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敵地攻撃能力保有
９条改憲を許すまい

たたき上げ
これまで世襲の国会議員・
首相が続いてきた。菅新首
相は「たたき上げ」である。
東北農村青年の「立身出世
物語」で自らを彩り、マス
コミも飾り立てる。真偽は
怪しく、ご本人も言わなく
なったものも多い。

自分で自分の面倒を

安倍元首相は、日本国憲
法を「みっともない憲法」
とののしり、「自分の任期
中に」明文改憲を成し遂げ
ると豪語してきた。だが、
頓挫した。
その根 底に は、 九条 の会
はじめ多様な市民の粘り強
い行動があり、それに励ま
された立憲野党の頑張りが
あった。
菅新首相は、安倍氏にな
らい、「改憲に挑戦する」
と公約する。菅内閣は、閣
僚２１名中実に１８名が、
極右団体、日本会議等国会
議員懇談会のメンバーであ
る。改憲への地金を示して
いる。

菅首相は、「自助、共
助、公助、そして絆」を
掲げる。自らの立身出世
の信条・体験をもとに、
政治に社会に、一人ひとり
に、「自己責任」、自分で
自分の面倒を見よと、のた
まい、迫る。首相として公
菅首相は口を極め「安 に・宇宙に再編」するよう 助をほとんど語ろうとしな
倍政治の継承」をうたう。 新菅内閣に申し渡した。ま い。
主要派閥も安部継承に雪崩 たまた驚いた。
改憲に挑戦する
をうった。驚いた。
集団的自衛権行使の閣議
決定、安保法制の強行成立。
専守防衛から戦争できる
安倍政治継承の大合唱
国への巨大な転換を果たし
た、安倍氏にとって憲法を
壊す「敵地攻撃能力保有」
は最後を飾るにふさわしい
テーマだったのだ。

安倍元首相の退陣は直接
には病気を理由にした。だ
が、背景には。全国学校一
斉休校、アベノマスクなど
コロナ禍対応の失敗、モリ、
カケ、サクラ、黒川検事長
定年延長など国政の私物化、
これらへの厳しい批判、進
む支持率の低下があった。
だが、退陣表明後に支持
率が急騰した。これまた、
驚いた。
安倍前首相は退陣直前に
記者会見まで開いて、「敵
基地攻撃、日米同盟を世界
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憲法壊すな 沼津の会

（０９０ ７-０２４ ８-７２５）
主催 戦争させない

問い合わせ（山崎）

上記行動は全て雨天中止

１０月３日 １７日
２４日 ３１日
１３時３０分（４５分）
場所 ＪＲ沼津駅南口

望月衣塑子さん
要注意 マイナンバー
（東京新聞記者）
ただ、菅新内閣は地味で、 今 注目の記者です。
当面、実務型でいくのでは
コロナにより２００名の
ないか。
収容人員が１００名の利用
マイナンバーカード（取 に制限されたため、前売り
得の強要、自動車免許証・ 券は１００枚のみの販売と
健康保険証との合体）、携 なります。
帯電話料金の引き下げ、縦
前売り券１０００円
割り１１０番、デジタル庁、 発売は１０月初旬に開始
「電波改革」などを前面に （購入者のみ入場できます）
出して政権を運営するのだ
電話予約 神田まで
０５５ ９-２１ ７-７５５
ろう。持論の、得意分野の
具体化でもある。 ＊マイナン ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
バーカードや電波改革は要注意。
憲法９条を変えさせない
安倍退陣で改憲の企てに 集会・スタンディング
大きな打撃を与えた。改憲
１０月１０日（土曜）
問題は新たな局面に入った。 ミニ集会 １３時３０分
敵地攻撃能力保有、９条
会場 沼津中央公園
改憲を許すまい。
スタンディング ３(０分）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
９条の会１５周年の集い
土曜スタンディング

１１月１５日・ 日( )
開演１３時１５分
市立図書館４階視聴覚室
第１部 コンサート
チェロ十代田光子さん
第２部 講演
「コロナ禍の日本ー民主主
義とメディア」

問・安倍政権下で憲法改正
に。答・「反対」５８％
（１９年５２％）「賛成」３２
％ （１９年３６％）
問・日本の憲法は全体とし

２０１８年朝日新聞世論調査

問・優先的に取り組んでほ
しい課題は。（複数回答可）
答・景気・雇用６０％ 高
齢者社会保障５６％、教育・
子育て支援５０％ 憲法改
正１１％ 最下位

２０２０年朝日新聞世論調査

問・改憲の機運が 答「高
まっている」２１％、「高
まっていない」７６％。

２０２０年、ＮＨＫ世論調査

退 任時 安倍 氏は 憲 法改
正について「世論が十分盛
り上がらなかった」と言っ
た。これは嘘だ。安倍氏は、
世論を踏みにじり世論に逆
らい改憲の旗振りをした。
問・安倍首相は改憲に意欲
的 答・改憲の議論を進め
るべき」１２％、「改憲以
外の問題を優先すべき」７
８％。

改憲 世論に背く道
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メディア対策に辣腕

てよい憲法か 答「よい憲 レーダー網、偵察衛星、長
法」６３％ 「そうは思わ 射程のミサイル、爆撃機、
ない」２７％。
電子戦機など兆単位の大軍
拡が必要になる。
２ ０１３年 以降「 よい憲 法」 が

一貫して過半数を占める。
２０２０年朝日新聞世論調査

安倍継承の菅首相は「改
憲に挑戦する」と言う。そ □２０１４年７月、集団的
れは世論に背く、道理も展 自衛権容認を閣議で決定し
望もない道である。
た直後、ＮＨＫクローズアッ
プ現代に登場した菅官房長
辺野古 敵基地攻撃 官に国谷裕子キャスターは
率直な質問を重ねた。
菅氏はそれに激怒し、そ
の後官邸は国谷氏のキャス
ター降板まで追い詰めた。
□東京新聞望月衣塑子記者
は、沖縄・辺野古埋立の赤
土流出について菅氏に繰り
返し質した。その後、菅官
房長官は記者会見で「あな
たに答える必要はありませ
ん」とまで言い放った。
菅氏は、官房長官時代
「全く問題ない」「指摘は
当たらない」と紋切り型の
応答を繰り返し、説明責任
を果たそうとの意識に欠け
ていた。
官房長官としてメディア
対策に辣腕を振るった菅首
□官房長官として菅氏は辺
野古基地建設に、過ぎる程
役割を果たしてきた。先日
民意を得て埋め立てている
としれっと述べた。
仲井間県知事時代はいざ
知らず、翁長知事以来、知
事選、県議選、県民投票な
ど一貫して、県民はＮＯの
意思を明確にしている。菅
首相は白を黒と嘘をつく。
総理大臣の資格はない。
□敵基地攻撃能力保持を、
菅内閣は名称変更してすり
抜けようとしている。憲法
を壊す本質は変わらない。
しかも、専守防衛を建前
としてきた装備体系を変え、

さん

テニス選手大坂なおみさ
んは全米オープンで優勝し
た。関心を高めるため、警
察に射殺された黒人の名を
記したマスクをつけた。７
枚全てを見てもらおうと、
決勝進出の重圧を自らに課
したという。
伊藤詩織さん、大坂なお
みさんは、米雑誌「タイム」
“世界で今年最も影響力の
ある１００人”に選ばれた。

ジャーナリスト・伊藤詩
織さんは「レイプ被害を告
発するかどうか、ずいぶん
自問した。‥隠れて生きて
いくのがすごく嫌だったん
です」と語る。毅然とした
彼女への中傷ツイートに片っ
端から「いいね」を押して
いる杉田水脈衆院議員を伊
藤さんは告訴した。

さん

相、新しい官房長官、総務 人事局は魔物だ。
大臣の顔を想い浮かべると
メディア規制への懸念が強 伊藤詩織 大坂なおみ
まる。

魔物 内閣人事局

２０１５年、総務省自治
税務局長から自治大学校に
異動となり、異例人事と国
会でも取り上げられた平嶋
彰英立教大学特任教授は語
る。 （東京新聞より）
「（２０１４年、菅官房長
官からふるさと納税につい
て指示があった時）、返礼
品競争の過熱や高所得者へ
の過度な優遇になるという
課題を指摘したら、反対し
たということにされて飛ば
された。
当時の高市早苗総務相が
官邸人事に人事案を上げた
ら、私だけ×をつけられた
ということで心配されたこ
とがあった。菅さんが内閣
人事局をブラックボックス
化してしまった」と。
菅首相は，政策に反対す
る官僚を「異動させる」と
明言した。大手を振る内閣

