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される社会を！ 19 日（日）
13 時半 日比谷野外音楽堂
の進捗と施設整備計画進捗の各状

建設候補地の環境アセス進行中

況報告、地元まちづくり案検討
・39 回：17 年 10 月～環境アセス

新清掃工場はゴミ 3 割削減が前提
2012 年 8 月の開催以来、新清

2・19 総がかり行動 －格差・
貧困にノー !! みんなが尊重

の進捗と施設整備計画進捗の各状

は微妙な議論でもあり、非公開の

況報告、地元まちづくり案検討

掃工場建設候補地選定審議会は、 時期が続いていた。

・40 回：18 年 1 月 ～ 環 境 ア セ ス

2 か所の予定候補地の絞り込みを

ゴミの 30％減量を前提に新清掃

結果報告、地元まちづくり案決定

経て、
現在船形の清掃第二工場（し

工場の処理規模を決めており、そ

・41 回：18 年 2 月 ～ 最 終 候 補 地

尿処理場）脇の候補地の環境アセ

のさらなるごみ減量対策にかかわ

の選定とその答申

スメントや地元と市の話し合い、 る廃棄物減量等推進審議会の答申
さらには市の処理施設の整備計画

を待って野田市の清掃行政は次の

づくりを見守っている。

ステップに進む。

昨年 11 月の第 37 回審議会では

今後の選定審議会の日程は以下

正職保育士なら応募多数
東京都北区で正規職員の保育士

これからの審議会を公開に戻すこ

の通り。

を 80 人募集したところ、500 人

とを決めた。候補地絞り込み時期

・38 回：17 年 8 月 ～ 環 境 ア セ ス

も応募があったという。

私たちの年金を使ってト
ランプ政権にすり寄る。日
米首脳会談における日本は
まさに属国の「朝貢外交」だ。
左の 4 コマ漫画はボウゴ
ナツコさんが書いたもの。2

つまり、保育士不足は臨時職員
や私立の労働条件の悪いことが
原因だとあらためて思い知らされ
た。いわゆる保育士不足は、これ
までの仕打ちに対する保育士の反
乱ではないか。

日から 3 日にかけて、私た
ちの年金を使って米国でイ
ンフラ投資をして雇用を増
やすプランを検討している
と新聞各紙が報道。
3 日の予算委員会で安倍
首相は感情的に否定。しか
し、年金積立金管理運用独
立行政法人の高橋則広理事
長は「７兆円前後は投資可
能と考えている。米国のイ
ンフラに向かうこともあり
そん

得る」と答弁。さすが、忖
たく

度文化の国だ。

この漫画はニューヨークタイ
ムスに掲載されたもの。風刺画
のタイトルは「Heng on U.S. Ties
with Japan」
。訳すと「米国と日
本の関係」
。
この風刺の評価が世界標準。
日本のマスコミ報道は情けない。

おさなみ議員のホームページは写真自慢！ osanami.fc2 と入力してください。
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新大統領誕生の背景 求めているのは雇用

金で政治を買い利益を独占する構造拒否
今や、トランプ大統領への非難
は正義との感がする。
もちろん、彼の過激な言動は彼
一流のやり方であり、交渉術でも

92 年に締結された北米経済連携
協定、NAFTA は農業生産と雇用が
拡大し国民は豊かになると説明さ
れ、マスコミもそう報じた。

1988 年 1 月 18 日第三種郵便物認可

た。確かにオバマは理想を語る稀
有な大統領だったが、4 年前の大
統領選挙時、オバマ大統領は民主
党の予備選で NAFTA の弊害とそ
の対策を、現在のトランプ大統領
とそっくりの演説をしていた。
しかし、オバマはカネでからめ
捕られてしまった。オバマケアさ
えも製薬企業等の金づるにされ、

ある。しかし、その背景にこれま

しかし、その恩恵を受けたのは

で見えなかった、報道されなかっ

アグリビジネスを先頭とする多国

加入者は保険料の高騰に苦しめら

たことを見なければならない。

籍企業であって、農民と労働者の

れている。その上、
TPP を推進した。

なぜメキシコ国境に壁を作ろう

目の前には地獄の門が開いた。カ

まさに政治はカネで買える。政

とするのか。巨大なマスコミをた

ナダととりわけメキシコの農民は

治に投資して利益を上げ、貧困を

たくのか。

倒産して失業し、アメリカになだ

広げる構造に対する怒りが、自前

選挙に勝ったのだから何でもや

れ込み、低賃金労働者としてこれ

の金で選挙を戦うアウトサイダー

れるというのは、橋本徹氏の傲慢

までの労働者の職を奪い、500 万

のトランプ支持となった。ゴール

さ同様、とんでもないことだが、 人の失業者を生んだ。
さびついた工業地帯

なぜ、ラストベルトの白人労働者

そのような状態の時にオバマ大

が熱狂的に支持したのか、その背

統領は国内の不法移民に市民権と、

景を見てみよう。

条件付きながらも労働許可を与え

ドマンサックスから巨額の講演料
を受け取るヒラリーを拒否した。
まともな政治が行われなけれ
ば、貧困やその不安を持つ有権者
が民主的な選挙でヒトラー的なも

おさなみ議員のフェイスブックから

沖縄の怒りと涙 無関心こそ最大の罪
おさなみ議員は最近フェイス

ことはできない。翁長知事が政府

ブックで季節の花などを投稿して

との協議の中で何度も強調してき

いるが、下記の引用は 2 月 9 日の

たことですが、正面から受け止め

沖縄問題での投稿から紹介する。

ることがありません。

・・・・・・・
今日はまた沖縄に関する怒りの
声を上げてしまいます。

のを生み出す。
さあ、どうする。

作家の中野重治は、日中戦争前
の 1928 年に発表された『春さき
の風』という小説の最後で、こん
何と言うでしょうか。

7 日の沖縄タイムスの社説を友

な言葉を書き付けています。
『わ

人が知らせてくれました。沖縄の

たしらは侮辱のなかに生きていま

いつまで日本政府とそれを放置

平和運動のリーダー、山城博治さ

す』
。この言葉は今の沖縄にこそ

する国民は沖縄を侮辱し続けるの

んが不当逮捕され、３カ月余も長

あてはまると言うべき」との 1 節

でしょうか。いつまで見て見ぬふ

期拘留されていますが、その山城

がありました。

りをするのでしょうか・・・。

さんに手紙を書くという形式の社
説です。

まさに沖縄県民は戦後一貫して
侮辱にさらされてきました。米国

怒りの涙がこみ上げてきそうで
す。

そこには「沖縄の戦中・戦後の

の長い長い占領から、日本の平和

写真はシデコブシのつぼみです

歴史体験に触れることなしに、新

憲法のもとに復帰しようと希望を

が、私たちの願いはいつ花開くの

基地建設反対運動を深く理解する

求めた先人たちは、今この現状を

でしょうか。あきらめません。

おさなみ議員がフェイスブック始めました。 → facebook.com/hirokuni.osanami

