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祝日の翌日なので感染者数
はあまり多くない
全国で一週間前の65％



170.7万人

先週から18万人減少



塩野義のワクチンが承認申請
•初の国産ワクチン

•組み換えたんぱくワクチン

•効果は高い（交差接種）

•副反応が少ない

•治験が遅れたので今に

•初期型のｳｲﾙｽ対応

•現在ｵﾐｸﾛﾝ株対応治験中



•国産新型ｺﾛﾅ治療薬

•８月に承認見送り

•９月新しい治験結果
を提示

•今回承認された

•期限１年で再検討

•軽症で使用できるの
が特徴

•発症３日目までに処
方



ゾコーバ
•１日１回投与

•費用は公費負担

•薬価自体は１万
円を超える

•主症状回復に
12％早くなる

•重症化を減少させ
る



日本は第８波に入っていると判断



流行ﾊﾟﾀｰﾝが他国と違う
今回の感染拡大は過去最大





中国で感染者拡大が止まらない
•マカオ新聞が報じた

•新規感染者が３万超え
（無症状者含め）

•北京でも1648人

•北京では1000か所以
上が閉鎖

•ゼロコロナ対策を続行

•国民の不満も続出



•新しい資料がない
•今年の7月の資料
•全体のワクチン接種
は中国が上
•60歳以上の高齢者
に限っては日本が上
•中国での高齢者接
種が進まない

•副反応の怖さが先行
している



感染が止まらない理由の１つ
•中国の開発したワクチン

•不活化ワクチン シノファーム シノバック

•アデノウイルスベクターワクチン カンシノ

•その他 40種類以上のワクチン

•鼻から噴霧するタイプのワクチンも製造

•ワクチン接種も進んでいる

•ファイザーやモデルナのワクチンは使用せず



ゼロコロナ対策を変更したら

•感染爆発は必至
•医療体制の崩壊と社会の混乱を招く
•これに対応する政策をどう策定していくかが問題

今年５月に発表 ｱﾒﾘｶ nature medicine



今後中国はどうするのか
•周近平は「ゼロコロナ政策」を続行する構え

•科学的に裏付けられた理論である

•大規模検査や即時ロックダウンで対応

•それでも感染者は増加している

•経済の停滞は大きな足かせ

•地方組織はどうすれば良いかが判断できなくなる

•指導部の方針変更が示されるのか？

＞一時的に緩和しても後戻り

共産党指導部の方針

＞住民の不満が爆破寸前



一週間を振り返って
•11月18日 ｱﾒﾘｶ中間選挙 女性知事12名進出
•11月19日 国内初 卵巣凍結でがん患者3人が出産
•11月20日 FIFAワールドカップドーハ大会始まる
• 金正恩 火星17号の発射成功と娘公開
•11月21日 旧統一教会問題で質問権行使了承
•11月22日 国産経口治療薬ゾコーバ承認
•11月23日 月探査衛星OMOTENASHI失敗
•11月24日



•非改選の州
には女性知
事がいない
•被改選8人全
て再選
•今回の選挙
で24％に
•過去最大数
•民主党8名
•女性の政治
進出が進む
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様々な問題を抱える大会



カタール
•秋田県ほどの国土に280万人が居住する

•ほぼ石油と天然ガスの収入で潤う

•税金はなし 学費もなし

•首長制で議会はなく60人の評議会（選挙は45人）

•土着部族のサーニー家を中心に他３部族

•問題点はエキスパットの存在

• 外国からの出稼ぎ移住者 83％

•季節労働者も多い 南アジア 最近はｱﾌﾘｶから



様々な問題とは
•国益を考えた公共投資
• ｼﾞｬｼﾑ・ﾋﾞﾝ・ﾊﾏﾄﾞ･ｽﾀｼﾞｱﾑ
• 全館冷房完備
• 気温35℃でもﾋﾟｯﾁは24℃
• 砂漠気候なので冬大会
• 地下鉄の建設
• ホテルの建設
• 投資総額 44兆円とも

エネルギーの無駄遣い

天然芝なのでオープン設計







高い収入は国民だけ
•2021年の統計で世界８
位である

•今回問題にっているの
は季節労働者
•ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ関連の工事
で6500人が熱中症など
で死亡
•LGBTQの問題もある

27  日 本 39,301

一人当たりの国民総生産



ドイツに勝利をした
後のロッカールーム

ここで心がホッコリ
する写真をご紹介

世界に発信され
賞賛された
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•11月3日に打上げたミ
サイルは失敗

•11月18日に打上げたミ
サイルは成功

•報道は18日のみ

•ﾛﾌﾃｯﾄﾞ軌道での打上げ

•アメリカ全土に届く

•ここに娘の写真公開

•9歳の長女か？

•後継者を公開か？



今なぜ家族を公開したのか

北朝鮮

アメリカ

中 国

韓 国
米韓首脳会談

米中首脳会談中韓首脳
会談

ミサイル発射実験 現在まで80発

米韓合同軍事演習 国連安保理で非難決議

対立軸を強化している米韓への警告
中国が北朝鮮を無視して首脳会談をしている
国内の生活水準低下とミサイル発射による国内批判

ミサイル発射と家族を公開することで様々なアピールを行う

金正恩斬首作戦計画か？



一週間を振り返って
•11月18日 ｱﾒﾘｶ中間選挙 女性知事12名進出
•11月19日 国内初 卵巣凍結でがん患者3人が出産
•11月20日 FIFAワールドカップドーハ大会始まる
• 金正恩 火星17号の発射成功と娘公開
•11月21日 旧統一教会問題で質問権行使了承
•11月22日 国産経口治療薬ゾコーバ承認
•11月23日 月探査衛星OMOTENASHI失敗
•11月24日



旧統一教会に質問権行使





旧統一教会に質問権行使
•平成8年 宗教法人法改正で取り入れられた質問権

•11月22日 宗教法人法に基づく質問権を行使する

•組織運営や財産の状況について

•被害を訴えた民事裁判計２２件（賠償認容額計１４
億円以上）確定判決の内容精査

•提出期限 12月9日

•「法令に違反して著しく公共の福祉を害する」行為

• ⇒解散命令を裁判所に求める



旧統一教会に新たな問題点が
•子どものいない信者に養子
を斡旋

•子ども生むことが信仰の１
つの目的

•非営利であるので問題なし

•20年前から行っていない

•子どもの人権侵害に当たる

40年間で745人



•同時に行われた質問

•厚労省と東京都

•養子紹介問題

•養子縁組斡旋事業
の実施、手順、過去
の件数など

•2018年 養子縁組斡
旋法で届け出義務

•無償でも対象



旧統一教会の養子縁組について



宗教法人とは
•宗教法人の存在目的

•その宗教の教義をひろめる

•その宗教の儀式・行事を行う

•信者を教化育成すること

•単位法人：礼拝の施設を備える

•包括法人：宗派，教派，教団のように施設を傘下に
置く法人



日本の宗教法人数はどの位？
•仏教系 神道系 キリスト教系 その他 とあります

•皆さんが良く聞くものを上げてみます

•天理教 1838年 中山みきによって開かれた神道系

•PL教 1916年 御木徳一によって開かれた神道系

•霊友会 1920年 久保角太郎によって開かれた仏教系

•創価学会 1920年 戸田城聖らによって開かれた仏教系

•ｴﾎﾊﾞの証人 1870年 ﾁｬｰﾙｽﾞ・ﾃｲｽﾞ・ﾗｯｾﾙによって開かれたｷﾘｽﾄ教系

•世界平和統一家庭連合 1954年文鮮明によって開かれたキリスト教系



宗教法人数・信者数

神道系 仏教系 ｷﾘｽﾄ教系 諸派計 合計

全国 84,444 76,877 4,747 14,069 180,147

東京 1,591 2,929 581 885 5,986

大阪 985 3,382 334 1,248 5,949

全国 87,924 83,971 1,915 7,335 181,146

東京 7,118 36,082 878 368 44,447

上段３つが法人数 単位そのまま
下段２つが信者数 単位千人
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インドネシアで地震発生
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小型探査機ｵﾓﾃﾅｼ

•ｱﾙﾃﾐｽ計画の１つ

•日本の小型探査機が月
面着陸を狙う

•制御不能で断念

•カステラの箱位の大きさ

•ｽﾍﾟｰｽ問題でｷﾞﾘｷﾞﾘ設計





月探査機OMOTENASHI着陸断念
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•生まれつきや

癌などで子宮

を失った女性

に親族から子

宮を移植でき

るように研究

•生体間移植となるので慎重に

•ﾛｷﾀﾝｽｷｰ症候群 国内3500人

•提供者が高齢 ＝ 負担が大きい



COP２７が閉幕
今年の成果は？



COP27の目指すもの •総人口80億人を
乗せた宇宙船地
球号

•閉ざされた世界

•排出されたものは
その中で処理解
決しなくてはなら
ない

•全ての人が同じ
方向を見て対処し
なければならない



国連気候変動枠組条約第27回締約国会議
•11月6～20日 ｴｼﾞﾌﾟﾄのｼｬﾙﾑ・ｴﾙ・ｼｪｲｸで開催された

•1995年 ドイツのベルリンで第１回が開催

•2000年代以降の排出ｶﾞｽ規制を行う政策決定を行う

•1997年 京都で開催されたCOP３で京都議定書採択

•21世紀以降、地球温暖化問題に対し人類が中長期的に
どのように取り組んでいくのかの道筋を示す

•2015年 パリで開催されたCOP21でパリ議定書採択

•世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より
十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする



今回のCOP27で何を決められるか

•パリ協定で定めた目標年2030年にクリアできるか？

•新型コロナウイルスのパンデミックやロシアのウクラ
イナ侵攻、各種の災害などにより、その目標の到達
には程遠い

•今回の会議でどのような成果を得られるか？

•今回初めて設置されたもの「若者のためのブース」

•最近は10～20代の環境活動家が増加している

•若者たちがディスカッションや政策提言を行うように



頻出する異常気象にどう対処？
•COP26 「グラスゴー気候合意」の実現検証

•石炭火力発電を段階的に削減

•非効率的な化石燃料補助金を段階的に廃止

•2022年 気候変動起因の熱波、洪水、山火事等多発

•気候変動の影響を受けやすい人々を保護対応策急務

•温室効果ガス排出量が少ない低〜中所得国に損害多発

• ⇒補償は先進国が支払うべき

中国インドが反対したため



化石賞受賞
•温暖化対策に後ろ
向きな国に贈られる

•環境NGOが決定

•日本が提唱するｱﾝ
ﾓﾆｱ利用の発電は
正しいものではない



アンモニアと石炭（粉末）を混合して燃
焼させる
アンモニアは燃焼時にCO₂を出さない

ｱﾝﾓﾆｱ生成時のCO₂と燃焼による窒素酸
化物が問題



•国際公的金融機
関を通じて、2018
～2020年にかけ
て年間630億ドル
以上の資金を石
油、ガス、石炭事
業に供与

•日本は政府主導
で途上国の石炭
火力発電や天然
ガス関連の業務
に支援・出資して
いる

※DFI：開発金融機関





海面上昇度合い
•地球温暖化が進む
中で問題になってい
る海面上昇

•現段階でなかなか進
まない温暖化対策

•ｳｸﾗｲﾅ侵攻も問題

•生活水準が上昇する
となかなか下がらず



国連が計画している持続可能な海上都市
多角形の人工島６つで10000人
海底でつながる
職住全てを含む



•モルディブ
で建設中の
海上都市

•首都マレか
ら10分の距
離

•5000棟に2
万人の人
口を予定

•住宅、店舗、
学校、会社



モルディブ フローティングシティー



水位上昇で悩むフィリピンとインドネシアから



これだけではない問題点
•台風の大型化による風による被害や洪水

•局地的に頻発する大雨を伴う低気圧の影響

•局地的に頻発する少雨による干ばつ

•大量発生するバッタなどの被害

•降雪量が減少していく

•北極海が凍結しなくなる

•永久凍土が溶け出す

•淡水供給量の変動が大きくなる

これらを全てゼロにするこ
とは出来ない

いかに出現回数を減らす
ことができるかがポイント
経済優先・個人優先ダメ


