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◎令和２年 7月九州・岐阜・長野豪雨に関わる 

県内の被害対応状況の報道等備忘録（令和２年８月分） 

8/4 〇県内大雨被害額は２９６億円余り ＮＨＫ長野、信濃毎日、日本経済新聞  

8/25 〇７月豪雨を激甚災害に指定へ ＮＨＫ長野 

 

◎令和元年東日本台風（台風第 19 号）に関する 

県内の被害対応状況の報道等備忘録（令和２年８月分） 

8/7  〇浸水被害の住宅再建に向け講習会 ＮＨＫ長野 

8/12 〇台風１０か月 中野市でボランティア活動  ＮＨＫ長野 

8/17 〇台風被災の診療所が再開 長野市 ＮＨＫ長野  

 

 

◎新型肺炎に関する県内の対応状況の報道等備忘録（令和 2年８月分） 

8/1  〇県内で新たにコロナ６人感染確認 県内感染者 111 人に  

        ＮＨＫ長野、信濃毎日 

〇飲食店感染 事例公表 県 対策講じなかった場合 信濃毎日  

8/2   〇長野県２人感染 県内感染者 113 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日 

〇長野市で１人感染 県内感染者計 114 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日 

8/3   〇さらに３人感染 県内感染者 117 人 ＮＨＫ長野、信濃毎日 

〇さらに 2人感染 県内感染者計 119 人に  



ＮＨＫ長野、信濃毎日、日本経済新聞  

〇一部地域で警戒レベル引き上げへ ＮＨＫ長野、信濃毎日、朝日新聞  

8/4   〇県内バス・タクシー 続く苦境 事業継続を危ぶむ声 信濃毎日  

〇新たに３人感染 県内感染者計 122 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日 8/4 

8/5   〇県内 新型コロナ３人感染確認 県内感染者計 125 人  

ＮＨＫ長野、信濃毎日、8/5 

〇新型コロナ 県の感染警戒レベル、６段階に再編 信濃毎日、日本経済新聞  

8/6   〇長野県で１人感染 新型コロナ 県内感染者計 126 人  

ＮＨＫ長野、信濃毎日 

8/7   〇知事 お盆帰省は慎重に検討を ＮＨＫ長野 

〇新型コロナ 坂城の男性感染 県内感染者計 127 人に  

ＮＨＫ長野、信濃毎日  

〇ピーク時必要な検査態勢県は確保 ＮＨＫ長野 

8/9  〇長野県で４人感染 県内感染者計 131 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日  

8/10  〇長野県で１人感染 県内感染者計 132 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日 

8/11  〇新たに２人感染 県内感染者計 134 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日、朝日新聞 

8/12  〇「ＧｏＴｏトラベル」推進に「反対」72％ 県民政治意識調査 信濃毎日  

〇新型コロナ５人感染 県内感染者計 139 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日 8 

8/13  〇長野県で１人感染 県内感染者計 140 人に ＮＨＫ長野 

8/14  〇県内で３人感染 県内感染者計 143 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日 

〇さらに２人コロナ感染計 県内感染者計 145 人 ＮＨＫ長野、信濃毎日 

 8/15 〇新型コロナ 県内で３人感染確認 県内感染者 148 人 信濃毎日  

8/17 〇２つの飲食店 クラスターの状況 ＮＨＫ長野、朝日新聞  

〇新型コロナ１人感染 県内感染者計 149 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日  

8/18 〇新たに１人感染 県内感染者計 150 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日  

〇長野県内で新たに２人コロナ感染 県内感染者計 152 人  

ＮＨＫ長野、信濃毎日  

8/19 〇長野県、新型コロナの感染警戒レベルの基準を追加   

ＮＨＫ長野、信濃毎日、日本経済新聞  

8/20 〇新型コロナ 県内２人新たに感染 県内感染者計 154 人  

ＮＨＫ長野、信濃毎日  

〇県が誹謗中傷の対策チーム設置 被害者の人権救済へ  

信濃毎日、朝日新聞  

8/21 〇県内最多の９人感染 県内感染者計 163 人 新型コロナ  

ＮＨＫ長野、信濃毎日、朝日新聞、日本経済新聞  

〇長野県、新型コロナの失業者の就職支援を開始 日本経済新聞  

8/22 〇新たに６人感染 県内感染者計 169 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日、朝日新聞  

8/23 〇新型コロナ 県内新たに３人感染 県内感染者計 172 人  

ＮＨＫ長野、信濃毎日  

8/24 〇軽井沢の病院「地域医療危機も」ＮＨＫ長野  



〇新たに 11 人感染 県内感染者計 183 人 ＮＨＫ長野、信濃毎日 

 8/25  〇長野県が「食中毒注意報」を発令 ＮＨＫ長野 

〇佐久 長野地域 警戒レベル３に ＮＨＫ長野、信濃毎日、朝日新聞  

〇新たに２人感染確認 新型コロナ 県内感染者計 185 人  

〇県が被害者相談窓口設置 コロナ ＮＨＫ長野 

8/26  〇新型コロナ 県内で７人感染確認 県内感染者計 192 人  

ＮＨＫ長野、信濃毎日 

〇コロナ さらに２人感染確認 県内感染者計 194 人 ＮＨＫ長野、信濃毎日 

8/27  〇新型コロナ 新たに５人感染 県内感染者計 199 人 ＮＨＫ長野  

〇長野市で１人感染 県内感染者計 200 人に ＮＨＫ長野、信濃毎日  

8/28  〇上田地域をレベル４に引き上げ ＮＨＫ長野、日本経済新聞 

〇コロナ県内最多 19 人感染確認 県内感染者計 219 人 ＮＨＫ長野、信濃毎日 

8/29  〇県内で 18 人感染 新型コロナ 県内感染者計 237 人 ＮＨＫ長野、信濃毎日  

 8/30 〇長野県内 新型コロナ 12 人感染 県内感染者計 249 名 ＮＨＫ長野  

8/31  〇新型コロナ ７人 県内感染者計 256 人 ＮＨＫ長野  

 

◎注目した経済動向の報道等備忘録（令和 2年８月分） 

8/4   〇景気判断 7月据え置き、長野財務事務所  日本経済新聞  

8/5  〇ふるさと納税、須坂市が 13 億 7600 万円と県内１位、18 年度の 3

倍近くに 日本経済新聞  

〇長野の 7月倒産 4 件増の 9件 日本経済新聞  

 〇長野電鉄、ダイヤ減便などのコスト削減を視野  日本経済新聞 

8/11  〇長野県内の中小企業、景況見通し「悪い」68%  日本経済新聞  

8/12  〇甲信越の街角景気、3カ月ぶりに低下 日本経済新聞  

8/14  〇帰省と外出の「自粛」で迎えたお盆商戦・売れ行きに変化 信越放送  

〇信越のお盆の人出は低調 コロナの影響鮮明に  日本経済新聞  

〇長野県内企業 3割超 SDGs に「積極的」、民間調べ  日本経済新聞 

8/17  〇信越上場企業、21 年 3 月期減益・赤字が 5割 8 割見通し開示  

日本経済新聞  

〇4-6 月期 GDP 年率－27.8％ リーマン後超え 最大の落ち込みに ＮＨＫ  

〇“命に関わる危険な暑さ” 熱中症に厳重警戒を  ＮＨＫ 

8/19  〇宿泊施設倒産が急増 全国最多に ＮＨＫ長野 

8/27  〇しなの鉄道３億７０００万円赤字 ＮＨＫ長野、信濃毎日、日本経済新聞  

8/27  〇２０社減収、悪化鮮明 県内上場企業３１社４～６月期決算 信濃毎日  

〇アスザックフーズ（須坂市）、即席スープに個食タイプ 日本経済新聞  

8/28  〇企業８割が７月売上高前年下回る ＮＨＫ長野  

〇コロナ禍長期化なら中小 7.5%廃業検討 東商リサーチ 日本経済新聞  

〇安倍首相辞任表明、信越の経済界「地方創生は掛け声のみ」など    

日本経済新聞  



 

【須坂市議会令和２年９月定例会】 

１．【私の議会内議員活動】 

令和 2年９月定例議会は、8月 25 日招集され開会いたしました。会期の日程は、 

8 月 25 日から 9 月 18 日までの 25 日間です。上程された議案は、事件決議７件、

条例３件、決算認定８件、補正予算６件です。 

議案の委員会審査結果並びに本会の議決結果につきましては、次号月報№264 

でご報告いたします。 

   

（１）予算決算特別委員会 

開議日時 令和 2 年 8 月 25 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 分科会への議案委任について外 

 

（２）全員協議会 

開議日時 令和 2 年 8 月 25 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 本日の議事日程及び議案の取扱いについて外 

 
（３）予算決算特別委員会・総務文教分科会、総務文教委員会 

開議日時 令和 2 年 8 月 25 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 現地視察先の協議外 
 

開議日時 令和 2 年 8 月 28 日 
  視察場所 東中学校、峰の原ペンション、桐原大元神社（上八町） 
  視察事項 ①校舎内のトイレ改修工事 
       ②起業支援補助金（地域おこし協力隊）に絡むペンション改修 

工事 
          ③支障木伐採委託事業について 

 
（４）会派代表者会議 

開議日時 令和 2 年 8 月 25 日 
  開議場所 議長室 
  協議事項 教育委員会委員の任命についての市長からの指名推薦人 

 
（５）今定例会一般質問で私が取り上げた諸課題です 

 

１． いま 市民のためにできることを 

（１）ＧＤＰが戦後最悪の状況下における、コロナ禍との因果関係と、これ 

によって影響を受ける或いは受けた諸課題について 



① 令和２年６月、７月、８月期の生活保護相談者数、並びに申請数及び処

分（認可）についてお示し下さい。 

② 市民の「個人消費」について、昨年の 10 月の消費増税の影響と、コロナ

禍による外出自粛による影響はどのような兆候として表れているか。 

③ 長野県内の中小企業の景況見通し『悪い 68%』と言われる中での、市内 

の企業の景況見通しについて。 

④ 市内企業における設備投資に対する影響について。 

⑤ 住宅建築に対する影響について。 

⑥ 市民が抱える「住宅ローン」の返済遅滞等への影響について。 

⑦ 住宅確保給付金に関わる支給申請状況について。 

⑧ 市民が抱える失業や解雇等への影響について。 

⑨ Ｇｏ Ｔｏトラベルは、須高のホテルと旅館に有効手段であったか。 

⑩ 長野電鉄がダイヤ減便などのコスト削減を視野に入れていることについ 

て。 

⑪ 当市における小・中学校休校での学習遅れの解消について。 

⑫ 大学或いは専門学校に進学した市民の子弟における、経済的困窮理由で 

退学せざるをえない等の相談は市に寄せられているか。 

 

２． いま 市民のためにやらねばならぬこと 

（１）台風 19 号に関わる国の千曲川堤防調査委員会の役割について 

① 千曲川の堤防の復旧を検討する国の調査委員会の会議の内容についてお 

示し下さい。 

② この会議に須坂市は参加しているのか。 

③ この会議で千曲川の決壊の原因や復旧工事の方法等について、国から示 

された内容をお示し下さい。 

④ 須坂市はこの堤防調査委員会で作成される報告書に対し、どのように関 

わって行くのかお示し下さい。 

 

３．いま 市民の台所と農業従事者を守るために 

（１）日照不足と雨不足による農作物への影響は無かったか 

① 日照不足と雨不足による農作物の生育状況について。 

② 農作物の収穫への影響はないのか。 

③ 今後の見込みについて 

 

４．かみしめよう ふるさと納税のありがたさを 

（１） 須坂市がふるさと納税で 13 億 7600 万円と県内１位に飛躍したことにつ 

いて 

① 18 年度の 3 倍近くになった要因は何か。 

② 寄附者の内訳で、須坂市出身者の占める割合はどの位か。 

③ 13 億 7600 万円のうち手数料等を除いて、市に入る金額はどの位か。 



④  寄附金の使い道で、寄附者から特定された科目で何が多かったか。 

 

 （６）今定例会の一般質問総括 

  今定例会で、14 名の議員が一般質問を行います。 

     取り上げた課題区分は概ね以下のとおりです。 

     〇行政一般 5 議員     〇福祉・環境問題 5 議員  

〇教育問題 6 議員      〇時事問題 3 議員  

〇産業・農林振興問題  2 議員 〇須坂市の活性化等 2 議員 

〇新型コロナウイルス 7 議員 〇防災・災害関係  ５議員 

 

２．令和２年８月長野広域連合議会臨時会 

開議日時 令和 2 年 8 月 24 日 
  開議場所 長野市議会議場 
  議  案 議案第９号、第 10 号 
   
議案番号       件  名 

 ９ 長野広域連合職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 

10 工事変更請負契約の締結について（長野広域連合一般廃棄物最終処分場 

建設工事） 

   

報告番号       件   名 

 ２ 専決処分の報告について（交通事故による損害賠償額について） 

 

議会番号       件   名 

 ２ 広域連合長専決処分指定の件の一部を改正する件 

 

  本会議 

① 上記議案 2 件を一括上程 理事者説明 

② 質疑 質疑終了後委員会付託 

③ 報告第 2号 理事者報告 

④ 議会第 2号 上程 委員長説明 

質疑（委員会付託省略）、採決の結果、全員賛成で可決 

 

委員会 

総務委員会 議案 9 号の審査・委員長互選：原案を可決すべきと決定。  

福祉環境委員会 議案 10 号の審査：原案を可決すべきと決定 

 

  本会議 

① 委員長報告 

② 委員長報告に対する質疑、討論、採決 

議案第 9号、第 10 号は挙手採決の結果、何れも全員賛成で可決 

③ 総務委員会委員長互選の結果報告 



④ 広域連合長あいさつ 

⑤ 散会 

 

３．【 私の議会外議員活動 】 

交渉 墓地の遷座について 
期日 令和 2 年 8 月 17 日 

  場所 関係寺院 
  内容 墓地の所有権と永代使用権について。 

 

相談 遺言状作成の留意点についての相談 
期日 令和 2 年 8 月 18 日 

  場所 佐藤事務所 
  内容 遺言作成の是非について  

 

催名 長野広域連合臨時議会打合せ 
期日 令和 2 年 8 月 20 日 

  場所 佐藤事務所 
  内容 福祉環境委員会議事進行の下打合せ 

 

陳情 塩川区住民 
期日 令和 2 年 8 月 25 日 

  場所 佐藤事務所 
  内容 国道 406 号塩川区沿線拡幅工事に絡む市道の取り付け部分の改修 
     工事をされたい。⇔市関係者と協議 
 

相談 境界確認の決め方についての相談 
期日 令和 2 年 8 月 25 日 

  場所 佐藤事務所 
  内容 農地の境界確認について 
 

４．【お寄せいただいた市民の声】 

（１）お寄せいただいた市民の声 

〇サマーランドの環境改善についての要望。（市民：女性）⇒市に連絡。 

〇インフルエンザは冬場に猛威を奮うが、コロナは夏場でも猛威を奮う！世 

界人類４５億人行き渡るような、ワクチン開発に期待するしかないかな！ 

  （市民：男性） 

〇県内感染者が 6名確認され基準レベル 3 に迫る勢いです。このままでは増々 

行動範囲が制約され、更なる巣籠もり状態が予想されます。感染防止策と経 

済対策のバランスの整合性をどう造り上げて行くのか、暗中模索の中での安 

倍政権！今後どう方向性を示すのか。謙虚に世論と向き合うべきでは‼ 

（市民：男性） 

     〇自民党支持だが、急に人材がいない気分を感じる。真価が問われている。小池 

百合子待望論が感じる。                                 (市民：男性) 



 

 

  【須坂市・健康福祉部「須坂市の感染者の濃厚接触者『なし』。」の発表に対する 

寄せられた市民のご意見】 

〇濃厚接触者がいなくて良かったですね。（市民：女性） 

〇（濃厚接触者がいない）良いお知らせでほっとしております。とにかく気を 

緩めないことね。 （市内：女性） 

   〇濃厚接触者いなくてよかったですね。（市内：女性） 

   〇感染者が早く良くなられるといいですね。（市内：女性） 

   〇怖がっているだけで、私はどうしようもないです。（市内：女性） 

   〇これ以上、市内での感染拡大がないことを願っています。（市内：男性） 

   〇（濃厚接触者がいない）一安心です。常に気を付けなければと思っておりま 

す。（市内：女性） 

   〇私の行っている施設では、コロナでピリピリしてます。（市内：女性） 

   〇（濃厚接触者がいない）感染拡大しなくて良かったですね。（市内：男性） 

 

（２）議員活動報告の配布・配信等 

 会報ことぶき第 262 号の配信・配布・ＨＰ掲載を 8 月 1日行った。 

 会報ことぶき第 263 号の配信・配布を 8 月 30 日に行った。 

  

５．【自主研究・ならぬものはならぬ】 

「黒い雨」判決についての一考察 

国家の頬っ被りは許されない              

須坂市議会議員 佐藤 壽三郎  

終戦直後に生まれた私たちは、後に「団塊の世代」と呼ばれるが、戦争の惨禍を

全く知らないで育った。戦争の悲惨さを書物や映像で知り得るが、如何せんこれら

は知識であって、悲しいかな戦争の痛みが伴わない。 

 

３０歳の後年に、私は長崎の原爆祈念館、広島の平和記念資料館を訪れる機会が

叶いました。原爆で被った遺品や悍
おぞ

ましい写真を見ているうちに、同胞がかくも無

差別にまるで虫けらの如く、原子爆弾という狂気な兵器で、一瞬のうちに尊い命が

奪われたことに無性に戦争や原爆投下に腹がたちました。一瞬にして命を奪われた

犠牲者のことを思うと、さぞかし無念であられただろうにと涙が流れ落ちて止まら

なかった。将に戦争は、原子爆弾は、赦すまじ行為ではないか。私はパネル一枚、

一枚に涙を拭いながら合掌して館内を巡りました・・・ 

 



広島や長崎が長野と遠く離れている地形的事情もあってか、広島の原爆投下直後

に降った放射性物質を含む「黒い雨」の事実は全く知りませんでした。況してこの

黒い雨を浴び、放射線による影響が疑われる病気を発症した事実も知りません。亦

被爆された患者さんの目撃もしていない。全く無知であったことが同胞として恥ず

かしく思います。 

 

ところで、黒い雨の降雨が原爆投下直後に降った区域を国が定めたことにより、

区域外に降った雨が「黒い雨」と言えるかが争点であるが、黒い雨の降雨が原爆投

下直後に降ったればこそ、黒い雨にさらされた人たちが、がんや心疾患といった放

射線の影響が疑われると国が認める疾病になったことの事実を斟酌すれば、容易に

原爆投下されたことを原因とする疾病であることを、否定することはできないでは

ないかと思います。 

 

戦前の帝国日本の国を終戦により引き継いだ現日本国政府が、何故に戦争による

それも無差別な殺戮行為であった原爆による被爆者を、限定的に地域差別してきた

のであろうか。政策上の地図上の線引きは、単なる行政区分の目安に他ならない。

大切なのは現実の認識と救済である。天空を現実に間仕切りすることなどできない。

法的に不能と思える法理の主張はおかしい。原爆投下直後に国が区域外とする係争

地にも黒い雨が降った事実があり、この黒い雨にびしょ濡れになった事実の実証が

あれば十分ではないか。地域を限定しての黒い雨の是非の評価は余りにも無知と言

わざるをえない。 

 

我が国は無条件降伏を連合国に受諾して敗戦国となった。連合国に対して賠償責

任も賠償補償も何もかも放棄せざるを得なかった当時の国情も分かる。勝てば官軍

負けた国は全ての利権を失うのが世の習いであるからだ。然し、敗戦国として屈辱

的な講和締結の負を、国は非力な国民に転化してはなるまい。 

 

極めて不合理な差別の間仕切り理論を振りかざし、更に「原告は被爆者援護法で

定める『被爆者』にあたるかどうか」を争点にした。思うに原告らを愚弄した行政

処分は不利益処分に他ならない。最早即刻処分の取り消しを図り、原爆投下された

あの日から原告らが被ってきた苦痛を一刻も早く取り除き、人道的にも彼らを癒す

べき救済の差しのべが国の努めでではないのか。裁判所は弱者救済の本論を諭し、

原告らに救済の道を開いた妥当な判決と言える。 

 

被爆者である原告ら高齢者が、時間を遡ることは不可能だ。であれば一時の時間

の引き延ばしも許されない。国家の頬
ほお

っ被
かぶ

りは国民が許さないだろう。寧ろ国に良

心の呵責があるのかと問いたい。 

 

◎新聞各社の「黒い雨」判決の社説の見出しは、以下のとおりです。 



〇「黒い雨」判決 国は被害救済の道を開け  信濃毎日新聞 7/31  

  〇「黒い雨」判決 援護行政改め救済急げ 北海道新聞 7/30 

〇 広島「黒い雨」判決／被爆者救済へ待ったなしだ 河北新報 7/31 

〇「黒い雨」判決 被爆者救済の不備問うた 新潟新報  

   〇「黒い雨」原告勝訴 国は被爆者救済を広げよ 西日本新聞 7/31 

   〇「黒い雨」原告全面勝訴 幅広い救済策、国は急げ 中国新聞 ７/30 

〇 幅広い救済迫る「黒い雨」判決  日本経済新聞 7/30 

   〇「黒い雨」判決 線引き行政改め救済を 朝日新聞 7/30 

   〇「黒い雨」原告勝訴 今の苦痛を救済すべきだ 産経新聞 8/1 

  

【寄せられたご意見】 
〇戦争のことが正しく伝えられているのか？戦後の未解決の問題がいまだに尾 

を引いている。昨年に広島に行ってきました。政治家と政府は薩摩長州会津 

水戸土佐の心指しが正しくあるのか。(市民：男性) 

 

〇判決には同感ですが、原爆については怒りというよりは、強い悲しみを覚えま 

す。核弾頭であふれかえっている世界の現状には怒りを覚えるのですが、人類 

の愚かさに対しては悲しみです。（東京都 Ｉ先生） 

 

〇千曲のかなた・・・拝読させて貰いました。得と理解出来ます。 これからも 

ご活躍を御期待致します！（市民：男性） 

 

〇私達は小学校 6年の遠足は必ず長崎でした。 

平和記念公園の階段に黒い形の物があり それは原爆落下して直撃を受けた人 

の影でした それは子供ながらに非常に衝撃だった事を覚えています。 

只残念ながら黒い雨裁判の事はとっくに終わって居るものと思っていました。 

原爆投下後に撮られた写真が米軍にありますが、そのなかに黒い雨に打たれた 

人を見た記憶があったので、原爆症に認定されていないとは思っていませんで 

した。今まで認定されなかったとはあまりに酷い話ですね‼ 

（佐賀県出身：女性） 

〇私は、戦争で犠牲なった全ての人々のうえに、今の平和があるのだと常に思っ 

 ています。オバマ元大統領が、広島に来たことは大きな意味があったと思いま 

す。 （市内；女性） 

〇議員の千曲のかなたを、今の時世のおもいを読ませていただきました。 

（市内：女性） 

 

 

◎「黒い雨」控訴に対し「異議あり！」   須坂市議会議員 佐藤壽三郎 

 

国は原爆投下されてから 75年も経っているのに、今更「判決は科学的な知 

見が十分とは言えない」と高慢ちきな理由付を以って控訴に及んだ。 



然らば、75 年前の原爆投下時点で一瞬に焼け野原となり、尊い人命が失わ

れ、行政がマヒ状態に陥った非常時下ので、科学的な見地に足る資料の保全が 

為されたとは到底思えない。原告らが「黒い雨」の降雨を浴びたことが最も確 

かな証拠ではないか。原告が訴えている様々な心身の症状がその証ではないの 

か？ 

政を国民から与る政府は何様の心算なのか。国家の主役は国民であること 

を失念している。国と民意の乖離も甚だしい。国は何を考えているのだ！ 

 

◎「黒い雨」控訴に対する新聞各社の社説の見出しは以下のとおりです。 

〇「黒い雨」控訴 国は救済の責務を果たせ 信濃毎日 8/13 

〇「黒い雨」控訴 救済拡大こそ国の責務 北海道新聞 8/19 

〇「黒い雨」検証 救済の拡大につなげねば  新潟日報 8/13 

〇「黒い雨」国控訴 救済なしに戦後終わらぬ 西日本新聞 8/14 

〇「黒い雨」国側控訴 救済の決断なぜできぬ 中国新聞 8/13 

 〇「黒い雨」控訴 区域基準にこだわるな 朝日新聞 8/13 

 

◎「黒い雨」控訴に対する市民の皆さまのご意見 

 〇（佐藤議員の憤怒に）そう思います！【市内：男性】 

  〇（佐藤議員の憤怒に）同感です。【市内：男性】 

〇全く、同感です。国民に都合悪いことが隠されていることが感じる。政が 

本来の武士道から外れている。名誉と金のための霞ヶ関になっている。 

【市民：男性】 

〇安倍晋三首相は同日、「「（援護対象）地域の拡大も視野に入れて検証してい

きたい」と述べていますが、原告全員が原爆の影響で健康を害したのは厳然

たる事実！科学的知見が必要との判断ですが、高齢化が進む原告の方々の切

実な訴えを思えば、累次の最高裁判決と異なるとも、ハンセン病等過去の大

型訴訟を政治的判断で救済したように、何故政治的判断がなされなかったの

か残念でなりません。強硬控訴に至った暴君への人心は増々乖離していくの

ではないでしょうか？【市民：男性】 

〇常に痛みを伴うのは民です。 

世論の声が高まって先の黒川の件のようにメディアに取り上げられても違

ったことで辞める、になりましたね。 

75 年間の苦しみを他人事でみている。全く政は民のために行うものである 

のが当たり前なのですが、どう考えているのでしょうか。【市民：女性】 

 〇控訴には呆れてしまいます。 

科学的な知見が十分とは言えないといっても、事実として黒い雨を浴びた 

人々がおられます。【市民：女性】 

 

 



 

◎ ＧＤＰ戦後最悪の危機に対する新聞各社の社説の見出しは 

以下のとおりです。 

      

〇  4-6 月期 GDP 年率－27.8％ リーマン後超え 最大の落ち込みに 

ＮＨＫ 8/17 

〇 景気底打ちへ険しい道を進むほかない  日本経済新聞 8/17 

〇 ＧＤＰ大幅減 秋冬の感染増に備えを     朝日新聞 8/18 

〇 ＧＤＰ戦後最悪 危機対策の立て直し急げ 産経新聞 8/18 

〇 ＧＤＰ戦後最悪 危機脱する具体策示せ   中国新聞 8/18 

〇 ＧＤＰ戦後最悪 感染抑制し回復に道筋を 新潟日報 8/14 

〇 ＧＤＰ戦後最悪  事業戦略の再構築を急げ 河北新報 8/18 

〇 ＧＤＰ戦後最悪 回復は感染抑止が前提 北海道新聞 8/18 

  

６．【 読本備忘録 】 
     〇 2020 日本の論点 日本経済新聞 

   〇 2020 年の論点 100 文藝春秋 

   〇 日本の地方政府  中公新書 
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