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お正月気分が抜けて 2 月に入りました
今なおコロナ禍は収束せずに不安な毎日が続いています
2 月 2 日が節分で、2 月 3 日が立春です
地球は 1 年かけて太陽の周りをまわっています
その 1 年は正確に言うと 365.2422 日、つまり 365 日＋6 時間弱
この 6 時間弱という端数は 4 年経つとほぼ 1 日となるため
うるう年を設けることで解消することができます
この補正を行うと今度は約 45 分増やしすぎた状態となり
このずれを解消するためには閏年を 400 年で 3 回減らすことが必要なのです
節分は「鬼は外、福は内」と豆をまいて厄払いした後
年の数だけ豆を食べ 1 年の幸せ、無病息災を願います
鬼が嫌う臭いがきついイワシとトゲがある柊を使って
柊鰯(ヒイラギイワシ)を玄関に飾る風習もあります
皆様、退治したいものは沢山ありますが
コロナ退治が最優先ですね♪

～2 月掲載内容～
*外国人実習生
*世界の指導者
*米 国
*いったい日本は何処へ行く

アジアに関する情報、ご意見、ご相談、またはご意見等々お待ちしております。
投稿先：info@ibia.or.jp
投稿先：
info@ibia.or.jp

外国人実習生
コロナウイルスは外国人技能実習事業、特定技能外国人受入事業に大きな悪影響を及ぼしていま
す。国際ビジネス情報協同組合では異業種の組合として「外国人技能実習事業」を和歌山県のみな
らず全国何処へでも斡旋できる大臣登録を取得しています。大臣登録の名に恥じない業務を行って
いると自負しています。
コロナ禍での人材選考の為の面接、入国制限措置、入国後の講習や定期的な監理業務については、
今までと違った方法を考え、適正に実施できるように工夫しています。特に人材選考については各
国の方針により、コロナ禍である現在は現地への面接に赴くことが出来ません。だからと言って何
もしていない訳ではありません。
▼コロナ禍中での面接
日本側の組合、受入企業様、各国の人材募集会社の 3 社をオンラインで繋げ採用試験を実施しま
す。オンライン面接はパソコンさえあれば場所を選ばず実施出来るので、弊社で実施するほか受入
企業様の方で実施される場合もあります。現地へ行く必要がないことを逆手に、今まで参加出来な
かった企業様のスタッフの方にも気軽にご参加頂けますので、時折大人数でのオンライン面接にな
ったりもします。また、面接に参加する候補者は採用の約 3 倍の人数を集めて実施しています。
〈一般的な現在の手順〉
①選考試験(技能試験・筆記試験・クレペリン検査は事前実施)
面接までに試験結果を PDF や動画データで事前に受入希望企業様にお知らせ
②オンライン面談の実施
ZOOM 等を利用しオンラインでの面接
自己紹介・職歴・日本へ行く理由・家族の状況等を確認します
③合否通知と説明
合否を通知し合格者に対して受入企業様の詳細説明を行います
会社の場所や仕事の内容、雇用条件や住環境のことなど様々ですが、大切な事なので通訳を介し
て十分に説明して理解してもらいます
合格者決定後に申請手続きを進めます

面接風景

筆記テスト風景

個別に面接

企業様による採用の検討

▼入国制限措置に対して
今のところ 2 月 7 日まで外国人の入国が制限され、ビザ(査証)の有無に関わらず実習生も入国出
来ません。これが解除になった場合でも従来と同じく 14 日間、日本での隔離措置があろうかと考
えられます。
入国の要件は現地で PCR 検査を受け、日本側でも検疫所にて再度 PCR 検査を受けてようやく関西
空港から出ることが出来る訳ですが、空港での PCR 検査は数時間かかります。

関西空港入国時

入国してきた外国人は公共交通機関の利用が認められて
いませんから、組合スタッフが空港に迎えに行き組合の実習
生専用寮で隔離期間の 14 日間を過ごします。隔離期間中は 1
人 1 室と決められており、外出も制限されているので食事等
も組合スタッフが毎日宅配しています。
日々の検温、部屋の清掃と換気、手洗いやうがい、消毒や
マスク着用などの徹底した健康管理に努めていただき、これ
らを毎日報告するよう教育しています。

実習生の専用寮

実習生も組合スタッフもガマンの時期なのです。
▼講習
14 日間の隔離期間が終了し、続いて約 1 ヶ月の組合での講習です。
講習概要は日本語教育はもちろん、法令講習や警察による交通安全講習や消防訓練などを勉強し
ます。日本での慣習を学ぶためにレクリエーションとして日本の着物を着たり、お茶をたてたりと
日本の文化にも触れる機会を作っているので実習生達は大喜びです。
また、講習期間も毎日の検温や手洗い、消毒とマスク着用などの健康管理は徹底して続けていま
す。
日本語の先生とお茶会の様子

実際にお茶をたてお客様におもてなしを…

▼入国後の監理
受入企業様に配属された後、組合では月に 1 度は監理のために企業様へ訪問することが義務付け
られています。その際に受入企業様が困っている事や実習生の悩みなど…不都合がないかお話を伺
います。今の時期は特に外出を控えること、マスク着用や手洗い・うがいをすることなど、コロナ
禍の日本での過ごし方も徹底して教えています。
しかし、緊急事態宣言下の今の時期は私達も企業様へ直接訪問することが難しい状況ですので、
電話連絡やオンラインによる面談を実施していますが、受入企業様にも重ねて実習生を教育して頂
くようお願いしています。

監査で実習生を訪問している様子
現地で実習生達が「コロナ禍の日本に行くのは恐ろしい、日本ではコロナが蔓延している」と敬
遠している中で来日しています。頑張る実習生を是非応援して欲しいと願います!
▼日本語能力試験の結果
日本語能力試験は全国で毎年 7 月と 12 月の 2 回実施されています。私達の組合からも 12 月に実
施された試験の結果が届きました。今回も沢山の合格者があり自分達の夢と目標に向かって頑張っ
ています。
N2 級：5 名 N3 級：3 名 N4 級：4 名 の合格者で、遠い国からやって来て素晴らしい結果です。
何でも一生懸命で私達日本人も負けずに頑張らなくては!!
日本
【菅首相】
菅首相…人気ないですね。内閣発足当時の 9 月の支持率は歴代内閣発足当時の 3 番目に高い 74％
でしたが、現在の支持率は NHK の 1 月 13 日発表によると急落して 34％になっています。発足から
100 日間はハネムーン期間と呼ばれ世論も政権の取り組みを見守る期間ですが、3 ヶ月後には世論
が評価をするのです。
一体その理由は何でしょうか!?
筆者が思うに 1 にも 2 にも決断、対応の遅さでしょう…菅内閣発足前に経済特に観光業界の経済
浮揚を図りたかったのでしょう、Go to トラベルや Go to イートの一時停止の決定の遅さ、緊急事
態宣言発令の遅さなどコロナ禍への政策が全て後手に回っています。
極めつけは国民に大人数での会食を控えるように言いながら、二階幹事長らと自ら高級ステーキ
忘年会とは…これでは支持率が落ちるのも当然ですよね。
そのうえ週刊文春のウェブ記事によると、
緊急事態宣言が 1 都 3 県を対象に発令された 1 月 8 日、
鶴保庸介元沖縄北方相(53)の公設秘書 2 人と、門博文衆院議員(55)の公設秘書が店名はあえて控え
ますが、和歌山市内の韓国料理店で食事したあと別の和食居酒屋へ移動し、3 軒目にカラオケバー
で飲酒とカラオケを楽しみました。鶴保氏の公設第 1 秘書の X 氏、公設第 2 秘書の Y 氏、門氏の公
設第 2 秘書の Z 氏の 3 人はコロナに感染、カラオケバーの従業員など合わせて 12 人が感染しまし
た…如何ですか!?

一部の人は政府の言うことなど馬耳東風、自分達がコロナに感染しても大丈夫、そんなの関係な
いと他人を配慮する思いやりに欠けています。
では、一体どのようにすればコロナ禍を克服できるでしょうか!?
【緊急事態宣言】
そもそも緊急事態宣言は 12 月に出されるべきでした。年末から正月を迎えて忙しい折で政府は
躊躇したのでしょう…コロナに対する基本的な考え方はコロナ退治が 1 番で、退治した後に経済回
復が 2 番目です。(12 月号にも記載) 言い換えれば「命あっての物種」何事も命があって出来るの
ですから。
現在出されている緊急事態宣言は 2 月 7 日までですが 3 月 7 日まで延長調整に入っています。
では何故緊急事態宣言が出されたのに効果が殆どないのでしょうか!? 幾つもの理由が考えられ
ますが、中途半端な規制!? をして国民がコロナに疲れた、慣れた、全国一斉の規制ではないから
大丈夫だろう…と政府の言うことを聞かないのも大きな理由です。
また若い世代に発症がない多数の隠れコロナが増えてきており、商売関係上、人間関係上で検査
を受けない人達も沢山いるようです。
和歌山みたいな田舎では大阪、東京がコロナを育てた巣となり、ここから通勤や規制または出張
で来る人達がコロナを運んでくるケースが多く見られます。現に前述のカラオケバーでの集団感染
は東京からの出張者からマスターに感染したとされています。コロナを抑え込むには強い強制力を
緊急事態宣言に持たせないと意味がなくなってしまう恐れがあります。
立憲民主党などの一部野党が罰則の懲役が厳しすぎると反対し与党案を野党に歩み寄り、とうと
う行政罰の過料となりました。東京新聞など左寄りのメディアは私権の制限、強制的措置を懸念、
罰則より正当な補償などと騒いでいますが、コロナを防ごうと努力しても協力しない者が沢山いま
す。この人達が善良な国民にコロナを撒き散らす恐れがあるから仕方なく法律を作り罰則条項を入
れたのです。罰則を入れることがどういう事なのか次を見て下さい。
「キスもします、仕事だから」
コロナ感染の歌舞伎町セクキャバ嬢が告白した“おっぱいクラスター”の現在です。
--------------------------------週刊文春ウェブ引用-------------------------------「ほんと、エロは不況にもコロナにも強くて驚くね。風俗もセクキャバも、欲に負けたお客さん
が絶対来るからね。緊急事態宣言が出た今だって賑わってるよ」
1 月 7 日に出た 2 度目の緊急事態宣言が、1 度目ほどの効果と緊張感を生み出せずにいる。日本
最大の歓楽街、新宿・歌舞伎町も人出が戻り、“濃厚接触”が売りの風俗店にも客足が戻ってきて
いるという。
その中の 1 つ、「セクキャバ」とは「セクシーキャバクラ」の略。「おっぱいパブ」とも呼ばれ、
女性キャストが客の上に上半身裸でまたがり、キスなどの濃厚サービスをする飲食店だ。フロアは
薄暗く、風呂やシャワーもない。女性キャストは男性客に舐められた身体をおしぼりで拭く程度で、
次の客の相手をする。感染症が広がる条件が揃った業態で、実際に昨年 7 月には北海道札幌市すす
きのの同型店舗にてクラスターが発生。ネット上では「おっぱいクラスター」「乳首クラスター」
という言葉さえ生まれた。
昨年秋には、歌舞伎町のセクキャバでもクラスターが発生している。取材班は新型コロナウイル
スに感染した経験がある歌舞伎町のセクキャバ嬢・A 子さんに話をきいた。

「うちのお店は春から夏の終わりにかけて、ほとんどのキャスト、黒服がコロナに感染していま
す。皆がコロナ経験者なので『抗体があるからもうかからない』と“無敵モード”で余裕かまして
ますね。コロナにかかったときの対応もさまざまで、しっかり PCR 検査を受けて 2 週間休む子もい
れば、『匂いや味がない』と言いながら、PCR 検査も受けず、4～5 日休んですぐに復帰する子もい
ました。
私は高熱がでてインフルエンザのように体の節々が痛くて、症状が重かった。体の調子が落ち着
いてもかなり長い間嗅覚も味覚も戻らず、自分は何を食べているんだろうという状態でした」
感染から半年、A 子さん自身も生活費のために今も勤務を続けている。時給 5 千円以上のアルバ
イトは他にない、というのが理由だ。借金、学費、ホストクラブのツケと理由は様々だが、同僚た
ちも多くが働き続けている。
「店の営業は深夜までの 1 部と明け方から始まる 2 部に分かれています。1 部はサラリーマンの
お客さんがメインだったので激減しましたが、2 部はホストやバー店員など歌舞伎町の水商売の同
業者が多いので、連日大盛況で給料も安泰です。早朝営業は、本業が別にあったり学生だったりし
て副業で働く子も多くて、最近もよく未経験者が体験入店にきます。朝 8 時まで働いてそのまま出
勤したり学校へ行く子が多いですね」（A 子さん）
勤務直後に職場や学校へ行けば感染を広げるリスクは当然あるが、そもそも夜の仕事については
オープンにしていないケースも多いので、職場や学校では周囲と普通に接しているという。
そもそも店内での感染対策はどうなっているのか。
「一応、コロナ対策でお客さんにはイソジンでうがいをしてもらっています。私たちも接客前には
透明のボトルに入った『次亜塩素酸水』をおしぼりにつけて、胸や口、耳を消毒しています。何度
も消毒してるとピリピリして肌が荒れるので、消毒後はおしぼりで拭き取ってる子が多いです。
対策はそれくらいで、ディープキスもするし、おっぱいも舐められる。それが仕事だからね。まあ
一番の対策は、すでに一度コロナにかかってること。2 部の営業は女の子だけじゃなくてお客さん
もスタッフもほとんどがコロナ経験者だから、誰も気にしてませんよ（笑）」（同前）
新型コロナウイルスは世界中で再感染の症例が報告されており、「一度かかったから大丈夫」と
いう楽観はウイルスには通用しない。だが、生活のために働き続けなければいけない以上、「大丈
夫」とでも思わなければやっていられないのもまた事実なのだろう。「黒服」と呼ばれる男性スタ
ッフも本音をぶちまけた。
「1 回目の緊急事態宣言が出た 5 月は 300 万円以上の赤字でしたからね。店を閉めろって言われ
ても、じゃあそれだけのお金を誰かくれるのかっていう話で……。セクキャバは一応飲食店ですが、
業種そのものがグレーというかほぼアウトな店も多いですから。それでも皆、お金のために尻に火
がついてるんですよ」生活のために店を開けて何が悪い、という開き直りにも似た“空気”は歌舞
伎町で働く多くの人に共通している。
1 月 14 日の午前 7 時頃、仕事を終えて千鳥足で家路につくホストに声をかけると、「まだコロナ
とか言ってるの？ もう飽きたし……」と、その話をすることすら嫌だという表情を見せた。
菅首相が 2 回目の緊急事態宣言を表明してからちょうど 10 日目を迎えた 1 月 17 日、東京都の新規
感染者数は日曜日としては最多の 1592 人となった。「週末の人出は減った」との報道もあったが、
歌舞伎町の実情は違った。
2 月 7 日までの実施期間で、感染拡大は果たしてどこまで抑え込めるのか。
--------------------------------週刊文春ウェブ引用-------------------------------2 月 7 日までの緊急事態宣言実施期間では感染拡大を抑え込める事が出来そうにありません。
国民みんなの協力が必要です!!

世界の指導者
世界の指導者、新型コロナウイルス対策をどうしているか…各国での方策が異なります。
【米国】
一番多い感染国、ワクチンの優先接種の対象を広げ接種できる
施設を増やし、1 億回分の接種を目指しています。公共機関では
マスク着用を義務づけています。
40 万人を超える死者は第 2 次世界大戦の死者を上回ったとして
「今は戦時」と強い危機感を示しました。

バイデン大統領
【ブラジル】
「コロナはただの風邪」と経済を優先させて当選しました。
経済を優先していますがコロナは感染し放題、大統領もコロナ
に感染しましたが意気軒高、しかしブラジルのコロナ感染者数は
約 918 万人を超え、死者数は 22.4 万人です。

ブルソナロ大統領
【カナダ】
昨年 3 月、ソフィー夫人が講演先の英国から帰国後、コロナ感
染していることが分かりました。
外出を控えるように呼び掛け、感染者数は 77.5 万人余りです。

トルドー首相
【オーストラリア】
コロナ感染者総数は約 28,000 人、新規の感染者数は 1 月 30 日
現在 7 日間平均 6 名です。
ほぼ終息状況にありますが昨年 3 月 20 日以降、海外から全て
の渡航者は入国禁止となっています。

スコット・モリソン首相

アジアに関する情報、ご意見、ご相談、またはご意見等々お待ちしております。
投稿先：info@ibia.or.jp
投稿先：
info@ibia.or.jp

【】

【ニュージーランド】
2019 年に愛娘が誕生し産休と育休を取った 40 歳の先進国首相です。コ
ロナ対策は 2020 年 4 月から国内での感染発生の翌日に感染拡大警戒水準を
最高レベルに引き上げ、1 週間後にはニュージーランド全土封鎖を実施し
てウイルスの市中蔓延を防ぎました。実施直前には動画で「今後私達が皆
さんに送る指示は完璧でないものもあると思いますが、基本的には正しい
ものです。また仕事を休むことになるかも知れませんが、それは失業とい
うことではありません。むしろ皆さんが仕事を休むことで人の命を救うこ
ジャシンダ・アーダーン首相

とになるのです。ですから皆さん、他人に優しく出来るだけ家にいましょ
う。そしてウイルス感染の連鎖を断ち切りましょう」と呼びかけました。
現在は 7 日間平均で 4 人です。

【ドイツ】
冷静沈着で知られているドイツのメルケル首相が感情を露わにして国民
に新型コロナウイルスへの警戒を呼びかけました。
ドイツでのコロナによる死者数は 12 月 9 日に過去最多の 1 日 590 人に上
りました。メルケル首相は連邦議会で演説をして「クリスマス前に多くの
人と接触することで祖父母と過ごす「最後」のクリスマスになってはなら
ない」と強く訴えました。
また、高齢者や持病を持つ人を訪ねる場合は、事前の最低 1 週間は他者
アンゲラ・メルケル首相

との接触を控えるように求めました。クリスマスまでの期間にホットワイ
ンやワッフルを屋外で楽しむ習慣に理解を示しながらも「心の底から申し
訳なく思います。けれど私達が払う代償が 1 日 590 人もの命だとしたらそ
れは到底容認できません」と訴えました。

【フランス】

エマニュエル・マクロン大統領

1 月 14 日、1 週間平均 1 日当たり新規感染者数が 16,000 人で
ある事が発表されました。1 月 16 日から少なくても 15 日間フラ
ンス全土夜間外出禁止時間を 20 時から 18 時に繰り上げると発表
され、特例証明書不携帯の外出と移動は 18 時から翌 6 時までフ
ランス全土で禁止されます。違反した場合は 135 ユーロの罰金、
違反回数に応じて最大 3,750 ユーロの罰金が科せられます。
マクロン大統領は 12 月にコロナに感染しましたが、今は改善
しています。

【イギリス】
1 月 22 日、英国で確認された新型コロナウイルスの変異株につ
いて従来株よりも感染力が強いだけでなく、致死率も高い可能性
があると発表しました。
パトリック・バランス主席科学顧問は、存在するデータは僅か
だとしながらも変異株は従来株より致死率が約 30％高い可能性
があると指摘しました。ジョンソン首相は 5 月にコロナに感染し
集中治療室で治療した経験があります
ボリス・ジョンソン首相

【スウェーデン】

ステファン・ロベーン首相

【インド】

現在の感染者数は 56.7 万人と多くなってきました。これまで
公衆衛生庁はあらゆる場におけるマスク着用を認めず、公共交通
機関など一部の場では有効である「可能性がある」と述べるにと
どまりました。ところが急激にコロナ感染者が増えてきたので、
たまらず方針を転換し 1 月 24 日から飲食店で 1 卓に座れる人数
を 4 人に制限するほか、バーなどでの酒類の提供を午後 8 時以降
禁止するなどの措置も発表しました。
インド政府は 1 月 16 日、コロナワクチン接種を開始しました。モディ首
相は同日のビデオ演説で「世界最大のワクチン接種が始まった」と語り、
夏頃までに約 3 億人へ接種を予定します。全世界の感染者は 1000 万人を超
えています。感染拡大に歯止めがかからない中、13 億人強の人口である大
国のインドが世界の有数生産国(世界の薬局)です。
途上国がコロナワクチンの確保が難しい中で、インドがミャンマー、バ
ングラデシュ、ネパールに無償提供します。ブータン、モリディブには既
に空輸しました。この背景にはインドはジェイク(後発役)医薬品の大国で

ナレンドラ・モディ首相

世界のワクチンの 6 割を製造した実績があり、世界の薬局と言われる自身
があるからです。ワクチン外交を展開する中国に対抗する狙いがあるので
す。因みに中国はインドと対立しているパキスタンに 50 万回分のワクチン
を無償提供すると決めています。

【タイ】
コロナ感染が抑えられてきたタイで昨年末から感染者が急増
しています。
政府は新型コロナ対策として非常事態宣言の期限を今月 15 日
から 2 月末に延長する方針を決定、バンコクの娯楽施設を閉鎖す
るなど行動規制を再び強化しています。
プラユット・チャンオチャ首相

【ミャンマー】
2021 年 1 月 22 日にインド政府から寄贈されたコロナワクチン
がヤンゴン国際空港に到着しました。
アウンサンスーチー国家顧問は 150 万回分(75 万人分)のワクチ
ンで来週から 75 万人へ接種を開始すると発表しました。

アウンサンスーチー国家顧問

アジアに関する情報、ご意見、ご相談、またはご意見等々お待ちしております。
投稿先：info@ibia.or.jp
投稿先：
info@ibia.or.jp

【ベトナム】

グエン・スアン・フック首相

日本よりも一歩進んだアプリや WEB サイトを使った啓蒙活動、
感染者数がまだ 10 人程度だった 2020 年 2 月 8 日にベトナム保健
省はコロナウイルスの情報をまとめた公式アプリ「Suc Khoe Viet
Nam(ベトナムの健康)」を大手通信企業が 6 日間で完成させてリ
リース。
感染者第 1 号以降すべての感染者がリスト化されており、
感染者の年齢、性別、住所、病状(完治したか治療中か)、国籍が
記載されており感染場所を示す地図も掲載されています。これが
功を奏したのかコロナの感染者ほどではありません。

【インドネシア】
感染者が 107 万人を超え外国人の一時入国停止を 2 月 8 日まで
の停止、1 日の感染者が 2 日連続で 1 万人を超えています。

ジョコ・ウィドド大統領

【フィリピン】
フィリピンにも感染拡大の渦に巻き込まれました。ドゥテルテ
大統領は公衆衛生上の非常事態を宣言し、東南アジア諸国の中で
も早く外出・移動制限措置の実施に踏み切っています。
現在の感染者は 52.4 万人。

ロドリゴ・ドゥテルテ大統領

【韓国】
韓国政府は 1 月 16 日、これまでの新型コロナ対策として実施
されていた行動制限の一部を緩和しました。それによってそれま
でテイクアウトしか許されなかったカフェなども、やっと店内で
座ってお茶をすることが可能となりました。但し制限時間は 1 時
間、更に飲料やデザートを摂取していない時はマスク着用が義務
付けされ、これを違反した場合は 10 万ウォン(1 万円程度)以下の
罰金が課されます。
文在寅大統領

アジアに関する情報、ご意見、ご相談、またはご意見等々お待ちしております。
アジアに関する情報、ご意見、ご相談、またはご意見等々お待ちしております。
投稿先：info@ibia.or.jp
投稿先：
info@ibia.or.jp

【中国】

習近平国家主席

中国の習近平国家主席は昨年 12 月 31 日、国営の中国中央テレ
ビを通じて新年の祝辞を述べ、新型コロナ対策の成果を強調し
「世界の主要国家の中で先んじてプラス成長を実現し、2020 年の
GDP(国民総生産)は 100 兆元(約 1600 兆円)の新たな段階に入る予
定」としました。その上で各国首脳らと何度も電話会談やオンラ
イン会議を行ったとし、新型コロナ感染拡大防止に向け「力を合
わせて困難を乗り越えるべきだ」として、国際協調の姿勢をアピ
ールしました。新型コロナウイルスは中国武漢で発生し、これを
隠蔽し発表を遅らせ、世界に新型コロナをまき散らかした中国、
今は涼しいとまでいかなくても、もっと違う言い方があるでしょ
う。

【蛇足】
蛇足ですが、この習近平国家主席…脳動脈瘤で入院治療しているといいます。
YouTube で配信されている中国語の時事番組チャンネルである路徳(ルードゥー)社によると、中
国共産党の習近平国家主席が脳動脈瘤の治療のために入院しているそうですが、このニュースは確
認されているそうです。
路徳社の報道によると習近平国家主席は入院前に国家緊急危機管理室を設置し、許其亮氏(中央
軍事委員会副主席・空軍上将)、丁薛祥氏(中国共産党中央弁公庁主任)、朱学峰氏(習近平氏の秘書)、
習遠平氏(習近平氏の弟)で構成されているといいます。しかし王岐山氏(中華人民共和国副主席)と
中国共産党中央委員会の 6 人の常任委員は含まれていません。
【筆者の見解】
フェイクニュースですね…1 月 23 日最高指導部のメンバーが集まった席で「新型ウイルス対策会
議」「建国以来の重大は公衆衛生事件だ」として注意を喚起しました。
このことから入院治療しているのは疑問に思えます。あるいは退院したかどちらかです。
米 国
トランプ大統領からバイデン大統領へと変わり、政策も変わります。その顔触れや陣容も変わり
ました。
人事を見ても分かることですが、オバマ大統領時代の政権運用に関わった者を登用し、政権運用
を計ろうとしている事から見て政権を安全に保とうとしています。言い換えれば実務の知り抜いた
者を重用することにより言わば「安全運転政権」としての陣容を構えています。

就任後の執務室で記者会見

【人事】

副大統領

財務長官

国防長官

カマラ・ハリス

ジャネット・イエレン

ロイド・オースティン

内務長官

運輸長官

国務長官

デブラ・ハーランド

ピート・ブティジェッジ

アントニー・ブリンケン

国家情報長官

大統領補佐官

気候変動問題特使

アプリル・ヘインズ

ジェイク・サリバン

ジョン・ケリー

以上の各氏が就任しました。
24 の閣僚ポストの内半数に女性を起用しています。国防長官に黒人として初めてオースティン氏
を、アメリカ先住民で初めての閣僚として内務長官にハーランド氏を指名しています。
更に、同性愛者を公表している初めての閣僚とし
て、運輸長官にブティジェッジ氏を指名しました。
夫は教師です。

バイデン氏は歴代で最も多様性に富んだ政権だと強調しています。
また、オバマ政権で経験のあるブリンケン元国務副長官、国家情報長官にはヘインズ元 CIA 副長
官、更に農務長官にはビルサック氏を指名しています。
高官人事でも大統領補佐官にサリバン元副大統領補佐官、気候変動問題を担当する新設の大統領
特使にケリー元国務長官を起用しています。
経験のなかった者を登用したトランプ前大統領とは対照的ですが、その政策を見てみましょう。
【政策】
①外交・安全保障
■二国間交渉ではなく友好国との連携を強化し、外交・安全保障を強化する
■環境問題
〇パリ協定に復帰する
■対中国
〇香港問題やウイグルなどの人権問題を重視する
〇同盟国、友好国との連携を強化し軍事・安全保障を図る
〇日本など同盟国と連携する、尖閣諸島も従来の方針と変わりがないと言われた事に変わりが
ない…日本の防衛関係者はホッとしているか
■対イラン
〇トランプ政権で離脱した各合意に復帰
■対北朝鮮
〇大統領自ら直接交渉せず、安全保障チームの下で非核化に向け取り組む
〇中国に北朝鮮への制裁を強く求める
②経済・貿易
■米国経済復興に向け 200 兆円の追加経済対策
■貿易
〇日本・ヨーロッパ諸国など民主主義国家と連携
…TPP も視野に入れているが現在のところ未定である
〇中国への関税はすぐには変更する予定はない
〇海外生産した製品に追加関税「メイドインアメリカ税制」導入
③コロナ対策
■政府管理施設などでのマスク着用義務
■ワクチン製造加速
④トランプ前大統領…弾劾なるか
ドナルド・トランプ前大統領が首都ワシントンを去りました。25 日にトランプ氏の弾劾を求め
る決議がなされ下院から上院に送られました。2 月 8 日以降に審議を開始しますが、有罪にする
は 3 分の 2 以上の賛成が必要になりますが、下院では共和党議員のうち 5 人が弾劾に賛成しまし
た。上院で有罪にするには共和党議員の 17 人以上、民主党議員の 50 人が賛成しなければなりま
せん。マコネル院内総務は、既に退任した大統領に実際に有罪判決を下すことの合法性に疑問を
示したり、国の分断を悪化させるだけだ…と消極的な姿勢を見せています。
有罪になる可能性は極めて低そうです。

いったい日本は何処へいく
何回も書いていますが、日本の GDP(国民総生産)は世界 3 番目です。

しかし、3 位といって喜んでばかりいられ
ません、だって中国の半分もないのですから。
では 1 人当たりの GDP を見てみましょう。
1 人当たりの GDP ではルクセンブルグ、ス
イス、アイルランドに続き世界の 25 番目で
す。マカオや香港にも及びません。
成長率は世界 192 ヶ国のうち 160 位です。
では日本が一番であるものがありますか!?
有りました!!
日本の借金…そう借金大国なのです。

借金は日本の GDP(国民総生産)の 2.5 倍以上です。先進国の中でダントツ 1 位!!
分かるかな!? 日本国が呑まず食わずで生産しても 2 年以上かかるのです。知らない間に借金が
増え続けたのです。気が付けば膨大な借金…その上成長率も見ての通りです。
右側のグラフの中で 20 年以降は推測で、中国以外は成長していません。
日本はいったい何処へ…何故日本が成長出来なくなっているのか…日本の借金は返せるのかは
次回以降で筆者の考え方などを書きたいと思います。

