ぬまづ憲法

条の会

２0２０年4月1日
事務局
神田健夫
921-7755

１７０号

松尾貴史さんの思い

毎日 新 聞 ３ 月 ２ ９ 日 松 尾 貴 史
のちょっと違和感より。順番 を
変えて引用している。

大いに共感する。
安倍首相の下、全閣僚に
安倍首相は、天皇即位、 よるコロナ感染症対策本部
オリンピック、華やかな行 がある。担当省の厚生労働
事に続けて、任期中の改憲 省 と 国 家 安全 保 障 会 議 Ｎ
(
をめざした。だが今、新型 ＳＣ を)主軸とする。
コロナ禍。
新型コロナにＮＳＣが何
故出てくるのか？ 調べて
みた。
二つの緊急事態宣言
ＮＳＣは、首相を中心と
自民党内や日本維新の会 して、「国家安全保障に関
には、新型コロナの感染拡 する外交・防衛政策の司令
大は、「憲法改正（緊急事 塔」とされる。

なぜＮＳＣが
出てくるのか

態条項の新設）の大きな
実験台」とする声が今な
おくすぶっている。
改憲とは異なるものの 、
コロナ特別措置法で私権
制限を含む緊急事態宣言で
きる権限を、安倍首相たち
は手にした。
最近の、検察をも支配下
な不誠実な人物を据えてい に置こうとする数々のつじ
はずがない。‥もういいか つま合わせ、全国一律休校
げんに彼を辞めさせなけれ 要請の独断専行を見れば、
ばならない」
緊急事態宣言への安倍内閣
の対応に、注意・監視が欠
かせない。
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新型コロナ アベ戦略見直し
アベ改憲断念に追い込もう
放送タレント・松尾貴史
さんの思いを紹介しよう。
「（安倍首相は、）国民
には休校や卒業式の中止を
させている中、総理大臣と
して防衛大学校の卒業式に
出席し、祝辞に憲法改定の
意欲を盛り込むという憲法
９９条違反の越権行為をす
る」
「（森友学園問題・近畿
財務局職員の）赤木さんの
死に関する質問をされてい
るときに、当の安倍氏はニ
ヤニヤ笑いながら麻生氏と
私語を交わしていたのが、
彼の人柄、品性を象徴的に
表している」
「世界の危機が訪れてい
る今、国民の命を守らなけ
ればならない立場に、こん
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首相官邸ホームページ・
国家安全保障会議の開催状
況によれば、開催年月日の
記載はあるが、その他の記
載は、「新型コロナ対応」
「緊急事態大臣会合」のみ、
大臣メンバーは不明。
感染症対策本部会議では、
国家安全保障会議提出資料
だけは、提出年月日、提出
者名の記載がない。ＮＳＣ
は、非公開、秘密が原則な
のである。

主役と従役

新型コロナは、人々の生
命と生活・生業にかかわる
事態で外交・防衛の事態で
はない。だが、外交・防衛
が飛び出してきて、首相・
外交・防衛が主役、厚生労
働省・医療専門家は従役。
これが、この政府の構造な
のだ。
だから、医療専門家の有
識者会議は尊重されず、首
相が根拠を示すこともなく
記者会見を演説の場にする
ことができるのだ。
政府の説明は、医療専門
家の見解・根拠の提示を前
提にするよう改めるべきだ。

見通せない新型コロナ禍
の行方、延期されたオリン
ピックは２０２１年７月２
３日から開催できるのか？
２１年９月の自民党総裁任
期末。
アベ首相は新たに戦略を
練り直し、改憲に挑み続け
るだろう。私たちも改憲を
断念させるまで頑張り続け
よう。

意見広告

１４日までに

◇朝日新聞・毎日新聞・
静岡版１面・全面１５段
◇５月３日憲法記念日予定
◇２紙掲載で５００円
◇締切り日 ４月１４日
静岡県の９条の会が共同
して、沼津市では

ぬ ま づ憲 法 ９ 条 の 会 を は じ め 、

大 平、 香 陵、 ３ 浦 、 国労 東 部 、

東部教職員が共同して取り組 ん

でいる。
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沖縄新基地 最高裁
不当判決と軟弱地盤
３月２６日、最高裁は、 ことが判明。防衛省のデー
沖縄新基地建設にかかわり、 タ隠しである。
国の機関の一つ・沖縄防衛
軟弱地盤の改良工事は可
局を「私人」とみなす、制 能とする防衛省の現在の設
度乱用を容認する判決を出 計が根本から覆る事態になっ
した。
ている。
２０１８年８月、埋め立
他方、沖縄県民は本部町
て予定海域に軟弱地盤が見 で名護市辺野古で、埋め立
つかったことなどから沖縄 て土砂の搬出・搬入を阻止
県は埋め立て承認を撤回。 する行動を、毎日続けてい
これに対し、沖縄防衛局は、 る。
行政不服審査法を悪用して、
みずから「私人」になりす 雇用から個人事業主へ
まし不服審査を請求。これ
を受け国交相が承認撤回を
取り消した。
「交通誘導員ヨレヨレ日記」
という本が読まれている。
市民の権利救済のために 年金が少なく高齢者は働か
ある行政不服審査制度の乱 なければ暮らせない現実が
用を、政府にとどまらず、 土台にあるのだろう。
最高裁までもが容認する。
これを逆手にとり安倍内
最高裁が法制度を破壊する？！ 閣は「働くのはより長く、
年金受給はより遅く」の政
大浦湾の軟弱地盤につい 策を進める。
ては、７０ｍより深い９０
ｍの海底の地盤も「軟弱な 先の国会では短時日の審議

で高年齢者雇用等改定法案 険の不正を追及したＮＨＫ
を強行成立させた。
番組に対し、当時森下俊三
その一つが、高齢者を雇 経営委員長代行（現経営委
用関係から切り離し、請負 員長）が、番組の制作手法
など個人事業主化するもの。 について批判していたこと
労働基準法、労働安全衛生 が明らかになった。
法、最低賃金法など労働者
かんぽ不正報道問題の事
保護が適用除外となる。酷 実経過全体を見ると、郵政
い
グループと、副社長だった
イギリスのケン・ローチ 元総務省事務次官の圧力・
監督の映画「家族を想うと 干渉にＮＨＫ経営委員会が、
き」の （高齢者ではないものの） 屈服・同調したことは明ら
個人事業主リッキーの世界 かとしている。
でもある。
自ら辞任するよう強く求
めるとともに、当時どのよ
うな議論があったのか、詳
経営委員長辞任求める
細な議事録の公開を要求し
ている。
ＮＨＫは、３月２９日、
政権のＮＨＫへの干渉、
安倍首相のコロナ記者会見 ＮＨＫの政権への擦り寄り
放送を中途で打ち切り、そ は目に余るものがある。Ｎ
の後、岩田明子解説委員が ＨＫ改革が必要だ。
首相に成り代り説明してい
た。ＮＨＫには岩田明子と
いう「首相広報官」がいる。 あと１４か国批准で

核兵器禁止条約発効

放送を語る会などの市民
団体がＮＨＫ森下俊三経営
アフリカ南部の国、ナミ
委員長の辞任を求める取り ビア（地図で調べてみよう）
組みをしている。
が核兵器禁止条約を批准し
２０１８年かんぽ生命保 た。３６か国目、発効に必

要なのは、あと１４か国。
署名は８１か国。
驚くべきことに、戦争被
爆国日本の政府は核兵器禁
止条約に敵対している。な
お、残念なことにニューヨー
クでの４月の原水禁世界大
会は新型コロナで中止となっ
た。

９条を変えさせない

日時 ４月２５日（土）
場所 沼津中央公園

雨天中止

集会１３：３０ 小雨決行

スタンディング１４時

改憲を断念させよう
スタンディング

４月４日・１８日土曜
１３：３０～１４：１５
沼津駅南口井上靖記念碑前

主催・戦争させない憲法壊すな沼津
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ぬまづ憲法９条の会」で検索

するとニュース等のブログを見

ることができます。ニュースを

送信しますので、ＰＣのメール

kanda-t@za.tnc.ne.jp

アドレスを教えて下さい

神田

