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﹁菖氏が総裁に選ばれた後︑
﹃国民のために働く内閣を
つくる﹄と言ったのには唖
然としました︒これまで国
民のために働かない内閣を
目指した首相などいません

l≡

える菅支援体制が出来上が
るという茶番だった︒
総裁選は事実上︑首相を
決める選挙だ︒それなのに︑

よ︒そんな当たり前のこと もっと総合的なビジョンを ニュージーランドのアーダ
しか言えないのでしょう 語らなければ務まりませ ーン首相など新型コロナ禍
で評価を上げたのは︑国民
への丁寧な説明や安心させ
るメッセージといった自分
の言葉を持ったリーダーだ

が︒﹃携帯電話料金の値下 ん︒とても総理の器ではな
げ﹄や﹃デジタル庁﹄など いと恵いました﹂︵法大名誉
の具体的な個別政策にして 教授・五十嵐仁氏＝政治学︶
ドイツのメルケル首相や

も︑総務大臣が取り組むよ
うなもの︒総理大臣ならば
としか一言いようがない︒

った︒この国をどうするの 気に入らない石破氏を最下
か︑どうやって国民を幸せ 位に落とし︑二度と這い上
にするのか︑という重要な がれないようにしたかった
メッセージを出せない人物 のでしょう︒また︑管氏を
が首相になるなんて︑悲劇

が顔を揃えて記者会見した
のも異様な光景だった︒そ

れは総裁選が終わってもエ
蔓剛の予想通り︑自民党
スカレートするばかりで︑
幹事長は︑二階が続投する
役員人事や閣僚人事を巡っ ことになった︒真っ先に菅
て︑派閥の暗闘が続いてい を担ぎ︑早々と総裁選勝利
の流れをつくった男が︑ま
安倍政権のままの権力構 んまと幹事長ポストを手に

︒
る

員出身の叩きあ罵黒子に

もともと︑菅と二階は掘
憩の伸だ︒2人とも地方議

造の維持に汲々とする狂 した格好である︒
気︒国民のことなどまった
く見えていない︒
﹁既得権益を守るために派

閥が管氏を担いだのに︑そ 徹して権力を振るう政治手
の菅氏が霞得権益の打 法も同じだ︒
この数年︑鴛宣房長官−
破﹄を謳うのは悪い冗談で
す︒長期にわたった安倍1 二階幹事長⊥綜山国対委員
長のトライアングルで〝嚢
仕事〟をこなしてきたのが
実態である︒森山も︑地方
議員出身の叩きあ障︒琶政

強の弊害で︑自民党全体が
内向きになり︑寄らば大樹
で甘い汁を吸う体質へとむ
しばまれてしまいました﹂

89票︑看破68票という結果 得︒琶陣営の議員は310

までの石破潰しを画策した
それがフタを開ければ︑
のは︑安倍の出身派閥の細 岸田陣営が議員票で予想を
新総裁を選出した自民党
田派か麻生派か−︒岸田 20票以上上回る79票を獲 の両院議員総会︒一度なら

言を繰り返した︒国の統治 てもおかしくないのに︑5
二階派が先行するのを牽 ︵五十嵐仁氏＝前出︶
のしくみを理解していない 派閥は主導権争いにしか関 制するため︑麻生派︑細田
腐臭の漂う自民党にはも
首相ではまずいと︑マトモ 心がない︒
派︑竹下派の3派閥の領袖 はや何も期待できない︒
な国会議員なら菅から離れ

目

に︑今ごろ万々歳に違いな 人近くいたのに︑菅の議員
＼ ○
票は288票にとどまっ

震後まで横一線だった た︒これが何を意味するの
︒
か
きのうの民放番組で︑政
治ジャーナリストの田崎史
郎氏は︑﹁︵岸田氏な︶二
ね︒89百覆得しましたが︑

十数票上積みされてます
24票︑﹃施し票﹄があった
ということ﹂と発言︒菅陣

営から岸田に〝施された〟

票の存在をにおわせた︒議
員票を﹁操作﹂してまで石
椴を漬したのだとしたら︑
あまりにもえげつない︒

﹁安倍首相の﹃執︿雷です︒

ントロールされている自覚

メとムチに飼いならされ︑
権力監視の本分を忘れた垂
れ流し報道が染みつき︑コ

てしまった︒安倍政権のア

劇を批判的な視点で報じよ
うとせず︑アベ路線を継承
したい自民党の策略に乗っ

するマスコミは一連の退陣

かわらず︑テレビを中心と

は追い詰められて没は出し
たようなものです︒にもか

−∨
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安倍政権よりも闇が深

ん﹂ ︵金子勝氏＝前出︶

疑われても仕方ありませ

問題に蓋をするためだ︑と

続投は︑1億5000万円

裁も︑二階幹事長も︑森山 億5000万円の真相も闇
国対委員長も︑腹に一物あ に葬られる可能性が高い︒
るタイプで︑なにを考えて ﹁公選法違反の罪で起訴さ
いるのか国民にはサッパリ れた河井夫妻が一地元・広
分からない︒ほとんど昭和 島県の政界関係者に配った
の政治家です︒親分が黒と 2900万円の原資とみら
言ったら︑白いモノでも黒︒ れているのが︑自民党本邸
管政権では︑ボス支配が強 から入金された1億500
まると思う︒すでに今度の 0万円です︒一人の候補者
総裁選では︑派閥領袖ばか に1億5000万円ものカ
り目立った︒二階幹事長の ネを流すのは異常︒隠され
続投は︑新政権の正体を露 た闇があってもおかしくな
骨に表しています﹂
い︒幹事長だった二階さん
が無関係なはずがない︒河
菅は﹁既得権益の打破﹂
井夫妻は︑菅新総裁とも通
がった︒二階さんの幹事長

勝たせすぎると暴走し︑コ 暖に回らせた可能性があ ら︑これくらいのことをや 澤二郎氏︶
密室談合極まれり︑であ
ントロールがさかなくなる る︒公職選挙法が適用され っても何ら不思議ではあり
恐れもある︒だから︑細田 る選挙ではありませんか ません﹂ ︵政治評論家・本 ︒
る
派の議員を動かし︑岸田支

だううか！・︵JMPA︶

ちゃんと持って帰ったん

に葦に加担したからだ︒
として全力で支えていく﹂
メディアはどうかしていま
法大名誉教授の須藤春夫
とニヤつきながらスピー
﹂
す
新総裁として臨んだ初会
チ︒管から安倍への﹁感謝 氏︵メディア論︶はこう言
の花束贈呈なるセレモニ ︒
見で菅は︑さすがにメディ
う
﹁コロナ対応は失策続きで︑
アに愛想を振りまいていた
ーまで執り行われた︒まる
が︑化けの皮は間もなく剥
で勇退する大宰相のような アべノミクスはズタズタ︒
内閣支持率の下落傾向に歯 がれる︒
止めがかからず︑安倍首相
＜3ページへつづ＜＞

開ばかりを報道︒国家を私 すらないのではないでしょ
総裁ではないでしょうが﹂
物化し︑数々の疑惑にまみ うか︒そうしたメディア圧
と菅にエールを送る一方︑
﹁8年近く︑本当にありが れた安倍がなぜ唐突に辞め 力の中核を担ってきたの
とうございました﹂ ﹁私も るのか︒史上最長のアべ政 が︑宣房長官として政権を
みなさんとともに︑一議員 治を総揺せず︑﹁臭いもの 支えてきた菖氏です︒大手

権でも︑3人で日本の政治 二階コンビが権力を握った を掲げているが︑どう考え
を牛耳るつもりなのは間違 ことで︑自民党内はもっと ても︑この政権では﹁改革﹂
息苦しくなる恐れがありま などやれそうにない︒自分
いない︒
立正大名誉教授の金子勝 す︒安倍首相も麻生財務相 たちの利権を拡大させるだ
氏︵憲法︶が言う∞
も︑ボンボン3世のためか︑ けではないか︒
二階の続毅が決まったこ
﹁この8年間で〝安倍1強〟 なにを考えているのか︑分
体制が築かれ︑自民党内に かりやすがった︒ある意味︑ とで︑自民党本部から河井
は自由にモノが言えない空 底が浸かった︒でも︑菅総 克行・案里夫妻に流れた1
気が広がりましたが︑菅−
取り計らいだっしかも︑7
年8カ月のアべ政治振り返
り映像まで流された︒
歴史的な無責任男がこう
も大きな顔をしていられる
ず︑二度も任期途中で政権 のように持ち上ぼる演出に のは︑同じ穴のムジナが集
をブン投げた安倍を︑英雄 違和感を覚えた国民も多い う自民党の腐敗体質は言う
までもなく︑大マスコミに
のではないか︒
新総裁選出後にマイクの も責任がある︒唐突を辞意
前に立った安倍は﹁この人 表明で︑ポスト安倍政局に
なら間違いない︒令和時代 なだれ込んで以降︑大手メ
に最もふさわしい自民党新 ディアは総裁選レースの展

＼葛■￣

▲

﹁モリカケ﹂ ﹁桜﹂など︑
査すべき﹂と総裁選で主張 の総裁選に菅が出馬したの ﹁2位争い﹂だが︑それで
今なおくすぶる安倍政権の してきた石被が︑岸田にも は︑パンドラの箱を開けか も党員人気の高い看破が優
重大疑惑について︑﹁画調 敗れて3位に沈んだ︒今蔓 ねない看破を漬すことが目 位だとみられていた︒看破
的︒永田町 陣営の議員票は派閥の19人
では︑﹁看 と無派閥などの支持票合わ
破を最下位 せて25票前後︒これに地方
に蹴落とす 票40〜50票と予想されてい
ために管陣 た︒一方︑岸田支持の議員
営が崖田陣 票は︑芳田派の47人と谷垣
営に票を回 グループなどからを含め50
した﹂との 票程度︒地方票は﹁2ケタ
に屈かない恐れもある﹂︵永
田町関係者︶と悲観的な見
完膚なき 方もあった︒
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2020年（会稽2年）9月16日（15日発行）第3轍鯛翻
国とがと石で日ナ決か「がも 会石談安火「にシめら安善ヽ王詳過
珊⊂ゲンタイ⊃

労相︵竹下派︶︑梶山経
産相︵無派閥︶らの名前

ナおるが

部
が挙がる︒﹁菅さんと同
じ﹂と改革派アピールに

余念がない小泉環境相
︵自称改革派︶も留任が

は当たらない＞とばねつ
け︑＜いずれにしても＞で
はぐらかす一方通行で済ま
された︒でも︑国会はそう
ばいきませ
ん︒総裁選

を見る限

に疑問符がつきます﹂ ︵本 歴史観も︑政治哲学もまっ
澤二郎氏＝前出︶
たくないことだ︒政治家と
実際︑これほどスピーチ して﹁これだけはやりたい﹂
が苦手な首相は︑過去いな というモノがひとつもな
かったのではないか︒総裁 い︒たとえ︑口下手でも中
選の時も︑ひとりだけ︑ひ 身があれば国民に伝わるも
たすらメモを読んでいた︒
のだが︑総裁選を通じて分
なにより決定的なのは︑
かったことば︑政治家とし
スガ新首相には︑国家観も︑ てスッカスカだということ
だ︒さすがに多くの国民も
﹁この男はダメだ﹂とすぐ
に気づくに違いない︒
しかも︑いくら作り笑い
を浮かべても︑冷血冷酷さ
は隠せない︒国民の支持が
あっという間に離れてもお
かしくない︒衆院の任期満
了まで残り1年︒支持率が
低迷し︑この新政権は解散
を打つこともできず︑短命
で終わる可能性が高い︒

野党は手ぐすね引いている

ニ十ズ拡大で人員34％増 の一時金として最大10
00㌦︵約m万6000
円︶が支給される︒アマ
ゾンは今月︑物流拠点な
ど100カ所を開設する
米インターネット通販 見通しで︑これらの拠点
で多くの人手が必要にな

し∴ ∵∴「∴

一
〇

任だから誰．きのう 会見で菅は二

り︑野党の
質問に対し
て当意即妙
に答弁でき
るとは︑と

ても思えな
い︒一国の
トップとし

て説明能力
するなどさまざま7ま感染防止

Vd初めてで︑濃厚︒

の電話がか階と麻生

のではない ﹁内閣妙

るー︒永田町にはこんな
見方があるが︑はたして解
散をどできるのかどうか︒
解散どころか︑国会がはじ
まった途端︑野党の追及に
立ち往生するのば目に見え
ている︒
﹁菅氏の致命的な欠点は︑
対話ができないことです︒
国会答弁は安倍首相より苦
手かもしれません︒官房長
官会見では都合の悪い質問
を＜全く問題ない＞＜批判

＜2ページからつづく＞
の解散・総選挙に打って出
﹁地味だけど存在感がある﹂
て︑﹁勝ち星1﹂を引っ提
﹁安定した政治が期待でさ げて本格政権に生まれ変わ
そう﹂ ﹁スイーツ好きで好
感がもてる﹂
大手メディアが︑およそ
8年ぶりの新首相の誕生を
好憲的に報じていることも
あって︑街角ではこんな声
が聞かれたが︑ご視儀相場

はそう長くは続かないだろ
︒
う

5派閥総乗りで総裁選を
勝ち抜き︑政権発足前から
﹁アべ居抜き内閣のシャッ
ポ﹂と耶醸される菅は早期

′
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ダでフルタイムとパート
タイムの従業員計10万人
を新たに雇用すると発表
した︒新型コロナウイル
スの感染拡大に伴う巣ご
もり需要により︑通販の

日り rl⊃4kU自ヨヽノ7一﹁一ヽ︺ヽう

と︑アマゾンの米国での
人員募集は今年に入り4
度目︒臨時雇用などを除
く同社の世界の従業員数
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