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[civilsociety-forum:16172] 

ネットワーク 1・17（2017/4/30） 子供と一緒においしい防災 西谷

真弓さんのお話 

 

 

  2017/4/30, Sun 06:00 

 永岡です、第 1064 回ネットワーク 1・17、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。 

 東日本大震災の復興大臣今村氏の失言での辞任で、東北で良かった、首都圏に近かったら

被害も大きいという暴言であり、復興の責任者としてあり得ず、千葉さんは東北出身で差別

を感じて、総理が復興が最優先というなら、こんな人物を選ぶべきではなく、福島の自主避

難者を自己責任と言い、野村さん大臣の辞任だけで済まない、千葉さん、政府は復興に取り

組む気があるのかと怒られて、野村さん、政府は被災地を訪問しても、現地に住んで状況を

知るべき、千葉さんは省庁を被災地に置くべき、総理が復興大臣を兼務するなどすべき、「行

動で被災地を配慮すべき」と言われました。 

 ５月５日はこどもの日、先月発足したばかりの一般社団法人「おいしい防災塾」（ＦＢは 

https://www.facebook.com/oishi.bosai/ ）、代表の西谷真弓さん、阪神・淡路大震災の時は

避難所の子供たちの止めに移動式の駄菓子屋を開かれて、親子防災リュックを開発、その西

谷さんのお話です。 

 子供と一緒においしい防災、西谷さんスタジオでのお話で、お菓子を持参されて、子ども

が大好きなお菓子を使って、知らず知らずのうちに防災を学ぶもの、お菓子ポシェット、子

どもと保護者が作り、子どもの好きなお菓子がポシェット、リュックになり、どうやって作

るか？ 野村さんは 4/22 の神戸市内でのお菓子ポシェットの講習会に行かれて、子供たち

がお菓子を選び、お菓子、ビニール袋の置いてあるテーブルで、お菓子が外から見えるのが

ミソで、小袋のスナック菓子を並べて本体、肩掛けは飴を使い、ゴボウの入っている袋に飴、

金平糖を入れて、大人も対応できる長さにして、お菓子が本体の紐になり、色画用紙でポシ

ェットの蓋にして、飴を使ってやるもので、ポシェットとしてものも入れられて、写真を入

れたい、避難所ではぐれても子供が保護者を探せるものであり、自分の好きなお菓子を選ん

https://www.facebook.com/oishi.bosai/
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で、番組で 3 分クッキングのＢＧＭが流れて、小袋のスナックなどを入れており、Ａ４く

らいのビニール袋に飴を詰めて、みんなで作れるものであり、外から見えて、西谷さん、お

菓子による防災の意味は、子どもの好きなもの、さらに、阪神・淡路大震災時に子供がしょ

んぼりして、騒ぐと怒られる子供たちに、周りが守ってくれないなら、何かいると、お菓子、

軽トラを借りて移動駄菓子屋を、子どもの集まる路地などに入れて、おばちゃん来たよと、

子供たちが 100 円玉で喜んで、西谷さんも元気をもらい、50 歳を目前に、お菓子によるリ

ュック、阪神・淡路大震災の際には、皆さんリュックを持ち、両手の使えるリュック、ショ

ルダーバッグ、セカンドバッグはダメ、3 日間使えるお菓子を、として、しかし避難所では

食事も足りず、阪神・淡路大震災の時は寒く、おにぎりも冷たくて、子どもも食べても満足

できず、食べないを子供を選択して、西谷さんも母親で、お菓子は心の栄養、エネルギーで

あり、疲れたら甘いものを食べるなどになり、東日本大震災、熊本大地震でも千葉さんお菓

子を持って行って大人にも喜ばれて、子供たちが興味を引くように、子供たちがこれを食べ

たいと言うもので、野村さんも娘さんが注目するものであり、今食べたらダメ、災害時に食

べるものと説明して、子どもが関心を持つ→食料の来ないときに使う→避難所の説明にな

り、西谷さんも避難所のことを知らず、しかしこうして子供が避難所のことを調べるように

なり、家族全員が避難所のことを知り、尋ねられる→教える、夫には自分で調べてが、子ど

もには教えて、防災ポシェット作りに参加した親子に野村さんインタビューされて、2 歳と

6歳のお子さんと参加された方、真剣な取り組みがあり、4歳のお子さんを連れたお母さん、

楽しんで防災を学べた、お子さんも地震、火事の際に大事なものを入れる、お母さんも助か

るのとの声があり、5 歳の女の子は、作って自分の部屋に置くものであり、自分で作る→愛

着であり、有意義なイベンドで、お菓子には賞味期限があり、家で食べて、災害のない時は

そうして使えて、災害のない時は幸せだと再確認する日であり、子どもにはうれしい日であ

り、笑ってお菓子を食べるのは有意義な日ではある。 

 日付を、ポシェットのところに書いて、お菓子で防災はすごいと千葉さん言われて、西谷

さん、子どもと防災、しなければならないより、楽しいこと、子どもの好きなことであり、

最初の一歩として防災について考えるものであり、西谷さん 3 人のお子さんがいて、子供

たちの反応もわかり、今後、万一の場合は避難所で子供の笑顔を守り、日時のことが大事と

伝えたく、野村さん、おばあちゃん世代も参加して、孫と話ながら作業して、助け合いが出

来て、コミュニケーションにも役立つと言われて、西谷さん、それで会話になり、発展する

と言われて、そしてリスナーでこれに参加したい方は、西谷さんに連絡されたら、イベント

は市役所、子育て団体のことでやり、西谷さんの連絡先はネットワーク 1・17 のＨＰ

（http://www.mbs1179.com/117/）にも載ります、以上、西谷さんのお話でした。 

http://www.mbs1179.com/117/
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 リスナーより、先週のバリアフリー仮設の話の有意義さ、実生活の不自由さなどへの言及

もありました。以上、今週のネットワーク 1・17 でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16171] 

市民のための自由なラジオ（第 57回）（2017/4/29） 原発ゼロに舵

を切った台湾、今西さんの現地リポート、陳 曼麗さん、郭 慶霖さ

ん、黃 國昌さんのお話＆日本タイムス川上道夫さん、瀬戸内海での

核処分場の実態を語る 

 

 

  2017/4/29, Sat 12:05 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！（第５７回） 今週はジャーナリスト

の今西憲之さんの司会、今西憲之のまいどおおきに、今回は海外取材報告で、脱原発に舵を

切った台湾のこと、東京の自由な隅田川スタジオから、民進党の陳 曼麗（ちん・まんれい）

さん（台湾立法委員（日本の国会議員に当たる））、時代力量の黃 國昌（こう・くにまさ）

さん（同）、北海岸反核行動聯盟代表の郭 慶霖（かく・けいりん）さんに今西さんインタビ

ューされた結果が報告されました。戒厳令の元では、原発を建設していることが国民に知ら

されなかったなどのこともあるのです。日本から飛行機で 3 時間足らずの台湾、2025 年ま

でに原発ゼロの方針が日本の国会に当たる立法院で決議されて、脱原発国家に舵を切った

台湾のことが取り上げられました。 

 

 

 

 

 通訳を介しての陳さんへのインタビュー、台湾の原発は 1972 年に、第 1、2 原発、75 年

と 78 年に第 3,4 原発、原子炉は合計 8 つ、しかし第 4 は昨年の政権交代、民進党は脱原

発が公約であり、陳さんは 20～30 年原発アカンという活動をされて、活動は 29 年！ 当

時台湾には原発があり、1987 年以前は戒厳令で、原発建設を誰も知らず！  戒厳令解除



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

4 

 

後原発の建設が分かり、反対活動をされて、反対活動の理由は、86 年のチェルノブイリ事

故、台湾の学者が警告、主婦たちが行動して、陳さんは 88 年から脱原発活動、国民党では

原発推進、民進党では脱原発、現在の原発はもうすぐ 40 年になり、これを 60 年にするの

を、民進党は停止、再稼働なし、その他は自然エネルギーで行くものであり、台湾の核への

依存度は、16％であり、太陽光発電、風力発電が発達して、自然環境に左右されて、今の

16％の核の分をカバーできるのかということについて、陳さんは、目標は 16％どころでは

なく自然エネルギー20％！ 火力も減らすもので、今西さん、日本の原子力マフィアは強

く、台湾では経済界はどう考えているのか、台湾では民衆の声が反対に向かい、経済界はそ

れに抗せられない＆経済界は電気が足りたらいい、であり、福島第一原発事故を台湾ではど

う見ているのか、ＮＨＫのニュースで、日本でもこんなことが起きる→台湾で起きたらアウ

ト、そして台湾の方は日本をどう見ているのか？ 以前は全然関心のなかった方が脱原発

になり、現総統が脱原発になり、日本が脱原発すべきか？ 原子炉の数は違うが、日本への

陳さんの意見は、台湾は政府が無くす→民間が協力「日本は政府が無くすと言わないから進

まないのでは」ということで、今西さんの取材時に、世界のメディアが来て、陳さんは国会

議員と言うより、生活者、おばちゃんの声として届けられて、台湾ではおばちゃんの声が政

治を動かすと言われました。 

 

 LIGHT-UP ジャーナル、核廃物の処分場が香川県直島町に来るのか？ 日本タイムス

（http://nippon-times.net/ ）発行人の川上道大（みちお）さんのお話がありました。川上

さんは 2004 年から瀬戸内海、香川県と岡山県の間に核の処分場を作られることへの反対、

追及をされています。  

 川上さん、瀬戸内海で取材、報道されて、川上さんのみに情報が来ることもあり、直島町

の寺島に核廃物の処分場が出来ると、直島町の網元が命がけで伝えて、これを遺言として

2004 年に伝えられて、ここは豊島の産廃事件、大量の産廃が捨てられたところに近く、豊

島の産廃も、直島町で処分されて、直島町には銅の精錬所があり、そこと核廃物の処分場の

関係、豊島への不法投棄、中坊氏が仲介して、住民と処分は豊島でする→香川知事が、ゴミ

を直島に移す→真鍋知事が最終処分場を作るために知事になったものであり、核廃物の最

終処分場を瀬戸内に作って大丈夫かとの今西さんの問いに、川上さん、国はここに処分場と、

指定するもので、そのための法整備をして、活断層なし、港に近く大きな船がつけられるな

どのこと、日本タイムスが報じて、それで現地にできず、さらに原子力マフィアには様々な

利権があり、利権はモロ、行政区域は香川県だが、地域的には岡山県、電気も岡山に行くも

ので、これは江戸時代からの線引きで、直島は香川県になり、それで揉めず、岡山と香川の

http://nippon-times.net/
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政治家が談合したら、地元の反対は無意味になり、辺野古と同じで、国民がわからない状態

で行くのはおかしく、日本国民に情報公開して、国民の判断を仰ぐべきで、日本タイムス、

前身の四国タイムスから自由なラジオと同じく、大きなスポンサーはなく、それで 25 年続

けて、今西さん、自由なラジオも続くと今西さん言われました。このために、皆様、自由な

ラジオに寄付をよろしくお願いいたします。 

 ここで音楽、子供たちの笑顔を願い、ディアマンテスの、アスタマーニャ、明日への子守

歌です。これは you tube にありました。 

     https://www.youtube.com/watch?v=nCrMtn2vIHg 

 

 再び、台湾からの今西さんの報告、台北付近の金山、地元の原発反対グループの郭さんの

お話で、水温は 38 度の海域、貝類が白くなる、死ぬなどあるものであり、93 年に問題に

なり、原発の近くでは、日本人が来たらみんな同じ反応、事故になったら全滅、しかし台湾

の原発は全てこれであり、原発ゼロに、2025 年に使うのをやめるだけでなく、その後の処

理も問題と言われるのです。 

 時代力量（日本の政党に当たる）の黃さん、2014 年に国会議事堂を若者が占拠されて、

黃さんは時代力量のリーダー、主義主張は異なるものの、日本の橋下氏に似た地位にあり、

黃さんは 73 年生まれの 43 歳の立法委員、原発に 20 年以上反対されて、若者の反原発の

声を国会に届けたいとして、黃さんは福島事故を見られて、台湾の反原発運動は 90 年代か

ら始まり、黃さんは大学生の頃から関係して、反原発を支持する声は段々と大きくなり、福

島事故があり、反原発支持はさらに大きくなり、核は、実験室の中なら安全かもしれないが、

原発プラントは事故を起こす危険性もあり、台湾の人たちは日本の原発の技術を一般論と

して信じて、しかし日本の手におえないものを台湾で出来ず、今西さん、福島事故まで若者

は反原発に関心がなく、反原発デモは年配の人が多かったと指摘されて、台湾の現状は、黃

さん、全てにおいて、原発に関心を持つ人が増えて、若者もそうであり、今西さん、金山で

も、原発ゼロは歓迎しても、その後の核廃物のことはどうするのかと問われて、黃さん、金

山は選挙区で、使用済み核燃料は台湾全体で向き合うべき、立法委員になり、3 つの方針を

示されて、(1)1 つの原則、独立して公正な組織を作る、(2)開かれて公平な手続き、情報公

開、(3)客観的な基準を作る、から最終的に使用済み核燃料をどうするか、であり、今西さ

ん、これから台湾は暑くなり、電気の使用量は足りると国民は考えているのかと問われて、

黃さん、電力を心配する人がいるが、社会全体で頑張るべきで、今西さん、一市民として反

対から、立法委員になり、今の所感は、黃さん、市民だった時も、今も理念は変わらず、役

割が変わっただけ、黃さんの理念は、多くの国民が立法院（国会）で実現してほしいと思っ

https://www.youtube.com/watch?v=nCrMtn2vIHg
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ていると、締めくくられました。 

 

 今回の特集、今西さん、福島事故後、台湾でも大きな反原発運動になり、それまで小規模

なデモが、万単位のデモになり、台湾で事故なら大変であり、また原発のそばで、郭さんの、

魚や自然への影響も、告発しても闇に葬られてきた、日本でも、台湾でも核に関すると隠さ

れて、しかし台湾と日本の違い、郭さん、日本の原子力マフィアは強大な力を持ち、しかし

台湾だと原発関係の仕事が少なく、それで原発ゼロを台湾で実現できて、今西さん、日本も

台湾を見習うべき、事故は日本で起こったから、なのです。以上、今週の自由なラジオでし

た。 

 

[civilsociety-forum:16166] 

朝日放送おはよう朝日土曜日です（2017/4/29） 李相哲 北朝鮮情勢

を語る 

 

 

 2017/4/29, Sat 07:10 

 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、北朝鮮情勢の専門家、

龍谷大学の李相哲さんがお話をされました。 

 李さん、北朝鮮はひるんでおらず、全世界の圧力の中で、北朝鮮の真ん中からロケット発

射、過去は海沿いからの発射→あちこちから撃てると、正恩氏は 6 回以上やり、実戦配備

を急ぎ、そして李さん、アメリカは敗北、核実験は止めさせても、北朝鮮ではアメリカが怯

んだと報じられて、アメリカは外交で、習近平氏や国連の力も使っても、北朝鮮は止められ

ず、しかし李さんはアメリカが本気で北朝鮮を攻撃するか不明「在韓米人 20 万に避難命令

なし」、また北朝鮮攻撃には空母 1 つでは足りず、黄海にカール・ビンソンが入っておらず、

空母は日本海で、アメリカは本気で北朝鮮を攻撃しない、そして正恩氏もこれを知っており、

なぜ正恩氏はこれだけ長けているのか、北朝鮮は外交で百戦錬磨、20～30 年同じ担当者が

瀬戸際外交をやっており、日本やアメリカより長く、北朝鮮は幼稚に見えても、したたかで

あり、しかしアメリカはトランプ大統領が中国の姿勢を変えさせて、トランプ大統領が中国

に経済制裁しろ、また中国が第 3 者→アメリカ単独で解決したら中国は蚊帳の外になり、

それで中国は乗り出しても、中国は本気で経済制裁したくない、本気でやったら北朝鮮は 3

か月に干上がり、トランプ大統領は中国がどう出るか見ており、中国はむつかしい立場であ
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り、ティラーソン氏は北朝鮮の石炭を買うなとして、そして北朝鮮は先ほどロケット発射で

あり、核実験をやるか？ 李さんは、核実験はロケット発射とワンセットで、核を開発しな

いと意味はなく、しかし実弾を配備して、様々な武器を用意して、アメリカは弾道弾を警戒、

しかし中距離～長距離、核の載せられるものの開発はアメリカにレッドラインであり、アメ

リカが弾道弾だと見たら、態度を変えて、北朝鮮の核実験はいつか？ 5/9 に韓国大統領選

があり、それで左派の当選を待っており、6/25 の朝鮮戦争勃発、7/27 の休戦協定の日にや

る可能性はあり、核の実戦配備をアメリカはさせたくなく、また韓国にも、大統領選で核保

有が争点になり、これは韓国にアメリカの核が配備されたら中国は嫌であり、しかし、これ

で世界の独裁国家が、北朝鮮に倣って核を持つこともあり、アメリカは、北朝鮮が核を持っ

ていたら、として手を出さず、他の国もそうする可能性があり、李さん、核実験を止めさせ

ても、正恩氏の姿勢は変わらず、問題は先送りで重大になったと言われました。以上、情報

アップデートの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16163] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ （2017/4/28） 武田一顕 政治家の失言問題を語

る 

 

 

  2017/4/28, Fri 19:02 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」、今村前復興大臣の失言、国会王子の武田

一顕さんのお話がありました。先ほどのちちんぷいぷいとも重複しますが、重要であり、お

知らせいたします。 

 伊吹前衆院議長が、失言を防ぐ 6 つの「た」を語り、内容はあまりにひどく、しかし政治

家の失言は多種多様、吉田茂氏はバカヤロー解散、池田勇人氏は貧乏人は麦を食え、森氏は

天皇の国、女性は産む機会 etc 枚挙にいとまがなく、伊吹氏のいう 6 つの「た」をわきまえ

たら失言は防げるか、武田さん、失言は本音、今村氏も山本氏もであり、それゆえに批判す

べきと言われて、司会の西靖さんも、子どもに教えるのか、被災者への配慮を批判して、武

田さん、伊吹氏も目をそらさせないといけないと失言しており、共謀罪をテロ等準備罪と言

うのと同じで、失言の背後に本音があり、事の本質を見逃してはいけないと言われて、小泉

氏も 3 つの坂があると言い、武田さん、小泉氏は年金問題で、人生いろいろと語り批判さ
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れたと指摘されました。 

 

 …もう、呆れてものも言えず、自民党は末期症状、暗黒時代の在阪某球団でもなかった失

態（笑）であり、これで民主党政権よりよいと言う人の顔を見たいです。…以上、ＶＯＩＣ

Ｅの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16161] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/4/28） 武田一顕＆奥田信幸 森友学

園問題再燃の報告＆自民失言デタラメ 

 

 

  2017/4/28, Fri 16:17 

 永岡です、毎日放送のワイドショーちちんぷいぷい、河田直也さんの司会によるもので、

国会王子ことＴＢＳラジオ記者の武田一顕さんが森友学園問題についてＭＢＳスタジオで

お話されました。 

 今日、籠池氏が民進党とのヒアリングであり、武田さん、録音が出てからの再燃とも指摘

されて、解説委員の奥田信幸さんも参加されて、2016/3/15 の録音があり、籠池氏と財務

省のやり取り「特例」で本省扱い＆賃貸ＯＫであり、財務省の田村室長が対応、民間人に室

長の対応はあり得ず、さらに、2014/12/17 に、財務省が大阪府の私学審議会の前日に、契

約書の雛形を財務省が作っていた件、常軌を逸した親切さであり、籠池氏は久しぶりに公の

場に出て、籠池氏と財務省の録音テープについて民進党に語り、私人が財務省と交渉するな

ら録音すべきと籠池氏は語り、田村氏は何度も「特例」と語り、契約に難色の財務省が 2014

年に態度を急に変えて、録音データの中の特例、財務省との賃料の交渉、ストライクゾーン、

具体的な金額の提示→低い方にしてくれと籠池氏は求めて、安倍昭恵氏には交渉について

報告しており、電話で昭恵氏に報告、10 日に 1 度財務省に行き、この結果は昭恵氏に報告

している。 

 昭恵氏の渡した 100 万円、籠池氏と詢子氏、昭恵氏、秘書の 4 人であり、昭恵氏が人ば

らしてくれといい、秘書は席を外して、籠池氏はうれしく、男性の職員にも 100 万もらっ

たと示し、昭恵氏の関与は、昭恵氏は私人と公人の立場があり、しかし公人として見られて

いると籠池氏は言い、昭恵氏に名誉校長になってもらうのは、土地についてスピーディーに
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やってもらった結果で、昭恵氏は籠池氏に、あなたたちのみに任せてすみません＝便宜供与

であり、昭恵氏は本件に極めて深い関係があり、スタジオでも、吉弥さん、籠池氏がオーバ

ーにしゃべっているのか？ 冷静にならないかと言われて、武田さん、籠池氏は役者であり、

しかし「音声データは物的証拠」、籠池氏の証言＋物証で、昭恵氏の関与ははっきりして、

籠池氏は 2012/10 頃から昭恵氏に相談、近畿財務局との相談が難航→昭恵氏が関与、隣の

土地は豊中市が 14 億で買い、高い、何とかならないのかとして、これが定期借地になり、

奥田さん、財務省は売るつもりで、この形にした。 

 籠池氏は 10 日に 1 度財務省に行き、逐次昭恵氏に電話 or メールで話し、詢子氏と昭恵

氏は何時間もしゃべり、武田さん、ＡＳＳが籠池氏をしつこいと言うのは、このことであり、

ＡＳＳが本当のことを言っていない面もある。 

 奥田さん、財務省は、2014 年夏に難色を示していたものを、特例として認めて、これは

大きく、国側に物証があり、反論の余地が国になく、民進党は財務省にヒアリングしても、

室長は出さず、財務省は協力拒否、武田さん、財務省の資料は数年保管するもので、捨てた

と言う財務省の言い分はウソであり、武田さん、役人出身の議員は、資料を捨てたと言うの

はあり得ないと指摘されて、物証が出た→財務省の記憶にないはもう通らない。 

 さらに、籠池氏、昭恵氏からの 100 万のことや、詢子氏と昭恵氏の関係、さらに録音デ

ータは他にもあると語り、奥田さん、録音データは全部ではなくても大半取っているもので、

籠池氏は幼稚園、保育園を潰されそうであり、守るための材料でもあり、もし昭恵氏の 100

万の音声データが出たら大変なこと、これがあるかはわからず、武田さん、野党、民進党、

共産党は昭恵氏に出てこい、しかし政権は昭恵氏をさらし者にできず、そして籠池氏の爆弾

によると、昭恵氏の証人喚問→その後に籠池氏の新しい爆弾→内閣崩壊になり、昭恵氏を出

したらエライことになる。 

 武田さん、森友学園問題の追及は本格的に再燃して、ＡＳＳ政権への影響、役人の課長レ

ベルではダメ、衆参予算委が予定されて、ＡＳＳは追及されて、追及は本格化するのか、Ｇ

Ｗ明けでも国民は忘れることはないと、武田さん指摘されました。 

 さらに、自民の中で、失言しないように 6 つの心得が伊吹氏により紹介されて、あまり

のあまりに、小学生に教えるようなもの、吉弥さん、東北でよかったというのは失言ではな

く本音、ああいう人が復興大臣はおかしいと指摘されて、これについて武田さん、二階氏は

今のトップなものの、伊吹氏はかつてのトップであり、また失言は旅先で、興奮したときに

出るものとも言われて、またたとえ話は危険などの話をしており、これは私も見ていて唖然

であり、6 つの例にあてはまる失言が直近 10 年にあり、武田さん、政治家の失言は本音で、

また伊吹氏は、人権はバターと同じで、おいしいが食べ過ぎるとメタボになるなどの失言も
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あったと指摘されました、以上、ちちんぷいぷいの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16160] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ（2017/4/28） 金子

勝 森友学園問題は昭恵氏の口利き決定、昭恵氏を喚問しろ！ ＡＳ

Ｓのデタラメをメディアが追及しない、日銀願望レポートのデタラメ

を語る 

 

 

 2017/4/28, Fri 15:24 

 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、最近ワイドショーでは北朝鮮一色で、森友学園

問題が重大なのに、報じられず、財務省の嘘、10 年の分割払いで契約の書類なしはあり得

ず、会計検査院には権限なしであり、会計検査院は役人、決算報告を出すもので、職員はプ

ロパーの人を取り、他の省庁から出向もあり、この会計検査院の問題、委員長はＡＳＳ（abe 

Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）と同じ山口出身、そして籠池氏へのファックスに出てき

た田村室長と、籠池氏の面会の録音が出て、特例だからと、昭恵夫人からも貸すのは言われ

ている＝口利きであり、共産党宮本氏の追及もあり、8 億の値引きは、専門家だと 5 億の過

剰見積もり、定期借地権について、籠池氏は昭恵氏と連絡して、財務省と交渉しており「動

かしようのない口利き」、昭恵氏が値引きに関与している。 

 室井さん、加計学園は、週刊誌だと 440 億も値引きで、野党でちゃんとしているのは共

産党のみと言い、金子さん、昭恵氏の証人喚問をしないと、この問題は収束せず、報道の自

由度 72 位、ＯＥＣＤダントツ最下位、「今のメディアは間抜け」、室井さん、こんなことを

言ったら金子さん仕事がなくなると（笑）言われて、金子さん、この放送で煽ると、室井さ

んそこまで言ったら危ないと室井さんに言われて（笑）、ＧＷの閣僚の外遊、稲田氏は北朝

鮮のことで止めたのに、11 人の閣僚の外遊、10 億の税金を浪費「本当に北朝鮮危機なの

か？」と指摘されて、室井さん危ないなら取りやめよと言われて、しかし半分以上の閣僚が、

ロシア、イスラエル、大臣の思い出作り、記者も取材してくれて、大竹さんこの時期に行く

のとか指摘されて、11 閣僚が外遊であり、金子さん、「閣僚はバカ」だと思われて、今村氏
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は辞めても、二階氏のマスコミ批判があり、室井さん東北の出身で、ＡＳＳは復興に取り組

むと言うのに、名前を聞いていないと指摘されて、金子さん、吉野復興大臣は東電を擁護し

て「今村氏が辞めて金田氏、稲田氏、山本氏が辞めないのか？」、共謀罪を通すためで、大

竹さんは議員をやめないのか、自民党のためではなく、国民に迷惑だと指摘されて、さらに、

日銀の展望レポートについてもテーマで、願望ばかり、森友で危ない→北朝鮮問題、日銀が

大本営発表、願望レポート、海外の成長が高まると言うが、輸出も輸入も減り、国内の景気

は良くなく、新聞はこれを批判しても、日銀は 9 年ぶりの拡大、デフレ脱却は言及されず、

規制緩和を続けると言っても、物価も上がらない、海外も良くならない、東京オリンピック

で良くなる、しかしスーパーは値下げ、大企業の一部の社員しか賃上げなし、室井さんも、

原稿料もギャラも下がってい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:16156] 

毎日放送ラジオ 子守康範 朝からてんコモリ！（2017/4/28） 内田

樹 トランプ大統領の反知性主義、日本の政治家の劣化を語る、様々

な立場から考えるのが民主主義である 

 

 

  2017/4/28, Fri 10:03 

 永岡です、毎日放送ラジオの、子守康範 朝からてんコモリ！ 金曜のコーナーに神戸女

学院大学名誉教授の内田樹さんが出られました。内田さん、3 か月に 1 回この番組に出られ

ます。 

 内田さん、北朝鮮について、ロシアと中国との関係であり、アメリカは朝鮮半島から手を

引こうとて、韓国がしがみつき、オバマ氏の時に世界の警察をやめると言っても、トランプ

氏は何をするかわからず、戦争は民主党政権時にやり、共和党で戦争したのはブッシュ氏く

らい、共和党は小さな政府と言い、共和党は海外の基地を撤去する縮小型、トランプ氏はキ

ャラとしてイケイケであり、イヴァンカ氏のことがどうか？ 娘娘、側近に影響されるトラ

ンプ氏であり、それで側近を争い、身内で固めないと影響される、不安定、首尾一貫してお

らず、発言に一貫性なし、それが反知性主義、朝令暮改、前に書いた論文と今回が違うのは

おかしいと子守さん言われて、内田さん、取り調べで落ちるのは自分のような人で、ヤクザ

は矛盾を言い、矛盾では有罪にならず、自分を知識人と思っていると落ちる、矛盾を意識す
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ると罪にならず、トランプ氏は反知性主義でアイデンティティは揺るがず、今の俺であり、

子守さんはラジオだと反知性主義が生き残ると指摘されて、内田さん、トランプ氏は本当に

北を攻撃するかもしれない、韓国や日本が火の海でもトランプ氏は関与しない、アメリカ人

は韓国や日本のことを知らないと指摘されて、軍隊は大将が行けと言ったらおしまい、北朝

鮮にアメリカが先制攻撃も可能性はあり、25 日に北朝鮮は何もせず、300 の北朝鮮の砲門

は合成写真とも言われるのです。 

 森友学園の問題、前回 1 月に内田さんの出られた時にはそれほど問題にならず、3 月に問

題になり、籠池氏の特異なキャラクターが東京に受けて、籠池氏は悪役から、証人喚問で好

感度が上がり、佐川局長のこともあり、まだ予断を許さず、籠池氏はＡＳＳ夫妻ともろとも、

簡単には引き下がらず、籠池氏やＡＳＳのわきの甘さもあったが、役人が突っ込まれた時に

困る要素があり、子守さん豊島の産廃の問題を中坊氏に聞いたことがあると言われて、なぜ

ここまでゴミが出たのか、ヤクザがついているものの、役所は付け込まれるものがあると言

われて、内田さん、一カ所開けたら財務省の中枢、官邸まで行き、全容の解明は必要…と言

っても全容は分かっており、官邸が非を認めないと、メディアと司法の信頼が破綻するもの

であり、学校教育や司法が信頼を失うと日本の根幹が崩壊するものであり、資料を捨てたと

言っても、記憶にない、ロッキード事件のことで、ないと言うと罪に問われるが、記憶にな

いは罪に問われず、上のものが問われたら記憶にないと逃げたら社会全体が崩壊して、子守

さん、慎太郎氏の言い分、太平洋戦争の責任を当時取れず、日本の復興に尽くせと言ってい

た慎太郎氏がひらがなも知らないと指摘されて、内田さん慎太郎氏は知性へのプライドを

失って終わり、こんな人間が日本を牛耳り、末期症状であり、子守さん、政治家は選挙とい

うフィルターがかかり、反知性主義がそれを超えている、金、酒でやるのではなく、内田さ

ん 2 世 3 世や、学歴と見た目で、実力なしでも、党の執行部に従うと大量のイエスマンが

しがみついて議員になり、政治家の質が落ちるのは当然であり、選挙制度の問題もあり、国

会議員になるとお金がもらえるものであり、企業を経営している人がボランティアでやる

のではなく、金目当ての政治家も、中央、地方議会にもいて、子守さんは政治家はボランテ

ィアでやるべきと言われて、内田さん、拘束時間は会社勤めの比ではなく、政治家はボラン

ティア、少ない給料でやるべきと言われました。 

 朝日新聞に、憲法について、アリとキリギリスから学ぶことがあり、人権と日本国憲法に

ついて、アリの国で集めた少量を、キリギリスの国に分けるべきか、子供たちに考えてもら

うもの、弁護士会が実施して、女王アリ、働きアリ、病弱なアリなど、社会の構図で、キリ

ギリスに女王が分けるべきというのを、それに従うか、トップのみの判断でやったらいけな

いか、アリはみんなで決めるべきとして、納得するまで話し合う、多数決にする、多数決で、

http://www.teshima-school.jp/struggle/history/
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誰が参加するか、働くもののみの多数決か、全員か、機会の公平であり、蓄えたパンを何枚

ずつ分けるか、働きアリ、老人アリ、病気アリで異なる結果に、多数決の限度があり、先生

は多数決で決めて行けないことがあると言い、子供たちは命に係わることは多数決できめ

てはいけない、国に批判して罰することは多数決で決め手はいけない、18 歳選挙権などを

子供たちに教えるものを子守さんは紹介されて、内田さんはこういう授業を評価されて、キ

リギリスはどうであったかと指摘されて、子守さん、朝日には書いていなかったと言われて、

内田さん、命にかかることに、多数決、ルールでやるのではなく、命の危機にある人を救う

ことは、困っている人に手を差し伸べるのはルール以前、人間の根幹であると言われて、子

守さん、決めるのに、他の人の意見も聞くべき、ネットで他人を攻撃するのは、フィルター

で自分に心地よい情報しか入らず、同じ意見の人しか聞かないと指摘されて、内田さん、グ

レーゾーンの意見はネットでは取れず、対話のプラットホームが必要であり、高井美紀さん、

日本ではディベートを教えないと指摘されて、内田さん、ディベートは論争ではなく、自分

の意見と、他人の意見を違う立場から見て、一理あるとわかるかであると指摘されて、子守

さん、トランプ大統領はそんな教育を受けたのかと言われて、内田さん、おそらくそうでは

なく、自分が北朝鮮の立場なら、人民解放軍のものなら、アメリカなら、と日本人の立場を

カッコつきで見て、わかるものもあると指摘されました。以上、内田さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16154] 

朝日放送おはようコール（2017/4/28） 中川譲が日ロ首脳会談での日

本の目論見大外れと勝谷誠彦氏の兵庫県知事選出馬を語る  

 

 

  2017/4/28, 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、今朝のコメンテイター

は帝塚山学院大学客員教授の中川譲さんでした。 

 

 今朝の朝刊一面紹介、朝日は森友学園に特例を財務省近畿財務局が配慮していた件、読売

は北方領土の調査、産経もこれと日ロ首脳会談、毎日はドーピング内部告発窓口、日経はＡ

ＳＥＡＮに円供与枠のことです。 
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 日ロ首脳会談、3 時間に及び、ＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）はロシア

とアメリカの仲介役は果たせたか、北方領土問題と、北朝鮮問題も主要テーマになり、クレ

ムリンでＡＳＳとプーチン氏の会談は今回で 17 回目、ＡＳＳはプーチン氏との再会を、ウ

ラディーミルとファーストネームで呼び歓迎して、しかしロシアの出方は、北朝鮮の脅威を

口実に日本とアメリカの軍事行動に釘で、ロシアは北朝鮮に独自路線、来月ウラジオストク

と北朝鮮を結ぶ定期航路が開設、日本への入港が制裁のために禁止されている万景峰号が

入り、日本の外務省はこれに不愉快とコメントし、今回の主要テーマは北朝鮮のこと、昨年

暮れの日ロ首脳会談はトランプ大統領就任前、日露は親密にとしても、北方領土の返還はな

く、日本が経済支援で、6 か国協議の再開をロシアが提唱して、ＡＮＮの取材に、ロシアは

北朝鮮に輸出している、石油も増えていると言うもので、中川さん、日本にとっては計算違

い、ＡＳＳはプーチン氏に北朝鮮に圧力をかけてくれとしたら、ロシアは逆、国際政治の情

勢が激変して、アメリカのシリア空爆があり、米ロ関係は急速に冷え込んで、日本の外交に

計算違い、それでロシアは北朝鮮の支援に回り、石油の不足する北朝鮮にロシアが支援して、

ロシアは資源大国で石油はいくらでもあり、さらに米中の接近も日本は予測できず、アメリ

カと中国が対話と圧力で二人三脚で、北朝鮮に分担を役割してやって、日本はその蚊帳の外

で、日本は何をしたらいいのか？ 日本は国際情勢の変化を知って、北方領土はロシアがア

メリカににらみを利かせる拠点で日本への返還どころではなく、日本は何ができるか考え

るべきで、今回の日ロ会談は昨年暮れにスケジュールが決まっていても、国際環境は激変し

て、やるべきであったのかと指摘されました。 

 

 7 月の兵庫県知事選に、コラムニストの勝谷誠彦氏が立候補を表明、尼崎市出身、灘高校

→早稲田大学、文春の記者→コラムニスト、兵庫県のためになる子供たちを育てたい、東京

に行くのではなく、敷居の低い知事をと語り、容貌は関西のテレビで見せるサングラス＆金

髪とは全く異なり、現職の井戸氏は顔が見えない、井戸氏は 4 期目、兵庫県知事初の 5 選

目を目指しており、兵庫県知事選はすでに井戸氏の他 3 人が立候補して、勝谷氏は教育、

観光に投資、100 万ドルの夜景を使い、芸能レポーターの二田一比古さんは、文春にて一時

一緒で、スクープはなかったものの、原稿を書くのが速いとあり、中川さん、勝谷氏の外見

が全く異なり、テレビでは歯に衣着せぬ言い方、朝日新聞も批判から、会見ではおとなしく

なり、しかしこのような勝谷氏に魅力があるのか、毒舌のイメージと大きく異なり、コメン

テイター時の勝谷氏と異なり、人生経験を持ち込み、しかし政策はどうか聞きたいと言われ

ました。 
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 本日の気になる新聞記事、朝日 23 面、サッカーのサポーターが差別表現問題で無期限入

場禁止、ガンバのサポーターがナチの旗を示した件で、ガンバはすでに応援旗を禁止、他に

も韓国で旭日旗が掲示されて、日刊スポーツの高原さん、認識に問題と言われて、中川さん、

プロ野球にはこういうことはなく、ヨーロッパのフーリガンのやることで、サッカーを汚す

と言われて、毎日の 28 面、琵琶湖のアユが激減、外来の大型プランクトンの発生でミジン

コが減ったもので、中川さん、ブラックバス同様、外来種の問題、本来の生態系を守るべき

と言われました。以上、中川さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16150] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/4/27） 武田一顕＆奥田信幸 永田

町、ＡＳＳ政権の内情＆森友学園問題報告 

 

 

  2017/4/27, Thu 18:04 

 永岡です、毎日放送のちちんぷいぷいにて、今村暴言他のことが取り上げられました。司

会はヤマヒロ（山本浩之）さん、今村復興大臣暴言辞任→二階氏のマスコミ批判であり、松

尾貴史さん、今村氏も二階氏も暴言をギャグにしている問題、自民党幹事長を長くやって、

マスコミ全体への圧力と言われて、弁護士の森直也さん、報道の自由度は 72 位、ＯＥＣＤ

ダントツ最下位と言われて、デスクの石田英司さんも、民主主義でなくなると指摘されて、

この問題で国会王子の武田一顕さん、ひどいと思って、八つ当たり ふりまく目薬 二階か

ら「マスコミへの二階氏の八つ当たり」、自民党の幹事長があんなことを言ってはいけない

と指摘されて、二階氏の発言は、自分の息のかかったもののみ発言、言論の自由もないとス

タジオで発言があり、武田さん、派閥の総会で、石破氏は言い訳にしかすぎず、ちゃんと考

えろと、健全な批判があって民主主義は成り立つと、二階氏を批判して、ある人は、二階氏

は中国に行くのが好きで中国共産党に体質が似たとも言い、復興大臣の後任問題、武田さん、

二階氏は増長したい、数を取らないと予算が取れず、二階氏は国土強靭化の提唱者、そのた

めに議員がいり、他の派閥はそこまで力がなく、二階氏は人事とお金を握り、自民党の中で

逆らえず、であり、南光さん、責任をどう取るのかと、本来なら辞めるべき、今村氏も議員

辞職が必要と言われて、武田さん、任命責任を、というと許す風潮が日本にあり、しがみつ

くと格好悪く、しかしＡＳＳも任命責任と言うのみ、替わりがいないためであり、今村氏も
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最初は撤回であり、しかし二階氏は中川不倫議員について、議員の資質の問題と言うものの、

石田さんは親分として子分を教えろと言われて、松尾さん、選挙で美辞麗句を言って通ると

言われて、南光さんは 1 年生でも最初から勉強しろと、勉強せずに政治家になるなと言わ

れて、石田さん、報道の自由度ランキング、内閣支持率が高いとこれが低く、支持率が高い

とメディアが気を使って批判しない、支持率が高いと言っても批判しないと、戦前の大本営

発表と同じ、同じことになると指摘されて、武田さん、忖度報道は一杯いて、政権にくっつ

いたら情報も入り、新聞によればＡＳＳ寄り、テレビでもあり、そうなると批判する人がい

なくなると言われて、石田さんもメディアが忖度すると言われて、松尾さん忖度は外国語だ

と先回りと指摘されて、ヤマヒロさん、新聞も複数読むべきと言われて、松尾さん、ネット

では力のあるものがそれで情報をばらまくとも言われました。 

 そして、ＡＳＳと二階氏の関係、この二人にすきま風があるのか？ 二階氏はＡＳＳに気

分を害されて、ＡＳＳは早く謝罪して、共謀罪も何とかしたいというものであり、二階氏、

ＡＳＳがわざわざ来て、と嫌味っぽく、であり、武田さん、これについて、現場にいた人に

聞くと、ＡＳＳが謝ったら場が凍り付いて、今村氏のこともあり、総理が来ていきなり謝罪

は前代未聞（派閥の総会で）→容易ならざるもので、二階氏の発言は失礼と言われて、二階

氏はＡＳＳが守ってくれなかったという恨み節か？ ＡＳＳ政権発足から、問題を起こし

た大臣は多数あり、辞めた大臣・議員も 8 人いて、今村氏の議員辞職について、武田さん、

そうしたら失業、またバッヂがあると会期中逮捕されず、議員辞職は大変な決断が必要で、

ほとぼりの醒めるのを待つことになり、閣僚、役職を辞めて、しばらくしたら有権者は許す

空気があり、次の選挙で焼け太りになり、有権者も忘れてはならず、しかし今村氏は比例で

自民党と書いた人に問題ありと石田さん言われて、松尾さん甘利氏のことも忘れていると

指摘されて、ヤマヒロさん、ＡＳＳは忘れるのを待っているのかと指摘されて、武田さん、

ＡＳＳは幹事長に絶対の信頼を持っており、今村氏には内閣に打撃と恨み、ＡＳＳは今ロシ

アに行き、ＡＳＳと二階氏にすきま風はなく、二階氏は権力への忠誠心があり、どんな政党

でも忠誠心を見せて、まだ安倍一強は続くと言われて、松尾さん、稲田氏や金田氏ら、5 人

くらい辞めてもおかしくないと言われました。 

 

 そして、森友学園問題、奥田信幸解説委員の紹介があり、また爆弾が出て、29 ページの

資料、森友学園が土地を買う際の契約書の雛形を財務省が作り、認可は大阪府、土地は国有

地、大阪府は土地があったら認可、財務省は認可が先と言っていたのが、私学審議会の前、

2014/10/18 の前日に、近畿財務局が 29 ページの資料、定期借地から、どうやったら土地

が買えるかの指南で、この時点ではゴミがあっても、9.9m は分からずであり、このような
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配慮を財務省が民間にするのか？ 丁寧にここまで指南しており、雛形と実際の契約書は

ほとんど同じ、財務省が最初から売ることを前提にしているとの指摘があり、コピーして書

いたものであり、松尾さん、どういう力が働いてこうなったのかと指摘されて、さらに定期

借地も要望書の雛形があり、国有地の定期借地の契約書も、近畿財務局が森友学園に買って

ほしいと思い、しかし大阪音楽大学には売っていない、校舎の投資もあり、森友学園にあま

りに露骨な便宜であり、忖度＆斟酌、もちろん大阪音楽大学にはこんなことはせず、そして

田村室長が対応、谷氏が介在したためであり、石田さん、早く売りたい土地であったと指摘

されて、これは共産党の宮本氏が財務省の佐川氏に質問、近畿財務局が森友学園に渡した資

料かと問い、当時の役人が森友学園に渡したと答えて、しかしこれは一般的にやっていると

佐川氏は言い、宮本氏、雛形を作って、森友学園への便宜供与を問い、佐川氏は不自然では

ないと言い、奥田さん、契約書の雛形については不自然と指摘されて、松尾さん、全国でこ

のようなことをしてもらった人は知らせてほしいと言われて、森友学園のみの便宜、他の売

却のように、どこでも使える契約書ではなく、森友学園専用で、雛形と言い難く、ヤマヒロ

さん、国有地、国民の財産に関してはちゃんと知りたいと締めくくられました。以上、ちち

んぷいぷいの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16149] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/4/27） 谷口真由美 今

村復興大臣暴言辞任に見るＡＳＳ政権世紀末惨状！ 

 

 

 2017/4/27, 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、今週の谷口さんのお話、復興大臣の暴言、立腹でない人

はいない、東日本大震災が東北でよかったというのがキーワード、逆説で、東北を紹介する

と言うものの、今村氏が自民の二階派の会合で、東日本大震災について、今村氏はその前に

自主避難者は自己責任と暴言して問題になり、避難せざるを得ない人たちを傷つけて、それ

だけでなく、今村氏は自分の失言をギャグに、東日本大震災の復興も進んでいる、膨大な人

たちの命が失われて、２５兆の損失が首都圏だったら、というもので「なにが東北でよかっ
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た」であり、甚大な被害は、まだ復興どころではなく、東北でよかった、首都圏だったら大

変だと暴言で、記者に突っ込まれて、また首都圏だったらと暴言を繰り返して、被災者の反

発について記者に突っ込まれて、防災をすると、また首都圏だったらと繰り返して、しぶし

ぶ取り消し、自分は間違ったことは言っていない、マスコミが突っ込むから取り消すと言っ

て、秘書官のメモでやっと謝罪して、パーティーにいたＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)

想田和弘さん）が謝罪しており、秘書官のメモはＡＳＳ総理からの模様で、国会議員として、

人間として失格、今村氏は本当に復興に取り組んでいたか？ まじめにやっていたらこん

なことは口に出ず、「これが許されたらだめ」、事実上の更迭で、復興大臣は東日本大震災の

後にできたポストで、復興大臣とは何か？ 適材ではなく、民主党政権の初代の松本氏は、

九州の人間だからわからない、知恵を出さないと助けないと、困っている人にこんなことを

言われたら結構だと言うしかなく、今村氏の前の高木氏は、週刊誌で下着ドロボーと報じら

れて、復興大臣は何のためにいて「東北の皆さんは見捨てられている」、被災者の感情を逆

なでして、大臣になりたい当選 5 回の人たちを当て部であり、しかし支持率も高くて内閣

改造は、大臣を待っている人がいて、大臣を論功行賞で、復興大臣は初入閣の人のため？ 

 さらに、二階氏の、マスコミが首を取ったと言うものの、全部の文言から不適切なものを

選ぶとマスコミ批判、しかし今村氏は前科があり「二階氏は逆恨み」、二階氏は和歌山のド

ンであり、二階氏は今村氏を擁護していると見られて、本来自分の派閥の子分をたしなめる

べきであり、ところがマスコミを批判して今村氏をかばうと、二階氏には残念であり、上泉

さん、大臣の言動は注目されるので神経を使うべきと言われて、谷口さん、多くの人が傷つ

くことを平気でいい、憲法で権力を与えられた人たちが勘違いして、もっと自制すべき、何

のために国会議員、大臣がいるのか？ 内閣から批判する人が必要であり、ＡＳＳ総理の一

強、第 1 次安倍政権は閣僚ドミノ辞任で倒れて、それがあり、ＡＳＳ総理の任命責任、辞任

であり、罷免ではなく、他にも失言をする大臣がいて、緩んでいる、いい加減にすべきと締

めくくられました。以上、谷口さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16145] 

朝日放送おはようコール（2017/4/27） 二木啓考が復興大臣ポストの

デタラメ・自民ゴタゴタ・二階氏批判と東日本大震災・東北をわすれ

ないことの意図を語る 
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 2017/4/27, 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、今朝のコメンテイター

はジャーナリストの二木啓考さんでした。 

 

 今朝の新聞一面紹介、朝日は国会で集中審議、今村氏の暴言で安倍総理の任命責任追及、

読売は天皇退位特例法、毎日も同じ（陛下が外れた）、産経は抗がん剤治療の延命効果への

疑問、日経はルネサス再建のことです。 

 

 今村元大臣の暴言による辞任、被災地からはわずか８か月での交代に怒り、自民党は各党

に謝罪で、野党はＡＳＳ総理の任命責任を問い、今村氏は昨日朝に官邸に行き、平謝りです

が、ＡＳＳ総理は被災地に言葉では謝っても、任命責任を口では認めて、これを受けて国会

は全審議がストップ、自民党は謝罪・釈明に追われて、野党は今村氏の議員辞職を求めて、

他方二階氏はマスコミ批判、要するにマスコミのせいで辞任させられたと逆切れ、ジャーナ

リストの西中さんのことに逆切れで開き直り、二木さん、「二階氏はスピード違反で捕まっ

て警察が悪いと言っているようなもの」と指摘されて、司会の横山太一さん、今村暴言が反

省されていないと指摘されて、二木さん、復興大臣は全員初入閣、当選回数により入閣が決

まり、在庫一掃セールと言われると紹介されて、東北出身者はなく、復興大臣は高木氏のパ

ンツ泥棒などあり、ほとんどが不祥事を起こした人物で、自民党は選挙で勝ち続けて、大臣

の適齢期の人間が 70 人いて、復興庁は復興が終わるとなくなる役所、他の省庁からの出向

者で占められて、ほとんど仕事はなく、みんな未経験者、官僚に乗るもので、デタラメな人

間が復興大臣になってしまうと言われて、構造的に在庫処分ポストになり、当選 5 回で大

臣適齢期になり、重要でないポストに、大臣待機組の在庫処分のポストに復興大臣はなり、

司令塔ではなく、政府は東日本大震災から 10 年で 32 兆円、しかし予算は余り、司令塔と

言うなら復興住宅をちゃんと作るべきなのに、そんなことをせず震災は東北でよかったと

言うのは、それだけ形骸化した役職であり、後任の吉野氏（初入閣）は福島出身者、しかし

自民党では被災者に近すぎると言われて、二木さん、吉野氏が福島だけに予算を付けると自

民で言われるのは、政治家が我田引水の予算づけを日常茶飯事でやっていることの裏付け

で、なら二階氏がやったらいい、復興が最重要課題と言うのは形骸化していると批判もあり

ました。日刊スポーツの寺尾さんも、二階暴言は、権力をチェックする報道の自由を否定す

ると指摘されて、二木さん、二階氏はマスコミの役割を否定していると指摘されました。 
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 その、今村前大臣の暴言「東北でよかった」というのを、東北を評価する発信としてツイ

ートするものが続いており、今村氏の発言の逆、一昨日の夜遅くのツイートから、東北で良

かったと言う意味をいい方向で、東北を宣伝するツイートが発せられて、被災地からも東北

に生まれてよかったと発信する、「＃東北でよかった」と発信、投稿が広がり、東北の美し

い風景や食の投稿が 13 万件になり、スタジオでもＳＮＳの長所が出た、マイナスをプラス

に変えて、しかしこれを政治家は利用してはいけないとの声があり、これについて二木さん、

こういうツイートを見たら日本は大丈夫と言われて、被災地に何回も行き、ともかく行って

ほしい、復興の様子、自然を見て東北を忘れないでほしい、であり、地元は歓迎して「とも

かく忘れないことが大切」と言われました。 

 

 夢の乗り物、アメリカのベンチャー企業が空飛ぶ車の動画を公開、まるでドローンであり、

アメリカでは免許不要、年末までに発売、価格は未定で、しかし 1.5 億程度すると予想され

て、二木さん、バッテリーがどれだけ小さく、軽くなるかが課題と言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、産経 28 面の記事、タトゥーが医療行為か、裁判で争われて、

摘発の違憲性が問われて、弁護人は厚労省の通達が、医師がしないとだめというものが根拠

と言い、二木さん、医師法、医師免許は健康のためのものを示すもので、タトゥーを医師法

に入れるのがおかしく、タトゥーの人は医師免許が要るのか？ 海外はタトゥーはライセ

ンス制で、日本でも法整備が必要だと言われて、産経の 26 面の記事で、藤井四段の 14 連

勝、二木さん、誰か勝てるのか？ 後はコンピューターかと言われました。以上、二木さん

のお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16143] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/4/26） 森友学園問題再燃、財務省主導の

全自動忖度機の正体！  

 

 

 2017/4/26, Wed 19:25 

 永岡です、もう忘れ去れたと思われていた森友学園問題、ノンフィクション作家の菅野完

さんの提供による爆弾で、霞が関に激震です。ＭＢＳデスクの三澤肇さんの解説がありまし
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た。 

 この問題、そもそも 8 億の値引きはなぜ行われたのか、そしてどうやって便宜が図られ

たか全く解明されていないのですが、菅野さん、籠池氏と財務省の、去年の交渉の音声デー

タを公表されて、しかし、そもそも一民間人の籠池氏が土地を引いてくれと財務省に交渉で

きたのか？ 交渉の相手は田村国有財産処分室のトップで、ここには例の安倍昭恵氏付き

の職員、谷氏が田村氏に交渉した資料が公開されて、籠池氏は小学校の土地のゴミのことな

どを取り上げて交渉して、これが 3 月の籠池氏の証人喚問時の神風が吹いたと言うものの

実態で、毎日新聞の与良正男さんは、これは財務省が積極的に関与していたことを示すもの

と指摘されました。 

 さらに、菅野さん提供の資料で、籠池氏と財務省の間で、2014 年の段階で 29 ページに

も及ぶ資料が作られて、国有地を森友学園に売却するのに、必要な契約書の雛形！ が財務

省により作られて、これは財務省が国有地を売りたがっていた！ ことの証明で、契約書の

雛形には、小学校の土地の住所と大きさ、さらに契約する相手のことも、空白に名前を入れ

たら完成！ の代物であり、これは森友学園問題、土地を売るのが先か、認可が先か、ニワ

トリかタマゴか、と言われたのは、土地が先であったわけで、松井知事の答弁にも矛盾が生

じて、与良さん、ＡＳＳ総理も忖度をギャグにするほど森友学園問題は忘れられた感もあっ

たが、しかし真相は何一つ解明されておらず、今回の資料は財務省の積極的な関与を示すも

ので、これが全自動忖度機（(c)菅野完さん）の正体であり、国会で解明すべき、証人喚問、

参考人招致が必要と言われました。 

 この件は、リテラに詳細な記事がありました。 

      

http://lite-ra.com/2017/04/post-3109.html 

 

 今日、昼間のちちんぷいぷいに、国会王子、武田一顕さんが出られて、森友学園問題は再

燃すると指摘されて、このように昭恵氏が関与しており、北朝鮮問題で鎮静化したと思われ

た森友学園問題はまた燃え上がり、さらに、今村氏の暴言も大きく取り上げられて（阪神・

淡路大震災の際にも、テレビで東京でなくて良かったとの声が出て、顰蹙を買いましたが、

今回のエゲツなさはその比ではない！）、今日のＶＯＩＣＥの特集は、タトゥーをいれるこ

とに医師免許がいるとして検察に摘発された彫師の方が争っていることが取り上げられて、

このように、日本の役所というものは、権限を民間に渡すことを極度に嫌うものであり、他

には、特許（パテント）も、日本だと難癖付けて民間に権利を取らせないようにしているの

http://lite-ra.com/2017/04/post-3109.html
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に、アメリカだと民間が特許を取れるように役所が助力することがあり、要するに、役所が

権限を民間に自発的に渡すことは決してなく、何らかの圧力があったわけで、すでにこの件、

今朝のモーニングショーでも取り上げられて、菅野さんはまだ爆弾があると言われました

が、このままだと、安倍さんが自爆テロ（笑）になりそうです、冗談抜き、日本が戦争に巻

き込まれる前に、安倍さん、辞めてください、お国のために（笑）、以上、ＶＯＩＣＥの内

容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16140] 

関西テレビみんなのニュース報道ランナー＆朝日放送キャスト

（2017/4/26） 今村復興大臣暴言辞任報道 

 

 

 2017/4/26, Wed 17:08 

 永岡です、今村復興大臣の、東日本大震災が東京でなくて良かった暴言、関西のメディア

でも取り上げられて、まず、関西テレビの報道ランナー、大阪市民の批判は厳しく、福島か

ら大阪に自主避難されている森松明希子さん、憤りを通り越して、復興大臣はころころ変わ

り復興の施策はなく、単なるガス抜き、アリバイつくりと批判されて、新大臣はちゃんとし

てほしい、原発事故の実態をちゃんと知ってほしいと言われました。 

 竹下氏は野党に謝罪し、しかし野党の怒りも半端ではなく、第 2 次安倍政権で閣僚の辞

任は 5 人目で、ＡＳＳ総理は他人事、ランナーの司会の新実さんも怒られて、ピーターさ

ん、今村氏は笑いながら言ったのは大問題、こんな人間を先生と呼ぶのは子供の教育に悪い

と批判されて、背景は、鈴木哲夫さん、ＡＳＳ総理は許せないと即決断、後任を福島出身者

に即断とコメントされて、関西テレビの神崎デスクは、後任は身体検査もＯＫと言われて、

菊池弁護士、森松さんのお話の通りで、政権は被災者のことをちゃんと考えているのかと言

われて、ピーターさん、今村氏は仕事をちゃんとしていないとも批判されました。共同通信

の柿崎さんは、今村氏は待機組として登用されたとコメントされて、菊池さん、人間性に問

題、失言を何回も繰り返したことを批判されました。 

 朝日放送のキャストでも、今村氏の妄言と批判があり、司会の浦川泰幸さん、家や家族を

なくした人に行ってはいけないことを言ったと批判、森永卓郎さんも、上から目線と批判さ

れて、自主避難者への、記者へのブチ切れと、被災者に配慮が欠けていると言われて、ＡＳ
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Ｓ政権で問題を起こした復興大臣は大半初入閣、森永さん、論功行賞で復興大臣のポストを

軽く見て、復興省は本来福島に置くべきで、それが霞が関にあり、福島を見下すからこんな

ことであり、復興省を霞が関に置くことが問題と言われて、今村氏は比例の立候補であり、

辞任しても自民の議席は減らないと浦川さん言われて、森永さん、佐賀新聞は地元で起きた

らどうするのだと、厳しく批判していると言われて、浦川さん、被災者のことを考えず、オ

リンピックや万博ということへの異論もあり、こういう過ちを繰り返してはいけないと締

めくくられました。以上、報道ランナーとキャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16137] 

朝日放送おはようコール（2017/4/26） 木原善隆が今村復興大臣暴言

による辞任と北朝鮮関係の情勢、森友学園再建・保育園問題を語る 

 

 

 2017/4/26, 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、今朝のコメンテイター

はＡＢＣコメンテイターの木原善隆さんでした。 

 

 今朝の新聞紹介、今村復興大臣が暴言で辞任が各紙一面トップ、読売は更迭と書き、震災

は東北でよかったと言い、先日は福島の自主避難者切り捨て、日経は旧耐震基準（81 年以

前）の建て替えです。 

 

 その今村復興大臣の失言（暴言）による辞任、同じパーティーに出席したＡＳＳ総理が謝

罪、発言に注意すべき大臣の暴言、東日本大震災は東北でよかったと、所属する二階派のパ

ーティーで、損害が 25 兆、首都圏に近かったら…東北でよかったと言って、すぐに釈明に

追われて、会見後メモが今村氏に渡されて謝罪しろという取り巻きの指示の模様で、ＡＳＳ

総理がすかさず釈明、1 時間後今村氏は報道陣の前に出て、その際には辞任は口にせず、し

かし二階氏が辞任はやむを得ないと語り、実質更迭で、日刊スポーツの井関さん、今村氏は

非礼と言い、司会の横山さんもこんなことを本気で思っていたら大変、被災者を何回傷つけ

たら気が済むのか、政治家としての資質が問われる、過去にも風評被害のことを生産者に押

し付ける、福島の復興も進んでいると嘯き、ＡＳＳ政権、金田法相、稲田大臣 Etc の暴言
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で、これについて木原さん論外、発言のひどさは解説の必要はなく、これは本音で失言では

なく、こんなことを思う人間が復興大臣とは信じられず、さすがのＡＳＳ総理も辞めさせて、

ＡＳＳ内閣は問題大臣があっても辞任はなく、高支持率が背景、ＡＳＳ政権は適材適所では

なく、人をどう内閣で回すかしか考えず、第 1 次ＡＳＳ政権は辞任ドミノで崩壊して、な

ら金田氏や稲田氏らの任命責任を問うべきと言われて、復興大臣は福島出身の後任を当て

たが、復興は大臣のライフワークとしてちゃんとすべきと言われました。 

 

 北朝鮮、昨日軍創建 85 年、核実験はなく、平壌ではガソリンが不足して、アメリカは原

潜を釜山港に入港、トマホークミサイルを 150 発装備、特殊潜航艇も持つ原潜で、昨日の

平壌は市民が正恩氏を称賛して、大規模な砲撃訓練をして、なぜ核実験をしなかったか、中

国中央テレビはガソリン不足で外国人しか買えないと報じて、北朝鮮は軟化するのか？ 

中国の動き、北朝鮮担当者が来日して、アメリカは、トランプ氏は正恩氏と直接対話はＮＯ

ではなくても遅すぎると言い、これについて木原さん、北朝鮮はアメリカと対話したく、互

いにチキンレース、中国の仲裁に日本もアメリカも期待しても、北朝鮮の石油の 9 割は中

国に頼り、これを止めたら北朝鮮は暴発し、オバマ氏は忍耐から、トランプ氏が対話につい

てどう出るかが問題、トランプ氏は何を考えているかわからないとも言われました。 

 

 森友学園、民事再生法の適用で、債権者への説明会を開き、籠池氏は出ず、娘の町浪氏が

説明、16 億の負債で、債権者の藤原工業、工事費の 10 億が未回収、8 組 30 人の債権者が

集まり、今後裁判所の監督で再建して、幼稚園の運営で、保育園の保護者への説明もして、

保育士が足りず、市が業務停止命令を出したら 6 月に閉園になる可能性もあり、保護者の

不安もあり、国有地購入の 1 億も未払い、森友学園はお金がないもので、藤原工業は建物

を残して売却を希望、しかし国有地は更地にする必要があり、木原さん、債権者の同意なし

に民事再生手続きは、実質倒産で経営者は代わらずに済み、しかし債権者の承認が必要で、

通常の民事再生法はできず、そもそもこの問題は国有地の 8 億値引きの解明もされず、不

当に安く払い下げられた土地の転売を国民は納得せず、国民が損をしない仕組みを立てな

いうちに幕引きは許されず、本来は更地にして返すべきで、どういう買い手がつくかであり、

また保育園には保育士が足りず、6 人いるのに 4 人しかおらず、新たな保育士は見つから

ず、ＧＷ明けまでと言うものの、保育士なし＝条例違反、運営は止めざるを得ない、園児に

気の毒であり、保育園に業務停止となると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、産経 24 面、兵庫県知事選にコラムニストの勝谷勝彦氏が立候
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補、すでに 3 人立候補で、木原さん、勝谷氏は毒舌で、現職の井戸氏は 5 期目 20 年と長す

ぎると多選批判で出ていると言われて、毎日 6 面の記事で、関空の旅客数は 2 年連続で過

去最高を記録、外国人観光客が多く、木原さん、関空はＬＣＣとアジア専用になり、この間

に他の部門を整備すべきと言われて、毎日 7 面の記事で、政府は辺野古埋め立てをごり押

し、木原さん、翁長知事の手段も限られて、将来に渡り沖縄の分断が懸念されると言われま

した。以上、木原さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16136] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/4/25） 尼崎ＪＲ脱線事故 12

年、津久井進弁護士、組織罰を語る 

 

 

 2017/4/25, Tue 21:50 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、今日の特集は尼崎ＪＲ福知山線脱線事故 12

年、ＪＲ歴代社長には無罪判決の続く中、遺族には組織罰の法整備に尽力しており、組織罰

の実現を目指す会（http://soshikibatsu.jp/ ）のメンバー、津久井進弁護士がスタジオで解

説されました。 

 乗客乗員 107 人の犠牲の出た福知山線脱線事故から 12 年、現場マンションには事故の

悲惨さを語る傷が残り、ＪＲ福知山線脱線事故、今朝は献花台に遺族、負傷者の列が絶えず、

遺族の藤崎光子さん、事故を風化させないためにと語られて、他の遺族も、このような事故

が 2 度と起きないようにと、毎年来ている、亡くなった兄の歳を超えてしまった妹さん、

事故発生の午前 9 時 18 分、現場に汽笛が鳴らされて、ＪＲ西の社長、役人 22 人が訪れて、

来島社長は安全と語り、ＪＲは現地マンションの保存をして、しかし遺族にはそれによる記

憶の風化を懸念する声もあり、周りから見えなくして、風化しないように、遺族が声を上げ

る、ＪＲの社員に見て、安全を考えてほしいと語り、事故から 12 年、風化を防ぐことが課

題で、遺族が署名活動、しおりを配り、キャスターの小浜さんも、安全は活動して勝ち取る

べきものと言われました。 

 そして、今組織罰が語られて、しかし世間ではまだ浸透しておらず、この言葉はＪＲ福知

山線脱線事故で、無罪判決が出たことがきっかけ、山崎元社長、強制起訴された 3 社長も

無罪判決であり、遺族は法人の責任を問えるようにと主張し、運転手の死亡した事故で、誰

http://soshikibatsu.jp/
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も罪に問われないのはおかしいと、遺族は組織罰について勉強会を開き、昨年 4 月に実現

する会を作ったのです。 

 津久井さんによる解説、現行刑法では個人しか処罰できず、法人の処罰はできず、しかし

法人にも刑事罰を問うべきとして、重大事故を起こした企業などに、罰則、個人なら懲役な

どで、組織だと罰金、それも抑止力になる高額のものを求めて、しかし組織罰のことは浸透

しておらず、刑法では法人罰と言われて、署名活動で、今日までに約 3000 筆の署名も集ま

ったのであり、チラシを配り、反応は上がっており、勉強会から 3 年で、もともとＪＲ事故

の遺族が始めて、笹子トンネル事故、軽井沢バスの事故の遺族、東日本大震災の津波被害の

遺族も参加して、講演会が先週末に行われて、作家の柳田邦男さんやジャーナリストの大谷

昭宏さんが講演して、大谷さん、企業の責任を問うべきと主張されて、笹子トンネル事故の

遺族、東日本大震災の際に会社の判断ミスで息子を津波で亡くした遺族も講演して、企業の

責任を問うもので、組織罰が出来たら、津久井さん、企業は事故を起こさないように、企業

利益と同様に安全に投資するようになり、事故時に、現場の一個人の責任を問うだけでなく、

企業の安全システムを作るものと言われて、今後の目標は、法律を変えるので、法務省、国

会議員にも働きかけて、イギリスやアメリカには法人の責任を問う刑法があり、先のＨＰで

署名もできるので、皆さんぜひ知ってほしいと津久井さん締めくくられました。以上、ニュ

ースＰＯＲＴの特集でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16134] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/4/25） 食卓の名脇役、のりのピンチ＆

2025年万博誘致、パリ vs大阪 

 

 

 2017/4/25, Tue 19:04 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」の火曜日の企画、山中真アナウンサーの取

材によるＹＫＫ（山中経済研究所）という企画で、食卓に欠かせないノリがピンチだという

のです。 

 スーパーでも、焼きのりは同じ価格で 20 枚→16 枚に減り、実質 2 割値上げ、ざるそば

に欠かせないもみ海苔の生産を止めたメーカーもあり、日本で年 80 億枚必要なのに、70

億枚しか供給できません。海苔は、10 年前から値段が上がり、この 10 年で 55％も上がっ
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ています。商売で、お寿司屋さんを営まれる方は死活問題です。 

 山中さん、大阪の海苔の漁を取材されて、海苔は黒くではなく灰色で、漁師さんは海がき

れいになりすぎて、栄養の問題が出てきて、赤潮などがあった時代の方がいい、また水温の

上昇や、そして東日本大震災の打撃もあり、お馴染みの真っ黒な海苔はなくなり、全国の海

苔屋さんの危機で、スタジオでも海苔が展示されて、大阪だけでなく、全国で減っており、

海苔の消費の 3 割はおにぎりで、値上げも求められて、山中さんきれいな海より豊かな海

が必要と言われて、海沿いのところに落ち葉が来て海の栄養になり、もちろん赤潮の再来は

できませんが、海の専門家は、下水道の調整など、海を豊かにする必要があるとも山中さん

報告されました。 

 食文化は日本の根幹であり、水産業はそれほど話題にならないものの、日本の食の資源の

根幹で、これは大変なことです。 

 

 また、2025 年の万博開催を巡り、本日、大阪府の松井知事と、経団連の榊原氏らがパリ

に行き、これはＶＯＩＣＥと朝日放送のキャストで報告されて、万博はパリが発祥の地なが

ら、1937 年以降パリでの開催はなく、ＢＩＥ（国際博覧会事務局）のパリに立候補を届け

出したものの、松井氏らが記者会見しても、記者は新聞 1 社だけ、テレビの取材はゼロで、

理由はもちろん、パリはフランス大統領選の行方で持ち切り、現地では松井氏らに、なぜこ

んな日に記者会見したのかと問われたほどで、またＩＲ、カジノ（賭場）のことは、キャス

トの報告だと、イスラム圏は賭け事を禁じており、それで不利になり、またＢＩＥ参加国の

中で、ヨーロッパとアフリカで過半数であり、松井氏は、カジノと万博は別と会見で言って

いたと言うのですが、大阪は疲弊し、三洋電機は消えてシャープも消えかかり、東京に本社

を移動させる企業がたくさんある中で、万博なのでしょうか？ 以上、ＶＯＩＣＥの内容で

した。 

 

 

[civilsociety-forum:16132] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/4/25） 小西克哉 

フランス大統領選を語る＆二木啓考 民進党ガタガタ＆ゴタゴタを語

る 
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2017/4/25, Tue 17:01 

 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。  

 東京都議選、民進党からの離脱が止まらず、ジャーナリストの二木啓考さんが解説されて、

都議会の民進党は改革派であったが、その座を小池氏に奪われて、当選のおぼつかない人た

ちは小池氏の都民ファーストに流れて、これが止まらず、自民党より民進党に吹き飛ばされ

る風が吹いて、そして民進党の蓮舫氏の批判は、都議選で出ても、替わりがないので引きず

りおろしにはなく、民進党の中で蓮舫氏以外に立て直せる人はなく、民進党に結束させる力

が民進党になく、個別政策は民進党の中でバラバラ、家庭内離婚みたいなものであり、身に

覚えのある人もいるかと（笑）二木さん言われて、都議選後、国会議員で民進党から出る人

は、連合系の人、共産党との連携に難を示し、民進党から連合の支援を受けた人は離党が続

き、民進党立て直しには、蓮舫氏と二木さんお話されて、民進党が頑張っているのをメディ

アが書かず批判ばかりと言われて、蓮舫氏は昨年、選挙の顔として選ばれて、周囲に蓮舫氏

を盛り立てる人がなく、これで国政の国会議員の論議にも悪影響、国会は野党がちゃんとす

べきと言われて、小西さん、国会の野党の追及について問われて、二木さん、党として国会

ではラグビーのスクラムが組めず球が出ないと指摘されました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、フランス大統領選の結果についての、小西さんのコメントが

ありました。 

 マクロン氏とルペン氏の際立つキャラクター、小西さん、フランスの大統領選は 2 回や

り、よくできている、アメリカと異なり一発勝負でないのが特徴で、マクロン氏とルペン氏、

既成政党、日本での自民党や社会党と関係ないところから出て、フランスは半世紀続いたも

のがなくなり、アメリカは共和党がガタガタ、トランプ氏はテロリスト、フランスの 2 大

政党がガタガタで、マクロン氏とルペン氏は 2 世ではない、日本のように 2 世だらけでは

なく、マクロン氏は 39 歳、初恋の 24 歳上の奥さんと結婚して、これがフランス、子ども

のいた女性を略奪婚、18 歳になり結婚して、フランスのエリート、ミッテラン氏もでたと

ころからロスチャイルドに入り、社会党のスタッフを 2 年、その後党ではなく政治運動を

して 1 年にもならず、オバマ氏よりすごく、オバマ氏もケネディ氏も上院議員であり、他

方ルペン氏は父親が 70 年代に作った党で、ルペン氏の自宅はテロにあい、周囲のいじめも

あり、その後弁護士になり、父の思想を受け継いで、しかし父を除名して、極右を中道右派

に見せている叩き上げであり、個性際立つ二人であり、フランスはあらゆる政治制度をして、

王政→帝政→今回は第 5 共和制、アメリカ、イギリスと異なり、様々な政治姿勢があり、民
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族派、極右～極左で、しかしこの二人に批判的な若者が行動して、決選投票は投票率が下が

り棄権の可能性があり、棄権が増えたら、今のマクロン氏優位の世論調査、世論調査はフラ

ンスだと隠れルペン氏も把握して、しかし今、国民戦線の包囲網があり、極右を大統領にさ

せないために、ルペン氏ではなくマクロン氏を押すしかない、ＥＵ離脱の阻止で、しかしル

ペン氏に公金横領などの検察の捜査もあり、金銭スキャンダル、他方マクロン氏は政策がは

っきりせず、小さい政府と言いつつ福祉をすると、オバマ氏のようなもので、それがどこま

で通用するか、これは国民戦線に決選投票まで突っ込まれて、5/3 にマクロン氏 vs ルペン

氏のディベートがあり、これはルペン氏の方が強く、決選投票まで注目と小西さん締めくく

られました。以上、デイ・キャッチ！の内容でした。 

 

 永岡です、毎日放送ラジオの、上泉雄一のええなぁ、ちなみにＮＥＷＳ、フランス大統領

選、結果次第でどうなるか、毎日新聞の福本容子さんのお話があり、福本さん、4 候補が同

じような支持率になった件、既成政党は組織票があり、社会党はみじめな結果で、ルペン氏

の強烈な個性が光り、1958 年の今の体制からの保革体制からの候補が上に来ず、既成政党

が否定されて、既成政党は一般市民の声を聞かず、一部のエリートの声だけ聞いて、アメリ

カのトランプ氏を選んだ反エスタブリッシュメント、反エリートのことが世界にあり、世界

でアメリカファースト、フランスファースト、そして日本も都民ファーストであり、それが

ポピュリズムではなくても、不満のある人たちを、外国人を優遇して自国民が忘れられて、

自国民ファーストの志向であり、マクロン氏の主張は、39 歳と若く、どこにも属さないの

でトップに立ち、社会党を支えたこともあったが、未知数のことが評価されて、リベラル、

厳しい競争を強いることもあり、フランスは労働者を守ってきたが、競争原理を取り入れて

いくものであり、エリートであり、しかしエリート集団には染まっていない。 

 フランスの若者の失業率は高く、フランスに限らず、リーマンショック以来高く、若者は

社会的なつながりで持っており、セーフティーネットがありシビアではないものの、大学を

出ても思う職に就けない、なぜそうなったか、労働者を保護すると、アメリカのように次の

職に就ける自由な労働市場がなく、権利を保護する社会主義的な色合いで、労働時間の制限

もあり、企業の競争力も高まらず、ＥＵはドイツの一人勝ち。極右が伸びるのは、第 2 次大

戦前と似ているとの声があり、福本さん、決選投票でルペン氏の勝利は低く、しかしルペン

氏が勝ってもＥＵ離脱は困難、憲法にＥＵにいないといけないとあり、ＥＵ離脱には憲法改

正が必要で、アメリカはトランプ氏が出られても、憲法改正のためには議会の承認が必要で、

しかし議会では国民戦線はほとんど議席を持っていない、しかし泡沫候補とかつてのもの

が決選投票に行くのは、庶民の不満の表れであり、イギリスのＥＵ離脱も、これが争点にな
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るのがここ数年目立ち、ギリシャ危機が大きく、自分たちの働いた成果がギリシャにつぎ込

まれて、ＥＵとは何か、ユーロとは何か問われて、またメランション氏はルペン氏の方に流

れて、極右と極左は、現体制を倒したい意図は同じであり、反ＥＵではつながり、メランシ

ョン氏の票が一部はルペン氏に流れても、マクロン氏の脅威は投票率、投票率が低いと、投

票に行かないと、ルペン氏の優位もあり得て、日本も安倍一強だが、フランスだと変えてほ

しいが、既成政党は有望ではなく、イギリスでも左派の野党はボロボロ、フランスも同じで

あり、左派が政権与党の対立軸にならず、極端に人たちが出てくるものであり、日本も代替

案なしでＡＳＳ政権が支持されて、民主主義は野党がちゃんとしないと機能せず、世界のど

の国も課題は同じ、高齢化、グローバル化で、落ちこぼれた人が出て、インターネットの中

で多様な意見が出て、それを既成政党がすくい切れていないと福本さん締めくくられまし

た。上泉さん、中川氏のような事で政治不信になったら、別の勢力が伸びると、一部エリー

トのみのことで庶民が忘れられて、どこの国も抱えている問題は同じと言われました。以上、

ちなみにＮＥＷＳの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16131] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/4/25） 福本容子 フラ

ンス大統領選を語る、世界は同じ問題を抱えて、野党の弱体化で民主

主義の危機にある 

 

 

 2017/4/25, Tue 16:19 

 永岡です、毎日放送ラジオの、上泉雄一のええなぁ、ちなみにＮＥＷＳ、フランス大統領

選、結果次第でどうなるか、毎日新聞の福本容子さんのお話があり、福本さん、4 候補が同

じような支持率になった件、既成政党は組織票があり、社会党はみじめな結果で、ルペン氏

の強烈な個性が光り、1958 年の今の体制からの保革体制からの候補が上に来ず、既成政党

が否定されて、既成政党は一般市民の声を聞かず、一部のエリートの声だけ聞いて、アメリ

カのトランプ氏を選んだ反エスタブリッシュメント、反エリートのことが世界にあり、世界

でアメリカファースト、フランスファースト、そして日本も都民ファーストであり、それが

ポピュリズムではなくても、不満のある人たちを、外国人を優遇して自国民が忘れられて、

自国民ファーストの志向であり、マクロン氏の主張は、39 歳と若く、どこにも属さないの
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でトップに立ち、社会党を支えたこともあったが、未知数のことが評価されて、リベラル、

厳しい競争を強いることもあり、フランスは労働者を守ってきたが、競争原理を取り入れて

いくものであり、エリートであり、しかしエリート集団には染まっていない。 

 フランスの若者の失業率は高く、フランスに限らず、リーマンショック以来高く、若者は

社会的なつながりで持っており、セーフティーネットがありシビアではないものの、大学を

出ても思う職に就けない、なぜそうなったか、労働者を保護すると、アメリカのように次の

職に就ける自由な労働市場がなく、権利を保護する社会主義的な色合いで、労働時間の制限

もあり、企業の競争力も高まらず、ＥＵはドイツの一人勝ち。極右が伸びるのは、第 2 次大

戦前と似ているとの声があり、福本さん、決選投票でルペン氏の勝利は低く、しかしルペン

氏が勝ってもＥＵ離脱は困難、憲法にＥＵにいないといけないとあり、ＥＵ離脱には憲法改

正が必要で、アメリカはトランプ氏が出られても、憲法改正のためには議会の承認が必要で、

しかし議会では国民戦線はほとんど議席を持っていない、しかし泡沫候補とかつてのもの

が決選投票に行くのは、庶民の不満の表れであり、イギリスのＥＵ離脱も、これが争点にな

るのがここ数年目立ち、ギリシャ危機が大きく、自分たちの働いた成果がギリシャにつぎ込

まれて、ＥＵとは何か、ユーロとは何か問われて、またメランション氏はルペン氏の方に流

れて、極右と極左は、現体制を倒したい意図は同じであり、反ＥＵではつながり、メランシ

ョン氏の票が一部はルペン氏に流れても、マクロン氏の脅威は投票率、投票率が低いと、投

票に行かないと、ルペン氏の優位もあり得て、日本も安倍一強だが、フランスだと変えてほ

しいが、既成政党は有望ではなく、イギリスでも左派の野党はボロボロ、フランスも同じで

あり、左派が政権与党の対立軸にならず、極端に人たちが出てくるものであり、日本も代替

案なしでＡＳＳ政権が支持されて、民主主義は野党がちゃんとしないと機能せず、世界のど

の国も課題は同じ、高齢化、グローバル化で、落ちこぼれた人が出て、インターネットの中

で多様な意見が出て、それを既成政党がすくい切れていないと福本さん締めくくられまし

た。上泉さん、中川氏のような事で政治不信になったら、別の勢力が伸びると、一部エリー

トのみのことで庶民が忘れられて、どこの国も抱えている問題は同じと言われました。以上、

ちなみにＮＥＷＳの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16130] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/4/25） ＆デイ・キャッチ！ 李相哲 

高英起 北朝鮮のこと、アメリカと中国との関係を語る 
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  2017/4/25, Tue 15:48 

 永岡です、北朝鮮情勢について、テレビは今朝からヒステリックに報じており、その中で

比較的冷静なことをやっている、毎日放送のちちんぷいぷい、北朝鮮に詳しい龍谷大学の李

相哲さんが解説されました。今回は、トランプ大統領の挑発が原因であり、テレビではトラ

ンプ氏とＡＳＳ総理を正義の味方、金正恩氏を悪の存在と描いてるのは問題と思います。 

 しかし、ご存知のように、北朝鮮軍創建 85 年でも何もやっておらず、テレビではＸデー

と言われても、核実験も何もせず、司会のヤマヒロさん、北朝鮮にこんなプレッシャーをか

けた大統領はトランプ氏が初めてと言われて、李さん、合唱団などを屋内でやる、大規模な

民衆の大会があると指摘されて、それで済ませるか？ 何もしないことはあり得ず、大規模

な軍事訓練をして、大砲 300 を正恩氏お気に入りの場所でやり、大規模な群衆大会は、危

機が最高潮になったら国威発揚のためにやられて、アメリカへのメッセージ＆正恩氏への

忠誠、昨日は建物の中でやって、国防長官が発言したのみ、党の幹部から軍人が出て、人民

軍のトップが出て過激な発言であり、アメリカ本土を狙うとかどぎついことを言い、発言は

エスカレートしても、行動はできない、石田英司さん、アメリカ、韓国が準備していないの

で、北朝鮮は行動を起こさないと言われて、李さん、北朝鮮の言葉は額面通り受け止められ、

そしてアメリカの挑発とこのまま続くのか、李さん、毎年同じパターンがあり、今年は特別、

アメリカを狙えるＩＣＢＭが出来たと正恩氏が言っているためで、しかし 25 日は何かやる

と思われて、トランプ氏が習近平氏と連携して、25 日に何もさせない包囲網であり、核の

実戦配備が正恩氏の目的、2018 年の予定を前倒しでやっている。 

 北朝鮮は核実験を 5 回やっても、米韓軍事演習時にやったことはないとヤマヒロさん言

われて、李さん、核実験は 3 年おきにやっており、1 回やって成果を確認、しかし去年は 2

度やり、ロケット発射も年に 2 度→6 度で、李さん、北朝鮮はこの状態で収束して、アメリ

カや中国と折り合いを付けるものであり、実戦配備は、核保有国として認められたい→韓国

の上に立つことが出来て、しかしアメリカはそれを認めず、トランプ氏は実戦配備をさせな

いために、プレッシャーをかけている。 

 アメリカの対応は、国連安保理の理事をホワイトハウスに招き、李さん、これは前例のな

いことで、北朝鮮包囲網に正恩氏は参っており、安保理の 5 か国で、ロシア、中国の反対で

アカンであったのに、ロシアと中国もトランプ氏に同意しており、ロシアと中国が賛成した

ら北朝鮮の味方がいなくなる。 

 しかし、ロシアは北朝鮮と万景峰号の交易をして、これはロシアがシリア攻撃でアメリカ
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に不満、これはそれへのうっぷん晴らしであり、アメリカの報道声明（安保理決議ではない）

に中国は賛成、ロシアは反対であり、北朝鮮は、安保理の決議なしと見ても、トランプ氏単

独でやられたら怖い。 

 トランプ氏はカール・ビンソンを置いて、上智大学の前嶋さんは、情報戦の一環＝本気な

ら隠すとのコメントで、李さん、北朝鮮も先制攻撃したら、アメリカも在韓のアメリカ人を

避難させて、まだ先制攻撃はなく、米韓の動きで、どこまでヤバいか？ 北朝鮮の核実勢配

備を止めるためであり、しかし日本も韓国から邦人を引き上げていない。アメリカは先制攻

撃はまだしないが、米韓軍事演習のうちは北朝鮮も押さえている。 

 前嶋さん、アメリカは石炭・石油のエネルギー制裁（北朝鮮の石油価格上昇）、金融制裁、

中国に制裁させる、の 3 点をやろうとしており、李さん、エネルギー制裁はあり得て、北朝

鮮はギリギリの線で 50～60 万トンの石油であり、ロシアからの原油供給もあり、しかしこ

の規模は不明確で、中国のみの制裁では限度がある。 

 アメリカも、中国頼みの線があり、李さん、北朝鮮は中国とロシアを利用して、どちらか

が離れるともう一方に頼り、冷戦構造のようなもの、北朝鮮・中国・ロシアと、日本、アメ

リカ・韓国の対立、そして中国抜きで朝鮮半島情勢は動かせず、しかし誰も戦争を望まず、

トランプ氏は習近平氏がどこまでやってくれるか、見ている。 

 アメリカも強いゆさぶりで、北朝鮮の核実験を李さんはいずれやると言われて、それは韓

国の大統領選があり、5/9 が投票日で、正恩氏は韓国の大統領選に関心を持ち、大統領選の

候補討論も正恩氏がチェックして、しかし今核実験をしたら対北朝鮮の厳しいものが当選

し、正恩氏は文氏が当選してほしい、文氏は北朝鮮融和の政策で、2007 年に国連の投票時

に文氏は棄権、文氏が独走→安氏に肉薄されており、韓国の世論は、文氏と安氏は 40％で

並び、北朝鮮を敵視する勢力と、北朝鮮と話し合うべきの勢力があり、しかし韓国ではこう

なったら文氏が圧倒的に不利になると見られても、そうではなく、文氏は国会議員を朴槿恵

氏と対立する勢力で、北朝鮮の工作員と見られる勢力もある（石丸次郎さんの見解と異なり

ますが）、正恩氏は 5/9 まで核実験をやらず、それ以降の可能性は、5/25、2009 年に核実

験をした日、6/25 の朝鮮戦争勃発の日も候補であり、米韓軍事演習の 3～4 月に挑発はな

く、時期をずらしてであり、Ｘデーと言う日がいくらでもあるとスタジオで指摘があり、北

朝鮮の国民は疲弊して、常に危機を煽らないと団結せず、北朝鮮の人たちは早く戦争になり

決着をつけてほしい（要するに、太平洋戦争時の大日本帝国か？）。 

 北朝鮮に、技術を教えに来たアメリカ人が拘束されて、2009 年に核実験→対話の前例が

あり、アメリカ人女性記者の拘束があり、3～4 月に行動、クリントン元大統領が北朝鮮に

行き人質を連れて帰り、北朝鮮はアメリカと対話したいと人質を取り、アメリカと交渉した
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い、であり、しかし民主党政権とトランプ氏は異なり、北朝鮮は 2009 年のクリントン氏級

の来訪を要求しても、トランプ氏はそれに応じず、中国を含めて 6 か国協議での解決はト

ランプ氏は認めず、94 年にカーター元大統領特使は失敗とトランプ氏は言い、しかし 5/9

の韓国の大統領選までは核実験はないと、李さん締めくくられました。 

 

 ＴＢＳラジオ、デイ・キャッチ！ ではデイリーＮＫジャパンの高英起さんが北朝鮮の件

について、冒頭で報告されて、北朝鮮の過去最大規模の火力演習、高さん、火力訓練は韓国

からの情報しかなく、300～400 の砲門、正恩氏も現地視察、ソウルに届く長距離砲で、ロ

ケットではなく短距離、飛び道具ではなく通常火力、ドンパチが始まったら戦力になるもの

で、情報はこれしかなくわからないが、砲弾の発射で正恩氏バンザイ、北朝鮮は 11～3 月

に軍事訓練、今回はそれの一環より、人民軍 85 年、トランプ氏の軍事的圧力に負けないと

国内外にアピールするもので、核実験などをしておらず、ＩＣＢＭや核実験だとアメリカを

刺激して、今回のものを理由にアメリカは手出しでないと見ていると思われて、アメリカ軍

の原潜が釜山港に入港して、北朝鮮は警戒しても、アメリカの北朝鮮攻撃は高さん、限りな

くゼロ、正恩氏の斬首作戦と言っても、北朝鮮は核を持ち、全面戦争だと、韓国や日本にい

るアメリカ人に危害だと、トランプ氏が批判されて史上最低の大統領になり、しかし韓国や

日本からアメリカ人の脱出はなく、要するに今はプレッシャーをかけるチキンレース、カー

ル・ビンソンはなかなか来ず、アメリカは軍事行動には出ない。 

 強啓さん、一触即発かと言われて、高さん、日本海に向けたロケットは日本が標的ではな

く、日本だけを標的にせず、いきなり日本のみ標的はなく、日本に発射するのは、アメリカ

への挑発で、日本を標的にする理由はなく、在日米軍の基地があったとしても、北朝鮮が日

本のみ標的にせず、北朝鮮の対立の相手は韓国とアメリカで、日本は直接の相手ではない、

北朝鮮の最も恐れている軍事挑発は起こる可能性はあるか、高さん、煽るつもりはないがゼ

ロではなく、トランプ氏と正恩氏の思惑、戦争はどちらかの判断ミスで起こり得て、トラン

プ氏が圧力をかけたら正恩氏が音を上げる、その逆→戦争、何らかの小規模な衝突から戦争

は危険で、これが危なく、中国の存在があり、中国に一番の冷静さが求められて、アメリカ

と北朝鮮を丸く収めたいのが習近平氏の意図であり、この問題は日本だけが北朝鮮と対峙

しているのではなく、しかし日本も巻き込まれる可能性はあり、ネットだと北朝鮮が日本だ

けを狙っているとの書き込みがあるが、高さんはそれを否定されました、以上、高さんのお

話でした。 
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[civilsociety-forum:16122] 

朝日放送おはようコール（2017/4/25） 小西克哉が北朝鮮とアメリカ

のチキンレースと日本政府によるネット監視の問題、ペット霊園のデ

タラメな閉鎖を語る 

 

 

 2017/4/25, 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、今朝のコメンテイター

は国際ジャーナリストの小西克哉さんでした。 

 

 本日の新聞紹介、北朝鮮の軍創建 85 年、朝日は沖縄の辺野古今日着工、護岸工事開始、

沖縄は反発、読売は大阪万博立候補、来年 11 月に投票、毎日も同じ、現状パリとの一騎打

ち、産経は北朝鮮包囲網のこと、日経はヤマト運輸の値上げ、早ければ 9 月に、人材確保の

ためです。 

 

 その北朝鮮情勢の緊迫化、25 日は軍の創建記念日、ＡＳＳ総理はトランプ大統領と電話

会談して、北朝鮮に自制を求めて、中国による介入はなく、習近平氏はトランプ氏に何を伝

えたか？ 中国→北朝鮮への働きかけは明確にならず、しかし中国→北朝鮮への石油提供

は、核実験をしたら止めると言っており、アメリカによる北朝鮮の核施設の限定攻撃につい

ては、中国は軍事介入はしないと言うものの、アメリカの限定攻撃は容認する（体制転覆は

認めない）、読売は中国軍が北朝鮮国境に展開と報じて、北朝鮮崩壊による難民を防ぐもの

で、しかし韓国現地に特に緊迫感はなく、ＡＮＮの世論調査でも対話を求める声が 65％、

これについて小西さん、北朝鮮のＸデー、軍の出来た日で、軍の創設は本来 2 月で、今日は

それほど重要な日ではない、金日成氏の誕生日ほど重要ではなく、中国と北朝鮮に日米のよ

うな軍事同盟はあっても、アメリカが攻撃しても、北朝鮮は中国との約束を破り、アメリカ

は中国が何もしないと見て、アメリカが手を出す可能性は、シリアのようなサプライズでな

いと攻撃は効果がなく、北朝鮮が核実験をしたら、核のミサイル搭載も視野に入りアメリカ

に問題で、アメリカが手を出した際の北朝鮮の反撃は、しかし、北朝鮮の核施設のみの限定

攻撃なら戦争への敷居が低くなり恐ろしいこともあると言われました。 

 

 大阪、枚方のペット霊園が突然閉鎖されて、経営サイドと連絡が取れず利用者から困惑で、

心を込めたペット霊園と言うものの、今年 1 月に閉園の通知、4 月から工事に入るものであ
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り、霊園は建物もなく、更地で霊園があったとは信じられず、火葬場も撤去されて、遺骨が

山積みにされて、野ざらしにされた、家族との思い出の遺骨、利用者はツイッターで閉園を

知り来たものの、霊園からの連絡は利用者になく、せめて連絡してほしかったと語り、遺骨、

墓石が何の通告もなく積み上げられて、ペットは家族であるとの声もスタジオにあり、これ

を取り締まれず、ペット霊園の法律はなく、全国に 20 カ所しかなく、枚方市には条例なし、

ペットの葬送には法律なし、ペット霊園、ペットは 15 歳未満の子供の数より多くなり、こ

れをビジネスと見る向きもあり、ペットの死の際には、どうするか、自己所有地に埋葬、こ

れについて小西さん、子どもよりペットが多いのはショック、小西さんも 10 年前に猫が亡

くなり、近くのお寺に依頼して、しかしこのようなつてのない場合、永代供養してくれず、

ペット霊園のやりたい放題、ペットの遺骨はゴミ扱いにされて、高齢化でペットの需要は増

えて、ペット霊園の需要があっても、業者を管理する法律はなく、永代供養できないのは、

法律に問題で、政治家はちゃんと考えよと言われました（昨日の毎日放送ＶＯＩＣＥでは、

管理人は裁判で撤去を命じられてそれに従ったのみ、地権者は高齢で取材拒否でした）。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日 1 面、日本にアメリカが監視システムを提供していた件、

ＮＳＡと関連して盗聴して、日本に見返りとしてメールのやり取りも監視されて、日本当局

が国民の電子メールを監視していたことであり、小西さん、裏どりが難しく朝日のみ報じて、

しかしメールの検閲はされており、朝日の取材に防衛省はノーコメント、ロシア、北朝鮮、

中国の情報をアメリカは知り、日本も含まれて、ＮＳＡは盗聴もネット上の情報も監視され

て、ネットで反政府的なことをやり取りしたら監視される、アメリカではこれをやるのに裁

判所の礼状が必要で、市民はネットが監視されていることを知るべきと言われました。以上、

小西さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16120] 

報道するラジオ（2017/4/24） 共謀罪～国会審議から見える実像、伊

賀興一弁護士のお話  

 

 

 2017/4/24, Mon 21:00 

 永岡です、第 241 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。 

 

 ニュースは上田崇順さんの担当でした。 

 フランス大統領選、マクロン氏が１位、極右のルペン氏が 2 位、1 回で過半数がなかった

ら決選投票になり、5/7 に決選投票、共和党、社会党、歴代政権の 2 候補が敗れて、メラン

ション氏も決選投票にならず、マクロン氏優勢で、東証は大幅に値上がりです。注目された

ルペン氏が決選投票に行き、移民受け入れ、ＥＵ離脱、トランプ氏も応援して、フランスに

極右か、フランスは既存政党にＮＯ、マクロン氏は左派ではなく、既成政党に国民がＮＯで

あり、アメリカ大統領選でも既存政党への批判、イギリスも BRIEXIT、世界の潮流で、ル

ペン氏はフランスのトランプ氏と言われており、ヨーロッパ初の極右を阻止するために、敗

れた候補がマクロン氏支援で、しかしまだわからず、フランスも左派から見たらマクロン氏

は何か？ 社会党のオランド政権の閣僚でも、お金持ち、エリートで、ロスチャイルドの幹

部、官僚もして 30 代で政界入りのエリート、労働者や失業者から見てどうなのか？ とい

う点もあるのです。水野さん、極右のルペン氏、左派を応援していた人か、中毒のマクロン

氏にどう出るかと言われて、上田さん、不満を極右が取り込んでおり、マクロン氏の過去の

姿勢、労働者のためではない、金融界のための人か？ 単なる左右のことではなく、アメリ

カの大統領選でも、サンダース氏支持者がトランプ氏を支持して、そういうこともフランス

で起こるのか、決選投票に注目、マクロン氏は 39 歳、当選したら歴代最年少の大統領誕生

で、世界的な潮流を見ないといけないと水野さん指摘されました。 

 

 今回のテーマは共謀罪、国会審議から見える実像、テロの組織的犯罪処罰法案、2 月にも

取り上げて、その際には法案が国会に出ておらず、過去 3 回廃案になった共謀罪とは異な

るとＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん）政権は言っても、どうなのか？ こ

の問題に詳しい大阪弁護士会の伊賀興一（いが・おきかず）弁護士のお話がありました。伊

賀さんは、阪神・淡路大震災の公的支援のことで私も共闘した方です。大阪民主新報に、伊

賀さんの講演のことがありました。 

    http://www.jcp-osaka.jp/osaka_now/4718 

 

 国会のテレビ中継もなく、政府は今までの共謀罪と異なり、一般人は対象でないと言うも

のの、本当か？ 伊賀さんのお話がありました。 

 報道するラジオ、共謀罪について、伊賀さんスタジオでのお話、国会に出た法律には共謀

罪ではなく、テロ等準備罪、廃案になった法案に、テロリズム集団と 9 文字付け加えて、中

http://ejje.weblio.jp/content/Brexit
http://www.jcp-osaka.jp/osaka_now/4718


  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

38 

 

身も構造も過去の共謀罪と同じであり、過去 3 回に廃案になり、話し合っただけで罪、市

民生活に、犯罪を警察が探すことになるというもので、なぜ政府は今までのものと異なると、

3 点、犯罪の主体を組織的集団として、リスナーより、一般人の定義は何かと質問があり、

国会の答弁で金田法相、一般人のこと、組織的犯罪と疑われると関係ないと言うものの、伊

賀さん「何を言っているかわからない」、法的な根拠なし、組織に定義なし、書いておらず、

組織的犯罪集団と名乗るバカはおらず、暴力団は組織的犯罪集団かと金田氏は聞かれて答

えられず、事件の後で集団をレッテル貼りするもので、最初から犯罪集団との定義はなく、

オウム真理教のようなものもあっても、事件後に名付けられたものであり、誰のことを差す

のか、法務大臣の答弁として考えられず、共謀罪の説明を金田氏はする気はない、金田も分

かっていない！ と伊賀さん言われて、わからずに法務大臣は務まらず、組織的犯罪集団と

かかわりが疑われる→誰かが疑ったら、適用対象になり、定義なしと伊賀さん指摘されて、

処罰されるのは、誰か提起されず、条文だと 2 人以上での計画で、主婦同士で仲の悪いお

ばちゃんに嫌がらせと、やる気がなくても、話をした段階で適用されて、法務省はこれも当

たる可能性があると、線ギリギリのもので、対象は凄まじく、会社、労組、沖縄の基地反対

のサークルも、警察から見て犯罪と後でレッテル貼りをされて、リスナーより、一般人は本

当に外れるかと質問で、伊賀さん、その限定はなく、二人以上で計画、廃案になったものは、

共謀したもので、行為は全く同じ、計画そのもの。 

 さらに、国会の答弁で、処罰されるかの前の捜査で、一般人が捜査されるか、民進党大坂

議員が質問して、森山副大臣の答弁は、捜査対象かと聞いて、森山氏のいうことは、例によ

り 1+1＝サルマタで答えにならず、一般人が対象にならないと副大臣は明言して、要する

に一般人も対象になり、伊賀さん、一般人は対象にならないと言った金田氏の答弁と異なり、

森山氏の答弁が正しく、身分犯、共謀した時の条件はなく「一般人、日本国民全部が対象に

なると、条文から明確で」、それを金田氏が否定して、森山氏のいう通り、話し合っただけ

でなぜ罪に問われるか、伊賀さんは納得できない。 

 続く国会の論議、民進党山尾氏の質問に、金田大臣ではなく官僚が答えて、官僚の国会出

席は禁止されて、呼ぶなら全会一致が必要で、なぜ金田大臣はしゃべらないか、金田氏に能

力がなく、林局長は優秀で、林氏にちゃんと説明させるように、野党は頑張るべきであり、

対象となる犯罪は限定されて、処罰対象は絞り込まれていると政府は言い、今回の法案で、

277 の犯罪が対象になり、保安林のキノコのことも共謀罪の対象になると、19 日の審議で、

山尾氏、キノコ、竹を取って、なぜ海産物は関係ないのか、廃棄物処理がテロの予防になる

かと追及して、林氏が登録していないと山尾氏は抗議、林氏は例により 2+2＝モモヒキ、

日本語になっておらず、全く理解できず、山尾氏、答えになっていないと追及して、リアリ
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ティなしと批判して驚き、これについて伊賀さん、テロ組織の資金源というのはこじつけ、

取り締まる法律はすでにあり、相談の段階で捕まえてテロ防止になるかが国民の疑問で、テ

ロ対策だから国民は一般人の監視を認めるとしても、これはテロ対策ではなく、市民の相談

を監視するものと林氏はいみじくも明確にしており（聞き方によっては）、テロ対策ではな

いことを、テロ対策と強弁して、水野さん本当にテロ対策か、伊賀さん、キノコを採るのを

捕まえてもテロ対策にならず、外務省のＨＰで、日本は 13 のテロ防止条約に入って安全と

書いており、13 の条約は凄まじく、キノコとりは関係なく、テロを防ぐための法律ではな

いと伊賀さん指摘されて、本当は何のためか、なのです。 

 

 後半のお話、かつての共謀罪と違い、実行準備行為でやるというものの、資金調達、もの

を買う、視察する、などであり、下見に行くことも共謀になるもので、準備行為で逮捕が遅

くなることはなく、日常誰でもやる、預金を下ろす、散歩も対象になり、内心を問うしかな

く、内心で裁くものであり、準備行為なしで処罰されないのと、逮捕されないは異なり、強

姦は告訴状なしで逮捕はできず、しかし起訴は出来て、今回は準備行為について、誰の行為

か、犯人の行為と規定するか、誰かの行為か、誰かがやったと、関係なくても逮捕されるも

のであり、たまたま居合わせても、誰かが散歩に行った（一人でも対象）、散歩を下見と言

われたら逮捕されるものであり、日常生活を捜査機関が見ないとわからない、捜査をどうす

るのかと水野さん言われて、伊賀さん、市民の間の監視がなかったら成り立たず、共謀罪、

刑事法の学者が、警察の捜査を、事件が起こってからではなく、その前の監視に置くもので、

どこから捜査するか、自民の議員が質問されて、結論は密告、散歩しようと言うのを密告で

でっち上げで逮捕→日本社会がガタガタになる。 

 その、どこから捜査になるのか、国会での議論、２１日の法務委で、民進党の追及に、金

田大臣は、成立のためには組織的なとか、日本語になっておらず、テロ等準備罪の前では罪

にならず、逮捕はないと言うものの、答えになっておらず、強制捜査ではなく、任意捜査に

ついて、林氏、これまた日本語にならず、書き起こし不可能であり、しかし任意捜査は許容

されると言い、疑い→共謀罪の捜査で、伊賀さん、金田氏は捜査しないと言っても、準備行

為の前に、共謀罪は成立して捜査は開始されて、林氏のいうことが正しく、準備行為ありと

して、逮捕が遅くなるというのは 3 つめの嘘で、いつ捜査、逮捕、ガサ入れは話し合いの途

中で乗り込めて、話し合いを把握しないとできず、そのために盗聴、会話の盗聴やメールの

チェック、警察に国民を監視させられることになり、どこで話しているか分からず、監視を

引き出す法案で、伊賀さんこれが一番怖いと言われて、しかし水野さん、世論調査でも賛成

がわずかに多く、リスナーより、現実にテロに襲われる、テロを放置するのかとあり、伊賀
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さん、テロ対策にはこの法律は役に立たず、若狭勝氏が新聞で、共謀罪によりテロの防止と

いうのは国民を騙すもので、礼状なしで逮捕の法律がテロ対策には必要で、しかし伊賀さん、

警察でテロが防げるなら、ロシアもヨーロッパもテロは起きない。 

 リスナーより、一般市民が捕まるのではなく、テロを企てる側を取り締まるのかとあり、

伊賀さん、日本はテロの標的にされているか？ 日本は平和ボケと言われるのではなく、日

本は軍事で加担せず、テロの標的にならず、テロの標的になる、過剰な反応、日本が戦争に

加担するなら、テロの標的になり、伊賀さん、日本はテロの対象になるか、６０代の伊賀さ

ん、戦争をしていない、平和外交を日本はして、しかし市民生活の監視をされたら大変で、

通ったら監視されて、治安維持法と同じと言われるが、治安維持法の頃のように、アカを特

高が尾行するのではなく、ＧＰＳ機能＆防犯ビデオのネットワーク化がされたら、その人の

動きが分かり、テロ対策と本気でいうなら、共謀罪ではダメ、全ての人の動きを把握する監

視社会にしてテロ対策にならない、市民は閉塞と言われるのです。 

 

 その他のニュースも上田さんの担当でした。 

 北朝鮮のトランプ大統領の政策をＡＳＳ政権は評価して、トランプ大統領は習近平氏と

会談して、習近平氏は周辺諸国のやり方を述べて、カール・ビンソン派兵のトランプ政権を

牽制です。 

 佐賀県の山口知事は、玄海原発の再稼働を容認、早ければ夏にも再稼働、地元の同意によ

る再稼働は４例目、しかし周辺の 30km 圏では反対もあり、福岡県や長崎県にもおよび、

再稼働反対を全会一致で採択です。 

 経営難の倒芝は分社化、社会インフラ、ＩＴなどを分社化、8 割の従業員が転籍（＝解雇）、

財務の悪化で、1 兆円の売り上げを失う危惧もあり、新たな会社としてやることもあるので

す。 

 中川氏の、不倫での離党で、国会は 22 日の流会を明日開ます。 

 東京都議会選に向けて、民進党からの離党ドミノであり、都民ファーストからの支援を求

めて、民進党は 36 人の公認のうち 5 人離党です。 

 天下り問題、受け入れたところは受注が増えたと近大の報告があり、企業で 1.16 人、公

共事業の落札が 0.7％増えているのです。 

 

 今週の報道するラジオ、共謀罪の件、リスナーより、計画しているのを見つけるのに監視、

デモを計画しても逮捕されるのかとあり、伊賀さん、難しいとあり、皆さんの心配があり、

沖縄の基地反対の人に適用かとの質問に、伊賀さんやられるとあり、憲法 19 条違反との指
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摘もあり、伊賀さん可能性あり、テロ対策と政府が言い、それに期待する人にこのラジオを

聴いてほしい、テロ対策ではなく、テロ対策と言っても過去の共謀罪と同じであり、条約の

締結にも批准は可能であり、外務省の言い分は誤訳であり、テロ対策の条文として無理矢理

して、日本の警察、刑事裁判に、話し合いだけで逮捕のことはアカン、起こしたら、ではな

く、起こすどころか、考えてアウト、それを容認するのかと言われて、一般市民は無縁では

なく、いつ、どこで誰が話をしているかわからず、盗聴警察になってしまったら大変なので

す。警察の責務になり、エライことになるのです。 

 もうお判りでしょう、こんなものを通したら日本は破滅です！ この内容、いくらでも拡

散してください、以上、今週の報道するラジオでした。 

 

 

[civilsociety-forum:16119] 

FW: 新聞うずみ火通信 071  

 

 

 2017/4/24, Mon 19:09 

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

いたします。 

 

 

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

 

        ■□■ うずみ火通信 ■□■       

                     

                    No.071 2017.4.25 発行 

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

 

 

 春爛漫の季節を迎え、お変わりなくお過ごしのことと思います。いつも「新聞うずみ火」

を応援して下さり、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 

さて、メルマガ「うずみ火通信」をお届けします。 
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                    新聞うずみ火編集部 

 

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

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

  

 

 ┏┓━━━━━━━━━━━━━━━━━┏┓ 

  ┗■┓  「うずみ火」情報     ┏■┛ 

    ┗■━━━━━━━━━━━■┛ 

 

 

 ■新聞うずみ火 5 月号（NO.139）を発送 

 新聞うずみ火 5 月号の主なラインナップをご紹介します。 

 

 ・1 面～3 面「森友学園問題とは何か 教育界に迫る戦前回帰」（矢野宏） 

 3 カ月連続で「森友学園問題」を取り上げた。この問題の本質は何か。国有地売却や学校

認可をめぐり、政治家の介入や官僚の忖度はあったのか、安倍首相夫妻はどこまで関与して

いたのか。忘れてはいけないことがもう一つ。森友学園のような「戦前回帰的な教育」を目

指す動きが身近に迫っている――という事実である。 

 日本会議、日本教育再生機構、安倍政権、維新、森友学園は一本の糸で結びついている。 

 

 ・4 面～5 面「佐賀空港のオスプレイ配備計画」（矢野宏） 

 佐賀空港にオスプレイを使用した在沖縄米海兵隊による訓練の一部を移転する計画が、

地元の反対で白紙に戻ったのは 2015 年 10 月だった。その前年、佐賀空港は陸上自衛隊に

導入されるオスプレイ 17 機の配備先として選定されていた。防衛省の「中期防衛力整備計

画」に反対する緊急集会が 4 月 2 日に開かれ、1600 人がシュプレヒコールを上げた。防衛

省は、離島防衛の要として佐世保市の陸自駐屯地に「水陸機動団」を新設予定で、その輸送

にオスプレイを使うことを想定している。佐賀空港から佐世保まで 50km、陸自西部方面隊

総監部、福岡の陸自駐屯地、西日本最大の日出生台演習場にも近いため。 

 

 ・6 面～7 面「ヤマケンのどないなっとんねん」（山本健治） 
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 怒りのヤマケンこと、山本健治さんは「教育勅語」を取り上げた。3 月 31 日、安倍内閣

は「教材として用いることまでは不定されない」と実質的に復権させた。教育勅語は、明治

天皇によって発布された教育方針で、天皇の家来としての国民＝臣民に教育を通じて浸透

させるために発せられたもの。 

 ＜平和・民主主義・主権在民を基本とする現憲法から言えば、決して復権させてはならな

いものである＞ 

 さらに、ヤマケンさんはこう訴える。 

 ＜中東や朝鮮半島で、いつ戦争が始まっても不思議ではない緊迫した情勢の中で、再び戦

場に出て国家に対する忠誠を誓い、滅私奉公の精神で戦わせたいがために勅語を復権させ

たと疑われても仕方がないだろう＞ 

 

 ・10 面～11 面「世界で平和を考える」（編集委員 西谷文和） 

 トランプ大統領は 4 月 7 日、トマホーク巡行ミサイル 59 発をアサド政権軍基地に撃ち

込んだ。一連の事件の裏事情について、西谷が分析している。まず、その背景にあるのはア

メリカ国内事情だと指摘する。 

 ＜トランプの支持率はじりじりと下がっていった。このままでは中間選挙までトランプ

は持たないのではないか。そこで戦争なのである。2001 年、ブッシュ大統領が誕生した時、

不人気だったが、9・11 事件後、支持率は 90％まで急上昇。そしてアフガニスタンでのテ

ロとの戦いが１カ月も経たないうちに始まった＞ 

 もう一つの理由は￥として考えられることは―― 

 ＜「戦争は儲かる」ということ。地中海の駆逐艦から撃ち込まれた巡航トマホークは、約

1 億円。60 発で約 60 億円。トマホークはアサド政権軍の基地に着弾し 20 機ほどの戦闘機

が破壊された。ロシア製ミグ戦闘機は１機約 60 億円。戦闘機を失ったアサド政権はロシア

から新たなものを仕入れなければならない＞ 

 

 ・14 面～15 面「沖縄のネーネーの話を聞く集い」（栗原佳子） 

 「辺野古や高江に通う沖縄県民の思いを知ってほしい」「基地建設の現場で何が起きてい

るか知りたい」――。 

 大阪市の北区民ホールで 4 月 15 日、米軍キャンプ・シュワブ（沖縄県名護市辺野古）の

ゲート前で座り込みに参加する沖縄の女性 4 人を招いた「沖縄のネーネーの話を聞く集い」

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

ジャーナリストの三谷俊之さんの「100 年の歌びと」、アテネパラの銀メダリストの佐藤京

さんの「車イスから思う事」、フリーアナウンサーの「坂崎優子がつぶやく」などの連載も

大好評。 

 読者からの手紙・メールも矢野のコメントつけてご紹介しています。 

 

 ※「新聞うずみ火」の購読を希望される方は、 

 うずみ火事務所までご連絡ください。 

 （TEL06・6375・5561 Fax06・6292・8821  

  メール uzumibi@lake.ocn.ne.jp ） 

 最新号と振替用紙をお送りします。 

 B5 版 32 ページ。 

 月刊で 1 部 300 円（コーヒー一杯分） 

 年間で 3600 円（1 回の飲み代分） 

 10 年前からこの値段です。 

 

 ※郵便振替は、00930－6－279053 

 

 ■4 月の茶話会、酒話会 

 茶話会は 27 日（木）午後 2 時～この 1 カ月の新聞記事から忘れてはいけないニュース

を振り返る。定岡由紀子弁護士による「憲法ＢＡＲ」は 28 日（金）午後６時～、いずれも

事務所で。 

 

 ■5 月 27 日に「うずみ火講座 真田山陸軍墓地を歩く」 

 月のうずみ火講座は 27 日（土）午後 2 時から、真田山陸軍墓地を訪ねる。真田山旧陸軍

墓地は 1871 年、大阪城の南、真田山丘陵地に創建された最大の陸軍墓地。広さ 4500 坪の

墓地には 5000 基以上の墓碑が整然と並んでおり、兵卒、下士官など生前の階級によって墓

石の大きさなどが異なる。当日は午後 2 時にＪＲ環状線「玉造駅」改札口付近に集合。 

 資料代 一般 700 円、読者 500 円 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  マガジン名：うずみ火通信 



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

45 

 

  発行日：不定期 

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

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

  問い合わせ：uzumibi@lake.ocn.ne.jp 

  WebPage： http://uzumibi.net/ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ◆メールマガジンの解除について、編集部までメールをください。 

   お時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。 

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   ※当マガジンに掲載されている記事の無断転載・転用を奨励します！！ 

 

[civilsociety-forum:16118] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/4/24） 憤懣本舗 なみはや大橋無料化の

影で…＆北朝鮮に放送する人たち  

 

 

 2017/4/24, Mon 19:05 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」の月曜企画、憤懣本舗、今回 2 つの特集が

あり、ペット霊園を勝手に閉園したことも取り上げられましたが、大阪のなみはや大橋の無

料化により、通行量が激増して、周囲に問題になっていることが取り上げられました。 

 なみはや大橋は、大阪市の港区と、大正区に渡るもので、大阪の大動脈の一環、ここは 3

年前まで有料で、普通車 100 円、大型車 360 円のものが、無料になり、ここを通る車が激

増して、沿道で理髪店を営まれる方は、そのために、騒音が激しくなり、さらに振動も、地

震かと思われるほどのものが大型車の通行で起きて、ＶＯＩＣＥが調べたら、1 時間に 110

台もの車が通り、そして騒音は 82 デシベル、パチンコ屋や、地下鉄の駅並みの騒音で、こ

の騒音で、理髪店ではお客さんとの会話もさえぎられるほどです。 

 ここは、大正区というのは、陸地ではなく一種の島で、大阪の他の場所から来るには、全

て橋を渡らないとならず、なみはや大橋無料化の前は、大型車は国道 43 号線を通り、そし

てなみはや大橋無料化により、大阪の物流を支える大型車、トラック、トレーラーなどが利

用して、実は、先の理髪店の前には小学校があり、そこは騒音対策で通行が規制されており、

しかしこの理髪店は対象でないのか？ ＶＯＩＣＥの取材に、大阪府警は、特別な通行量で



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

46 

 

はなく、規制の必要はないと回答して、神戸学院大学の中野雅至さんも、小学校の規制が出

来て、理髪店対象外のおかしさを語られて、司会の西靖さんも、日本は車の通行を無造作に

認めている件を問われました。 

 大正区は、このような橋に支えられて、そして物流は日本の柱ですが、このような野放図

な交通を必要とするのか？ 物流は大切でも、道路の容量は限界であり、古い標語ですが、

狭い日本、そんなに急いでどこへ行く？ と言われて 40 年以上、車と道路に日本が押しつ

ぶされそうになっており、自動車は日本の産業の根幹ですが、このような道路の問題を放置

したら、日本の産業が破綻すると思うのですが… 

 

 そして、北朝鮮に、ラジオで呼びかけている人があり、拉致の可能性のある方の家族、し

おかぜというラジオ、けたたましい警報音から始まり、アメリカは正恩氏の挑発に武力行使

というもので、北朝鮮の中に、攻撃に対して、緊急事態に対処するもの、特定失踪者の家族

も収録に参加されて、助けられなくてごめんと家族はいい、戦争なら逃げてほしいと語り、

その声は届いているのか？ 最近は北朝鮮の妨害電波も少なくなり、しおかぜの主催者は

届いているというのです。 

 明日、朝鮮人民軍 85 年、龍谷大学の李さんは、北朝鮮の核実験をアメリカは止めたいと

思っていると語り、安倍総理は北朝鮮に自制を求めて、北朝鮮は明日、記念日であり、解説

の三澤肇さん、北朝鮮に空爆だと、家族にも被害であり、特定失踪者家族が呼び掛けて、北

朝鮮への空爆の可能性があると、ニュース内で語っており、家族が自分の安全を守れると信

じて、拉致被害者の地村さんもこの放送を北朝鮮で聴いて、北朝鮮は電力不足で妨害電波を

出せず！ であり、明日、北朝鮮の選択肢は、核実験かＩＣＢＭの選択をしたら、自滅であ

り、北朝鮮に世界が注目していると語り、アメリカは 20 年やって成果が出ず、中国頼みと

言われました。 

 しかし、今回の北朝鮮のことは、トランプ政権がシリアにミサイル攻撃したのが発端であ

り、拉致被害者のことをＡＳＳが解決すると言って何もせず、おそらく、解決のためには 90

年に金丸信氏がやったようなことが必要で、しかし日本の右派世論は、日本より劣っている

と勝手に思っている北朝鮮に頭を下げるのを認めないのでしょう（日本のエリートは、自分

より身分の低いものに、決して頭を下げません、日本が実質、階級社会の証明です）、そも

そも、日本には攻撃されたらヤバイ原発や核施設がたくさんあり、これらに非常事態宣言が

ないのは、北朝鮮が攻撃してこないと思っている証明です。以上、ＶＯＩＣＥの内容他でし

た。 
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[civilsociety-forum:16116] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/4/24） 青木理＆渡

邊啓貴 韓国大統領選と北朝鮮情勢、フランス大統領選を語る  

 

 

 2017/4/24, Mon 17:00 

 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。 

 

 フランス大統領選について、東京外国語大学の渡邊啓貴さんのお話がありました。異例の

接戦となった、超党派のマクロン氏 vs 極右のルペン氏の決選投票になった件、フランス公

使の経験もある渡邊さんのお話、感想は従来の既成政党に失望、マクロン氏もルペン氏もア

ウトサイダー的な位置にあり、首相経験もない人が決選投票で今までと異なり、フランス国

民の意図、棄権率が大統領選では異例に高く、社会党や保守派が数か月前にはトップ→身内

への縁故スキャンダルで従来の政党は信用を失い、決選投票について、政策面では、ルペン

氏は反ＥＵ、反グローバリズム、マクロン氏は移民、難民についても正反対で、ルペン氏は

排外主義、移民排斥であり、ルペン氏はトランプ氏と似ており、右派ポピュリズム、直接国

民に話しかけて受けている、ポピュリズムが受ける＝従来の価値観が信頼されず、他方、ル

ペン氏の公約の実現性も未定で、ルペン氏の排外主義について強啓さん聞かれて、渡邊さん、

社会保障を言ってもルペン氏は排外主義、フランスは窮屈になり、フランス国民の良識が、

第 2 次大戦の教訓もあり、強啓さんはマクロン氏のＥＵ主義が評価されないのかと言われ

て、渡邊さん、厳しい生活に置かれている人たちは、金持ちなどのためと妬んでルペン氏を

支持、若い、戦争を知らない世代の問題もあり、マクロン氏も若い人が希望により支持して、

オランド大統領の二の舞にならないように、であり、決選投票では渡邊さん、マクロン氏が

勝つ、ルペン氏は左派の支持はなく、保守派の右寄りがルペン氏に入れても、ルペン氏の得

票率は最高であったが、フランスの支持層としては低く、決選投票で大差がつく可能性があ

り、フランス大統領選と日本との関係、渡邊さん、イギリス程ではないにせよ、フランスが

ＥＵ離脱なら、フランスそのものがＥＵの核で与える影響は大きく、しかしイギリスは離脱

開始、フランスはそれを見ながら、日本企業も多数進出して、ユーロの貨幣価値も大きく影

響する、大きく極端にフランスがなってほしくないと渡邊さん締めくくられました。 
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 これについて、青木さん、世界に与える影響は大きく、ＥＵ離脱、極右のルペン氏と、左

派のメランソン氏の争いになったらＥＵ離脱にどちらもなり、しかしマクロン氏が勝った

ことで、当面そういう心配は回避されて、ルペン氏は熱狂的な支持とアンチもあり、決選投

票はマクロン氏の勝ちと見られても、中道右派と社会党が政権であったのに、既存政党への

不信が世界にあり、どちらが勝ってもフランスは新しい時代になり、強啓さん、若い人たち

が移民に不満と指摘されて、青木さん、既存政党のエスタブリッシュメントへの不満、アメ

リカもサンダース氏支持の背景が、若い人たちに将来の希望がなくなり、今回はＥＵ離脱の

判断の結果は減っても、既存政治への不信が急進右派、左派に流れると言われました。 

 

 北朝鮮情勢がニュースランキング 2 位で、青木さん、25 日に何かやるか、朝鮮人民軍の

創設の日に何かやるか、アメリカ人の拘束、正男氏暗殺のことは、アメリカとの交渉との思

惑があり、青木さんの気になるのは、ＡＳＳ－トランプ会談、全てのオプションに賛同、カ

ール・ビンソンの展開と自衛隊の展開＝軍事オプションを評価して、共同訓練になったら、

トランプ氏とＡＳＳで、まるで日本を狙ってくれ、になり、軍事オプションを回避すべき日

本がこんなアホなことをやっていいのかと言われて、中国も習近平氏が北朝鮮の国連安保

理に反するものに反対して、北朝鮮の核開発は中国もアカンと言うものの、中国も北朝鮮に

何かあったら被害で、青木さんはＡＳＳ政権より中国の方が平和的な解決を目指している

ように見えて、日本が緊張感を持つだけでなく、軍事オプションにはあまり深入りはすべき

でないと言われました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、韓国大統領選について、青木さんのお話がありました。 

 青木さんは韓国に駐在されたこともあり、また韓国を取材されたばかりで、大統領選まで

半月、青木さんは 3 日のみの取材で、現状の報告、今回は朴槿恵氏の弾劾訴追罷免による

もので、朴槿恵氏は保守→保守総崩れ、候補は 10 人いて、保守の 3 人は泡沫、支持率は一

桁で勝つ可能性はなく、圧倒的に文氏、共に民主党、廬武鉉氏の際の官房長官みたいな人が

41％の支持→3 月下旬から安氏が追い上げ、安氏は中道リベラル、アンチウィルスソフト

を作った、韓国の実業家、ソウル大学医学部の人で、支持率 10 数％→上げて、今は安氏が

30％、左派 vs 中道左派の 2 強対決、青木さんの取材で、韓国には保守層、高齢層でいて、

しかし保守総倒れで、文氏が嫌いで安氏に入れるものが伸びて、しかしここにきて安氏は失

速、北朝鮮の情勢が影響して、韓国だと選挙の際に北朝鮮が何かやることがあり、韓国で北

風と言われて、これは過去、保守に有利であったのに、今回は左派 vs 中道左派、安氏は政

治家の経験不足、文氏は政治家の経験が豊かで、有事の際には政治家の経験のある文氏が頼
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りとなり、世代格差、若い人たちは理想、リベラルで文氏を 20～30 代が支持して、文氏を

拒否する 40～60 代が安氏を支持して、2030vs5060 の対決と韓国の新聞が書き、世代管

理対立、韓国は地図で、右半分（保守、経済に恵まれて開発も進んでいる）と左半分（リベ

ラル、金大中氏の出身地）の対立は薄れて、世代間の対立、安氏は保守でないのに、保守が

勝てずに文氏を勝たせたくない空気、北朝鮮情勢でも結果は変わり、対日姿勢は、安氏も日

本に厳しくなり、どちらが勝っても対日関係は厳しくなると青木さん締めくくられました。

以上、青木さんのお話でした。 

 

 なお、本日発売のＡＥＲＡに、右傾化する女たち、右傾化の特集があり、これは沖縄ヘイ

ト問題とも関連して取材されており、素晴らしい特集でした。 

 この特集を読んで、右傾化は日本が行き詰った結果であり、右翼と言う人たちのいうこと

は支離滅裂であり、これは私が、ヤクザや右翼が経営していた神戸製鋼というトンデモ企業

でエリートたちの言っていたことと同じで（こいつらは、私たちが汗水たらして働いていた

中で、会社の金で遊んでいたのです！）他人に奉仕するのは止めて、自分たちさえよければ

という思考の行きついたものであり、これはトランプ大統領当選やイギリスのＥＵ離脱も

同じであり、外敵（北朝鮮、中国、移民など）を排撃して団結しようとするもので、ＡＳＳ

政権の支持率が下がらないのもここに理由があると思いました。皆さんもご覧ください。 

 

 

[civilsociety-forum:16114] 

朝日放送おはようコール（2017/4/24） 伊藤惇夫がフランス大統領選

と北朝鮮 vsトランプ政権のチキンレースを語る  

 

 

 2017/4/24, 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、今朝のコメンテイター

は政治アナリストの伊藤惇夫さんでした。 

 

 今朝の新聞一面紹介、朝日は対峙とアメリカの空母の日米訓練、毎日も同じ、産経もアメ

リカの空母のこと、共同訓練は北朝鮮への牽制、北朝鮮はどう出るか、読売はフランス大統

領、現地メディアによる報道でマクロン氏とルペン氏の接戦、日経は宇宙ビジネスのことで
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す。 

 

 そのフランス大統領選第 1 回投票の速報、結果次第ではＥＵの存続が危ぶまれ、現地メ

ディアは投票終了とともにマクロン氏とルペン氏の決選投票になったと報じて、ルペン氏

は満面の笑み、エリートから解放すると語り、マクロン氏はフランスもＥＵも大事と語り、

投票率は 80％、パリでテロのために、投票所は厳戒態勢、テロ対策、ＥＵ脱退、移民排斥

のルペン氏と、中道独立候補のマクロン氏の決選投票になり、5 月 7 日に決選投票、敗れた

候補はマクロン氏支持を表明して、マクロン氏は前経済大臣、39 歳で大統領になったら最

年少、右派でも左派でもなく、歴代の大統領の多くが国立行政学院の出身で、29 歳の時に

24 歳年上の奥さん（高校時代の先生）と結婚、ＥＵ統合、規制緩和、ルペン氏はフランス

のトランプ氏、フランス第一主義、移民キャンプは全部撤去すると言い、元弁護士、国民戦

線の党首の父を追い出して、ルペン氏は 2 回離婚して、エリート vs 極右で、伊藤さん、こ

の二人の決選投票になったら、マクロン氏が有利なのが一般的な見方、ルペン氏の支持者は

熱狂的な層がいても限定されて、選挙は拒否度によるもので、ルペン氏は嫌という人がマク

ロン氏に投票することになり、フランス大統領選は日本にも他人事ではなく、フランスがＥ

Ｕ離脱だと日本経済も打撃で、下馬評通りではあり、しかしアメリカ大統領選も予想外の結

果で、トランプ氏が勝つとは思わず、イギリスのＥＵ離脱も同じであり、フランスはエリー

ト主義の国で、政治はエリートに任せるもので、それでマクロン氏が有利、決選投票で投票

率が上がったらマクロン氏に有利と言われました。 

 

 明日、北朝鮮軍創立 85 年で、米軍の空母カール・ビンソンが出発、日本の軍艦あしがら

とさみだれも共同演習に参加して、北朝鮮のロケット発射や核実験に 対応、軍事ジャーナ

リストの黒井文太郎さんは、これは北朝鮮に領土から 1000km まで近づくと射程距離に入

り北朝鮮に脅威と語り、北朝鮮の消息筋の情報（聯合ニュース）から、アメリカ系の人間が

北朝鮮に拘束されて、他にもアメリカ人の牧師他が拘束されており、北朝鮮は今も圧力と反

発、昨日から日米共同訓練、日米の一体化で、核実験を止めろとして、北朝鮮は日本列島を

攻撃できる、アメリカ本土を攻撃できるとして、他方アメリカ人が拘束されて、明日は軍の

創建 85 年、日本政府もＨＰに攻撃時の対応を載せており、しかしアメリカの防衛準備態勢

はデフコン 4（Defense Readiness Condition）、これは変わっておらず、これについて伊

藤さん、これを北朝鮮がどう受け止めるか、反発になり、合同演習は非公開で、これは北朝

鮮と、中国に、中国には北朝鮮を何とかしろのメッセージ、アメリカにはＩＣＢＭと届く

か？ 韓国、日本とアメリカの危機の度合いは異なり、しかし日本のロナルド・レーガンは

http://www.kokuminhogo.go.jp/pdf/290421koudou1.pdf
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%B3%E3%83%B3
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%B3%E3%83%B3
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動いておらず、アメリカはレッドラインを超えてはおらず、ロナルド・レーガンが動いたら

エライことで、明日、北朝鮮が核実験などするのかがポイント、またアメリカ人の拘束は、

常套手段、しかしトランプ氏は予測不可能の対応をすると警告されました。 

 

 本日の気になる新聞記事、産経 24 面、14 歳の藤井四段が羽生三冠に勝利、羽生さんも

驚き、スタジオでも若い棋士の活躍に驚きの声で、伊藤さん、将棋は祖母から学んで、将棋

のうまい祖母の成果と言われて、日経 38 面、拉致家族の集会があり、早期解決を求めるも

のの、家族会は安倍総理と面談し、ＡＳＳ氏の決意にも、メンバーは険しく、伊藤さん、総

理の言葉はむなしく、家族の高齢化を懸念されて、朝日の 6 面の記事で、ヒンズー教のイ

ンド、牛肉を世界一輸出して、イスラム教の信者がやり、伊藤さん、人口の多い国で、日本

はマグロ、クジラを取りすぎと海外で言われて、豚とマグロの戦争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。 

 

 

[civilsociety-forum:16108] 

ネットワーク 1・17（2017/4/23） 熊本大地震 1年、バリアフリー仮

設住宅の今、作本誠一さん、日隅辰彦さんのお話  

 

 

 2017/4/23, Sun 05:59 

 永岡です、第 1063 回ネットワーク 1・17、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。 

 先週は熊本大地震 1 年、リスナーより、熊本大地震で高齢者に支援が届かないのにショ

ック、在宅高齢者への支援、被災地支援のあり方を考えさせられたとの声がありました。 

 今週のテーマも熊本大地震 1 年、昨年 11 月に益城町にバリアフリー型仮設住宅が 6 戸

完成し、個別住宅としては全国初、グループホームではあったものの、段差をなくす配慮な

どあり、住んでいる障碍者はどう思っているのか？ 益城町の自宅が全壊して、バリアフリ

ー仮設住宅に住まわれる作本誠一さんと、熊本障害フォーラム 

（https://sites.google.com/site/sabetsukinshi/home）事務局長の日隅（ひのくま）辰彦さん

のお話がありました。 

 作本さん、今は車椅子で生活されて、障害は頸椎の麻痺で首から下に障害、手は動いても

https://sites.google.com/site/sabetsukinshi/home
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指先は動かず、歩くのは無理であり、トイレに行く、入浴は介助が必要で、今 51 歳、弟と

一緒に住んで、弟に介助してもらうのではなく、事業所のヘルパーさんに、出来ないことを

頼んでおり、昨年 11 月にバリアフリー仮設住宅が出来て、配慮されているのは、段差なし、

ドアもアコーディオンで、仕切りなし、車椅子で動きやすく、建物の中に扉がなく、アコー

ディオンカーテンで折りたためて、扉になり、力を入れずに開け閉め出来て、部屋の広さは

一般の仮設と同じ、キッチンは少し広く、トイレは車椅子を回転できて、介助者の入れるも

の、お風呂も同じ、家には段差なし、引き戸であり、キッチンの工夫は、車椅子が小さく、

車椅子に乗って一般だと足が入らないのでシンクに近づけず、病院にあるような電動車椅

子は使える。 

 バリアフリー仮設住宅は、障碍者の聞き取りもされて、これくらいの広さで介助者も使え

るように、というもので、これは行政の配慮ではなく、自分たちが声を上げて、作本さんの

要望も、使ってみるとここが不自由と言う点もあり、建物の外見はシンプルで、スロープが

駐車場からあり、長屋のようなものであり、玄関もスライドドア、溝があっても気にならず、

車椅子の高さに電気のスイッチも合わせてあり、住みやすく工夫されても、実際に住んで、

改善してほしいのは、ベランダに出るのに、ドアに段差で車椅子で出られず、外は水はけの

いいように行政は考えて、洗濯物を干すのが出来ず、ヘルパーさんに頼んでおり、通れる範

囲は最低限やってもらい、砂利だと車椅子で行けず、ここは 6 世帯入れて、4 世帯入り、リ

スナーからも 6 世帯しかないのかとあり、2 世帯空いて、しかし入居者は決まっており、他

の入居者は視覚障害者など、様々な方があり、不便と思うのは、洗面台の壁、ドアに足元が

入らない問題もあり、壁を取り除いて、ある程度入れるようになり、自分で改良するのは、

自由にはできず、行政に言って許可をもらうもので、そうでないと生活に不便で、お風呂に

リフトがあったら介助者が助かるものであり、それがあると移動が楽になり、浴槽は二人で

ないと入れず、ゆったり入れず、リフトをつけるのも許可をもらってやっており、実費負担、

50 万ほど、仮設住宅で、ここを出るときはリフトも外すものであり、バリアフリー仮設住

宅は、障碍者のみが入居して、何かあったときに助けてもらえる健常者はいるか、一般の仮

設と離れて、助け合いの点で不安はないか？ コミュニティに問題があり、看護の支援はあ

っても月 1 回。 

 障碍者の避難生活は、もう少し町の方から定期的に回ってくれたら、であり、仮設に入る

ものばかりでのコミュニティも欲しいのです、以上、作本さんのお話でした。千葉さん、バ

リアフリー仮設住宅は配慮されても、実際には課題もあり、声を吸い上げて、高齢者社会に

みんな他人事ではないと言われました。 

 バリアフリー仮設住宅の建設に尽力された日隈さん、最初はバリアフリー仮設住宅は全
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体の 1 割を目指して、しかし仮設住宅にスロープを付けただけ、時間もかかってしまい、

益城町で 11 月になりやっと出来て、最初の仮設住宅は 5 月に出来て、一般の仮設住宅に入

れると思っていたが、ただスロープを付けただけ、それからの変更に 11 月までかかり、バ

リアフリー仮設住宅は被災地のセンターでの要望、障碍者の声により出来て、バリアフリー

仮設住宅を求めている人は多くても、6 軒のみ、それも地域から離れて、最初入る予定から、

近所の方と同じ仮設住宅に、不便でも入ったもの、コミュニティが、地域から離れるのが不

安であり、バリアフリー仮設住宅は最近になり要望の出来たものではなく、実際出来たもの

は、車椅子の生活は困難であり、熊本大地震の前にはバリアフリー仮設住宅はなく、一般の

仮設にスロープを付けたものであり、今回は 6 軒、木造の仮設住宅で自由もあり出来て、

しかし 6 軒は少なすぎて、日隈さん、バリアフリー仮設住宅は必要で、全部この形でやれ

たら、熊本大地震の時のような遅れはなく、元からバリアフリーを作るのは法律的に、広さ

など制限もあるが、6 軒でも出来て、これを参考にしてほしい。 

 災害時に、バリアフリー仮設住宅は最初から設置すべき義務と日隈さん言われて、熊本大

地震でバリアフリー仮設住宅が実現したのは前進で、今後の災害時に参考にしてほしいと、

日隈さん締めくくられました。 

 今週の内容、千葉さん、高齢者社会で、仮設住宅は全部バリアフリーにすべきと言われて、

野村さんも、自分たちも自分のこととして考えるべき、また復興住宅も配慮すべきと締めく

くられました。以上、今週のネットワーク 1・17 でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16106] 

市民のための自由なラジオ（第 56回）（2017/4/22） 思想家内田樹

さんのお話、安倍政権のデタラメを読み解く＆今中先生 高浜原発・

伊方原発仮処分却下を語る、司法がまた国、政府の方を向いてきた！  

 

 

 2017/4/22, Sat 12:13 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！ （第 56 回）、今週はジャーナリス

トの西谷文和さんの司会で放送されました。西谷文和のニュースの歩き方です。 

 

 その前に、毎日放送ラジオの、しあわせの五・七・五、川柳な人々、毎日新聞特任編集委
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員の近藤勝重さんのお話、先週は自費出版された方のことで、他にも句集を作られている方

があり、水野さんの紹介で、田原さんと言う方が、自分らしいものを、とパソコンで作られ

て、１枚ずつ両面プリント、イラストもカラーで入れて、丁寧にするもの、パソコンがある

から本格的にできるもので、自分では 見えない背中 子が見てる、川柳集を作ったものも

子供が見て、大きいものだと近藤さん言われて、歳を重ねて、親父がこんなものを作ってい

たのかとあり、夢屋敷さんも、自分でパソコンのワードで句集を作られて、建築の仕事をさ

れている方で、文章表現でものつくり、3 年各地で入選した句が 300 あり、そこから 150

絞って、悩みなし 言い切る妻を 見て悩む、などあり、女性で乾さん、句集にタイトル、

砂時計、花が好きでカラー写真を入れるもので、乾さん 40 代でぜんそくになり、そして川

柳を読まれて、沈黙を 守った父の黒カバン、子ども心にどんなものが入っていたのかと思

うもので、乾さん、古希を迎えて出版、次は喜寿で 90 の句を出したいと言われて、古希と

いう節でやるものであり、近藤さん昔は還暦で再スタート、今は10年延びて古希になった、

還暦は今忙しく、さらに 75 歳になるものかと言われて、川柳、短歌をされる方、来年は後

期高齢者の仲間入り、75 歳で、大概は、ふんふんふんで 過ぎていく、近藤さん、短歌で

も川柳でも、様々な角度から見えるもので、多面的に見えて、水野さん、この方は足のけが

がきっかけで川柳を始めて、マイナスが自分を、人生を見つめ直すきっかけになると言われ

て、速水さんという方は 3000 の句を作り 鍋囲む 一家団欒 我一人、定年を迎えてのも

ので、水野さん、自費出版、お金のあるものは豪華なものもできる、ない人にもできるもの

があると、自分の表現をまとめて人に見てもらうのは最高のものだと、水野さん締めくくら

れました。 

 

 西谷さん、近況報告、2 月にソマリアに行かれて、昨年はトルコ経由でシリアを取材、Ａ

ＳＳ政権の南スーダン派兵を、テロとの戦いを疑えという本をかもがわ出版から 4/7 に出

版されて（http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/ta/0910.html ）、税抜き1600円、

西谷さんはイスタンブールで強制送還により取材できず、これは本にして書いてやるとし

て、出版して、トランプ政権、ＡＳＳ政権の暴走、共謀罪、森友学園の問題、今週のゲスト

は思想家で神戸女学院大学名誉教授の内田樹さんです。内田さん、ＡＳＳ（abe Shinzo 

Shusho(c)想田和弘さん）政権を語られます。昨年秋から出演を依頼して、タイミングは森

友学園、ＡＳＳ政権の問題とピッタリ、内田さんは思想家としてコメントされても、本流は

武道と哲学、映画、教育論で政治は一介の市民として発言しても、怒りっぽいと内田さん言

われて、森友学園、テロの問題で 4/6 以降のことはフォローできていないとのことです。 

 

http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/ta/0910.html
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 前半のお話、森友問題とＡＳＳ政権、似たようなことはロッキード事件、リクルート事件

など、政治家が身内の便益を図ることはあっても「今回脇が甘すぎる」、ありとあらゆると

ころで、ずさん、ＡＳＳ総理はかかわっていたら政治家を辞めると言い、しかし悪事はやっ

ているものであり、あんな大見得を切らなかったら、であり、しかし潔白と言い切り、安倍

一強時代で乗り切れると、何の手当もしておらず、8 億の根切りも、役人も言い逃れできる

ようにしていたのに、ゴミが出たなど、思い付き（西谷さん、現地を見てゴミはなかったと

証言）、調べたらわかる嘘は過去にはなく、リスクヘッジをしていたのに、ばれたら困るこ

との手当てが、安倍一強で驕りがあり、警察もメディアも野党も動かないと言う気のゆるみ、

誰かまともな人間がいたら、幼稚園でＡＳＳ総理がんばれとか、日本会議との関係、アッキ

ーの暴走、普通の官邸ならちゃんとしろと助言する、アッキーに名誉校長も止めろと、内田

さんが官邸のスタッフなら進言するもので、驕り高ぶり、また総理夫妻が不機嫌になること

をしたら飛ばされる、総理が暴走しないようにと言ったら飛ばされて、イエスマンのみ残り、

何を言われても言うことを聞くものが残り、5 年かかって丸裸になったのが実態、森友学園

拡大したのは内部告発、自民の中でも鴻池氏の発言があり、籠池氏の発言も安倍一強の中の

内部告発、秘密を知っているものは、財務省でも何十人いるもので、メール、ワード、サー

バーに資料が残っているはずで、財務省には心ある人もいて、自浄作用を示すべきと、内部

告発した場合、共産党や民進党に匿名でリークしており、また爆弾が出てくるものであり、

官邸、財務省、大阪府、ほとんどの公務員はまともであり、国民の財産を 8 億もダンピング

したことに 9 割の役人は怒っており、上にいる腐った連中を切らないといけないと、役所

の中で出て、内部告発は一つ出たら誰が、というものの、泥船、モグラがどんどんリークし

て、官邸はリークの元をたどることもできず、それにはヒューマンリソースがいり、毎日閣

議決定して、アッキーは私人とか、とってつけた嘘を守るために官邸の人的資源を浪費、谷

氏がどこに隠されているのか、親や友人にひどいと言い、それがまた広がり、週刊誌に独占

手記、谷氏は自分でも公務員としてまずいと思っていたか？ 夫人付きはあいまいな、特権

階級、治外法権、梯子を谷氏が外されて、籠池氏も梯子を外されて、経産省の役人も怒り、

明日は我が身、この政権は問題が起きたら個人に責任を押し付けてトカゲの尻尾きりをす

るとわかった。 

 塚本幼稚園での、教育勅語の件、これだからＡＳＳ官邸は便宜を図ったものであり、神道

のミッションスクールを作ろうとして、6 年後には中学校→3 年後には高校、日本各地で作

り、天皇の命令に従う臣民を作る、1937～45 年の少国民教育、少国民育成をこの森友学園

のことからやって、アッキーは 100 万円であれだけやらせてと言ったもので、神道系ミッ

ションスクールの尖兵で、そこと安倍晋三は一体なのです。 
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 LIGHT UP！ジャーナル、高浜原発 3,4 号機の再稼働、伊方差し止め棄却について、今中

先生のお話がありました。西谷さん、ひどい判決と言われて、今中先生、昔に戻ったと言わ

れて、伊方原発は今中先生たちも裁判をして、原告が押して国がしどろもどろでも、国は勝

訴して、78 年のこと、事故など起きないと判決直後にアメリカのスリーマイル事故が起き

て、そして関電の高浜原発 3,4 号機の差し止めが出て、時代は変わったかと今中先生思っ

ても「裁判所は政府、国の方を向くようになった」、田中氏の言うように、新規制基準に合

ったからと言って安全ではなく、飛行機、自動車も基準に合っているから事故が起きないの

ではなく、社会的なコンセンサスが要り、しかし原発は一般の国民にメリットはなく、伊方

原発は目の前が中央構造線、岬の先だと住民の避難もできず、そんな危ないものを使って電

気を作るべきなのか？ 核心は、原発停止＝資産ゼロ→関電、四国電力が破綻し、今中先生、

倒芝の破綻もあって調べて、関電の財産は 7.4 兆、負債が 6.2 兆、黒字、純資産は 1.2 兆

円あり、しかしこれは原発と核燃料が資産で 9000 億→原発を止めたら純資産 3000 億、厳

しく、純資産がマイナス→倒芝と同じであり、一つの企業の都合で、多くの人たちの命が脅

かされているのです、以上、今中先生のお話でした。 

 

 ここで音楽、内田さんの選曲、大滝詠一さんのファンで、楽しい夜更かし、最初に聴かれ

た大滝さんの曲です。これは you tube にありました。 

       

https://www.youtube.com/watch?v=KMprqJ6or6 

 番組後半のテーマは、共謀罪とＡＳＳ政権です。教育勅語暗唱、日の丸ビジネスと西谷さ

ん言われて、内田さん、それでお金も集まり、籠池氏は金もうけのためではなかったし、教

育勅語もやったが、自己資金ゼロで学校が出来て、同じような学校を日本中に計画して、神

道系の学校だとタダで国有地がもらえる、日本会議の好きな企業、アパホテル、高須クリニ

ックなどあり、全国で自由なラジオにて、昨年秋に木村真さんを招いて、木村真さんがいな

かったら今頃開校→第 2 の安倍晋三学校が出来て、福岡には麻生太郎学校、福井には稲田

朋美学校、ＡＳＳは子供を洗脳したら勝ちだと、ヒットラーみたいなもの、教育からいじろ

うとして、しかし馬脚を表し、パン屋を和菓子にするなど、ＡＳＳ政権周囲は日本の文化に

何の興味もなく、銃剣道の採択を見たら、全部記号、踏み絵としてやっており、マイレージ

方式、教育勅語を褒める、靖国参拝、民進党の悪口を言ったらポイントがたまり、加算した

ポイントがキャリアに跳ね返り、近畿財務局→国税庁長官に栄転、ＡＳＳにゴマをすったら

https://www.youtube.com/watch?v=KMprqJ6or6
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栄転、尽くした人間には報酬を与えて、官僚、政治家はＡＳＳに忖度したらポイントのため

に尽くし、本人も自分のような優秀な人間が上にいたら国民のため、官僚の上から目線をさ

らにひどくしたものである。 

 森友学園問題時に、共謀罪を出して、これは予定通り、問題をそらすためにより大きな問

題を出してやるのは普通の手口であり、西谷さん、政府はテロの取り締まり、東京オリンピ

ックのためにとしたのは悪辣と言われて、内田さん、東京オリンピックは安全だからと誘致、

アンダーコントロールと言い、しかしテロのリスクは 9 条のために少なく、しかしそれを

理由に招致→共謀罪なしでオリンピックできないと嘘をついており、言いたい放題、新しい

判断だからと、維新の橋下氏が、自分の言ったことが綱領というもの、それを信じる人がい

て、みんなそんなものを信じるのは止めよう。 

 戦争準備法案、共謀罪と、ＡＳＳ政権の中でやれることはやれと、警察、防衛省がやって

しまえ、であり、現金をＡＴＭで降ろして逮捕、平成の治安維持法、今は法的には表現の自

由は守られても、通ったらおしまい、西谷さんもパスポートを取られる、ビザが下りない危

惧もあり、そしてＡＳＳ政権は内田さんが見たら、後先考えない、日本の国際社会のことも

考えず、日本経済の破綻も考えず、内田さんは教員で、日本は教員でＯＥＣＤの中でダント

ツに落ちているのに、それをうまくいっていると嘘をつくもので、後世の判断を待つと、

10.20 年後に日本史上最悪の政権と、今が、自分が良ければそれでいいというむちゃくち

ゃな政権、安倍一強＝ＡＳＳこけたら一瞬で瓦解して、西谷さんは早くいなくなってほしい

が、内田さん、こんな脆弱な政権だと、これから大変なことになると危惧されました。 

 

 そして、トランプ政権、軍事産業をぶった切る、世界的な傾向で、フランスもルペン氏が

勝ちそうで、グローバリズムの中で、みんなハリネズミのように外に攻撃的、西谷さん、ア

メリカファーストはシリアのことはどうでもいい、都民ファーストも福島はどうでもいい、

内田さん、ファーストは政治家には許されず、全ての国民は行政から同じサービスを受けら

れて、しかしこんなことでは世界でテロ、アメリカのグローバリズムがイスラムに侵略して

起きて、ロシアでも起きて、何とかファーストとなったら、グローバル勢力がなくなり、中

世化、北斗の拳のような、国際的な秩序がなくなり、戦争は地域限定、シリアがひどいのも

イギリスやロシアに責任があり、トランプ氏のメキシコとの壁を作る、追い出し過程に、難

しい問題の解決策がなくなったら、相互不干渉、これで紛争のいくつかはなくなっても、新

しい紛争になり、西谷さん、日本車は優秀で買うと言われて、内田さん、アメリカ市場の破

綻、トランプ氏も史上最低の大統領と後世に呼ばれて、しかし軍事産業、アメリカは戦争と

金融で行った国で、日本も軍事費を出せ、軍事産業は一般の産業だと飽和して売れなくなり、
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しかし兵器は投入したら市場がさらに拡大するもので、行き場のなくなった資本主義が戦

争に行くのは自然の理で、経済成長の余地がなく、製造業は自動車などでやっても、車で儲

からず、軍事産業に日本の経済がみんなぶら下がり、自動車より消耗するもので、行き場を

失った製造業が戦争してくれ、武器輸出してくれ、これが戦争準備法案の本質、グローバル

資本主義の行き着く先であり、それから命を守るのは 9 条であるのです、以上、内田さん

のお話でした。 

 

 今週の特集、西谷さん、リスナーの寄付を、圧力のないために企業スポンサーを持たない

番組によろしくお願いいたします。内田さんのお話は明快で、ＡＳＳ内閣の暴走、安倍一強、

野党が弱い、お友達内閣、ＡＳＳに苦言を呈したら排除されて、内田さんはその上、お友達

はマイレージシステム、8/15 に靖国参拝でポイント 10 倍、教育勅語を褒めたらマイレー

ジがたまり、メディアでもＡＳＳ政権を褒めたらテレビに出してもらえる、このようなシス

テムの問題で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:16101] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/4/21） 次の元号は？ 元号の法則性など 

 

 

 2017/4/21, Fri 19:09 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」の特集、辻憲太郎さんの取材によって分か

った、今回は平成天皇の退位に伴い、元号はどうなるのか？ というもので、元号は何と

247 もあり、しかし、その中に使われている漢字は 72 しかないというのです。 

 1989 年の昭和天皇崩御により、昭和→平成になり、今年 85 歳の小林平成さん、父親の

名前他から平成とつけてもらった名前がピッタリで、今は吸入しながらの身ですが、平成に

なり良かったということもあったそうです。 

 これ、企業の名前に昭和○○、大正○○、明治○○などあり、東京大学の元号研究家の小

林さん、元号にはこのように使われている漢字が限られていて、規則性もあり、次の元号を

予測されて、明治、大正、昭和、平成のＭＴＳＨがイニシャルになる漢字は最初に使われず、

また小林さん、元号は中国の古典の学者や、日本の歴史の専門家にオーダーして、そして昭

和までの元号は天皇が決めて、平成は初めての公募？ であり、小林さんの予測は喜永、喜
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は元号に過去 2 度しか使われておらず、永は 10 回ほど使われているので、規則性から？ 

というものですが、しかし小林さん、公表された、あるいは予測されたものは使われないの

で、喜永が次の元号になることはない（笑）というもので、まるでプロ野球の順位予想です

が（笑）、結構面白い話でも、小林さん、世界で元号のようなものを公的に使っている国は

ほかにないと言われて、元号は役所だと実質強制なものの、しかし、今元号が生きているの

はひょっとして特撮ヒーローの世界のみ？ これは、ウルトラマンと仮面ライダーが、どち

らも偶然に昭和と平成の間に 10 年以上間隔が空いており、その間に作風が大きく変わった

ので、昭和ウルトラマンとか、平成仮面ライダーと呼び区別するものであり、しかしどちら

も具体的な放送年代は西暦で示し（初代ウルトラマンは 1966 年、仮面ライダークウガは

2000 年など）というので、元号は特撮ヒーローの区分のみに残して、もう西暦で統一した

方がいいのではありませんか？（何、再来年からでんでん仮面ライダーと呼べって？ 冗談

ですか？（笑）） 

 あるいは、災害、昭和南海地震、安政東海地震などのみに使用したらエエのと違います

か？ また元号が変わって、高齢者は覚えるのが大変で、我が家ではみなと銀行がまた名前

が変わったら、もう神戸銀行、兵庫銀行と呼ぼうとしています、まあ、そんなことを言った

ら、大阪の某政党はどうしたらいいのでしょうか？（笑）、何回名前変えたら気が済むんや

党としたらどうですか？ 松井さん、吉村さん、橋下さん（笑）、もちろん、でんでん党で

もいいですが（笑）。今日はこのほか、森友学園の民事再生法適用申請＝倒産もあり、司会

の西靖さんは、このような経営に問題のある学校がなぜ認可されたのか、8 億の値引きはメ

ディアがまだ報じるべきと締めくくられました。以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16100] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ（2017/4/21） 金子

勝 ＡＳＳ政権は独裁、大臣はバカが威張る末期状態！ バブル破綻

で日本沈没！ 

 

 

 2017/4/21, Fri 15:24 

 永岡です、文化放送ラジオの、大竹まことのゴールデンラジオ、金曜日のレギュラーは慶

応義塾大学の金子勝さんでした。パートナーは作家の室井佑月さんでした。 



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

60 

 

 大竹紳士交遊録、バカの壁、橋本治さんの作家、右傾化より馬鹿の最終局面と言われて、

世間も政権も政治もであり、大臣はスゴイ！ 稲田氏の籠池氏関係の嘘、鶴保氏の大阪の機

動隊の土人は差別ではない、普天間の予算での恫喝、今村氏の自主避難は自己責任、金田法

相のキノコもテロになる発言、説明しろと言ったらキノコで資金集め？ 山本大臣の学芸

員誹謗中傷発言、中川氏の重婚、不倫を超えて、務台氏の長靴、政務官は辞めて、大臣は 1

回はパス、しかし御大将（ＡＳＳ（abe Shinzo Shusho(c)想田和弘さん））は総理を辞め

る→ヤバいと資料を出さない、立法府の長の失言、北朝鮮の問題、カール・ビンソンは別の

方向に行き、国連もロシアが対話でやれで、トランプ氏の煽り、森友学園のフェードアウト

も見られるが、近畿財務局は森友学園に丁寧に説明しており、佐川理財局長が森友学園に土

地を貸すとは言っていないかったのに、財務省の文章は異なり、大阪府に近畿財務局が

2014～15 に 5 回も来て、役人たちは偽証、大塚副大臣は、森友学園の資料は与党の許可

がないと公開できない、西田氏は維新と付き合うと言い、8 億円の値引きの根拠を説明する

ようにＡＳＳが依頼、建築の専門家は、9m 掘ってゴミがあることはなく、3m しかない、

全く根拠のないことが次々と出て、佐川氏は偽証に近く、政権党の許可なしで文書が出ない

のは独裁、どこかの委員長の国で、疑惑の横綱はＡＳＳ、云々をでんでんと読む、色々なこ

とが持ち上がっても、支持率が下がらないとスタジオで指摘があり、しかし第 3 者的に見

たらどこまで国民が許すのかと言われて、金子さん、訴えられるかも知れないが、大臣たち

はバカであり、今村氏と同じでバカが威張る時代であり、これを許したら独裁、東大を出て

も頭がいいとは限らず、資料を国会議員が得られない、出さないは独裁で、何でもあり、色々

なところで忖度が行われて、大竹さん自民の支持率が下がらない＝与党の自信につながり、

世論調査をどうしているかわからないが、野党はしっかりすべきで、森友学園の問題も民意

の 8 割がＡＳＳ政権に納得していない、支持率と違うと言われて、室井さん、マスコミも

問題、金田法相のデタラメをちゃんと報じていないと言われて、金子さん、森友学園の問題

をＮＨＫは報じず北朝鮮ばかり、森友学園、倒芝のことは、国民の知りたいことをメディア

が流さず、テレビの視聴率は落ちており、ＡＳＳは銀座のことで忖度と言って 冗談を言い、

室井さん、ＡＳＳは追い詰められたらわざとそういう態度に出ると言われて、国民はなめら

れている。 

 金子さん、日銀で金融緩和に反対する人が排除されて、国民の財産、ゆうちょ、年金もな

くなり、いつかバブルがはじけたら、もう取り返しがつかず、１億総麻薬中毒、日銀もＮＨ

ＫもＡＳＳの意を汲んだ独裁だと、金子さん締めくくられました。 

 

 共謀罪について、報道するラジオの案内の平野幸夫さんが、ブログで的確な指摘をされて
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います。 

      

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12267576502.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--

blog----hirano-yukio_12267576502 

 

 以上、金子さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16095] 

朝日放送おはようコール（2017/4/21） 中川譲が森友学園ゴタゴタス

キャンダルとパリ・シャンゼリゼ通りでの発砲事件を語る 

 

 

 2017/4/21, 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、今朝のコメンテイター

は帝塚山学院大学客員教授の中川譲さんでした。 

 

 今朝の新聞一面紹介、朝日はタクシーの相乗り営業解禁、分担金を自動算出、読売は日本

郵便の損失数千億円、毎日は森友学園民事再生法申請、産経は福岡での 3 億 8 千万円強奪

事件、日経はＴＰＰアメリカ抜きでやるというものです。 

 速報、パリ中心部シャンゼリゼ通りで発砲事件、警官 1 人が死亡、2 人が重症、発砲した

男は射殺されて、中川さんシャンゼリゼ通りは花の都の顔、銀座の 10 倍賑やかな町で、大

統領選の直前のテロか気になる点があると言われました。フランスでもテロが相次ぎ、シャ

ルリエブド事件、一昨年の秋のテロ、昨年のニースでのテロで、中川さん、ヨーロッパは反

難民、反移民の機運が高まり、その関連なのかと指摘されました。 

 

 その森友学園の問題、園長の詢子氏が大阪市役所を訪れて、保育園が保育士を確保できて

おらず、園の存続を訴える詢子氏の声が廊下にまで大きく響いて、保育園で保育士が二人辞

めて、運営が出来なくなり、保育士の市からの派遣も 28 日まで、存続のためには昨日まで

に大阪市を納得させられる説明が必要であったのに、大阪市は保育士が 6 人必要だと森友

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12267576502.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12267576502
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12267576502.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12267576502
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学園が知らなかったと言い、改善されないと廃園の可能性もあり、園児 45 人、保育士は 6

人いるのに、3 人でいいと詢子氏は言い、改善命令→事業停止、認可取り消しとなり、毎日

は森友学園が民事再生法適用と書いて（差額の負債 15 億）、事件は収束しているとの見解

にスタジオでも疑問の声があり、これについて中川さん、8 億の値引きは不明瞭、昨日の対

応を見てもこの人たちは教育に向いているのか、そういう人たちが開設しようとする学校

に土地もない学校に行政の認可や、土地のタダでの提供など疑惑だらけ、閉園なら子供たち

に被害で、国会での真相解明に、与党は幕引きを図り、昭恵氏の関与も解明されておらず、

国民は注視しないといけないと言われました。 

 

 福岡での、銀行から下ろした現金 3.8 億強奪事件、戦後 4 番目の被害額、警察は昨夜空

港で多額の現金を持っていた韓国人グループを取調べ、銀行からお金を下ろした人から強

奪、猛スピード逃走、被害者は東京都足立区在住の 29 歳の男性、スプレーをかけられて、

一昨日福岡に来て、福岡市内の取引先に持って行くところを被害で、警察は韓国人グループ

を慎重に取り調べて、関与は否定、姿も目撃証言と異なり、白いワゴン車も見つからず、3.8

億は約 40kg、福岡の天神での事件、金塊を買い付けるためのものであり、これについて中

川さん、まだわからないところが多く、低金利なのに金は物価に合わせて上昇して、こんな

現金取引があったとは驚き、取引の情報を犯人グループがどうやって知っていたのか？ 

銀行内部から漏れるとも思われず、韓国人グループが犯行と関与しているのかと報じられ

ても、目撃証言とも異なり、この人たちのみ調べたら他の可能性を否定すると言われてまし

た。 

 

 本日の気になる新聞記事、毎日 26 面、山本大臣の暴言、大英博物館での事実誤認、観光

マインドのない学芸員を首にしたとの発言は、毎日の取材に大英博物館がこれを否定→山

本大臣の発言は全部デタラメ、気象予報士の正木さん、人から聞いてそのままと指摘されて、

中川さん、この人は学芸員を目の敵にして、学芸員は専門知識を要求される地道な人たちで、

それを事実誤認で誹謗中傷するのはおかしいと言われて、毎日の 25 面の記事、ガンバ大阪

でナチを思わせる応援旗が使われた件、数年前にもあり、スタジオでも知識がないものの行

動との声があり、中川さん、ヨーロッパの極右の影響を受けたフーリガンの影響を日本のス

ポーツファンが受けているのは問題と言われました。以上、中川さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:16094] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/4/20） 神戸、全国初、野良猫と

の共生を目指して 

 

 

 2017/4/20, Thu 21:53 

永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、今回の特集は、神戸市、人と猫との共生に関す

る条例（http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/hygiene/animal/nekokyousei.html 

 ）が施行されて、ペット、グッズとして人気の猫、野良猫の繁殖制限に関する取り決め、

殺処分を減らす取り組みについて報告がありました。  

 野良猫の殺処分ゼロを目指すものであり、猫はペットとして人気、この春、神戸で猫と人

の共生する社会のために、神戸市議会で可決された条例、全国初の、野良猫の繫殖制限のた

めに、不妊、去勢手術の費用を公費で出すものであり、神戸市の動物管理センター、行き場

のない犬、猫を引き取り新しい飼い主に渡すものの、保護する数は減っても、年間 500 匹

は殺処分がやむを得ず、野良猫の不妊、去勢により殺処分が減ることをスタッフも願い、神

戸に本社のある通販大手のフェリシモ、商談スペースから、猫部という部署があり、2010

年に社内の部活から、猫を愛する社員がユニークなグッズを開発して販売して好評で、買う

と金額の一部が動物愛護団体に寄付されて、さらに神戸市と猫に関する動画も制作し

（http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/hygiene/animal/nekovideo.html ）、不幸な猫増や

さないように、と活動するものです、  

 神戸猫ネットでは、野良猫を捕獲して不妊、去勢手術して、野良猫が増えると、餌やりで

衛生面の問題も起きて、野良猫を効率よく捕まえて手術して帰すもので、猫は放置したらい

くらでも増える、1 匹で子供を 3,4 匹産むもので、にゃん太の会の方も、猫にやさしくと言

われて、今月 17 日、神戸市人と猫との共生協議会、獣医師の皆さんなど、野良猫 1000 匹

に手術することを目標に、人と猫との関係をまじめに考えるもので、人と猫との幸せな関係

のために皆さん尽力されています。地域と神戸市、企業の連携で、最後まで責任をもって飼

うべきで、小さな猫に責任はないと、司会の小浜さん締めくくられました。以上、ニュース

ＰＯＲＴの内容でした。 

 

 

http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/hygiene/animal/nekokyousei.html
http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/hygiene/animal/nekovideo.html
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[civilsociety-forum:16093] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/4/20） 神戸・ポートアイランドのドンと

不明瞭な補助金支出問題 

 

 

 2017/4/20, Thu 19:35 

 永岡です、毎日放送ニュース「ＶＯＩＣＥ」の特集で、神戸、ポートアイランド（ポーア

イ）への不明瞭な補助金支出と、ポーアイのドンと呼ばれる 80 代の人物の問題が取り上げ

られました。この件は神戸新聞で何度か記事になりましたが、テレビだと関西テレビでも取

り上げられたものの、特集はここが初めてです。ポーアイのある団体への不明瞭な補助金支

出があり、背後にある男性がいるというのです。ポーアイは 81 年にポートピアがあり、あ

れから 36 年、神戸の人口島に疑惑です。 

 ポーアイ（人口 13000 人）には唯一の小中学校、港島学園があり、ここに 30 年以上前

から運動場を市民に開放して、しかしここ数年、運動場を市民に開放しておらず、学園長は

ここ 5 年解放していないと言い、ＶＯＩＣＥの情報公開で、神戸市は自治会に年 140 万円

の補助金、運動場を開放していないのに、背後に自治会長Ａ氏がいて、80 歳を超える男性、

20 年以上前からポーアイの自治会長をして、神戸市の職員が勝てる相手ではなく、拒否し

たら恫喝される、Ａ氏が言ったことは必ず実現し、要望は命令、ポーアイのドンと言われて、

Ａ氏の事業に年間 7000 万円、Ａ氏の関係する市民図書室は、通常の倍以上の年間 90 万円

を支出（他のところだと最大の 41 万円）、Ａ氏の団体は特別扱いか、そして港島学園には、

何と校長室はなく、応接室の片隅で校長が長机にて仕事をしており、小中一貫校の統合時に、

Ａ氏の圧力で校長室がなくなり、Ａ氏の命令でそんなことはまずありえないというのです。 

 不明瞭な補助金支出と、公立学校への一民間人による不可解な介入、元校長は、学校行事

でＡ氏が気に入らないと恫喝されて、それで体調を壊した人もあり、上に告げるぞとして、

元校長が教育委員会に相談すると、元校長はＡ氏の気に入るまで詫び状を書かされて、それ

で学校の教育に関われず、神戸市は今年になりＡ氏を出入り禁止にして、しかし市教委は間

違いではない、神戸市の事務的なミスと言うものの、元職員は、市の調査は甘いとＶＯＩＣ

Ｅ語り、ＶＯＩＣＥはこのＡ氏を直撃したら、Ａ氏は疑惑を全面否定、運動場の解放への介

入や、補助金の不正受給、校長への恫喝も一切否定しています。 

 Ａ氏は、先月末、市の調査で潔白が証明されたとして自治会長を辞任、しかし調査は直近

の 2 年のみであり、様々な疑惑、間違いを認めない行政が認めて、弁護士の森直也さん、最

初の要望を受け入れたら、その後全部の要望を受け入れざるを得なくなり、これは誰にも違
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法性はないかも知れないが、みんなが忖度してこのような結果になったと言われて、他方地

域の住民にはＡ氏に任せたらお金が入ってくるとなるもので、地方自治に詳しい近畿大学

の久隆弘浩さんも、暴力的な交渉を認めたら税金私用の公平性が保てなくなると指摘され

て、多くの人が入り風通しを良くすべきと指摘されています。 

 神戸市は、かつて住民訴訟を日本一起こされている自治体として知られており（橋下氏の

大阪に逆転されましたが？）、これはまさにミニ森友学園問題、加計学園問題であり、この

ような、戦前の天皇制を思わせるものは日本に多数残っており（企業の組織は、大半天皇制

のコピーです）、神戸市民として恥ずかしいものです。以上、ＶＯＩＣＥの特集でした。 

 

[civilsociety-forum:16092] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/4/20） 谷口真由美 山

本大臣の学芸員誹謗中傷を批判、文化の守り人に失礼、最近の大臣は

おかしい！  

 

 

 2017/4/20, 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、昨日山本地方創成大臣の、学芸

員誹謗中傷発言があり、翌日発言は適切でないと撤回した件、谷口さん「言葉が軽い」、撤

回して許されるなら、世の中それでいいのか？ 学芸員の意味を分かっていない、がんのい

みをわかっていない二重の意味で問題で、山本氏は本当に悪かったと思っているのか？ 

文化財のことで、外国人観光客のためにというと、学芸員は保存で反対、観光マインドなし

は不要との暴言、ロンドンでのことを喩に、ロンドン五輪の際に大英博物館は観光マインド

のない学芸員を首にしたと山本氏は言ったが、これを取材したのはハフィントンポスト、こ

のことは大英博物館が 100％否定→他国のことを言うなら調べてからにせよ！ 事実誤認

どころか、でっち上げ、他所の国のことを出して自国の文化の否定はおかしい、上泉さんも、

発言には裏通りが必要と言われて、谷口さん、大臣で回りは調べないのか？ がんという病

気はみんな知っているが、学芸員のことをみんな知っているか？ 大学の教員には学芸員

は身近で、大学での資格取得が必要で、学芸員の資格を求められて、公務員がやる場合もあ

るが、しかし学芸員は大変で、学芸員と教員免許の 2 つを取るのは大変、取るのは大変な
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資格で、年収も 250～400 万、博物館などに勤務して、資料の整理などして、博物館は様々

あり、動物園や水族館もあり、専門の知識が必要で、資料収集、資料保管、保存、展示、教

育活動があり、谷口さんも地方のフィールドリサーチの際には教育委員会から学芸員を紹

介してもらい、学芸員はこの資料をそのまま後世に残すべきで、残すべき資料を安易に展示

すべきではなく、大英博物館など、展示していない資料も多数あり、学芸員は文化の守りび

とであり、観光のために学芸員はいるのではなく、資料は展示すべきものと、保存するもの

があり、慎重にやっている人たちへの山本暴言は失礼であると谷口さん言われて、上泉さん

も番組で学芸員さんの手を借りることもあり、知ってほしいと言われて、谷口さん、日本文

化を保存するにはライトの照明を控えるべき時もあり、観光の人と学芸員は両立せず、病気

に例えるのも不適切で、いう前に考えるべきであり、そもそも自分の言ったことが受けると

山本氏は思っており、しかし賞賛するのは周りの取り巻きだけであり、上泉さん、中川氏の

不倫スキャンダルもあり、一強で緩んでいると言われて、谷口さん、上から目線など出過ぎ、

会社にもこういう人間はいて、最近の若い者は…より、最近の大臣は…と言いたいものだと、

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:16089] 

朝日放送おはようコール（2017/4/20） 二木啓考が共謀罪のデタラメ

審議と中川政務官ゴタゴタスキャンダルを語る  

 

 

 2017/4/20, 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、今朝のコメンテイター

はジャーナリストの二木啓考さんでした。 

 

 今朝の朝刊一面紹介は、同じような見出し、朝日は衆院区割り変更、読売も毎日も同じ、

1.999 倍になる、産経も一票の格差、日経は法人税電子申告です。 

 

 共謀罪の審議、答弁が不安な金田大臣に答弁させないために、衆院法務委にて、委員会冒

頭で与党の賛成で法務官僚を呼ぶことになり、民進党山尾氏の追及に、林刑事局長が対応、

政府が強調しているのは、一般人は対象にならないと言うものの、民進党逢坂氏はこれはウ
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ソと追及して、金田氏は例により 1+1＝サルマタ、しかし政府与党は連休明けに採決した

く、共謀罪は中身がわからないからと金田氏に追及したら、憲政史上初の刑事局長の参加、

野党は怒り、法務大臣が回答できない、二木さん、今審議しているのは共謀罪の是非ではな

く、それを審議する体制の問題で、難しい問題は役人に答えさせるのはおかしく、法案を出

す大臣が答えるべきで、昨日出た林氏のようなものは、必要なら大臣の答弁の補佐として全

会一致が必要であるのに、林氏は今回の法案を作成した本人で、林氏は参考人としてなら全

会一致が必要なのに、法務大臣は答えずふてくされて、法務省の関係者は、金田氏は答弁能

力なしといい、しかし金田氏を変えたらＡＳＳの任命責任が問われて、6 月の内閣改造時に

稲田氏とともに更迭のことになり、こういうことは、与党議席が多いからごり押しされると

言われました。 

 

 女性問題で辞任した中川政務官、ストーカー行為もやっていると週刊新潮に報じられて、

中川秀直氏の息子で、不倫を謝罪、中川氏はテレビ局出身、妻子ありでゲス不倫、しかしス

キャンダルは父親譲りなのか、父親はフォーカスに不倫＆右翼団体との関係＆薬物疑惑を

報じられて辞任、警察にストーカー登録で、二木さん、女性スキャンダルは地元の評判最悪

で、父親のスキャンダルも取材されて、まさにゲス不倫、中川氏はその際に秘書で、国会議

員は国民の税金で養われており、それでゲス不倫、事務所、交通費は税金で賄われて、応援

している人にはたまったものではなく、不倫スキャンダルは地元に大変で、議員辞職になる

と言われました。 

 

 大阪・堺市で電車の線路脇にうずくまっていた高齢の女性を、会社員の女性二人が通りか

かり遮断機をくぐって女性を救出、電車は緊急停止、危機一髪の救出劇、他方神奈川県の川

崎市では救出しようとした男性も死亡、南海電鉄は非常ボタンを押してほしいと言うもの

の、非常ボタンはこの踏切になく、スタジオでも瞬時の判断は無理、踏切内に入らないと運

転手は分からないとの声があり、二木さん、鉄道会社は非常ボタンを設置すべきで、善意を

前提にしてはいけないと言われました。 

 

 出資法違反で国際手配されていた６２歳の女が逮捕、熊本空港での逮捕で、まるでバカン

スに行くようないで立ち、元本 100％保証で架空の投資話にて 70 人以上から 7 億集めて

おり、集めた莫大な金はどこに行ったのか？ 2 年前歌舞伎町のホストクラブに通い豪遊

し、容疑は認めており、スタジオでもあんな容疑者を見たことはないとの声があり、ソニー、

東芝、シャープのつなぎ融資として、契約書なしの秘密主義、以前熊本でスナックを経営、
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これについて二木さん、あんな不自然な話になぜみんなくっつくのか？ 2 か月で 25％は

常識ではあり得ず 7 億集めて、資産家に、あなたは特別と言い、秘密主義でつなぎ融資は

大手の会社に、あの大きな企業に貸すと返ってくると、1000 万からとして資産家に接近、

投資話で 3 か月待たされて、行くと現金が積んであり、つなぎ融資で表に出せないので領

収書も契約書もなしとして、大変な投資と思わせて、集めたお金を自分で豪遊、まだ謎が残

ると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日 4 面、安倍総理が岸田外相に、総理を目指すのはもう少

し我慢してくれと言った件、ＡＳＳ総理は 2021 年まで、二木さん、その後の指名を岸田氏

は目指しているものの、岸田氏は永遠に総裁候補と言っており、安倍一強は野党のだらしな

さと自民内に対抗馬がないためで、毎日 29 面の記事、全国学力テスト、前日に教えてもら

った問題がそのまま出て、二木さんしっかりしろと言われました。以上、二木さんのお話で

した。 

 

 

[civilsociety-forum:16086] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/4/19） 自民党敵基地攻撃能力のこと＆段

ボール回収で生計を立てる人たちの実情  

 

 

 2017/4/19, Wed 19:28 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」の注目、ご存知のように、自民党の国防部

会が、敵基地攻撃能力について検討していることが報じられました、三澤肇デスクの解説で

した。 

 石破元防衛大臣が、ＶＯＩＣＥのインタビューで、敵のミサイル基地の攻撃能力について

語り、他方来日したペンス氏が、北朝鮮を批判して、アメリカは別の空母を朝鮮半島に向か

わせており、核、ロケット開発の北朝鮮、軍事パレードではアメリカに届く？ ＩＣＢＭの

ことも公開されて、これについて石破氏は、アメリカまで届く核開発で国交正常化をしよう

として、大変な能力を北朝鮮は持ち、今まで想定していないことが起きると言い、石破氏は、

敵から攻撃されるなら、先に外国にある基地を叩くべき、それ以外に日本の独立と平和を守

れないならやるべきと言い、専守防衛に反しないかとの問いに、国民がやられても専守防衛
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かと言い、自民党は敵基地攻撃能力について安倍総理に提言、しかし軍事評論家の前田哲男

さんは、冷静な論議なし、一方的に、北朝鮮情勢に乗っての暴走と指摘されて、北朝鮮情勢

は従来の安全保障の転換になるのか？ 三澤さん、今はミサイルで狙われたらイージス艦

とパトリオットミサイルで対応、しかし石破氏は何発も撃たれたらアウトで、先に敵の基地

を叩く反撃能力を持つべきというもので、日本の専守防衛には反して、相手の領土にミサイ

ルを放つことには異論もあり、毎日新聞の福本容子さん、相手のミサイル基地などの情報な

しに攻撃はできず、基本的な情報なしで相手を叩くことのみ論じられて、また北朝鮮は自国

民を飢えさせても戦争する国、それに防衛力で競争できるのかと言われて、司会の西靖さん、

石破氏は侵略戦争ではないと言うが、今から侵略するとして戦争をした国はない、満州も国

防から始まったと言われて、福本さん、冷静な情報が必要で、間違えた判断からやったら大

変なことで、外交の努力で何とかすべきと言われました。 

 

 また、ＶＯＩＣＥでは、特集で、大阪でリアカーを引いて段ボールを収集する男性の取材

もありました。最初にお断りしますが、これは現在の大阪での話で、シリアやイラクの話で

はありません。大阪の高架下にある段ボールの中で寝ていた男性、日中はリアカーで段ボー

ルを集めて、夜は段ボールの中で暮らす方、大阪、日本橋には、段ボールで生計を立ててい

る人がたくさんいて、店舗の方もこういう方に段ボールを提供、廃品回収業者からリアカー

を借りており、高齢でしんどいひともあり、７０代の男性は妻と一緒に段ボールを回収、20

年以上こういうことをやる人もあり、しかし段ボールの回収でもそんなに儲からず、そんな

中、月に 10 万稼ぐ男性、聖一さん（40 歳）、この道 10 年の方であり、ＶＯＩＣＥは聖一

さんの 1 日に密着、朝リアカーを引いて出発、コンビニや酒屋の前でもらい、しかしすべ

ての段ボールをもらえるのではなく、行政の回収に任せていて、許可なく段ボールを持って

行ったら大阪市の条例に反して、速足で歩くのは約束があるからで、マンションの建設現場、

そこでずっともらい、時間を言ってもらうのでお得意さんであり、マンションで工事も長く、

いつも通るので、もらえるようになり、他のマンション建設現場も行き、ここ数年大阪の土

地が上がり、マンションにしているところもあり、またネット通販で段ボール箱の需要も増

えて、しかし、それが収入増にならず、軽い段ボールだと、重さで値段の決まる段ボールで

はしんどく、リアカーいっぱいの段ボールを回収業者に買い取ってもらい、1 日で 1300 円

になり、今は聖一さん、廃品回収業者のところで寝泊まりしているものの、その前はホーム

レス、高校ではバスケをやっても、最初に就職した食品会社で体を壊して退職、その後派遣

業を経て、29 歳でホームレスになり、それで段ボール回収を始めて、しかし最初からうま

く行ったのではなく、桜の咲き始めた今月始め、聖一さんが段ボール回収の際に呼び止めら
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れて、いつも前を通る聖一さんに気付いた家から段ボールももらえて、生きるためにやむを

得ずやっている段ボール回収で、聖一さんは生計を立てて、元旦以外は 364 日やり、1 日

25km 歩き、福本さん、20 代で派遣切り、ホームの方は日々の努力の中で信用ももらえた

が、しかし健保には入らず、休めず、健康を崩したら終わりであり、まだ 40 代、次のステ

ップも考えられるものだと言われて、西さん、こういう方の目から社会も分かると言われま

した。 

 これが日本の現実で、私もトンデモ企業で体を壊しており、何がドアホノミクスだ、です。

日本という国そのものが、メルトダウンしています、以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16083] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/4/19） 武田一顕さ

んの国会報告＆近藤勝重共謀罪は説明のしようがない、武力で平和は

来ない！ 

 

 

 2017/4/19, Wed 16:51 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ！ オープニングで国会王子、武田

一顕さんの報告がありました。中川俊直政務官の不倫（重婚？）＆ストーカーを週刊新潮に

暴露されての辞任、共謀罪のことを武田さんの報告であり、永田町は熱いよ、という武田さ

んのお話、中川氏の父親も 2000 年にスキャンダルで失脚で、強啓さん中川氏のスキャンダ

ルに絶句、武田さん、中川氏は以前にも女性とのスキャンダルが報じられて、野球ではワン

アウト、そして今回の記事を見たら、海外でその女性と結婚式まがいのことをして、重婚に

は法的にはならないものの、官邸は大慌てで辞任になり、執行部の二階氏は激怒、政務官は、

おんぶ事件で失脚した派閥と異なり、中川氏は細田派で、そこから後任は出ず、党本部と、

執行部の対応が重要であり、中川氏に議員辞職を求める声が出て、公明党も怒っており、山

口氏も怒り、他方、公明党は政府を支えると言い、怒るだけでなにもしない。 

 共謀罪、自民は早期成立を目指しても、採決の日程は未定で、今日実質審議、最初はＡＳ

Ｓ総理も出席し、役人を呼んでおり、99 年以降は異例で、与党が採決で刑事局長を呼ぶ＝

法務大臣は答弁能力なし、民進党山尾氏がこれについて質問して、数の力で刑事局長を呼ぶ

のは、金田氏のデタラメで共謀罪はデタラメと批判しており、政府参考人を委員会の冒頭で、
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与党のみで呼ぶのは 99 年以降初、少数意見抹殺、民進党は普段はダメだが、今回の怒りと

抗議はまっとうであり、金田法相に共謀罪をやる能力がなく、刑事局長に金田氏の答えられ

ないものを答弁させるもので、野党からも、武田さんも金田氏に答弁能力なしと見なされて、

与党、安倍与党、公明党も含めて、自民の国会運営が荒っぽくなり、公明党は 7 月の都議選

で、自民と袂を分かちちぐはぐになり、公明党は都議会がルーツで都議選は大事、公明党の

都議会と、国政で対応が異なり、チグハグであり、山口代表も、昨日都内の料亭で、小泉氏、

小池氏、安倍氏が一緒の料亭にいて、安倍氏は小池氏と、大阪の維新とも仲良くやりたい→

公明党は維新や小池氏と組んで自分を牽制していると見て、公明党は面白くなく、しかし公

明党は連立離脱には踏み込めないと、武田さん締めくくられました。 

 

 ニュースコメンテイターは毎日新聞の近藤勝重さん、ニュースランキング 1 位が共謀罪

の審議、野党が金田氏を追及して、与党は法務省の刑事局長を呼ぶことになり、これについ

て近藤さん、説明能力なしは近藤さんもわかるが「共謀罪は説明のしようがない」、ＡＳＳ

はこれなしでオリンピックは開けないと言うがもちろんとんでもないことであり、法案に

テロの文言はなし、保安林でキノコを採って犯罪組織の資金源になると詭弁であり、国民の

良識に反する法案を与党が出している＝警察官は法案のできた瞬間、目の色が変わり、警察

国家になる危惧があり、山のキノコでこの始末、何でも理屈つけて、犯罪は警察が決めるも

のであり、警察官はノルマ達成のために敏感に反応する危惧、これになぜ公明党は乗っかっ

ているのか、創価学会がバックで、戦時中弾圧されたではないかと近藤さん指摘されました。 

 共謀罪について、昨日発売のサンデー毎日に、ジャーナリストの斎藤貴男さんが危険性を

指摘されて、「自由禁止法案」、「絶対服従法案」、「奴隷処罰法案」と呼ぶべきと書かれてい

ます。 

 ニュースランキング 3 位はペンス氏の来日、北朝鮮を危険と非難したことについて、近

藤さん、ペンス氏のいう平和は力というもので世界大戦になり、それで 9 条により戦争放

棄→「平和は力ではもたらされない」ものなのに、ペンス氏の発言は問題で、日本に米軍基

地があり、何かあったらそこから出撃の意味、アメリカがいつ先制攻撃というのは、先制攻

撃は国際法で許されず、北朝鮮ならやっていいならおかしな答えになり、先制攻撃はなぜ許

されるのか、力で平和になるなら、あの世界大戦は何であったかであり、強啓さんは日本は

武力でなく交渉すべきと言われて、近藤さん、日本の果たす役割はそれであり、9 条を書い

た幣原喜重郎氏は、武力には哲学で押さえないといけないと言っていた意味を知るべきで、

ところがＡＳＳはアメリカを支持、しかし日本の果たすべき役割はあると強調されました。 

 そして、中川氏の女性スキャンダルについて、近藤さん言及されて、公明党が辞任理由を
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説明しろと言い、中川氏は二股を理由にしても、公の場での説明はなく、中川氏は先月も不

倫がフライデーに報じられて、週刊新潮だと、中川氏は警察にストーカーとして登録！ 近

藤さん、親子 2 代の女性スキャンダル、政権にとっては痛いものではなく、政治ではなく

性的なもので、失言と同じに取り上げてはならず、個人的な問題として済まされることもあ

り、大臣の失言はうっかり発言ではなく確信をもって言っており、何が失言だ！ 政権には

痛く、辞めたら政権に打撃であり、ＡＳＳ内閣は辞めさせないことを学習して、中川氏のよ

うなスキャンダルは政権に響かないと言われて、緩んでいるのは、支持率、支持率が５割を

超えていて、森友学園の問題で国民が納得しなくても、ＡＳＳは支持率が高いと逃げて、支

持率の量と質を問わずにいたら、こうなると言われました。以上、デイ・キャッチ！の内容

でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16082] 

ラジオ関西 時間です！林編集長（2017/4/18） 矢野宏 北朝鮮と日

本は対話すべき、アメリカとの二国間協定で言いなりになるな！ 

 

 

 2017/4/19, Wed 15:47  

 永岡です、ラジオ関西の、時間です！林編集長、に昨日新聞うずみ火代表でジャーナリス

トの矢野宏さんが出られました。ポッドキャストで聞きました。 

 

 昨日のペンス氏の来日と閣僚との会談、これについて矢野さん、北朝鮮のこと、ペンス氏

は韓国でも活動して、北朝鮮の核開発やロケット開発は国連で禁止されているものの、挑発

と言うが、目先を変えて、今月米韓軍事演習、４０万人＝戦争の予行演習で、互いが軍事挑

発し合っている＝北朝鮮だけが悪いのではないと言われて、日本がなぜ手を上げないのか、

アメリカにもものを言える、トランプ氏は安倍氏と仲が良く、北朝鮮はアメリカと話をした

い、戦争なら悲惨なのは市民であり、圧力と対話と言うものの、圧力には圧力で対抗されて、

中東と同じで憎しみの連鎖、東アジアには不信感の連鎖、解決には対話が必要で、北朝鮮に

も話すのが解決であり、中国のみに北朝鮮と対話させるのではなく、６か国協議は有名無実

化したが、今は北朝鮮を追い込んでおり、林さんも平和のために対話がいると言われて、矢

野さん、2002 年に小泉氏が北朝鮮に行き拉致問題の展開になり、しかし今は何もしておら
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ず、ソン・イルホ氏は拉致問題の交渉を壊したのは日本だと言っており、北朝鮮に責任があ

っても、日本がちゃんとしないとならず、戦争で市民が被害、北朝鮮をやっつけろとの論戦

だが、泣くのは市民であり、外交努力が必要だと言われました。 

 

 通商問題、ペンス氏と麻生氏、世耕氏がやり、矢野さん二国間貿易協定になったら、韓国

とアメリカが 2011 年に結んだもので、韓国の農業破綻、医療保険破綻であり、そうなって

はならず、アメリカ抜きでＴＰＰは無理、アメリカの圧力に屈してほしくないが、トランプ

氏と安倍氏の間は親密であり、またアメリカからの円安批判、これが変わると輸出産業に打

撃であり、問題と言われました。 

 

 また、女性自衛官を戦車舞台に配置することになり、前線には過酷だと女性は配置せず、

他方護衛艦では女性は参加しており、放射線の舞台や、潜水艦は女性トイレが設けられずだ

めであり、自衛隊創設時に女性は 0.1％、今は 6.1％であり、解禁の理由が女性活躍と言う

ものの、これについて矢野さん、女性活躍が戦車に乗せることか、人気取り、看板倒れ、育

児などで働けない女性を支援すべきなのに、やらないのは人気取りと指摘されて、林さん、

男女雇用機会均等法があるものの、なぜ軍事で女性に仕事と言われて、矢野さん、こじつけ

で嫌であり、神戸新聞の見出しは戦車に女性解禁というもので、矢野さんの異論がありまし

た。 

 

 コンビニのセルフレジ、スーパーはやっているものの、人材確保が大変で、矢野さんコン

ビニは夜のなり手がなく、夜は怖いものもあり、ＩＣタグは利便性は高いものの 1 つ 10 円

程、コストが課題で経産省がやり、またレジロボ、袋詰めも自動でするもので、矢野さん、

スーパーでおばあちゃんが、一人暮らしでレジでしゃべるのがストレス解消になり、会話が

なくなるのは問題と言われて、万引き対策はどうするのか？ ゲートを作るにもお金がか

かると、林さん言われて、矢野さん、対面販売のなくなるのは寂しい、店員さんに商品を薦

められるのがありがたいのに、という声もありました。以上、矢野さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16079] 

朝日放送おはようコール（2017/4/19） 木原善隆がアメリカ－中国の

対北朝鮮の取引と小泉－小池会談他を語る 
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 2017/4/19, 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。 

 

 今朝の新聞一面紹介、朝日はペンス氏の来日、日米経済対話、ＦＴＡ、産経はペンス－安

倍対談、力での北朝鮮への圧力、読売は 6 月に総選挙の意向をメイ首相が示唆、ＥＵ離脱

を問うもので、毎日も同じ、日経も同じです。 

 

 ペンス副大統領の来日、カール・ビンソンはまだはるか南、ペンス氏は、平和は力により

もたらされると語り、ＡＳＳ総理との会談は北朝鮮のことであり、アメリカはレッドライン

に北朝鮮の核実験を定めて、カール・ビンソンを派遣は 4/9、最短で 15 日に朝鮮半島に近

づくと言われて、しかしまだインドネシアにいて、空母はノロノロ、中国のことを待ってお

り、中国への譲歩として、韓国へのＴＨＡＡＤ配備は撤回して、ＴＨＡＡＤは北朝鮮だけで

なく中国にも喉元に匕首を突きつけるもので、中国は猛反発、アメリカ単独では北朝鮮を押

さえられず、カール・ビンソンノロノロは中国にやってもらうため、中国を為替操作国と認

定を撤回、北朝鮮への石油輸出を止めて欲しく、中国はアメリカとの貿易赤字のプレッシャ

ーをやわらげたく、これについて木原さん、アメリカは軍事的には北朝鮮、政治的には中国

に圧力、カール・ビンソンはノロノロで、25 日の北朝鮮の記念日までに何とかしろ、ＴＨ

ＡＡＤの韓国配備撤回は、中国に取引で北朝鮮に圧力をかけてほしい、中国→北朝鮮の石油

が止まったら北朝鮮は終わりで、王外相は北朝鮮への圧力を言い、中国の新聞も北朝鮮への

制裁を書く異例なものであり、もう少し中国の出方を見るべきで、しかし北朝鮮への石油を

完全に止めたら北朝鮮は暴発し、この手加減は大変だと言われました。 

 

 昨日夜、小池都知事が小泉元首相と懐石の席に、何と安倍総理が遭遇、小泉氏は偶然と言

い、山崎元総裁らとも会談、都議選後に協力を依頼し、小泉氏は都政を全うせよといい、偶

然料亭に居合わせた安倍総理も顔を出し、銀座の恋の物語でデュエットしたというもので、

小池氏は小泉氏と深い関係、小泉氏は原発ゼロで安倍政権と対立、しかし小泉氏は安倍総理

の師匠、木原さん実に意味深、小泉氏は安倍氏を幹事長に据えたが、今は疎遠、小泉氏は小

池都知事の生みの親、兵庫から東京に招き、二階氏も参加して、自民には都政を荒らさない

でほしい、また維新と異なり小池氏は単独過半数は無理で、それで自民の協力を仰いだと言

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%B2%BF%E6%98%93%E5%8D%94%E5%AE%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/THAAD%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB
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われました。 

 

 昨日、大阪・寝屋川市で車の事故→児童の登校中の列に突っ込んで、子供たちと見守りの

大人 6 人が病院に搬送されて、子どもが見えていたらスピードを落としてほしいと言い、

運転手は前を見ておらず、子どもの安全をどう守るか、子どもの集団登下校、2005 年の子

供の殺人事件で増えても、交通事故の被害が増えて、2012 年の京都・亀岡での事故以来集

団登下校は減り 63％になり、千葉でも幼女殺害事件であり、子どもを一人にしてはいけな

いと言われる中で、スタジオでも、運転する側の意識を問う声があり、これについて木原さ

ん、今までの常識が通じず、知らない人について行くなと言っても見守りの人が問題、通学

路、地域のつながりの強さなどにより、自分で子供が行けるなら、状況により対処しないと

子供の安全は守れず、個々の対応が必要と言われました。 

 

 がんの発見に、線虫の検査でＯＫ、1 滴の尿で検査できて、九州大学での成果、将来は 1

日数百人の検査が、今は 10 万かかる検査を数千円で出来ることになり、がんの種類の特定

も将来は可能になり、がんは日本の死因 1 位、線虫は 1mm にも満たないものの、がんの

においが大腸菌と似ているもので、30 分で結果が分かり、96％の発見率、スタジオでも評

価する声があり、木原さんはこれから人間ドックに行くものの、がん検査は高くて遠慮、し

かしこれは画期的な方法であると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、産経 5 面、自民の中川政務官辞任、週刊誌で女性問題が報じ

られるためで、家族がいるのにゲス不倫であり、ストーカー行為で警察から注意されて、自

民の中からも議員辞職を求める声があり、木原さん、父親も問題を起こして、気を付けるべ

きなのにとんでもないことと言われて、朝日 9 面の記事、新喜劇をスマホで見てほしい、

関西 6 局提携することになり、木原さん、テレビではなく携帯で見る、関西ローカルだけ

でなく全国で見てほしい、朝日の 1 面の記事で、東京オリンピックのマラソンの選考が見

直されて、一定の基準の選手しか出られないことになり、マラソンの代表選考は本番より注

目されて、木原さん、見ている人も本人も納得するものだと言われました。以上、木原さん

のお話でした。 
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[civilsociety-forum:16076] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/4/18） ひまわりおじさんの被災

地支援の書籍出版  

 

 

 2017/4/18, Tue 21:51 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、火曜日の震災特集、人と防災未来センターで

語り部として活動される荒井勣（いさお）さん、被災地にひまわりの種を贈られて、がれき

の町に花を咲かせる活動を続けられて、先月「あなたにもできる被災地支援」という本を出

版されて、荒井さんの思いと、被災地支援について報じられました。 

      

https://www.kobe-np.co.jp/news/kobe/201703/0010021952.shtml 

 

 若い世代に読んでほしいと言われて、人と防災未来センター、震災の記憶を後世に伝える

資料が展示されて、国内だけでなく海外からもたくさん来て、荒井さんはボランティアスタ

ッフをされて、阪神・淡路大震災以降２０年以上全国の被災地を支援されて、自分の思いで

するのではなく、相手の気持ちでやるものであり、あなたもできる被災者支援、先月本を出

版されて、被災者支援には資金も人材もいるが、荒井さんは大量の汗と少しのお金を使い、

被災者に寄り添った荒井さんの活動、断水地域には水道の工事現場を見たらわかる、工事し

ているところは断水して、１００ある中で何ができるかを、語り継ぐのではなく書き綴った

ものであり、荒井さんも神戸市西区で被災し、自宅は半壊、これが荒井さんの支援活動の原

点、震災後避難所に仮設の風呂を作り、４日で１０００人以上集まり、ひまわりプロジェク

ト、被災地にひまわりの花を、というもので、その後も、荒井さんは東日本大震災などの被

災地を訪問して、被災者に喜ばれて、ひまわりおじさんの愛称で呼ばれて子供たちにプレゼ

ントを届けるなどして、年賀状一つでつながるものもあり、大切なのは、善し悪しの判断は

受けた人にさせて、状況把握が必要と言われて、防災士の杉尾須美子さん、荒井さんと協力

して被災地でＡＥＤの活動をされて、杉尾さんは荒井さんの雰囲気に入るのが良いとされ

て、荒井さん、この本をこれから支援活動を始める高校生、大学生に読んでほしい、普段祖

父母の世話をしていなくても、被災地の支援に役立つものと言われて、荒井さんは、本にこ

めた思いが花開くことを信じ、ひまわりおじさんも一人では旅ができず、多くの人に支えら

https://www.kobe-np.co.jp/news/kobe/201703/0010021952.shtml
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れて、全国の支援者への感謝があり、荒井さんは７冊目の出版で、文字による支援活動の継

承です。以上、ニュースＰＯＲＴの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16074] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/4/18） 石丸次郎 北朝

鮮情勢を語る～アメリカは安易に先制攻撃はしない、文候補は日本で

報じられるように親北朝鮮ではない  

 

 

 2017/4/18, Tue 19:27 

 永岡です、毎日放送ラジオの、上泉雄一のええなぁ、ちなみにＮＥＷＳ、ジャーナリスト

でアジアプレス代表の石丸次郎さんのお話がありました。もちろん北朝鮮情勢がテーマで、

金正恩氏の腹の内、アメリカの挑発、北朝鮮の国民が何を考えているのか、上泉さんも戦争

のこと実感できず、しかし有事なら日本も無縁ではないと、日本もアメリカに宣戦布告して、

勝てるわけないのに、であり、ペンス氏が来日し、石丸さん、お電話でのお話で、北朝鮮を

何度も取材されて、ここ数年で一番緊迫、トランプ氏の大きな言い方＆シリアへの攻撃で一

気に高まり、空母が朝鮮半島に近づき、米中首脳会談の最優先の課題で、日本のメディアも

ヒートアップしているものの、冷静になるべき、4/27 に攻撃と言われているが、冷静に考

えたら 4 月にアメリカの先制攻撃はない、アメリカの先制攻撃→北朝鮮はもちろん反撃、

核兵器でなくても、通常兵器でも、標的は韓国、軍事境界線のすぐ北に何千もの大砲が韓国

を狙う＝ソウルがやられる＝アメリカの先制攻撃＝韓国がやられて、韓国の準備なしで出

来ない、在韓米軍があり、先制攻撃なら在韓米軍と韓国軍の協力が必要で、米韓にも安全保

障条約があり、米韓の取り決めがないと攻撃できず、大統領選が 5/9 で、その前に今の韓

国の臨時政府に戦争は決意できず、次期政権の合意なしに戦争はできず、大統領選前に先制

攻撃はあり得ない。 

 そして、北朝鮮が核実験するか、正恩氏はやる可能性はあり、３～４月にアメリカの研究

所が、北朝鮮の核実験の場所の写真を公開して、韓国も核実験の場と見ており、北朝鮮も衛

星で見られているので、いかにも核実験をやるぞと、神経戦であり、石丸さんの見立てで、

韓国の大統領選の前に核実験はしない、韓国の反発→大統領選に影響、北朝鮮と融和的な文

氏に不利になり、北朝鮮にとっていい選択ではないと普通は分かっているが、しかしトラン
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プ氏も金正恩氏も何を考えているかわからず、正恩氏の核実験の可能性は今は低いが、大統

領選の後は分からず、今韓国には、北朝鮮に厳しい大統領が出たら正恩氏に不利で、そんな

アホなことはしない。 

 上泉さん、正恩氏は何をしたいか、北朝鮮に何がいいのか、石丸さん、まっとうな選択は

せず、周りと経済交流すべきなのに、金正恩氏は核とロケット発射ばかり、正恩氏がトップ

になり 5 年、就任時は 28 歳、何もわからないトップが国民に絶対忠誠を誓わせて、正恩氏

を信頼させるには実績が必要で、平壌に遊園地などしていて、正恩氏は革命家であり、実績

にはならず、正恩氏の周囲は、アメリカと対峙する核と軍事技術を優先、自分のためであり、

またイラクのフセイン、リビアのカダフィ氏が倒されて、武装しないと金一族の支配が破綻

する危惧があり、北朝鮮にこの状態はどう報じられているか、石丸さんは北朝鮮取材25年、

北朝鮮の住民と、中国のスマホを入れて、中国の携帯でコミュニケーションが出来て、核、

ロケット実験の際に、大半の人は核にもロケットにも関心なし、やるならやったらいい、核

実験で何が変わったか？ 核実験は最初に正日氏がやっても、2 回 3 回とやっても暮らし

は良くならない、そんな金があるならこっちに回せ、であり、4/15 に金日成氏 105 回の記

念日、外国メディアが行っても、平壌は封鎖、一般人民も駆り出されて、政権が国民に緊張

感を持たせるためのもので、国民は商売上がったり、であり、国を守らないと、という発想

はなく、金正恩政権になり暮らしは良くならず、国民の不満が高まっている（どこかに似た

ような国があるなぁ…）。 

 大統領選で北朝鮮に融和な政権が出来てどうか、文氏は支持率トップで、日本は親北と言

うが、文氏の親北派は間違いで、ＴＨＡＡＤのことなど、取り消しは困難で中国と揉めて、

国のリーダーとして、現政権がアメリカ、中国と約束したことは反故にできず、文氏が新大

統領になっても、韓国の対北朝鮮政策に大きな変化はない。 

 北朝鮮のことはヒステリックに報じられているが、トランプ政権が先制攻撃したら韓国、

ソウルがエライことになり、韓国、ソウルの人たちがのんびりしていたら大丈夫、攻撃なら

ソウルから退避命令、在韓アメリカ人に退避命令が出るもので、もちろん日本政府も韓国へ

の渡航を禁じて、しかし外務省の渡航自粛の話は韓国には迷惑で、観光客がソウルに行かな

くなり、安倍政権は悪乗りし過ぎと、石丸さん締めくくられました。 

 上泉さん、自国民がいるのに攻撃はないと指摘されて、日本でも防毒マスクなど騒ぎすぎ、

殊更に不安をあおることはすべきでないと言われました。 

 …何か、3 代目になり、全く良くなっていないというのは、金正恩氏と同じことを、某国

の総理もやっているのですが…以上、ちなみにＮＥＷＳの内容でした。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/THAAD%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB
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[civilsociety-forum:16073] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/4/18） 小西克哉 

朝鮮半島危機、90年代の歴史から学ぶ＆山本大臣の学芸員誹謗中傷

発言批判  

 

 

 2017/4/18, Tue 17:02 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ！ 火曜日のレギュラーは国際ジャ

ーナリストの小西克哉さんでした。 

 自民党の古谷氏が、沖縄うるま市長選の野党候補のことをＳＮＳで誹謗中傷、また山野井

氏の放言や、山本大臣の暴言などあり、これについて小西さん、気になるニュース、止まら

ない失言のオンパレード、古谷氏の沖縄発言の文脈は不明なものの、詐欺行為や沖縄特有と

言うのは沖縄を見下しており、本人は失言と認めておらず、山本大臣の学芸員誹謗中傷、二

条城に英語の表記なしというのは山本氏、二条城に行ったことがなく、二条城に文句を言う

なら京都は全部アウト、現地に行かず、安倍政権の失言は仲間内で言っていることがコンセ

ンサスになり、ＡＳＳ総理の山口物産のことも、事実を確認せずやっており、総理を筆頭に

事実を確認せず言い、学芸員について、雑用が多く、学芸員は curator のことで、欧米の

curator は権威を持ち、日本は文科省の国家資格や大学の単位でやっても、絵の展示の配置

などもやらないとだめ、大英博物館では curator はそんなことはせず、文化に予算を付けな

いからであり、山本氏は予算を付けないから学芸員はしんどく、これを機に、日本の学芸員

は後進国かということを国民を知るべきで、強啓さんは学芸員を単なるガイドと思ってい

ると指摘されて、小西さん、文化財保護法により火気厳禁などあり、山本氏は法律をちゃん

と理解していないと言われました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、緊迫する朝鮮半島情勢、小西さんは 90 年代のことから学ぶ

べきと言われました。 

 北朝鮮情勢について、小西さん、ペンス氏が来日して、情勢はつまびらかには分からない

ものの、昨日今日の報道で、アメリカが武力行使をちらかせて、マクマスター氏の発言、軍

事的な手段以外のことをやる＝外交的な道筋が見えたと報じられて、しかしこれは誤解、ト

ランプ政権はまだ圧力をかけて、マクマスター氏の言い分は、軍事的な手段の前にやれるこ

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/1288649.htm
https://dic.yahoo.co.jp/search/dsearch?p=%E5%AD%A6%E8%8A%B8%E5%93%A1&dic_id=etc&stype=full&b=1
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とをするというものであり、基本は圧力と外交を並行してやるのが日本以外の常識で、ペン

ス氏は力による平和と言い、力による平和はロナルド・レーガン氏の言ったもので、外交に

は力による圧力で折れると言うもの、オバマ政権にはなかったもの、しかし武力行使をした

らアウトで、武力をちらつかせて圧力にするもので、しかし北朝鮮に暴走されたらアメリカ

も日本も韓国も大変、ギリギリで、こうしないとトランプ政権は持たず、アメリカと北朝鮮

の交渉はなく、中国にやらせるのが米中首脳会談の結果で、トランプ政権はツイートしてお

り、その間に為替操作国と認定することはなく、さらに、中国が本気で北朝鮮への石油を止

めたら、アメリカと中国の関係が良くなるとトランプ氏は言い、つまり中国が北朝鮮に本気

で交渉してくれたら貿易赤字は大目に見る、これは 90 年代のツケ、94 年にビル・クリン

トン氏は北朝鮮攻撃寸前になり、3 月に北朝鮮はＩＡＥＡを脱退、アメリカは武力行使～外

交のことを考えて、アメリカのクリントン氏は北朝鮮攻撃寸前になっても、韓国が火の海に

なり、平壌から 70～80km がやられて、クリントン氏は北朝鮮攻撃中止、カーター元大統

領を特使として、核兵器開発は中止、軽水炉は認めるとして、しかし北朝鮮はウラン濃縮を

しており、アメリカは騙されて、アメリカは共和党政権になり、これの教訓で、トランプ氏

は中国にさせて、失敗→中国の責任で、トランプ氏は中国にさせて、これは習近平氏に任せ

る、中国の限界をトランプ氏は知っても、それでトランプ氏は自分はやらずさせていると、

小西さん締めくくられました。以上、小西さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16069] 

朝日放送おはようコール（2017/4/18） 小西克哉が北朝鮮問題の米中

関係と山本大臣の学芸員誹謗中傷発言の問題を語る、トランプ大統領

の意向、朴一さん、黒井文太郎さんのお話  

 

 

 2017/4/18, 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。 

 

 今朝の新聞一面紹介は、朝日は安倍総理から森友学園の問題で電話により質問内容を変

えたこと、読売は北朝鮮への米韓の制裁、産経も北朝鮮が挑発したら制裁、毎日は朴槿恵氏
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の起訴、日経はすべてのコンビニに無人レジを導入、深刻な人手不足の解消のためです。 

 

 北朝鮮との関係、圧力と牽制の繰り返しで変えられるか？ 北朝鮮のソン大使は、戦争に

なったら真っ先にエライことになるのは日本だと牽制、沖縄の米軍基地では実戦さながら

の訓練で臨戦態勢、トランプ大統領の意向で、アメリカと中国（北朝鮮の後ろ盾）が興味深

い行動、これまでトランプ大統領は中国の為替操作を批判→姿勢変更、マクマスター補佐官

はトランプ政権の安全保障政策に関わる人で、マクマスター氏の発言に反応するように、中

国の新聞が北朝鮮への石油停止を示唆（6 回目の核実験の阻止のために）しており、北朝鮮

への米韓会談、ペンス氏とファン氏の対談、北朝鮮の挑発には懲罰的な措置を取るべき、中

国が出ないならアメリカと同盟国が対応するとして、中国が本腰を入れて対応してくれる

のか？ ペンス氏は日本に来て、これについて小西さん、事態を見たら狡猾に動いているの

はアメリカ、自分が北朝鮮と直接やるのではなく、中国にさせて、アメリカが直接しないか

ら北朝鮮はロケット発射などして、それで中国を動かす、中国は北朝鮮に何もしておらず、

厳しい行動はしておらず、今回はアメリカに、中国に石油を止める（北朝鮮は 100％依存）、

中国の制裁で、小西さんはトランプ氏のツイートを見て、中国がやってくれたらアメリカが

中国にご褒美を上げることになり、中国はアメリカに花を持たせてアメリカから文句を言

われないようにするもので、そのためにペンス氏は日本に来て活動するのだと言われまし

た。また、有事で避難民対策というのは、韓国の大使を帰した理由であり、しかし臨戦態勢

にはなっていない、イラク戦争や湾岸戦争と異なり、中国を動かすために、軍事的なものを

見せていると指摘されました。 

 

 またもや大臣の失言、講演で学芸員はがんと発言した山本幸三地方創生大臣、滋賀での講

演での失言、博物館や美術館の屋台骨の職員の学芸員への罵詈雑言、一夜明けて山本氏は反

省、撤回であり、しかし大臣の発言の重みはどこへ行ったのか？ 一番のがんは学芸員と言

い、二条城の学芸員に誹謗中傷、観光マインドがないと言っても、二条城はイベントでにぎ

わっており、学芸員は文化財を守るものであり、スタジオでも事実を確認せず発言したこと

への批判があり、他にも金田法相のデタラメ答弁、稲田大臣の森友学園でのデタラメ、今村

大臣の被災地への誹謗中傷と閣僚の失言のラッシュであり、これについて小西さん、失言大

豊作イヤーで、それでも民進党がだらしなく安倍政権の支持率は下がらず、学芸員が悪いと

ブログで見てそれを言っただけではないかと指摘されて、学芸員はがんだというのは言い

過ぎ、文化財保護法に問題があり、文化行政に予算を付けないと先進国とは言えず、それを

正すのは山本氏の仕事であり、学芸員は仕事も多く、欧米では専門職で、それに対して日本
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の学芸員は雑用も多く、山本氏は予算をつけて学芸員を配置すべきで、東京や大阪はまだ恵

まれているが、地方では美術館もしんどく、山本氏は責任放棄、観光マインドがないのは山

本氏だと言われました。 

 

 家電メーカー幹部と称して寸借詐欺をしていた男が逮捕されて、80 件もの犯行、パナソ

ニックの名刺を偽造して悪用して、小西さん、車のことなど、細かいところをチェックした

ら分かり、日本には優しい人が多いと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日 6 面、走る宅配ロッカーをヤマト運輸が開発、人手不足

対策であり、人手を使わずに配達できるもの、スタジオでも再配達が大変でいいものとの声

があり、小西さん、どこまで自動運転が可能か、大阪で出来るのか、1 年実験してもいつで

きるのかと言われて、日経 1 面の記事、コンビニにセルフレジ、小西さん、これも人手不

足、コンビニでもっと大事なのは、少数しか買わない人とたくさん買う人の区別、ヨーロッ

パでは 5 品目以下の人は別のレジでやると言われました。以上、小西さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16066] 

報道するラジオ（2017/4/17） 北朝鮮は何をしたいのか、トランプ大

統領の意向、朴一さん、黒井文太郎さんのお話  

 

 

 2017/4/17, Mon 21:00 

 永岡です、第 240 回報道するラジオ、今週も毎日放送アナウンサーの水野晶子さんの司

会で放送されました。 

 今週は私の予想通り北朝鮮とアメリカ、北朝鮮は何をしたいのか、軍事パレード、ロケッ

ト発射などして、アメリカのトランプ大統領との関係など、朝鮮半島情勢に詳しい大阪市立

大の朴一さんがスタジオのゲストで、軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんがお電話で参

加されました。 

 朴さん、北朝鮮のロケット発射とアメリカの出方で、金正恩氏の心境、祖父生誕 105 年

のパレードにスーツ姿、笑顔でも心底はビビり、大衆には弱みを見せず、自国民にはかっこ

いいぞと見せて、アメリカが軍事オプション＝反撃、共倒れで、どうやって話し合いをする
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か、心理作戦をやっていると言うことであり、軍事的な面からも解説するもので、政治的な

面など、様々な視点から北朝鮮の情勢について語られるのです。 

 黒井さん、昨日のロケット発射の意味、発射されたのは、モニタリングしているアメリカ

だと中型、中距離型、前回の失敗はスカッドＥＲの改良型、スカッドＥＲを改良して、誘導

装置を付けたものと推測されて、軍事的な意味合いは、スカッドＥＲ、射程 1000km、命

中精度が良くなり、西日本は射程に入り、命中精度を上げても、失敗なのでどこまでか不明

で、しかし日本列島を超えるようなＩＣＢＭではなく、日本しか標的にならず、数秒で爆発

した意味は、わざと失敗、アメリカのサイバー攻撃かと水野さん聞かれて、黒井さん、わざ

と失敗はなく、サイバー攻撃はないとは言い切れなくても、敵国のシステムをダウンさせる

ようなものは本番に取っておいて、実験ではやらず、戦争前夜ではなく、この段階で使った

らもう使えず、最後まで秘匿するので、サイバー攻撃の可能性は低い。 

 ＩＣＢＭに朴さんも関心を寄せて、アメリカまで届くものを北朝鮮がどこまで持ってい

るかと聞かれて、黒井さん、今は中距離のものを整備→その後ＩＣＢＭ、今は中距離弾のこ

とが問題になり、2 つ系統があり、液体燃料と固体燃料のもの、前者はムスダン、1 度のみ

成功、その後は失敗続き、固体燃料のものは北朝鮮はやってこず、去年潜水艦発射型で成功、

今年は陸上版成功で、固体燃料も進化して、成績のいい方をＩＣＢＭにするもので、朴さん、

数年前に大気圏突破に成功しても、大気圏突入に成功するのかと問われて、黒井さん、大気

圏再突入時に数千度の熱になり、それに耐えられるか？ これは全く情報なし、去年耐熱実

験の情報が来ても、具体的には分からず、しかし固体燃料も数年後と思われて成功しており、

水野さん、西日本に届くものの意味について問われて、黒井さん、正男氏の腹の内は、米韓

軍事演習をして、それを口実に開発、4 月末に核実験、その前に中距離ロケットの段階であ

り、スケジューリングをしても、立て続けに失敗して、スケジュールはうまくいかず、アメ

リカの反発、軍の使用をアメリカは懸念して、アメリカを刺激したらヤバイものであり、し

かし軍事演習の間に何かしないと、正恩氏のメンツも立たず、かといってドンパチはやりた

くない。 

 アメリカの原子力空母カール・ビンソンについて、黒井さん、北朝鮮牽制のために西太平

洋に派兵し、しかし具体的な場所は不明、朴さん、日本の自衛隊との演習について聞かれて、

黒井さん、ヘリの発着、潜水艦を探すなど、米軍は長年やっており、米韓軍事演習のような

規模ではなく、水野さん、カール・ビンソンが北朝鮮に接近したらと聞かれて、黒井さん、

話が大げさ、横田のロナルド・レーガンがメンテ中→戦力の空白を埋めるためにカール・ビ

ンソンが来て、米韓軍事演習に参加→オーストラリアの予定が、北朝鮮の牽制のためににら

みを利かせるだけ、しかしマスコミ、韓国でも大きく報じられて、アメリカはこれを脅しに



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

84 

 

使用→北朝鮮が反発、アメリカに来るなとして、しかしアメリカはこれを利用して、韓国に

核配備、軍事演習の発信で北朝鮮にプレッシャー、中国へのメッセージもアメリカは出して、

水野さん、特殊部隊で正恩氏暗殺について聞かれて、朴さんビン・ラディン氏を暗殺した部

隊の投入は心理戦かと言われて、黒井さん、正恩氏の首を取ると言うのは、脅しとしてはあ

り得ても、米韓軍事で組まれた作戦は、北朝鮮の核武装を想定しており、正恩氏の暗殺の前

に核ミサイルの全破壊が必須で、核を温存して正恩氏の暗殺は無理であり、作戦時に特殊部

隊が隠された核兵器を探すことも想定し、アメリカと演習しているのです。 

 北朝鮮が核実験するか、黒井さん北朝鮮はやりたく、3 月には準備して、より大きなブー

スト型などをやり、プルトニウム型→ウラン型の転換があり、最初の計画では 3～4 月の米

韓軍事演習に合わせてやる予定が、アメリカが攻撃してくる可能性があり、北朝鮮はアメリ

カとの真正面の戦闘はアウトであり、今核実験したら危険で、ほとぼりが冷めるまで延期す

る可能性はある。 

 トランプ大統領は、北朝鮮の核実験の確証があったら攻撃すると言う点は、脅しであり、

北朝鮮の核実験に報復と言う最後通牒はまだで、アメリカは北朝鮮にどう出るか、北朝鮮に

ＩＣＢＭを持たせない、核放棄であり、しかし北朝鮮はそれをせず、アメリカは武力をちら

つかせて、空母、在韓米軍の増強など圧力で、その間に中国に北朝鮮を説得してもらう、そ

れで北朝鮮を思いとどまられたい。 

 リスナーより、北朝鮮の破れかぶれ暴発はあるのか、北朝鮮の化学兵器について質問があ

り、黒井さん、正恩氏の意図にあり、独裁政権の維持が目的で、暴発＝自滅、しかし小競り

合いから戦争はあり得ず、戦争なら米韓が圧勝＝金正恩氏アウト、しかし助からないとなっ

たら、核使用は道連れに、日本と韓国の大都市が狙われると言われて、朴さん、アメリカの

軍事オプションを中国が認めるか、中国も親中政権を維持したく、中国とアメリカも戦争し

たくないと言われて、黒井さん、米朝が一発触発なら中国が仲介して、それで危機が落ち着

く可能性があると言われて、朴さん、中国と北朝鮮の落としどころ、しかしアメリカは北朝

鮮の核廃棄を求めて、北朝鮮は応じないと言われて、黒井さん、アメリカがどこまで脅し、

交渉するか、しかしやりすぎ→戦争の危機と言われて黒井さんのお話は締めくくられまし

た。 

 

 後半の、朴さんの北朝鮮の解析、黒井さんのお話を聞いて、結局中国がキーポイント、リ

スナーより、中国は動くのか、介入するのかとの質問で、朴さん、米朝戦争をどこも望まず、

ワシントンポストで、北朝鮮の核放棄は外交→中国に制裁しろというメッセージ、中国に、

トランプ氏との電話会談で、北朝鮮の石炭輸入はストップ、北朝鮮への中国の観光便をスト
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ップ→北朝鮮の観光収入ゼロ、打撃、北朝鮮の出稼ぎ労働者を中国が受け入れず、それでも

アウトなら、中国→北朝鮮への石油ストップ、しかしこれだと北朝鮮の暴発があり得て、北

朝鮮を対話につかせるメッセージをアメリカに送った、北朝鮮への制裁強化に代わり、米中

朝の会談を今月中にしたく、それにはおみやげが必要で、米韓軍事演習を止めてくれ→しか

しトランプ氏は米韓軍事演習を止めない、北朝鮮に折れろと言うもので、それでおみやげが

必要、おみやげなしで北朝鮮は折れず、94 年もカーター元大統領の食糧支援などあり、米

韓軍事演習は止められるのに、トランプ氏は止めず、対話＆制裁で北朝鮮の説得、トランプ

氏もおとなしくなり、25 日に空母が北朝鮮に接近、北朝鮮は黙っておらず、核実験はやら

ないとしても、カール・ビンソンを止めないとおみやげにならない。 

 25 日の軍の記念日が問題、正恩氏はアメリカの軍事オプションを取らないものを見て、

米朝中の会談が必要で、しかしアメリカにはトランプ氏のメンツがあり、アメリカ国民にど

う見せるか？ カール・ビンソンを派遣して、これまでと異なると、強いアメリカと印象付

けて、しかし北朝鮮のロケット発射はアメリカで報道統制で報じられず！ これはアメリ

カ国内の話で、ＣＮＮも報じず、アメリカも北朝鮮と同じレベルの情報統制が行われて、ト

ランプ氏はＷＰをのみ応じてＮＹＴにはせず、それで北朝鮮はおとなしくなったとしてお

り、水野さん、国民がブレーキをかけないと指摘されて、朴さん、日本も、米朝開戦なら、

日本に連絡が来るとは限らず、大変な代償を払うことになる。 

 トランプ氏はＡＳＳに相談せず、一方的な通告であり、軍事オプションの際には日本を黙

認させる！ 韓国は政権の空白期にこれで、戦争でエライことになるのは韓国、戦争＝ソウ

ル破綻で、ペンス氏がＴＨＡＡＤ導入を次の大統領に決めさせることになり、次の大統領選

に影響、アメリカは文氏より安氏の、北朝鮮に強硬な人を大統領にしたく、大統領選に影響

を与えるためであり、水野さんビックリ、北朝鮮強硬派に風が吹き、アメリカの言うことを

聞く大統領をアメリカは欲しく、文氏ではアメリカは困る。 

 朴さん、ＴＨＡＡＤを次の大統領に委任→中国にもっと北朝鮮に圧力をかけろ、であり、

トランプ政権のやりやすい方に向けて、中国にも顔を立てる方向で、日本についてどうなの

か？ アメリカは中国に期待→同盟国と行動として、朴さん、有事の際に、韓国の戦争の際

に自衛隊は入れず、韓国と話し合う、今では後方支援しかできず、アメリカがやられたら、

日本も憲法改悪して軍隊を持てと言うメッセージで、それで日本に火がついて、ＡＳＳは森

友学園の問題どころではなく、日本国民の有事の意識が高まり、憲法改悪のチャンスとＡＳ

Ｓは見ている、と朴さん言われました。 

 

 ニュースは千葉猛さんの担当でした。 
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 ベント副大統領が 38 度線を視察、大統領代行と会談、北朝鮮に懲罰的な措置で一致、北

朝鮮にあらゆる選択肢があると迫り、中国の影響力に期待しても、だめなら同盟国がやる、

ＡＳＳ総理は弾道弾対策にアメリカの力も貸してほしいと、北朝鮮対策でアメリカと全面

協力、有事の際の朝鮮半島の邦人についても、保護すべきかスクリーニングするというもの

で、朴さん、日本は難民を受け入れず、朝鮮半島有事だと難民対策が必要になり、アメリカ

の言いなりになるのはここまでやるのはどうか？ 日本も朝鮮半島有事の際の自衛隊、後

方支援のシナリオが必要で、ミサイルを撃たれた際のシェルターもなく、シナリオなしでア

メリカの言いなりは問題と言われました。 

 共謀罪、対象の犯罪を絞り込んだと言うものの、民進党山尾氏は、これまでと数え方が違

い、往来危険が入り、過去と同じにカウントすると 300 を超えると指摘し、金田法相はち

ゃんと答えず、山尾氏、国民を騙すと批判しているのです。山尾氏、共謀罪に含まれる犯罪

の妥当性、テロ対策に関係ない森林法も入り、金田氏は、保安林で盗むものを処罰するのは

テロ組織の資金源を断つものと言い？ 条約のために必要と言っても、金田氏は条約は外

務省の管轄で知らないと言い、ＡＳＳ総理は決算委員会であると不快感を示し、テレビ中継

されていたのに不安というのです。 

 山本大臣の学芸員蔑視発言を撤回、重要文化財に指定されて、学芸員を一掃したいと暴言

で、野党より辞任要求、山本氏は謝罪しても辞任は否定です。 

 朴槿恵氏を収賄で起訴、ロッテグループ他の人間を在宅起訴、朴氏の罷免に伴う大統領選

が開始、文氏と安氏の一騎打ち、保革対決の過去のものと異なります。 

 トルコで、憲法改正の国民投票、大統領の権限が拡大されて、テロ事件を受けて強いリー

ダーを求めてのものであり、社会の分断を懸念する国民の声もあります。 

 

 今週の特集、朴さんのお話、北朝鮮のことで、リスナーより、北朝鮮が何を望んでいるの

かとの質問で、朴さん核保有を認めさせるもので、中国、アメリカ、北朝鮮の関係がどうな

るか、北朝鮮の体制転換はせず、今の政権を残すために、中国とアメリカが協力して正恩氏

の排除もあり得て、リスナーより、独裁政権は倒れないのかとあり、朴さん、アサド政権と

同じで、倒れたらまた大変で、軍事オプションをアメリカはせず、日本は軍事オプションに

闇雲に賛成してはいけない、ＡＳＳ総理はアメリカに条件を付け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。 
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[civilsociety-forum:16063] 

関西テレビみんなのニュース 報道ランナー（2017/4/17） 大阪の活断

層と地域のコミュニティによる防災＆毎日放送ＶＯＩＣＥ 防毒マス

クが北朝鮮情勢で需要逼迫！  

 

 

 2017/4/17, Mon 19:00 

 永岡です、関西テレビの、みんなのニュース報道ランナー、熊本大地震本震１年、大阪で

の防災について取り上げられました。 

 熊本大地震は、活断層＋弱い地盤→大被害で、これは関西も無縁ではなく、関西大学の河

田 恵昭先生（人と防災未来センター前所長）は、大阪は上町断層の地震が何度も繰り返さ

れて、それによる地盤の隆起で坂が出来るなどしており、国は関西でも 4 つの活断層が危

ないと指摘して、その中に大阪府を縦に縦断する上町断層があり、活断層と軟弱地盤は熊本

と全く同じ、地盤の研究をされている河田さんは、熊本だと震度 7 が 2 回でも、このよう

な軟弱地盤により、道を隔ててある家は全壊、ある家は無事などのことがあり、これは大阪

でも無縁ではないと言われます。 

 そして、熊本で生きたのは、地域のコミュニティ、身近なつながりで、地域の皆さんが顔

見知りであり、これにより助け合い、震度 7 が 2 回でもあの被害で済んだところはありま

す。が、大阪には、そんなところは少なく、東住吉区では、災害時に助けの必要な一人暮ら

しのお年寄りがいる家に、何もなかったら家の前に黄色い旗を立てる＝旗がなかったらア

カンと地域が気づくものであり、もちろんボランティアの皆さんが活躍されるものの、ボラ

ンティアも高齢化して、リーダーも 60 代であり、そのために、若い世代に防災を引き継ぐ

取り組みもあり、中学生、高校生を招いての防災セミナー、地域のつながりの確認などして、

参加している中学生は、防災センターに参加して、非常用持ち出し袋の中身を再検討して、

これは親御さんにも影響を与えています。 

 しかし、大阪でこのような取り組みをしている地域は少なく、先の河田さんも、災害時の

コミュニティの問題を問われて、今日のゲストは元外務省の宮宅邦彦氏、戦争準備法案では

安倍政権擁護をしていましたが、このような番組のために大阪に来て、温かいつながりを感

じても、それでも不足とのコメントもあり、また三重県＝南海トラフ津波の直撃を受けると

ころでも、まだまだのところがあるというのです。 

 私も災害弱者、外を一人で歩けない高齢の母もいて、南海トラフ地震では生き残れるか不

安ですが、しかし地震は日本最悪の脅威で、どこぞの国と違って確実に来る＆予測不可能で
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あり、地震対策は国防の急務だと思うのですが…このまま南海トラフ巨大地震が来たら、国

防どころか酷某です（泣）。 

 

 また、山本大臣の失言、毎日放送ＶＯＩＣＥでも取り上げられて、この番組のレギュラー

のデーヴィッド・アトキンソンさんの知り合いで、文脈を見ていないと言うものの、神戸学

院大の中野さんは、政治家としての発言に問題があり、学芸員は研究して施設を守っている、

これをちゃんと知るべきと言われました。 

 さらに、ＶＯＩＣＥでは、北朝鮮のことで、防毒マスクの需要が増えているとの報道があ

り、ＡＳＳがサリンを弾頭につけると言い、北朝鮮は化学兵器を持っているといい、シリア

では化学兵器使用→ミサイルで、興研というメーカーに、ガスマスクの問い合わせが殺到、

顔全体を覆うマスク、最低 15 分使えるもので、24000 円、有事に備えて、簡易版は 8500

円、サリンやＶＸに使用できて、普段は受注生産の商品がフル生産で、デスクの三澤肇さん、

女性の問い合わせ＝子供を守るためが最多、会社員が従業員のためというもので、北朝鮮は

世界 3 番目の化学兵器所有と言い、中野さん、日本政府の情報能力が問われて、安倍総理

が突然サリンといい、菅長官も同じことを言い、内閣の失言や、森友学園の問題から目をそ

らすためにこれを利用していると司会の西靖さんも指摘されました。 

 先週の日刊ゲンダイで、北朝鮮のことで、防衛産業の株が上がっているとの記事があり、

古い話ですが、オウム事件の際に、ガスマスク会社（自衛隊御用達）の株が上がったとも噂

の真相に記事があり、しかし、戦争したら、故・野坂昭如さんが、日本のような細長い国は

守り様がないと 10 年以上前に言われており、こんなことをしていたら、これまた国防では

なく酷某だと思うのですが…以上、報道ランナーとＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16061] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/4/17） 青木理 安

倍政権の治安政策、共謀罪、不特定秘密隠蔽法、盗聴法を語る、暴力

装置に歯止めがかからない！＆代表代行を辞任した細野氏 vs青木さ

ん  

 

 

 2017/4/17, Mon 17:01 
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 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。 

 

 オープニングは熊本大地震本震１年、現地から大谷正美ディレクターの報告がありまし

た。大谷さん、土曜日の朝に益城町に入り、追悼式の取材、木山仮設団地を取材、本震のあ

った時刻に、竹灯籠の集会に参加されて、16 日は南阿蘇村を取材、ザ・デイプロジェクト

を取材されて、被災者の 1 年は、様々なお話を聞けて、仮設団地にいる 46 歳の女性、自宅

が全壊で解体待ち、しかし解体しても、土砂災害危険地域で戻れず、復興住宅に行きたく、

仮設団地は周りの人もいて、スーパー、病院も近く、不便は、隣の話し声、テレビの音が気

になる、周りから仮設住宅を悪く言う声があり、被災者になると見方は変わり、阪神・淡路

大震災や東日本大震災は他人事であったのが、つらかった、阪神・淡路大震災、東北の皆さ

んのメッセージが心に響き、1 年経って、東日本大震災など、他の地域で災害ならボランテ

ィアに行きたい、また祖母を亡くした23歳の女性、少しずつ前を向いて歩こうと言われて、

祖母の死を受け入れられず、益城町に行けばまた会えると、祖母の分まで、悔いの残らない

ようにと言われて、皆さん明日に向かっており、震度 6 と震度 7 で被害は全く異なり、み

なし仮設（アパート借り上げ）と仮設住宅は異なり、周りの方とのコミュニティが形成しず

らく、仮設団地は安心できるというもので、仮設住宅を悪く言うのは、物資が届いて、一般

の家の人からもらえていい！ という妬みがある、しかしこの 3 日間、必死に前を向こう

と言う姿勢があると大谷さん締めくくられました。 

 

 ニュースランキング 1 位は千葉での女児遺体遺棄事件、2 位は北朝鮮であり、ペンス氏が

38 度線を視察して、これについて青木さん、ＡＳＳは対話と圧力による解決と言っている

意味、今回のケースは北朝鮮が話したいのはアメリカで、日本にできることは少なく、しか

しＡＳＳはトランプ大統領と軍事オプションもあると言うのを心強いと言う、北朝鮮はサ

リン弾頭と、危険を煽る、軍事オプションを歓迎していたのが、軍事オプション時の被害は

中国、韓国、日本もただものではなく、特に韓国と日本の立場、韓国は大統領選で、軍事衝

突は絶対にアカンと当然ながら各候補は言っており、北朝鮮、アメリカは何を考えているか

わからず、中国と日本が外交で解決すべきと言われました。 

 

 民進党細野氏がデイ・キャッチ！ に生出演、執行部との憲法への考え方が違うため、離

党は否定し、民進党の離党ドミノとも報じられて、細野氏は電話出演、代表代行をなぜ辞め

たか、憲法は国の基本で、執行部で自分の考えと合致せず、執行部の考えは理解できて辞表
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を出して、リスナーより、憲法に関する執行部との対立というものの、代表代行になる前か

らわかっていたはずとの質問で、細野氏、蓮舫氏の代表で推して、それから政治は変わり、

細野氏は留まるのが難しいと言い、さらになぜこのタイミングでの辞任か、細野氏、考えの

溝が埋まらなかったというのです。 

 青木さん、この時期に憲法の考え方で辞任とは、細野氏はＡＳＳ政権下での憲法を変える

ことに賛成かと問われて、細野氏はどの政権でもいい憲法改正なら賛成する、幼児教育の無

償化は国民の理解が得られるというもので、強啓さん、蓮舫氏はＡＳＳ政権での改憲に否定

と言ったことについて、細野氏、市民連合での討論で、ＡＳＳ政権での憲法改悪には反対で

あり、青木さん、ＡＳＳ政権を支持する人はいても、危機意識を持つ人も多く、野党はしっ

かりすべきで、そして長島氏の離党に続いて、最大野党ががたついたらアカンのではと指摘

されて、細野氏、森友学園問題は政権のゆるみであり、野党が糺すべきで、しかし民進党の

支持率は上がらず、国の基本的なことに野党からメッセージが出ない、北朝鮮への対応もあ

り、頼りになるなら支持率は上がると言い、青木さん、蓮舫・野田体制についてどう思うか

と問い、細野氏、蓮舫氏は頑張っており、民進党の問題と言い、強啓さん、代表代行は辞め

ても、新しい政党にするのかと訊かれて、細野氏、辞表を出したところで、憲法のことも発

言したいと言い、強啓さん、7 月の都議選で足並みが乱れていると見られると指摘されて、

細野氏、都議選は厳しく、仲間には党を離れた人があるとして、リスナーより、民進党には

党の方針についていけない人がいるなら、細野氏が新しい政党を作れとあり、細野氏、受け

皿が必要で、民進党が政権を担えるようにと言い、またリスナーより、静岡県知事選に出た

らとの声があり、細野氏、知事は重く、県民の生活もかかり、静岡県知事選には出ない、川

勝知事を民進党は支えてきて、出馬表明を待っていると言い、青木さん、自民党は強くて選

挙に強いと路線が違っても付いてくる、民進党は逆と指摘されて、細野氏、憲法へのこだわ

りがあり、この問題のみで判断したと言い、青木さん、蓮舫体制になって、幹事長に野田氏

を選んで多くの人ががっかりした、民主党崩壊の責任者の野田氏を要職に就けたことを問

い、細野氏、野田氏に不満はなく、党全体の問題と言い、青木さん、そんな悠長なことを言

っている時か、民進党は今の体制で行くのか、党の再編かと訊かれて、細野氏、国会がある

と言い、青木さん、国会後には政局かと問われて、細野氏、共謀罪もあり、現場をやりきる

と言い、強啓さん、憲法以外に何があるのか、自民以外の受け皿について問われて、細野氏、

内政は社会的に厳しい立場の人に配慮すべき、安全保障、憲法には現実的な対応をすべきと

言い、強啓さん、民進党に喝を入れて、国民が期待できるのかと問われて、細野氏、国会議

員一人一人が問われて、安倍総理一強への責任は感じて、青木さん、それなら辞めて面白く

ないと突っ込んで、細野氏、考えて行動すると、禅問答のようになったと締めくくられまし
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た。強啓さん、方向が見えるかと思ったが、青木さん、党を割ることも考えていることを含

めての辞表であり、しかし様々な失言、森友学園の問題があり、一強状態は良くなく、対抗

勢力があるべきで、期待している人がいることを肝に銘ずべきと言われました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、共謀罪、不特定秘密隠蔽法、盗聴法（通信傍受法）について、

青木さんが改めて安倍政権の治安対策について語られました。青木さん、共謀罪他 3 つに

ついて取り上げて批判してきたものであり、しかし今回は賛否を離れて、ＡＳＳ政権の治安

政策を考える、秘密隠蔽法は治安上で作られたもので、盗聴法は限定→拡大、盗聴捜査の全

面解禁という学者さんもいて、共謀罪、客観的な事実は、治安機関、警察の権限を増やすも

ので、賛成する人は、安易に治安当局に武器を与えていいのか？ 警察、自衛隊は行政組織

だけでなく武力を持ち、警官は武器を持つ、機動隊は権力を持ち、実力組織、自衛隊もそう

であり、自衛隊も暴力装置であり、自衛隊は軍事組織、警察もそれに準じる力があり、これ

らを民主的にコントロールしないと、反動的な方向に暴走して、警察も盗聴捜査をやる、自

作自演の爆弾事件もあり、警察の大半がまじめでも、一部でも暴走したら国民に大変なこと

になり、盗聴法などがいるとするなら歯止めをちゃんとすべきで、秘密に歯止めをかける感

覚がＡＳＳ政権にない→武器を暴力装置に与えており、自民の政治家は警察を信用しろと

共謀罪で言ったが、信用するしないの前に、制御のための歯止めをＡＳＳ政権はもたず、あ

る種の平和ボケ、戦前軍部が暴走して、それの歯止めをかけた反省がなく、後藤田正晴氏が、

日本に情報機関は要るかと訊かれて、必要だが、今の日本の政治では歯止めがかけられない

と、公安警察にいた人が、警察を政治が制御しないと危ない、武器を与えるなら歯止めをか

けるべきで、それがＡＳＳ政権にないのは気になると言われて、強啓さん、内部だけでなく

国民に公表してコントロールすべきと言われて、青木さん、秘密隠蔽法の適性のチェックが

必要で、政治が把握しないと、警察、自衛隊は暴力を持ち、暴走した場合の被害は大きく、

共謀罪に賛成するというなら、この権限を与えて制御不能になったらどうするのかと考え

るべき、30 万の情報組織は警察以外になく、保守系の政治家も急所を握られると、青木さ

ん警告されました、以上、青木さんのお話、デイ・キャッチ！ の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16059] 

朝日放送おはようコール（2017/4/17） 伊藤惇夫が日本の北朝鮮対策

の無策と千葉での女児遺体遺棄事件を語る  
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 2017/4/17, 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。 

 

 今朝の新聞一面紹介、朝日は北朝鮮弾道ロケット失敗、毎日、産経も同じ、狙いがわから

ず、アメリカの副大統領韓国訪問直前の軟化か？ 読売は熊本大地震本震１年、まだ 44000

人が仮設住宅にいる、日経は景気拡大が家庭に波及していない、です。 

 

 その北朝鮮のこと（トランプ大統領が恐喝しているのですが？）、ロケットは祝賀行事の

翌朝に発射しても発射直後に爆発して失敗、朝鮮半島情勢の緊迫する中、故・金日成氏の生

誕 105 年の 15 日、正男氏は黒いネクタイで参加、アメリカの挑発→全面戦争、核戦争と

息巻いて、パレードでは新型兵器などを初公開して、特殊部隊も初参加、しかしロケットは

大失敗、式典の取材に来ていた海外メディアは自国の報道で知ったもので、準長距離のもの

であり、北朝鮮はロケット発射などを繰り返して、失敗の連続、核実験は準備が出来ている

のか？ 昨日の発射は、ペンス副大統領の韓国訪問に合わせてか？ これについて伊藤さ

ん、今回の発射は正男氏にはギリギリの選択、アメリカに行くようなものをやる、核実験→

アメリカにやられる、しかし何もしないと国内にアピールできず、国内アピール＆アメリカ

に攻撃されないものをやったと言われて、日本は中国の大使館経由で抗議、20 日に北朝鮮

人民軍創設記念で、伊藤さん、アメリカのトランプ大統領が何をするのか？ アメリカの挑

発に引かない、チキンレースでの選択、アメリカは発射を予想していた節があり、北朝鮮は

中国頼みのところがあり、キーは中国、日本は抗議しても、それ以外の外交的な努力は何も

せず、傍観者ではなく、日本はアメリカと中国に任せっきりで危機感のみ煽るのみ、安倍総

理はサリンを飛ばすと言っても何も対処せず、危機感のみ煽って何もしない、日本独自でな

にか北朝鮮にやるべきと言われました。 

（ちなみに、ＡＳＳ総理は、北朝鮮からサリンと言いながら、一昨日は桜を見る会を芸能人

とやっており、これへの批判がリテラにありました、 

     

http://lite-ra.com/2017/04/post-3079.html 

 

http://lite-ra.com/2017/04/post-3079.html
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 これは、瀧本邦慶さんが、自分たちが戦っている時に将校たちは銀シャリを食べていたと

言うのと同じ、ＡＳＳ政権の体質は太平洋戦争時と同じのようです） 

 千葉で、小学生女児の遺体遺棄事件でＰＴＡ会長が逮捕されて（殺人容疑ではない）、遺

体遺棄容疑で 14 日に逮捕、同じ小学校に通う二人の子供の父親で、女児が通う際に、容疑

者は通学路におらず、事件時、女児の家の近くに容疑者がいて、容疑者の軽乗用車とキャン

ピングカーのことが防犯カメラに映り、行方不明時に軽乗用車で連れ去り殺害の容疑があ

り、キャンピングカーは数年前から動かしていなかったのに、今回動かして、あまりに近い

ところに容疑者がいて驚き、現場の遺留物とＤＮＡが一致、容疑者は市の少年補導員もやっ

ており、地域の防犯はどうすべきか？ 一度事故が起きたら被害の拡大を防ぐために集団

登下校、ちなみに欧米では通学の保護者による見守りが当たり前で、ボランティアを監視す

るわけにもいかず、これについて伊藤さん、容疑者は過去に問題のある行動はなく、何も警

戒する要素がなく、事件を防ぐべきでもこのような事態だと防ぎようがなく、知らない人に

ついて行ったらダメと言っても今回は顔見知りであり、近いところに容疑者がいて衝撃的、

日本の見守りはボランティアで、保護者の見守りも共働き世帯だとできず、警備員を雇うに

もお金のかかる問題に言及されました。 

（なお、遺体遺棄容疑で殺人の犯人視することへの批判も、弁護士の方からＳＮＳ発信され

ています） 

 本日の気になる新聞記事、朝日 35 面、学芸員は一掃しろと山本大臣が暴言、観光客に暴

言、伊藤さんこういう大臣を一掃すべき、安倍政権は支持率は高いが人選はムチャクチャ

（稲田氏、金田氏、今村氏 etc）と言われました、以上、伊藤さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16048] 

ネットワーク 1・17（2017/4/16） 熊本大地震 1年 高齢被災者の

今、冨田幸子さんのお話  

 

 

 2017/4/16, Sun 06:03 

 永岡です、第 1062 回ネットワーク 1・17、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。 
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 今回のテーマは日付から見て分かるように熊本大地震 1 年、熊本大地震 1 年、リスナー

より、地元の方々は今も大変、日常を取り戻してほしいとメッセージがあり、熊本大地震で

は 255 人が死亡して、熊本県知事も地震が来ないと思っており、仮設住宅に 47000 人がま

だ住んでおり、被災者の生活はどうか、民生委員をされる冨田幸子さん、震災後も自宅にお

られる高齢の被災者のことを気遣われて、仮設住宅には支援が来ても、孤立した在宅の高齢

者を気遣っておられて、冨田さんのお電話でのお話がありました。 

 1 年前、2 回の震度 7 を経験した熊本で、民生委員は地域の見守りをされて、冨田さんの

お話、1 年前益城町で、入浴と思ったら地震で、テレビが横にずれて家具が倒れて停電、余

震が続き、家は全壊、解体して更地になり、上下水道が使えず生活できず、地震後車中泊を

2 か月、今は熊本の東で暮らして、避難所には行かず、猫を飼っており、車に連れ込めず、

軒先で 1 か月半暮らされて、家はやっと解体、家の周りにブルーシートはまだ残り、更地

になったところも多く、残った家がぽつんぽつんとあり、熊本の県道の 4 車線化が計画さ

れてそこには家は建てられず、解体された更地が続き、地域により復興の足並みは揃わず、

一面の更地に壊れた家がポツポツ、被災しても住める家が残っているアンバランス。 

 集落は寂しくなり、仮設住宅では地域でまとまれるか？ 18 の仮設は町のニーズに合え

ず、高齢者、子どもがいるなどのことでニーズを優先して、1 世帯だけの仮設もあり、みん

なバラバラであり、仮設は最大 500 世帯、最小で 6 世帯、町に大きな空き地が少なく、と

もかく仮設住宅を、土地を借りてやっているために、一気に出来ておらず、高齢者などを優

先して、こうなった。 

 冨田さん、民生委員をして、1 回目の地震時には高齢者は家にいても、2 回目の時はみん

な避難所に行き、そこで安否の確認をして、あの人もいると言うことで、避難所で会って、

とにかく無事を確認、大丈夫よ、であり、そうして冨田さんは地域サロンの 30 名を優先し

て回り、遠くの避難所に行った人のこともチェックして、みんなバラバラであり、不安で、

顔見知りが会いに行ったら喜ばれて、安心して帰ることができた。 

 避難所は解消されて、冨田さんの町は地域サロンがあり、それで無事を確認できて、地域

サロンは介護関係のことをもう 100 回やっているもので、去年は 4/13 に地域サロンをし

たところ、6 月から、公民館が壊れて、消防団の車庫を借りて、近況報告はして、公民館で

出来なかったことをやり、30 人近く来ていたイベント、ボランティアも含めて 40 人集ま

り、話が尽きることなく、みんなが元気、安否確認して、地域サロンは公民館も 8 月からや

れて、11 月から病院にボランティアが来て、月 2 回地域サロン出来て、しかし仮設住宅に

散らばり、そこでしんどい人もあり、冨田さんは参加したい方を送迎して、多くの民生委員

と一緒にやり、昼間家族が仕事で、一人でいる人が多く、閉じこもる人が多い、隣近所がな
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くなり、住民同士の行き来がなくなったためで、孤独死は、仮設住宅に常駐の人もあり、み

んなの目も届くものの、仮設住宅以外は冨田さんたちだけではカバーできない。 

 在宅の被災者、家は壊れても、住めているだけで、元通りの生活の出来ている人はなく、

被災者として見守り、支援は必要であり、周りに買い物をする店もなく、スーパーも仮設店

舗のみ、壊れた道を行くので、高齢者は大変であり、広い更地にポツリポツリと残った中に

被災者がいて、隙間がある、雨漏りがする、周りの若い人は、昼間は仕事で残らず、住民票

は益城町に残して別のところに行っているので、実際にいる人はずっと少ない。 

 冨田さんは、家の再建、元のところに必ず帰る、高齢者と関わることが多く、子どもが別

の家にいて、復興住宅も早くできたらありがたく、高齢者との地域サロンでは、地震のこと

にはあえて触れず、道で会ってもあいさつのみであり、復興住宅が建つのか、300 戸の計画

があると報じられても、仮設を建てるのに精一杯で、役場も被災して、仮庁舎、公民館を借

りるなどの状態で、大変であり、千葉さん、元の家の再建について聞かれて、冨田さん、み

んな帰りたい、高齢者は復興住宅が出来てほしい、高齢者で家を再建するのは 80 代だと無

理で、しかし子供の家に行くより、益城町にいたく、益城町は地下水が多く、家を建てるの

に大変、家の再建に、水が湧き出て再建を断念した例もあり、まだしんどいものであり、地

下水が多くて、水脈が変わり、建て直しには地盤調査が必要で、まだ建てられない。 

 まだ、家の再建には時間がかかり、今の仮設住宅は仮住まいで、家に帰りたい。 

 在宅の被災者は、民生委員だけではマンパワーが足りず、もっと見守りが必要で、1 年経

って小学校が入学式、昨年も 4/13 に遠足、小学生が地震のにおいがすると、桜の咲いた風

景が地震を五感で感じて、これが毎年来るものの、今年は遅めの桜で、入学式に満開で、熊

本はきれいだと冨田さん締めくくられました。 

 今週の内容、千葉さん、小学生が地震のにおいというのに触れられて、野村さん、地震の

ことを忘れてはいけないと言われました。野村さん、熊本では学校の給食センターが被災し

て給食を提供できず、民間の弁当でやっていたが、熊本市の給食センターが 1 年ぶりに再

開して、鍋の底をすくいとるまでになり、給食センターは用地確保で苦労しており、子供た

ちの心のケアは、食のケアがそれになるのです。以上、今週のネットワーク 1・17 でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16043] 

市民のための自由なラジオ（第 55回）（2017/4/15） 焼却が文化を

消し去る、ゴミになりそうになった廃校を空間絵本に変えた絵本作家

の平和論 田島征三さんのお話  
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 2017/4/15, Sat 12:05 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！第 55 回、今週は詩人のアーサー・ビ

ナードさんの司会で放送されました。アーサーのワカルラジオです。アーサーさん久々の登

場です。 

 

 今朝の毎日放送ラジオの、しあわせの五・七・五、しあわせの風景、毎日新聞特任編集委

員の近藤勝重さん、サンデー毎日のつぶやきという本が出て、週刊誌の名前につないで、燦

泥舞日のつぶやき（http://www.gentosha-book.com/products/9784344911727/ ）、柴原茂

さんのこと、この番組の常連、抱き上げた こともあったと 妻を見る、舞鶴から雪をかき

分けてこられて、大女優 僕と一緒に 年を取り、とも詠まれて、性別も 年の差もない 

老後かな、柴原さんの出された本で、男って アホやと妻が ドラマ見てなどあり、近藤さ

んも共感できるエッセイも多く、柴原さん戦争を体験して今の時世を憂い、平和は希求する

ものであり、願い求めるもので、軍事力で平和は構築できないと、柴原さん、生まれて大変

な時代を生き抜かれて、毎日新聞の健康川柳も投稿、毎日新聞の新聞少年もされて、毎日新

聞、サンデー毎日、健康川柳は万能川柳よりうまい、遅くから始められた句が多く、柴原さ

ん、老いて気付いたものが多く、歳とともに味が出て、川柳に留まらず、我流、何かたまっ

たら郵便局に行く、町中に 1.5km 歩いて行き、健康川柳にしろ、脳トレとともに脚トレで

あり、近藤さん感激、往復 3km の道のりを一句とともに行かれて、その間に町中の風景を

楽しまれて、近藤さんはすぐ近くの郵便ポストに行くが、柴原さんの作品への思いが感じら

れて、1.5km にどんな思いをしているのか、定年半年後に脳卒中で倒れられて、川柳なら

いけると、健康のたしなみがあり、戦争を幼少期に体験して、平和は軍事力では得られない

と、その中でも健康川柳が素晴らしく、水野さん、しあわせの五・七・五のところに句集の

届けられたこともあったと締めくくられました。 

 

 アーサーさん、今あなたはどんな街でどんなラジオで聞いておられるかと言われて、アー

サーさんは 3 回目の司会、ゲストの人選を考えて、何か月も経って 2017 年になり、しか

し待った甲斐はあり、今回のゲストは絵本作家の田島征三さん 

 （http://www.geocities.jp/djrnq642/ ）、戦争体験から、5 歳で疎開先で敗戦、ゴミ処分

場計画反対などを通しての、田島さんの平和観を語られます。田島さんは絵本、紙芝居も作

られて、アーサーさんの仕事の土台になっているのです。単なる依頼で書いたものではなく、

http://www.gentosha-book.com/products/9784344911727/
http://www.geocities.jp/djrnq642/


  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

97 

 

はらわたから出てきたものなのです。今回は田島さんのところに行かれての取材です。 

 田島さんのお話、昔話の力太郎、アヒルの王様などあり、皆さんどこかで作品に出合って

おり、田島さんの絵は子供が描いたのかと思うものもあり、人生経験に裏打ちされて、長生

きしても子供のような絵の描けるものであり、田島さんは敗戦時、関空の今ある場所に疎開

されて、日根野というところ、飛行場があり空爆されそうな場所で、Ｂ29 の操縦士が見え

るほどの低空飛行、父親が飛行場で働き、狙われてドロドロになり帰ってきて、夏の日に、

日本が勝ったらしいとバカなことを聞いて、しかし何を言っているのかわからず、そう思っ

ている人がいたのは、田舎で情報がなく、田島さん、双子の兄と公園で座って、日本が勝っ

たと言い、しかし父親は中国大陸でひどいことをやっていたので、戦犯として捕まるかと、

敗戦の 8 月に高知の山奥に逃げ込んで、汽車は満員でガラスを割って田島さんたちを乗せ

て、自分たちはデッキにいて、田島さんも栄養失調、青い顔で迷惑そうに見られて、泣き始

めたら、親はいないのかと言われるほどであり、高知に逃げて、汽車から降りて何も食べて

おらず、悲惨な状態で、親戚の家まで歩き、田島さんより少し上の子が田島さんを突き飛ば

して、大人がその子を押し倒し、泥棒と、サツマイモを盗んだ子供を押さえて、町には戦災

孤児があふれて、田島さんはおなかが空いても親がいたが、親のいない子供も多く、野坂昭

如さんの火垂るの墓のように栄養失調で死んだ人も多く、田島さんはその後、何とか食べ物

のある場所に行けて、農業高校の畑があり、根か芋かわからないものを何とか手に入れて、

母親に炊いてもらったもの、アーサーさん、田島さんの話を聞いて、貧困にあえぐ中でも、

楽しく苦しむ知恵と生命力を感じた言われて、そして田島さんが絵を描くようになった経

緯は、子どもの頃、姉が小学校に入り、教科書がなく、古い教科書を消してやり、しかし図

画の教科書にはそういうところは少なく、椿の絵があり、大変に美しく、こんな絵が描けた

らと、努力してもなかなかうまくいかず、子供たちが農家であり、農家は庭が広く、子供た

ちが地べたにいて、みんな戦車や軍艦を描いていたが、田島さんはそういうものは描けず、

機械類、自動車は描けない、鳥、虫などの絵を描きたい、しかし下書きが必要と言われても、

絵の具でいきなりやるもので、鋭い鋭利なものは描けず、動物でもあまり威勢のいいものは

描かず、何をモデルに描いているのか？ スケッチもせず、田島さんと仲良くできる、落ち

こぼれのような、走るのも速くない、飛ぶのも速くないものを描き、いかにぐちゃぐちゃに

描くか、何かやって結果として動物になるものを描きたいのです。偶然性が必要で、偶然を

作る、偶然の方向に一路向かっており、絵は社会と切り離して成り立たず、政治、経済とは

無縁ではなく、体験をして、うまく本が売れず貧乏になり、沖縄ではこんなことが起きてひ

どい、アメリカで変な大統領が出たと思ったら、自分がもっとみっともないと思うと、絵の

中に何か出てくる、時代に生きているものを反映するもので、それがないと不自然、伝わら
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ず、不条理なことに、闘う、みなさん頑張ろうという絵は描かず、しかし見て、いいのかな

ぁと思ってもらえる絵に、と言われるのです。 

 田島さんは 1940 年生まれ、1969 年に東京都の西多摩の日の出に移り住み、家畜を買う

などして、その中で面白い作品も出来て、そして、大変な問題がのしかかった、移り住んで

20 年、1989 年に、日の出の谷に巨大な処分場を作る計画が出来て、田島さんや奥さんの

闘いのこと、日の出のもりを助けて、という田島さんの本があり、闘いの中で生まれた本で、

森の中に土地を買い、行政の計画する土地にやるのは困難でも、反対というのはしんどく、

本をコッソリ売ってもらい、行政はエゲツなく、結果的に強制収用であり、動物の豊かな世

界を聞いていると、出来る絵は町の中でアトリエで描くものとは異なり、木の実も使ってい

る、ブルドーザーと闘っても、アーティストであり、何かやりたいとして、みんなが討論す

る間に絵を描いて、それは当時、作品の中に生きて、しかし日の出の森はなくなり、今はダ

イオキシンまみれ、放射能もあり、しかしあそこにあったものは田島さんの目に焼き付いて、

Ｃ・Ｗ・ニコルさんたちが来て、闘っているというとギスギスするものだが、文化、自然破

壊に対して文化を守ってほしいと、様々な方が協力、提案してくれたものです。 

 ここで音楽、おおたか静流 花です。これは you tube にありました。 

   https://www.youtube.com/watch?v=pzXG2uAQWU0 

 

 後半のお話、田島さんと話すと、文化という言葉がキーワードとして出て、アーサーさん、

文化は憲法 25 条、健康で文化的な生き方を認められて、田島さんが 25 条を意識していた

かはわからないが、自然界にも文化の概念はあり、日の出の森がダイオキシンと放射能でけ

がされたことで、基本的動物権、植物権、人権の否定で、文化の反対語は、燃やすこと、捨

てること、文化の全面否定、日本の中で、絵本作家に何ができるのかであり、田島さん、日

本で何かを守る、残すことになると不利というアーサーさんの問いに、田島さんは古いもの

を守っても何も残らないと言われて、アーサーさん、日本の文化の衰退、悲惨な袋小路に入

ると言われて、田島さん、文化について理解している人は少数で、圧倒的多数は生活が大変

というものに行ってしまい、そんなにお金が儲からず、贅沢もできず、敗戦後、食べ物もな

かった時、国破れて山河在りは自然があったからで、今はセシウム、ストロンチウム、ダイ

オキシンだらけであり、自然のあった方が幸せであったのに、川はコンクリートまみれで、

汚染された自然では未来がなく、しかし田島さんもアーサーさんも何とか未来を信じて、何

かに希望を見出してやっており、田島さんはダイオキシンのためにがんになり、手術して、

医師は抗がん剤をと言っても拒否、海の風、生きる力を駆り立てるもので、木の実が落ちて

いる、立木がある中でものづくりをしていたら、生きる力がかき立てられて、子供たちが絵

https://www.youtube.com/watch?v=pzXG2uAQWU0
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本を見て、子供たちは多かれ少なかれ内部被曝して、それに打ち勝つものを、未来への希望

を、と言われて、アーサーさん、これ以上破壊されないように、放っておいたら次の原発事

故、今度は鹿児島か伊方かと言われて、田島さん、伊方の事故なら瀬戸内海は大変で、瀬戸

内海は放射能のスープになってしまうと言われて、アーサーさん、それを防ぐ力はアートに

あるかと言われて、田島さん、ポスターで原発を止めようというものが効果的か？ 大東亜

共栄圏のポスターも力を持っていた、プロパガンダは浅く、危険で、そんなものにアートを

使うべきではなく、小さな生き物がどんなに愛おしいかを知るべきであり、それは技術によ

るものではなく、アーティストがどのように生きてきたかが問われると言われて、アーサー

さん、田島さんの作品で、いいものだと細胞が踊ると言われて、田島さん、今創作中、虫け

らの旅、虫ではなく虫けら、ひどい目に会うがあきらめず旅をつづけるものであり、希望の

村に行けると思い、多足類、足をもがれても進むものであり、シリアのアレッポで人々が殺

されて、さまよう少年をイメージして作ったものであり、汽車の窓を割って放り込まれた人

間の意味、こんなことで泣くか、頑張っている虫けらであり、へこたれない、虫けらはこう

来たらこう来たか、という強さがあり、アーサーさんもそう生きるべきと言われて、アーサ

ーさん、多足類、田島さんも足がもげてもまだやるというものだと、力強く生きられて、田

島さんの本で繰り返し読んでいるのは、森にとりついた悪魔、これは詩集、田島さんは詩人

とは名乗らないが、詩集であり、清掃工場、処分場のことも取り上げられて、燃えるゴミが

燃える、燃やしてはいけないゴミも、毒素を含んだゴミも燃える、三波春夫のＣＤも燃える

など、一つ一つは衝撃で、焼却は、文化を破壊するものであり、言葉の違和感があり、燃や

すごみ、可燃ごみなどと貼ってあり、全て燃やす前提でやられているのに怒り、アーサーさ

ん日本に 27 年いてまだ引っかかり、田島さんはこれに全身全霊をかけて、絵本に美術に、

何ができるか、廃校になった学校を、田島さんは美術の現場として再生して、面白いものに

して、新潟県十日町市にあり、アーサーさんもそこで実験したいと言われて、田島さん、新

潟の廃校、家があり田んぼがあり、2005 年に廃校になった学校、最後は 4 人の子供たちが

いて、新入生がなく廃校、3 人の子供たちを主役にした空間の絵本を作り、空間に漂うもの

を体験できる、廊下に自転車があり、それをこぐと太鼓が叩かれて、十日町は中越、音楽祭

に 4 人で太鼓をたたくものであり、音楽祭で競い、4 人の学校が最高で、うまいより個性

的、中越の学校関係者が驚き、自転車をこぐと、人力で太鼓が叩かれる、流木で出来たばち

でたたくものであり、田島さんは森の動物を仲間として描き、田島さんの作った美術館も冬

眠して、おなかを空かして、その美術館に、アーサーさんも行く、リスナーと十日町で会え

たらいいと、アーサーさん締めくくられました。 
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 リスナーの声があり、アーサーさんの言われるテレビ＝国策紙芝居に共感して、自由なラ

ジオは文化的な視点からやることに賞賛もありました。これからも、自由なラジオは純粋な

気持ちで、田島さんの大切にされる文化的な視点を続けたいと言われました。日本では文化

が破壊されており、大阪だとオーケストラや文楽をぶち壊して賭場（カジノ）、これは焼却

なのだと感じました、今の安倍政権と維新は、まさに焼却をやっていると感じました、以上、

今週の自由なラジオでした。 

 

 

[civilsociety-forum:16039] 

朝日放送おはよう朝日土曜日です（2017/4/15） 松村昌廣 トランプ

大統領のシリア、北朝鮮戦略を語る  

 

 

 2017/4/15, 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、今月 6 日、シリア攻

撃、さらにアフガンに最強爆弾を使用した、トランプ大統領の思惑について、桃山学院大学

の国際政治学者の松村昌廣さんのお話がありました。スタジオでも緊迫しているとの声が

あり、トランプ大統領の目的は何か、松村さんは一貫して公約の実現と言われて、しかしア

メリカファーストの意味は、何十年もアメリカが世界に軍事介入して、それでアメリカは疲

弊して、軍事力の引き上げを画策して、しかし世界へのかかわり方を変えるもので、シリア

について、化学兵器による空爆を、アサド政権がやったとして、アサド政権の拠点を空爆、

化学兵器使用をアサド政権は否定、アサド政権の後ろ盾はロシアで、しかしトランプ大統領

はロシアと仲が良いのに、実際には諜報機関で意思疎通して阿吽の呼吸でやり、公約実現の

ためにはトランプ大統領は何かを味方にしないとならず、アメリカを世界一にするために、

アメリカ議会を味方にしないとならず、共和党の議会は反ロシアの方が多く、トランプ大統

領は政権をとっても四面楚歌、大統領選で泥仕合であり、このままいくとトランプ大統領は

共和党から三下り半になり、4/28 に暫定予算が執行されて、予算が可決されないとシャッ

トダウン、軍隊、警察以外の公務員は動かなくなり、4/28 までに予算を執行しないとだめ

で、それまでトランプ大統領は共和党の承認のために、シリアの空爆は出来レース、攻撃の

翌日にシリア空軍はＩＳを攻撃して、ＩＳ対策は同じであり、さらにシリア攻撃にはもう一

つ意味があり、米中首脳会談時に習近平氏にシリア攻撃を伝えたら、習近平氏は動揺して、
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もう一回言ってと言い、これはトランプ氏が中国に北朝鮮を何とかしろ、シリアの友好国、

北朝鮮に何とかしろであり、背景にトランプ大統領の支持率低下があり、回復のために危機

の演出をして、これはよくあることで、大統領は軍の最高司令官、また韓国の大統領選も、

リベラル派になるのか、ともかく、これでアメリカファーストになり、アメリカと北朝鮮は

対立して、アメリカの空母が派兵させて、さらに中国はアメリカに平和的な解決を求めても、

アメリカは中国抜きでやると言い、習近平氏は追い詰められて、中国の経済も落ち込み、さ

らに台湾問題、秋には中国の共産党大会があり、今誰が降りるかのチキンレース、北朝鮮、

アメリカ、中国の本音は、北朝鮮は戦争したくなく、アメリカも戦争より、安定的な不安定

を保ちたく、一番打撃を受けるのは中国、アメリカは汚れ仕事を中国にさせたく、しかしチ

キンレースなら、降りたものが弱腰と言われて、アメリカによる北朝鮮の攻撃は、松村さん、

体制に及ばない程度の核施設の限定攻撃はある、シリアと同じ形であり、北朝鮮を少し叩く

可能性はあるが、北朝鮮の体制変化はさせない、アメリカにはできず、これは中国にさせる

ものであり、このターニングポイントは今日であり、金日成氏の 105 回目の誕生日、核実

験などをやる可能性があり、松村さんもどう出るかわからず、この構図で日本には何もでき

ないと言われました。以上、情報アップデートの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16035] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/4/14） 熊本大地震 1年、児童の

心のケアを続ける兵庫の教諭  

 

 

 2017/4/14, Fri 21:49 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、熊本大地震 1 年、被災地で児童の心のケア

に取り組まれる兵庫の先生のことが取り上げられました。 

 熊本大地震の前震から 1 年、追悼と鎮魂の日であり、現地では追悼式典、370 人が参加

して、観測史上初の、同じ場所での震度 7 の連続、死者 255 人（震災関連死を含む）、今も

47000 人が仮設住宅にいて、キャスターの小浜さんも自分のこととして受け止めてほしい

と言われました。 

 そして、兵庫県明石市の先生が児童の心のケアに取り組まれて、南阿蘇村の小学校に派遣

された男性、大谷誠さん（54 歳）、川のせせらぎが見るも無残と言われて、阪神・淡路大震
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災の際も崩落や、ビルの倒壊を見たが、熊本の崩壊には大谷さんすら言葉を失い、凄まじい

と言われて、熊本大地震で南阿蘇村では 21 人死亡、2700 棟の家屋に被害、土砂崩れで道

路も寸断されたままの状態であり、震災は教育現場にも打撃で、教育長の松野さん、勉強ど

ころではなく、学校に通えない子供も多く、心の傷ついた子供も多く、大谷さんは明石で国

語を教えて、震災復興チームＥＡＲＴＨ（ 

http://ftp.jaist.ac.jp/pub/emergency/www.hyogo-c.ed.jp/~kikaku-bo/EARTHhandbook/ 

 ）のメンバーで、兵庫県の教職員が 2000 年に結成、大谷さんも 2001 年に登録して、鳥

取地震、東日本大震災に派遣されて、阪神・淡路大震災で全国の支援を受けて、感謝のため

に、今度は自分が何かをできるとして、始業式、就任する小学校で子どもたちと対面して、

平常心で行きたい、145 人の児童が在籍して、児童の 2/3 は仮設住宅から通学して、大谷

さんは同僚の先生と話し合い、始業式、大谷さんは児童の前であいさつ、明石市、たこ焼き

を知っているかと語りかけて、イライラする、しんどいと言う時に、気軽に相談してほしい

と、ちょっとしんどいとなったら、相談してほしいと、5,6 年生の担任の補佐をされて、子

供たちとコミュニケーションを図り、校長先生は子供たちに笑い、笑顔がなく、心のケア、

将来の見通しがないと語り、大谷さんは震災の体験を負の遺産とせず、語り継いでいけるよ

うに、と言われて、復興への足取りを始めた熊本に、阪神・淡路大震災の経験に基づく支援

は始まったばかりで、震災の体験のフラッシュバックもあり、親御さんのストレスも子供に

伝わり、大谷さんは震災でストレスになるのは仕方ない、そこから始めることを、と言われ

ました。以上、ニュースＰＯＲＴの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16034] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/4/14） 熊本大地震 1年、熊本城、馬肉の

復興、石垣カルテの必要性  

 

 

 2017/4/14, Fri 19:20 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」、金曜企画の食べて分かった、記者の辻憲

太郎さんの報告で、熊本大地震 1 年の現地のことが取り上げられました。 

 熊本、益城町で 14 日夜に震度 7、16 日未明にまた震度 7 の前例のない大震災、熊本の

http://ftp.jaist.ac.jp/pub/emergency/www.hyogo-c.ed.jp/~kikaku-bo/EARTHhandbook/


  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

103 

 

名物は馬肉で、これは初代藩主の加藤清正が朝鮮出兵の際に食べ物がなくなり、そのために

食料調達のために始めたといういささか不純な動機によるものですが、しかし熊本の名物

で、さらに、熊本城の石垣は 3 割が破壊されて、馬肉、現地の専門店で人気、辻さんも名物

を満喫されて、しつこさがないと言われて、熊本＝馬刺し、薬膳料理、熊本に馬肉文化が根

付いて、しかし地震で被害、震災前は年間 2500 頭を扱っていて、全国の 2 割のシェアが

一気に減退、去年夏から何とか再開しても、現地はまだしんどく、工場はまだ再建工事の最

中どころか取り壊しもまだ、建て直し、新工場は来年の春になるのです。 

 熊本大地震 1 年、熊本城では、花見の見物客も増えて、辻さん 1 年ぶりに来られて、花

見客、観光客で活気があり、地元の皆さんや、福岡から応援に来られた方もあり、熊本城は

桜の名所で、観光客は増えているものの、城には立ち入り禁止のフェンスが置かれて、天守

閣は無残な姿、城は傷だらけて、石垣が倒壊してまだ手つかずであり、熊本城の石垣は

79000 立米の 3 割が壊れて積み直しの必要があり、改修してまず応急工事であり、石垣は

文化財で、一つ一つの復刻が必要、一つ一つ管理が必要で、熊本城の復興には何と 20 年も

かかるのです。 

 その教訓は関西で生かされて、二条城、滋賀の名物で、石垣の元の状態での記録が熊本城

にはなく、二条城ではそうならないように、通常のカメラ、ドローンで石垣の調査、京都で

1700 万円の予算で、石垣のいわばカルテを残して、万一の震災の際にも復興が容易なよう

にというもので、しかし熊本城は石垣を 1 つも積み直されておらず、元の場所を想定して

修復に 6700 億円かかり、学研グループの村瀬さんは、大阪も名古屋も空襲の被害を城の復

興で町を立て直したと言われて、辻さん、石垣のカルテは 3 年前に文化庁が勧告して、姫

路城ではカルテを 906 枚！ このカルテつくりに 3 年かかり、写真を詳細に撮るなど必要

で、さらに、次の段階、石 1 つ 1 つの記録が必要で、それをしないと、石垣が崩れたら際

限が困難であり、石垣カルテには時間もお金も要るが、熊本の教訓として生かすべきと辻さ

ん締めくくられました。 

 私も神戸市民で、阪神・淡路大震災の被災者であり、震度 7 の連続という前代未聞の事

態に、これこそ国家の非常時であり、共謀罪を成立させても、地震は止まらないと思うので

すが…。 

 なお、ＶＯＩＣＥにて、大阪万博、松井知事が外国人特派員協会で講演しても、海外の記

者の関心は森友学園の問題などであり、さらに、大阪の自民党は、万博が誘致出来たら維新

の手柄になるというものであり、司会の西靖さん、これは官邸と維新が憲法改悪をバーター

にしているのはおかしいとコメントされました。これは、万博とカジノ、というより巨大な

賭場（神戸・元町の場外馬券売り場や、大阪・堂山町のボートピアの 100 倍のもの）を狙
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っており、万博みたいなものは要らない、大阪には文化資源が無数あり、クラシック音楽の

オーケストラは 4 つあり、それらを活かすべきだと思うのですが（現行の日本センチュリ

ー交響楽団は世界初の公営オーケストラの民営化というと聞こえはいいですが、要するに

切り捨てで、存続の危機にあり、その他のオーケストラもしんどく、世界に誇るオーケスト

ラのない町が、何が万博だと言いたいです）、以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16032] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ（2017/4/14） 金子

勝 日米疑惑同盟を語る、北朝鮮の脅威と言うなら、日本の原発を狙

われたら終わり！  

 

 

 2017/4/14, Fri 15:25 

 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。パートナーは室井佑月さんでした。室井さん、金

子さんに、毎回あんなに言ったら危ないよと言われるそうです（笑）。 

 大竹紳士交友録、今週の金子さんのお話、無人島で一緒にいたいのは誰かと言われて、難

しく…（中略）、室井さんにこつきまわされると（笑）、で、室井さんにされて（笑）、まじ

めな話、３人の外交防衛委で、ＡＳＳが北朝鮮がサリンを弾薬につける、菅長官が他人事の

ように、証拠もないのに煽り、具体的な出典なし、シリア政府がサリンを使った可能性があ

っても、国連を受け入れて、戦争はでっち上げから始まり、張作霖、イラクが大量破壊兵器

を持っていると、同じことを言っており、証拠なしに言ったらだめであり、国際的な調査が

必要で、室井さん、きな臭く、誰がきな臭くしたか、それで支持率が上がるのかと言われて、

金子さん、戦前と同じナショナリズム、森友学園も含めて、シリア→北朝鮮、日米疑惑同盟、

ガーディアン紙が、トランプ政権とロシアのコンタクトを暴露する記事を出して、トランプ

政権は支持率低下、証人喚問 etc→支持率回復は戦争が一番で、アフガニスタンに巨大な爆

弾を落としたのも根拠なし、ＡＳＳ政権は森友学園の問題、政策も破綻で、室井さん、テレ

ビがそれ一色、テレビが森友学園のことをしない、朝日が財務省の証拠隠滅を報じて、あま

りにマスコミが視聴者をなめ過ぎと言われて、金子さん、マスコミが忖度、厚労委で柚木氏

の追及にＡＳＳキレて強行採決、介護保険の負担を増やし、自分の疑惑を隠すためにやりす
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ぎ、水戸黄門よりひどく、室井さん、テレビは北朝鮮のことしかしないと言われて、金子さ

ん、疑惑は深まり、昔のメディアならもっとキャンペーンに近いほどやったのに、今はＡＳ

Ｓ政権に忖度と言われて、室井さん、話が途中で終わる、１クール物が 6 話で終わりと指

摘されて、金子さんもそれに同意、室井さん、不倫がばれてテレビが終わりと指摘されて、

昔は野党、テレビが強く、一段落して、ＡＳＳ政権でメディアも野党も弱く、尻すぼみにな

り、金子さん、日米疑惑同盟は最悪、自分のスキャンダルを戦争で隠すもの、政権中枢が腐

り、戦争でごまかすしかなくなり、抑止力と言われても、シリアの行使に国連決議なしでト

ランプ政権がやり、イヴァンカ氏が世界を動かして、トランプ氏が世界の不安要因、それを

ＡＳＳが金魚の糞、トランプラリーの株安も破綻、戦争リスクで円高＆株安、金正恩氏の暴

走も、トランプ氏の暴走も止めなければならなかった、ＡＳＳの暴走も今止めないとならず、

これから、ペンス氏が麻生氏と二国間協定を結ぶことになり、エライことになり、室井さん、

テロが起きたら、北朝鮮から攻撃されたらと言うものの、誰のせいかと言われて、金子さん、

北朝鮮の核はブッシュ氏の脅しが原因で、外交でなぜ解決しないのか？ 北朝鮮の攻撃と

いうなら、玄海原発を狙われたら終わりだと、金子さん締めくくられました。大竹さん、こ

んな心配を国民にさせるなとも言われました。以上、今週の金子さんのお話でした。 

（永岡注：稼働中の原発に通常弾頭を撃ち込まれたら核暴走して、原発が原爆に変身するの

です[その上に放射能汚染があるから、原発 1 基狙われたら日本は終わりです]、冷戦時、自

民党が馬鹿の一つ覚えのようにソ連が攻めてくると言いつつ、日本海側にあれだけ原発を

並べていたのだから、アホもこれ以上ないのです！） 

 

 

[civilsociety-forum:16028] 

朝日放送おはようコール（2017/4/14） 中川譲が金正恩氏テレビカメ

ラ出現と北朝鮮情勢、中国人による神社油かけ事件、民進党ゴタゴタ

を語る  

 

 

 2017/4/14, Fri 06:29 

 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。 
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 今朝の朝刊一面紹介、朝日は大学入試センター試験に代わる試験の原案のこと、読売は熊

本大地震前震 1 年、仮設住宅 40000 人、毎日も同じ、県内外に 47000 人仮設住宅、産経

はＡＳＳが北朝鮮はサリンを弾頭につけていると発言した件、日経はセブンイレブンの宅

配外部委託です。 

 

 北朝鮮情勢、金正恩氏が突然テレビカメラの前に出現、党大会の取材のために海外メディ

アの集まっている中で、正恩氏が現れて、重大なイベント、経済の発展、平壌の高層ビル群

を見せて、北朝鮮が勝利する夜明けは近いと表示、テープカットした正恩氏、妹与正氏に支

えられて、演出を担当しており、軍、経済の側近を従えての正恩氏、経済は発展していると

示し、核、軍事路線の発展を首相は示威行為、演説の傍らで軍と対話、アメリカとの対峙の

中で、北朝鮮は何をするのか？ 北朝鮮に来た海外メディアに自由のない中で正恩氏出現、

94 年にクリントン氏が北朝鮮空爆を手中→シミュレーションで被害が大きいとなり、カー

ター元大統領を派遣して解決、2002 年にブッシュ氏が北朝鮮を悪の枢軸と言い、その後対

話になり、空母カール・ビンソンの派遣、北朝鮮は外交委員会を 19 年ぶりに設置、これに

ついて中川さん、正恩氏は神格化された存在で、海外メディアに出たのはリスクを冒しても

国際社会に訴えたいことがあり、外交委員会は、軍事ではなく外交で解決したい意思であり、

そういう機運があるなら軍事衝突ではなく対話で解決すべきで、アメリカの斬首作戦と言

われる中で何か言いたく、最近の北朝鮮は、正恩氏が特殊部隊の視察や、核実験の準備をし

ているなどあり、国会でＡＳＳはサリンを弾頭につけていると言うなどあり、北朝鮮は明日、

金日成氏 105 年、中川さん、北朝鮮は何をするか、核実験の傍ら、外交委員会で、事態を

外交的に解決する動きもあり、6 か国協議の可能性もないわけではなく、チキンレース→シ

リアへのアメリカの攻撃に中国が理解を示して、中国は北朝鮮に融和路線を取れと言って

いる可能性があり、しかしＡＳＳが不必要に危機感をあおっており、様子を見て慎重な姿勢

を取るべきと言われました。 

 

 明治神宮などで、油のような液体がまかれた事件、警視庁は中国人の女の 2 人逮捕状を

取り、明治神宮の防犯カメラ、各地で被害、女 2 人は明治神宮→上海に出国で、警視庁は再

入国の際に逮捕できるように用意しており、動機は何か？ いたずらか、3/27 に上海→那

覇空港→伊丹空港→東京に移動して、この間に各地で油をかけられた事件があり、これにつ

いて中川さん、動機が不明、政治的な動機があるのか？ 神社を狙っても靖国神社はやって

おらず、反日とは見られず、首里城もやっていていたずらか？ デリケートな日中関係に、

良くない効果であり、再入国時に逮捕と言うものの、中国とは犯罪人引き渡し条約はなく、
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日中関係にマイナスな犯罪で、中国もしっかり対応してほしいと言われました。 

 

 ＮＡＳＡが重大発表、土星の衛星エンケラボスに海があり、ガスに水素原子が発見されて、

生命誕生の可能性があり、生命が誕生する環境、バクテリアの餌になる水素分子というもの

で、スタジオでも科学の発展への期待があり、気象予報士の正木さん、酸素なしで生きられ

る生物の可能性があると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、毎日 5 面の記事で、民進党細野氏が代表代行を辞任、国会で

憲法についての党の姿勢に不満、憲法を変えるべきと言い、党内からは今なぜか？ 蓮舫氏

との対立があるというもので、中川さん、都議選で民進党は負けるつもりか？ 離党した長

島氏の、共産党との連携への不満が出て、党内にこのような不満がどこまで広がるか、蓮舫

氏の指導力に影と言われて、毎日の 25 面の記事、韓国で、アメリカが 27 日に北朝鮮空爆

と言われた理由は、日本のブログが発端で、それと原子力空母派遣があり、中川さん、情報

は様々な出所があり、ブログにも根拠があるかも知れず、それを確かめるのがメディアなの

に、丸呑みは良くないと言われました。以上、中川さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16024] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/4/13） 震災・災害障碍者の今、忘れられ

ないために！  

 

 

 2017/4/13, Thu 19:24 

 永岡です、明日で熊本大地震の前震から１年、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」にて、

震災、災害で障碍者となった方のことが取り上げられました。毎年各地で地震、水害があり、

一命をとりとめても重い障害が残った人は多数あり、それでも公的な支援はほとんどない

のです。 

 広島の土砂災害で被災された７０代の女性は、足を失い車椅子の生活、2014/8 の土砂災

害で広島にて７７人死亡、この女性は夫とともに下敷きになり、救出されても夫は３日後に

死亡、普段は子供たちの介護を受けているもの、公的な支援はなく、娘さんは介護のために

仕事もできず大変であり、災害で障害を負った人に支給される災害障害見舞金、最大２５０
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万円支給されるものの、要件はエゲツなく、両足両手の切断、両目の失明であり、広島では

これを受け取った人はゼロ、熊本大地震では２０００人以上負傷しながら、見舞金のもらえ

たのはたった４人、そして、阪神・淡路大震災の被災者は、よろず相談所の牧秀一さん、忘

れられてはいけない、訴えるしかないと言われて、阪神・淡路大震災の被災者の 70 代の男

性、下敷きになり右足がマヒして障碍者になり、しかしこの方は障碍者になったことを 10

年以上言えず、要するに膨大な人が死んだから、生きているだけマシという見方があるため

で、当時、国は震災の障碍者のことを把握しておらず、震災から 15 年の 2010 年に調査開

始、349 人が震災障碍者と認められて、西宮の 70 代の女性は震災で障害を負っても、震災

による障害とは認められず、どころか地震で障害になったから金をもらっていると周囲に

言われる始末なのです。 

 震災障碍者は、国に訴えることになり、1・17 が来ても、震災障碍者は語られず、阪神・

淡路大震災で重い障害を負い、公的支援なし、震災が障害の原因と認められず、震災障碍者

の 6 家族が厚労省を訪れて、震災障碍者と認めること、見舞金の支給要件の緩和を求めて、

中学 3 年で被災した女性、高次機能障害になり、3％の確率で命は助かっても、障害は残り、

震災障碍者のことは語られず、自分たちのことを知ってほしいと、この女性の母親は訴えて、

そして一筋の光がさして、司会の西靖さん、震災で亡くなった人のことと、仮設住宅のこと

は語られても、障碍者は忘れられていると言われて、弁護士の森直也さんも、助かってよか

ったで終わることへの危惧を語られて、阪神・淡路大震災から 22 年、東北、熊本、あるい

は中越があり、特別扱いしてほしいのではなく、忘れないでほしいであり、障碍者の診断書

に自然災害の項目がこの 4 月から加わり、災害障害見舞金の支給要件の緩和も、額ではな

く、周囲が震災障碍者を忘れていないことを示すべきと、西さん締めくくられました。 

 この、助かってよかった、というのは阪神・淡路大震災の場合に語られたものの、その後、

住宅がなく、あの時死んでいた方が良かったと言う声が数年後に被災者から上がり、もちろ

ん震災障碍者も同じであり、被災者の傷が癒えるまで、災害は終わっていないのです、以上、

ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16023] 

朝日放送キャスト（2017/4/13） 神戸・御影公会堂の名物食堂復活  
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 2017/4/13, Thu 17:34 

 永岡です、野坂昭如さんの火垂るの墓にも出てきた、神戸の御影公会堂（神戸の東灘区の

西の端にある、阪神電鉄石屋川駅の北徒歩数分）、その名物食堂の再開のことが取り上げら

れました。 

 店主は３代目の鈴木真紀子さん、御影公会堂は 1933 年に建設されて、太平洋戦争時の神

戸大空襲をも生き延びて、阪神・淡路大震災の際には避難所として活躍して（阪神・淡路大

震災の直前に取り壊しの計画もあったものの、震災に耐えて、そして神戸のシンボルとして

残ったものです）、しかし施設は老朽化して、食堂は洋食が有名であり、鈴木さんは 3 代目、

昨年から公会堂の改装工事であり、鈴木さんの父親が再開を楽しみにして、しかしある日突

然おなかが痛いと言い出して意識がなくなり、そのまま亡くなり、それで、鈴木さんはもう

食堂を閉めようかと思われた時に、戦前から続く食堂のメニューが出てきて、たくさんのフ

ァンに支えられていたことを知り、再開を決意されました。 

 そして、10 日に御影公会堂の改装とともに食堂もオープン、多くのファンの方が、看板

メニューのオムライスを目当てに来られて、鈴木さんも、地元に愛された味を守られると言

われます。 

 この件は、朝日新聞の記事もありました。 

     

http://www.asahi.com/articles/ASK453VG7K45PIHB009.html 

 

 ジャーナリストの大谷昭宏さんは、神戸はいい町だと言われて、この公会堂の食堂、しば

らくはランチのみの営業ですが、関西の食文化、大阪だけでなく、神戸にも様々な文化があ

り、このような食文化は関西の誇るもので、神戸の人間として、御影公会堂は文化として誇

りです。以上、キャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16021] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/4/13） 谷口真由美 森

友学園の問題は明らかにすべき、強行採決での問題隠しは許されな

い！  

 

http://www.asahi.com/articles/ASK453VG7K45PIHB009.html


  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

110 

 

 

  2017/4/13, 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、また森友学園の問題、森友学園

に絡んだ話が決着がつかず、昨日気になる国会、重要法案が通り、介護保険法が変えられて、

老人、高齢者の自己負担を２割→３割に上げられるのを、衆院厚生労働委員会で自民、公明、

維新による強行採決、民進党の柚木氏がここで、世論の 8 割が森友学園問題に納得してい

ない、ＡＳＳ総理は昭恵氏に国会に来いと、事前に通告していなかった質問にＡＳＳ総理は

逆上、国会議員には質問権があり、しかしＡＳＳは行政の長で、立法府の長ではなく、ＡＳ

Ｓは内閣支持率が高いので呼ぶ必要ないと逆切れ、柚木氏は書類データを再現しろと、国会

で質問できるのに、ＡＳＳは審議したとして強行採決、与野党は 14 日の採決を両院で決め

ており、昨日は委員長も寝耳に水、与党もビックリで、柚木氏の質問が出ても、ＡＳＳ政権

は国民にちゃんと説明すべきとしており、森友学園の問題、政権支持率は高いと言うのと、

国民が納得していないのとは別で、国民の 7 割は納得しておらず、7 割の人は他にないので

ＡＳＳを支持するが、しかし森友学園のことは納得していないわけであり、これを無視して、

支持率高いと何をしてもいいのか？ 問題は国有地の不当な払下げ、国民の損失、お友達へ

の利益供与、文書廃棄など、徹底的に審議すべきと 7～8 割の人が思っており、何となく、

ＡＳＳはちゃんと説明すべきと谷口さん言われて、昭恵氏の証人喚問と、財務省のデータは

復元可能なはずであり、本来資料は公表すべきで、ガダルカナルタカさんも野党の攻め方が

まずい、民進党はもっとちゃんと突っつくべきと指摘されて、火をつける場所が違うと言わ

れて、谷口さん、支持率が下がらないのは野党の攻め方が下手なせいと言われて、野党は事

前通知なしでやる、民進党も細野氏のお家騒動、100 万円は些末な問題、しかしＡＳＳは自

分や妻が関与していたら辞めると言うものの、財務省の関与が大切で、ＡＳＳ退陣のみにや

っている民進党は問題、民進党は長島氏の問題もあり、比例で通った議員が辞職せず離党は

おかしく、民進党に入れた人への背任、小選挙区ではなく、比例で通ったらこれはおかしい、

選挙制度の改革も必要、北朝鮮、シリアのこともあるが、国有地の問題をちゃんとすべきで

あり、これは検察の捜査が始まり、しかし総理は逆ギレはダメであり、介護保険の議論もち

ゃんと必要で、年収 340 万以上は負担増、審議 1 時間半で強行採決はおかしく、これには

野党も批判すべきなのに、強行採決はやり方が乱暴で、国民の意識から乖離しており、様々

なことが明らかになるべきで、タカさんは小池氏が自民にいながら反自民党はおかしいと

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:16013] 

朝日放送おはようコール（2017/4/13） 二木啓考が米露外相会談と日

ロ関係、ドイツのサッカーチームへのテロを語る  

 

 

 2017/4/13, 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。 

 

 今朝の朝刊一面紹介は、朝日は身寄りのない人たちの死後のお金のこと、読売は米露外相

会談、毎日も同じ、産経はトランプ大統領の北朝鮮への空母、潜水艦派兵、日経は小売業が

好調です。 

 

 シリア空爆で緊張感の高まる中、ティラーソン氏とラブロフ外相の米露外相会談が行わ

れて、その前にトランプ大統領はプーチン大統領を強い言葉で牽制して、プーチン大統領も

強く反撃、外相会談は予定より３０分遅れて開始、ティラーソン氏は今回の会談に期待感を

示し、ラブロフ氏は強硬姿勢、プレイヤーの入り乱れるシリア問題、中国は、習近平氏が化

学兵器を受け入れられない、国連安保理で一つになるべきと言うものの、ロシアの拒否権で

結局否決されて、米露の溝、ロシアはアメリカのシリア攻撃は違法、アメリカはロシアと対

話すると言うものの、相違点がかなりあり、シリア情勢、ロシアはアサド政権を支援、これ

について二木さん、米露外相会談はトランプ政権になり、米露の中の良さを示すもの、ティ

ラーソン氏はロシアと仲が良く、しかしシリア攻撃後、米露が責任のなすり合いで、仲良し

を見せるべきものが対立を見せてしまい、ＡＳＳ総理がＧＷ前にロシア訪問、プーチン大統

領の昨年暮れの来日への返礼で、ＡＳＳ総理はどうするか？ 北方領土とロシアへの経済

協力、ＡＳＳ総理はプーチン氏と一番良く会い、しかしシリア攻撃をＡＳＳが支持して、プ

ーチン氏にどう突っ込まれるか、外交は情勢が日々変わると言われました。 

 

 サッカーの香川選手も乗ったドルトムントのバスが爆発に巻き込まれて、駆け付けた警

官に選手も保護されて、香川選手は無事ですが、けがをした選手もいて、警察はクラブを狙
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った犯行と見なし、３通の手紙、複数の現地メディアで、アラーのために、ＩＳのこと、ド

イツが空爆から手を引かないとテロをするといい、警察は容疑者を一人拘束、爆発物は道路

に仕掛けられて、ドイツの人気サッカーチームを狙い、名門のドルトムント、世界一にも輝

いたチームで、ＩＳの関与が疑われて、イラク人男性を拘束、日本はＪリーグの海外遠征に

注意、試合は延期で、それが先ごろ無事行われて、香川選手も活躍、テロに屈せず試合は行

われて、これについて二木さん、イスラム国の関与は 100％、テロリストは自分たちで戦場

を選び、無防備なところを選ぶのに、誰でも知っているスポーツを狙い、これに関与したイ

ラク人と、ドイツ人もいて、ヨーロッパにイスラム国に共感する人があり、これは武力で叩

いて収まるものではないと言われました。また、イスラム国の拠点は陥落まじか、ナンバー

2 が死んでおり、シリア、イラクの拠点が狭まると分散化して、テロは無防備なところを狙

い、スポーツ選手を狙って、聖戦、ジハードと思っていると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日 9 面、シャープが８Ｋモニターを発売、フルハイビジョ

ンのもので、シャープは８５型を１５００万円で売り出しており、二木さん、今のテレビは

２Ｋ、2000 画素、オリンピックに向けて４Ｋ、８ＫはＮＨＫしか開発せず、東京オリンピ

ックでは８Ｋモニターはパブリックビューイングのみと言われて、毎日２２面の記事で、大

阪湾でタカアシガニが獲れて、二木さん、関東だと深いところにいて、タカアシガニは焼い

て食べられても水っぽいと言われました。以上、二木さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16010] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/4/11） 北丸雄二 トラ

ンプ大統領のシリア攻撃と北朝鮮への出方を語る  

 

 

 2017/4/12, Wed 20:11 

 永岡です、毎日放送ラジオの、上泉雄一のええなぁ、昨日のちなみにＮＥＷＳ、に在米ジ

ャーナリストの北丸雄二さんが出られました。トランプ大統領の考え、米海軍は空母カー

ル・ビンソンを朝鮮半島に派兵、アメリカ単独攻撃はあり得るのか、北朝鮮へのカール・ビ

ンソンと、シリア攻撃も関与しており、北丸さん、お電話でのお話で、先週から動き出した

というより、シリアや米中首脳会談、トランプ氏の支持率が 36％に落ちてこれの対策、先
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月当たりから北朝鮮への武力行使で日本も大騒ぎだが、不人気の大統領が戦争すると人気

が上がり、アメリカも一致して、3 日の夜にシリアの化学兵器のことがアメリカに流れて、

トランプ氏は北朝鮮への武力攻撃よりシリアは簡単、北朝鮮を攻撃したら、ソウルも東京も

やられて、それで躊躇していたら、アメリカにシリアで赤ちゃんが殺された映像＆化学兵器

の使用＝トランプ氏が攻撃しても批判されず、シリアならとばっちりがアメリカや周辺国

に来ない。また米中首脳会談の最中で、シリアと北朝鮮は核開発でつながり、米中首脳会談

の際に、習近平氏への暗黙の圧力で、北丸さんトランプ氏のビジネスは最初に一発かますも

ので、シリア攻撃→中国に圧力、国内の支持率回復、ロシアとの疑惑がトランプ氏に疑われ

て、しかしロシアがシリアの背後にいるので、この攻撃でロシアゲートの目くらましになり、

プーチン氏も 1 回の攻撃なら許すものであり、プーチン氏も 1 回だけなら想定の範囲内、

トランプ氏の不支持はプーチン氏にも不利、プーチン氏もトランプ氏だとやりやすく、トラ

ンプ氏の支持率回復はプーチン氏にも有利で、それでトランプ氏はシリアに攻撃して、アメ

リカの世論も過半数は攻撃を支持、トランプ氏の支持率も上がり、民主党の方も反対しない、

ヒラリー・クリントン氏も撃てと言い、つまりトランプ氏には万々歳、そしてバノン氏、影

の大統領と言われていた男が、離れて、3 日に化学兵器→6 日に攻撃、バノン氏はアメリカ

第一で他国は放っておけという右翼的な人物で、娘婿のクシュナー氏が主導権を握り、国防

長官のマティス氏、フリン氏と同調して失脚した後のマクマスター氏、軍人、またランフォ

ード氏も組んで、バノン氏を追放させて、次に何があるか？ 北朝鮮を攻撃→ソウルも火の

海、 

 韓国のＧＤＰゼロ、難民も無数に出て、まともな頭なら北朝鮮攻撃は無理で、空母で威嚇

する心理作戦、日本で騒ぐのも心理作戦で、煽られたらだめであり、そして北朝鮮とどう出

るか？ まともな頭なら戦争にならないが、トランプ氏も金正恩氏もおかしく、不安定要因、

しかしホワイトハウスで軍人が権力を持ち、しかし軍人は戦争をしたくない、マティス氏は

マッドドッグ、怒ったら怖い、クレージーではなく、マティス氏は戦争に否定で、軍人たち

がトランプ氏の戦争を押さえると思われて、ティラーソン氏（エクソンモービルＣＥＯ）が

軍産複合体として、軍事産業は戦争だと儲かり、バノン氏、フリン氏の影響が低下して、軍

人が存在して、軍事産業がどう出るか？軍事産業は戦争で儲けたく、短期的には北朝鮮との

戦争はなくても、空母は圧力になる心理作戦、中国に北朝鮮をどうにかしろ！ 中国からの

燃料供給を止めろ！ 北朝鮮は干上がり、金正恩氏は中国とも会っておらず、まず北朝鮮が

中国と話をする→続いてアメリカと話をすることになり、北朝鮮の背後の中国、ロシアとの

関係で、習近平氏が金正恩氏に会え、であり、世界の権力者で正恩氏と会った人間はなく、

それで北朝鮮は瀬戸際外交、アメリカは圧力、北朝鮮はリビアなどで独裁者の失脚を見て、
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核を持ってアメリカと対等に渡り合う、これは 1960 年代に中国がやったことで、中国とア

メリカはこのような関係になり、しかし北朝鮮は小国で、アメリカには大切な国にはならず、

北丸さんは正恩氏のやり方は間違っていると言われて、上泉さん、微妙なバランスを問われ

て、北丸さん、プレイヤーがトランプ氏と金正恩氏になっている危うさがあると締めくくら

れました。上泉さん、米中首脳会談、トランプ氏は赤いネクタイ、習近平氏は青いネクタイ

でやって、シリア攻撃というのが外交であると言われて、市民レベルでは、双子の赤ちゃん

の死を見て、世界が平和にと思っても、北朝鮮にアメリカが手を出したら、大変なこと、民

間人に犠牲が出て、それと支持率を天秤にかけることへの異を言われました。以上、ちなみ

にＮＥＷＳの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16009] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/4/12） 南九州海底火山の動き 鬼海カル

デラ噴火の危険性 

 

 

 2017/4/12, Wed 19:18 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」にて、南九州の海底火山、鬼海カルデラの

ことが取り上げられました。九州南部、7300 年前に大噴火で縄文人を滅ぼしたもので、神

戸大学の深江丸が、薩摩半島 50km の海を、去年の秋に続いての調査、最新機器、鬼海カ

ルデラは 16km×23km の海底火山、一部は海の上に出て、7300 年前に爆発、数百度の火

砕流が九州の縄文人を全滅させて、島伸和教授は、7300 年前の噴火がどうやって起きて、

また起きるのかを調べられて、前回は音波で調べて、海水にガスが発見されて、火山活動が

続いていることがわかり、水中撮影ロボットＲＯＶというもので、水深 2000m まで撮影可

能、アームで砂の採取も可能、世界初の海底カルデラの調査を、重さ 200kg のＲＯＶをリ

モコン操作して、400m のところを調査、水中カメラは半径 4m しか透明度がないため調

査困難で、モニターを見つめて 1 時間、深さ 400m の海底で、泡が出ているのを発見、熱

水とともに噴き出す火山性ガスで、熱水の周りに生物がいて、鬼海カルデラは今も活動して

おり、ガスの中身は分からないものの、膨張によるもので、さらに熱水だけでなく、火山地

質学の鈴木桂子さんは、海底の岩石を調査されて、マグマが急に冷やされてできた塊がある

ことを調べて、マグマが急冷→割れ目、これは大量のマグマによる溶岩ドームであり、直径
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10km、高さ 600m、世界に類のない溶岩ドーム、桜島の 2 倍、活火山であり、鈴木さん、

海の中にも火山があると言われて、火山は一回噴火して収まるものの、鬼海カルデラは

7300 年前もマグマの供給が続いており、巽好幸さんは、ドームは 7300 年前以降に出来て

おり、巨大カルデラを作ったのと同じマグマがあると指摘されて、鬼海カルデラが爆発した

ら、1 億人犠牲になると言われます。 

 記者の太田尚志さんが報告されて、鬼海カルデラは生きているもので、火山の噴火で 1 億

人死亡すると言うのは、巽さんの指摘で、火山の爆発で富士山の 1000 倍のエネルギーのあ

るカルデラ、九州だけで火砕流により 700 万人死亡、さらに火山灰により関西も首都圏も

インフラが破綻して、1 億人の犠牲であり、地震とは異なる犠牲で、発生の確率は、鬼海カ

ルデラは 100 年で 1％、これの意味、阪神・淡路大震災、前日の 1 月 16 日に政府から発

表された確率と同じで、明日起きてもおかしくないもので、毎日新聞の与良正男もショック

で、おびえても仕方なく、ライフラインの確保のための研究が要り、熊本大地震のような想

定外のことは起きて、備える必要があると指摘されました。 

 この特集は以前もあり、九州の火砕流被害には、川内原発はおろか玄海原発もおよび、地

震、火山＋原発事故で日本は破滅であり、戦争より地震や火山のカルデラ噴火は「国防」上

の大問題と思うのですが…以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:16005] 

ラジオ関西 ばんばひろふみラジオＤＥしょ～（2017/4/12） 西谷文

和 トランプ大統領のシリア攻撃、戦争は軍事産業が儲けるため、日

本は平和憲法で北朝鮮とアメリカの仲介をすべき！  

 

 

 2017/4/12, Wed 16:04 

 永岡です、ラジオ関西の、ばんばひろふみラジオＤＥしょ～、第２水曜日にフリージャー

ナリストの西谷文和さんが出られました。今回は皆さん、これを読まれたら怒りと背筋の寒

さにかられると思いますが、これが現実です。 

 世の中の楽しいこと苦しいことなどの出来事を取り上げるばんばん侍、今回のテーマは、

開口一番大変ことになったとシリア、化学兵器を使ったとして、ロシア、プーチン氏は否定

しても、イドリブ県、シリアの北西に西谷さんも３回行かれて、アサド政権は化学兵器を使
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ったと思われて、去年末まではアレッポがアサド政権に制圧されて、反体制派はイドリブ県

に集まり、難民キャンプだらけ、そこにアサド政権が化学兵器で根絶やし、反体制派が化学

兵器を使ったとするならアレッポで使っており、西谷さんは化学兵器のこと、空爆でしかで

きず、イドリブ県はアレッポから離れて、反体制派はそこに運ぶことは不可能で、爆発させ

るには決死の特攻隊が必要で物理的に無理、反体制派は武器を使い切り、今までの調査で、

この 6 年、化学兵器はアサド政権とＩＳしか使わず、アサド政権は裁判で国際法廷にかけ

ないとならず、だからといってミサイルを 59 発撃ちこんでいいわけはなく、国連の安保理

決議なし、ロシアは反対するが、もう一つの攻撃が認められるのは集団的自衛権、同盟国が

攻撃された場合（国連憲章 51 条）、アフガニスタンはニューヨークが 9・11 でやられた→

ビンラディンが犯人→アメリカは個別的自衛権、イギリス他は集団的自衛権で戦争、こうい

う理屈なしに戦争できないのに、トランプ大統領は悲惨な写真を見て、オバマ氏と違うとミ

サイルを撃ち、日本政府は支持しても、これはちゃんと調査が必要で、シリアへの非難決議、

有志連合の行使が要り、どころかアメリカ議会の承認ももらっておらず、トランプ大統領の

やるのは大統領令、入国拒否もそれで、しかしシリア攻撃をアメリカの世論は支持してしま

っている。 

 習近平氏との米中首脳会談の最中にミサイルで、これの意味、習近平氏の前でタイミング

はベストと言っても、それを認めたら戦争は際限なく出来て国連の意味がなくなり、トラン

プ大統領は政策が敵視されて、入国禁止は裁判所でアウト、オバマケアの廃止、アメリカに

保険がなく、オバマ氏の業績否定も議会で否定されて、メキシコの壁もどうやらアウト→ト

ランプ大統領の支持率が 30％台、就任時は上がるのに、しかしブッシュ氏も支持率が低い

→9・11→アフガン戦争で支持率が 9 割＝「戦争したら大統領の支持率は上がる！」、今ト

ランプ大統領の支持率は少し上がり、世論調査では未定だが、さらに、当初はロシアのプー

チン氏と仲がいいとされて、しかし側近のフリン氏がロシアスキャンダルで辞めて、これで

アメリカの国内世論も、ロシアに追随は危なく、それでここで一発戦争とトランプ大統領は

して、西谷さんの個人的な意見、トマホークミサイルは 1 発 1 億円！ 高い！ トマホー

クミサイルは谷や山をレーダーを交わして行ける高性能、60 発撃った＝60 億、アサド政権

の軍事基地を壊して戦闘機を 20 機ほど破壊して、ミグ戦闘機は 1 機 60 億！ 戦闘機は高

く、アサド政権はこれでまたロシアから武器を買わざるを得ず、ロシアもウハウハ、アメリ

カとロシアは、裏で阿吽の呼吸、シリア内戦をビジネス、戦争はもともとビジネス、日本も

朝鮮戦争の特需で戦後復興であり、西谷さん、北朝鮮のことはけしからんが、ミサイル防衛

システムは 1～2 兆円、武器商人は北朝鮮に毎度あり！ これはテレビで報じられず、軍事

産業が儲けて、トランプ大統領は軍事費を 1 割上げて 66 兆円→世界に武器を買え→トマホ



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

117 

 

ークミサイルを買え、日本はトマホークミサイルは買わされなくても、Ｆ15 戦闘機やイー

ジス艦を買わされることになり、そして北朝鮮へのカール・ビンソンの派遣、攻撃すると言

い、北朝鮮は受けて立つと言うものの、西谷さんは北朝鮮への攻撃はない、北朝鮮の怖い怖

い詐欺で軍事費をアメリカは引き揚げて、そう簡単には戦争にはならないと思うが、今回は

パターンが悪い、トランプ氏 vs 金正恩氏のチキンレース、何が勃発するかわからず、6 か

国協議の再開が必要なのに、状況は厳しく予想できず、しかし北朝鮮の有事なら膨大な難民

が出て、北朝鮮も一発撃てばやられてしまい、しかし金正恩氏は、イラクのフセイン氏は核

兵器なしでやられた、リビアのカダフィ氏は核兵器を捨てたためにやられた、シリアのアサ

ドも 核兵器なしで攻撃されて、そして正恩氏を止められない、戦前の日本の軍部と同じで

あり、その時日本も止められず、北朝鮮が戦前の日本のような暴走に行く危険性があり、本

来なら中国が止めるべきで、日本も松岡洋右氏が国際連盟脱退時に、国民はよく脱退したと

賞賛して、戦闘モードになり、北朝鮮は国民が洗脳されて、国民の支持＋金正恩氏の独裁者

で、核実験の可能性があり、撃つ相手がトランプ氏、もし戦闘になったら、北朝鮮はアメリ

カに届く弾頭はなく、液体燃料が必要でアメリカに発見されて、固形燃料の弾頭なら撃てる

が、アメリカには届かず、届くのは韓国と日本であり、最悪のパターンは、トランプ氏の北

朝鮮攻撃→報復で韓国、日本が攻撃されて、在日米軍、在韓米軍が標的だけでなく「原発を

狙われたら終わり」！ 原発を日本海側に多数あったら、安全保障にならないどころか、小

出先生のお話で、原子炉は天井が薄く、理由は核燃料の起動時にクレーンがいるからで、上

から大きい石を落とされたら終わり、ましてやミサイルを撃ち込まれたら、上から守れず、

ミサイル防衛システムは機能せず「高浜原発は動かしてはならない」、やられたら関西はア

ウト！ 高浜を狙われる、横田、厚木基地も狙われて、早く６者協議が必要であり、しかし

オバマ氏→トランプ氏でエライことであり、ばんばさんも西谷さんのお話で落ち込むと言

われて、西谷さん「だから戦争をしたらアカン、その前に話し合いで」、今でも北朝鮮は飢

えており、あれだけ軍事費をかけたら医療費などは二の次、戦前の日本と同じて、北朝鮮の

独裁体制を何とかしないとならず、再来週にまた西谷さんのお話まで、核実験がされたら大

変なことになり、日本がもっと積極的に平和の提案をすべき、唯一の被爆国なのに、アメリ

カべったり、本来なら広島・長崎の経験から、アメリカも北朝鮮も待て、東京で会議しよう

と言うべきなのに、安倍政権のアメリカ支持はひどく、アメリカと日本は、ＤＶする男女関

係に似て、日本はおばちゃんのようにしゃべりながらなだめるのが本来得意、平和憲法があ

り、戦争をしてこなかった「日本おばちゃん化計画」が必要なのです。 

 西谷さんのお話でこれほど背筋の寒くなったのと、怒りに震えたのも初めてです、以上、

西谷さんのお話でした。 
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[civilsociety-forum:16001] 

朝日放送おはようコール（2017/4/12） 木原善隆が北朝鮮有事と日本

の関係、小池都知事 vs自民党を語る  

 

 

 2017/4/12, Wed 06:24 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はＡＢＣコメンテ

イターの木原善隆さんのお話でした。 

  

 今朝の朝刊一面紹介は、朝日は倒芝こと東芝の決算、適正の評価なし、読売も倒芝決算に

監査の意見なし、毎日も日経も同じ、信憑性のない決算、債務超過、産経はアメリカが北朝

鮮の迎撃態勢のことです。 

 

 韓国では、４月２７日の新月の日に米軍が北朝鮮を爆撃するという噂がネットで飛んで

おり、韓国当局はこれの否定に躍起、ネットでは 27 日に戦争が起きるのかと不安な声が書

き込まれて、テレビのニュースでも取り上げられて、4 月 27 日空爆説は証券業界のチラシ

に、新月でステルス戦闘機が行けると言い、2 日前は北朝鮮軍創設記念日で、大統領選も独

走であった文氏（北朝鮮と融和）を第 2 野党の中道左派の安氏（北朝鮮に厳しい）が追い上

げて、北朝鮮では日本の国会の最高人民会議があり、正恩氏が何を言うか注目されて、核実

験には言及されず、これについて木原さん、27 日は噂に過ぎないものの、25 日に北朝鮮は

核実験か？ アメリカは空母を派遣して、日本の外務省は韓国への渡航に注意を喚起して、

しかしソウルは 38 度線から 50km で、ミサイルどころかロケット砲で届き、緊張状態が高

まり、トランプ氏はツイッターを更新して中国を牽制して、アメリカは空母カール・ビンソ

ンを派遣、日本の海自と共同訓練で、木原さんはこれが本当なら日本政府はやりすぎ、空母

と訓練＝アメリカと日本が北朝鮮を攻撃する意思表示になり、北朝鮮に誤ったメッセージ

を送る、日本の参戦になり、日本の北朝鮮対策は対話であり、自衛隊は公式には発表してい

ないものの大変なことであると言われました。 

 

 東京都議選、自民党は小池都知事を批判するビデオも作って決起大会、ＡＳＳ総理も小池
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氏と対決、ビデオで豊洲問題をぶち上げて、公約は豊洲早期移転、劇場型政治との決別、小

池氏も招待されていても結局来ず、下村氏も都民ファーストの会と闘うと言い、同じころ都

民ファーストの会は国政研究会を開き、国政進出を模索、小池氏と、民進党を離れた長島氏

の連携が取り沙汰されて、国政と東京で、オリンピックは協力しても、自民党と都民ファー

ストの会は対立、豊洲で対立、自民と歩んできた公明党も都民ファーストの会に傾き、豊洲

移転は世論調査だと進めるべきで、これについて木原さん、都議選では自民党 vs 都民ファ

ーストの会の全面対決、しかし国政に出てもらうと困り、小池氏は自民党の大会に行かずと

も祝電で、小池氏の勢いは一時より落ちて、市場の豊洲移転は世論だと自民党に有利、決断

できない知事と自民は言い、自民党 vs 小池氏の微妙な関係は続くと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、毎日 27 面の記事、離乳食にはちみつは禁物、1 歳未満にはち

みつはアウトでも、離乳食料理のレシピにはちみつの例も多数あり、スタジオでもこれは子

育て世代には常識、スーパーの表示にもあるとの声で、木原さん、ネットの情報のみをうの

みにしてはダメ、ネットを複数、本も読むべきと言われて、産経 3 面の記事、イースター市

場が注目されて、4 月 16 日がイースター（復活祭）、木原さん何でも商売に結びつけるも

ので、ハローウィンほど普及するのかと言われました。以上、木原さんのお話でした。 

 （なお、今日は浅田真央選手引退会見でテレビは 1 日潰れるみたいです） 

 

 

[civilsociety-forum:16000] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/4/11） 熊本大地震 1年 古里、

熊本を支援される女子大学生の活動  

 

 

 2017/4/11, Tue 21:49 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、火曜日の震災特集、今週は熊本大地震 1 年、

神戸大学 2 年の寺本わかばさんは、大学を 1 年休学して、故郷の西原村でボランティア支

援活動をされており、被災者一人一人の目線に立って住民を支えられる寺本さんのことが

報じられました。 

 今月 4 日、寺本さんは大阪空港から早朝の便で熊本に行かれて、1 年前から熊本大地震の

被災地でボランティア活動を続けられて、窓から見える古里の景色、20 年前、西原村に生
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まれて、高校卒業後、神戸の大学を選び、田舎が嫌で、都会へ、と思ってのもので、新しい

土地での生活が 1 年を過ぎたときに、古里を震度 7 の大地震が襲い、西原村は 1200 棟が

倒壊、古里の惨状を目にして、大変な状況に古里が置かれて、何もしなかったら将来後悔す

ると、1 年休学、被災地支援に奔走して、震災で使えなくなった家具の始末を被災者から依

頼されて、被災者は災害のストレスで大変、そして震災から 1 年、心の傷は深く残り、しか

し日常は戻っても、ボランティアの数は減り、しかし支援はまだ必要で、神戸のＮＧＯ団体

に所属する鈴木龍太さんと協力して、被災地で何ができるか？ 被災地で住民の声を聞い

て、何が必要かを感じ取り、寺本さんの父親は 1 年間の休学に戸惑い、勉強してほしかっ

たが、帰ってきてくれてうれしかったと言うもので、西原村古賀地区の被災者は、寺本さん

に助けられて、16 日の本震でほとんどの家屋が全半壊し、被災者は家を取り壊そうとして

も、孫たちとの思い出があり、寺本さんはその思いを受け止めて、ボランティアの皆さんは

片付けなどやり、高齢の被災者は力をもらい、新たな目標を見つけて前向きに行くもので、

家はまだ片付かず、大変ですが、寺本さんが大切にしているのは、小さな声に耳を傾けて、

住民の声を聞くことで、現地の人たちが求めることを見つけ出して、地震があっても、将来

良くなったと思ってほしい、寺本さんは今月復学して、熊本と神戸を往復、古里を笑顔に、

寺本さんは住民たちと歩むもので、住民全員が復興したと言えるまでやると言うもので、寺

本さんはこの 1 年汗を流し、被災者はまだ大変な中、歩みだしています。以上、ニュースＰ

ＯＲＴの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15999] 

朝日放送ラジオ おはようパーソナリティ道上洋三です（2017/4/11） 

安斎育郎 飯舘村調査報告  

 

 

 2017/4/11, Tue 17:41 

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

ェストに、放射線防御学が専門の立命館大名誉教授、安斎育郎さん（  

http://asap-anzai.com/schedule/ 

 ）が、福島原発事故 6 年、飯舘村の調査について報告されました。 

http://asap-anzai.com/schedule/
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 安斎さん、飯館村は人は少ないものの車は行き交い交通事故もあり、車は回復、田んぼに

廃物のフレコンバックが山のようにあり、これは何とかしないとならず、道上さん、田んぼ

のツタは異様と言われて、安斎さん、フレコンバックに雨に耐えるシートが無数にあり、太

陽光発電が多数設置されて、これは普通の村と異なり、太陽光発電は設置したら、電気がま

かなえて、家の電気をまかない余りも出て、避難指示解除は、山は移染できず手付かず、人

の住む周囲、道路は移染して線量は下がり、しかし家から離れたところや、ホットスポット

があり、一概に下がったと言えず、そのところを測らないとわからず、6 年経っても放射線

量は異なり、天候に左右されることは少なく、セシウム 137、半減期 30 年のものが地べた

に定着→ガンマ線にさらされて、半分が 30 年、1/10 は 100 年、生活圏から除去しないダ

メ、移染した廃棄物処理が必要で、放射性物質は無害化不可能、科学が進歩しても消せない、

放射性物質は隔離するしか方法はなく、ガンマ線は 1/10 になっても問題、ホットスポット

ではレンガ、瓦で遮蔽するしかなく、1/10 でいいのではなく、対策が必要。 

 福島の 4 つの自治体で避難指示解除であり、個人の家を調査されて、6 軒の民家で測って

ほしい、避難されても、戻って生活したい希望があり、そこで新しい家を建てて長期滞在し

たい人たち、避難先→飯舘村に戻りたい人たち、調査の結果は、移染の効果はあり線量は下

がっても、雨どいや土手に汚染はあり、雨どいのところを除去して、石、煉瓦で放射線を下

げて、1 年の被爆が 1 ミリシーベルト増えるか、5～20 ミリよりはかなり低くなっている。

これで住んで大丈夫か？ 安斎さんの測定では大丈夫であり、20 ミリシーベルトは、国際

放射線防護委員会が原発事故の突発時の値で、これは緊急時の目安で、これにこだわっては

いけないのに、日本はこれにこだわり、しかし低くすべき、20 ミリは高く、5 年で 100 ミ

リシーベルト、広島、長崎の被爆者のデータからがんの発生率が 0.5％増えるものであり、

実際に示されて、年間 20 ミリはアカン、1 ミリシーベルトだと、100 ミリに 100 年で、

何とか耐えられて、大変なことが起きている。 

 県外避難者が 350 人いて、復興大臣が自主避難者は自己責任と言ったことを道上さん問

われて、安斎さん、苦境に人を立たせてあなたの勝手というのは違う、事故を起こしたのは

電力会社と国家、つまり原子力マフィアの責任で、これを被災者に転嫁するのは卑劣と言わ

れて、現地の方も怒っておられて、安斎さん、6 年現地で測定されて、解除、町の復興につ

いて、決定的に遅れている、原発事故の様子は、本体のことが現場がわからず、周辺の帰還

困難区域はめどもつかず、その周囲での避難指示解除に安斎さんも支援したい、家は建って

いても中は死臭、様々な野生動物が跳梁して、獣害が心配で、避難指示解除→即帰れる、で

はなく、事故時の見立てと異なり、このような獣害はメディアでは報じられず、道上さん、

福島の青年たちがＵ235 の芝居をして、前を向いて復興しろというのに反発、大丈夫でな

http://blog.canpan.info/happyisland/archive/413
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いのに大丈夫と言われて、安全でないものを受け入れさせられることへの抵抗を表現して

いると指摘されて、これからの飯舘村、避難指示解除された地区は復興できるか、安斎さん、

復興できても、最初から安全の結論ありきでみんな帰すのは本末転倒、低下したところとそ

うでないところを把握して、ここでどう生活できるか把握して、全体に安全というのは本末

転倒で危うい、そして原発の現場に働く人もあり、廃炉に関して、安斎さん、廃炉には政府

は 40 年かかるというものの、6 年経っても中は見えず、とても 40 年での前提は無理、場

合によっては一世紀見るべき、廃炉には技術が必要で、しかし原子力への若者の関心も低く、

廃炉 40 年はもっと遅れて、道上さん、廃炉を担う東芝の苦境に言及されて、廃炉も絵に描

いた餅になる、原発＝臭い物に蓋になり、廃炉の研究が必要と言われて、安斎さん、日本の

原子力産業は廃炉産業に特化したら、世界で廃炉ラッシュになり、それに対応できると言わ

れて、これは安斎さん以外にも言っているものの、大きな声にはなっていない。 

 安斎さんはこの活動とともに、絵手紙の個展も京都でされて、4/16、安斎さんの誕生日

（喜寿）に開始、23 日まで、古典でも通信手段、手紙は手元になく、美術館のこたえで返

してもらってのもので、原発の絵手紙も、調査に行った被災者あてにあり、原発、平和問題

の言及もあり、絵手紙の平和活動をされて、それで楽しんでほしいと締めくくられました、

以上、安斎さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15997] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/4/11） 小西克哉 

米中首脳会談とシリア攻撃を語る、中国に北朝鮮を何とかしろ、アメ

リカは北朝鮮に限定攻撃はあり得る！  

 

 

  

 2017/4/11, Tue 17:02 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ！ 火曜日のレギュラーは国際ジャ

ーナリストの小西克哉さんでした。 

 デイキャッチャーズボイス、小西さんが、トランプ大統領のシリア攻撃、これと米中首脳

会談の関係を語られました。トランプ大統領の思惑は、これは大変な動きであり、米中首脳

会談とシリア爆撃が同時、これは極めて密接につながり、小西さん、トランプ氏はシリアを
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どうこうするのは二の次で、北朝鮮のことの優先順位が高く、それで米中首脳会談の中で攻

撃、先週火曜日にアサド政権の化学兵器→国連安全保障理事会の決議をロシアが拒否、日本

はこのやり取りを報じていないが、大変な応酬で、木曜に国連に調査を打診→中国、ロシア

に拒否、そこがイラクだと外交努力→攻撃に数か月かかったのに、今回は決議案 2 つひっ

くり返されて、それで攻撃はもっと後でもよかったのに、その時に米中首脳会談、習近平氏

の目の前でシリア攻撃で、シリアより、中国を動かして北朝鮮を何とかするための動きで、

シリアに 59 発のミサイルでシリアは変わらず、喜ぶのはＩＳ、アサド政権の弱体化でテロ

リストは喜び、ＮＳＣもそこまで馬鹿ではなく、習近平氏の目の前のタイミングで、子ども

が殺されたと大義名分、中国は話し合いで、としたのに、シリアの化学兵器使用はアメリカ

の国防総省も把握して、化学兵器特有の汚れがあり、そして病院が攻撃されたこともアメリ

カは把握して、その後 59 発のミサイルが命中、嘘の情報のもとでこんなことをやったらト

ランプ政権は潰れる、中国を動かす→北朝鮮を動かすのがアメリカの国益＆トランプ氏の

個人的な感情、怒りで、トランプ氏は選挙時にシリア難民で入国禁止と言っていたが、難民

の子供の溺死を見て、トランプ氏も人道的なことを考えることになり、アメリカはリビアを

爆撃しないとしていたのに、カダフィの空爆を見たらオバマ氏も変更して、このような感情

的な反応と、北朝鮮を何とかしたいのが理由で、シリアはもっと混乱するが、北朝鮮は最低

限の武力行使をしないと何とかならない、しかし戦争はアカン、でも巡航ミサイルで叩くシ

ナリオはあり、アメリカは 80 年代のレーガン大統領の際に、カダフィ氏を爆撃、カダフィ

氏は遊牧民で逃げても、娘が殺されて核開発をやめて、これは核開発を止めさせる手段で、

強啓さんも唖然、これを北朝鮮にもやろうとている！ しかし国務長官は外交努力には限

界がある（＝ドンパチしないと金正恩氏を止められない）と発言していると、小西さん締め

くくられました、以上、小西さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15989] 

朝日放送おはようコール（2017/4/11） 小西克哉がアメリカ・トラン

プ政権の対北朝鮮政策とポテトチップス生産中止問題を語る  

 

 

 2017/4/11, 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
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ストの小西克哉さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面紹介は、朝日と日経は人口 50 年後 8800 万人、人口減少は避けられず、

読売はアメリカの東アジアへの空母派遣、毎日は天皇退位の特例法の概要、産経はアメリカ

が中国企業の制裁強化、スポーツ紙は浅田真央選手の引退です。 

 

 北朝鮮へのアメリカ、トランプ政権への態度、国務長官のティラーソン氏は、シリア攻撃

は北朝鮮への牽制・警告と言い、北朝鮮の姿勢次第ではもっと強硬に出ると言い、空母カー

ル・ビンソンをシンガポールから東アジアへ、また空母群（ミサイル駆逐艦、空母ミニッツ

他、カール・ビンソンとミニッツで 150 機戦闘機を発着可能）を東アジアに展開して、Ｃ

ＮＮも北朝鮮への牽制といい、ＡＢＣテレビだと、国家安全保障会議がトランプ大統領に新

たな策を提示、25 年前に撤去された韓国（在韓米軍）への核兵器の再配備、有事への北朝

鮮対策、アメリカと韓国の特殊部隊で北朝鮮に出るもの（金正恩氏暗殺作戦！）、外交でう

まくいかなかったら軍事オプションに出るもので、究極のチキンレース、北朝鮮は力には力

で立ち向かうと言い、かつてない北風政策、朝鮮労働党は核戦争も辞さないと言い、北朝鮮

は人民会議、他イベントのラッシュで、しかしアメリカは朝鮮半島の非核化と言い、これに

ついて小西さん、毒には毒、トランプ政権発足後北朝鮮政策は激変して、北朝鮮に全く話し

合いをせず、北朝鮮政策はオバマ氏で甘やかして、民主党政権時は甘く出て、80 年代のア

メリカはリビアのカダフィを攻撃して、それで核開発を止めたことがあり、トランプ政権は

北朝鮮に圧力をかける（脅し）、米中首脳会談で最も大事なことは、その時にシリア空爆、

問題はトランプ政権が中国をどう動かすか、習近平氏とデザートの時間に攻撃で、北朝鮮を

シリア同様攻撃するというもので、シリアにミサイルを撃つのは、中国へのメッセージ、ア

メリカはおそらくいきなり戦争は無理、カール・ビンソンのみでは無理で、北朝鮮はどうす

るのか？ 中国が北朝鮮をどこまで支えるか？ もう一つ、金日成氏生誕 105 年などのイ

ベントに北朝鮮が核実験したら状況は変わると言われました。 

 

 大手菓子メーカーがポテトチップスを生産一時中止、普段スーパーに山積みのポテチが

無くなり、湖池屋、カルビーも生産を先月～今月に中止、背景は深刻なジャガイモ不足であ

り、昨年夏の北海道の台風被害で、例年 9 月に収穫のジャガイモが出来ず（日本のジャガ

イモ生産の 8 割）、貯蔵分でまかなっていても底をつき、業界トップの湖池屋も中止、シェ

ア 7 割のカルビーもストップで、7 割が北海道産のジャガイモを使っており、深刻で、スタ

ジオでも買い占めるかという声があり、ジャガイモの価格も高騰して、今年のジャガイモは
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九州も出荷できるのは 5 月で、カルビーは海外のジャガイモだと品質が悪いと言い、さら

にジャガイモの輸入には規制があり、小西さん、北海道で 1 割減の収穫でこれであり、93

年の米不作時にはタイ米を輸入して、国産にこだわるのは、海外から輸入しないのか？ ア

メリカのポテトチップスと日本の味は異なり、日本人のこだわりか？ 絶対に国産でない

といけないとメーカーが思っていると指摘されました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日 1 面の、50 年後人口は 8880 万人、今の 2/3 になり、

2065 年には高齢者が 38％、出生率は改善されても、小西さん、その後 30～40 代の出産

が増えて、減少のペースが減ったもので、人口はドラスティックな政策をしても効果が出る

のは 20 年後、フランスは出生率を改善して、しかしＡＳＳ政権は共謀罪をやっていると言

われて、日経の 9 面の記事、韓国大統領選挙、文氏に安氏が急迫、小西さん、安氏は中道左

派、保守の方を取り込んで、文氏も安氏も日本には厳しいが、今の様子だと安氏が有利であ

ると言われました。以上、小西さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15987] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/4/10） 憤懣本舗 著作権料 音楽教室、

ＪＡＳＲＡＣとの闘い？  

 

 

 2017/4/10, Mon 19:22 

 永岡です、著作権の問題で、音楽教室にまで著作権料をＪＡＳＲＡＣ（日本音楽著作権協

会）が徴収する件、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」の月曜企画、憤懣本舗で取り上げら

れました。 

 音楽教室は全国で行われて、将来の音楽界を担う子供たちにピアノを教えても、著作権が

切れた（没後 50 年の作曲家、クラシック音楽のベートーヴェンやショパンなど）には著作

権料はかかりませんが、これがジブリアニメの主題歌だと著作権の対象でお金がかかるも

ので、音楽教室を 40 年運営される女性はこれは理不尽だと訴えます。レッスンで先生が弾

いても著作権のかかるものであり、曲の一部になぜかかるのかというのです。 

 これは、ＪＡＳＲＡＣの大橋理事は、音楽教室には著作権料は求めなかったものの、演奏

権が適用される、演奏は著作者だけに認められて、他の人が演奏するなら著作権料がかかり、
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営利目的でない町内会のカラオケにはかからず、また学校の音楽の授業もかからないもの

の、民間の音楽教室は、それで楽器が売れて営利目的と語り、ＪＡＳＲＡＣは年間使用料の

2.5％を払えと今年 2 月に通告、音楽が売れなくなり、ＣＤの売り上げは低迷（というか、

日本はＣＤがまだあるものの、アメリカでは音楽は 100％インターネット配信になってい

る）で、収入を得るために、このような方針になり、ＪＡＳＲＡＣの幹事も、これは当然で

あるとして、これに対して、著作権料を取られるピアノメーカーのヤマハとカワイ、ライバ

ルの楽器メーカーが手を組んで反発していますが、演奏権で払えはウソだろというもので、

音楽文化の問題として、ライバルが手を組み、ＪＡＳＲＡＣはヤマハとカワイには 2003 年

から取れるなら取っていた、最早話し合いの時間はないというのです。法律論争の余地はな

いというのです。 

 音楽教室に迫る危機、ＪＡＳＲＡＣの徴収は、歴史もあり、71 年に社交ダンス教室の音

楽が問われて、これは最高裁でＪＡＳＲＡＣ勝訴が確定しています。しかし受講生は最近の

曲で踊りたいと言い、教室は 8 万／年払い、しかし料金は教室で決めていないと言い、そ

して、90 年代にはカラオケを置くバー、スナックなどが標的になり、ＭＢＳの 98 年の映

像で、ナイトクラブ、バーなどに、3500 円の使用料を求めて、ＪＡＳＲＡＣのメンバーが

血道をあげてスナックバーを回って徴収。スナックのママは、暇だから 3500 円のためにや

っていると言い、そして 6 年前にはフィットネスクラブのエアロビクスにも著作権料がか

かることになり、受講生もそれで高いお金を払っていると指摘し、音楽が売れず、著作権料

収入が低迷して、ＪＡＳＲＡＣは取れるところから取れるならヤマハやカワイからとって

いたと言うものの、及川眠子さん（エヴァンゲリオンの主題歌作詞）や宇多田ヒカルさんは

ＪＡＳＲＡＣのやり方を否定、著作権に詳しい坂本優弁護士は、音楽教室だと部分のみやる

ので演奏と異なり、しかしＪＡＳＲＡＣの判断が誤っているとも言えないと語ります。 

 司会の西靖さん、何とも世知辛い話だと言われて、演奏権は公衆の面前から利益を得るこ

とを想定して、しかしＪＡＳＲＡＣは今年に実施したいと言うものの、音楽教室はレッスン

料も取っていると言うもので、中野雅至さんは、楽器の販売ではなく、公共性が必要で、世

の中に普及している音楽、西さんは口笛からも、入学式からも取るというのか、ＪＡＳＲＡ

Ｃは著作権料で音楽の普及をするというものの、疑念を示されました。 

 ＪＡＳＲＡＣの問題は、リテラに記事があり、 

   http://lite-ra.com/2017/02/post-2895.html 

 日本は音楽が盛んで、先日、堀江政生さんのラジオで、日本は楽譜が世界一売れる国と紹

介されており、しかし、この問題の根幹に音楽が売れなくなったこと、そして音楽ファンの

高齢化があり、クラシック音楽の場合は、今演奏会の観客の大半がシニア層であり、彼らが

http://lite-ra.com/2017/02/post-2895.html
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いなくなったら市場は成立するのかというところまで来ており、著作権問題は、日本だと

90 年代に同じパソコンソフトを会社の何台ものパソコンで使いまわすことも問題になった

ものの、音楽は文化であり、お金に置き換えられない価値があり、ＪＡＳＲＡＣの姿勢は、

私には疑問です（日本には音楽大学がたくさんあり、年間 11000 人の卒業生が出ても、彼

らの中で音楽関係の仕事に就けるのは 1000 人ほど、それもレコード店や楽器店の店員な

どが大半で、演奏家になれるのはほとんどおらず、他方レッスン料など多額の経費がかる問

題があり、これは昨年複数の音楽雑誌で報じられました）、大阪でオーケストラへの助成打

ち切りと、根幹は同じです。以上、ＶＯＩＣＥの憤懣本舗の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15986] 

朝日放送キャスト（2017/4/10） 熊本大地震 1年、南海トラフ巨大地

震と梅田巨大地下街からの避難 

 

 

  

 2017/4/10, Mon 17:46 

 永岡です、朝日放送のキャストで、熊本大地震から間もなく 1 年、南海トラフ地震が来

たら梅田がどうなるかというものが取り上げられました。 

 大阪・梅田には地下の駅が 4 つと、世界一の地下街があり、地下街に津波も来て、2m（津

波は 50cm で人が流されて、2m で家が流されるから、これは大変な数字）、南海トラフ巨

大地震で、大阪の地下鉄は、震度 6 の揺れで脱線はないと大阪市の関係者は語り、阪神・淡

路大震災で地上の電車は脱線しても、地下鉄は脱線せず、しかし地下は地震で止まったら、

電車の先頭部と最後尾から梯子で降りて、そこから最寄りの駅まで避難するものの、全員の

避難には 1 時間かかり、大阪市の関係者は慌てずに避難してほしいと語り、梅田最大の地

下街、ホワイティ梅田、200 もの店舗があり、ここで地震になったらどうするか、全ての店

に、誘導用の旗があり、地上に出るのにどこが近いか、揺れが収まったら、店はお客さんと

一緒に避難することになり、しかし地下街からの出口は、津波の侵入を防ぐために閉鎖され

て、津波が梅田に来たら、ホワイティ梅田は津波にやられて、地下街からの避難は、接続し

ているビルの上に行くと言うものの、地震、津波で地下街の人は一斉に避難、平日の夕方だ

と 15000 人の避難が必要で、ところが今ある接続しているビルだけでは 15000 人の避難
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は無理（もうお客さんがいる）で、津波避難ビル、グランフロント大阪に 3000 人受け入れ

られて、グランフロント大阪の 3 階以上に避難するものであり、避難者にグランフロント

大阪の北館、南館の 9 階が解放されて、しかし災害時にはエレベーターは使えず、二つの

ビルの 9 階に行くのは大変で、電気、水道も止まった場合に、災害用のトイレもあり、また

グランフロント大阪には飲料水のストックもあり、帰宅困難者に対応して、別の倉庫に食糧、

毛布もあるものの、3000 人が受け入れの限界であり、グランフロント大阪他、500 人以上

入れられる避難ビルがあり、ホワイティ梅田近くの阪急のビルなどあり、津波からの避難は、

垂直避難と、水平避難（津波の来ないところに逃げる）があるものの、津波は少なくとも新

御堂筋までは来て、そこから東に逃げる、扇町公園（梅田から徒歩 20 分、関西テレビのあ

るところで、市民団体の集会の良く行われるところ）は津波は来ないものの、阪神・淡路大

震災では建物も壊れて歩くのは大変であり、梅田→扇町公園は 1 時間かかり、扇町公園は

5 万人避難できて、南海トラフ巨大地震で、津波到達に 1 時間 50 分かかり、慌てず、落ち

着いて避難すべきであり、梅田の地下街は世界最大で、熟知している人でないと迷路であり、

受け入れ人数も限界、新御堂筋の東に行くのも大変で、小西克哉さん、地震の際にどこにい

るべきか、モスクワの地下鉄のテロは止めずに駅まで行って助かり、木原善隆さん、地震で

怖いのはパニック、照明もなくなり、日本は津波被害を何回も受けているものの、このよう

な巨大地下街が津波被害の例はなく、この大阪・梅田周辺は私も良く行きますが、どこに避

難するか、大切です、以上、キャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15985] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/4/10） 青木理 ア

メリカのシリア攻撃、北朝鮮の問題を語る＆龍崎孝 民進党長島氏の

離党を語る  

 

 

 2017/4/10, 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。 

 

 オープニングは民進党長島氏の離党について、元ＴＢＳ解説委員で流通科学大学の龍崎
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孝さんがコメントされました。蓮舫氏や、夏の都議選への影響、共産党と選挙協力は受け入

れられないとして離党、今後はどうするか不明、民進党からは、東京からの離党についての

言及もあり、野田幹事長が会見を開いて、野田氏は比例復活だから議員辞職しろと言い、長

島氏は拒否で、龍崎さん、民進党で何が起きているのか？ 今後衆院選について闘い方が定

まらず、参院選の野党共闘について、連合は反対しており、長島氏は保守政治家で、共産党

との協力に否定、民進党と共産党の組み方で民進党内に異論で、そして都議選、民進党から

離党者が続出して、小池都知事に近づく受け皿がほしいとなるものであり、保守に近い民進

党、野党共闘はやむを得ないという人が民進党にあり、選挙区により異なり、共産党との協

力で当選する人と、長島氏のようになしで通る人がいて、民主党時代から意見は分裂して、

共産党との協力に否定派とやむを得ない派があり、また政権を取れるものと、共産党のよう

に野党と徹することや、連合があり、共産党と組んで非自民でも、勝つための野合なのかと

いう意見もあり、強啓さん、政権与党があまりに議席を持つ＆野党のだらしなさに言及され

て、龍崎さん、自民から見たら、長島氏は防衛問題に詳しく、長島氏が自民に来てくれたら

うれしい。 

 また、都議選、長島氏の動きによる影響は大きく、民進党→小池氏になびき、都議選で民

進党は惨敗、長島氏は小池氏と連携する可能性があり、都民ファーストで小池氏は伸びて、

長島氏は小池氏と近づくと自民に入れず、しかし小池氏は保守で、長島氏は都議選までこの

ままで、比例復活での当選で、離党しても別の党には入れず、長島氏は当面一人で活躍して、

都議選まで小池氏は国政政党ではないので接近して、そして政党間の動きは、民進党の中の

保守政治家が共産党とどうするのか、また離党者の出ることもあり、民進党の空中分解も具

体的な動きはなくてもあり得て、長島氏はたくさんの人を集めるタイプではなく、しかしこ

ういう動きをすると、民進党には都議選の結果で大きく変わると言われました。 

 これについて青木さん、比例復活で離党はダメであり、共産党との協力に異を唱えるのは

なぜ今か？ 今はこっちに付いたら勝てるとの目算であり、長島氏は保守的、今の自民党に

近いが、青木さんは民進党応援ではないものの、一強体制に危機感を感じている人が多く、

受け皿を蓮舫氏が作れるのかと言われました。 

 

 青木理さん、ＡＥＲＡで連合赤軍事件について連載を始められて、当時のテレビを国民全

員が見ていたものであり、あさま山荘事件、若者の正義感に同情があったのが、内部でのリ

ンチでそれも否定されて、学生運動が下火になるきっかけが連合赤軍事件であったと言わ

れました。 

 ニュースランキング 1 位はアメリカのシリア攻撃、今夜開始のＧ７外相会合にも影響で、
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青木さん豊洲の問題もすっきりせず続く、森友学園の問題も、何一つ解決せず、出てきては

消えて、今日の浜渦氏の会見でもすっきりしないと言われて、日米電話会談で、トランプ大

統領と安倍総理は一致、シリア攻撃をＡＳＳが賛成しており、シリア、アラブ通信は、イラ

ンのロウハニ大統領のコメント、シリアの主権に違反と抗議して、青木さん、Ｇ７がどうす

るか？ そして原点を踏まえるべきで、国際法で戦争は禁止、国連安保理の承認があった場

合と自衛権の認められる場合のみ武力行使は認められて、しかしトランプ大統領の行為は

どちらにも当たらず、化学兵器がアメリカの自衛と言うのは屁理屈で「トランプ大統領のシ

リア攻撃は国際法に違反」、化学兵器があったのか、イラクも大量破壊兵器はなく、世界の

最大国家のアメリカがこんなことをやっていいのか？ シリア国民が攻撃されたからとい

うのは理由にならず、日本政府も行動を支持ではなく、決意を支持であり、アメリカの専門

家と青木さん話して、アサド政権と協力してもＩＳを倒すと言っていたのが、トランプ氏は

瞬間的に感情を変えるので、北朝鮮を攻撃した場合のシミュレーションをしてやったらま

ずいとしてしなかったのに、北朝鮮にトランプ氏が手を出す危険性があり、15 日は金日成

氏の生誕 105 年、朝鮮半島の不安定要因は北朝鮮だけでなくアメリカであり、韓国は、在

韓米軍は韓国がおかしなことをしない瓶のふたと言う意味もあり、アメリカが秩序の柱で

あったのに、そのアメリカが最悪の不安定要因になっていると言われました。 

 

 また、青木さん、家族間の殺人の理由は将来を悲観して、が最多であることについて、日

本の陰惨な事件をメディアが伝えて、治安が悪くなったのではなく、殺人事件は 10 数年減

ってここ 2,3 年は 1000 件を切っても、その半分は家族間の殺人で、分析結果を青木さん

ご覧になり、警察では家族間の殺人は防げないと言うものの、介護、育児疲れの将来への悲

観が理由の最多で、貧しさは犯罪を誘発して、介護、育児疲れは社会が支えるべきで、それ

がないから悲劇が起きる、次いで金銭トラブルが原因で、将来の悲観がトップなのは、社会

での殺人事件を減らすためにできることはあると言われて、事件発生時に、被害者と加害者

の 84％が同居であり、人が人を殺すのは、顔を突き合わせているところに事件の目が埋め

込まれている、相互が理解しあえておらず、自分の家族が自分をどう思っているのかの問題

を語られました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、青木さん、アメリカのシリア攻撃、北朝鮮との関係について

のお話がありました。2,3 週間前、青木さんこの番組で北朝鮮情勢がきな臭くなると言われ

てその通りになり、戦争にならないために何が必要か、アメリカの原子力空母カール・ビン

ソンを派兵、94 年にアメリカが北朝鮮を攻撃しかけたことがあり、それ以来の危機である
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というのです。その日は強啓さんそれでは困ると言われて終わり、そしてトランプ氏のシリ

ア攻撃、ボイスで言ったことが現実化して、テレビは危ない方に煽る、第 2 時朝鮮戦争、第

3 次大戦とか煽るものの、シリア攻撃は国際法違反で、そして北朝鮮の軍事オプションをト

ランプ氏は言い、ＡＳＳはそれを心強いと言うものの、北朝鮮に軍事オプションしたらエラ

イことになる、94 年にアメリカは北朝鮮の限定空爆を検討しても、戦闘開始で、北朝鮮は

ミサイルだけでなく、南北国境に武器を配備して、戦闘をしたら、米兵 5 万人、民間人数百

万人が犠牲になり、38 度線とソウルは 50km しかなく、94 年当時の米軍は、北朝鮮を倒

せても韓国の打撃は大きく韓国のＧＤＰはゼロになる、韓国の人口の1/3がソウルにいて、

そこが打撃→大打撃、日本も破綻、難民も発生して、北朝鮮は米軍を攻撃し、沖縄の米軍基

地を攻撃することになり、攻撃されたら完全に防ぐことは不可能で、北朝鮮はこれを利用し

て瀬戸際外交をして、ならどうしたらいいか？ 危機の局面を対話にすべき、94 年はビル・

クリントン氏がやる気であったのを、カーター元大統領が金日成氏と話し合ってギリギリ

で危機回避して、アメリカの危機回避機能が働いたが、今のトランプ政権は何をするかわか

らず、誰も北朝鮮有事を望まず、中国も日本もであり、日本、韓国、中国とアメリカでこの

危機を防ぐべきで、このきな臭さを対話に、知恵を合わせて危機を回避すべきで、習近平氏

とトランプ氏の会話はなく、金正恩氏は一度も外交をしておらず、どうやって金正恩氏を話

し合いの席につけて解決するのかと言われました。以上、青木さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15978] 

朝日放送おはようコール（2017/4/10） 伊藤惇夫がトランプ大統領の

シリア攻撃の衝撃と北朝鮮の情勢、復興大臣他のＡＳＳ政権デタラメ

人事を語る  

 

 

 2017/4/10, 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。 

 

 今日の一般紙は新聞休刊日です。 
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 米軍の電光石火のシリア攻撃に世界が衝撃、ロシアが反発しており、北朝鮮も反発、米中

首脳会談の会食中のことで、トマホークミサイル 59 発がシリア空軍基地を攻撃、国連の安

全保障理事会緊急会合が開かれて、アサド政権の後ろ盾のロシアは主権国家への攻撃とし

てアメリカを非難、でんでん総理はトランプ大統領バンザイの始末、トランプ大統領は化学

兵器が使用されないようにと言うものの、その根拠は示されず、北朝鮮外務省は国営メディ

アで、我々への警告に驚かないと、核兵器の所有を正当化して、トランプ大統領はシリアが

化学兵器を使った証拠を得たとして、アメリカの安全保障のためで、追加攻撃の可能性を示

唆して、ロシアは攻撃による打撃は部分的と報じており、この突然の攻撃の正当性、シリア

はアサド政権と反政府勢力の内戦が続き、アサド政権の空爆で化学兵器が使われたと言う

ものの、アサド政権は否定して、アメリカは反体制派を支援していたわけであり、トランプ

大統領はロシアと仲が良かったのではないか？ この爆撃に関して伊藤さん、イラク戦争

を思い出す、大量破壊兵器のためと言って結局なく、今回トランプ政権は一国主義のはずが、

しかしトランプ政権は内政が行き詰まり、オバマケア廃止も手付かず、イスラム教国の入国

禁止例もアウト、それをそらすためで内政の失敗を戦争でそらすもの、そしてトランプ政権

はロシアと不都合な関係と噂されていたもの（ロシアスキャンダル）を打ち消すもので、議

会でもロシアとの不適切な関係を問われて、トランプ大統領とプーチン大統領は仲がいい

と言われても、自国の利益を考えたらそんな単純なものではなく、日本の立場は苦肉の策、

トランプ政権の決意を支持して、攻撃を支持しているのではない、悩んだ末の文言であると

言われました。 

 

 そしてアメリカの次の標的は北朝鮮か？ アメリカは北朝鮮への圧力を要求して、アメ

リカは原子力空母カールビンソン（世界最大の原子力空母）を、シンガポールに行く予定を

変更して朝鮮半島に送り、理由は明らかにしていないものの、ロイター通信は朝鮮半島への

軍事プレゼンスを示す、北朝鮮へ示威行為、他方、安倍総理はトランプ大統領と電話会談、

日米韓の関係を確認して、北朝鮮は金正恩氏トップ 5 周年、金正日氏生誕 75 年などイベン

トがラッシュで、しかし伊藤さん、意向を示しても、アメリカの北朝鮮攻撃の可能性は低く、

北朝鮮は核を持ち韓国と接しており、北朝鮮を一気に叩けないと反撃されて、韓国、場合に

よっては日本も攻撃されて、中国がどう出るか？ しかし中国は晩餐会の最中に攻撃を見

て、中国は北朝鮮の暴発が怖く、トランプ大統領は何をするかわからない、アメリカは中国

との経済関係もあり、北朝鮮の対策は、日本は国民のことをどう守るかを考えないといけな

い、韓国の政情が不安定であり問題と言われました。 

 



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

133 

 

 今村復興大臣の暴言、自主避難者は自己責任と言ったことに、ＡＳＳ（abe Shinzo 

Shusho(c)想田和弘さん）は福島で謝罪して、ＡＳＳ政権は福島を支えると言い、そしてＡ

ＳＳは今村氏と避難指示解除のところに行き、ＡＳＳは浪江焼きそばを食べるなどして、4

日に今村氏が自主避難者に暴言→ＡＳＳがお詫び行脚、ＡＮＮの世論調査では支持率は相

変わらず高く、これについて伊藤さん、大臣はにこにこして反省していない、自主避難者は

裁判しろと嘯き、ＡＳＳ政権は主力の菅氏や麻生氏はしっかりしているが、その周囲はデタ

ラメで、復興大臣はパンツ泥棒など、復興に本気で取り組んでいるのか？ 稲田防衛大臣は

答弁がムチャクチャであり、人事をなめているのか、復興大臣は枠が余ったからの人事で、

被災者は怒っておられると言われました。以上、伊藤さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15966] 

ネットワーク 1・17（2017/4/9） 福島原発事故 6年、避難住民の心

をつなぐラジオ 吉田恵子さんのお話 

 

 

 2017/4/9, Sun 06:01 

 永岡です、第 1061 回ネットワーク 1・17、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。 

 ドキュメンタリー映画「標的の島 風（かじ）かたか」（三上智恵監督）について、神戸

新聞の記事がありました。 

  https://www.kobe-np.co.jp/news/bunka/201704/0010077338.shtml 

 

 今朝もリスナーの声、毎週聞いて震災を忘れないように、今村復興大臣の自主避難者への

自己責任問題が気になったとあり、千葉さん激高した今村氏の態度が衝撃的で、野村さん、

自主避難者は、これまで公営住宅に無償で住めたのに、放射性物質の被害はまだあり、事故

がなければ避難しなかった、わがままではないと言われました。 

 

 今回のテーマはラジオ、災害時に被災者の安否情報や避難所、ライフラインを伝える、自

治体の設置する臨時災害放送局、広域ではなく被災地に伝えるもので、阪神・淡路の被災地

で第 1 号（ＦＭわぃわぃ）、東北で 24 局作られたものの、補助金は打ち切られて、役目は

https://www.kobe-np.co.jp/news/bunka/201704/0010077338.shtml
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終えたと閉局されたものもあり、今も開設されているのは 4 局だけです。 

 福島県富岡町のおだがいさまＦＭ（http://www.odagaisama.info/?page_id=26 ）、パー

ソナリティーの吉田恵子さん、富岡町の社会福祉協議会の方で、全国に散らばっている被災

者に声を届けられて、4 月 1 日に避難指示解除の富岡町のお話がありました。吉田さん、お

電話でのお話で、おだがいさまＦＭは原発で避難しないといけないと、ビッグパレット福島

に避難、大規模な避難所、3000 人も避難されて、情報提供は最初紙でやり、トランジスタ

ラジオが支援物資で送られて、ラジオを県の担当者が使うためにラジオをと、微弱な電波で

ラジオを、館内放送だと音量を上げたら、心地いいと限らず、ラジオ放送だと聞きやすく、

聞いたときには、そんなことはできるかと思い、社会福祉協議会の方がラジオをやるのは、

機材を買うために口説き落とすのが大変、震災時の 5 月の連休時に視察があり、避難所を

見て 300 万円送られて、マイク、ミキサー、ＣＤの機械を、ダンボールのスタジオで、ロ

ビーにダンボールで仕切ったスタジオを作り、ラジオ放送、リクエストは高さ 20cm もの

ものが集まり、みんな音楽を聴きたく、みなさんの生活に関わること、申請のこと、自衛隊

のお風呂の情報を提供して、最初の 3 日は生活に関わることをして、4 日目にあるパーソナ

リティーが会場を笑わせて、女性専用スペース、男性は入れないところにおじさんが入って

しまい、そこに入ってはいけないと言ったら、自分が入ったと手を挙げた人がいて、お父さ

んダメという会話が受けて、笑い声があり、笑うチャンスを被災者も待っていたものであり、

おだがいさまＦＭで笑いを届けて、微弱な電波から、おだがいさまの意味、おたがいさま、

ビッグパレットに互いに助け合う意味を込めての命名で、おだがいさま、会津の方言で、浜

通りとは言葉が異なり、それが復興の合言葉になったら、なのです。 

 ミニＦＭは避難所の閉所（8/31）とともに一旦休止、ビッグパレットのみで聞けて、そ

こから借り上げ復興住宅、仮設住宅に行き、しかしラジオのニーズはあり、臨時災害放送局

に移るものの、被災地で行うのが条件で、富岡町は原発の近くで、全員避難、誰もおらず、

避難先での立ち上げは前例がなく、苦労して、前例のないものには役所は厳しく、総務省に

直接打診して、原発での強制避難、全国に避難して、富岡町での開設は無理と言い、総務省

→東北の役所に掛け合い、郡山市にココラジがあると言われて、しかし自分はバラバラにな

った人たちをつなぎたいと、最後に電話して、原発を推進したのは国だと言い、その犠牲で

あり、どうにかしたいなら協力してほしいと言って、臨時災害放送局、電波の届くところだ

けでなく、全国の都道府県に富岡町民が避難して、全国に電波は届かず、タブレット端末で、

おだがいさまＦＭを聴けるようにして、遠くの人も聞けるものであるのです。 

 どんな放送か、富岡セブンロックの昨年の放送が取り上げられて、被災者の声、神社のこ

と、楢葉町などのことを紹介して、今はいわき市に避難と、ローカルな話、富岡町の風景、

http://www.odagaisama.info/?page_id=26
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思い出をたどる超ローカルなものであり、野村さんも感心されて、番組を作る上での注意は、

どこに住んでいて、どこに避難しているか、などの被災者をつなぐもので、富岡町民に来て

もらい、富岡町の言葉で話すもので、大阪に避難された方が郡山市に来て、大阪では言葉が

異なり孤独、ラジオで富岡町の言葉を聴けて、言葉で思い出すものがあり、毎日聞いてもら

わなくてもいい、富岡町のことをタブレット端末から聞けるものが必要で、町はいいものを

作ってくれたのです。 

 4/1 に避難指示解除、その前に自分の家に特例宿泊で帰れたことも取り上げて、灯りの付

いていない家に帰るのはつらく、知らない人が来るのか？ 昼間、廃品回収の車も回り、そ

んなに車の通らないところに車、家でのイタチの駆除も大変で、細かく通い、泊まれる状況

に、ホットスポットは必ずあり、それは注意しないと、というもので、ガラスバッチ、線量

計があり、線量を気にしての行動で、町は大変であり、戻っていく人の支援は必要で、郡山

市で放送して、伝えたく、吉田さんも、自分の家は解体して更地、職場は震災前のもので、

過去 6 年何もなかったかのようなものであり、不思議な感覚で、忘れてはならず、震災の

あったことで様々な人と出会えて、世界からの支援もあり、震災→ラジオの立ち上げ、しか

し被災者のみにしかわからない感情があるというのです。 

 おだがいさまＦＭ、富岡町の言葉で、遠く離れても方言でラジオによりつながるものであ

り、吉田さん、今の季節はやっと桜が咲いて、2.5km の桜並木があり、富岡町民は桜とと

もにあり、しかし桜並木は 300m だけしか人が入れず、帰還困難区域を隔てるゲートがあ

り、帰還困難区域に桜があるのはつらく、富岡町民に桜の話をさせたら大変盛り上がり、雨

で桜を心配するものであり、桜への思いを、復興応援ソングとして作り、桜舞う町で、とい

う歌で締めくくられました（これは you tube にありました、 

   https://www.youtube.com/watch?v=ywLGbJroEr0 ）、以上、今週のネットワーク

1・17 でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15961] 

市民のための自由なラジオ（第 54回）（2017/4/8） 広島、福島の思

いを言葉に託す、伝える、すぐには変わらない、しかしきっと変わる

世の中のために、永田浩三さん（元ＮＨＫプロデューサー）のお話 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ywLGbJroEr0
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 2017/4/8, Sat 12:05 

 永岡です、市民のための自由なラジオ LIGHT UP！第 54 回、今週は女優の木内みどりさ

んの司会で放送されました。木内みどりの指差し確認、です。今週より一番早いＦＭたるみ

ずの時間変更で、今後は土曜日のＦＭうらやすを聴きます。 

 

 ＭＢＳラジオの、しあわせの五・七・五（2017/4/8）の、川柳な人々、ゲスト、満月ぽ

んぽんこと時代小説家の高田郁さんが出られて、高田さんしあわせの五・七・五のリスナー

で、ボツ酒場の常連、この前やっと呼んでもらい、時代小説家、あきないのシリーズが人気

の方で、みおつくし料理帳が大ヒット、お芝居も松竹座で行われて、みおつくし料理帳はＮ

ＨＫのテレビドラマでやるもので、多くの方が高田さんの作品を待っておられて、2 月と 8

月はものが売れないという時期に、本屋に来てほしいと、あきない世伝のシリーズは 2 月

と 8 月に出て、近藤さん、心がけが違う、近藤さんは売れない 2 月と 8 月は避けて出版さ

れて、しかし高田さん、江戸時代でもバブル後のものの売れない時代、知恵を絞っての時期

に、夢もあり、商売人の方のことを知ってほしいと言われて、近藤さん、身にしみてわかる、

本の力は強いと言われて、高田さん、徹底して調べて、体を動かしてやるもので、今回は呉

服商の話、調べて、高田さん家で綿を育てて、綿を育てると、名前をつけてやって、全国で

綿が広がり、種を植えて綿の種になり、商売で、布地を扱う人の気持ちが分かり、値下げし

て競争するのではなく、自分も体験して、それが読者に受けると言われて、主人公は女性、

当時女性は店主になれず、明治までは女性は店主になれず、影の大黒柱であり、徹底した取

材で、あきない世傳・金と銀、本の帯にイラストがあり、高田さん、時代小説を書いて 9 年、

しあわせの五・七・五と同じ年月で、番組も 私も来年 満十歳と高田さん詠まれて、来年

はイベントを、と言われました。 

 

 木内さん、自由な隅田川スタジオからの放送で、今回のゲストは作家で武蔵野大の永田浩

三さん（元ＮＨＫプロデューサー）です。木内さん３年前から永田さんを追いかけられて、

著書、ベン・シャーンを追いかけて、四國五郎と原爆の表現者たち、そして、四國五郎さん

の息子さんの光さんも収録当日に東京におられて、参加されました。 

 永田さんのお話、クローズアップ現代他を制作されたジャーナリスト、木内さん永田さん

に出てほしいと打診して、今回スケジュールが合っての実現で、永田さん、ＮＨＫに 32 年

おられて、クローズアップ現代、ＮＨＫスペシャル、四国のお遍路もされて、昭和天皇の急

変時にされて、昭和天皇の妃になるはずの人がお忍びでお遍路、それをＮＨＫに取材してほ

しいと言われて、永田さんは他の仕事を置いて、秘密のロケ、宿の予約までされて、しかし
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上品な方で、ＮＨＫのカメラについているＮＨＫのマークを隠しての仕事で、サツマイモは

薩摩でしかできないのか聞かれて、李王朝最後の皇太子に嫁いで、ソウルに行かれて、槍ヶ

岳などにも登られて、ところがこれのオンエアは、ソウルのロケで体を壊されて亡くなられ

て、山小屋は雑魚寝で、それを知らず、しかし敬虔な遍路の旅で、88 ヶ所を 4 日で回り、

番組に仕上げる前に亡くなり、ストップがかかったのではなく、お遍路だけではできず、ま

た永田さんは岸信介氏にインタビュー、日本の戦争の軍事物資の確保と、空襲の対策、東条

英機内閣ではやっていけないとして、倒閣で、岸氏はＡ級戦犯でも、これで首の皮一枚助か

り、記憶力抜群で怖いものであり、岸氏は取材を受けず、東条氏を倒したと言う勲章で、昔

のＮＨＫのオフィスでやり、木内さん岸氏は悪辣かと聞かれて、永田さん、政治の闇の部分

を担ってきた本人で、すごいと直感、しかし岸氏の本質は日本を大切にせず、孫のＡＳＳは

それを真似てもスケールは違い、永田さんは東京に住まわれて、ＡＳＳと面識はないが、Ａ

ＳＳの同級生が近所にいて、民主党政権時に永田さんと対談の話があり、しかしお流れで、

木内さんその時に会わずに良かった、安倍晋三のＮＨＫにしてはいけないと言った永田さ

んなのだから、と言われました。 

 

 

 また、音楽で、キルギス共和国のウメトバエワ・カリマンさん（女性）の、コムズという

珍 し い 楽 器 に よ る ラ イ ヴ も あ り ま し た

（ttp://www.minken1975.com/kouza_trial/komuz.html 

 ）。木内さんこの音楽にしびれて、生演奏、キルギスの音大→日本の芸大に学ばれて、木

内さん朗読の際にカリマンさんの演奏に感銘を受けて、楽器のコムズ、ギターより小さい 3

弦、杏の木から作られたもので、生演奏がありました。男の子と馬、ライヴに木内さん拍手

喝采、右手の指で弾くのが大変な動き、こんなものを初めて見て、キルギスは日本の半分の

国土、大半が山であり、そこを少年が走るのが見えたと言われて、カリマンさんはコムズを

8,9 歳の頃からされて、カリマンさんの演奏のＣＤはあり、このライヴはアーカイヴに残り、

後日聴けます。 

 

 再び、永田さんお話、永田さんの本、ベン・シャーンを追いかけて、8/15 になるとＮＨ

Ｋで特集しても、なぜ日本が敗戦したか、アメリカが何を隠したか、第五福竜丸のことをベ

ン・シャーンが書いて、展示をご覧になり、ビキニ環礁での 1954 年、水爆実験で 160km、

ブラボーという水爆の東側に第五福竜丸、閃光→死の灰、サンゴ礁のものと放射性物質を乗

組員が被曝してしまい、ラルフ・ラップという物理学者が取材して、ベン・シャーンが絵を

http://www.minken1975.com/kouza_trial/komuz.html
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描いて、当時は核兵器をアメリカのみ持ち、核兵器反対というと排除されて、今の日本の反

日のような、反米という烙印を議会に押されて、恐ろしい思いをしながら表現を止めず、核

兵器は人類に幸福をもたらさないと言ったアメリカ人は実は少なく、ベン・シャーンはリト

アニア、イタリアなどをまたいで取材、しかし母が胃がんで倒れて、メキシコに行けず日本

に帰り、旅の中で、ベン・シャーンの絵を今の人がどう受け止めるか、ベン・シャーンが現

代にどう生きているかを知りたく、木内さんも繊細な線の絵と言われて、永田さん、不思議

な線であり、木内さん、原爆投下直後の病院をベン・シャーンが描いて、グニャグニャの鉄

骨のものを描いて、ベン・シャーン晩年のモチーフで、福島県立美術館の方が、広島の建物

と調べて、広島の八丁堀の交差点の呉服店、当時珍しい鉄骨の建物で、永田さんの母の実家

とお隣さんで、原爆投下は 45/8/6、夏に恵比須神社のお祭りがあり、それを仲間で支えて、

原爆投下から 3 か月後のお祭りもやることになり、バラックの中でお祭りをして、その建

物がベン・シャーンの絵に残っていたのは驚きで、ベン・シャーンと永田さんのつながり、

母が倒れて広島に帰りこの発見で、晩年の母に、どうやって逃げたかとして、母の足跡を追

って、そんなこんなで、原爆資料館の展示を見たらこれだと分かり、ベン・シャーンの絵と

合致して、一連のことで、空いたピースが埋まった。 

 四國五郎と原爆の表現者たちもやり、四國五郎さんのことも追って、米軍占領下の奄美の

皆さんのことを追って、五郎さんの息子さんの光さんに接触、その光さんもスタジオで参加

して、光さんは電通を退職して、父の絵を整理して、イベント、写真集を作るなどして、光

さんと永田さん、五郎さんの晩年に光が当たり、読んでこの人はすごいと思い、永田さん五

郎さんの本を書くことになり、四國さんが 70 年代、市民の描く原爆の絵のキャンペーン、

ＮＨＫ広島放送局に絵を持ってこられた小林さんの企画があり、それを五郎さんが支えて、

四國さんの人生を知りたいと、調べたく、四國五郎さんは広島では有名で、母子手帳、怒り

地蔵、峠三吉の詩の絵も四國五郎さんが描いて、四國さんと峠さんがいたから、原爆詩集も

世に出た。 

 四國五郎さんは、絵として 1 枚も売らず、反戦のためだけに使いたいためで、四國さん

のお弟子さんに、ガタロさんという画家が広島におられて、永田さんガタロさんの展示会を

武蔵野大でされて、四國先生と言われて、元町アパートの清掃員をされて、それも絵に描い

て、清掃と、政争をひっかけて世の中を見られて、メッセージ性の強い絵であり、ガタロさ

んは四國さんから、原爆ドームを描くなら毎日描けと言われて、ガタロさんのこともＮＨＫ

の番組で描かれて、四國五郎さんとガタロさんの共同作業があった。 

 息子の光さんに、自由なラジオの第 28 回で出てもらい、父は子供にも丁寧語、動物にも

丁寧語であり、若いころに町に猫がいて、家で飼うことになり、穏やかな人物で、平和につ
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いて命懸けで闘った印象は一見なく、しかし戦争と、戦争を起こす人間への怒りは消えず、

ある人が五郎さんの手紙のコピーを持って来られて、平和のためには死んでもいいと、腹の

座った人物であったのです。 

 内なる炎と、穏やかな表情は永田さんも同じ、しかし永田さん、アベのＮＨＫにしてはな

らないと、2015/8/14 の戦後 70 年の安倍談話、ＮＨＫは安倍ヨイショ、ＮＨＫニュース

が死んだ日と言われて、永田さん、2001 年のＥＴＶ2001、戦争暴力の回、日本軍慰安婦の

被害について、日本政府、軍、昭和天皇の戦争責任を問う番組で、ところが放映直前にＮＨ

Ｋの幹部がＡＳＳに呼びつけられて、ＮＨＫの幹部が帰ってきて、永田さんに出来上がって

いた番組を改変させられて、ＮＨＫで作った番組が、政治介入、忖度で変えさせられて、し

かし政治家に言われたから変えたは許されず、永田さんはＮＨＫがＡＳＳにすり寄る番組

を作っているのは許せず、当時右翼の街宣車が永田さんを殺すなどと街宣して、赤穂浪士の

討ち入り時の吉良上野介の気分で、どうして隠れるか、であり、その日の夜は 2 階の灯り

を消して、子どもを避難させるなどしており、奥様も大変であり、永田さん、妻と息子二人

に感謝というもので、広島を伝える、という本に、永田さん、四國の口癖、今残す、次の世

代に引き継ぐものとして、3・11 の原発事故、2012 年の脱原発集会から、社会は悪化して、

絶望的な状況なものの、今いるものがやって、次の世代に引き継ぐためであり、3/20 の講

演で、脱原発集会、澤地久枝さんのメッセージを木内さん代読、安倍政治を許さないと言い、

落合恵子さんも震えるほど怒ってのもので、永田さん、3・11 から 6 年目、ＡＳＳは津波

には言及しても、原発事故には言及しなかったのは異常で、木内さん、広島の子を福島の子

に置き換えて、日本は 72 年変わっておらず、会場にいた福島の罹災者、原発作業員で白血

病の方もこれに感銘されて、永田さん、福島と広島をどう伝えるか、当事者は広島も福島も、

仕事なし、健康の不安もあり、その中で声に出されたものをもっと、世の中を良くするため

に、自分に何ができるかを考えるべきで、四國さんも峠さんも、言葉は繋ぐ道具、ところが

ＡＳＳの言葉はブチ切れで言葉を大事にせず、言葉を大事にしない政治家をもっと批判し

て追放させるべきであると、永田さん締めくくられました。 

  

 今週の内容、木内さん、永田浩三さんと、四國光さんのことも後日ＨＰに載りますとのこ

とで、自由なラジオは企業スポンサーに頼らず、皆様寄付をお願いします、間違っているこ

とは間違っていると言える番組を続けたい、と今週の自由なラジオ、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:15956] 

毎日放送ラジオ 野村啓司の懐メロ♪ジュークボックス（2017/4/8） 

近藤勝重 なかにし礼さんの名曲を語る 

 

 

 2017/4/8, Sat 07:01 

 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のお話がありました。水野晶子さんも同席です。こだわり

の昭和歌謡曲のコラムです。この番組のファンも多い、近藤さんの歌コラム、野村さんも楽

しみにさせて、まずは、涙と雨に濡れて、なかにし礼さんの作詞作曲の曲です（オリジナル

は和田弘とマヒナスターズの曲です）。カヴァー版が you tube にありました。 

   https://www.youtube.com/watch?v=8jFOT-pMp8k  

 

 1963 年、なかしにさん 25 歳、下田の高級ホテルに新婚旅行で行かれて、そこに石原裕

次郎（ボス）一行が来て、一番格好いいとされたのがなかにし礼と奥さん、なかにしさんフ

ランス語の訳詞をしていると答えて、大学の先生をやるかと言われて、作詞をしたらと、ボ

スに声をかけられて、その時のボスのカッコよさ、ロレックス、日焼けして、それがなかに

しさん、ボスに声をかけられて、これは 1966 年の作品、なかにし礼の曲には色気があり、

近藤さん、軟派で不良性があり、男っぽく、歌が町を照らした時代という本になかにし礼さ

ん指摘されて、東京オリンピックで変わった町に、ラッキーストライクの箱が踏みつぶされ

ている町に似合うのがなかにし礼さんの曲、不良性など、なかにし礼さんの曲、時には娼婦

のように、1978 年の曲、黒沢年男さんの名曲、なかにし礼さんの作詞作曲です。ライヴ版

が you tube にありました。 

   https://www.youtube.com/watch?v=BKH_AIVTm7g 

 

 野村さん、これは大ヒットしたと言われて、近藤さん、なかにしさん、昭和の引き揚げた

もの、なかにしさんの昭和の歌は愛と恨みで、時には娼婦のように、生きる意味を娼婦はど

う見ているのか、タダのエロティシズムではなく、人間に語り掛ける曲で、なかにしさんは

昭和と寝たと言われて、日本文学の末裔、自身も闘病の中で小説も書かれて、そういう意味

でよぎるのはボス、ボスが最後に歌った、わが人生に悔いなし、ボスの亡くなる 3 年前に

歌われたもので、作曲は満州帰りの加藤登紀子さん、同じ満州帰りのなかにし礼さんの曲、

これはボスの曲とともに、なかにしさんの曲で、ボスの最後の曲、北の旅人は没後に出て、

https://www.youtube.com/watch?v=8jFOT-pMp8k
https://www.youtube.com/watch?v=BKH_AIVTm7g
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生前最後の曲がわが人生に悔いなし、ボスがなかにし礼さんに書いてくれ、であり、なかに

しさんもボスの歌は西部警察など多数あり、わが人生に悔いなし、青春のもので、なかにし

さんも青春時代にボスに会った思い出を込めた曲なのです。これも you tube にありまし

た。 

   https://www.youtube.com/watch?v=ao2tp5nFyyo 

 

 野村さん、ボスが重病と闘っている中の曲と言われて、近藤さん、人生の最後に近い時期

の曲で、桜の下で、梶井基次郎のものに桜の下に死体の描写があり、桜、なかにしさんもボ

スの思いのわかる時期になり、偶然の出会いもあるが、ボスもなかにしさんも小樽に住まわ

れた共通点があり、そして北海道の江差の沿岸にニシンの群れが 100 年ぶりに来て、海が

真っ白になったと野村さん言われて、それにちなんだ石狩挽歌、北原ミレイさんの曲（これ

もなかにし礼さんの作詞）で野村さんお返しで締めくくられました。 

   https://www.youtube.com/watch?v=1xtVGlK2qYA 

 

 以上、近藤勝重さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15952] 

朝日放送キャスト（2017/4/7） 西谷文和 トランプ大統領のシリア攻

撃を語る＆デイ・キャッチ！ 高橋和夫 トランプ政権のシリア空爆

を語る 

 

 

 2017/4/7, Fri 17:27 

 永岡です、トランプ大統領の米軍がシリアの空爆をした件について、朝日放送のキャスト

で、ジャーナリストの西谷文和さんが出られました。また、ＴＢＳラジオの荒川強啓デイ・

キャッチ！も取り上げました。 

 

 デイ・キャッチ！で、放送大学の高橋和夫さんが指摘されて、トランプ政権のシリア空爆

は、マティス氏らの動きも事前にあったが、衝撃的で、100 年前の今日はアメリカが第 1 次

大戦に参戦した日であり、アサド氏が（ロシアの後ろ盾があり）大丈夫と思って蛮行に出て、

https://www.youtube.com/watch?v=ao2tp5nFyyo
https://www.youtube.com/watch?v=1xtVGlK2qYA
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トランプ政権は怒り、これはロシアにも、事前に通告しており、ロシアはこれを知って、飛

行機などは退けて、ロシアもアサド政権を支援していたが、もうアカンとなり、しかしロシ

アはこの 1 回の空爆は我慢するとしても、攻撃は 1 回で終わらない可能性があり、トラン

プ政権は化学兵器を使わせないという意図なものの、アサド政権を倒すところまで行くか

もしれず、化学兵器の使用でアメリカも追い詰められて、米中首脳会談もたまたまあり、緩

い牽制球を中国に投げたことになり、習近平氏がトランプ氏の別荘を離れた直後で、トラン

プ氏は習主席と話したのみ、トランプ氏は収穫なし、習主席はフィンランドにも寄って、ア

メリカのみ大国ではないと見せて、そして北朝鮮のことは、マティス氏は日本、韓国で強硬

なことを言っており、アジアにも示威行為があり、アメリカも北朝鮮に選択肢を示して、そ

れで中国を北朝鮮と交渉させて、日本もソウルに大使を返したわけであり、習近平氏がアク

ションを起こすか、起こせるならやっている、北朝鮮は駄々っ子、崩壊したら難民であふれ

ると弱者の脅しであり、強啓さん、アメリカがある日、北朝鮮に行動を起こさないかと言わ

れて、高橋さん、北朝鮮と中国に行動なら日本、韓国も巻き込まれて、韓国の大使は、朝鮮

半島で何かあったら韓国の日本国民をどうするか考えないとならず、そしてアメリカは国

連に諮らずに行動して、ロシアの拒否権で安保理は通らず、アリバイのみに安保理をして、

国連なしで北朝鮮に行動と、アメリカは中国、北朝鮮に行動の可能性はあり、トランプ氏は

何をするかわからないと見せたら、世界に影響力を及ぼすことになる。 

 アサド政権はどう出るか、出来ることはなく、化学兵器の使用はなくなる（使ったら叩か

れる＆ロシアも守らない）、トランプ氏は子供たちのことを守るためと、アメリカの支持者

にメッセージであり、アサド大統領の退陣要求はアメリカは出さず、それをやったらロシア

と対立で、アサド政権をめぐると、米露の本格的な対立になり、アメリカはＩＳ打倒→アサ

ド退陣が狂い、トランプ氏のＩＳ打倒の公約は生きており、本当に対立すると、シリア、イ

ラクのアメリカ人数千人がロシアの脅威にさらされて、このままアサド氏がおとなしくな

ると収まるが、戦争は予想外のことが起きて、ロシアが巻き込まれる危惧もあると言われま

した。 

 なお、プーチン大統領は主権国家への侵略と反発しています。 

 

 そして、西谷さんのキャストでのお話と解説、シリア、イドリブ県で、戦争で犠牲になる

のはいつも一般市民、トランプ氏は声明を出して、今朝トランプ氏は巡航ミサイル 59 発を

シリアに打ち込み、アサド政権の空爆で大きな被害であり、サリン中毒、塩素ガスが反体制

派に打ち込まれて 100 人以上殺されて、米軍がシリアに打ち込んだミサイルは、アサド軍

の空軍を攻撃して、トランプ氏はアサド氏の非道を言い、シリアはアサド政権と反体制派の
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対立で内戦、アサド政権の後ろ盾はロシアで、ロシアは国連安保理の決議に拒否権、シリア

の内戦は欧米諸国とロシアの代理戦争であり、ＡＳＳは例によりトランプ氏バンザイであ

り、司会の浦川泰幸さん、世界で一番人の命がシリアで軽んじられていると指摘されて、子

どもと女性が被害に会い、西谷さん、イドリブ県は反体制派の拠点で、去年末にアレッポが

アサド政権に落ちて、イドリブ県は難民キャンプばかり！ シリアの 2 大勢力、アサド政

権はシーア派、人口の少数で、多数派はスンニ派、反体制派の報復を恐れて、フランスが植

民地支配時に少数派に政権→不安なので旧宗主国を頼る、これは第 1 次大戦からの悲劇で

あり、しかし大量破壊兵器を本当にアサド政権が使ったのか？ プーチン大統領は反体制

派のところを爆破と言うものの、戦闘機はロシアとアサド政権のみ持ち、反体制派は攻撃能

力はなく、これはプーチン大統領の言うことは間違いで、こればかりはトランプ氏が正しく、

アサド政権の後ろ盾はロシア、反体制派の後ろはアメリカ、そこにイスラム国も入る三つ巴

であり、その中で反体制派の拠点、アレッポは破壊されて、反体制派は食べるのも大変で、

我々はイスラム国の掃討を言ったが、体制派ｖｓ反体制派の対立は深く、アサド軍は反体制

派を根絶やしにしようとして空爆で、そこに地中海のアメリカの軍艦からトマホークミサ

イルが化学兵器の拠点に打ち込まれて、ロシアに、アサドを支援するなというメッセージと、

シリアの内戦を終わらせるために、国連ＰＫＯが要り、しかしアメリカはＰＫＯに出したく

なく、日本に派兵させたい、アメリカとロシアの阿吽の呼吸で、戦争が長引いたら、武器が

売れて、アメリカとロシアの軍産複合体が儲かり、子どもが殺されて、イギリスとフランス

がオスマントルコを分割、少数派に政権を取らせたフランスの責任で、シリアの人口の半分

は子供で大変であり、富阪聡さんは、アメリカは本気ならイスラム国は一発で潰せるのに、

やらないのは大国の思惑と武器のニーズと言われました。 

 これは大変なことであり、このまま放置したら本当に戦争です、以上、西谷さんと高橋さ

んのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15950] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ（2017/4/7） 金子勝 

全世界の民主主義、言論の自由がメルトダウン、安倍・トランプ・プ

ーチン政権の責任を問わないと世界は破滅的な戦争になる！ 
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 2017/4/7, Fri 15:29 

 永岡です、文化放送ラジオの、大竹まことのゴールデンラジオ、金曜日のレギュラーは慶

応義塾大学の金子勝さんでした。パートナーは作家の室井佑月さんでした。 

 大竹紳士交遊録、今週の金子さんのお話、今週はスタジオでのお話、今村復興大臣のこと、

シリア空爆、ファシズム、独裁政権になりつつあり、みんなが危機感を持つべきで、それも

世界的な傾向、今村復興大臣の、記者を怒鳴りつけたのはトランプ氏と同じ、今村氏は東電

株を大量に持っていて、復興大臣に不適格、ＡＳＳ政権の任命責任もあり、自主避難は勝手

に避難ではなく、核事故による被害で避難したわけであり、移染しても 20 ミリシーベルト

で帰るのを拒んだら叩かれる状態であり、実質、20 ミリシーベルト以下は移染せず、森林

もなし、病院なしで帰れるわけはなく、若い世代、子どもを抱えていたら帰れず、子どもも

そこの学校に通い、それでも自主避難と言われても、自己責任と言っていいわけではなく、

経産省と東電の責任を問わずにこんなことを言うのはおかしく、今村氏はこのようなこと

を前から言い、災害対策本部も同じ発想、東電を救うために帰れであり、自ら辞める必要な

しというＡＳＳ総理が疑惑で、法治国家ではなく、稲田大臣も嘘つき、甘利氏は収賄、高木

氏のパンツ泥棒、国会議員が責任を問わず、メディアも追及せず、野党も議席が少なく、こ

んな与党に議席を与えた国民にも責任があり、森友学園の問題は、国有財産の私物化の問題

で、これは国民のチェックが必要なのに、独裁、王政と同じ、沖縄の辺野古も同じ、稲田氏

も集団自決はなかったと裁判して負けて、松井知事は土人発言を擁護して、沖縄を弾圧して、

アメリカに捧げており、室井さん、森友学園のことを許したら、全部強権に押し切られると

言われて、ルール、法律にのっとったものが破綻し、金子さん公文書毀棄罪、昭恵氏が私人、

行政文書は公文書ではないと、閣議は大本営で、重要な案件が共謀罪、政府の暴走を止めよ

うとするものを取り締まるものでとんでもないものであり、大竹さん、内閣の支持率は 50％

を超えていると指摘されて、金子さん、今村氏、甘利氏、森友学園の問題も新聞の一面にな

らず、トップは北朝鮮のことなどと言われて、これは戦争国家、トランプ政権は支持率 30％

台、何も責任を取らず、閣議決定で嘘を垂れ流して、支持率が低迷したら戦争はパターンで

あり、大竹さん、アサド政権の問題もあり、アメリカがなぜ性急に空爆したかと聞かれて、

金子さん、トランプ政権は支持率が低く、ロシアの諜報疑惑も国会で追及されて、アサドを

攻撃して支持率を上げる、ロシアとつながっていないと見せるもので、森友学園で追い詰め

られている安倍政権も戦争に行く危険性はあり、トランプ氏の先制攻撃をＡＳＳは支持し

て、ならトランプ氏のシリア空爆をＡＳＳは支持するのか？ ＡＳＳはイラク攻撃を支持

した戦犯であり、大竹さん解決法はあるのかと言われて、ロシアの暴挙、北朝鮮のこともあ

ると言われて、金子さん、はっきりさせるべきは、トランプ氏のアサドの攻撃を黙認した＝
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トランプ氏も共犯、「解決に向かわない行動を取っているのはアメリカ」、悪循環を作ってい

るアメリカの責任を追及しないから世界は破綻し、トランプ政権、プーチン政権の暴走に従

うだけのＡＳＳ政権では悪くなるだけ、世界中がグチャグチャと締めくくられました、以上、

金子さんのお話でした。 

 なお、昨日発売の週刊文春に、ＡＳＳ総理の補佐官、今井尚哉氏が東芝を倒芝にした件の

詳細があり、今井氏は 2012 年、大飯再稼働で、滋賀の嘉田知事を説得、大阪市の橋下市長

を転向させるなどして、そして倒芝のウェスティンハウス買収の件も今井氏に問題があり、

元週刊現代の編集長の元木正彦さんが J-CAST ニュースで指摘されています。 

    http://www.j-cast.com/tv/2017/04/06295011.html?p=all 

 

 倒芝の税金による救済の可能性も示唆されて、これは第 2 の東電であり、ＡＳＳ政権は

核と超極右政権、太平洋戦争、真珠湾攻撃と同じで、こんなものを放置したら日本は破滅で

す！ 以上、文春の内容も添付しました。 

 

 

[civilsociety-forum:15944] 

朝日放送ラジオ ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です（2017/4/7） 

大阪フィル指揮者 角田鋼亮 大阪 4大オーケストラの饗宴を語る 

 

 

 2017/4/7, Fri 10:55 

 永岡です、朝日放送ラジオの、ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です、に明日フェスティ

バルホールで行われる大阪 4 大オーケストラの饗宴 

（http://www.festivalhall.jp/program_information.html?id=1160 ）について、大阪フィ

ルの指揮者の角田鋼亮（つのだ・こうすけ）さんのお話がありました。明日、大阪 4 大オー

ケストラの饗宴であり、この番組でも指揮者の方のお話を聞いて、角田さんはリヒャルト・

シュトラウス作曲の交響詩「ドン・ファン」を指揮、ベルリンのコンクールで指揮したのが

この曲で、自分を試したく、大阪フィルのサウンドを試したく、この選曲で、大阪フィルは

老舗、朝比奈隆のファンも今もいて、その大フィルの指揮者に若くして角田さん呼ばれて、

あまり考えると深刻で、等身大の音楽を心がけて、しかし大阪フィルは偉大で、角田さんは

名古屋の方で、井上道義さんの指揮の練習で大阪フィルを初めて指揮することになり、大フ

http://www.j-cast.com/tv/2017/04/06295011.html?p=all
http://www.festivalhall.jp/program_information.html?id=1160
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ィルは角田さんにとって、ものすごい猛者ぞろい、個性があり重厚で、日本のオーケストラ

に特徴があり、いままで感じたことのないものを感じて、角田さんは猛者ぞろいの大フィル

に来て、ゲネプロ（最後の総練習）の際に何か化学反応のようなものがあり、次の仕事をも

らい、最初の出会いは 4 年前で、今回の 4 人の指揮者では角田さん最年少（30 代、他の 3

人は 50 代と 80 代）、大阪 4 大オーケストラの饗宴にかける意気込み、光栄で、昨日から

のリハーサルでいい演奏に、として、全体のフェスティバルを盛り上げようというもので、

ドン・ファンは様々な女性とのことを描いた作品で、それを今日のリハーサルで出したいと

言われて、それが指揮者の仕事であり、三代澤さんは角田さん指揮の大フィルの指揮を実演

で聴かれて、ラジオのスタッフも大半聴かれて、フェスティバルホールでの非常訓練、演奏

会の最中に地震→避難訓練で三代澤さんも勉強になり、ステージにいてどう避難するのか、

角田さん、ステージで落ち着いてくださいなどを言って、係の人に誘導してもらい、角田さ

んパッと演奏を止めて、そして避難訓練、しかし実際にこんなことならパニックで、訓練は

大事であり、角田さんはフェスティバルホールのことも、3 回指揮して、響きのバランスの

チェックはされて、指揮台の位置と、客席の響きは異なり、それもチェックされるのです。 

 明日の大阪 4 大オーケストラの饗宴、15 時半からファンファーレ、4 人の指揮者による

プレトークがあり、三代澤さんは司会をされて、角田さん、指揮者だけだと話に不安で、三

代澤さんの参加を歓迎されて、指揮者の最年長は外山雄三さんの 86 歳、同席して震えると

も言われて、観客も期待しており、大阪の 4 つのオーケストラが、ハイドン、チャイコフス

キー、レスピーギの曲をやり、4 つの色が楽しめるのはそれだけでも貴重で、関西フィルを

指揮する藤岡幸夫さんも、ドン・ファンに期待されて、ドン・ファンはシュトラウス 20 代

の作品で、角田さんも若手で、三代澤さんも楽しみと言われて、ドン・ファンの聴きどころ

は、スペインの伝説のキャラクター、理想の女性を追い求めて果たせない心象風景があり、

ドン・ファンの心持を聴いてほしく、終わりは悟りの境地で、世間が嫌になってという厭世

の死であり、幻影のように終わるのも印象的で、三代澤さん聴きどころ満載の企画は大阪だ

けしかないと指摘されました。チケットはＳ席がわずかに残っているとのことで、当日券は

フェスティバルホール（http://www.festivalhall.jp/ ）でやっています。 

 三代澤さんは、明日舞台で期待していると締めくくられました。 

 この大阪 4 大オーケストラの饗宴は今年で 3 年目、大好評のイベントで、維新のために

危機にある大阪の音楽界がその総力を出しており、こんなイベント、日本はおろか世界でも

他になく、また映像は後日朝日放送でも放映されるので、皆さんもぜひ見てください（大阪

はカジノなど作らなくても、オーケストラや文楽、言わずと知れたたこ焼きなどの文化資源

の宝庫なのです！） 以上、三代澤さんのラジオの内容でした。 

http://www.festivalhall.jp/
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[civilsociety-forum:15943] 

朝日放送おはようコール（2017/4/7） 中川譲が米中首脳会談と自衛隊

の敵基地攻撃能力論議のデタラメ、森友学園の認可での責任問題を語

る 

 

 

 2017/4/7, 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。 

 

 今朝の朝刊一面紹介は、朝日は共謀罪論議、読売だと共謀罪は責務と政府ヨイショ、毎日

は新元号案がすでに出ていること、産経は森友学園が 2000 万不正に取得、日経はアマゾン

当日配送から撤退です。 

 

 米中首脳会談、別荘で 2 日行われて、世界が注目するもので、課題は緊迫する北朝鮮情

勢など山積、トランプ大統領と習首席のやり取りは、当初のテーマは南シナ海問題、中国の

人工島が 7 つあり、アメリカ軍と対立して、トランプ氏は習首席にくぎを刺したいところ

が、北朝鮮問題が議題になり、アメリカは中国に何を要求するのか、北朝鮮が軍事的に膨張

して、アメリカに届くロケットが 3 年後に開発されるとアメリカは見て、中国は北朝鮮の

崩壊をアメリカが意図していると見て、うまくいかないと中国に責任転嫁と言い、日米首脳

会談と同じ場所でやり、しかしゴルフは行われず、成果のないトランプ大統領は成果が欲し

く、習首席も秋に党大会で失態は許されず、北京の外交官は 2 ショット写真を撮れたら合

格点と言い、これについて中川さん、貿易赤字もあるが、今回のテーマは初顔合わせで、中

国はひとつの中国、台湾問題をアメリカが持ち出すと心配して、しかしこれは中国にとって

電話会談でクリアされて、習首席は余裕を持って出てきて、北朝鮮問題は、アメリカはどう

臨むかはっきりせず、突っ込んだ議論はなく、話し合うことがテーマで、トランプ政権は強

気でも、政権で安全保障はフリン補佐官も更迭されて、国家安全保障会議でバノン氏が常任

メンバーから外れて、トランプ氏の娘婿クシュナー上級顧問が音頭を取り、クシュナー氏は

米中首脳会談のおぜん立てをしたが政治家ではなくビジネスマン、バノン氏も安全保障の
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専門家ではなく、アメリカにちゃんとした安全保障政策はなく、強気を見せているだけで、

ホワイトハウスに安全保障のちゃんとした政策がなく強気なことを言ってるだけで、それ

を隠してアメリカにとって中国は大事にしないとだめであり、安倍総理同様大事にすると

いう意味だと、顔合わせからなると思われました。 

 

 北朝鮮のロケット発射で、自衛隊に敵基地攻撃能力を持つべきとの意見が、石破氏から出

て、公明党は難色を示し、自民党は敵基地攻撃・反撃能力、巡航ミサイルなどでやるべきと

言うものの、日本がすでにミサイルはＰＡＣ3 があってもまだ不十分と、当時の浜田防衛大

臣も言い、北朝鮮対策として、自民党から敵基地攻撃能力を持つべき、一発目の攻撃の後で

二発目を防ぐもので、しかし 10 兆円以上かかり、しかし自民は 1956 年に鳩山一郎内閣時

にこれは検討されて、しかし小泉氏は専守防衛に徹するとして否定、今後、専守防衛と 9 条

のからみなど、中川さん、反撃は米軍の責務で、敵基地攻撃能力は日本の国是から外れて、

敵基地攻撃能力を持ったら相手から見たら先にやられる、軍拡の始まりで、日本の攻撃は米

軍基地が最初にやられて、アメリカは反撃、その時に自衛隊が何をするのか、敵基地攻撃能

力のことは前のめりなこと（＝中身なし）であると言われました。 

 

 森友学園の小学校認可について、大阪府は近畿財務局とやり取りをした私学課長に厳重

注意の措置であり、しかし手続きに問題はなかったという結果で、上司に報告、相談をちゃ

んとしていなかったというもの、森友学園は土地を借りてやりたいとして、しかし学校の土

地は自前である必要があり、府が手続きに問題としても、認可の手続きは問題なし、しかし

本丸は 8 億もなぜ値引きしたか、今回は大阪府の話、私学課の課長に審査基準を満たさな

いとしての処分で、懲戒処分はなく、これについて中川さん、大阪府と財務省でなぜ認可し

たか責任のなすり合いで、処分された課長は、なぜ処分されたかわからず、審議会に事務方

のコントロールがあったか、また認可した松井知事の責任があり、これは今はやりの言葉で

トカゲの尻尾きり、国からの圧力、忖度、政治家の働きかけはあったのか解明すべきと言わ

れました。 

 

 本日の気になる新聞記事、朝日 34 面、てるみくらぶ、内定者に 180 社から 200 人の求

人、明日から出社ＯＫ、深刻な人手不足、中川さん、てるみくらぶでも面接した頼りになる

人材で、内定者にはありがたいと言われて、産経 2 面の記事で、固定電話の料金が全国一

律になり、固定電話は携帯のために契約数が激減しており、しかしスタジオでも固定電話の

ある人が多く、中川さんは固定電話でしか話せず、携帯に頼らないと言われて、読売 34 面
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の記事で、エディオンが大阪・難波に大型店舗を作り、中川さん、難波は大きな荷物を持つ

中国人が減り大丈夫かと言われました。以上、中川さんのお話でした。 

 

[civilsociety-forum:15939] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/4/6） 住み慣れた地域での暮らし

を、障碍者グループホームの取り組み  

 

 

 2017/4/6, Thu 21:55 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、特集は知的障碍者が共同生活を送るグループ

ホーム「わっはの家」（ブログあり、http://www.wahha.org/blog.html）、5 人の利用者が親

元を離れて、支援を受けながら自立して共同生活で暮らしており、4 年目のグループホーム

の現状と課題が榎木アナウンサーの取材で取り上げられました。 

 グループホーム、わっはの家（神戸の東の端のところです）、朝は管理人の女性が起こし

に行き、46 歳の男性、一人で起きて、週 5 日、神戸市内の食品メーカーで働くこの方は、

勤続 29 年のベテランで周囲から頼られて、彼の存在で神戸の工場が一体になっていると同

僚からも評価されて、3 人兄弟の長男、ダウン症と生後 10 か月で診断されて、両親もその

時は大変で、しかしこの方、グループホームに入ったときは、家の方がいいといい、しかし

3 年目からわっはの家の方がいいとなり、わっはの家は 2014 年設立、チャレンジ東灘のメ

ンバーが東灘で開設に尽力されて、この男性の母親もチャレンジ東灘のメンバー、地域で健

やかに暮らせるようにとして、親たちの願いを支援してきたのは、社会福祉法人ながたひろ

ば（http://nagatahiroba5.wixsite.com/site ）の福井理事、親御さんの支援もあり、親が亡く

なった後の、障碍者の終の棲家として、チャレンジ東灘のメンバーからは、他にもグループ

ホームが必要であり、しかし東灘ではグループホームの立地場所を見つけるのは大変で、障

碍者グループホームの運営には、また課題もあり、チャレンジ東灘主催のすこやかコンサー

トもあり、障碍者、障害児のためのコンサートも今年で 10 回目、地域とのつながりを作る

ことも大切なものであり、わっはの家では、この男性は家計簿を日課としてつけており、わ

っはの家では、出来ることは自分で、難しいことは手伝ってもらうものであり、ながたひろ

ばのスタッフも、利用者の反応を聞いて運営し、利用者も、みんながいるから楽しいと語り、

障碍者に、住み慣れた地域での住まいづくりが求められて、家族以外の支援は貴重であり、

障碍者の親は、自分が亡くなった後のことが心配と言い、我々市民はグループホームのある

http://www.wahha.org/blog.html
http://nagatahiroba5.wixsite.com/site
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ことを知るべきなのです、以上、ニュースＰＯＲＴの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15938] 

毎日放送ラジオ 上泉雄一のええなぁ（2017/4/6） 谷口真由美 役人

は記録を残す、これを出させないと恐ろしい世の中になる！ 

 

 

 2017/4/6, Thu 17:20 

 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、今週の森友学園問題、いつまでやるのかでも言わないと

ならず、今週は財務局が交渉記録を廃棄、南スーダンの日誌もそうで、役所はやったことの

記録を残さないと裁判等で負けるもので、役所が廃棄するわけはなく、ないというのはおか

しい、昨日、二つ動き、近畿財務局を刑告発して、木村真市議他が告発、府が財務局と役人

のやり取りを公表したものがあり、財務局が 2013～2015 年に 5 回大阪府に申し入れ、な

ぜ財務局がこんなことをするのか？ 今は府の教育関係者で、財務局の役人が森友学園の

認可はいつかと、紹介文を受け取ってほしい→2015 年には課長級の役人が府に来て、いつ

答申が降りるのか、審議会の結果を言えと、府が認可するのに財務局は越権行為ではあるが、

訪問回数の記録がない、自治体に行くのは異例ではないと財務局がいうが、本当か？ 近畿

財務局は、役所の仕事で記録を残しているはずであり、森友学園の問題も、財務局が記録を

全部出せば全て解決して、法的にも、商売人、アルバイトの人は確定申告をして、確定申告

の書類は 5 年間の保管が義務付けられて、それで国が 1 年未満で廃棄するのはおかしい、

公文書法を見たら、佐川氏が記録を廃棄したというのは言い逃れとして無理があり、理由は

谷口さんたちの法学者では、売買代金の完済は 10 年後、やりたての契約書の廃棄など、10

年先のローンの文書を捨てるなどあり得ず、公文書の法律があり、5～10 年保管の義務が

あり、書類は電子化して残すこともあり、紙がなくてもデータはどこかにあるべきで、その

疑いがあり、もう一つ、買い戻し特約、国有地払下げの契約で近畿財務局と森友学園の間に、

必要な工事を完了できなかったら近畿財務局は買い戻ししないとならず、危ないかも知れ

ない→買い戻しが必要で、2016/6 の契約で、文書がないはずはなく、他の書類は 5～10 年

あるはずなのに、森友学園の書類だけないのはおかしいものであり、国民、世論調査は 8 割
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が納得せず、法的な根拠、財務省の文書の保存は 10 年求められて、今回のケースのみ 1 年

で廃棄は規則違反であり、多分つまみ食いして役人は答えていると谷口さん言われて、役所

では明らかな法律違反はせずとも、脱法行為はして、官僚は法律を作るのが仕事で、ルール

を自分で変えて、特約など複雑な案件ではあるが、記録は残すべきで、そういう一般的な感

覚が通らないと怖い世の中になり、資料なしといわれるなら、やましいことがあると思われ

て、これだけなしはおかしく、衆院の答弁記録から、ＡＳＳが関係していたら辞めると言っ

たところは記録から廃棄されて、これは新聞も扱いだして、大変なことであり、記録は取っ

ておくのが自分を守るためのものであり、車の車検証も同じ、ローンの終わっていない契約

書を捨てるなどあり得ず、これが通るなら国民も廃棄していくもので、財務省に、あんたの

親玉が悪いことをしていると締めくくられました、以上、谷口さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15934] 

朝日放送おはようコール（2017/4/6） 二木啓考がアメリカの北朝鮮へ

の軍事行動の可能性と森友学園の問題、国と府の関係を語る 

 

 

 2017/4/6, Thu 06:24 

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

の二木啓考さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日はシリア空爆、化学兵器使用、痙攣している人もあり国連

も批判、読売も同じ、毎日は男性カップルを里親に認定、産経は北朝鮮のロケット発射、日

米電話会談、日経は景気回復が戦後最長？ 実感なしと司会の横山さんも言われました。 

 

 北朝鮮のロケット発射、狙いは米中首脳会談を牽制か、最新鋭の潜水艦のある場所からの

もので、脅威？ は現実のものになり、ロケットは 60km と前回より短く、政府高官は新

しい技術のための実験と語り、北朝鮮東部からの発射で、そこに潜水艦の基地があり、今回

のロケットはＳＬＢＭを改良したもの、トランプ政権発足後初の米中会談が今日からフロ

リダであり、トランプ大統領は中国が解決しないなら自分が戦争を仕掛けるとまで言って

おり、ロケットは北極星 2 型、固体燃料、弾道の予測困難など、旧落下で迎撃は困難、北朝
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鮮は 6 回目の核実験も意図して、国務長官のティラーソン氏は北朝鮮にコメントしない、

軍事行動かというもので、これについて二木さん、北朝鮮のロケット技術は進化して、圧縮

空気で一回上げて、固形燃料に引き継ぎ、急落型、斜めに行くと迎撃できるが、上から落ち

ているものは迎撃困難、日米首脳会談、軍事行動はあるか？ アメリカは北朝鮮に軍事行動

は難しい、金正恩氏を狙うのと、兵器を狙うのがあるが、正恩氏はどこにいるかわからず、

ロケットの発射位置も把握できず、長期戦になり犠牲は大きくなり、北朝鮮への軍事行動は

クリントン氏の頃から 25 年以上言っており、しかしなぜやらないか？ 95 年に、もし北

朝鮮と戦争したらどうなるか？ 試算して、90 日に米兵が 5 万死ぬ、韓国兵も 4 万人亡く

なり、戦費も膨大で、ベトナム戦争以上の犠牲が出来て、北朝鮮への軍事行動は困難であり、

難民も出て大変なことになり、歴代大統領は結局やれず、全面戦争なら日本も無傷ではなく、

アメリカ国民はこれを許さない、中東は石油がありアメリカ国民は理解するが、アジアには

戦争の大義はなく、北朝鮮と戦争になると言うのは困難と言われました。 

 

 森友学園の問題、系列の保育園（詢子氏が園長）で保育士の退職による不足で大阪府が聞

き取り調査、そして認可で府が国から圧力があったものであり、保育園は 47 人の園児がい

て、最低 6 人の保育士が必要なのに一連の問題で 2 人辞めて 4 人しかなく、大阪市は 1 か

月の緊急措置で急遽保育士を派遣して、他方法廷闘争も起きて、開校を目指していた小学校

の建設を請け負っていた業者、藤原工業が未払い分の支払いを求めて提訴であり、府は職員

の聞き取りから、財務局、私学審議会などの意向があり、国からの圧力と取れるものもあり、

松井知事は責任転嫁になっていないとしており、国と大阪府のやり取り、近畿財務局がわざ

わざ 5 回も 2013～2015 年に交渉して、5 回目が注目、森友学園の認可を、国からの圧力

ともとれる動きがあり、理財局は自治体に行くのは異例ではないと言うものの、これについ

て二木さん、ニワトリか卵か、国からの動きが先で、5 回も行くのは異例で、財務局が早く

やれとつっついており、問題は 8 億の値引きと、認可がリンクして、早く認可しろという

もので、8 億値引きにどちらがやったか、近畿財務局、財務省か圧力をかけたことで、国が

忖度（昭恵氏が名誉校長による）、どちらが配慮したか、府からの情報はこれからも要注意、

早く決着をつけてほしいと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、昭恵氏のこと、昨年夏の参院選時に、選挙応援に公務員が同行

しており（リテラにも記事あり、http://lite-ra.com/2017/04/post-3046.html ）、二木さん、

自民の朝日氏のツイッターで発覚、総理夫人が過去に公設秘書と応援したことはなく、昭恵

氏は私人ではなく、公務員法違反と言われました。以上、二木さんのお話でした。 

http://lite-ra.com/2017/04/post-3046.html
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[civilsociety-forum:15929] 

朝日放送キャスト＆関西テレビ報道ランナー（2017/4/5） 今村復興大

臣のブチ切れ問題 

 

 

 2017/4/5, Wed 17:26 

 永岡です、昨日の、今村復興大臣がフリージャーナリストの西中さんの質問にブチ切れし

ていた件、朝日放送キャストと関西テレビの報道ランナーで取り上げられて、キャストで、

福島→兵庫県三木市に避難されている木幡さん、自主避難者は怖いから帰れない、好き好ん

で避難しているのではないと言われて、そして今村復興大臣は記者会見から数時間後に謝

罪しても、自主避難者は自己責任と、まるで 2004 年のイラクの人質事件みたいな言い方

で、司会の浦川泰幸さん、帰れないのは本人の責任と、自主避難のことがわかっていないの

が大臣というのに怒られて、また務台政務官、おぶられて問題を起こして更迭、これに今村

氏は批判して、森永卓郎さんは、人間は頭に血が上ると本音が出て、総理が復興大臣のポス

トを長くやってきた議員への論功行賞としているのが問題と言われて、浦川さん、原発事故

直後、多くの方が避難を余儀なくされて自己責任とは言語道断と言われて、不服なら裁判は

どういうことか、そして今村氏は李下に冠を正さずを知らず、今村氏は東電株を 8000 持っ

ていて、東電の味方をしていると浦川さん言われて、森永さん、本来なら大臣になる前に処

分すべきと言われて、島田さくら弁護士、弱者に寄り添わず、自分のことしか考えていない

と言われて、今村氏は佐賀の出身、前任の高木氏は福井の出身でパンツ泥棒、被災地の人を

起用しないのかと浦川さん言われました。 

 

 報道ランナーでも取り上げられて、自主避難者は 26000 人への住宅の無償提供を 3 月で

国は打ち切り、今村氏に西中さんの追及でブチ切れ、今村氏は自主避難を自己責任と切り捨

てても、前橋地裁は自主避難者にも賠償を認めており、何度見ても国辱ものの今村氏のブチ

切れ、これを見て自主避難者の森松明希子さんは、呆れて、責任感なし、何も被災者、避難

者のことを知らないと批判されて、タレントのピーターさん、カメラの向こうにたくさんの

人が見ているのを知るべき、大臣としての資質を問われる、大人げないと批判されて、司会

の新実さんも自主避難者に 3/17 に賠償が認められたと指摘されて、菊池弁護士はこれを踏
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まえて発言せよと言われて、新実さん、自主避難を自己責任と言って切り捨てる（＝原発事

故は国と東電の責任であることを認めていない）と言われました。 

 

 …今村氏のブチ切れを見て、私が神戸製鋼という、総会屋が社長、右翼が会長の会社にい

て、いた部署のトップがブチ切れしていたのを思い出しました。恐ろしいことですが、日本

の「エリート」教育では、今村氏や、あるいは大阪維新で、自分の薬局のために保育所を潰

した徳村氏のようなヤクザまがいの人間が上に行くのです、この国は大丈夫ではありませ

んよ！ 以上、キャストと報道ランナーの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15927] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/4/5） 今村復興大臣の記者恫喝事件、

武田一顕さん他の報告  

 

 

 2017/4/5, Wed 15:06 

 永岡です、毎日放送のちちんぷいぷいにて、昨日の今村復興大臣の、フリー記者の質問へ

の恫喝事件が取り上げられました。今村氏はエヴァンゲリオンのネクタイを最初しており、

これは制作会社が福島にあるからというのです。 

 今村氏は佐賀出身、政治資金でキャバクラに言ったことも問題になりました。 

 ＴＢＳ記者の武田一顕さんの見解は、メディアを選別するＡＳＳ政権の本質が出ている

と言われて、良くも悪くも九州男児、裏表がなく、今回も激高して、初入閣でフリージャー

ナリストに突っ込まれた経験がなく、あのような失態になり、ずるっこい政治家だと演技で

怒っているが、今村氏は本気で怒る→ブサイクだと指摘されて、ヤマヒロ（山本浩之）さん、

復興大臣は１月に、復興はマラソンだと 30km だと発言して、福島県知事から批判された、

ふるさとを捨てるのは簡単などと言っており、スタジオでもこんなことわからないのか、被

災者の気持ちがわからないのかとヤマヒロさんも言われました。 

 自主避難者は、京都に来られている宇野さん、怒りであり、原発被災者のことをわかって

いない、10 歳の長女と避難、夫もやっと関西に来て、救済が復興ではなく「見た目のその

地域の元通りになることで、自分たちは今村氏らには邪魔」だと冷静に言われて、石田英司

デスク、文句あったら裁判だと大人が言ったらいじめはなくならないと指摘されて、石田さ
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ん、この大臣は何をするのかと言われて、武田さん、復興は多岐にわたり、国交省 etc を横

断するので、様々な役所を回らなくていいようにとしたものの、震災から 6 年、置き去り

にされている方がいて、その矛盾が様々なところで出ていると指摘されて、ヤマヒロさん、

復興大臣は 6 人も変わって替わりすぎ、被災地にどうかと言われて、武田さん、最初は防

災大臣が兼務、その後岩手から、福島からと復興大臣が出ても、自分の出身地を優先される

と見られて、岩手の大臣は宮城、福島から批判されて、それで被災地以外のところから出て、

安倍政権になってから、被災地に寄り添うより、大臣への適齢期になっている議員の受け皿

になっていると指摘されて、ヤマヒロさん、復興は橋や道を作って終わりではなく、特に核

災害、誰も好き好んで避難しているのではなく、それを自己責任という大臣の資質を問われ

て、また原発の処理は今村氏には無理との声もスタジオではあり、ヤマヒロさん、自主避難

者には賠償はないと指摘されて、福島との二重生活、現地にインフラもなく、それで 1 割

も戻っておらず、原発事故は天災ではなく人災で、それを今村氏はわかっていないとヤマヒ

ロさん他の見解がありました。 

 この件、元外務省の天木直人さんがブログで指摘されています。 

    

http://kenpo9.com/archives/1224 

 

 この質問をされた記者さんの名前はマスメディアには出ていませんが、フリー記者の西

中誠一郎さんで、韓国の大統領選で、マスメディアは最有力候補の文氏を反日と表現してい

るものの、西中さんは文氏は反安倍政治、反自民党、反歴史修正主義というべきとツイッタ

ー発信されており、これを見たら、日本のマスメディアが文氏を敵視している意味がよくわ

かります。西中さんはＭＸテレビのニュース女子の批判行動にも参加されているとのこと

で、まさに記者、ジャーナリストの鏡です、以上、ちちんぷいぷいの内容他でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15920] 

朝日放送おはようコール（2017/4/5） 木原善隆が今村復興大臣の原発

被災者切り捨てブチ切れ暴言の問題とロシア地下鉄でのテロと戦争を

語る  

 

http://kenpo9.com/archives/1224
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 2017/4/5, 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、朝日は農水省の東日本大震災関係の談合、ゼネコン天下り、読

売は保育所落選が東京で 53000 人、毎日は道徳でパン屋さんが外されて和菓子屋に帰られ

て憤慨している件、産経はシリアに化学兵器での空爆、禁止条約違反、日経はビットコイン

対応の店が２６万軒、問題になったものが使えることです。 

 

 今村復興大臣が記者会見で記者（フリーの方）に出て行けと切れた件、その後発言につい

て謝罪して、記者から、福島原発事故について、避難指示区域外の自主避難者 26000 人へ

の住宅提供打ち切り（200 世帯が路頭に迷う）は責任放棄と記者から追及されてブチ切れ、

原発事故を今村氏が人のせいにしている、帰りたいのに帰れないと突っ込まれて見苦しい

ブチ切れ、自主避難者は自己責任と言うものの、司法の場では前橋地裁は原発事故の責任は

国もある、自主避難者にも賠償が認められて、ところが今村氏は屁理屈をこねてブチ切れ、

記者の追及に、これが大臣かと見苦しいブチ切れでトンズラ、質問に答えずブチ切れに唖然、

今村氏は佐賀の出身、2004 年に年金未納問題発覚、自主避難は本人の責任で裁判にしろと

ブチ切れで、しかし自主避難者への本人の責任と言い、これについて木原さん、ひどい発言

で、記者の質問は当然で、今村氏は責任放棄、木原さん松井氏を追及して呼び出しを受けた

こともあり、今村氏は感情的なことは謝っても、自主避難者への暴言（本人の責任、裁判を

したらいい）で、これは謝罪せず大問題、復興大臣は 6 人もコロコロ変わり（前任者は下着

ドロボーの高木氏）、過去にも問題発言をして、6 人中 5 人は初入閣、内閣に入れるための

アリバイ作り、派閥の人事で問題で、自主避難者への自己責任と、ＡＳＳ政権は被災地のこ

とをちゃんと考えているのか、原発がなければこんなことにはならなかったと、司会の横山

さんも語られました（今村氏は東電株を 8000 持っているとネットでは報じられて（毎日の

昨年 9 月の記事で報じられている 

  https://mainichi.jp/articles/20160917/k00/00m/010/105000c ）、映画監督の想田和弘

さんはこれは大問題とツイートされています）。 

 

 ロシア、サンクトペテルブルクでの地下鉄テロ、ロシアの捜査当局は実行犯を中央アジア

の人間と特定、現場は大変なことになり、14 人死亡、66 人がけがのものであり、子どもと

https://mainichi.jp/articles/20160917/k00/00m/010/105000c
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連絡の取れない母親も心配するなど、中心部の地下鉄で爆発、自爆テロ犯の遺体は発見され

て、しかし犯行声明なし、キルギス出身の容疑者を特定、他にも爆発物が発見されて、サン

クトペテルブルクにいたプーチン氏も花を置いて、しかし新たな爆発予告も出て、イスラム

国の関与もあるのか、容疑者はサンクトペテルブルクで 6 年自動車の整備工をして、これ

について木原さん、実行犯は爆弾を持っての自爆テロだが、不思議なのは、キルギス→ロシ

ア国籍、過激派との接点がなく、しかし単独でこんなテロは起こせず、その捜査が必要と言

われて、キルギスは 91 年にソ連から独立、600 万の人口、7 割がスンニ派、ロシアのテロ

だとチェチェンであり、ソ連のスターリン時代に強制移住させられて、ソ連、ロシアへの反

発もあり、中央アジアはソ連から独立して、テロの温床、国境が複雑で警備も大変、ロシア

への反感も強く、プーチン大統領はチェチェンを弾圧した張本人、プーチン大統領は強権で

テロを押さえても、プーチン大統領のいるときにテロをされて、過激派組織に対して報復の

攻撃、掃討作戦もあり得て、目が離せないと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、読売 1 面、保育所落選 53000 人、東京と政令市でのもの、落

選率 28％！ 最悪は横浜、大阪、川崎も悪く、東京では 5000 人を超えて、木原さん、待

機児童の問題、1 次選考のものだが、希望のところに預けられないえげつない状況と言われ

て、産経の 24 面の記事で、日本社会に将来不安、未婚の人が過去最多、老後が不安と言い、

スタジオでも生活に必要最低限のお金はいるとあり、木原さん、結婚するしないの自由では

なく、したくてもお金がなくてできないのだと言われました。以上、木原さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15914] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ（2017/4/4） 熊本大地震 1年 被災女

子学生の 1年  

 

 

 2017/4/4, Tue 21:56 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、火曜日の震災特集、熊本大地震からまもなく

1 年、神戸出身の女性、東海大学阿蘇キャンパスに学ばれる方、圓藤沙羅さんのことが報じ

られました。 

 熊本で震災を伝えられる女性、家の 1 階が潰れた、犠牲になった人のことを伝えられて、
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下敷きになり、声が聞こえなくなったなど、阿蘇のキャンパスの周囲に、東海大学の学生さ

んの住処があり、そこを震度 7 の地震が 2 度襲い、4 月 14 日の前震と、16 日の本震、圓

藤さんの寮のところで、生き埋めになった同級生が亡くなり、圓藤さんは申し訳ない、一枚

の壁の差で助けられた人と、助けられなかった人がいると震災直後振り返り、その後、圓藤

さんは神戸・三宮に来られて、実家のある神戸で募金活動をされて、阪神・淡路の被災地で、

他人事ではないと多くの方が募金に参加されて、気持ちの整理の付かない中での参加、2 か

月後、大学の授業再開後、熊本に戻り、募金 1480 万円を南阿蘇村に持って帰り、地震があ

り、南阿蘇のためにと尽力されて、そして大学の卒業式の翌日、南阿蘇村に向かい、就職で

神戸に戻る前に、南阿蘇村の皆さんともう一度会うためで、学生村の方、農学部は移転で、

出る人の多い中、学生寮を守る女性もいて、休みが出来たらまたおいで、おばちゃんはまた

待っていると言われます。 

 村で、道の駅を営む藤原さん、圓藤さんと復興祭りを企画して、20 人くらいが狭いとこ

ろで雑魚寝するほど、村民が被災し、学生も大変で、圓藤さんは震災後、村の皆さんに支え

られて、語り部のツアーを実行されて、地震の当時、電気もなく、大家さんの懐中電灯など

を使って救出したなど、テレビでは分からないことを圓藤さんから聞けた、人とのつながり

もあり、圓藤さんは先頭に立ち活動することを、震災を経験したからこそ分かる、責任感が

地震の後、出来たと言われます。 

 圓藤さんは、兵庫県の農業高校で講師として勤められて、阪神・淡路の被災地で、高校で

の生徒たちに、地震のことを伝えたいと、全力でやりたいと言われて、しかし、自分の言葉

で語れるまでには時間も要り、今年の秋には、復興祭をまたされます。 

 熊本大地震のことは忘れられつつあり、こういう内容は貴重です、以上、ニュースＰＯＲ

Ｔの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15912] 

毎日放送ちちんぷいぷい（2017/4/4） 三上智恵 標的の島風かたかを

語る、沈黙＝基地に賛成すること＆朝日放送キャスト 教育勅語は現

行憲法否定！  

 

 

 2017/4/4, Tue 17:30 
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 永岡です、毎日放送のちちんぷいぷい、ＴＯＤＡＹ’s ＶＯＩＣＥに、映画「標的の島」 

（http://hyotekinoshima.com/ ）、監督の三上智恵さんが出られました。西靖アナウンサー

の司会で、三上さんは元ＭＢＳアナウンサー、石田英司デスクの元後輩で、三上さんは背の

高い方とのことで、西さんの先輩、95 年にＭＢＳを退社されて、琉球朝日放送に行かれて、

基地問題を取材されて、三上さんはＭＢＳ時代から自分で取材、編集、放送されて、沖縄に

も注目されて、テレビのドキュメンタリー映画も作られて、沖縄の基地問題、エアシーバト

ル構想、中国を沖縄、宮古島、石垣島に自衛隊のミサイル部隊を配備、なら中国と戦争なら

標的にされて、他方自衛隊なら米軍と違い安心との声も地元にはあり、西さんが三上さんに

インタビュー、95 年に 10 代から関心を持っていた沖縄に行かれて、20 年以上基地問題を

取材されて、標的の島、風かたか（防波堤の意味）、米軍基地に反対する住民を取材、この

前まで拘束されていた山城さんも出られて、カメラは住民を排除する機動隊も取り上げて、

三上さんは治安を守る機動隊員も、こんな仕事に就かされることへの疑念もあり、差別主義

者にするプレッシャーを問われて、そして宮古島、石垣島の、自衛隊のミサイル部隊を取り

上げて、地元の若い母親は、沖縄線を体験した祖父母の思い、自分の子供に同じ思いをさせ

たくないと言い、また住民は基地反対の署名を防衛省に提出、沖縄の照屋議員は、「沖縄戦

で軍隊は住民を守らなかった、軍隊は軍隊を守るもの」と強調されます。 

 沖縄の基地反対運動は地元以外の人がお金をもらってやっているとの誹謗中傷がメディ

アで（ニュース女子や、そこまで言って委員会）言われて、これについて三上さん、偏った

映画を作ると言われて、反対派のみしか描いていないと言われるが、両論併記はできない、

地元に賛成運動はなく「基地問題に黙ることは賛成と同じ」、基地は国策であり、それに反

対しない、投票しない＝辺野古推進と同じと言われて、それまでどう描くかが三上さんのテ

ーマと言われて、西さん、沖縄のメディアのことを本土は分断していると言われて、昨年の

大阪府警機動隊の土人発言と、松井知事がそれを擁護、そしてニュース女子による沖縄ヘイ

ト放送、意見が違う（基地に反対する）と裏があると本土で取られる、一部の特殊な人のや

っていることと偏見で、それをわかってほしいというもので、ヤマヒロさん、声を挙げない

＝賛成はその通り、選挙に棄権は選択ではなく、大事な問題と言われて、ロザンの宇治原さ

んは、基地も、原発も、賛成反対と言いにくく、意見が違うと裏に何かあると思われる→反

対賛成と言いにくく、賛成反対と言いやすい空気が必要であり、それをどうするかと言われ

て、ヤマヒロさん、基地で親戚も分断されると指摘されて、西さん、お金をもらって反対と

言われると指摘されて、ミサイル部隊のことを知らないことも問題と言われて、風かたかは

防波堤の意味で、4/8 より大阪の第七芸術劇場、神戸のアートビレッジセンター他で公開さ

れます。 

http://hyotekinoshima.com/
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 なお、教育勅語について、旭ホームズのキャストで、古賀茂明さんが、主権在君で憲法違

反、また親を大切にと書いてあるが、子どもを大切と一言も書いておらず、また他国の人間

の尊重も否定されていると指摘されて、弁護士の三輪倫子さんは、教育勅語には問題があり

過ぎて、離婚できない、個人の権利を否定する、現行憲法と相反して、明治憲法の時代背景

には女性に参政権がなく、女性の参政権は現行憲法で認められて、価値観は戦前のものであ

り、司会の浦川泰幸さんも、教育勅語は 1948 年、つまり敗戦の 3 年後に廃止が決議され

て、教育勅語で無数の若者が戦争に送られて殺されて、しかし安倍政権は、教育勅語は妥当

と言い、古賀さんは、閣議決定＝憲法否定と言われて、木原善隆さん、保守は復古と全く異

なり、保守は今を守る、復古は昔を再現で、安倍政権は保守ではなく復古、教育勅語を認め

たのも復古で、森友学園の問題で、復古主義とＡＳＳ政権の近さを海外のメディアは批判し

ているのを国民は知るべきで、三輪さん、一人一人を大切にするのが保守で、今生きている

人を大事にすべきと言われました。以上、ちちんぷいぷいとキャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15907] 

朝日放送おはようコール（2017/4/4） 小西克哉がロシアの地下鉄の爆

発テロと森友学園問題の本質を語る  

 

 

 2017/4/4, Tue 06:24 

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

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、ロシアの事件が主体で、サンクトペテルブルクの地下鉄での爆

発、10 人死亡、走行中の爆発、昨日の昼過ぎ、プーチン氏がベラルーシの大統領と会談の

予定の時、サンクトペテルブルクはプーチン氏の出身地、読売は駐韓大使の帰任がトップ、

少女像設置への対抗措置、しかし撤去されず、情報収集のため、日経は韓国の大統領選は文

氏がリードです。 

 

 その、ロシア、サンクトペテルブルクでの地下鉄爆発事件、プーチン政権を揺さぶるのが
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狙いか、ロシア第 2 の都市で、走行中の地下鉄で爆発 1 回、エルミタージュ美術館の近く

の駅を走行中に爆発、別の駅でも爆発物が見つかり、少なくとも 10 人死亡（6 時には 11

人死亡と報じられる）、50 人けが、幼い子供も含まれて、犯行声明は出されず、サンクトペ

テルブルク（ロシアの西端、旧レニングラード）はプーチン氏の出身地、ロシアにはここ数

年は大きなテロはなく、ロシアはＩＳと対決して報復テロを警戒して、これがテロなら、プ

ーチン政権に打撃も予想されて、現地時間の午後 2 時、プーチン氏のいた時間に爆発で、

政権はテロと確信しているというもので（6 時に自爆テロと報じられる）、テロは、イスラ

ム国の報復、アサド政権支援でイスラム国を攻撃、また反政府勢力のものか？ 支持率 8 割

でも反政府の 8000 人のデモがあり、200 人拘束、これについて小西さん、テロと断定で

きないが、事故とは考えにくく、コーカサス地方でも問題はあり、テロはモスクワやチェチ

ェンでされても、プーチン氏の出身地、サンクトペテルブルク、日本の大阪のような都市で、

ヨーロッパに近く、プーチン政権の封建制があり、続々と反プーチン氏の政治家が暗殺され

て、反プーチン氏で人気のネルソフ氏も暗殺されて、強権発動で押さえ込み、プーチン政権

は監視カメラがその時壊れていたと言い、しかしプーチン氏の関与なしでそんなことはで

きず、イスラム国かは不明だが、2012 年にモスクワの劇場のテロでは何百人亡くなり、来

年は大統領選、ワールドカップを控えて、ロシアは危険な状況だと言われました。 

 

 森友学園の小学校建設で、建設業者が、15 億の建設費が支払われていないと、籠池氏の

自宅を仮差押えであり、評価額より 8 億安く買った件、籠池氏は証人喚問、忖度、神風の正

体はまだ不明で、国会、大阪府で問題になり、菅氏、麻生氏、松井氏も昨日語り、忖度を彼

らは否定、小学校の建設は止まったまま、施工業者によると建設費 21 億のうち 17 億が未

払い、建設業者に連絡もなく、施工業者は来週にも森友学園に 4 億の損害賠償を請求で、

すでに幼稚園、保育園も仮差押え、また籠池氏が昭恵氏に送った手紙を政府が公表して、土

地を値下げしてほしいというもので、政府は谷氏のファックスはゼロ回答と言いたく、野党

は否定して、麻生氏は大阪に責任転嫁、松井氏は反発で、これについて小西さん、政府と大

阪で責任のなすり合い、籠池氏が窮地で、これは一民間人のこと、籠池氏は小学校を開校し

ていたらお金が回っていたのに、はしごを外されて、昭恵氏と政権中枢の意向で赤字解消と

思って外れて、怒りの根元で、国民は籠池氏の事情ではなく、8 億の値引きであり、忖度と

微妙なそらし方をしており、籠池氏が一番悪かったとするもので、麻生氏は温情と言って、

ポイントは財務省と国交省の隠している嘘を暴くべきで、野党は国政調査権を発動して、ど

うやって値段を下げたのか、国政調査権は籠池氏にやるべきではない、菅野さんは爆弾が 7

つあると言い、まだ 1 つのみ炸裂で、あと 6 つは籠池氏の関係もあり、籠池氏はシナリオ
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を持ち、政府は昭恵氏をすくうために籠池氏をスケープゴートにして、マスコミも財務省の

ことを報じるべきと言われました。 

 

 27 年続いていた京都・祇園の桜のライトアップが中止、一昨日は夜桜見物があっても、

道端の桜をカメラで撮るために歩行者天国みたいになり、これが夜間も続くと危険で、交通

事故を懸念して夜間ライトアップ中止、小西さん、歩行者天国にしないのかと言われて、車

の通行の規制はできるかと言われて、夜の通行止めはできないか、京都は観光で持っている

町で、車を入れるのかと言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、産経 24 面、旅行予約サイトへの相談が増えており、前年の 2

倍、てるみくらぶの破綻もあり、予約サイトも増えて、小西さん、先週家族旅行でハワイに

行かれて、海外のサイトによるもので、ビルの間からオーシャンビュー、ちゃんとした部屋

なら追加料金で、予約サイトには問題、ちゃんと喋って手続きすべきと言われて、産経 27

面の記事で、長島スパーランドのジェットコースターが止まり、15 分間宙吊り、小西さん、

安全の件を言われて、朝日の 4 面の記事で、菅長官が教育勅語を憲法に反しないならいい

と言うもので、小西さんこれは大事なニュース、教育勅語を憲法に反しないならいいとして

も、教育勅語は天皇主権、親を大事にと言うなら儒教を教えるべきで、これはきな臭いもの

だと言われました。以上、小西さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15899] 

報道するラジオ（2017/4/3） 東芝 1兆円の赤字から見る日米関係、

山岡淳一郎さんのお話  

 

 

 2017/4/3, Mon 21:02 

 永岡です、第 238 回報道するラジオ、今週も毎日放送アナウンサーの水野晶子さんの司

会で放送されました。4 月に入り、報道するラジオはこれからも続くというもので、今日が

入社式の企業も多く、しかし経営再建中の東芝は新卒ゼロで、入社式なしなのです。 

 

 今回のテーマは倒芝（東芝）と原発、以前町田徹さんのお話があり、それはこんなにひど
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くない時期、子会社のウエスティングハウス（ＷＨ）は連邦破産法 11 条（＝日本の民事再

生法）の適用を申請して、倒芝の 2017/3 の連結決算は 1 兆円！ の赤字であり、製造業

で過去最悪の赤字、倒芝がＷＨを買収した 2006 年は原子力ルネッサンスと言われて（温暖

化対策で…今思うと失笑ものですが）、倒芝は破格の値段でＷＨを買収しており、そこには

アメリカの当時のブッシュ政権と原発メーカー、日本の計算書（経産省）の役人や政治家の

思惑があり、結果としてＷＨ買収が倒芝の経営危機になり、ＷＨ破綻は日米の安全保障の問

題にもなり、原発を巡る政官財の動きに詳しいノンフィクション作家の山岡淳一郎さんが、

倒芝とＷＨから見える日米関係と、世界の核産業についてお話をされました。今回の内容も

皆さん読まれたら頭に来ると思いますが、これが日本の核の現実です！ 

 

 山岡さん、東京から大阪に来られて、エネルギー、核に詳しく、原発問題は関心を持って、

2004 年の春に、経産省で核燃料サイクルに批判的な勢力が出来て、若手の課長補佐たち、

核燃料サイクル見直し、19 兆円の請求書と言うタイトルで、これは聞き覚えのある方もあ

り、青森の六ヶ所村を作るのに 19 兆の負債を次の世代が背負うことになり、山岡さん、彼

らを取材、また福島の佐藤知事が核に抵抗して、その 7 年後に福島原発事故になり、役人

の中でもこのままではアカンと思う人がいて、それが、倒芝のＷＨ買収、しかし 2004 年に

は経産省でもヤバいと思われて、2005 年には柳瀬課長が資源エネルギー庁の長官になり、

そこから核のことが今のような暴走になり、そして倒芝の倒産になり、山岡さんは「日本は

なぜ原発を拒めないのか、国家の闇」という本を出されるのです。 

 その山岡さんのお話、倒芝は 19 万人の従業員の巨大企業、赤字 1 兆円！ 今までにない

もの（日立で最悪 7000 億）、日本のメーカー最悪、赤字、経営危機はアメリカの原子炉メ

ーカーのＷＨを 2006 年に買収が発端で、倒芝の社長はＷＨ買収を問題があったと語り、そ

の意味、山岡さん、東芝は 54 億ドル、当時のレートで 6400 億、77％の株を持つので実際

は 5500 億、しかしＷＨはイギリスの会社の傘下で、そこは手放したい、手に持て余してお

り、英国の会社の想定価格は 18 億ドル、2000 億！ の相場であり、ところがその 3 倍で

買い、なぜそんなアホなことか、東芝は日本の原子力メーカーでも、沸騰水型、ＧＥと組ん

で、福島の原発もそれ、しかし沸騰水型は国内で 17 基でも、世界の趨勢は加圧水型、ＷＨ

は加圧水型を 100 作った→なら、沸騰水型と加圧水型の両方持てると思って、加圧水型の

親分をイギリスの会社が持っていてもなぜ手放したか？ ＷＨは 70 年代後半から原発は

しぼみ、理由はスリーマイル事故で、アメリカ国内で原発の新設が出来なくなった、当時か

ら、原発は 1 基 4000～5000 億かかり、40～50 年かけて回収する、巨大な投資で、回収

は大変であり、アメリカの電力会社と、原子炉メーカーはもうおいしくないとなり、先進国
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は全部そうで、ＷＨは加圧水型をやっても倒産に近く、イギリスの核燃料会社に買われて、

そのイギリスも手にあまり、2006年に東芝は 6400 億で買って、それで儲かると思いきや、

54 億ドルまで上がったのは、入札 2 回あり、1 回目に日本の会社が対抗するからというも

ので、相手は三菱重工、三菱重工はＷＨと加圧水型のものを作り、関電の原発は三菱重工＆

ＷＨ、三菱重工はパートナーに三行半かと思って、本気で出て、それで相場の 3 倍になっ

てしまい、しかしヒートアップにもほどがあり、背景には、他方、日米政府が、原子力ルネ

ッサンス、原子力立国をやろうと、2005～2006 年は日米政府とも核産業はイケイケどん

どん、水野さん、2006 年のイナバウアーの頃と言われて、山岡さん、アメリカはブッシュ

政権、ブッシュ氏は石油関係の会社をやっており、エネルギーは専門分野、2001 年の 9・

11 でそれどころではなく、2005 年に包括エネルギーの法律を作り、原発は、政府が作る

ために電力会社に債務保証＝国が借金の肩代わり＝米国民の税金でやるもので、8,9 割やっ

て、しかし水野さん、石油と核は相反すると言われて、山岡さん、軍産複合体、ネオコンが

アメリカであり、ＷＨは原子炉と、核兵器も昔からやってきて、水野さんも核の平和利用と

3・11 まで聞いていて、しかし山岡さん、ＷＨは潜水艦のための原子炉を作り、そこから民

生用に転用、もともとは軍事利用、ブッシュ氏やラムズフェルド氏らが軍需産業の振興を目

指した面があり、石油業界も、核燃料の製品を作る分野では互いに乗り入れて、それで、原

子力ルネッサンスと当時言われて、水野さん、火力＝ＣＯ2 が出る→地球温暖化、核ならい

いと思っていたと言われて、山岡さん、それは表向き、ルネッサンスは落ち目のものに花を

咲かせるもので、アメリカが煽り、これに素早く反応したのが日本の計算書（経産省）と資

源エネルギー庁、柳瀬氏、原子力政策課長、次の事務次官候補の人で、核の推進をして、タ

イトルが原子力立国計画（泣）、経済立国ではなく、核で国を立てる（泣）、2030 年には核

が発電の 40～50％→10 何基作ると、アメリカに同調してのものであり、本気で日本の将

来のために、と言うものの、原子力アイという、原子力マフィアの人が読む雑誌があり、

2005 年に、日本単独では困難で、日米連合で、というものであり、要するに、核産業の日

米一体化の狙いがあり、その中の一つに、倒芝とＷＨの一体化→原発輸出、中国、インド、

カザフスタンが作るとして売り込みを図り、あるいと中東で、倒芝＋ＷＨでやろうとして、

それは日本の国策が背景にあり、それでなければあんなムチャクチャな買収は無理、アメリ

カでは原発を建てる借金を国が面倒、日本もイケイケどんどん→この風に乗って、倒芝は地

獄へまっしぐら。 

 経産省と倒芝のこと、経産省の官僚は倒芝に早く買えと尻を叩いており、ビジネス感覚の

麻痺があり、そして、政治家の関与について、官僚がいても、政治家の関与が必要で、2006/9

に経産大臣に甘利氏が就任、甘利氏は電力業界とつながりが深く、甘利氏は電力業界の献金
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の度合いの一番上の 5 人で、麻生氏→甘利氏→石破氏が 2010 年のランキング、特に甘利

氏は電力業界のことを官僚に伝えて、重要な人間であり、役所では、経産省の今井氏のこと、

柳瀬氏の直接の上司、今井氏は叔父が新日鐵住金会長、新日鐵も核の推進のもので、今井氏

は経産省で核を推進して、今井氏は安倍総理の首相補佐官の筆頭であり、ＡＳＳにアドバイ

スしており、経産省だけでなく、外交も今井氏が動かしていて、2004～2006 年まで、日本

のエネルギー政策をリードして、今も今井氏がリードして、そして倒芝が破綻しかけて、水

野さんが倒芝の社長ならどうしてくれると言いたくなると言われて、山岡さん、経産省は距

離を置いても、裏では様々な相談をしているのです。 

 

 後半のお話、リスナーより、倒芝ＷＨ買収で、甘利氏と安倍氏に責任があるのではとの質

問で、山岡さん、ＷＨ買収は小泉氏→第 1 次安倍政権であり、小泉氏の関与はどこまでか、

官房長官の細田氏は通産官僚で、核に詳しく、核推進→その後が甘利氏、ＡＳＳの核関与は、

第 2 次ＡＳＳ政権でトルコなどに売ろうとしており、ＡＳＳ＋経産省で核を 2006 年から

売りたく、ＡＳＳの兄は三菱重工にいて、無縁ではない。 

 リスナーより、他の原子力メーカーについて大丈夫かとあり、アレバは事実上倒産、しか

しフランス政府が、自国は原子力立国で、アレバを生き延びさせるために、フランスの国策

の電力各社ＥＤＦの傘下に入れて、ところがＥＤＦも経営危機であり、それでも潰せず、フ

ランス政府が税金で維持して、では倒芝はどうか？ 日本政府の意向だけでなく、山岡さん、

ＷＨにアメリカの連邦破産法＝民事再生法、裁判所の管理下で再建計画を建てて、ＯＫなら

再建なものの、ＷＨは大赤字で、再建計画は債権者の納得するものになるか？ さらに今作

っている 4 基の原発が遅れたら、電力会社の手におえず、アメリカ政府にツケ、9500 億の

債務保証の義務！ があり、ところが、これはアメリカだけではなく、日本の経産省に、Ｗ

Ｈは倒芝の子会社で、面倒見ろと、世耕氏がアメリカに行き、アメリカのエネルギー庁長官

と会って、要するに倒芝の安定はアメリカにも重要と言われて、山岡さん、アメリカは倒芝

を潰したくない、ＷＨのためもあるが、倒芝をなぜ潰せないか？ ＷＨ、ＧＥが原発のコア

の技術を持っており、倒芝、日立、三菱重工はアメリカの猿回しにされて、リスクは日本に

負えの枠組み、アメリカの視点だと、倒芝も日立も三菱重工もちゃんとやれ、「原子力産業

はアメリカの核戦略と結びついている」、ＮＰＴ、5 大戦勝国のみ核兵器を持ち、ＮＰＴに

入った国には原発を作らせるものであり、アメリカは核兵器も原発も提供しており、その手

足となり動くのが日本で、日本は足抜けできず、理由は日本の政治の構造、原発、日本の軍

事、2006 年にアメリカの海兵隊にグアム移転、辺野古のこともあり、アメリカと運命共同

体というものの「新しい形での対米従属」、頭脳はアメリカ、日本は手足であり、アメリカ
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の高官の発言を水野さん紹介されて、安全保障に問題と言われて、山岡さん、日米原子力協

定が 2018 年に改訂、ウラン濃縮と使用済み核燃料の再処理、日米原子力協定で日本はアメ

リカから担保されて、核兵器を持たないのに唯一この二つを持っており、日本がアメリカの

言うことを聞かないと、再処理を認めないとされて、もちろん抜ける道はあるが、今の政治

家たちがアメリカにＮＯと言えるか、なのです。 

 

 ニュースは千葉猛さんの担当でした。 

 森友学園の問題、国有地売却で政府の説明に納得できないが、ＪＮＮの世論調査では 7 割

を超えており、国は適正な算定と言うものの、納得は 14％、納得できないは 74％、籠池氏

が昭恵氏から 100 万をＡＳＳが否定で、これに納得できないは 55％、昭恵氏を国会に呼ぶ

べきが 49％で、内閣支持率は 54％、不支持は 40％、内閣支持率が 3 か月連続下がり、森

友学園の問題で政府に納得できない国民が多く、野党は昭恵氏の証人喚問を求めて、しかし

与党は拒否しており、森友学園への売却で、昭恵氏の役人が送った手紙が問題になり、これ

は共産党の大門氏が国会で質問して、早く買い取りたい、買い取り価格が高いというもので、

売却、賃料の値下げを求めて、大門氏は政府が満額回答と指摘し、ファックスが公開されて、

現状では期待に沿えないと言うものの、手紙＋ファックス後に籠池氏の要望の実現で、満額

回答として、これで政府と野党が対立しています。 

 国会では、共謀罪の審議を巡って、6 日に審議入り、与党で意見の違いがあり、自民は 6

日から、公明党は刑法改正を先にとして、しかし自民の主張通りになり、刑法改正は今国会

での改正を目指し、野党 4 党は拡大解釈に徹底抗戦、民進党山井氏は監視社会になるとし

て、共謀罪は過去 3 回野党や世論に配慮して廃案、今回は 2020 年のオリンピックのため

に、というもので、日本の刑法が大きく変わり、衆院の議員運営を職権で決められる可能性

もあります。 

 韓国、釜山の少女像設置に抗議して帰国させていた大使を、韓国に再び赴任、2012 年の

大統領の竹島上陸で 12 日帰国させて、今回は 3 か月、韓国の政権移行のことを見て、岸田

外相は長峰大使を交渉させるものの、日韓合意の履行はどの候補が大統領になっても大変

です。 

 栃木のなだれ事故から 1 週間、献花台が置かれています。 

 3 月の日銀短観は、大企業では 2 期連続で改善、2 ポイント改善して、しかし先行きはト

ランプ政権やイギリスのＥＵ離脱で長期は困難です。 

 熊本県庁で入庁式、倒芝は新卒採用をせず、入社式なしです。 
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 今週の特集、ノンフィクション作家の山岡さんのお話で、リスナーより、原子力ルネサン

ス、原子力立国は恐ろしいとの声があり、山岡さん、東芝、日立、三菱重工の核 3 社を統合

して日の丸核産業を目指し、すでに核燃料は統合されても、しかし会社の社風は全く異なる

＆恐ろしい縦割り組織で統合は破綻すると締めくくられました。 

 原子力ルネッサンス、原子力立国とは、まるで太平洋戦争に突入して、神風特攻隊に行き

ついたのと同じであり、この内容、例により私に無断でいくらでも拡散してください、核に

のめり込むＡＳＳ政権の暴走を許したら、日本は破滅です！ 

 

 

 

[civilsociety-forum:15898] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ（2017/4/3） 憤懣本舗 てるみくらぶ倒産の影響  

 

 

 2017/4/3, Mon 19:03 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」の月曜企画、憤懣本舗、今週は旅行会社、

てるみくらぶの破綻が取り上げられました。私は旅行に行かないので、てるみくらぶの名前

を今回初めて知り、てるみくらぶはお安くリッチな旅行の出来るところと言われていたの

ですが、先週負債総額 150 億で倒産であり、デスクの三澤肇さんの解説がありました。 

 てるみくらぶは中小の旅行会社ながら、安くて人気で、しかし倒産で、ハワイにゴルフに

行こうとしていた人は行けなくなり、また春休みに、親子 3 人でハワイに行こうとして、

夏休みの旅行も含めて 200 万円支払って、それが帰ってくるかわからず、旅行はもちろん

行けず、お金の返金もままならぬ、この方は母親がてるみくらぶを利用していて、安くてい

いと言われていて、この始末です。 

 てるみくらぶは 20 年前の、インターネット黎明期に開始して、大手航空会社が余った席

を安く譲ってもらって、それでやっていたのですが、数年前から航空会社の機材が小型化し

て、それで余りの席が少なくなり、経営に行き詰まり、そして倒産であり、先の方は、支払

った旅行代金の返還を求めて電話してもなかなかつながらず、つながっても、いくら帰って

くるか明言はありません。 

 旅行関係者は、旅行会社は大手のものと、そこにできない、要するにニッチ市場を狙うも

のに二分化して、てるみくらぶは双方になれなかったと指摘されて、これについて、神戸学
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院大学の中野雅至さんは、大手の会社だとネットで財務状況を見られるが、てるみくらぶの

ようなところだとわからないと言われて、そして新聞広告の乱発で、これでネットを使えな

いシニア層を狙ってもアウトであり、三澤さんは、旅行会社について、大手のものを利用す

る、また航空会社も大手の志向が強まると指摘されて、また日本独自のキャンセルルール

（当日でも 50％の代金がキャンセルしても返ってくる）、注意しないといけない旅行会社

は、(1)現金支払いを強く勧めるところは要注意、(2)カードで決済ができるかのチェック、

(3)クレームの電話、メールにすぐ対応できるか、時間がかかる→人が足りない→危ない、

であり、このような中小の会社の淘汰を懸念されました。 

 これは、10 数年前に、某家電量販店でテレビを買う際に、現金で買ったら店員の態度が

違ったこともあり（その後倒産）、また、新聞広告の乱発と言うと、95 年夏の木津信用金庫

の破綻時に、直前に朝日新聞に広告が出て、読者より批判があったら、当時のＡＥＲＡで、

広告を拒否したら危ないとわかったと詭弁が載ったことがありますが、しかし、日本がドア

ホノミクスでウハウハなら、こんな格安旅行が売れるわけはなく、これはてるみくらぶのこ

とだけでなく、日本そのものの倒産を思わせましたが…以上、ＶＯＩＣＥの憤懣本舗の内容

でした。 

 

 

[civilsociety-forum:15897] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ！（2017/4/3） 青木理 森友

学園の問題と国政調査権、共謀罪、韓国情勢を語る  

 

 

 2017/4/3, Mon 17:08 

 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。 

 青木さんの書かれた安倍三代は絶好調で、4 刷であり、父親の晋太郎氏や、祖父の寛氏の

ことも書いており、青木さんは解散総選挙も噂されて、ちゃんと知ってから投票してほしい

と言われました。 

 ニュースランキング 1 位は共謀罪の審議入りで、青木さん、国会、ＡＳＳ政権、何も解明

されず、ＡＳＳ政権に幕引きさせないことが必要で、しかし共謀罪のことが重大、これから

1～2 月は監視が必要だと最初に言われました。自民は会期内に成立させたく、公明党との
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関係で 6 日の本会議で説明するもの、民進党や共産党は過去 3 回廃案と同じで徹底抗戦、

菅氏は 1 日も早い成立をと言い、民進党山野井氏は 1 億総監視社会と言い、青木さん、277

の犯罪を対象にするもので、今までの警察は犯罪の発生後に捜査するものを、犯罪を話し合

う、準備の段階で逮捕するもので、テロ対策の美名のもとで、対象の犯罪はテロ対策と関係

ないものがあり、リスナーの皆さんも 277 の中には疑問のあるものがあるので見てほしい、

これはテロ対策なのか？ 取り締まる警察の、まじめな警官の立場に立つと、起きていない

犯罪について、こいつらは怪しい、テロリストと警察が目した団体を監視しないと適用でき

ず、監視が必須の法律で、野党のいう監視社会は間違いではなく、仮に共謀罪が出来て、裁

判で立証のためには、供述しかなく、自首したら刑を減免→つかまりそうになったら仲間を

売る、これを警察で防ぐには、供述だけではだめで、そのための武器には盗聴、電話のやり

取り、メール、ＳＮＳを調べさせろと警察は言い出すものであり、本当にテロリストは電話

やメールで連絡しない→やるなら密室の盗聴が必須になり、共謀罪は警察が怪しいと見た

ものを監視するもので、日本の社会、プライバシーのあり方を問うものであり、必要として

も 277 の罪は必要か？ 窃盗に適用されるなら国民全員の監視が必要で、必要なのか、ち

ゃんと国会で議論すべき、共謀罪を欲しいのは警察であり、沖縄の基地反対運動は政府、警

察には邪魔で、反対運動を組織犯罪と警察が見なせば監視できるようなものであり、そうで

ないなら 277 もやるのではない、歯止めをかける、国際条約もこれなしで結べるもので、

リスナーも真剣に考えてほしいと言われました。 

 ＴＢＳの世論調査では、安倍政権の支持率、60％割れ、森友学園の問題で政府の説明に

納得できないは 74％であり、これについて青木さん、支持率は森友学園の問題がワイドシ

ョーで追及されての結果で、昭恵氏の証人喚問を半分が要求して、8 億の値下げに 74％が

納得せず、野党の思惑だとこれでＡＳＳ政権にダメージと言うものの、8 億値引きの経緯、

忖度などについてきちんと解明し欲しいという声が圧倒的で、昭恵氏の証言、さらに財務省

が書類を廃棄しているとは思われず、ＡＳＳは関係ないというなら資料を公開すべきで（廃

棄したなら関係者の証言で再現させるべき）、ＡＳＳ政権は一強、ある種の横綱相撲をする

のが本来のありようと言われて、ＡＳＳは自分や妻がかかわっていたら辞めると言ったが、

少なくとも昭恵氏の関与は確実であり、何もないならちゃんと出すべきで、財務省の木で鼻

を括ったような回答を見たら、裏に何かあると指摘されました。 

 また、韓国の大統領選、共に民主党は文氏が選ばれる意向で、文氏は日韓合意の見直しを

主張して、これについて青木さん、これは予備選挙、最大野党が首都圏の予備選挙で、前代

表の文氏がその他の選挙区では圧勝しており、いずれにせよ文氏が共に民主党の候補にな

り、世論調査では文氏が圧倒的で、候補 5 人の中で文氏は 43％、2 位の野党候補は 22％、
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保守系は 10％→ダブルスコアで文氏がリード＝次の大統領は文氏であり、対抗馬が統一出

来たら何とか勝負になる情勢で、しかし安氏に統一しても 20％で勝てず、文氏は反日感情

というのは、韓国から見たらおかしく、文氏は廬武鉉氏の秘書室長、権限があり、廬武鉉氏

の番頭で、歴史認識問題、慰安婦、竹島 etc で韓国側の主張をまっすぐに言うので、日本か

ら見たら半日で、朴槿恵氏より日本は厳しく、しかしそれでいいのか？ 日韓合意を文氏は

見直すと言うものの、これには韓国内でも議論があり、日本も気を遣って韓国の大使を戻す

ことになり、韓国でも大きなニュースになり、日本も次の選挙に備えると言うものの、日韓

関係の悪化を日本も韓国も望まず、北朝鮮の情勢がきな臭く、歴史問題で歩み寄れるならや

ったらいいと言われて、他方朴氏は検察の取調べが始まります。 

 

 デイキャッチャーズボイス、森友学園の問題で、国政調査権について青木さんのお話があ

りました。 

 青木さんの提言、籠池氏の偽証罪立証のための国政調査権、森友学園の問題は各地に飛び

火して、青木さんも解明してほしいが、脇の問題でエライことがあり、自民党が先週、籠池

氏の国会の証人喚問について、28 日に菅氏や西村氏らが、偽証で告発といい、西村氏は国

政調査権で与党として書類を調べると言うものの、偽証というものは、昭恵氏からの 100

万円の振込票、入金したのは職員ではなく詢子氏だと立証することで、青木さん失笑されて、

強啓さんは 100 万をはっきりさせたいのかと言われて、青木さん、本筋ではなくこんな枝

葉末節での告発はおかしく、自民党と政府は、籠池氏の参考人招致を最初は拒否、私人だか

ら→籠池氏がＡＳＳから 100 万寄付と言ったので、竹下氏が首相への侮辱と言って国会に

証人喚問、しかし証言の核心が偽証ではなく、枝葉末節で偽証で告発、私人を呼ばないと言

ってやらず、公人の財務官僚や、昭恵氏を喚問せずこれをやるのは恫喝と言われて、偽証罪

の告発は、するかは不明だが、他のところは捜査当局も手を付けられず、こんなことに言及

する与党は本末転倒で、国政調査権で郵便局の書類を調べると言うものの、国政調査権は憲

法で与えられた権限で、証人喚問も国政調査権に基づくものであり、国政調査権を最も使う

べきは、財務省の持っている資料であり、財務省に資料を出せ、ないなら関係者を呼んで調

べるべきで、政治家の圧力はあったのか、忖度を調べるべきで、籠池氏の弾圧に国政調査権

を発動するのはおかしいと言われて、強啓さん、これで終わってはならず、籠池氏の証言か

ら、省庁に司直の手を入れるべきと言われて、青木さん、今からでも遅くなく、国民が納得

していないのは国有地の値引きであり、それがわからず、財務省が資料がないと言っている

からで、それを最初に調べて、解明してから籠池氏を調べるならわかるが、籠池氏のことは、

トカゲのしっぽの口封じ、自民には炎上のネタになり告発を控えるべきとの意見もあると
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締めくくられました、以上、青木さんのお話でした。 

 この動きに関して、週刊朝日で、今西憲之さんの報告があり、 

  https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170403-00000013-sasahi-pol 

    

 

 今西さんのブログにも報告があります。 

  http://www.imanishinoriyuki.jp/archives/50994855.html 

 

 

 検察の告発受理も、忖度というのです、この国、大丈夫でしょうか？ 不沈空母沈没にな

りませんか？（83 年の中曾根氏の不沈空母発言に、マッド・アマノさんが不沈空母沈没と、

日本沈没のパロイラストを描かれて、中曽根氏がレーガン氏に浮き輪をくれというもので

したが、今や 1 億 3000 万沈没か…（泣）） 

 

 

[civilsociety-forum:15885] 

朝日放送おはようコール（2017/4/3） 伊藤惇夫が森友学園の問題、昭

恵氏の証人喚問のこと、abexitのことを語る  

 

 

 2017/4/3, Mon 06:24 

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

の伊藤惇夫さんのお話でした。 

 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は原発避難 346 ヶ所に不安あり、自然災害で避難できな

い、読売は東京オリンピックの警備費のこと、毎日は政府の女性の活躍のこと、産経はアデ

ィーレ法律事務所の懲戒審査、日経はビッグデータ企業の共有のことです。 

 

 森友学園の問題、真相解明に与野党の攻防が続き、塚本幼稚園と保育園に府と市の立ち入

り調査、野党 4 党は昭恵氏の国会招致を求めており、保育園に市の調査、籠池氏も立ち会

い 8 時間近く調査、栄養士の補助金不正受給問題もあり、障害児支援の補助金の問題もあ

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170403-00000013-sasahi-pol
http://www.imanishinoriyuki.jp/archives/50994855.html
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り、様々な問題を抱えた森友学園、塚本幼稚園、理事長交代で行き過ぎた愛国教育も是正、

野党と与党の森友学園の問題での攻防、民進党の山井氏は昭恵氏の喚問を求めて、菅長官は

1+1＝サルマタと言って逃げており、竹下氏も逃げであり、後半国会、どうなるか、これに

ついて伊藤さん、そもそもは国有地の 8 億値引きで、幼稚園で補助金受給は極めて珍しく、

籠池氏から松井氏は批判されて、問題は小学校の認可、松井氏と近畿財務局の問題もあり、

大阪府と財務省で責任のなすり合いで、松井氏はこの幼稚園に厳しく出るべきであり、自民

党は籠池氏の偽証罪での告発を検討、野党は昭恵氏の証人喚問を求めて、伊藤さん、昭恵氏

は何を言うかわからず、自民には拒否する権限はなく、国会に権限があり、勝手に政権が拒

否するのはおかしく、籠池氏がおかしいと印象付けており、このままずるずる幕引きか？ 

籠池氏は偽証罪のある証人喚問であり、昭恵氏はＦＢのみの発言はおかしく、昭恵氏は少な

くとも記者会見はすべきで、しかし出たら何を言われるかわからず自民党は戦々恐々、しか

し国有地の値引きの真相は解消されておらず、政権、与党にも責任があると言われました。

第 1 次安倍政権はスキャンダルで 1 年経たず崩壊、第 2 次政権は小渕氏や松島氏のスキャ

ンダルを解散で乗り切って、今回の第 3 次の危機は、伊藤さんアキレス腱は昭恵氏と言わ

れて、イギリスのファイナンシャルタイムズが abexit と書き（イギリスのＥＵ離脱のもの

にひっかけたもの）、森友学園の問題で経済の破綻を海外で報じられて、伊藤さんは海外の

記者の取材を受けて、あんな極右教育をしているものが行政に認可されたことを海外の記

者が驚き、軍国主義賛美のことで海外から批判を受けている（稲田氏の件もある）。そして

7 月に都議選、小池氏は 93 年に日本新党から出て、その後自民党は下野しており、都議選

の結果もＡＳＳ政権を左右すると言われました。 

 この件で、報道するラジオの案内の平野幸夫さんが、愛国教育の危うさをブログで示され

ています。 

 

   

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12261576388.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--

blog----hirano-yukio_12261576388 

 

 京都・宇治市での、集合住宅で 75 歳の男性が死亡、警察は事件に巻き込まれたとして捜

査、昨日夕方、階段の下で血を流して倒れており、病院に搬送されて死亡確認、刃物で刺さ

れた複数の跡があり、閑静な住宅街でのことで、怨恨か、強盗か、これについて伊藤さん、

周辺のことは、防犯カメラを見たらわかる可能性があり、乱暴な犯行で、この界隈は防犯カ

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12261576388.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12261576388
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12261576388.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12261576388
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メラもあり、それで見えてくると言われました。 

 

 本日の気になる新聞記事、読売 23 面の記事で、ネットオークションに偽物の出品が相次

いで、サインの偽物は詐欺容疑の適用もあり、伊藤さん、サインを売るのはおかしく、伊藤

さんの字は汚くてまねできないと言われて、産経の 1 面の記事で、4 つの水族館がＪＡＺＡ

（日本動物園水族館協会）を脱退、イルカ問題であり、新江ノ島水族館はイルカ漁は国が認

めたとして、伊藤さん、ＷＡＺＡ（世界動物園水族館協会）と関係がないと海外の魚をもら

えず、両方に言い分があるが、国内での繁殖をさせる用意をすべきで、繁殖は難しいがやる

べきと言われて、産経 12 面の記事で、就活シーズン、動画での登録を認めることになり、

就活の学生さんも、エントリーシートと動画を求められるとのコメントで、伊藤さん、自分

の世代は恥ずかしい、面接でも人間性は見えないと言われました。以上、伊藤さんのお話で

した。 

 

 

 

[civilsociety-forum:15888] Re: 朝日放送おはようコール（2017/4/3） 伊藤惇夫が森友

学園の問題、昭恵氏の証人喚問のこと、abexit のことを語る  

 

 From:Ｓ・Ｎさん 

 2017/4/3, Mon 08:58 

 永岡さま 

 商社 9 条の会・東京のＳ・Ｎです。 

 いつも、貴重な情報を送っていただき感謝いたしております。 

 今日は 3 日で、いま定例の蕨駅頭での「アベ政治を許さない」ポスター掲げるサイレン

ト・スタンデｨングを行ってきました。 

 これから、国会前で午後 1 時から、同様のことをいたします。 

 みなさんの地域でもなさっていると存じます。写真など、「掲示板」をつくっていますの

で、ご投稿いただければ幸いです。 

 

 さて、永岡さまのルポによく出てくる「１＋１＝サルマタ」という表現なのですが、どう

いうことをあらわしているのですか。いつもその言葉に出会うと中途半端な理解で。 みな

さんはご存じのことなのかと思いますが、「ちょっと何言っているんだかわからない（ｂｙ 
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サンドイッチマン）」のです。恐縮ですが、ご教示ください。（もしかしたら、「１」は足を

あらわしているのかな、表形熟語ですか。） 

 

 

[civilsociety-forum:15891] Re: Re: 朝日放送おはようコール（2017/4/3） 伊藤惇夫が

森友学園の問題、昭恵氏の証人喚問のこと、abexit のことを語る  

 

 From:Kouichi Nagaoka 

 2017/4/3, Mon 09:48 

 仲内さん、永岡です、ありがとうございます。 

 1+1＝サルマタは、マンガ「じゃりン子チエ」に出てくる主人公チエちゃんの父親のテツ

が、冤罪での取り調べの際に、このような会話をしたとあるもので、それを転じて、日本語

になっていない表現を 1+1＝サルマタとかしています。これは、私も同様の言葉をサラリ

ーマン時代に聞かされたことが無数にあり、日本の「エリート教育」の弊害で、自分に都合

の悪いことを聞かれたらこのような日本語になっていない返答を平気でするものであり、

戦争準備法案、ＴＰＰ、そして今の森友学園の問題と、国会を見ていたら日本語ではないも

のが無数にあふれており、私も、2+2＝モモヒキとかいうようなものを無数に聞かされてお

り、このようなものごとに正面から向き合わないエリートが、太平洋戦争などを引き起こし

たと思います。それへの皮肉なのです。ご参考までに、 

 

 

[civilsociety-forum:15881] 

ネットワーク 1・17（2017/4/2） 福島原発事故 6年、避難指示解除

で被災地は、飯舘村の現地の上田崇順さんの報告  

 

 

 2017/4/2, 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 1060 回、今週もＭＢＳアナウン

サーの千葉猛さんと、野村朋未さんの司会で放送されました。 

 先日なだれの災害があり、登山の講習会の高校生が犠牲になり、顧問の先生は絶対安全と

判断しての事故で、しかしベテランの山の関係者は、絶対安全とは使ってはいけないと言い、
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表層なだれ、新しく積もった雪によるもので、なだれ注意報も出て、春の雪山は危険で、自

然災害に絶対安全はないのです。 

 今回のテーマも東日本大震災 6 年、先週は避難者への住宅支援のこと、リスナーより、

避難者に政府はもっと援助すべきとあり、先週は避難指示区域外からの避難者、今週は避難

指示解除のことで、福島原発事故の現地、飯舘村を取材されたＭＢＳアナウンサーの上田崇

順さんの報告がありました。 

 原発事故 6 年、3/31 と 4/1 に被災地の多くの地域で避難指示解除、住民は故郷に戻るの

か、上田さん、帰還困難区域を除いて解除、帰還困難区域は移染作業も手付かずであり、避

難指示解除のところは、浪江町で原発から 10km、大熊町と双葉町は残っても、他のところ

で線量は大丈夫か、移染作業は完了と環境省はＨＰに住んでいいと書いており、上田さん飯

舘村、原発から 40km、原発から風が吹いて全村避難、当時は 30 マイクロシーベルト／時

間、大阪は 0.08＝370 倍、飯舘村は農業をして、避難されている菅野さんとの取材で、車

で行かれて、阿武隈川を超えて、0.6 マイクロシーベルト／時間、菅野さんにはこれは当た

り前、アラームが鳴り、0.3 マイクロシーベルト／時間で鳴るように設定されて、大阪の 3,4

倍、しかし国の基準だとここに住める（年間 20 ミリシーベルト）、千葉さん、法律だと年

間 1 ミリと指摘されて、上田さん、20 ミリは緊急の時の基準で、作業員は 100 ミリ／5 年、

作業員と同じであり、千葉さん、それで子供、赤ちゃんはどうかと言われて、野村さんも緊

急時のもので普段の生活かと言われました。 

 飯舘村にはフレコンバック、高さ 1m のものに移染で出たごみを入れて、真っ黒で、菅野

さんは田んぼの真ん中に 1km、移染で出た放射性廃物が、一つのカバンが 1m、5 段積みが

1km 続き、放射線を遮断するものでフレコンバックは作られず、5m 以内には近づけず、

菅野さんの家は田んぼから数分、家からフレコンバックは見えて、そんな近くに家があり、

フレコンバックから歩いて行けるところに帰ることになる。 

 菅野さんの家は 2 階建て、家の中では 0.25 マイクロシーベルト／時間、アラームが鳴ら

ないものの、家から 20m のところは、アラームがなり、原発から直角になっているところ

は 1.9～2.4 になり、原発に向かっている斜面は放射能の直撃、線量が下がらないのは、放

射性物質が腐葉土にしみこんで、そこは移染されず、土地の事情を考えずに、高い汚染のと

ころもそうでないところも同じやり方で移染して、住民の意見は、飯舘村での集まりが 3/17

にあり、そこでの取材、今移染の終わったのは家の周囲のみで、しかし後ろに山がありそこ

は移染されず、不安はあり、影響は危惧されて、昔には戻らない、山が移染されず、森林の

移染はされていないことに不安があり、また 1 度移染しても、また雨が降ったら線量は高

くなる、不安の声であり、山は移染されず、また風が吹いたら汚染されて、菅野さんの家は、



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 
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環境省の移染では足りない、家から 20m 移染されて、しかし自身で 40m 移染されてあの

数値、しかしそんな移染は、他の家ではやれておらず、大変な労力であり、確実にすべての

ところをやってほしいのと、フレコンバックの山をどうするのか、近くでは生活はできない

と住民は言い、野村さん、フレコンバックはどこに行くのかと聞かれて、上田さん、中間貯

蔵施設に持っていくものの、用地も取得されず、仮置き場に今はあり、住民は戻ってくるの

か、福島市に避難されている方に、飯舘村に戻るのかと聞かれて、若い人もいて、高齢者は

帰り、しかし孫、小さい子は責任はなく、大丈夫となるまで帰らず、離れての生活で、震災

で家族もバラバラになり、あるいは、福島市に家を買って、親は実家に戻るものの、子ども

のことが心配、放射能は目に見えず、孫の世代に問題があったらと言われる方もあり、野村

さん、高齢者は戻っても、子どもは戻らないということで、上田さん、戻るのは 400 人、

避難者は 6000 人、戻るのは 50,60 代以上、すでに解除されても 14％しか戻っていない。 

 上田さん、若い人で戻るという人には出会わず、買い物、病院のこともあり、若い人は子

供さんも地域の学校に行っており、菅野さんも先のことは考えられないと言われるのです。 

 千葉さん、国はなぜ返せというのかと聞かれて、上田さん、2020 年の東京オリンピック

のため、アンダーコントロールで現地は大丈夫と政府は見せたく、東電からの補償は、戻る

人も戻らない人も打ち切られて、今回の避難指示解除でも解決にはならず、上田さんは原発

事故の罪深さを知らされたと言われて、現地では農業をしたくても、まだ準備があり、菅野

さんは通いながら戻る方向でも、補償などはまだ交渉が必要なのです、以上、上田さんの報

告でした。 

 千葉さん、上田さんの報告を聞いて、本来 1 ミリシーベルトにしてから国は帰すべきと

言われて、野村さん、避難指示解除でよかったではなく、まだまだ問題がある中と指摘され

て、千葉さん、福島の皆さんのことはこれからも伝えたいと言われました。以上、今週のネ

ットワーク 1・17 でした。 

 


