ぬまづ憲法

条の会

朝日・毎日の２紙に

レー市議会は２３日、米軍普 天

間飛行場移設に伴う名護市辺 野

古の新基地建設に反対し、工 事

の即時かつ全面的な中止を求 め

る、沖縄県民と連帯する決議 案

を可決した。（琉球新報）

辺野古リポートより

隻の土砂運搬船が停泊している。

本部町の塩川港沖には二十 数

政治腐敗 と ワクチン

それを見た地元住民の８０
代男性は「沖縄戦のときの
米軍艦隊の上陸が思い出さ
れる光景だ」という。

********************
憲法を変えさせない
土曜スタンディング

この数字には絶句するば
かりである。都道府県、市
町村の困惑はいかばかりか。
ワクチンの安定供給の政府
の責務はどこに。

（ 案 ） を メ イ ン ・ テ ー マ 贈収賄事件時、両者の会食
雨天中止
と す る 。 次 の よ う に 取 り に同席し接待をうけていた
〈問い合わせ〉
組む。
農水次官らが処分された。
藤井
掲載 朝日、毎日新聞
自民党本部から選挙資金
℡９２２ ７-０１２
朝刊県内版１面全面
として１億５千万円を受け
期日 ５月３日
取った河井議員夫婦は買収 ＊なお、中央公園の３月の
新聞社の都合で変更になる場合も。
を重ねた。
集会・スタンディングは、
費用 １口５００円
新型コロナウィルス感染防
目標 ５０００名以上
コロナ対策として河野太 止のため中止します。
（昨年４８５７名）
郎ワクチン接種担当大臣が 主催・戦争させない憲法壊す な
沼津の会
募集 ４月１４日（水）
華々しく登場した。マイナ
まで
ンバーカードの活用まで謳
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
主催 静岡県意見広告参加９条の会 われた。
米バークレー市議会
高 齢 者 へ のワ ク チ ン 接 種 辺野古反対を決議
は４月１２日からと大宣伝
工事中止求める
した。東京での初回は２３
４０人分という。
米カリフォルニア州のバーク
沼津地域では、大平
香陵、三浦、沼津の会、
国労東部、東部教職員の
９条の会が取り組む。
〈連絡先〉
ぬまづ憲法９条の会
神田健夫

〒４１０ ０-０２２
沼津市大岡１９７６ ８電話 フ･ァクス
０５５ ９-２１ ７-７５５

場所 沼津駅南口
総務官僚の接待、処分に 日時 ３月 ６日、１３日
止まらない。
２０日、２７日
鶏卵大手と農林大臣との
１３時３０分～４５分間

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２１年３月1日
事務局
神田健夫
921-7755
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この憲法を活かすため新聞意見広告

憲法改悪反対
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る資格などない。だが、彼
飲食代 ７４、２０３円
らは密かに改憲の刃を研ぎ
土産代
６、０４８円
続けている。
タクシー代７、９２０円
右 派の 国民会 議を 軸に 、
自民は改憲勢力の拡大に余
念がない。この通常国会で、
一夜の接待で
先ずは、国民投票法案の採
山田真貴子元総務審議官 決・成立を図り、その上、
への菅（ガースー）首相長 改憲項目の審査に入ろうと
男・東北新社による一夜の 目論んでいる。
接待額である。
今彼女は、菅首相の覚え
今年で１０回目
めでたく内閣広報官である。
だが、彼女への質問集中を こ んな こ とは 許 せ な い 。
恐れて、菅首相はコロナ記 世論に訴えるため、静岡県
者会見を急遽キャンセルし 下の９条の会が共同して、
た。３月１日辞任申し出。 新聞への意見広告に取り組
む。
今年で１０回目、「いの
改憲の刃を研ぐ
ち くらし 平和 憲法９
こ ん な 菅 内 閣 に憲 法 を語 条を抱きしめて」

第１８１号

第１８１号

今沢基地と 米軍演習
静岡県平和委員会による
と、沼津市の米軍今沢基地
が米軍訓練（２月２１日～
２６日）の、自衛隊東富士
演習場への経由地として使
われていた。
米海兵隊の訓練は、２１
日、母艦よりエアクッショ
ン型揚陸艇（ＬＣＡＣ）２
隻を使って今沢海岸に上陸。
隊員とジープ、トラック２
台、１５５ミリりゅう弾砲
と牽引車２台を降ろした。
夜間に移動して米軍キャン
プ富士（御殿場市）に入っ
た。
２２日にはＬＣＡＣ１隻
が、コンテナを載せたトラッ
ク１台を降ろし、キャンプ
富士に向かった。２２日の
隊員は水５㍑を与えられ、
キャンプ富士まで行軍した
ものとみられる。
キャンプ富士（東富士演
習場）で砲兵訓練と、りゅ
う弾砲を使った寒冷地想定
訓練が行われた模様。

「今沢基地は、米軍がベ
トナム戦争時に戦車ととも
に上陸し、キャンプ富士で
修理し、再びベトナムの人
を殺していた。それを止め
させる闘いがあったことを
思い出す出来事だ」と渡辺
正寿事務局長は語る。「今
沢基地を再び戦争の拠点に
してはいけない」とも。
沼津海浜訓練場
【特徴】
沼 津海浜訓 練場は 、静岡 県の 沼
津市に所在する米海兵隊の訓練場で
す。
土地の広さは約２８，０００平方
メートルであり、制限水域は１３．
５８ｋ㎡を有しております。
当該訓練場は、地位協定上のいわ
ゆる米軍専用施設でありますが、日
米間の共同使用の手続きを経て、陸
上自衛隊や海上自衛隊においても当
該訓練場で訓練を実施している。

ＮＨＫ介入続ける菅首相
ＮＨＫの森下俊三経営委
員長の経営委員再任が２月
上旬の国会で決まった。
＊立憲民主、国民民主、共産は

愛知リコール不正署名

愛知県警は強制捜査に着
手し署名簿を押収した。
美容外科院長の高須克弥
氏を運動団体の会長として
署名集めが行われた。４３
万人分のうち８割が無効と
判明し、そのうち９割は同
じ人が何回も書いたとみら
れる。８千人もの死者の
「署名」が含まれていた。
佐賀県で署名簿に他人の
名前を書かせ、業者が介在
し、相当の経費を要する組
織的な偽造である。誰が指
揮し、資金を提供したのか。
高須氏も河村名古屋市長
も「被害者」を装うが、紛
れもなく二人は当事者であ
り責任を問われる。

生活保護 と 原発事故

２月２２日、政府の生活
保護基準額の引き下げを違
法とする判決を大阪地裁が

〈北海道新聞〉

５図書館が警察に情報提
供 札幌弁護士会、利用者
の「人権侵害」と指摘

２０２１年２月１０日（日）（憲法千話）

警察による「図書利用照
会」が全国で令状なしに多
発！ 札幌の齋藤耕弁護士
が「貸し出し履歴、思想・
信条に直結」と指摘！

警察による「図書利用照会」

２月１９日には、東京高
裁が、地震予測長期評価に
基づいて津波が到来する予
見可能性があったとして、
規制権限を行使しなかった
国は違法とした。国の責任
を認め原告住民が逆転勝訴。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

反対、また朝日、毎日両紙は反 官が降板させた。かっても 出した。厚生労働省の裁量
対の社説を掲げた。
今も、放送分野での菅氏の 権に逸脱と乱用があったと
悪役ぶりは有名である。
し、これに基づいた自治体
の減額決定を取り消した。

２０１８年、森下氏は日
本郵政（圧力をかけたのは、
鈴木康雄・日本郵政上級副
社長、元総務省事務次官）
に加担し、日本郵政の保険
不正販売の続編放送を１１
か月も延期させた。
森下委員長主導の経営委
員会は、ＮＨＫ情報公開・
個人情報保護審議委員会が、
当時の議事録の全面開示を
昨年５月、今年２月と答申
したにもかかわらず、無視
し続けてきた。
さらに昨年１０月２６日、
菅首相は所信表明演説で学
術会議問題に全く触れなかっ
た。その夜のニュースウォッ
チ９で、有馬キャスターが、
学術会議の任命拒否問題に
ついて菅首相に説明を求め
繰り返し質した。首相と官
邸が激怒し、翌日、あの山
田真貴子内閣広報官が抗議
の電話をかけた。
有馬キャスターはこの３
月降板させられた。５年前、
クローズアップ現代の国谷
裕子キャスターも菅官房長

