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テレビが、今回の選挙の

それにしても選挙があれ
ば負けると言われていた８
月の菅内閣、自民党の低迷
ぶりはどこに行ったのだろ
うか？
テレビは９月３日の菅首
相の辞意表明以降、連日自
民党総裁選報道で大騒ぎを
した。
+「候補者本人生出演」「そ
のメガネはどこで購入？」
「安倍晋三氏、麻生太郎氏
の思惑は？」などと踊る、
朝、昼のワイドショーが典
型的だ。
テレビが自民党の事前運
動の場を潤沢に提供したの
である。
また、大阪のコロナ禍は
全国一危機的だった。だが、
テレビは、吉村府知事、松
井市長に府・市の対応を深
く質すこともなく、吉村府
知事の言うことを毎日流す
だけだった。そのテレビ映
りがものをいった。

ワイドショーの
改憲勢力３分の２以上 テレビがもたらすもの
維新が推進エンジンに

自民党・岸田総裁は「任
期中の改憲に目途をつけた
い」と意気込む。維新は
「具体的な改正項目を速や
かに提案することを促し、
衆参両院の審査会をリード
していく」とより一層踏み
込む。
維新が改憲の推進エンジ
ンとなっていくことが十分
想定される。
改憲問題は風雲急を告げ
る事態になると懸念する。

総選挙は厳しい結果と
なった。
記念の講
改憲勢力は、改選前議席
演 会 は 次 ３１ ６＝ 自民 ２７６ 公
+明
の と お り 。 ２９ 維+新１１
改選後議席 ３３４＝自
民２６１ 公+明３２ 維+新４
１と増えた。
他方 、護 憲勢力 の 立 民
共産 社
+ 民＋ れい わの 議席
は、改選前計１２２から改
選後計１１０に減った。
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自民党は、この総選挙で
テーマ 女性と憲法
８つの重点公約をかかげた。 ①届 け 、 弁護 士 の 力 ～ コ
その６番目は、国防力の ロナ禍の女性の生存権
強化とし、敵基地攻撃力の
②い つ に なれ ば 夫 婦 別 姓
保有、重要土地等調査法の が選べるの？ 最高裁判決
発動、防衛力の大幅な強化 を読んでみよう
をかかげる。
講師 神田安積弁護士
その８番目に、憲法への ◇１１月１４日（日）
自衛隊明記、非常事態条項
１３時３０分～１５時
の新設、教育の充実。
◇沼津市立図書館４階
選挙区合区の解消、「改
視聴覚室
憲４項目」をあげ、早期の
予約者・優先入場
憲法改正の実現をめざすと
前売券は完売
宣言している。
＊ キャンセルは１２日までに。
おどろおどろしいものば その後はキャンセルは代金を い
ただきます。
かりが連なる。
この憲法破壊の企てにス 主催 ぬまづ憲法９条の会
トップをかけよう。
後援 沼津市・沼津市教育
委員会
ぬまづ憲法９条の会も年 連絡先・神田健夫 ☏・ＦＡＸ
０５５ ９-２１ ７-７５５
を重ね、１６周年を迎えた。
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土台をつくった影の主役と
言えるのではないか？

核廃絶決議案

国連で日本政府が提案し
た核廃絶決議案は核兵器禁
止条約に触れず。４年連続
だ。

憲法を変えさせない

集会・スタンディング

１１月６日（土）
集会 １３時３０分
スタンディング１４時
沼津中 央公 園 雨天中 止

土曜スタンディング

１１月２０日、２７日
１３：３０～１４：１５
沼津駅南口 雨天中止

主催 戦争させない 憲法こわすな

沼津の会
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翌日、北海道農民連盟が
「今までの北海道米を作る
生産者の努力と技術を蔑ろ
にする発言は断じて許され
ない。強く抗議する」との
談話を大久保明義委員長名
で出した。組合員から「冗
談じゃない」という怒りの
声が多数寄せられ、談話発
表に至ったという。

「北海道の米が美味しく
なった。農家のおかげです
か？地球温暖化で温度が上
がったから」と小樽市の街
頭演説でぶち上げた。

自民・麻生氏
温暖化で北海道米
うまくなった？

（朝日新聞１０月２８日より）

入管施設と人権侵害 私立大学で図書館司書の資
格取得目指して学ぶ。
入管施設の問題はスリラ
ンカ人の亡くなったウィシュ
対等な人間として共に生
マさんだけではない。
きる社会を目指すのであれ
ば、対等な権利を保障する
必要がある。
・ 収容中の男性（３９）
が外部の病院での治療を求
めたところ、診療は認めら
れたが血圧を測っただけで
終わったという。
・ 南アジア国籍の女性
（１９）は留学ビザを与え
られた。家族５人で、特別
許可を認めるよう裁判に訴
えていた。高裁判決で認め
られたのは妹（１６）と二
人だけだった。
両親らは今後も仮放免者
として、就労はできず、公
的な医療保険にも入れない。
仮放免者など在留資格のな
い人は住民登録されなくなっ
た。一家はアパートを転々
としてきたが、住民票がな
くなって入居を断れること
も増えた。
女性も妹も母国語はほぼ
話せず、持病があるため衛
生環境が悪い母国での生活
は避けたい。女性はいま、

驚き！横須賀で新設
石炭火力発電
１０月３１日、英国・グ
ラスゴーでＣＯＰ２６（国
連気候変動枠組み条約第２
６回会議）が始まった。温
室効果ガスを大量に排出す
る石炭火力発電の早期廃止
が主要議題となる。
英国は従来目標を１年繰
り上げ、２０２４年に石炭
火力を全廃する。ドイツは、
新政権樹立に向け交渉中の
３党が、従来目標を８年繰
り上げ、２０３０年までに
脱石炭を目指すと合意した。
では、日本政府はどうか？
２０３０年度の電源構成で
２割を石炭火力に頼る方針
だ。
横須賀火力発電所は、旧
来のＬＮＧ 天(然ガス 発)電
所を解体し、６５万ＫＷの
石炭火力発電２基（計１３
０万ＫＷ）を新設する工事
を始めた。東京電力と中部
電力の共同事業。
日本は、ＣＯＰ２５（２
０１９年）時に化石賞を贈
られた。今度はどんな不名

◇自民党選挙政策 軍事
費 ＧＤＰ比２％超↓総額
１１兆円の大軍拡

◇日本の年収 ３０年横
ばい アメ リカ は １ ５
.倍
に 日本の年収水準は先進
国平均の８割弱

誉な賞が贈られるのだろう 認 在日ミャンマー人から
か？
批判 「期待裏切った」外
務省前デモ

インドネシアでも

インドネシアのインドラ
マユ火力発電所でも日本の
ＪＩＣＡの援助で石炭火力
発電（１００万ＫＷ）を増
設する計画がある。今でも
地元の農漁民は石炭火力発
電に苦しめられ、人権侵害
に脅かされている。

スを送信します。

を連絡していただければニュー

②パソコンのメール・アドレス

載しています。

索）のニュースは、ブログに掲

◇岸田首相 安倍・菅時
アベノマスク
代の「負の遺産」（森友、
（１１５億円）眠る
加計、桜を見る会等）解明
昨年政府が調達したアベ せずと回答
ノマスク２億９０００万枚
のうち、８３００万枚（１
◇学術会議会員 ６人憲
１５億円相当）が今年３月 法法律どおり任命を
末時点で倉庫に保管されて
いた。
◇辺野古新基地建設軟弱
昨年度の保管費用は６億 地盤で完成不能 遺骨混じ
円、今年度は数億円かかる る土砂使うな
という。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
① 「ぬまづ憲法９条の会」（検

あれもこれも

◇護衛艦いずもから米軍
機Ｆ３５発着、空母化ねら
い
◇日本 軍政の外交官承

