た。小西氏は国会で「おまえは国民の敵だ」などと言われ
たと説明。3 佐は暴言を認める一方、こうした発言はして
いないと主張しているが、同省は 3 佐の発言が自衛隊法の
品位を保つ義務に違反すると判断した。シビリアンコント
ロールの観点からも批判が強まっていた。

2018 年 5 月 7～8 日
憲法、幹部自衛官暴言処分、安保・防衛、モリカケ、セク
ハラ、政局、国民民主党
（憲法を考える）ルールに縛られ、個人より「連帯責任」
朝日新聞デジタル堀内京子 2018 年 5 月 8 日 05 時 06 分

防衛省＝東京都新宿区市谷本村町
小西氏は 4 月 17 日の参院外交防衛委員会で、東京・永
田町の参院議員会館近くの路上で同 16 日夜、3 佐から「お
まえは国民の敵だ」などと暴言を吐かれたと発言した。

新入社員研修中に男性
が使っていたノート。
「記憶するために毎晩書け」
と言われ、
社訓や会社の沿革などを繰り返し書いたという

自衛隊３佐 暴言 きょうにも処分
毎日新聞 2018 年 5 月 8 日 東京朝刊
防衛省統合幕僚監部の３等空佐が小西洋之参院議員に暴
言を吐いた問題で、同省は８日にも、３佐を処分する方針
を固めた。複数の政府関係者が明らかにした。３佐は小西
氏を「国民の敵だ」とののしったことは否定しているが、
「日本の国益を損なう」などと暴言を吐いたことは認めて
おり、同省は自衛隊法が定める品位を保つ義務に違反する
と判断した模様だ。
政府関係者によると、３佐の処分は過去の処分事例など
を参考に、懲戒処分で一番軽い戒告か、懲戒処分に至らな
い訓戒程度で検討されているという。
３佐は４月１６日夜、国会近くの路上で、ランニング中
に偶然出会った小西氏に暴言を吐いたとされる。小西氏は
３佐から「国民の敵」と繰り返しののしられたと主張した
が、３佐は防衛省の調査に否定している。
【前谷宏】

憲法を考える～揺れる価値
「すべて国民は、個人として尊重される」
。憲法１３条は
そう掲げている。でも日常生活で、その存在を意識するこ
とはほとんどない。それより、職場や学校、地域の中だけ
で通じる「ルール」に縛られていると感じることがある。
憲法は、
そんなときに守ってくれるのだろうか。
（堀内京子）
破格の待遇、宿泊研修で「自分で考えるな。判断するな！」
新入社員研修で２４キロの山道を５時間で歩き、身長１
７１センチ、体重１０１キロの男性（５２）は足を痛めた。
今年２月、広島地裁の判決はこの会社に１５９２万円の賠
償を命じた。
普段、長時間労働やパワハラな…

米空母乗艦ルポ 響く衝撃、爆音 海自と緊密連携（上）
毎日新聞 2018 年 5 月 7 日 08 時 53 分(最終更新 5 月 7 日
09 時 11 分)

暴言 3 佐、8 日にも処分 自衛隊法違反、防衛省判断
共同通信 2018/5/8 02:00
小西洋之参院議員に「ばかなのか」などと罵声を浴びせ
たとして、防衛省が 8 日にも、統合幕僚監部の 3 等空佐を
処分することが 7 日、複数の同省関係者への取材で分かっ

飛び立とうとするスーパーホーネット。近くには海上自衛
隊護衛艦「いせ」
（写真奥）が航行していた
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乗り込んで連携を支援した。対潜、対空訓練や「いせ」に
よる空母への洋上補給にも対応するといい、
空母には時折、
「いせ」が並んで航行していた。取材に応じた空母打撃群
司令官、ジョン・フラー少将は「海上自衛隊との連携は、
７０年以上も享受してきた地域の安全と安定、繁栄に重要
な役割を持つ。緊密な日米の連携が地域の協力を推進して
いる」と強調した。
空母の甲板に並べられた弾薬の数々
米海軍は、西太平洋で作戦航海中の原子力空母カール・
ビンソンの訓練や運用を、
日本の一部報道機関に公開した。
アジア情勢の緊張が緩む中、米海軍は引き続き海上自衛隊
との連携や日米同盟の緊密化をアピール。今年３月、空母
に一日乗艦し、安全保障の最前線を取材した。その様子を
２回にわけて報告する。
【田中義宏】
カール・ビンソンは第３艦隊所属で約５００人が乗艦し、
艦載機を７０機以上搭載する。駆逐艦２隻、巡洋艦１隻、
第２空母航空団を率いて「カール・ビンソン空母打撃群」
を構成し、今年１月からインド・西太平洋に展開し、３月
１１日から海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦
「いせ」
との共同訓練を実施した。
３月１６日、沖縄県・嘉手納基地から輸送機Ｃ２Ａグレ
イハウンドに搭乗し、東南東沖２２５カイリ付近の洋上に
いるカール・ビンソンへ向かう。約１時間の飛行後、Ｃ２
は飛行甲板に進入。しかし甲板上で艦載機に急停止をかけ
るワイヤを捉えられず、すぐに急上昇し、ひやりとさせら
れた。２度目では成功し一気に急停止。機体が約１・５秒
の間に時速約１２０マイル（２００キロ）から０になるた
め、反動で強い衝撃を受けた。
飛行甲板では艦載機発着艦訓練が行われていた。戦闘攻
撃機ＦＡ１８スーパーホーネットや電子戦機ＥＡ１８Ｇグ
ラウラーが、蒸気で稼働するカタパルトに前輪を載せ、出
力をフルパワーに上げた頂点で一気に押し出される。３０
秒～１分間隔で発艦させられるという。周囲には「バリバ
リ」と強烈な爆音が響き、高温の鉄と蒸気の臭い、燃料が
燃える臭いが立ちこめた。
弾薬が並ぶ甲板などで作業する乗員は約５００人。職務
別にシャツとライフベストの色が区別されている。白は安
全、黄は発艦や信号、赤は弾薬、紫は燃料、緑はカタパル
トやワイヤと修理、茶色は機体の固定を表すという。発着
艦では各機の燃料と弾薬の補給状態や整備状況を把握する
「フライトデッキ・コントロール」が重要な役割を担う。
専用室のショーケース上に描かれた甲板と格納庫の図に
は簡素な艦載機のレプリカが実際の配置通りに陳列され、
その上に燃料、弾薬などの状況を示すピンやナットなどが
載せられ、担当官はレプリカを見ながら発着順を決める。
コンピューターでも情報管理されているとはいえ、艦載機
発着艦の運用があまりに簡素な手法なことに驚かされた。
海自との共同訓練では海自から連絡担当官４人が空母に

米空母乗艦ルポ 緊張と緩和同居 訓練中パーティー（下）
毎日新聞 2018 年 5 月 7 日 08 時 56 分(最終更新 5 月 7 日
09 時 18 分)

空母艦尾側の格納庫で修理される艦載機のエンジン

艦載機が修理される格納庫でラテンダンスに興じる乗員ら
一部報道機関に公開された、米海軍の原子力空母カー
ル・ビンソンの訓練や運用。３月１６日、南シナ海など西
太平洋で作戦航海中の空母の飛行甲板では、午後８時から
艦載機の夜間発着艦訓練が始まった。
一方で同じ頃、水兵や兵曹が利用する広い食堂でカラオ
ケパーティーも開かれていた。パーティーとはいえ酒は一
切禁止。ノンアルコールビールやジュースだけで盛り上が
る。カラオケマシンをステージに置き、歌に覚えのある水
兵が次々にマイクを握ってヒット曲を歌えば、周囲が大合
唱していた。夜間の格納庫では勤務を終えた男女乗組員が
音響機器を置いてラテンダンスに興じる姿も。修理中の艦
載機を背に記者をダンスに誘う姿は、ごく普通の若者だっ
た。
艦首と艦尾に艦載機を修理する「ＡＩＭＤ（航空機中間
整備分遣隊）
」を置く。そこはエンジン、レーダーなど電子
制御部品、主尾翼や機体の外板、ハニカム構造材など大半
の部品を修理・交換できる整備工場でもある。艦尾のエン
ジン部門ではエンジンの噴射口を海上に向け圧力、温度、
速度の試験を行う。ＡＩＭＤの女性エンジニア、オブリー・
ガルシア２等兵曹は「修理したエンジンが再び空を飛ぶの
をみると、とても満足します」と話した。
第７艦隊が管轄するインド・西太平洋地域は、かつて横
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公開されたのは、学園と府とのやりとりに関する文書。
この中に２０１４年４月～１７年３月の学園の理事会の議
事録が含まれていた。議事録は問題発覚後の昨年４月、府
が学園に提出を求め、受け取っていた。府は、情報公開条
例に基づき、理事名などの個人情報について黒塗りにした
としている。
学園は１３年に財務省近畿財務…

須賀に前方展開する空母一隻で対応し、第３艦隊とは日付
変更線の東西で管轄地域を分けていた。
しかし近年、北朝鮮の挑発行為、海洋進出を進める中国
の動向などもあり、米太平洋艦隊司令官のスコット・スフ
ィフト大将は２年前、第３艦隊が日付変更線を越えて前方
展開する弾力的な運用方針を示した。以来、複数の空母打
撃群の展開が増え、昨年６月、カール・ビンソンとロナル
ド・レーガンの打撃群が韓国、日本と共同訓練を実施。１
０月にはセオドア・ルーズベルトとニミッツが同地域に展
開し、一時的に空母３隻態勢となった。
米海軍は昨年７月、電磁式カタパルトを採用した最新鋭
原子力空母ジェラルド・Ｒ・フォードを就役させ、空母は
１１隻体制に。今後も増強を図る方針で、アジア情勢の変
化に伴い、空母運用も臨機応変に複雑化していくと想定さ
れる。カール・ビンソンの広報官、ティム・ホーキンス少
佐は同艦の西太平洋への展開が今後ルーティン化すること
を予測した上で「太平洋艦隊の運用の下、第７艦隊との協
力で（アジアの緊張緩和への）もっと大きな選択肢も得ら
れるのではないか」と述べた。
【田中義宏】

大阪府教委 森友学園メール開示 小学校設置計画巡り
毎日新聞 2018 年 5 月 7 日 19 時 25 分(最終更新 5 月 7 日
19 時 25 分)
大阪市の学校法人「森友学園」が大阪府豊中市の国有地
で開校を目指した小学校設置計画を巡り、大阪府教委は７
日、職員が学園側と交わしたメールの写しなど計１６１枚
を情報公開請求に基づいて開示した。メールは、一連の問
題や認可申請書類の虚偽記載が報道で明らかになった２０
１７年３月以降のもので、府教委の問い合わせに学園側が
釈明する様子が記されていた。
開校を１カ月後に控えた昨年３月、学園前理事長の籠池
泰典被告（６５）＝詐欺罪などで起訴＝の経歴など学園側
の虚偽記載が判明。府教委は連日のように事実関係をただ
すメールを送り、学園側は「アルバイトが作成した経歴表
を転記したため間違いが発生した」などと訂正する返信を
していた。
他に開示されたのは府職員が近畿財務局や学園側と協議
した記録をまとめた文書や、１４年４月以降の学園の理事
会議事録など。
小学校の設置を巡っては、大阪府私立学校審議会が１５
年１月に条件付きで「認可適当」と答申したが、学園は１
７年３月に申請を取り下げた。
【津久井達、芝村侑美】

昭恵氏、府私学審で話題に 森友認可申請巡る議事録開示
朝日新聞デジタル渡辺元史、金子元希 2018 年 5 月 7 日 23
時 21 分

前川氏講演会 実行委の北九州市議に脅迫文
毎日新聞 2018 年 5 月 8 日 06 時 45 分(最終更新 5 月 8 日
06 時 45 分)

森友学園の国有地取
得をめぐる主な経緯
学校法人・森友学園（大阪市）への国有地売却問題で、
学園が内部の理事会で、国に土地の賃借料や売却価格の値
下げを求めて交渉を続けたことを繰り返し議事録に記載し
ていたことがわかった。大阪府が７日に理事会の議事録を
開示した。国が価格を提示しての事前交渉を否定してきた
なか、学園が値下げに躍起になっていた経過が改めて浮か
び上がった。

前川喜平・前事務次官＝宮武祐希撮影
北九州市で４月にあった前川喜平・前文部科学事務次官
らの講演会の実行委員会メンバーで、司会を務めた村上聡
子市議（５２）＝無所属＝を脅迫する手紙やツイッター上
の書き込みが相次いでいることが、関係者への取材で分か
った。
福岡県警八幡西署は脅迫容疑も念頭に捜査する方針。
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前では弁護士や大学教授などでつくる実行委員会のメンバ
ーら約１００人（主催者発表）が雨の中、
「麻生大臣は反省
して下さい」と声を上げた。
財務省は４月２７日、福田淳一・前事務次官の女性記者
へのセクハラ行為を認定して処分を発表した。しかし麻生
氏は今月４日、訪問先のフィリピンでの会見で、セクハラ
の認定について「セクハラ罪っていう罪はない」
「殺人とか
強（制）わい（せつ）とは違う」などと述べた。
この発言について、実行委メンバーで中央学院大の皆川
満寿美（ますみ）准教授は「財務大臣は（次官の）セクハ
ラそのものを認定していないのでは」と疑問を呈した。ジ
ェンダーや性暴力の問題に取り組む「アジア女性資料セン
ター」の浜田すみれさんは「
『セクハラなんて大した問題で
はない』と考えていることがよくわかる。
『迷惑』とか『品
位』以前に、被害者を傷つけている」と怒りの声を上げた。
ＪＲ札幌駅近くの街頭にも約２０人が集まり、麻生財務
相の似顔絵や「セクハラは人権侵害」などと描かれたプラ
カードを手に、
「こんな社会でどうやって女性が輝けるのか」
「このような閣僚がいる政権を認めるわけにはいかない」
などと訴えた。
（吉沢英将、芳垣文子）

関係者によると、先月１４日の講演会直後から開催を批
判したり村上氏を中傷したりするツイッター上の書き込み
が殺到。同２９日にはアニメのキャラクターがピストルを
構えた漫画とともに
「さとさと消す」
との書き込みがあり、
同署が事務所周辺を巡回していた。
今月２日には手紙２通が郵送され、封書には「さとこ終
了」と記された香典袋のような紙切れが入っていた。もう
１通のはがきには「死ね」
「オマエの家族をのろってやる」
などと赤字で記されていた。市議会事務局にも中傷電話が
相次ぎ、１日平均３～５件、多い日には約１０件に上る。
前川氏の講演会を巡っては、北九州市教委が名義後援し
た一方、山口県下関市教委は同じ日に市内であった講演会
の後援申請を断るなど対応が分かれた。村上氏は「講演会
への不満が理由だろうが、
匿名の脅迫は卑劣で許されない」
と話した。村上氏は昨年１月の市議選で社民などの推薦を
受けて出馬し初当選した。
【西嶋正法】
「セクハラ罪ない」発言に抗議 各地で女性ら一斉に
共同通信 2018/5/7 19:455/7 19:46updated

「３０年前と変わらず」 国内初セクハラ訴えた女性の目
朝日新聞デジタル江崎憲一 2018 年 5 月 7 日 18 時 11 分

東京・霞が関の財務省前で、横断幕やプラカードを手に麻
生財務相の発言に抗議する女性たち＝7 日午後
女性記者へのセクハラを報じられ財務事務次官を辞任し
た福田淳一氏について、麻生太郎財務相が「
『セクハラ罪』
という罪はない」と発言したことを巡り、女性団体関係者
らが 7 日、東京・霞が関の財務省前や札幌、京都市内に集
まり、一斉に抗議の声を上げた。
参加者は同省前などで、性暴力被害者に寄り添う気持ち
を表す「＃WithYou」や、
「セクハラを許さない」と書いた
プラカードを掲げた。
麻生氏は 4 日、福田氏に関し「役所に迷惑を掛けたとか
品位を傷つけたとかいろんな表現があるが、そういった意
味である種の処分をした」と述べた。

「女性を性的対象物と見ているのが問
題の本質」と語る晴野まゆみさん＝福岡市中央区
福田淳一・前財務事務次官のセクハラ問題や麻生太郎財
務相らの姿勢に対し、抗議の声がやまない。１９８９年に
全国で初めてセクハラを巡って争う裁判を起こした元原告
でフリーペーパー編集長の晴野（はるの）まゆみさん（６
０）＝福岡市＝は、セクハラが起きる社会の状況が「約３
０年前と変わっていない」と指摘。
「女性を一人格としてで
はなく、性的対象物として見ていることが問題の本質」と
語った。
晴野さんは、
勤めていた出版社の上司だった男性から
「異
性関係が乱れている」
「不倫している」などと繰り返し中傷
され、退職を強要された。
「立場が上の男性から一方的に性
的発言を繰り返されると、本当に、ものすごく怖い」
提訴した当時、
「もてない女が…

「麻生大臣は反省して」 セクハラ罪ない発言に抗議
朝日新聞デジタル吉沢英将、芳垣文子 2018 年 5 月 7 日 21
時 48 分
麻生太郎財務相が「セクハラ罪っていう罪はない」など
と発言したことを受け、麻生氏に抗議する街頭行動が７日
夜、東京都内や大阪市、札幌市など各地であった。財務省

国会、８日に正常化＝１０日に柳瀬氏招致
4

会談を終えた自民党の森山裕国対委員長（左）と立憲民主
党の辻元清美国対委員長＝７日午後、国会内
自民、立憲民主両党は７日、国対委員長による協議で、
加計学園問題に関する柳瀬唯夫元首相秘書官（経済産業審
議官）の参考人招致を１０日に衆院予算委員会で行うこと
や、安倍晋三首相が出席する衆参予算委集中審議の１４日
開催で合意した。立憲など主要野党は、柳瀬氏の証人喚問
などを求めて先月２０日から審議拒否を続けてきたが、出
席して追及することが得策と判断し、８日に審議に復帰す
る。これにより国会は正常化される。
主要野党は審議復帰の条件として、柳瀬氏喚問のほか、
森友学園をめぐる財務省文書改ざんと自衛隊日報問題の調
査結果報告、麻生太郎副総理兼財務相の辞任などを求めて
いた。自民党の森山裕国対委員長は７日、立憲の辻元清美
国対委員長と国会内で断続的に会い、要求に部分的に応え
る形で、
（1）改ざん前の財務省文書全文を来週中をめどに
国会に提出（2）日報問題の調査結果を月内に公表－する
と約束した。
柳瀬氏招致をめぐり、主要野党はこれまで、偽証罪の適
用対象となる証人喚問でなければ真相解明につながらない
と主張してきた。しかし、柳瀬氏が加計学園関係者との面
会を認める方向となったことを踏まえ、参考人形式を容認
した。衆院の参考人招致は２時間１５分で、政府の国家戦
略特区諮問会議議員の八田達夫氏も与党の希望で呼ばれる。
参院予算委も１０日に実施する方向だ。（時事通信
2018/05/07-21:47）
柳瀬氏、10 日参考人招致 国会は 8 日に正常化
共同通信 2018/5/8 00:32

会談を終えた自民党の森山国対委員長（左）と立憲民主党
5

の辻元国対委員長＝7 日午後、国会
与野党は 7 日、学校法人「加計学園」の獣医学部新設に
関し、柳瀬唯夫元首相秘書官（現経済産業審議官）を 10
日午前に衆院予算委員会に参考人として招致する日程で合
意した。野党は 8 日に審議に復帰し、国会は 19 日ぶりに
正常化する。柳瀬氏が、加計学園関係者と首相官邸で面会
していたと認める方向となったのを受け、野党は安倍政権
を再び国会論戦で追及する。加計問題を「首相案件」とし
た発言の有無などが焦点となりそうだ。
自民党の森山裕、立憲民主党の辻元清美両国対委員長は
国会内で断続的に会談した。
立憲・辻元国対委員長、衆院議長に事態打開を申し入れ
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 7 日 12 時 08 分

大島理森衆院議長（中央）に
野党６党の申入書を手渡す立憲民主党の辻元清美国対委員
長（右から２人目）＝７日午前１０時、国会内、岩下毅撮
影
立憲民主党など野党６党の国会審議復帰に向け、立憲の
辻元清美国会対策委員長は７日、大島理森衆院議長に仲介
を申し入れた。これを受け、大島氏は８日から審議に復帰
するよう要請。議長として与野党の話し合いができる環境
作りに努める考えも示した。
辻元氏が提出した申入書では、森友・加計（かけ）学園
の問題や自衛隊の日報隠蔽（いんぺい）など相次ぐ政権を
めぐる不祥事について「民主主義の土台が根底から突き崩
される異常事態」と指摘。野党６党が求める関係者の証人
喚問や資料の提出が実現していないことに、
「応じない政
府・与党こそ、国会審議の前提と信頼を破壊している」と
批判し、大島氏に議長として国会で十分な審議を実施でき
るよう取り計らいを求めた。辻元氏によると、大島氏は会
談で「国民から非常に国会が厳しい目で見られていると認
識している」と述べたという。
大島氏はその後、自民党の森山裕国対委員長と会談し、
野党６党からの申し入れを伝えた。会談後、森山氏は記者
団に「与党としても努力したい」と強調。辻元氏と会談し、
正常化に向け調整に入った。
立憲など野党６党は麻生太郎財務相の辞任や、加計学園
の獣医学部新設をめぐり柳瀬唯夫・元首相秘書官（現経済
産業審議官）らの証人喚問など４項目を要求。これらに政
府・与党が応じていないとして、審議拒否を続けてきた。
こうした中、与党は事態の打開を図るため、柳瀬氏を国
会に参考人として招致し、２０１５年４月に首相官邸で加

日に本会議を開き、環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰ
Ｐ）関連法案の趣旨説明と質疑を行うことを決めた。
【村尾
哲】

計学園関係者らと面会したことを認めることを検討してい
る。
与野党、国会正常化で合意 柳瀬氏を参考人招致へ
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 7 日 19 時 01 分
与野党は７日、大島理森衆院議長の仲介で国会の正常化
で合意した。立憲民主党など野党の国会対策委員長は断続
的に協議し、与党が提案した柳瀬唯夫・元首相秘書官（現
経済産業審議官）の参考人招致を受け入れた。柳瀬氏の参
考人招致は１０日に行われる見通しだ。これを受け、野党
は８日に開かれる衆院本会議に出席する。
与野党はこのほか、安倍晋三首相が出席する衆参両院の
予算委員会集中審議を行うことでも合意した。財務省が森
友学園の決裁文書を改ざんした問題では、改ざん前の文書
を１８日をめどに国会へ提出することも確認した。
立憲などは麻生太郎財務相の辞任や柳瀬氏らの証人喚問
など４項目を要求し、４月２０日から国会審議への出席を
拒否してきた。
参考人招致では、加計（かけ）学園の獣医学部新設をめ
ぐり、柳瀬氏が２０１５年４月に首相官邸で学園関係者や
愛媛県職員らと面会したことを認めるかどうかが焦点にな
る。愛媛県の文書には柳瀬氏が面会で「首相案件」と述べ
たと記されており、野党側は事実関係を改めて追及する構
えだ。

国会 正常化 与野党、世論を考慮 空転反発強く
毎日新聞 2018 年 5 月 8 日 東京朝刊

国会 きょう正常化 柳瀬氏、１０日に参考人招致
毎日新聞 2018 年 5 月 8 日 東京朝刊
自民、立憲民主両党は７日、学校法人「加計学園」の獣
医学部新設問題に関し、１０日の衆院予算委員会に柳瀬唯
夫元首相秘書官（現経済産業審議官）を参考人として招致
することで合意した。これを受け、４月２０日から審議を
拒否してきた野党６党は８日から審議に復帰し、国会は正
常化する。
自民党の森山裕、立憲民主党の辻元清美両国対委員長は
７日、国会内で断続的に会談した。野党側は当初、柳瀬氏
を偽証罪に問われる可能性のある証人として喚問するよう
主張していたが、柳瀬氏が加計学園関係者と首相官邸で面
会したことを認める意向を固めたことを受け、参考人とし
て招致することを受け入れた。
柳瀬氏は同日、経済産業省で記者団に「これまでもずっ
と一貫して申し上げてきた通り、誠実にしっかりと国会で
お話しさせていただきたいと思う」と語った。
１０日の衆院予算委には、与党側が求めた政府の国家戦
略特区ワーキンググループの八田達夫座長も参考人として
出席し、証言する。１４日に衆参両院で安倍晋三首相が出
席し予算委の集中審議を行う日程も固まった。
ＴＰＰ関連法案、きょう審議入り
一方、与野党は７日の衆院議院運営委員会理事会で、８

国会空転から正常化への経過
与野党が７日に国会正常化で合意したのは、半月以上続
いていた「国会空転」で与野党双方に世論の反発が高まっ
ていたことが背景にある。早期の打開を目指す思惑は一致
し、双方が歩み寄りを重ねたことで野党の１９日ぶりの審
議復帰に至った。
【村尾哲、立野将弘】
自民党の森山裕国対委員長は合意後、記者団に「国会が
空転を続けてはいけない」と歓迎。立憲民主党の辻元清美
国対委員長も「お互いに譲りながら審議できる環境が整っ
た。もやもやした疑惑に対する霧を晴らしていく」と強調
した。
焦点は、柳瀬唯夫元首相秘書官の国会招致だった。強引
な国会運営との批判を懸念する与党は、加計（かけ）学園
問題を巡って、柳瀬氏が参考人招致に応じて２０１５年４
月に同学園関係者と会ったと認めるという新たな
「カード」
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戦略なき審議拒否に限界、折れた野党 「１８連休」批判
で追い込まれ

を事実上提示。証人喚問にこだわっていた野党も、柳瀬氏
の新証言を得られる確証を得てこれに乗った。
加計学園は昨年１月、安倍晋三首相が議長を務める国家
戦略特区諮問会議で事業者に選ばれた。与党は手続きに問
題がないとの証言を得るため、同会議メンバーの八田達夫
大阪大名誉教授も招致することを野党に受け入れさせた。
一方、森友学園を巡る財務省の決裁文書改ざんでは財務省
に改ざん前文書を１８日までに公開させ、自衛隊の日報問
題では防衛省の調査チームに月内に結果を報告させること
を決定。予算委集中審議は１４日に加えて少なくとももう
１回開くことで一致。野党の要求を受け入れた。
国会空転に気をもむ大島理森衆院議長の仲介もあり、与
党は柳瀬氏の新証言をテコに、大型連休明けからの野党の
審議復帰を働きかけた。７日は希望の党と民進党が国民民
主党を結成し、局面も変わった。同党の玉木雄一郎共同代
表は設立大会後の記者会見で「審議拒否はしない方針で臨
みたい」と語った。与野党協議は同夕に、国会正常化で合
意。審議復帰を決めた辻元氏は「これからは徹底審議でい
く。ギアチェンジだ」と説明した。

国会の正常化に合意した自民党の森山
裕（左）
、立憲民主党の辻元清美両国対委員長＝７日午後、
国会内（春名中撮影）
１８日間の国会審議拒否を続けた立憲民主党などの野党
は審議復帰を決めたが、条件として求めた麻生太郎副総理
兼財務相の辞任や柳瀬唯夫元首相秘書官（現経済産業審議
官）の証人喚問は勝ち取れなかった。与党は野党に構わず
審議を進め、
世論の批判の矛先は安倍晋三政権から
「連休」
をとり続ける野党へと変わっていった。目立った成果に乏
しく、野党は国会戦術で完敗したといえる。
「野党が国会を止めるというかなり強い態度に出ないと、
秘書官の記憶はよみがえらなかったのか」
立憲民主党の辻元清美国対委員長は７日、記者団にこう
語り、柳瀬氏が学校法人「加計学園」関係者との面会を認
める意向を固めたことを審議拒否の成果と誇った。
だが、国会正常化は野党が折れた結果だ。与党側は先月
から柳瀬氏の参考人招致を認める一方、証人喚問は拒む方
針を繰り返し伝えてきた。安倍首相を攻撃できる予算委員
会の集中審議が開かれるとはいえ、１８日間も審議を拒ん
だ実質的な成果が
「記憶のよみがえり」
では釣り合わない。
審議拒否を始めた４月２０日当時は、財務省の決裁文書
改竄（かいざん）や前事務次官のセクハラ問題への批判が
沸騰しており、野党は国会で強硬姿勢をみせても世論が付
いてくると踏んだのだろう。
ただ、与党は「議論に応じない野党はいずれ国民に見放
される」
（自民党幹部）と分析。４月２７日の衆院本会議で
は、日本維新の会を除く野党が欠席する中、政府が最重要
法案に位置づける働き方改革関連法案を審議入りさせた。
連休のはざまの今月２日も、主な野党が欠席する中で審議
を続けた。
出口を見いだせない野党には、
世論の逆風も吹き始めた。
希望の党の玉木雄一郎代表（当時）は３日、
「地元や親から
も『そろそろ出た方がいい』といわれる」と漏らしたほど
だ。
自民党の二階俊博幹事長は７日の記者会見で「世間はお
休みが終わったわけだから、国会でもここらでしっかりし
た対応をしてほしい」と皮肉まじりで野党を批判した。玉
木氏は７日、国民民主党の共同代表に就いたが、就任会見
では「原則今後の国会運営では審議拒否しない」と語らざ

国会審議復帰へ調整 立憲民主など野党６党
日経新聞 2018/5/7 9:15 (2018/5/7 11:12 更新)記事保存

大島衆院議長（左から２人目）に国会運営に関する申し入
れを手渡す立憲民主党の辻元国対委員長（７日午前、国会
内）
立憲民主党など野党６党は７日午前、国会審議の復帰に
向けた調整に入った。学校法人「加計学園」の獣医学部新
設を巡り、柳瀬唯夫元首相秘書官が、学園関係者との面会
を認める意向であるため。立憲民主党の辻元清美国会対策
委員長は大島理森衆院議長に会い、問題の全容解明を政
府・与党に促すよう申し入れた。
６野党は柳瀬氏の証人喚問が実現しないとして、４月 20
日から審議拒否を続けている。柳瀬氏が首相官邸での学園
関係者との面会について「記憶にない」とした従来の説明
を変える方向となったことから、審議に復帰し、政府を追
及した方が得策との判断に傾いた。
自民、公明両党は７日昼に幹事長と国対委員長が会談。
今国会での最重要法案と位置づける働き方改革関連法案な
どの審議促進を確認する。
産経新聞 2018.5.7 22:52 更新
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派内の異論を抑えて
「宮沢支持」
を決めた一因にもなった。
るを得なかった。
「議員はみな、いまの首相で自分が議席を維持できるか
自民党幹部は７日夜、迷走した野党の国会戦術をこうあ
。東大の前田幸男教授はこう述べ、小選挙区制で
ざ笑った。
「野党は税金泥棒といわれるのが嫌だろうからな」 を考える」
さらにこの傾向が強まったと語る。昔は派閥主導で総裁が
（田中一世、小沢慶太）
決まったが、94 年に衆院への小選挙区制導入が決まってか
ら世論調査結果に反して総裁が決まった例は 98 年の小渕
世論が決める 総裁選データ
恵三（世論調査４位）
、07 年の福田康夫（同４位）両氏が
2018/5/8 6:30 情報元日本経済新聞 電子版
目立つくらいだ。
自民党総裁選を占ううえで重要なのは世論だ。総裁は選
世論と総裁選の関係を調べると、総裁選後に自民党の政
挙の顔。
党員や党所属議員に
「世論の支持がある人がいい」
党支持率が上がる現象も浮き彫りになる。総裁選の前後３
との判断も働く。日本経済新聞社の世論調査の「新総裁に
カ月で自民党の支持率の平均値を比べると、過去 10 回の
ふさわしい人物」
「自民党支持率」と総裁選の関係を分析し
総裁選で選挙後に支持率が上昇したのは７回。01 年以降の
た。
７回でみるとうち６回で、政党支持率が上がらなかったの
は野党転落時の 09 年だけだ。
「戦いが盛り上がって良かった」
。ある自民党議員は 12
年総裁選を振り返る。当時の与党・民主党の勢いが落ち、
新総裁が次期首相になる可能性が高まると、安倍氏が 40
年ぶりの決選投票を制した。自民党支持率は野党転落後、
最高の 37％に跳ね上がった。
「政局と世論調査の関係はニュートラルではない。政局
が動くと世論調査が行われ、その結果でまた政治家が動く
相互関係だ」
。前田教授は話す。９月の総裁選まで、自民党
内でも世論を注視して政局が動く。
（甲原潤之介）
自民・石破氏「特別扱いか否か」＝柳瀬氏の加計面会
自民党の石破茂元幹事長は７日のＢＳフジの番組で、加
計学園関係者との面会を認める方向の柳瀬唯夫元首相秘書
４月 27～29 日の世論調査で、新総裁にふさわしい人物
官（経済産業審議官）が国会招致されることについて、
「
（獣
の１位は安倍晋三首相と小泉進次郎筆頭副幹事長が 26％
医学部新設で）加計学園だけが特別扱いされていないかが
で並んだ。３月に１位だった石破茂元幹事長は 21％で３番
論点だ」と述べた。
手に後退した。
石破氏は「ほかに新設の希望を持っていたところにも首
1990 年代以降の過去 10 回の総裁選のうち、日経新聞が
相秘書官は会ってくれたか。多分、会ってくれなかったと
直前の世論調査で「次の総裁・首相にふさわしい人」を聞
思うし、声もかからなかったと思う。だとしたら、それを
いたのは９回。そのうち自民党議員の中で１位の人が総裁
特別扱いと言うのか言わないのか」と指摘した。
になったのは６回に上る。総裁は党員・党友による地方票
これに先立ち、福井市内では記者団に「安倍晋三首相が
と所属国会議員票で決まるが、世論調査の人気とほぼ同傾
『真相を明らかにする』とおっしゃっているのだから、関
向で総裁が選ばれている。
係された方々が首相の気持ちにどれだけきちんと応えるか
2001 年総裁選は投開票２カ月前、
２月の日経の世論調査
（時事通信 2018/05/07-23:24）
で小泉純一郎、橋本龍太郎両氏が 10％の１位タイで並んだ。 だ」と語った。
最大派閥を率いる橋本氏が有利と言われた。
石破氏、首相の民主党時代との比較は「誰も聞いてない」
だが「古い自民党をぶっ壊す」と叫んだ小泉氏がブーム
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 8 日 01 時 37 分
を起こす。各県で１位になった候補が割り振られた３票を
（安倍晋三首相の信頼低下への指摘に対し）予算委員会
総取りした効果もあって、小泉氏は地滑り的な大勝を果た
で聞いていて、
（安倍首相から）
「民主党時代はどうだった
した。
世論調査で総裁選が動いたといわれる例は少なくない。
んですか」という話がすぐ出る。誰もそんなことは聞いて
91 年総裁選では、日経世論調査で誰が首相になると思うか
いない。民主党と比べてどうのこうのではなく、自民党、
を聞くと、宮沢喜一氏が 37％で渡辺美智雄、三塚博両氏ら
公明党の連立政権はどうなんですかって話であり、前より
に大差をつけた。当時の最大派閥、竹下派の金丸信会長が
良かったからいいでしょって話にはならないし、民主党政
8

権が我が党の政権にかわって５年以上たっている。５年も
前のことを言われても、
国民はそんなことは聞いていない。

大会後の記者会見で、大塚氏は次期衆院選での政権交代
を目指す考えを表明。連立政権を視野に立憲などと連携し
ていく意向を示した。玉木氏は新党の国会対応に関し「原
則、審議拒否はしない方針で臨みたい」と語った。
（時事通
信 2018/05/07-20:52）
国民民主が会派届け出 衆参両院の勢力分野決まる
共同通信 2018/5/7 23:10
希望の党と民進党の合流に伴う新党「国民民主党」は 7
日、衆参両院の事務局に会派を届け出た。衆院の会派「希
望の党・無所属クラブ」の名称を「国民民主党・無所属ク
ラブ」に、参院の会派「民進党・新緑風会」の名称を「国
民民主党・新緑風会」にそれぞれ変更。新党不参加者の会
派離脱なども届け出た。
参院会派には国民民主党に加わっていない無所属議員が
1 人含まれている。
また、国民民主党に参加しなかった中山成彬、井上一徳
両氏が衆院に新会派「希望の党」の結成を届け出た。
両院の会派別勢力分野は次の通り。
【衆院】
自民党 283▽立憲民主党・市民クラブ 54▽国民民主党・
無所属クラブ39▽公明党29▽共産党12▽日本維新の会11
▽無所属の会 10▽自由党 2▽社民党・市民連合 2▽希望の
党 2▽無所属 21
【参院】
自民党・こころ 125▽公明党 25▽国民民主党・新緑風会
24▽共産党 14▽日本維新の会 11▽立憲民主党 7▽希望の
会（自由・社民）6▽希望の党 3▽無所属クラブ 2▽沖縄の
風 2▽国民の声 2▽無所属 21

自民党の石破茂元幹事長
石破茂・自民党元幹事長（発言録）
我々が野党の時も心掛けたのは、国民が何なんだろうと
思っていることを代弁しなければいけない。私は予算委員
会の筆頭理事をやっていたが、鳩山（由紀夫元首相）さん
とか菅（直人元首相）さんに、失礼だけど「この時間はあ
なたの時間じゃない、国民の時間だから、どうでもいい話
を延々として、時間をつぶさないで下さい」と何度か申し
上げた。どんな政権になろうと一緒で、質疑時間は国民の
時間なんだから、国民が聞きたいことを野党は聞く、政府
は答えなきゃいけないことを答える。議会の役割を果たさ
なきゃいかんのは、政府も与党も野党も同じ責任を負って
いる。
（ＢＳフジの番組で）
国民民主党、６２人で発足＝共同代表に大塚・玉木氏

設立大会でがんばろう三唱をする新党「国民民主党」の国
会議員ら＝７日午後、東京都千代田区
民進党と希望の党の所属議員は７日、東京都内のホテル
で新党「国民民主党」の設立大会を開き、暫定的な共同代
表として、民進の大塚耕平、希望の玉木雄一郎両代表を選
任した。任期が切れる９月末までに代表選を実施する。新
党参加者は衆院議員３９人、参院議員２３人の計６２人。
引き続き立憲民主党が野党第１党となる。参院では公明党
の２５議席を下回り、第３会派となった。

国民民主党が６２人で発足 ４割が離脱、勢力大幅に後退
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 7 日 18 時 37 分
民進党と希望の党は７日、新党「国民民主党」を結成し
た。民進、希望の国会議員計１０９人のうち、合流したの
は６２人（衆院３９人、参院２３人）で、４割余の４７人
が離脱した。新党の勢力は、衆院で野党第１党の立憲民主
党の５６人に及ばず、参院は野党第１党ながらも民進の４
１人から大幅に後退した。与党・公明党の２５人も下回っ
た。
昨年の衆院選で３分裂した旧民進勢力の今回の再編では、
新党結成に関わらなかった立憲が結果的に６２人から７２
人（衆院５６人、参院１６人）に勢力を伸ばした。
東京都内のホテルでこの日あった新党設立大会では、民
進の大塚耕平と希望の玉木雄一郎の両代表が新党の共同代
表に就くことを確認。このほか、希望から古川元久氏を幹
事長、泉健太氏を国会対策委員長に、民進から平野博文氏
を総務会長、足立信也氏を政調会長に選んだ。新党は民進
を存続政党とし、希望は解散して吸収される。８日に総務
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省に届け出る。
新党に合流しなかったのは、
民進が２９人
（衆院１１人、
参院１８人）
。このうち１０人（衆院１人、参院９人）が立
憲に入党届を出した。無所属になった議員に立憲会派入り
を探る動きもある。希望は衆院の１３人が無所属になり、
希望結党メンバーら５人が
「希望の党」
を新たに結成した。
旧民進勢力の分裂につながる判断をした民進前代表の前原
誠司氏は希望から国民に合流した。
大塚耕平氏に聞く「国民民主党」の決意と展望
朝日新聞デジタル 05 月 06 日 03:00

大塚耕平氏＝東京都千代田区の参院議員会館
民進、希望両党が合流してつくる新党「国民民主党」が
７日に結党する。民進代表で県連代表も務める大塚耕平参
院議員に、結党の決意や今後の展望を聞いた。
――新党結成の抱負は。
「昨年の総選挙で（民進が分裂し）野党が不自然な状況
になった。少しでも立て直さないと国民に申し訳ない。野
党が大きな塊となって与党と対峙（たいじ）できる状況を
つくらないといけない。野党再編に向けた第一歩だ」
「安倍政権の問題が深刻化している。事実を隠蔽（いん
ぺい）
・改ざんしたり、議論を避けたり、圧力をかけたり、
権力を乱用したり、民主主義の危機といっていい状況だ。
国民の生活を向上させて民主主義を守るのが、新党の使命
だと確信している」
――民進も希望も支持率が低迷。打開できますか。
「国民民主は新しい国民政党。これまでの経過や支持率
は気にしていない。信頼を得られるよう、ゼロからスター
トするまでだ」
――県内では結党を目前に民進の県議、市議の離党が相
次いでいます。
「それぞれの選挙区事情で無所属に、というのはやむを
得ないかもしれない。国民民主の綱領や基本政策は民進の
流れを踏襲するので、こぞって参加してほしい。県内の地
方議員は新政あいち（民進地方議員が設立した政治団体）
には残っている。新政あいちでしっかり結束してほしい」
――県選出の斎藤嘉隆参院議員が無所属に移る意向を固
めるなど、国政でも新党に参加しない動きがあります。
「民進代表に就任したときから（民進、希望、立憲民主
の）３党が連携し、野党が団結しないといけないと言って
いる。所属が違っても野党は協力しないといけない」
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――来夏の参院選愛知選挙区は改選数が２０１３年より
１増え、立憲が候補者を擁立する方針です。どう対応しま
すか。
「国民民主としては当然、候補者を擁立する。だが、擁
立の人数も含めて具体的な対応は結党後の動向を見極めな
いといけない。現時点では白紙だ」
――もし衆院が解散されたら、立憲との関係はどうしま
すか。
「９月の自民党総裁選で安倍（晋三）さんが３選しよう
と思えば、解散に打って出るしかない。
（安倍氏に代わる）
新総裁になれば、年末の解散か、来年の参院選に合わせた
解散の可能性がある。当然、野党が足を引っ張り合ってい
る場合ではない。国民民主と立憲ですみ分けをしなければ
ならない」
――立憲県連は来春の統一地方選の県議選などで、定数
複数区に候補者を擁立する方針を示しています。
「共倒れは避けなければならない。立憲県連の近藤昭一
代表とは緊密に連絡を取り合っていきたい」
（聞き手・堀川
勝元）
◇
〈国民民主党〉 民進党を存続させ、希望の党が解散し
たうえで一部が合流する「存続合併」の形をとる。民進、
希望の議員から不参加表明が相次ぎ、県内では民進の斎藤
嘉隆参院議員が７日に離党し、無所属になる方針。民進地
方議員は自動的に国民民主の所属となるため、１〜２日に
県議と市議計１７人が離党届を出した。
◇
おおつか・こうへい １９５９年生まれ、
名古屋市出身。
早大卒業後、日本銀行に約１８年間勤め、在職中に早大大
学院で博士号を取得。２００１年の参院選愛知選挙区で初
当選し、現在３期目。民主党政権で厚生労働副大臣などを
務めた。民進党が分裂した昨年１０月の衆院選後に党代表
に就任した。
国民民主党 結党 ６２人、野党第１党ならず
毎日新聞 2018 年 5 月 8 日 東京朝刊

国民民主党設立大会で握手を交わす大塚耕平共同代表
（左）
と玉木雄一郎共同代表＝東京都千代田区で２０１８年５月
７日午後１時３４分、梅村直承撮影
希望の党と民進党による新党「国民民主党」の設立大会
が７日、東京都内のホテルで開かれた。参加国会議員は衆
院３９人、参院２３人の計６２人で、両党議員計１０７人

の６割弱にとどまった。国会議員数は立憲民主党を下回り
「野党第１党」に届かなかった。大会では、共同代表に希
望の玉木雄一郎代表、民進の大塚耕平代表が就くことが承
認された。幹事長は希望の古川元久幹事長が務める。共同
代表の任期は９月末まで。８日に総務省に設立届を提出し
て正式に結党する。
希望は総務相あてに解散届を７日に提出して受理された。
民進党は「存続政党」となり、改名した「国民民主党」に
希望が合流する。
大会で大塚氏は「国民に政権選択の機会を提供する責務
がある」と強調。玉木氏は「政権を厳しく追及すると同時
に新しい政策も提案していく」と表明した。
「国民が主役の
中道改革政党を創る」とした綱領や基本政策も正式決定し
た。
民進は５３人の過半数の２７人が離党届を提出して新党
には不参加。うち１０人が立憲民主党に入党届を出した。
希望は５４人中３６人が新党に参加。希望結成時のメンバ
ーの細野豪志衆院議員を含め１３人は参加を見送った。松
沢成文参院議員ら５人は「分党」手続きを取り、改めて「希
望の党」を結成する。
【遠藤修平、松倉佑輔】
国民民主党 参院会派、公明を下回る
毎日新聞 2018 年 5 月 8 日 東京朝刊
国民民主党は７日、衆参各院の事務局に会派の変更を届
け出た。衆院の名称は「希望の党・無所属クラブ」から「国
民民主党・無所属クラブ」
、参院は「民進党・新緑風会」か
ら「国民民主党・新緑風会」に変更した。
参院会派は同日付で民進を離党した小川敏夫前参院議員
会長ら１７人の退会を届け出た。人数は無所属の舟山康江
氏を加えて２４人で、公明党の２５人を下回った。立憲民
主党には小川氏ら９人が７日に入党届を提出。残り８人の
うち７人が立憲と会派を組み、立憲会派は２３人に伸びる
見通し。
衆院では
「無所属の会」
から国民民主に参加した３人と、
立憲民主党に近い菊田真紀子氏が離脱。分党で設立される
希望の党の２人は、新会派「希望の党」を届け出た。
衆参両院の勢力分野は次の通り。
【衆院】自民２８３▽立憲・市民クラブ５４▽国民・無
所属クラブ３９▽公明２９▽共産１２▽維新１１▽無所属
の会１０▽自由２▽社民・市民連合２▽希望２▽無所属２
１
【参院】自民・こころ１２５▽公明２５▽国民・新緑風
会２４▽共産１４▽維新１１▽立憲７▽希望の会（自由・
社民）６▽希望の党３▽無所属クラブ２▽沖縄の風２▽国
民の声２▽無所属２１（民進離党者１７人を含む）

毎日新聞 2018 年 5 月 8 日 東京朝刊
希望の党と民進党による新党「国民民主党」は８日、総
務省に略称「国民党」で届け出る予定だ。国民党と民進党
はいずれも台湾の２大政党の名前。リベラルなイメージも
ある民進党から保守のイメージが強い国民党に党名が変更
される形になったことには、ちぐはぐ感も漂っている。
民進党執行部は当初、新党名や略称に「民主党」を用い
ようとした。しかし、昨年の衆院選直前に結党した立憲民
主党が略称「民主党」で届け出済みのため、断念した経緯
がある。
【遠藤修平】
国民民主党 「新党の影響限定的」 与党様子見
毎日新聞 2018 年 5 月 8 日 東京朝刊
与党は国民民主党の結成を冷ややかに見ている。国民民
主の規模は６０人超で、立憲民主党に続く野党第２党にと
どまるからだ。与党は「新党の影響は限定的」と見ている。
「新しい方向を歩むということだから、我々はじっと見
つめている」
。
自民党の二階俊博幹事長は７日の記者会見で、
国民民主の国会対応などを注視する考えを示した。公明党
の大口善徳国対委員長も「理念・政策に基づいて議論が活
発に行われるよう国民は望んでいる」と注文を付けた。
ただ、国民民主の発足直前に不参加者や希望、民進両党
から離脱者が相次ぎ、自民幹部は「新党ができる前に離党
者が出る例はあまりない。ユニークなことだ」と余裕を見
せた。
【木下訓明】
国民民主党 結党 地方、依然「共闘」探る 小池知事、
こういう形は残念
毎日新聞 2018 年 5 月 8 日 東京朝刊
希望の党を結党した東京都知事の小池百合子氏は７日、
都庁で報道陣の取材に応じ、
「こういう形で、分かれて活動
するというのは大変残念」と語った。自身の新党などへの
参加については「都政にまい進させていただく。国政につ
いては関与を避けたい」と否定した。
小池氏は昨年１０月の衆院選で、自身の「排除発言」な
どから希望の党が惨敗したと党内から批判を受け、代表を
退いた。小池氏は「良かれということで本来、集まった方々
だ。少しでも日本の希望をかなえていただけるような体制
をお願いしたい」と注文した。
民進の都連関係者からは「国会議員の論理で分裂や合流
が繰り返されては地方組織はついていけない」と不満の声
も。都連は今週末にも組織としてどう存続するのか協議す
る。
「希望の党」の名前を引き継ぐ松沢成文参院議員は記者
会見で、小池氏が希望の党の特別顧問の役職から外れると
明らかにした。
【森健太郎、芳賀竜也】

国民民主党 ○「国民」×「民主」 略称に保守のイメー
ジ

野田前首相、新政治団体設立へ「立憲・国民民主も包む」
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朝日新聞デジタル古賀大己、寺崎省子 2018 年 5 月 7 日 12
時 30 分

ると発表した。

民進党への離党届提出と、
「希望の党」の党名を継承した新党結成の記者会見をする
松沢成文参院議員（７日午後、国会内で）＝青山謙太郎撮
影
小池百合子東京都知事に特別顧問就任を打診したが、小
池氏は「都政に専念したい」と固辞したという。
新党の代表に就任する松沢氏は、
「小池氏と作った改革保
守路線を発展させたい」と述べた。憲法９条改正や安全保
障関連法の容認など、保守色を前面に出す考えだ。

千葉県で政治団体をつくる計画を発表する野田佳彦前首相
＝７日午前１０時７分、千葉県庁
衆院会派「無所属の会」で活動する野田佳彦前首相は７
日、千葉県庁で記者会見し、同県内に新たな政治団体を近
く設立すると発表した。民進党に離党届を出したことも明
らかにした。今後は民進、希望両党が合流して結成される
国民民主党には参加せず、新設する政治団体の代表に就任
する。
野田氏は会見で「
（県内で活動する）立憲民主党、国民民
主党の議員も参加可能とし、緩やかな政治団体で包み込み
たい」と述べた。来春の統一選や、その後の参院選の候補
者調整など野党間の連絡調整役を担う方向という。１カ月
後には正式に旗揚げし、民進党元代表の岡田克也衆院議員
らが結成した三重県の地域政党「三重新政の会」などとの
連携も模索する。
野田氏はこの日午前、民進党に離党届を提出し、国会で
は引き続き無所属で活動することも表明した。
「政権交代可
能な政治を実現するには、新党に参加するより無所属で野
党を結集する方がベターだと判断した」と話した。
（古賀大
己、寺崎省子）

「子どもたちは未来を築く」かこさん、最後まで平和願い
朝日新聞デジタル見市紀世子 2018 年 5 月 8 日 05 時 05 分

かこさとし（加古里子）さん＝２月

松沢氏ら 5 人が「希望」継承 小池知事は顧問固辞
共同通信 2018/5/7 21:25
新党「国民民主党」に参加せず「希望の党」の名称を継
承する松沢成文参院議員は 7 日、国会内で記者会見し、自
らの党代表就任を発表した。
小池百合子東京都知事に対し、
特別顧問の就任を要請したものの「都政に専念したい」と
の理由から断られたと説明した。新たな希望の党には 5 人
の国会議員が参加する。
松沢氏は「国民のためになる憲法改正を目指す。9 条も
含めしっかり議論する」と強調。小池氏は役職に就かない
ものの、個別政策では連携したいとした。
幹事長に行田邦子参院議員、政調会長に井上一徳衆院議
員を起用する役員人事も公表した。
新「希望」結成、小池氏は特別顧問就任を固辞
読売新聞 2018 年 05 月 07 日 19 時 12 分
希望の党の結党メンバーだった松沢成文参院議員らは７
日、国会内で記者会見し、同じ名前の新党を５人で結成す
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２８日、神奈川県藤沢市、見市紀世子撮影
２日に９２歳で亡くなった絵本作家のかこさとしさんは
最晩年まで、創作に意欲を燃やしていた。背景には、戦争
への反省と平和への願い、将来を担う子どもたちへの思い
があった。
２月末、かこさんが小学校を卒業する時に描いた絵日記
が出版されると聞き、神奈川県藤沢市の自宅を訪ねた。緑
内障を患い、体力も落ちたと話していたが、休憩を挟みな
がら１時間余り、当時の思い出を振り返った。
福井や東京で過ごした幼少期のことを、昨日のことのよ
うに覚えていた。小学６年生のころの絵日記を「幼稚で恥
ずかしい」と謙遜しながら、
「私の子ども時代はずっと戦争
でした。繰り返してはいけない」と力強く語った。
一段と言葉に熱がこもったのは、未来の子どもたちへの
思いを聞いた時だった。
敗戦時に１９歳だったかこさんは、
「手のひらを返すように『おれは戦争に反対だった』と話
す当時の大人に愛想が尽きた」
という。
こうした思いから、
戦後、企業で働きながら生活に苦しむ人々を支える運動に
参加し、子ども会活動に尽力した。
「子どもといえども、一

人ひとりが個性や感性を持っている」と教わったという。
創作意欲は衰えず、１月に３冊新刊絵本を出版。
「今も新
作の構想がある」と語り、
「時間がなくて」と繰り返した。
「子どもたちは未来を築く」と語ったかこさんは、数多く
の作品を世に送り出した。通底するのは、子どもたちの個
性や感性への敬意だったと感じる。
（見市紀世子）
子どもの審美眼に学び、未知の世界へ… かこさとしさん
朝日新聞デジタル佐々波幸子 2018 年 5 月 7 日 19 時 55 分

人気絵本の主人公「だるまちゃん」のぬい
ぐるみを抱いた、かこさとしさん＝２０１６年３月、神奈
川県藤沢市の加古総合研究所
絵本作家で児童文化研究家のかこさとし（加古里子）さ
んが、９２歳で亡くなった。
生涯現役で、絵本を通してメッセージを送り続けた。
「子
どもであっても、自分の考えを持ち、行動できるようお手
伝いするのが私の使命」
と穏やかな口調でよく語っていた。
原点は、１９歳で迎えた敗戦にある。
少年時代、飛行機乗りの軍人にあこがれ、航空士官を志
した。近視が進み断念したが、ともに軍人を目指した級友
たちは皆、特攻機で死んでいった。自分は「死に残り」だ
という思いが消えなかった。
東京大工学部を卒業後、昭和電工に入社。勤めの傍ら、
焼け野原にバラックが並ぶ川崎市で、生活に苦しむ人々の
医療や教育を支えるセツルメント運動に加わった。子ども
会活動に力を注いだのは、軍国少年だった自分のような判
断の過ちを犯さぬように、という悔恨が根底にあったから
だ。
川崎の子どもたちに自作の紙芝居をよく見せた。つまら
ないと、すーっと消えてザリガニ釣りに行ってしまう。最
後まで見てもらえる作品を、と一から作り直した。
「師匠を
もたない自分は、子どもの審美眼に学んだ」と振り返って
いた。
「子どもは自ら楽しみを生み出す力を持っている。大人
が力を注ぐべきことは、子どもが興味を持った世界に一歩
ずつ入り、深いところまで行き着けるよう誘（いざな）う
こと」だと確信し、実践したのが、
『かわ』
『海』
『地球』
『宇
宙』など一連の科学絵本だ。身近な事柄から未知の世界へ
と、気づかぬうちに理解が広がるよう、時にはふすま２８
枚分の下絵を描き直し、伝え方に工夫を重ねた。
セツルメント時代には、鬼遊びや石蹴り、絵かき遊びな
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ども子どもたちから教わった。化学者らしい目で観察し、
のちに講演に行く先々でこうした遊びについて尋ね、
分析。
２９万点を超す資料を基にまとめたのが、菊池寛賞を受賞
した『伝承遊び考』
（全４巻）だ。
８９歳のとき、
「元気のひみつ」を伺う取材で、
「早起き」
や「風呂でごしごし体をこする」に加え、
「相手から学び取
る」姿勢を挙げたことにハッとさせられた。
「おぬし、なか
なかやるな」という目で、そりの合わない上司とも、畑を
荒らすカラスとも関わった。
「制作中の絵本や児童行動論の原稿もあり、童話集の出
版も予定されていて、最期まで仕事のことを考えていまし
た」と長女の鈴木万里さん（６１）は言う。
１９歳から７３年間、ぶれない生き方だった。
（佐々波幸
子）
■「ぐりとぐら」作者・中川李枝…
袴田事件の再審是非、６月１１日に判断 東京高裁
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 7 日 17 時 00 分
１９６６年に静岡県で一家４人が殺害された事件で死刑
が確定し、静岡地裁が再審開始を決定して釈放された袴田
巌さん（８２）＝浜松市＝について、東京高裁（大島隆明
裁判長）は再審開始の是非の決定を６月１１日に出すこと
を決め、関係者に通知した。地裁の再審開始決定を不服と
して、検察側が高裁に即時抗告している。
袴田さんは裁判で無罪を主張して最高裁まで争ったが、
８０年に死刑が確定。静岡地裁は２０１４年３月、
「犯行時
の着衣」とされたシャツから袴田さんとは別人のＤＮＡ型
を検出した本田克也・筑波大教授の鑑定などを根拠に再審
開始を決定。
「捜査機関による証拠捏造（ねつぞう）
」の可
能性も指摘し、袴田さんは即日で釈放された。検察側は本
田教授の鑑定について「独自の手法で信用できない」など
と主張。高裁では約４年にわたって審理が続き、本田教授
の鑑定手法が最大の争点となってきた。
◇
袴田さんは現在、浜松市内で姉の秀子さん（８５）と暮
らす。周辺を歩くことが日課だが、半世紀近くにわたった
拘禁生活の影響は大きく、意味が通じない発言が多い。自
分のことを「神」や「天皇」と語ることもある。秀子さん
によると、最近は笑顔が増えているが、
「精神的にはまだま
だ治っていない。半分くらいはまだ自分の世界の中」とい
う。
袴田事件 再審 高裁結論は６月１１日
毎日新聞 2018 年 5 月 8 日 東京朝刊
１９６６年に起きた「袴田事件」で死刑が確定し、２０
１４年の静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌元被
告（８２）の即時抗告審で、東京高裁（大島隆明裁判長）
は７日、結論に当たる決定を６月１１日に出すと明らかに

した。
事件から４８年ぶりに袴田さんが釈放されて約４年。
高裁も再審開始を認めるかどうか注目される。
袴田さんの支援者によると、東京高裁は１日、弁護団に
対し、即時抗告審の決定を出す候補日を複数打診。弁護団
は候補の中から６月１１日を選んで７日に回答し、正式決
定に至ったという。東京高裁では、地裁が「新証拠」と認
めたＤＮＡ型鑑定の手法の是非などが争点となった。
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