を憲法学の視点から鋭く論じている。改憲発議の動きがあ
る中、
９条改憲などの論点や報道のあり方について考える。
朝日新聞記者との対談もある。
講演は午後２時から（同１時半受け付け開始）
。先着１７
自民改憲案で弁護士ら共同声明 「自衛隊の違憲論争続く」 ０人で入場無料、事前申し込み不要（満員の際は入場をお
断りする場合あり）
。
問い合わせは朝日労組東京支部
（０３・
共同通信 2018/3/26 18:47
護憲派の弁護士らでつくる六つの法律家団体は 26 日、
３５４２・６４７９、平日午前１０時～午後５時）
。
憲法 9 条に自衛隊を明記する自民党の改正条文案に「自衛
隊違憲論争がなくなることはあり得ない」として、反対す
日米首脳会談、４月１７、１８日を軸に最終調整 両政府
る共同声明を発表した。
朝日新聞デジタル 2018 年 3 月 28 日 01 時 50 分
自民党は、戦力不保持などを定めた 9 条 2 項を維持した
日米両政府は、北朝鮮問題への対応や貿易不均衡の問題
上で、別立ての「9 条の 2」を新設して自衛隊の存在を規定
を協議するための日米首脳会談を４月１７、１８日を軸に
する方向で調整している。
開催することで最終調整に入った。会談は、米フロリダ州
声明は、自衛隊明記により、集団的自衛権行使を認めた
パームビーチにあるトランプ大統領の別荘「マール・ア・
安全保障法制による活動が合憲化され、海外での武力行使
ラーゴ」で行う方向で検討している。
も可能になり「2 項は実質的に死文化する」と指摘。
「自衛
複数の日米関係筋が明らかにした。首脳会談は当初４月
隊の任務や権限に変更はない」との安倍晋三首相の説明に
初旬で調整していたが、ずれ込んでいた。
反論した。
安倍晋三首相とトランプ大統領は会談で、４月末の南北
首脳会談や５月末までの実施をめざす米朝首脳会談を前に、
自民の改憲論議を主導する「新実務派」４人組
対北朝鮮政策をすり合わせる方針。首相は２６日の参院予
日経新聞電子版編集委員 清水真人 2018/3/27 6:30 情報
算委員会で
「拉致問題を伝えに行くことがきわめて重要だ」
元
と述べていた。一方、トランプ政権は、対日貿易赤字の是
憲法改正論議は 25 日の自民党大会で新たな局面に入っ
正など日米間の貿易不均衡を中心に議論したい意向。二国
た。首相の安倍晋三との意思疎通が円滑な憲法改正推進本
間の自由貿易協定（ＦＴＡ）についても議題となる可能性
がある。
部長の細田博之、副総裁の高村正彦ら「新実務派」４人組
日本側は北朝鮮が保有する中短距離ミサイルの放棄につ
が自衛隊明記など４項目で意見集約を主導。従来のけん引
いても議題にする考えだ。
役だった「憲法族」議員は失脚し、党内力学は様変わりし
た。改憲の国会発議は究極の議員立法扱い。条文案は党議
陸上総隊、通常想定は「災害」 発足に防衛相
決定せず、修正の余地を残して政党間協議に向かうが、
「森
共同通信 2018/3/27 13:38
友政局」の余波で視界不良だ。
小野寺五典防衛相は 27 日の閣議後記者会見で、同日発
■粛々…
足した、陸上自衛隊の部隊運用を一元的に担う陸上総隊に
木村草太さん講演会「改憲とメディア」 ４月７日
ついて「常日頃から想定される役割は、大規模災害などに
限定される」との考えを示した。
朝日新聞デジタル 2018 年 3 月 27 日 18 時 44 分
陸上総隊は五つの方面隊（北部、東北、東部、中部、西
部）の上部に位置付けられ、防衛相からの指揮命令系統が
一本化される。
小野寺氏は、陸海空自衛隊を統合運用して、機動的に対
応すべき事態の増大が想定されるとし「陸自にも全国の部
木村草太さん
隊を一元的に運用できる態勢が必要だった」と説明。さま
ざまな事態への対応を、日常的に想定できる組織として有
朝日新聞労働組合東京支部は４月７日、首都大学東京の
木村草太教授（憲法学）を招いた講演会「木村草太さんと
効だと強調した。
考える 改憲とメディア」を東京都中央区築地５丁目の朝
日新聞東京本社・読者ホール「Ａ・ＲＩＮＧ」で開く。
陸自の運用一元化、
「陸上総隊」発足 離島防衛の強化も
１９８７年の憲法記念日に記者２人が殺傷された朝日新
朝日新聞デジタル土居貴輝 2018 年 3 月 27 日 08 時 30 分
聞阪神支局襲撃事件を機に始まった「言論の自由を考える
陸上自衛隊は２７日、全国に五つある方面隊を一元的に
５・３集会」の関連行事。木村さんは著書やメディアで集
指揮する司令部として「陸上総隊」を朝霞駐屯地（東京都
団的自衛権や辺野古移設、子どもの人権など様々なテーマ
練馬区など）に発足させた。あわせて離島防衛の専門部隊
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改憲、自衛隊に海兵隊、日米首脳会談、佐川喚問デモ、サ
ーロー節子帰郷

れた中期防衛力整備計画に陸上総隊の創設が盛り込まれた。
ただ、防衛省幹部の間には「最前線の部隊から見れば、
命令を発する防衛相との間に組織が増えただけではないか」
との指摘も出ている。昨年３月時点の陸自隊員は約１３万
５千人で、海自（約４万２千人）や空自（約４万２千人）
より多い。有事や大規模災害の際、陸上総隊が状況の把握
や情報の集約、命令の伝達をどれだけスムーズにできるか
が課題となる。
（土居貴輝）

「水陸機動団」も相浦駐屯地（長崎県）に新設し、陸上総
隊の直轄に置く。南海トラフ地震など広範囲の被害が想定
される大規模災害の際、全国規模で展開をスムーズに進め
るとともに、南西諸島の防衛態勢を強化する狙いがある。

陸自 水陸機動団が発足 即応性に課題
毎日新聞 2018 年 3 月 28 日 東京朝刊
陸上自衛隊は２７日、離島防衛のための「水陸機動団」
を発足させ、相浦駐屯地（長崎県佐世保市）に配備した。
部隊を運ぶ垂直離着陸輸送機「オスプレイ」は佐賀空港（佐
賀市）への配備のめどが立たず、約１０００キロ離れた木
更津駐屯地（千葉県木更津市）に暫定配備される見通し。
上陸時に使う水陸両用車ＡＡＶ７も納入が遅れ、機動力に
課題を抱えた門出となった。
水陸機動団は、中国の海洋進出を念頭に、沖縄県・尖閣
諸島など南西諸島を守るため、２個連隊、約２１００人規
模で発足した。
「日本版海兵隊」と称され、島しょ部が侵攻
された場合、上陸して奪回するのが任務だ。将来的に約３
０００人規模に拡充し、１個連隊を沖縄県に配備する構想
もある。
陸自は、佐賀空港の隣接地に格納庫などを整備し、オス
プレイ１７機を配備する予定だった。しかし、国内外でオ
スプレイの事故が相次ぎ、安全性への疑問を背景に、地権
者の地元漁協との用地買収交渉は難航。部隊発足に施設整
備が間に合わなかった。
オスプレイは今年１１月から順次納入されるが、暫定配
備先と水陸機動団の拠点が離れたことで、有事の際の即応
性や訓練効率を疑問視する声が陸自内にある。
また、５２両が導入される水陸両用車も、部品の枯渇な
ど製造業者の都合で１５両しか納入されていない。
一方、
２７日には全国の陸自部隊を束ねる統一司令部
「陸
上総隊」や、上級指揮官の教育訓練と部隊運用の研究の機
能を合わせた「教育訓練研究本部」も新編された。
【秋山信
一】

陸上総連発足後のイメ
ージ
陸自は１９５４年の創隊以来、最大の組織改編と位置づ
けている。陸上総隊は約１８０人態勢で発足。このうち約
２０人は、在日米陸軍司令部（神奈川県）と同じ敷地内に
ある座間駐屯地で日米間の調整を担う。
防衛相はこれまで、統合幕僚長の補佐を受けながら各方
面隊を直接指揮してきたが、今後は陸上総隊への指揮に一
本化される。海上自衛隊では「自衛艦隊」
、航空自衛隊では
「航空総隊」がそれぞれ担ってきたのと同じ態勢となり、
陸上総隊が海自、空自との調整の窓口となる。
陸自の五つの方面隊を統括する司令部の必要性は、長年
指摘されてきた。大きな教訓となったのは、２０１１年の
東日本大震災だった。震源に近い東北地方にとどまらず、
広範囲で被害が発生。被災地に近い陸自東北方面隊（総監
部・仙台市）だけでなく、他の四つの方面隊からも計１０
万人を超える隊員が派遣された。
震災対応にあたった陸自幹部は「どの方面隊からどの部
隊をどこの被災地に送るのか。当初はかなり混乱した。平
素から全国的な視野で陸自の部隊運用を考える組織が必要
という声が急速に高まった」と話す。
他方で、中国の海洋進出を念頭にした離島防衛の強化の
側面もある。新編された水陸機動団は、米海兵隊を手本に
した組織で、尖閣諸島などで有事が起きた際に派遣される
ことを想定。まずは約２１００人態勢でスタートするが、
今後３千人規模まで増やしていく予定だ。有事の際には、
さらに九州や四国をはじめ全国から応援の部隊が派遣され
る計画となっており、方面隊をまたぐ形で指揮権限を一本
化する必要がある。こうした理由で、２０１３年に策定さ

陸上総隊、27 日発足 運用一元化、離島奪還部隊も稼働
日経新聞 2018/3/26 19:00
防衛省は 27 日、陸上自衛隊の部隊の運用を統括する陸
上総隊を発足させる。離島への上陸・奪還作戦を展開する
「水陸機動団」も立ち上げる。南西諸島の防衛や大規模災
害などの際に機動的に対応できるような組織へと再編する。
沖縄県・尖閣諸島への領海侵入を繰り返す中国への抑止力
を高める狙いもある。
2

空自は「航空総隊」に統一されているが、陸自は各方面隊
で作戦を完結できるよう指揮権を分散していた。しかし、
安全保障環境の悪化や東日本大震災の経験を経たことで、
陸上総隊の必要性が高まった。
陸自の権限拡大を懸念する声もあるが、小野寺氏は会見
で「戦前の反省を踏まえ、しっかりとシビリアンコントロ
ール（文民統制）を効かせたい」と語った。
水陸機動団は「日本版海兵隊」とも位置づけられ、島嶼
（とうしょ）を占拠された際の上陸・奪還作戦を担う。約
２１００人態勢で、陸上総隊の直轄部隊として相浦駐屯地
（長崎県佐世保市）で新編。２個の水陸機動連隊のほか、
水陸両用車を装備する戦闘上陸大隊、支援部隊などで構成
される。防衛省幹部は「精強な島嶼奪還部隊の存在が強力
な抑止力になる」と指摘する。

水陸機動団は有事の際に離島奪還を担う（２月の米海兵隊
との訓練の様子、陸自提供）
陸自には北部、東北、東部、中部、西部の５つの方面隊
がある。陸上総隊は各方面隊の上部に位置づけ、陸自朝霞
駐屯地（東京都練馬区など）に司令部を置く。約 180 人態
勢で発足し、それぞれの方面隊がエリアごとに担ってきた
部隊の指揮を有事の際に一元的に担う。
海上自衛隊の自衛艦隊、航空自衛隊の航空総隊と同様の
位置づけで、防衛相直轄で運用する。陸上総隊のもとには
在日米陸軍との連絡調整を担う「日米共同部」を創設し、
米陸軍キャンプ座間（神奈川県）内にある陸自座間駐屯地
に拠点を置く。３自衛隊や米軍との連絡調整をしやすくす
る目的がある。
水陸機動団は相浦駐屯地（長崎県佐世保市）の西部方面
普通科連隊を母体に約 2100 人態勢で発足する。想定する
のは沖縄県・尖閣諸島など南西諸島の離島が占拠される事
態だ。水陸両用車などで速やかに上陸・奪還する役割を担
う。将来は 3000 人規模に増やす方針だ。有事や災害時に
は新型輸送機「オスプレイ」などで輸送することを想定す
る。

ＪＮＮ27 日 14 時 48 分
防衛省、
「陸上総隊」と「水陸機動団」を新設
防衛省は２７日、陸上自衛隊の全ての部隊を一元的に運
用する「陸上総隊」と、奪われた離島を奪還するための専
門部隊「水陸機動団」を新設しました。
「陸上総隊」は、これまで陸上自衛隊が地域ごと５つの
方面隊に分けて行ってきた部隊の運用を一元的に担います。
有事や大きな災害などの際には、トップの「陸上総隊司令
官」が一括して指揮をすることで、全国にまたがる部隊を
迅速かつ柔軟に運用することを目指します。
また、
「水陸機動団」は、自衛隊として初めての水陸両用
部隊で、長崎県相浦駐屯地を拠点におよそ２１００人体制
で発足します。南西地域の離島が敵に占拠された際には、
島を奪還する中核的な役割を担うことになります。
これらの組織改編は、１９５４年の陸自発足以来、最大
規模だということです。

産経新聞 2018.3.27 12:12 更新
陸自「陸上総隊」で指揮一元化へ 「水陸機動団」も新設
創隊以来の大改革
陸上自衛隊は２７日、
全国の部隊を一元的に指揮する
「陸
上総隊」と、離島奪還作戦の専門部隊「水陸機動団」を新
設した。陸自部隊の指揮命令系統を一本化することで有事
や大規模災害への機動力を高めるとともに、尖閣諸島（沖
縄県石垣市）など南西諸島の防衛体制を強化する狙いがあ
る。陸自では今回の組織改編を昭和２９年の創隊以来、最
大の改革と位置づけている。
小野寺五典（いつのり）防衛相は２７日の記者会見で「陸
海空の自衛隊が統合運用により、全国レベルで機動的に対
応すべき事態がますます想定される」と陸上総隊の必要性
を強調した。
陸上総隊は１８０人態勢で、司令部を朝霞駐屯地（東京
都練馬区など）に置く。従来は北部、東部、西部など５方
面隊がそれぞれ管轄エリアの部隊運用を担ってきたが、今
後は陸上総隊が一手に担う。海空自衛隊や米軍との調整も
行う。
自衛隊の指揮命令系統をめぐっては海自は「自衛艦隊」
、

陸自が大規模組織改編 “日本版海兵隊”も
ＮＮＮ2018 年 3 月 27 日 21:31
陸上自衛隊は２７日、大規模な組織改編を行った。全国の
部隊の指揮統制を一本化する「陸上総隊」や、
“日本版海兵
隊”とも呼ばれる「水陸機動団」などが新たに発足した。
全文を読む
陸上自衛隊は２７日、大規模な組織改編を行った。全国の
部隊の指揮統制を一本化する「陸上総隊」や、
“日本版海兵
隊”とも呼ばれる「水陸機動団」などが新たに発足した。
小野寺防衛相「陸上自衛隊はわが国を取り巻く安全保障環
境に即し、大規模な組織改編を進めておりますが、陸上総
隊・水陸機動団はこれらを象徴するものです」
「陸上総隊」の新設は、これまで全国５つの地域の「方面
隊」に分散していた部隊の指揮統制機能を一本化すること
で、地域をまたぐ有事への対応を迅速にする狙いがある。
また、長崎県の相浦駐屯地に発足する「水陸機動団」は、
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敷地が広く、地元の理解も得られやすいと判断した。

離島防衛のための専門部隊で「日本版海兵隊」との位置づ
け。中国の公船が領海侵入を繰り返す尖閣諸島など南西諸
島の防衛力を強化するために作られた。
部隊の輸送手段としては、輸送機「オスプレイ」を今年秋
に佐賀空港に配備する計画。
しかし、オスプレイの配備をめぐっては、先月の陸上自衛
隊のヘリ墜落事故により地元との調整が難航している。防
衛省では、一時的に千葉県の木更津駐屯地に配備する方向
で検討しているが、水陸機動団は発足早々、運用への影響
が懸念されている。

陸上自衛
隊の木更津駐屯地＝千葉県木更津市、
朝日新聞社ヘリから、
迫和義撮影
同省は今月末に発足する離島防衛の専門部隊「水陸機動
団」の移動手段として、新年度分５機を含むオスプレイ計
１７機を２０２１年度までに導入。機動団の拠点となる陸
自相浦（あいのうら）駐屯地（長崎県佐世保市）に近い佐
賀空港への配備を目指す。しかし、佐賀県内では、陸自ヘ
リが民家に墜落する事故が２月にあり、配備はより難しく
なっている。
防衛省は水面下で陸自高遊原
（たかゆうばる）
などの代替地を検討中だ。
（相原亮）
分屯地
（熊本県益城町）

産経新聞 2018.3.27 10:07 更新
日米制服組トップが会談 北朝鮮問題などを協議 「日米
同盟はアジア太平洋地域の平和と安全の礎石」
【ワシントン＝加納宏幸】
河野克俊統合幕僚長は２６日、
米軍の制服組トップ、ダンフォード統合参謀本部議長と米
国防総省で会談した。北朝鮮核・ミサイル問題を含むアジ
ア太平洋の地域情勢を協議し、引き続き緊密に連携してい
くことを確認した。
米統合参謀本部が会談後に発表した。同本部は日米同盟
が「アジア太平洋地域の平和と安全の礎石であり続ける」
と強調した。河野、ダンフォード両氏は中国による南シナ
海、東シナ海への進出についても協議したとみられる。
河野氏は安倍晋三首相が提唱する「自由で開かれたイン
ド太平洋戦略」を話し合うため、英国、ベルギーの北大西
洋条約機構（ＮＡＴＯ）を経て訪米した。

オスプレイ 木更津に暫定配備へ 期間不明、長期化懸
念も 防衛省
毎日新聞 2018 年 3 月 27 日 東京朝刊

オスプレイ、木更津に暫定配備 政府検討、陸自の輸送機
共同通信 2018/3/27 19:44
陸上自衛隊が導入を進める輸送機オスプレイについて、
政府が千葉県木更津市の陸自木更津駐屯地に暫定配備する
方向で検討していることが 27 日、政府関係者への取材で
分かった。佐賀空港（佐賀市）への配備が難航しているた
めで、今後、木更津市などに理解を求める。ただ暫定配備
の期間は見通せず、地元の反発も予想される。
小野寺五典防衛相は 27 日午前の記者会見で「木更津へ
の暫定配備が決まったという事実はない」とした上で「佐
賀空港の施設整備には一定期間を要する見込みで、仮に佐
賀県の了解が現時点で得られたとしても、
（今年秋からの）
日本への輸送に間に合わせることは困難だ」と述べた。

防衛省は、陸上自衛隊に今秋納入される垂直離着陸輸送
機オスプレイを木更津駐屯地（千葉県木更津市）に暫定配
備する調整に入った。正式配備を予定する佐賀空港（佐賀
市）隣接地の用地買収交渉が難航し、施設整備が間に合わ
ないため、整備拠点がある木更津に当面駐留させる。配備
が長期化する懸念もあり、木更津市など地元が反発する可
能性がある。
防衛省は２０２１年度までの４年間でオスプレイ１７機
を導入する。１８年１１月ごろから納入される初年度分の
５機を木更津に配備する計画だ。木更津駐屯地では１７年
２月から米軍オスプレイの定期整備が行われており、将来
的に陸自オスプレイの整備も担う。防衛省は高遊原分屯地
（熊本県益城町）での暫定配備や米国での一時保管も検討
したが、費用面や施設の広さを考慮し、候補地を木更津に
絞った。

陸自オスプレイ、木更津に暫定配備へ 佐賀配備が難航
朝日新聞デジタル相原亮 2018 年 3 月 26 日 23 時 29 分
防衛省は、陸上自衛隊が今年秋に導入する輸送機オスプ
レイ５機を陸自木更津駐屯地（千葉県木更津市）に暫定配
備する方向で最終調整に入った。佐賀空港（佐賀市）への
配備を計画していたが、地元漁協の反対で難航しているた
めだ。木更津駐屯地は日米のオスプレイの定期整備拠点。
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佐賀空港への配備計画は維持する。しかし、今年２月に
佐賀県神埼市で起きた陸自ヘリ墜落の原因究明が終わるま
で交渉は事実上凍結される見通しで、配備可能になるのは
早くても数年後になる。
木更津では訓練飛行なども行われるとみられ、暫定配備
の期間は見通せない。
【秋山信一】

ドや横断幕を掲げ「うそをつくな」と国会へ向かって訴え
た。
埼玉県富士見市の主婦大橋菊枝さん（68）は「官邸でな
く、国民を守ることを考えてほしい」と話した。
立憲民主や民進、共産などの国会議員も駆け付け「森友
事件の闇はさらに深まった」
と徹底追及の姿勢を強調した。

国会前デモに１０００人＝佐川氏証言拒否に怒り

市民ら「主権者に真実話して」 国会周辺で抗議、佐川喚
問
共同通信 2018/3/27 20:50

学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決
裁文書改ざん問題などに対し、国会前で抗議活動を行う人
たち＝２７日午後、東京・永田町
財務省の文書改ざん問題をめぐり、衆参両院で佐川宣寿
前国税庁長官の証人喚問が行われた２７日の夜、国会前で
は約１０００人が抗議活動を繰り広げた。野党議員らも加
わり、
「証言拒否を許すな」
「忖度（そんたく）やめろ」と
シュプレヒコール。全容解明と安倍内閣退陣を迫った。
大勢の参加者を前に、マイクを握った山口二郎法政大教
授は、核心を語らない佐川氏を「期待外れだった」とばっ
さり。
「文書改ざんという違法状態に１年もふたをしてきた
安倍政権は、行政を破壊している」と声を張った。
（時事通
信 2018/03/27-20:45）

佐川宣寿前国税庁長官の証人喚問が実施された国会の周辺
で、森友学園の決裁文書改ざんに抗議する人たち＝27 日午
後
首相官邸や国会の近くでは 27 日、文書改ざんを批判す
る市民による抗議集会が開かれた。国会での証人喚問に臨
んだ佐川宣寿前国税庁長官が、改ざんの核心部分では証言
拒否を貫き、真相解明に至らなかったことについて「本当
のことが知りたい」
「主権者の国民に真実を話すべきだ」と
訴えた。
主催者発表で約 1500 人が参加。
「文書改ざん許さない」
「安倍首相は答弁通り責任をとれ」と書いたプラカードや
横断幕を掲げ、国会に向かって「うそをつくな」と訴えた。
集会は「戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行
委員会」などが呼び掛けた。

佐川氏喚問、国会周辺で市民抗議 「真実を話せ」
共同通信 2018/3/27 13:41

証人喚問 国会周辺で市民抗議 佐川氏に「真実を話せ」
毎日新聞 2018 年 3 月 27 日 13 時 25 分(最終更新 3 月 27
日 14 時 03 分)

国会周辺で、財務省の決裁文書改ざんに抗議する人たち＝
27 日午後
佐川宣寿前国税庁長官の証人喚問が行われた 27 日、国
会周辺には市民が集まり「真実を話せ」と声を張り上げ、
佐川氏の証言に抗議した。
午前 11 時すぎから市民が次々と集まり、国会前の歩道
を埋め、主催者発表で約 700 人が参加。
「文書改ざん許さ
ない」
「安倍首相は答弁通り責任をとれ」と書いたプラカー

国会周辺で、財務省の決裁文書改ざんに抗議する人たち＝
２７日午後、共同
佐川宣寿前国税庁長官の証人喚問が行われた２７日、国
会周辺には市民が集まり「真実を話せ」と声を張り上げ、
佐川氏の証言に抗議した。
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午前１１時すぎから市民が次々と集まり、国会前の歩道
を埋め、主催者発表で約７００人が参加。
「文書改ざん許さ
ない」
「安倍首相は答弁通り責任をとれ」と書いたプラカー
ドや横断幕を掲げ「うそをつくな」と国会へ向かって訴え
た。
埼玉県富士見市の主婦、大橋菊枝さん（６８）は「官邸
でなく、国民を守ることを考えてほしい」と話した。
立憲民主や民進、共産などの国会議員も駆け付け「森友
事件の闇はさらに深まった」
と徹底追及の姿勢を強調した。
（共同）

言拒否を繰り返す姿に、
「つまらない茶番劇。一体何を守ろ
うとしているのか」とあきれた様子。約８億円の値引きの
真相解明も進まず、木村市議は「売却交渉時に財務省理財
局長だった迫田英典氏や、昭恵氏らの証人喚問が必要だ」
と強調した。
土地は国に返還されたが、新設校舎が建ったままの小学
校予定地近くで散歩をしていた女性（８３）も「本当のこ
とが明らかになると思って朝から中継を見たのに、何も分
からず期待はずれ。このまま関係者が何も話さずに終わる
のは納得がいかない」と憤った。
一方、佐川氏は証人喚問で、昨年の国会で「交渉記録を
廃棄した」とする自らの答弁について「丁寧さを欠いてい
た」と陳謝した。国に交渉記録の開示などを求める訴訟を
起こした上脇博之・神戸学院大教授は「本当は交渉記録が
あるのではないか。今日で終わりではなく、真相解明の入
り口にしないといけない」と話した。
【高嶋将之、岡村崇】

証人喚問 「だんまり」
「しっぽ切り」博多で抗議集会
毎日新聞 2018 年 3 月 27 日 21 時 11 分(最終更新 3 月 27
日 21 時 22 分)

しんぶん赤旗 2018 年 3 月 28 日(水)

森友公文書改ざんの徹底究明を求め宣伝活動をする人たち
＝福岡市博多区で２０１８年３月２７日午後６時１８分、
田鍋公也撮影
福岡市のＪＲ博多駅前では２７日夕、証言拒否を繰り返
した佐川氏に抗議する集会が開かれた。二十数人の参加者
は「
『刑事訴追の恐れ』とだんまりを決め込み、本物の証人
喚問とは言えない」
「トカゲのしっぽ切りでは許されない」
とマイクで口々に訴え、安倍昭恵氏の喚問など問題の徹底
解明を強く求めた。
福岡県内の革新系労組などでつくる実行委員会が主催し
た。訴えに耳を傾けていた福岡県久留米市の団体職員、木
部典昭さん（５５）は「刑事訴追と言えば何でも拒否が許
されるのか」
、福岡市南区の男性飲食店長（３３）も「出る
べきうみが出るところまで来たのに、訴追を恐れていては
誰が納得するのか」と憤った。
【青木絵美】

（写真）
「安倍内閣は退陣しろ」と抗議する人
たち＝27 日、衆院第２議員会館前
「安倍内閣は退陣を」 国会前で総がかり
総がかり行動実行委員会は２７日、森友学園疑惑の徹底
究明と安倍内閣の総辞職を求めて、国会議員会館前で昼と
夜の２回、行動しました。昼には７００人、夜には１５０
０人が集まりました。
佐川氏の証人喚問 市民グループが責任追及の抗議デモ
ＮＨＫ3 月 27 日 20 時 27 分
佐川前理財局長の証人喚問が行われた国会議事堂の周辺で
は、市民グループが説明責任を追及する抗議デモを行いま
した。
このデモは市民グループの呼びかけで行われ、２７日午後
６時ごろから国会議事堂の周辺に大勢の人が集まりました。
デモでは市民グループのメンバーが「証言のはぐらかしが
行われた。疑惑が深まるばかりの証人喚問で許されない」
などと呼びかけました。

証人喚問 「茶番劇」
「期待はずれ」大阪でも佐川氏批判
毎日新聞 2018 年 3 月 27 日 21 時 09 分(最終更新 3 月 27
日 21 時 25 分)
「茶番劇だ」
「これで幕引きにするな」
。佐川宣寿・前国
税庁長官の証人喚問に対し、国有地売却問題を追及してき
た大阪府の地元市議らも批判の声を上げた。
学校法人「森友学園」は、安倍晋三首相の妻昭恵氏を名
誉校長に迎え、
大阪府豊中市で小学校を開校しようとした。
この問題を地元で追及してきた木村真市議は２７日、市内
の事務所で証人喚問のテレビ中継をみつめた。佐川氏が証
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いた」と話した。
就職活動中の大学３年の女性（21）は「就職先で上司か
ら指示されたら、その後の関係もあるので従ってしまうか
もしれない」と不安げ。
「不正に加担しなくていいような信
頼関係を上司や同僚と築ける職場を探したい」と力を込め
た。
佐川氏証人喚問 街頭でテレビを見た人たちは
ＮＨＫ3 月 27 日 16 時 59 分

集まった人たちは「証言拒否は絶対許すな」
、
「森友疑惑を
徹底追及」
、
「隠蔽許すな」などとシュプレヒコールを上げ
て訴えていました。
参加した６７歳の男性は「捜査を理由に答弁を拒否した意
味のない証人喚問で、政治や行政への不信感がさらに強く
なった。きちんと説明責任を果たさせるために声を上げて
いきたい」と話していました。
７０歳の女性は「大切なことを何も話さない証人喚問の様
子を見て、腹立たしくて、いたたまれなくなり参加しまし
た。安倍総理大臣の妻の昭恵氏も証人喚問に呼んで、きち
んと説明すべきだ」と話していました。

財務省の決裁文書の改ざん問題をめぐり、佐川前国税庁長
官の証人喚問が国会で行われ東京・有楽町では街頭のテレ
ビを立ち止まって見る人の姿も見られました。
７４歳の男性は「肝心なことは何も話をしないだろうと思
っていましたが、想定通りの証人喚問でした。国民は納得
していない人が多いと思うし、私も納得していません」と
話していました。
また、祖父と一緒に見守った１４歳の中学２年の男子生徒
は「すでに文書の書き換えの事実が分かっているのに、あ
まりにも遠回しすぎる表現で、肝心なことを話しているよ
うには見えません。自分の言動ひとことひとことに責任を
もってほしいです」と話していました。
また、６２歳の女性は「何も解決しておらず、すっきりし
ていません。事実を明らかにしてほしいですが、難しいと
思います」と話していました。

改ざん指示、あなたなら？ 「絶対だめ」
「身近にある」
日経新聞 2018/3/28 1:04
27 日の佐川宣寿前国税庁長官の証人喚問では、誰がどの
ように決裁文書の改ざんや削除を指示したか明らかになら
なかった。
もし上司から業務文書の改ざんを指示されたら、
どう対応するか。東京・新橋で会社員らに聞いた。

【詳報証人喚問】佐川氏、経緯や誰が指示、答えぬまま
朝日新聞デジタル山岸一生 斉藤太郎 2018 年 3 月 27 日 17
時 09 分

佐川氏の証人喚問を街頭テレビで見る人たち（27 日午後、
東京・有楽町）
出張で上京したという京都府の大学職員の男性（57）は
「国民の財産である国有地に関わる問題で決裁文書を書き
換えてごまかすなんて」と憤る。職場では公文書を扱うこ
ともあるという。
「上司に指示されたとしても改ざんには絶
対に応じられない。決裁する前に議論を尽くすのが筋では
ないか」と訴えた。
横浜市の営業職の女性会社員（32）は「上司の部長が所
属部署の業績をよく見せるため、数字を書き換えて社長に
報告することがよくある」と明かす。女性が獲得した契約
金額を勝手に水増しされたこともあるという。
正義感に駆られて、上司に注意したこともあるが「もめ
るのは嫌なので結局折れてしまった。
今回の改ざん問題で、
国家レベルでも同じようなことが起こっていると知って驚

衆院予算委で、立憲民
主党の逢坂誠二氏の質問を受け補佐人と話す佐川宣寿・前
国税庁長官（左）＝２７日午後３時２６分、竹花徹朗撮影
財務省が森友学園との土地取引をめぐる決裁文書を改ざん
した問題。当時の理財局長だった佐川宣寿・前国税庁長官
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ている。今井雅人氏（希望）が「
（昭恵）夫人の関わりで（財
務省職員が）忖度した可能性は否定できない。なぜ影響が
なかったと断言できるのか」と質問。佐川氏は「忖度とか
いう話は、まさに（職員の）個々の内面の話なので、私が
何かここで特定のことを言うことはできない」
とかわした。
佐川氏、今井首相秘書官との面会「記憶が遠いが…」
（１５：
１０）
よどみなく証言している佐川宣寿氏だが、午後３時１０
分ごろ、首をひねって少し考え込む場面があった。
佐川氏喚問、改ざん解明への焦点は うそつけば偽証罪に
佐川前国税庁長官への証人喚問で、公文書改ざん問題を解
明するうえでのポイントとは？
逢坂誠二氏（立憲民主）が「首相秘書官の今井（尚哉）
さんとお会いになったのは、
最後はいつか」
と尋ねた時だ。
佐川氏はやや時間をおいて手を挙げ、
「記憶が遠いが、私が
（２０１６年に）理財局長になってすぐだと思うが、経済
対策で官邸にご説明に上がった時に、お部屋にいらっしゃ
ったと思う」と述べた。国有地取引や改ざん問題を巡る、
官邸からの働きかけは重ねて否定した。
佐川氏、近畿財務局職員自殺に声震わせ（１４：５０）
近畿財務局の職員が自殺したことへの考えを、竹内謙氏
（公明）がただす。佐川宣寿氏は「亡くなられた話は、私
が国税庁長官を辞任した９日にニュースで知った。大変…
…」と述べたところで声を震わせ、
「残念で、心よりご冥福
を祈りたい」と目をしばたたかせながら答えた。
竹内氏はさらに、
「申し訳ないの一言はないのか」
と追及。
佐川氏は「本省理財局と近畿財務局との間で、もし仮に、
私は本当の事実関係は承知しないが、仮に連絡担当の職員
であって、決裁文書の書き換えにつながることであれば、
本当に申し訳ないことだと思う」と頭を下げた。
佐川氏の証言拒否、３０回超える（１４：１０）
衆院予算委員会で証人喚問が始まり、
河村建夫委員長
（自
民）が決裁文書改ざんの経緯について尋ねる。佐川宣寿氏
は「私自身、刑事訴追のおそれがありますので、そこの答
弁は控えさせて頂きたいと思います」と証言を拒否。午前
中の参院予算委での喚問と、同様の姿勢で臨んだ。今日、
佐川氏が訴追を理由に証言を断った回数は、３０回を超え
た。
佐川氏、職業尋ねられ「無職です」 委員長の人定質問（１
４：０５）
衆院予算委での証人喚問の冒頭、
河村建夫委員長
（自民）
が人定質問を行った。河村氏が「あなたは佐川宣寿君です
か」と尋ねると、佐川氏は「はい、そうです」
。職業を尋ね
られると、佐川氏は「無職です」と述べた。
佐川氏の証人喚問、衆院予算委でも始まる（１４：００）
佐川宣寿氏に対する証人喚問が午後２時、衆院予算委員
会で始まった。
公明・横山氏「国民関心の『誰の指示』
『何のため』
、明ら

の証人喚問が、参院と衆院の予算委員会で開かれました。
改ざんの理由や政治家の関与など、疑問点をめぐるやりと
りは。タイムラインで追いました。
改ざん「本省の指示」 財務省職員ら、地検聴取に説明
公文書改ざん問題で、複数の財務省職員が大阪地検特捜部
の任意聴取に対し、
「本省の指示があった」と説明している
ことがわかった。
佐川氏「どういう経緯で、誰が、どう具体的に指示したか、
答えていない。明らかになっていない」解明不十分と認め
る 衆院の証人喚問も終了（１６：１２）
衆院予算委員会で行われた証人喚問では、
丸山穂高氏
（日
本維新の会）が最後の質問者。
「国民が知りたい真相を解明
できたと、自身は考えるか」と聞くと、佐川宣寿氏は「先
ほどからおしかりを受けている。実際にどういう経緯で誰
がやったのかはお答えできていないので、そこについては
できていないんだろう」と証言した。
官僚の忖度、背景に内閣人事局 異を唱えれば「クビ…」
「私個人には理解できない」
。
当事者の理財局長すらこう答
弁した、決裁文書の改ざんはなぜ行われたのか。その背景
にあるのはいったい…。
丸山氏が「解明できていないということですね」と確認
すると、佐川氏は「どういう経緯で、誰が、どう具体的に
指示したかはお答えしていないので、そこについては明ら
かになっていないということでございます」
。
疑惑の解明が
不十分だと佐川氏自ら認めた格好のまま、証人喚問は午後
４時１２分に終わった。
「昭恵氏に都度都度、報告」 国有地取引めぐり籠池被告
勾留中の籠池泰典被告に野党議員らが接見。改ざん前の決
裁文書にあった「いい土地ですから前に進めて」という安
倍昭恵氏の発言は「間違いない」と証言した。
佐川氏「忖度とは個々の内面の話、私が特定のことを言う
ことはできない」
（１５：４０）
森友学園問題で流行語とも言える言葉になった
「忖度
（そ
んたく）
」を巡るやりとりもあった。

衆院予算委の証人喚問で、答弁する
佐川宣寿・前国税庁長官＝２７日午後２時４５分、仙波理
撮影
佐川宣寿氏は証人喚問で、安倍晋三首相や妻昭恵氏の国
有地取引への「影響」や、文書改ざんの「指示」を否定し
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かにできなかった」
（１２：２０）
公明党の横山信一参院議員は参院予算委員会で佐川宣寿
氏に対する証人喚問を終えた後の午後０時２０分、国会内
で記者団に「国民が関心を持っている『誰の指示で』
『何の
ために』というところは残念ながら、明らかにすることが
できなかった」と語り、
「消化不良感」をにじませた。
一方で横山氏は、佐川氏が刑事訴追のおそれを理由に説
明を避けたことについて、
「本人の人権の問題もあり、尊重
しないといけない」と指摘。
「首相官邸の関与には明確な否
定があった。そうした部分が明らかになった」と強調し、
野党が求める別の関係者の新たな証人喚問の是非について
は「今日の証人尋問だけで判断できる内容ではない」と述
べた。
証人喚問、虚偽証言すれば偽証罪も

参院予算委の証人喚問のため、宣誓書に
サインをする佐川宣寿・前国税庁長官＝２７日午前９時３
７分、仙波理撮影
佐川宣寿氏は１９８２年に大蔵省（当時）に入省。復興
庁審議官、大阪国税局長、国税庁次長などを経て、森友学
園との国有地売却交渉がほぼ終了していた２０１６年６月
に理財局長に就任した。翌１７年２月に国有地売却問題が
報じられて国会で取り上げられるようになると、経緯など
についての答弁にあたった。通常国会が終わった後の同年
７月に国税庁長官に就任。
今月９日に辞職した。
（山岸一生）
立憲・福山氏「証言拒否にもかかわらず、首相官邸の関与
だけ否定。矛盾そのもの」
（１１：５５）
立憲民主党の福山哲郎幹事長は午前１１時５５分、参院
予算委員会での佐川宣寿氏に対する証人喚問を終え、国会
内で記者団に「驚きとともにあきれた」と強い憤りを見せ
た。
佐川氏の説明を「全く不誠実な答弁で、疑惑はますます
深まったと言わざるを得ない。
『これで幕引き』という訳に
はいかない」と批判。
「
（佐川氏は）刑事訴追されるからと
いって（証言を）拒否しているにもかかわらず、首相官邸
の関与だけを否定するのは論理矛盾そのもの」と指摘し、
「疑惑は全く明らかになっていないので、関係者を一堂に
集めて喚問するのも一つの方法だ」と述べた。

参院予算委で、公明党
の横山信一氏の質問に答弁する佐川宣寿・前国税庁長官＝
２７日午前１０時５５分、仙波理撮影
「証人喚問」は、国会が調査している課題の関係者を呼
んで証言させる制度だ。議院証言法に基づく。証人は病気
などの事情がない限り出席しなければならず、虚偽の証言
をすれば偽証罪に問われる可能性もある。ただ、犯罪を告
白するなど、証言によって刑事訴追を受ける恐れがある場
合は、証言を拒むことができる。
国会の制度として似たようなものに「参考人招致」があ
るが、
有識者を招いて意見を聞くのが目的で、
罰則はない。
（山岸一生）
佐川氏の経歴は

参院予算委で、佐川宣寿・前国税
庁長官（右奥）の答弁をめぐって議事が紛糾。委員長席に
集まる各党の理事たち＝２７日午前１１時４分、仙波理撮
影
佐川氏「全国の公務員の方に申し訳ない」 参院の証人喚
問終了、１４時から衆院で予定（１１：４７）
佐川宣寿氏に対する参院予算委員会での証人喚問は、午
前１１時４７分に終わった。佐川氏は最後に「全国の公務
員の方の信頼をおとしめることがあったとすれば、本当に
申し訳ないことだと思っております。深くおわび申し上げ
ます」と頭を下げ、金子原二郎委員長が「散会」を宣言す
ると、ゆっくりとした足取りで参院第１委員会室を後にし
た。

参院予算委の証人喚問で挙手す
る佐川宣寿・前国税庁長官＝２７日午前９時４０分、竹花
徹朗撮影
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「改ざん前の決裁文書に書いてあることと正反対のことを
答えた。なんでそんなことをされたのか」と質問した際の
出来事。この証言拒否に、小池氏は「これでは証人喚問の
意味がない。改ざんについて聞いたのでなく、国会答弁を
どういう根拠でやったか聞きたい。これで進めるわけにい
かない」と語気を強めた。
参院予算委の証人喚問に臨む佐川宣寿・
前国税庁長官＝２７日午前９時２７分、竹花徹朗撮影
佐川氏がこの日、国会内で待ち構える報道陣の前に姿を
見せたのは、
証人喚問が始まる４０分前の午前８時５０分。
衛視らに囲まれながら、淡々とした表情で証人控室に入っ
ていった。約２時間半の証人喚問中、佐川氏はほぼ終始、
落ち着いた口調だった。
午後２時からは、衆院予算委員会で佐川氏に対する証人
喚問が行われる。
昭恵氏の名前記載の文書を見た受け止めは 佐川氏「私が
書き換えをいつ認識したかという問題そのもの」と証言拒
否（１１：１５）
改ざん前後の決裁文書をいつどのように知ったのか、佐
川宣寿氏は証言を拒否している。小池晃氏（共産）は聞き
方を変え、
「いつ見たかと聞いたんじゃなくて、安倍昭恵さ
んの名前が出てくる（改ざん前の文書）
、それをいつかの時
点ではご覧になったんでしょ。いつ見たかは言えないが、
見たんでしょう。
そのときにどう受け止めたか」
と聞いた。
だが、佐川氏は「
『いつ見たとは聞いていないけれど、い
つか見たんでしょ』ということは、いつ見たのかというご
質問でございますので」とかわす。議場は、笑いとヤジに
包まれたが、佐川氏は「それは、私自身が書き換えをいつ
認識したのかという問題そのものだ」と述べ、改めて証言
を拒否した。

参院予算委の証人喚
問のため、控室を出て委員会室へ向かう佐川宣寿・前国税
庁長官＝２７日午前９時２６分、小玉重隆撮影
佐川氏、補佐人の弁護士に助言求める（１１：０３）
「補佐人に助言を求めます」
。午前１１時３分、それまで
淡々と答えてきた佐川宣寿氏が初めて、後ろに座る補佐人
（弁護士）との協議を求めた。その上で、
「やはり書き換え
の経緯、時期に関わる話なので、お答えを差し控える」と
答えた。
小池晃氏（共産）が、昨年の佐川氏の国会答弁について
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参院予算委の証人喚
問のため、参院第一委員会室に入った佐川宣寿・前国税庁
長官（中央）＝２７日午前９時３４分、仙波理撮影
首相の「関係していれば辞める」答弁、佐川氏は影響否定
（１０：４０）
決裁文書改ざん問題を巡っては、昨年２月１７日に安倍
晋三首相が衆院予算委員会で、自身や妻昭恵氏が国有地売
却に関与していれば首相も国会議員も辞めると答弁したこ
との影響の有無も焦点だ。
証人喚問で小川敏夫氏（民進）が「総理の答弁は、特に
証人や財務省の答弁姿勢に影響はありましたか」
とただす。
佐川宣寿氏は「私もあの場で予算委で聞いていました。で
も、あの総理の答弁の前と後ろで、私自身が答弁を変えた
という意識はございません」と述べ、影響を否定した。
立憲・辻元氏「安倍夫妻や官邸を守ろうと、国民に真実伝
える姿勢が弱い」
（１０：４０）
佐川宣寿氏が証人喚問で、文書の書き換え問題について
「捜査を受けている身」との理由で説明を避けつつ、首相
官邸の関与を否定したことに対し、
立憲民主党の辻元清美・
国会対策委員長も反発した。
午前１０時４０分からの記者会見で「安倍（晋三首相）
夫妻や官邸を守ろうとしていて、国民に真実を伝える姿勢
が弱いと思う。国民の期待を裏切る証言になっているので
はないか」と佐川氏を批判。
「すべて（財務省）理財局で完
結させ、幕引きを図ろうとしている意図を感じた。自らト
カゲのしっぽになろうとしているのではないか。
佐川さん、
そこまで背負い込むことないやろ」と語った。
佐川氏「総理や夫人の影響があったとは、全く考えていな
い」
（１０：１５）
丸川珠代氏（自民）は、森友学園との国有地取引に安倍
晋三首相や妻昭恵氏の影響があったかを尋ねた。佐川宣寿
氏は、当時は理財局にいなかったと断った上で、
「昨年の国
会答弁を通じて過去のものを見ている。その中では一切、
総理や総理夫人の影響があったとは、私は全く考えていま
せん」と否定した。同様の質問が続いたが、
「総理夫人が（開

設予定だった小学校の）名誉校長である話は、
（昨年）２月
の最初の報道で知った。貸し付け契約、売却契約に影響は
ございません」と重ねて否定した。
麻生財務相、首相官邸の関与を問われ「あ、ないです」
（０
９：４５）

参院予算委の証人喚問のため、控
室に入る佐川宣寿・前国税庁長官＝２７日午前８時４９分、
小玉重隆撮影
佐川宣寿氏の証人喚問が続く中、麻生太郎財務相は午前
９時４５分、財務省内で閣議後の記者会見に臨んだ。決裁
文書の改ざんについて「当時の理財局の一部の職員によっ
て行われた」
と説明。
首相官邸の関与について問われると、
「あ、ないです」とそっけなく答えた。
麻生氏は会見で、証人喚問前に佐川氏と接触したことは
「ない」と否定。証人喚問については「今から（テレビで）
見ます」と語った。
「あの～、決裁された文書を書き換える
なんてのは、甚だしくふざけた話だということに関しまし
て、
私どもはたびたびおわびも申し上げてきたところです」
とも語った。
佐川氏「官邸などからご指示もない。理財局の中で対応し
た」
（０９：４５）
証人喚問で佐川宣寿氏は、文書改ざんについて「
（首相）
官邸などからご指示もございません。
（財務省の）理財局の
中で対応したということであります」と述べた。当時、あ
くまでも自身がトップだった財務省理財局内部の判断だっ
たという説明だ。
佐川氏はゆっくりと落ち着いた口調で「資料要求に（対
して）決裁文書を（国会に）提出する話だった。個別案件
は理財局の中で対応する。財務省の官房部局にご報告、相
談するとか、まして総理官邸に何か報告することはござい
ません」
。首相官邸の関与も否定した。
喚問が行われている参院予算委員会の金子原二郎委員長
が「決裁文書の書き換えに財務省幹部や政治家などによる
関与はなかったのか」と聞いたのに対し、答えた。
希望・泉氏「真相述べる気があるのか、疑わざるをえない」
（０９：４０）
佐川宣寿氏が証人喚問の冒頭、文書の書き換え問題につ
いて「捜査を受けている身」との理由で説明を避けつつ、
首相官邸の関与を否定したことに対し、野党は反発の声を
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上げた。
希望の党の泉健太・国会対策委員長は午前９時４０分、
国会内で記者会見し、
「良心に従って真相を述べる気持ちが
あるのか、疑わざるをえない」と佐川氏を批判。
「佐川氏側
も事前の準備をしてきているのだろう。
『官邸の関与』を否
定をすることは、彼なりの臨み方であろうかと思う」との
見方を示し、
「本当に偽証にあたらないと言えるだけの答弁
を佐川氏ができるのか。
我々はさらに細かく質疑していく」
と追及を強める方針を示した。
佐川氏「深くおわび申し上げたい」 数秒、頭下げる（０
９：４０）
「答弁を差し控えさせて頂きたいと思います」
佐川宣寿氏は、金子原二郎委員長からの「書き換えを知
っていたか」などの基本的な質問に対し、こう答えた。
「捜
査を受けている身だ」として、刑事訴追の恐れがあること
を理由に、書き換えの核心部分については証言を拒む姿勢
を明確にした。
続いて、金子委員長から「責任をどう感じるか」と問わ
れると、
「大きな混乱を招き、国民の信頼を揺るがす事態と
なり、本当に申し訳なく思ってございます。当時の担当局
長として、責任はひとえに私にございます。深くおわび申
し上げたいと思います。申し訳ございませんでした」と数
秒間、頭を下げた。
（山岸一生）
自民・高村副総裁「洗いざらい話して」
（０９：３０）
午前９時３０分、佐川宣寿氏に対する証人喚問が始まる
のとほぼ同時刻、自民党が国会内で役員連絡会を開いた。
高村正彦副総裁は冒頭、
「今日は佐川さんの証人喚問であり
ます。刑事訴追の恐れのあるときの証言拒否権は憲法上の
権利でありますが、権利であって義務ではない。洗いざら
い話して、真相究明に協力していただけることを期待して
おります」と述べた。
佐川氏、本人か問われ「はい、そうであります」 証人喚
問始まる（０９：３０）
財務省の決裁文書改ざん問題で、改ざん当時に理財局長
だった佐川宣寿氏に対する証人喚問。午前９時３０分、喚
問が行われる参院予算委員会が始まった。冒頭、金子原二
郎委員長が発言。本人かどうかを問われた佐川氏は、緊張
感のある表情で「はい、そうであります」と頭を下げた。
参院では１１時４０分まで行われる予定。金子委員長に
よる尋問の後、与野党計８人の議員が質問に立つ。午後２
時からは、衆院予算委員会でも証人喚問が行われる。
文書改ざんはなぜ、どのように実行され、誰が関わった
のか。真相の解明が進むかが注目される。
（斉藤太郎）
佐川氏証人喚問 各党の反応は
ＮＨＫ3 月 27 日 18 時 04 分
参議院と衆議院の予算委員会で行われた佐川氏の証人喚問
について、各党の反応をまとめました。

自民 二階幹事長「首相の関与なし 財務相の疑い晴れた」
自民党の二階幹事長は党本部で記者団に対し、
「安倍総理大
臣をはじめ、政治家がどう関わっていたかが１つの焦点だ
ったが、幸いにして関与がなかったことが明白になったと
思う。麻生財務大臣の疑いは晴れたと思うし、安倍総理大
臣や夫人の昭恵氏の関与についても、深まったとか、さら
に問題点があるとは思っていない」と述べました。
そのうえで二階氏は「佐川氏は、きょうのところは一通り
の答えはしたのではないか。今後も、全容解明に努力する
とともに、国会の本分である予算案や関連法案などの審議
を、早期に進めていくことに全力を尽くしたい」と述べま
した。
自民 森山氏「疑念は解消 首相夫人の喚問は不要」
自民党の森山国会対策委員長は記者会見で、
「安倍総理大臣
や夫人の昭恵氏をはじめ、総理大臣官邸の関係者の関与が
なかったことが明確になり、多くの疑念が解消された。改
ざん問題については、
財務省の調査や検察の捜査を通じて、
全容が解明されてくると思うが、公文書の管理や再発防止
の取り組みなどで、国会が果たさなければならない役割は
まだまだ大きい」と述べました。
また、森山氏は、野党側が昭恵氏らの証人喚問を求めてい
ることについて、
「佐川氏の証言で昭恵氏が関与していない
ことがはっきりしたので、
その必要はない」
と述べました。
自民 石破氏「一体何だったんだろう」
自民党の石破元幹事長は記者団に対し、
「佐川氏自身も『誰
が、なぜ』ということが一切わからないと認める、極めて
異例な尋問だった。安倍総理大臣や夫人の昭恵氏らの関与
は全くなかったと証言しながら、ほかのことが全部わから
ないのでは、全体が明らかになっていない。
『一体何だった
んだろう』という思いが極めて強まった」と述べました。
そのうえで石破氏は、野党側が昭恵氏らの証人喚問を求め
ていることについて、
「どういう場で行うかは別として、野
党側からそういう風に言われている人から、発言があるほ
うが望ましいのは確かだ」と述べました。
自民 村上氏「首相は責任取り判断する時期」
自民党の村上元行政改革担当大臣は記者団に対し、
「佐川氏
が、
自分１人ですべての罪をかぶろうとしている姿勢だが、
本当にそれが正しいことなのか疑問だ。去年から起きてい
る南スーダンのＰＫＯ部隊の日報問題、
加計学園の問題も、
今回の問題も、全部、安倍総理大臣の近い人たちから起こ
った問題だ。安倍総理大臣は責任を取って、そろそろ大所
高所の判断をすべき時期に来ているのではないか。これ以
上続けても、国民の不信は募るばかりだ」と述べました。
立民 逢坂氏「国民の疑念は深まった」
立憲民主党の逢坂政務調査会長代理は記者団に対し、
「国民
から見れば、より疑念が深まったと思うし、
『刑事訴追のお
それがあり、
答えられない』
という答弁が頻発したことで、
『犯罪のかげ』がちらついているということが逆に明らか
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になった。責任のすべてが財務省理財局にあり、佐川氏１
人が責任を取ることで幕引きを図ろうとしているように思
えてならない」と述べました。
公明 山口代表「責任認めた発言は極めて重い」
公明党の山口代表は記者団に対し、
「決裁文書の書き換えが
理財局の中で行われ、当時の理財局長だった自分自身に責
任があるとはっきり認めた。これは証人という形での発言
として、極めて重いものだ。一方で、誰がどういう理由で
行ったのかは、証言を控えて触れなかったのは極めて残念
な対応だった。今後も国会としてあらゆる場で、実態の解
明に努力しなければならない」と述べました。
そのうえで山口氏は、野党側が安倍総理大臣夫人の昭恵氏
らの証人喚問を求めていることについて、
「改ざんに関係が
あったという事実は、今のところ出てきていないので、も
っときちんとした前提がなければ難しいだろう」と述べま
した。
希望 玉木代表「そんたくに満ちあふれた喚問」
希望の党の玉木代表は記者会見で、
「そんたくに満ちあふれ
た証人喚問だったのではないか。
『総理大臣官邸などの関与
は無い』と言う一方、誰が指示し、何の目的でやったのか
はすべて証言拒否で、核心部分は全く解明されなかった。
土地取り引きの適正性などは明らかにならなかったので、
迫田元国税庁長官ら関係者の証人喚問を引き続き求めると
ともに、衆参両院での集中審議の速やかな開催や、国会に
調査特別委員会を設けて真相解明に取り組むよう、与党に
呼びかけたい」と述べました。
民進 大塚代表「完全否定するなら首相夫人らの喚問を」
民進党の大塚代表は記者団に対し、
「疑惑を完全に否定する
証言で、反省の色も見られず、気持ちのいい展開ではなか
った。財務省や財務官僚に対する信頼感が、ますます低下
した印象が否めず、国民の疑問に真摯（しんし）に答える
ことを期待していたのに、残念ながら疑惑は深まった。あ
れだけ完全否定するなら、安倍総理大臣夫人の昭恵氏や昭
恵氏付きの職員だった谷氏らの証人喚問が必要だ」と述べ
ました。
共産 志位委員長「疑惑の当事者の国会招致を」
共産党の志位委員長は記者会見で、
「改ざんの核心部分につ
いて、捜査の問題を過剰に強調して答弁を拒否する、不誠
実極まるものだった。
『総理大臣官邸や安倍総理大臣夫妻の
指示が無かった』とくり返したが、根拠を示すことができ
ず、疑惑はいっそう深まった。安倍総理大臣夫人の昭恵氏
や迫田元国税庁長官ら疑惑の当事者の国会招致を行い、徹
底的な真相究明と責任の追及が必要だ」と述べました。
維新 松井代表「政局と別のところで検証を」
日本維新の会の代表を務める大阪府の松井知事は記者団に
対し、
「佐川氏は、偽証をすると罪に問われる中、
『政治家
の関与は無い』とはっきり言っているから、違法な関与は
無かったのだろうと思う」と述べました。

は体調不良で見合わせていたが、今年 2 月になって決まっ
た。
サーローさんは、核兵器禁止条約の採択に尽力し昨年の
ノーベル平和賞を受賞した非政府組織（NGO）
「核兵器廃
絶国際キャンペーン」
（ICAN）の活動に協力してきた。

そのうえで松井知事は、立憲民主党などが安倍総理大臣夫
人の昭恵氏らの証人喚問を求めていることについて、
「佐川
氏は『違法なことは無い』と言っているわけだから、新た
な人の証人喚問は必要ない」と述べました。
また、松井知事は、
「政局的に国会でずっと議論するのは国
益にそぐわない。政局とは別のところで検証してもらいた
い」と述べ、問題の検証は、国会とは別の第三者が行うべ
きだという考えを示しました。
自由 小沢代表「全く納得できない」
自由党の小沢代表は記者会見で、
「佐川氏は訴追のおそれが
あるということで、肝心なことはしゃべらない前提で来た
のだろう。きょうの証人喚問では全く納得できない。佐川
氏が『知らぬ、存ぜぬ』と突っ張った以上は、国有地の払
い下げに関連した迫田元国税庁長官や安倍総理大臣夫人の
昭恵氏、それに昭恵氏付きの職員だった谷氏らの証人喚問
を野党が一致して要求すべきだ」と述べました。
社民 又市党首「証人喚問含めさらに真相究明を」
社民党の又市党首は記者会見で、
「１４件３００か所も公文
書を改ざんし、行政府が、立法府と主権者である国民を１
年間欺いてきた理由は何一つ語られず、疑惑はいっそう深
まった。迫田元国税庁長官や安倍総理大臣夫人の昭恵氏、
昭恵氏付きの職員だった谷氏、今井総理大臣秘書官などの
証言を突き合わせてみて、初めて真実が見えてくるので、
証人喚問を含め予算委員会などでさらに真相究明をやるべ
きだ」と述べました。

サーロー節子さん、１１月に広島の母校へ 平和賞後初
朝日新聞デジタル松崎敏朗 2018 年 3 月 27 日 21 時 01 分

ノ

ーベル平和賞を授与され、講演するサーロー節子さん＝昨
年１２月、オスロ、林敏行撮影
昨年１２月、国際ＮＧＯ「核兵器廃絶国際キャンペーン
（ＩＣＡＮ
〈アイキャン〉
）
」
へのノーベル平和賞授賞式で、
被爆者として初めてスピーチしたサーロー節子さん
（８６）
＝カナダ在住＝が１１月、母校の広島女学院大学（広島市
東区）で講演することが２７日、同大学への取材でわかっ
た。平和賞受賞後、初めての来日となる。
サーローさんは、１３歳の時に広島で被爆した。１９５
サーロー節子さん、故郷の広島へ ノーベル平和賞演説後、 ４年に同大学英文学部（当時）を卒業後、カナダ・トロン
トに移住。ＩＣＡＮの活動にも協力しながら、世界中で被
初訪問
爆の実相を伝え、核兵器廃絶を訴えてきた。
共同通信 2018/3/26 19:53
その功績がたたえられ、ノルウェー・オスロで開かれた
ノーベル平和賞の授賞式では壇上に立ち、原爆で多くの同
級生を亡くした経験に触れながら「核兵器は必要悪ではな
く、絶対悪です」と訴えた。さらに核兵器禁止条約の採択
を歓迎し、
「核兵器の終わりの始まりにしよう」
「私たちは
もはや、
恐怖のキノコ雲の下で生きることはしないのです」
などと呼びかけた。
同大によると、講演は１１月２３日。今年２月ごろ大学
側が打診したところ、快諾を得たという。
（松崎敏朗）
平和ってどう定義？ 被爆者の問い、小６の出した答え
朝日新聞デジタル加戸靖史 2018 年 3 月 27 日 15 時 35 分
「のどか君は『平和』という抽象概念をどのように定義
しますか」
。兵庫県宝塚市の小学６年、向井和（のどか）君
（１２）は２年前の夏、広島に住む「新見（にいみ）のお
じさん」が出した「宿題」に戸惑った。
新見博三（ひろそう）さん（７８）
。大学生の頃から父を
知り、家族で広島へ行くたびに和君をかわいがってくれた
人だ。６歳の時、爆心地から１・７キロの自宅で原爆に遭

サーロー節子さん
昨年 12 月のノーベル平和賞授賞式で被爆者として初め
て演説したカナダ在住のサーロー節子さん（86）が、11 月
に来日して故郷の広島市を訪れることが 26 日、関係者へ
の取材で分かった。授賞式後、初めての被爆地訪問で、母
校の広島女学院大で講演する。
11 月 23 日に大学が主催する講演会にサーローさんを招
待し、核兵器廃絶への思いを市民と共有してもらう。当初
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った被爆者でもある。

天皇、皇后両陛下と会っ
た感想を語る沖縄戦遺族
の照屋苗子さん＝２７
日、沖縄県糸満市で

広島平和記念
式典に集まった外国人に意見を聞く向井和君（右、昨年８
月６日、広島市の平和記念公園、本人提供〉

向井和君（左）の「平和とは」
との問いに、田上富久・長崎市長も答えを書いてくれた（２
０１６年８月８日、長崎市、本人提供）

和君は父の勧めで広島の被爆体験集を読み、戦争の時代
に関心を持った。おじさんは喜んで、広島を案内してくれ
た。元大学職員のおじさんは、子どもにはちょっと難しい
言葉を使うのが玉にきずだ。この宿題も、当時小学５年の
和君には難しすぎた。
その夏、日本非核宣言自治体協…
かつて悔し涙 亡き母思い 遺族女性、平和の希求ともに
受け止め
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二十七日、沖縄県糸満市の国立沖縄戦没者墓苑に供花し
た天皇、皇后両陛下の姿を、平和を祈りながら見守った女
性がいた。先の大戦で五人の家族を亡くした照屋苗子さん
（８２）
。前沖縄県遺族連合会会長で、両陛下とも過去四回
面会。当初はねぎらいの言葉を素直に受け止められず、悔
し涙を流したこともあった。
一九九三年四月、歴代天皇として初めて沖縄を訪れた陛
下と皇后さまを、沖縄平和祈念堂で迎えた。照屋さんは陛
下から「ご苦労なさいましたね」と声を掛けられ、涙があ
ふれた。
心に浮かんだのは、この約二十年前に六十八歳で亡くな
った母だ。
「なぜもっと早く来てくれなかった。なぜ母に同
じ言葉を掛けてくれなかった」
。戦後、必死で育ててくれた
母。
「苦労をしたのは私ではない」
。そんな思いだった。
二十七日、墓苑で皇后さまから「お母さまはお元気です
か」と尋ねられた。バッグの中の母の写真に「ようやく言
葉を聞かせられてほっとした」という。
「陛下は本当に平和を求めている」と今は思う。遺族と
触れ合う飾らない姿を見て、偽りは感じない。照屋さんは
「代替わり後も天皇と国民が平和を願う気持ちを共有し続
けないといけない」と訴える。
「戦争で受けた心の傷は、癒
えないことを知っているから」
◆「長期の見守り、交流に感謝」
在位中、最後となる見通しの沖縄県への旅に赴かれた天
皇、皇后両陛下。出迎えた人々は、長く心を寄せ続けてく
れたことへの感謝を口にした。
糸満市の国立沖縄戦没者墓苑で両陛下を出迎えた県平和
祈念財団理事の新垣幸子さん（７３）は、伊江島の地上戦
で父を亡くした。今回の訪問を「遺族の一人としてうれし

く思う。長期にわたって戦没者を見守っていただき、感謝
している」
。
案内した翁長雄志（おながたけし）知事は「県民は、両
陛下が平和に大変な思いを持って行動されていることを理
解している。体力的には大変だと思うが、足を運び供花、
言葉をかけていただいたことに感動している」と話した。
「出迎えてくれてありがとうございます」
。那覇市内の宿
舎のホテルの玄関で、陛下は豆記者たちににこやかに声を
かけた。皇太子時代に約二十五年間、豆記者と交流した経
験がある。
瀬長莉乃さん（１２）＝浦添市立小六年＝は「いつ本土
に行きましたか」
「楽しかったですか」と優しく尋ねられた
という。
「退位後はなかなか会えなくなると思う。沖縄のこ
とを大切に思ってくださり、感謝しています」と語った。
（荘加卓嗣）
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