2017 年 3 月

第 78 号

ぱれっと
㈱北日本ベストサポート
℡ 018-883-1888

「うねり」
「混迷」
「暴走」
2 月は国内外でビックニュ－スが相次いだ。
その 1. 東京都千代田区長選挙
この選挙区は自民党東京都連幹事長を 10 年以上勤めた都議会議員内田茂
氏の地盤だ。(途中落選し都議会議員の地位を失った時期もあったが幹事長の
ポストには就いていた)
自民党東京都連は同党の都知事や都議会議員・東京選出の国会議員の公認
権を持っており、東京都議会運営についても多数を占める自民党、とりわけ
幹事長を務める内田氏に権限が集中し、内田氏の意向に背くことはタブ－視
され石原元都知事も頭を下げることもあったと言われている。
猪瀬直樹(元東京都知事)著『東京の敵』の冒頭で「今の東京都政にとって、
もっとも障害になっているものは何か。僕が筆頭に上げるのは《都議会のド
ン》内田茂氏です。」と述べている。
ここでの区長選挙、小池知事が推す現職の石川雅巳候補と自民党が推す与
謝野信候補の争いとなり、小池知事は「この選挙は私と都議会のドンとの代
理選挙だ」との立場を鮮明とし結果的に石川候補が圧勝した。
小池知事は、自民党員でありながらこれまでの東京都議会の暗部にメスを入
れようとしており、この「うねり」を持続させ 7 月実施予定の東京都議会選
挙で「都民ファ－ストの会が過半数を占める」ことができるのかどうかに注
目が集まっている。
その 2. 日米首脳会談とトランプ大統領の 1 か月
2 月 10 日日米首脳会談が行われた。安保関連、通商関連、為替などについ
て過激な発言を繰り返していたトランプ大統領、その出方に警戒感を持たれ
ていたが、安保問題では尖閣諸島防衛や米軍駐留費などについては「満額回
答」。北朝鮮の弾道ミサイル発射に対しても日本の立場を全面的に支持した。
通商・為替問題については麻生副総理とペンス副大統領と今後の対話に委ね
ることとした。
両首脳はゴルフや会食の機会を通じ良好な人間関係の構築にも務め成功裏に
首脳会談を終えることができた。
一方、トランプ大統領は就任後、TPP からの離脱、北米自由貿易協定の再交渉、

メキシコ国境の壁建設、イスラム圈 7 カ国からの入国禁止など矢継ぎ早に大統
領令に署名するなど選挙公約実現のためスピ－ド重視の姿勢を示したが「入国
禁止」については国内外からの批判を浴び、連邦控訴裁判所からも大統領令の
一時差止めを命じられた。また、国家安全保障担当の大統領補佐官フリン氏が
就任前、駐米ロシア大使との対露制裁を巡る「密約」が通信傍受によって発覚
し異例の辞任に追い込まれ、閣僚の選任にも遅れが目立ち、メディアに噛み付
くなど就任 1 か月は「混迷」の船出となった。
その 3. 北朝鮮ミサイル発射実験と金正男殺害事件
北朝鮮は日米首脳会談を行っている 2 月 12 日午前 7 時 55 分ころ国連安全保
障理事会決議で禁止されている「新型中距離弾道ミサイル」の発射実験を行っ
た。今回は潜水艦発射ミサイルを地上配備型に改良したものとされ、発射の兆
候がつかみにくい固形燃料エンジンや移動式発射台を使用し攻撃的能力を格
段に向上させ、さらに大陸間弾道弾(ICBM)の試射準備も最終段階にあると喧伝
している。まことに物騒な話である。
2 月 13 日には北朝鮮金正恩労働党委員長の異母兄の金正男氏がマレ－シア
のクアラルンプ－ル国際空港で二人の女に毒物を顔に塗られ殺害された。
24 日現在マレ－シア警察は、この二人の実行犯と背後関係にあるとみられる北
朝鮮籍の男性 1 人を拘束し、さらに空港の監視カメラに映し出された北朝鮮籍
の 4 人の逃亡者と北朝鮮大使館に在籍する 2 等書記官、航空会社職員が事件に
関与した疑いがあるとし、事件の全容解明にあたっている。
今回の暗殺は北朝鮮が関与しており、
「金正恩政権を脅かす存在」
「隠し財産
をめぐるトラブル」「亡命政権樹立」説などが動機とされる見方が有力視され
ている。今回の事件で使用された毒物は猛毒の VX とされているが、DNA 鑑定
による本人確認もなされておらず、また、これだけ組織的な犯罪は金正男氏近
辺から正確な行動スケジュールを事前に入手する必要があり、それらの入手経
路なども不明である。
北朝鮮では金正恩委員長の意にそぐわない者の粛清が進み恐怖政治が行わ
れ白昼堂々と公衆の面前で殺人に及ぶ蛮行は容認できるものではない。
ミサイル実験や暗殺事件など北朝鮮の「暴走」を国際関連携の下、阻止する必
要がある。
世界は今大きく揺れ動いている。トランプ大統領の誕生、イギリスの EU 離
脱、西ドイツ・メルケル首相は移民問題で苦境に、フランス大統領に右派の「国
民戦線」ル・ペン氏が初の女性大統領誕生なるか、韓国大統領弾劾の行方、紛
争や貧困撲滅の取組み、地球温暖化等々。
「自国第一主義」の考え方が最優先される時代になると、経済関係のみなら
ず自国の防衛のあり方などを含めて、われわれ国民がそのあるべき方向につい
てしっかりとしたビジョンを持ち国民的コンセンサスを得ておく必要がある。
振り返ってみたら、今の蠢きが大きな転換期の始まりだったということになる
かも知れない。

米内 光政（日本海軍軍人、第 37 代内閣総理大臣）
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1940 年(昭和 15 年)
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盛岡市 旧盛岡藩士米内受政の長男として誕生。
鍛冶町尋常小学校入学。
岩手尋常中学校(現盛岡第一高等学校)入学。
海軍兵学校に入校。同 34 年卒業。
海軍少佐、海大甲種学生。
海軍大学校卒業。旅順要港部参謀。
海軍大学校教官、軍令部参謀。
海軍少将、第二艦隊参謀長。
海軍中将、鎮海要港部司令官。
連合艦隊司令長官兼第一艦隊司令長官。
海軍大将、林内閣で海軍大臣。
内閣総理大臣。
戦死した連合艦隊司令長官山本五十六の国葬委
員長となる。
(小磯・鈴木・東久邇宮・幣原各内閣)海軍大臣。
肺炎のため死去。享年 68 歳。
勲一等旭日大綬章、功一級金鵄勲章。

オススメの BOOK

『乱流』（米中日安全保障 三国志）
作者 秋田 浩之 日本経済新聞出版社
トランプ大統領は同盟国に対して応分の米軍駐留費用の負担と、役割分担を
求めている。
日本は安全保障の面でどんな位置にあり何をしなければならないか曖昧で
ある。
本書は、中国の奇襲攻撃があったときに備え、横須賀の空母や嘉手納の戦闘
機を後方に移動させ、あるいは海兵隊を一部グアムへ移転、リスク分散の必要
性などにも言及している。また、2030 年ころには米中の防衛費が逆転するとの
試算もしている。
我が国で自主防衛を目指すなら防衛費を 2 倍に増やす必要があり、非武装中
立と自主防衛は非現実的と位置づける。
防衛問題について深く考えヒントを与えてくれるテキスト本だ。

くらしと保険のおはなし

生命保険“掛け捨て型”vs“貯蓄型”
生命保険を選ぶ際に掛け捨てにする
か貯蓄性のあるものにするか悩みどこ
ろです。
掛け捨て型
掛け捨ては損をしているような気に
保険料が安い
なってしまうもの。貯蓄性のある保険は
保険料は高いものの最終的に戻ってく
特 大きな保障を安い保険料で得
長 られる
るのでよさそうだ、
と思う人が多いので
はないでしょうか。
お金は貯まらない
果たして、掛け捨ての保険は損なので
定期保険
しょうか？
代掛け捨ての保険は、
「保障」の値段だ
表 逓減定期保険
けです。貯蓄型の保険は「保障+貯蓄」
的 収入保障保険
の値段であるため貯蓄部分は、
保険会社
な
商
に運用を任せている状態です。よって、
品
解約返戻金は+αで戻ってきますが、貯
蓄だけなら銀行でもいいし、リスクを許
容できるなら株や投資信託などの運用
特長の比較
方法もあります。
例えば、
「万が一の時、家族に 1,000 万
円の財産を遺してあげたい」とします。
貯蓄で 1,000 万円を積立てるには、仮に
毎年 100 万円を積立てた場合、10 年後に
目標に達します。
一方、定期保険（掛け捨て型）の場合、
保険契約が成立した直後から 10 年間、
自分にもしものことがあった時、家族に
1,000 万円を遺すことができます。
30 代男性で死亡時の保障が 1,000 万円なら

年間保険料は 2 万円程度です。貯蓄に回
せるお金が 98 万円になります。当初から
1,000 万円の保障を用意しつつ、10 年後に
も 980 万円の貯蓄が残ります。このよう
に考えると、定期保険(掛け捨て型)に加入
しつつ、残りを貯蓄に回した方がよいと
感じる人もいると思います。
定期保険（掛け捨て型）は「保険契約
が終わったら何も残らない」ではなく、
保険料が安い分、貯蓄をしながらも、すぐ
に万一の保障を用意できる保険といえま
す（注；更新時の年齢で保険料は上がります）
考え方によって、生命保険の特長はメ
リットにもデメリットにもなります。ど
ちらが良い悪いではなく、自分のライフ
プランに合わせて選ぶことが大切ではな
いでしょうか。
なお、各保険会社はマイナス金利の影
響を受け 4 月から保険料の値上げを発表
しています。特にその影響を受けるのが
貯蓄性の保険商品ということです。
掛け捨て型
代 定期保険
表
的 逓減定期保険
な 収入保障保険
商
品

貯蓄型
学資保険
養老保険
終身保険
低解約返戻金型終身保険
個人年金保険

【編集後記】

伊豆の河津桜
開花から落花まで 1 ｶ月と
とても長く見られます

作曲家の船村徹さんが 84 歳でお亡くなりになった。
北島三郎さんや鳥羽一郎さん達を育て、生涯手がけた
曲は 4000 曲以上。
村田英雄「王将」、北島三郎「風雪ながれ旅」鳥羽一郎
「兄弟船」、島倉千代子「東京だヨおっかさん」、美空
ひばり「みだれ髪」などがある。
船村さんは自分でギタ－を弾き全国を流し歌い歩い
たり刑務所の慰問や社会福祉活動に尽力した。実に味
のある哀愁を帯びた歌い方でファンを魅了した。
1995 年紫綬褒章受賞。2016 年文化勲章を受賞した。

