったのは、ＡＳＳは乗せられた＝やった、であり、この件で

は野党が頑張れというのも腑に落ちず、維新が静かなのも不思議で、国会の論戦を見ていて、

ＡＳＳ総理は夫人が私人と言ったことを考察したい、一般市民は私人、対するのは公人で、

私人と公人の境目は何か、公人は公務員などの公務に就いている人＝税金で支えられてい

る人、私費でやるなら私人と言うものの、公務員は営利目的なら許可が要り、しかし費用だ

けでなく、公職にある名刺を渡す、公職の名前、内閣総理大臣は公人で、靖国神社の玉串料、

私人と言いながら総理と書いたものは問題で、総理は公人であり、昭恵氏は公人ではないの

か？ ＡＳＳは国会で追及されて、昭恵氏はファーストレディとして名誉校長＝私人では

なく、総理夫人として動いた→公で、ただの人ではなく、そこにかぶせるように、自由党の

山本太郎氏、今日の参院の質問で、昭恵氏が 5 人の公務員を付けているということで、首

相夫人には第 1 次安倍政権の時からスタッフがついて、第 2 次政権では経産省と外務省か

ら 5 人就いており、歴代の首相夫人で、昭恵氏のスタッフの多さは特異で、総理夫人が外

交を多くやるのでスタッフは多い→なら、昭恵氏は公人であり、昭恵氏は首相の海外出張に

同行して、経費は 145 万円と、今日の予算委員会で明らかになり、ここに公費が使われて、

なぜこんな議論か？ 昭恵氏は名誉校長を私人とＡＳＳはいうものの、野党から、昭恵氏は

講演をファーストレディとしてやり、総理夫人だから昭恵氏にやらせた＝利益誘導の可能

性があると指摘されて、昭恵氏はＡＳＳが総理でないならそんなことはできず、谷口さんが

総理夫人なら、私人と公人は明確に分かれて、総理夫人が公人でないのか？ 上泉さん、総

理夫人の肩書を悪用する人が出ると言われて、谷口さん、それを悪用されないように内閣官

房などのスタッフがいると指摘されて、プレミアムフライデーの仕事も昭恵氏、公人として

やっており、ＡＳＳが総理でなくなったら、昭恵氏はこんなことができるのか、昭恵氏の、

夫が総理との認識なしのわきの甘さは問題で、昭恵氏の証人喚問を野党が求めて、ＡＳＳは

私人だと言い逃れるのはおかしく、パンフにも総理夫人として名前が載っており、森友学園

に聞くべきなのは、昭恵氏が総理夫人でなかったらやっていたのか、であり、公人だから森

友学園も依頼したわけであり、谷口さんに名誉校長は頼まないもので、議員夫人は私人か公

人か、しかし世界的なファーストレディについて、アメリカだとファーストレディは、公的

には公務に同伴するのは、公人扱いされるものであり、政府専用機に乗っており、食事会も

一緒で、区別しにくいなら、よりしっかりわきを固めて、このような誘いに乗るべきではな

く、利用されないようにすべきで、肩書を使われないように断ったこともあるはずで、しか

し今回は森友学園の異様な値引きであり、こういう私人と公人のことはあり、昭恵氏の居酒

屋は私人だが、これは問題と、谷口さん締めくくられました。以上、谷口さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:15529] 

朝日放送おはようコール（2017/3/2） 二木啓考が森友学園のスキャン

ダル、政治家への接触と金正男氏暗殺事件を語る  

 

 

 2017/3/2, Thu 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、朝日は森友学園の問題、鴻池氏が籠池氏と会ったこと、毎日は

鴻池氏による値下げ以来、森友学園から政治献金、読売はトランプ大統領の施政方針演説、

産経はトランプ大統領が同盟国に負担を求める、日本の安全保障にも影響、日経はヤマト運

輸が残業削減です。 

 

 その森友学園の問題、大きな動きがあり、一部メディア（日本テレビ？）で働きかけを指

摘された参院議員の鴻池氏が爆弾発言、やはりあった政治家の口利きスキャンダル、小学校

の土地取引に「こんにゃく」、籠池氏から打診があったと、昨日記者会見、働きかけは不動

産がらみで、籠池氏がどうしても会いたいと言い、お願いの意味で、籠池氏は夫婦で会いに

来て、話の最中で夫人が何か差し出して、こんにゃく、天ぷら、ういろうか、金だと一瞬で

分かり、無礼者と言い、男・政治家の頬を金で叩くのは教育者ではないと、追い返して籠池

氏を出入り禁止にして、官僚や他の政治家の口利きを否定、安倍夫妻は利用された、今回の

件は野党頑張れと言い、鴻池氏は 10 年前から接触して、2013 年に籠池氏は鴻池氏の神戸

の事務所に行き、2014 年に籠池氏は「こんにゃく」＝現金を出し、これについて二木さん、

森友学園の問題は疑獄になるのか、政権を揺るがすスキャンダルを疑獄と言い、要件は(1)

複数の議員が動き、(2)検察が捜査、(3)政権の体力で、まだわからないこともあるが、鴻池

氏は政治家を 30 年以上して、麻生氏の側近、後援会他で、土地の値下げを依頼して、直談

判、現金を渡した模様で、鴻池氏は関係ないと言うものの、籠池氏は様々な働きかけをして

おり、鴻池氏は現金を突き返しても、これで籠池氏は下がらず、他の議員も関係している可

能性があり、今日発売の週刊誌に口利きのことも載っており、なぜ 8 億引いたかと、さら
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に様々な政治家が出てくるものであり、学園の動きは分かり、不可解な結果、誰がどう動い

たかはまだ不明と言われました。また、検察が動くのはあっせん収賄などで、検察はまだ動

かず、政権の体力は、支持率は高く議席も多い（2/3 の議席）ものの、世論は批判的で、安

倍政権の基礎体力は強く、二木さんウヤムヤにされることを危惧されて、この 3 要素をま

だ満たしていないと言われました。 

（鴻池氏の記者会見は荻上チキ SESSION-22 のスタッフが文字起こしされています、

http://www.tbsradio.jp/124638 ） 

 

 金正男氏の暗殺に関わった実行犯女二人が昨日起訴されて、いたずらと思ってやったの

に、最も重い刑の計画的な殺人罪、有罪なら死刑で、検察は殺意があったと指摘し、被告は

殺意を否定し、否認、死刑か無罪か、パスポートにはキム・チョルとあり金正男氏ではなく、

しかし殺意があったのか、一人は犯行前に笑顔でパーティー、もう一人は防犯カメラの映像

から、逃げるときに自分の髪の毛を触った＝ＶＸとわからず、もう一人の北朝鮮の人間は釈

放、国外追放であり、これについて二木さん、マレーシア検察は起訴しても、無罪の可能性

はあり、マレーシアは計画的な殺人が立証されたら即死刑、どういう計画をしていたか、北

朝鮮の関係者・工作員にそそのかされて、彼らはマレーシアの外であり、彼らの証言がなく

計画性の立証は困難であり、テレビのいたずらとして利用されただけ、猛毒性を彼女たちは

認識していなかった（猛毒とわかったら髪を触らない）、北朝鮮の工作員は計画して、この

二人を利用した、裁判は難しいと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、読売 2 面、色の商標登録、トンボ鉛筆やセブンイレブンのも

のであり、二木さん、知的財産で、ロゴマーク、色での申請も可能になったと言われて、商

品になる場合の登録と異なると言われて、産経 3 面の記事、子供たちはテレビ、新聞を信

用していると回答、ネット系は支持が少なく、しかしどこも信用していないのが 1/4 であ

り、二木さん、まだ信頼されていても、テレビは多くても、新聞のことは手前味噌と言われ

て、毎日 8 面の記事で、オバマ前大統領の回想録の版権が 68 億、二木さん、元大統領は講

演と回想録で稼ぐと言われました。以上、二木さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15528] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/3/1） 憤懣本舗 放置される空き家マンシ

ョン＆森友学園の問題続報 

http://www.tbsradio.jp/124638
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 2017/3/1, Wed 19:36 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」、いつもは月曜の憤懣本舗、今週は水曜に

も、視聴者からのメールで取り上げられました。 

 建物全体が空き家のマンションがあると、大阪市港区の視聴者の指摘があり、近くの住民

が、空き家マンション、夜は明かりもつかず幽霊マンションであり、それが 3 年も続いて

いるというのです。 

 ここは、大阪市営地下鉄中央線の朝潮橋の駅と直結で、梅田、難波まで乗り換えてもすぐ

の好立地、ここに入ると、ある部屋は 60 平米の３ＤＫ、空き家で、日当たりもよく、この

ような便利なマンションが 3 年も放置されているのか、ここは大阪市の職員の官舎で、こ

れは批判も受けて 13 年前から売却なものの、この港区のマンションは売却も賃貸もされ

ず、理由は大阪市営地下鉄・バスの民営化、民営化したらこのマンションは新会社のものに

なり、しかし誰もいなくても、水道とガスは要らなくても、電気代はかかり、130 万／年

と、無駄な税金が使われて、交通局は他にも官舎の跡地、利用方法が決まっておらず、これ

は近くの方ももったいないと言い、リノベーションしたら、との声もあり、港区のマンショ

ンをプロに査定してもらったら、超一等地で、何年も放置とは信じられないと言い、3 年放

置されているマンション、不動産のプロは、駅直結で、地下鉄もバス停も目の前で、土地の

価格は土地だけで 6～7 億の価値と言い、700 坪でこの価格であり、部屋はリフォームした

ら家賃は 12 万円、満室＝月 800 万で、ファミリー向け、駅に近く、公園などあり環境もい

いところであり、国体の会場のプールもあり、天保山、海遊館、ＵＳＪも近く、ＵＳＪまで

バスで 10 分、ＵＳＪ目当てのホテルとしての活用も出来て、近くには桜の名所もあり、交

通局は、この職員官舎について、利用すると言うものの、民営化は最短で来年春で、しばら

く、この状態で、住民は町の活性化のために、ホテルなどの使用を提案します。 

 民営化まで、使えないのはもったいないものであり、駅にすぐ、都心にすぐであり、司会

の西靖さん、役人としては方針を決めてほしいのかと言われて、毎日新聞の与良正男さん、

公務員の厚遇が批判されてのものでも、今民営化の政治のあおりを受けて、お役所仕事、こ

れは議会にも責任があると言われました。 

 …しかし、私は、地下鉄の民営化が必要なのか？ 何とかの一つ覚えのように、民営化、

官から民と言うものの、大阪市営地下鉄は大阪市に収益をもたらしており、公共交通は公営

を維持すべきと思います。大阪は、クラシック音楽の世界で、公営のホールがなく、そして

オーケストラも公営のものを切られて今大変であり、大阪は、朝比奈隆が君臨した日本第 2
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の音楽都市が、演奏会の数で名古屋に抜かれており、京都と兵庫は、オーケストラやホール

を京都市や兵庫県が運営して繁栄しており、大阪は、4 つのオーケストラが苦境で、世界に

誇るオーケストラない町が、一流の町かと、橋下氏、松井氏、吉村氏に言いたいです。 

 

 そして、毎度おなじみ、森友学園の問題、国会でも、大阪府議会でも問題になり、子ども

や保護者の立場から教育長が判断と松井知事がいい、しかし森友学園の小学校は財務面で

疑問が出て、松井氏の答えはこれであり、教育長は、児童の安全などと言うものの、幼稚園

の教育内容に問題、不自然なことが重なり、政治の関与が疑われて、国会で、共産党の小池

氏、ある自民党の国会議員の面談記録を入手と本日爆弾発言、森友学園と近畿財務局、大阪

航空局の面談で、2013/6 のこと、三澤肇さん、審査の方法が変わったと言い、小学校認可

には府のお墨付きが要り、府は土地の貸借のことを決める、鶏と卵の話と言い、森友学園が

額を下げてくれと言い、しかし事務方でやれず、政治家の力がいると言ったと言うものであ

り、これについて与良さん、この議員の名前を小池氏は今日言わず、この記録は財務局、航

空局が残したものと思われて、国会議員の残したものではなく、安倍氏は否定しても、本当

なら、いずれ分かるが、初めて国会議員の関与が明確になることであり、国会議員の要請が

あったと、やはりそうか、政治マターということが、初めて立証されると言われて、証人喚

問は、理事長と財務局他が申請されて、しかし理事長は一部メディアでしゃべりまくり、出

てもいいのに、野党の要求を自民が拒否していると言われて、しかしこのままだと国会は空

転で、与良さん、いずれ証人喚問は必要で、安倍氏はこんなに大きくなるとは思っておらず、

答弁は官邸の乗り出すことはなく、安倍総理はちゃんと調べずにしゃべり、過去の発言と矛

盾が出て、安倍総理は被害者を装っているものの、安倍総理が利用されているのであり、参

考人招致は必要だと言われました。 

 この森友学園の問題、これほどニュースとワイドショーが盛り上がるのは久しくなく、関

西のニュースはこれ一色ですが、先行して追跡しているＭＢＳを今後もフォローします、以

上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15527] 

ラジオ関西 時間です！林編集長（2017/3/1） 矢野宏 森友学園の問

題を語る＆軍事的脅威はそれで儲けたい軍事産業が煽る！ 
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 2017/3/1, Wed 17:49 

 永岡です、ラジオ関西の、時間です！林編集長、本日のゲストは新聞うずみ火代表でジャ

ーナリストの矢野宏さんでした。 

 矢野さん、トランプ氏の、自分さえ、自分の国さえよければという考えは破綻すると、72

年前の日本が証明していると言われました。トランプ氏は自分の言ったことを前面に出し

て、オバマ政権のやったこと全否定、しかしインフラ投資は 100 兆円、借金＝国債を日本

が買わされると言われて、予算も借金まみれであり、林さん、アメリカのみでも、この 1 か

月のトランプ氏は対立を生むしかないと言われて、矢野さん、自分に都合の悪いメディアを

排斥して、一つのアメリカと言って分断して、軍拡競争、オバマ政権時には減っていた軍事

費を激増、中国を脅威と日本は見るが、中国の軍事費ははるかに少ない＆中国から見たらア

メリカは脅威、そして日本では福祉や社会保障が忘れられていると言われて、国会での追及

の 4 点セット、国民生活には影響あるものはなく、建設的な話が予算委でされておらず、

いつまで国債に依存するのかと言われて、矢野さん、国債は子や孫に借金、ドアホノミクス

は、第 3 の矢を放ってもひょろひょろであり、アメリカ並みの格差に日本もなっていると

言われて、アメリカは西側のリーダーシップを取ってきたのに、他の国ではまとまらない、

国際社会でアメリカのやってきた役割をせず、トランプ氏はアメリカさえよければという

もので、林さん、鎖国などできないのに、ますます心配と言われました。 

 リスナーより、中国が日本を脅威というのに疑問の声があり、矢野さん「相手の立場に立

つべき」、日本に米軍基地、軍事費増加は中国には脅威で、中国は勝手に軍事費を増やして

いるのではなく、日本は中国と対話をしておらず、相手の脅威のみを語り疑心暗鬼、抑える

方が平和で、中国はあんな巨大な国で、尖閣、南シナ海は一部、一番の中国の脅威はアメリ

カではなくインドとパキスタン、核を持っており、このことはアメリカも認めて、日本の軍

事費のみを増やすと、自分の首を絞めると言われて、林さん、軍拡競争は際限なく広がり（ウ

ルトラセブン、モロボシ・ダンの言う、血を吐きながら続ける悲しいマラソン！）、各国が

こんなアホなことをやめるべきなのに、トランプ氏は環境予算を削って軍事費で、これに反

対する退役軍人が署名を集めていると言われて、矢野さん、軍事費を増やして喜ぶのは兵器

を売る企業、彼らが脅威を煽り、それに乗るのは問題と言われました。 

 また、林さん、第五福竜丸被爆から今年で 53 年、23 人が死の灰を浴びで久保山さんが

半年後に亡くなられて、現地で核反対の行動を、久保山さんの好まれた赤いバラをつけてや

り、核反対は広島・長崎を体験した日本の責務だと言われました。 
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 また、森友学園、評価額 9.56 億、ゴミの算定根拠について疑問を呈されました。大阪航

空局は、ゴミの撤去費用を過去に算定した実績なし！ と今日の予算委員会で発覚して、財

務省担当者は、第 3 者に依頼しなかったのは、森友学園の開校が迫っているからと言い、

矢野さん、伊丹空港に近く、騒音対策区域として国が買い上げていた土地であり、飛行機の

性能が良くなり騒音が改善されて、害のない土地は財務省→大阪航空局に売られて、しかし

もともとは騒音対策の土地であり、航空局の算定したゴミの撤去費用を引いてのもので、矢

野さん取材されて、ゴミ撤去になぜ 8 億かかるか、国交省は算定基準があったと言ってい

たのに、今日、算定の実績なしと分かり、この土地は実質タダで森友学園にプレゼントされ

ていて、民間ではあり得ない算定。 

 政治家との関わりがあったと民進党は追及して、理事長は安倍総理を応援して、核心は 2

つ、(1)名誉校長が昭恵氏で、官僚が忖度したら自分の出世になる、安倍政権の中枢から安

くしろとの口利きがあったのか、(2)この小学校の認可、塚本幼稚園は排外教育して、そこ

が小学校を作るのをなぜ大阪府は認可したのか、もともと反対の多かったものを、なぜ認可

したのか、大阪府のトップは橋下氏→松井氏で、当時安倍氏が大阪に日帰りで行っており、

疑うと怪しいものが山ほど出てくると林さん言われて、安倍氏はかかわっていたら辞める

と言っても、何もないならもっと怒っているはずで、真相はどこなのか、矢野さん、国有地

は国民の財産、国は 1000 兆の借金があるのに、国が特定の学校法人にタダで土地を譲渡す

ることは問題と言われました。 

 この件、昨日発売の週刊朝日に載り、今西憲之さんたちの取材で、ネットにも載っていま

す。  

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170228-00000056-sasahi-soci 

 

 週刊朝日では、室井佑月さんが、安倍晋三記念小学校って、お隣の金家が好みそうなセン

スと書かれており、電車の中で読みながら爆笑しました！ 

 矢野さん、2/8 に、豊中市議の木村さんが、国有地売却に森友学園の購入なのに、金額黒

塗りで提訴して、国有地は国民の財産、公開の原則があるのに、森友学園のみ公表されない

のはおかしいとして、取材→疑惑がどんどん出て、2/9 に朝日新聞の大スクープ、大阪航空

局が売ることができず、財務省に丸投げ、今も飛行機の飛んでいる土地で、豊中市は公園に

したく、しかし買うのに 30 億も要って、貸してくれもアウトで、豊中市は半分のみ 14 億

で買い、同じ土地を森友学園は実質タダでＧＥＴ、200 万しか払わず、これは政治家の関与

が疑われると指摘されて、林さん、誰かが忖度とも言われて、金額もどう考えてもおかしく、

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170228-00000056-sasahi-soci
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なぜ頑なに拒否したのか？ 

 矢野さん、2015/9/3、国会で戦争準備法案審議中に、安倍氏が官邸に官僚、財務省の理

財局長を呼び、なにがしかの話をして、翌日安倍氏は国会をさぼり、大阪に来て、読売テレ

ビのミヤネ屋とそこまで言って委員会の収録、しかしそこに財務局がいて、安倍氏はその日

に帰り、しかし昭恵氏は大阪に残り、森友学園で講演で、安倍総理と森友学園のいかがわし

い関係が疑われるものであり、林さん、本当の真実を追及すべきと言われました。以上、時

間です！林編集長の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15524] 

朝日放送おはようコール（2017/3/1） 木原善隆が森友学園問題、安倍

総理の不自然な来阪時の疑惑と京都府医大学長の不適切な行動、金正

恩氏の暗殺関係を語る  

 

 

  

 2017/3/1, Wed 06:20 

 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、朝日はＡＢＣとの世論調査、カジノ反対、万博賛成、読売は朴

槿恵氏の収賄認定、産経も同じ、サムスンのトップも起訴、朴氏は賄賂を受け取ったと認定、

毎日は京都府医大での虚偽診断書を認めた件、日経は全農がスシローに出資、卸売を通さず

に売る、政府与党の農業改革の一環です。 

 

 今朝もトップは森友学園の問題、参院でも追及が始まり、政治家、官僚、大阪府の役人と

森友学園の接触があったのか、国会で安倍氏は籠池氏と会ったかと質問されてちゃんと答

えず、支持者が多いので覚えていないと言い毎度おなじみのブチ切れ、設置を認可する大阪

府は 2011 年 9 月に幼稚園で借金があっても小学校を認可してほしいと要望されたと松井

氏は言い、翌年基準を緩和、これは森友学園のためであったのか、松井氏は森友学園への便

宜を否定しても、基準緩和後に小学校の認可をこの規定で申請したのは森友学園のみ、開校
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まで 1 か月、ゴミの搬出をしており、これらの件にでんでん総理は関与していたのか、

2015/8 に小学校の下にゴミが見つかり、財務省、航空局が視察、安倍総理が財務省、理財

局を呼び出して、ここは国有財産払下げの大元で、戦争準備法案審議中に安倍総理は大阪に

読売テレビでミヤネ屋とそこまで言って委員会の収録、その近くで近畿財務局他が会合な

ど、木原さん、木造の建設物に財務省が補助金を出すと言われて、その際に昭恵氏の名誉校

長就任、2015/9/4 に安倍総理が大阪に、戦争準備法案審議中にテレビ収録に来て、これは

鴻池議長も苦言を呈したほど異例のことで問題になり、安倍氏の来阪時に様々なことが起

きており、会合に安倍氏が出ていなかったとしても問題、記録は廃棄されているものの、1

年半で覚えており、財務局と、理財局、籠池氏との参考人招致を野党が求めて、与党は拒否、

潔白ならやるべき、ゴミ同様掘れば掘るほど疑惑が出ると言われました。 

 

 北朝鮮の代表団がマレーシアに金正男氏の遺体の引き取りを要求、容疑者の釈放も要求、

北朝鮮は殺されたのが正男氏と認めず、実行犯はマレーシアの高級マンションに住み、実行

犯の女二人は今日起訴、北朝鮮は中国にも代表団を派遣、木原さん、正男氏のＤＮＡ鑑定の

鍵は中国にあり、遺族も中国にいて、中国の意図がないとＤＮＡ鑑定はできず、中国も正男

氏を保護して殺されて怒り、マレーシアもどう出るか、中国が沈黙を守っているのは注目

（＝いつ中国が具体的な行動に出るか）と言われました。 

 

 京都府医大での、吉川学長が、記者会見、強制捜査後初の会見で、一切指示していないと

言い、暴力団関係者高山氏と会っていなかったと言っていても、その後、2 度会ったと認め

ており、大学幹部の評議会は全会一致で吉川市に辞任を勧告しても、吉川氏は拒否しており、

暴力団組長と、大学の学長の関係、組長は実刑判決でも、収監に耐えないという診断書が偽

造、組長担当医が事実と異なる診断書を書いたと毎日が報じて、これについて木原さん、こ

の問題で、刑事責任と、学長のコンプライアンスがあり、医師の裁量は広く認められて捜査

は難しいが、学長として、反社会的勢力と関係を持つことは許されず、患者として受け入れ

ても、特別扱いは許されず、入院して会うとはわきが甘く、学長のコンプライアンスに問題

があると言われました。 

 

 東京で給食での食中毒、焼き海苔からノロウイルスが検知されて、感染した疑いのある男

性がいて商品は回収、ノロウイルスは 65％が食べ物ではなく作業中に混入するもので、木

原さん、発症していないのに作業することがあり、手洗い、マスクなどが必要、今回は業務

用で回収は可能であったと言われました。 
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 本日の気になる新聞記事、朝日 1 面の記事で、大阪府民への世論調査、カジノ反対 60％、

万博賛成は 60％、徒構想は賛成がわずかに上回り、スタジオでも南港の活性化の話もあり、

木原さん、皮肉な結果、カジノも万博も大阪で、カジノは決定、万博はパリと競争、見込み

の厳しい方が賛成が多いということで、カジノは強行採決への反発のためと言われて、産経

の記事で、ヤマト運輸が昼の配達中止、ドライバーの負担軽減、木原さん、百貨店の売り上

げをネット通販が上回ったと言われて、朝日の 7 面の記事で、月の周りを就航する宇宙船

の運航が始まり、1 回の打ち上げに９０００万ドル要り、木原さん、夢もあるがリスクもあ

ると言われました。以上、木原さんのお話でした。 

 

 

[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・

https://www.mairoroima.com/
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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。  

 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。 

 


