2018 年 5 月 8～9 日（時事、共同、朝日、ＮＨＫ）
幹部自衛官暴言処分、自衛隊改憲署名、政局、国民民主党、
新潟県知事選、財務省セクハラ
自衛官処分「意外に軽い」＝暴言問題、早々の幕引き－制
服組

自衛官の暴言問題で、防衛省が公表した最終報告書＝８日
自衛隊を運用する防衛省統合幕僚監部の３等空佐が小西
洋之参院議員に
「国益を損なう」
などの暴言を吐いた問題。
幹部自衛官が国民の代表である国会議員に罵声を浴びせる
という文民統制を揺るがしかねない問題だったが、防衛省
は８日、
「お前は国民の敵」発言は確認できないとする最終
報告をまとめ、暴言から３週間余りで３佐を訓戒処分にし
た。早々に幕引きを図った印象は否めず、実力組織の自衛
隊の規律に緩みがないか徹底した再発防止が求められる。
制服組からは
「意外と処分は軽かった」
との声が聞かれた。
防衛省は、３佐が４月１６日に暴言を吐いた８日後、小
西氏から聞き取り調査をしないまま
「
『国民の敵とは言って
いない』
」とする３佐の主張を中間報告として公表。同氏は
「発言の組織的隠蔽（いんぺい）
」と批判していた。
暴言の現場には警察官が駆けつけたが、警視庁麹町署は
「対応に当たった警察官は文言のやりとりは聞いていない」
と防衛省に回答。
「国民の敵」発言の裏付けはとれず、同省
は「気持ち悪い」
「ばか」などの暴言を認定し、調査は終了
した。

過去の処分事例などを踏まえ総合的に判断した」と説明し
た。
３佐は暴言を吐いた当時、統幕指揮通信システム部で日
米の通信関係の仕事をしていた。３佐は現場の部隊に出れ
ば、十数人以上の部下を持つ立場になることもある。暴言
問題後、統幕総務部付になっていたが今月中旬に、航空自
衛隊西部航空方面隊司令部（福岡県春日市）に異動する。
問題発覚当初、自衛隊幹部は「懲戒処分になってもおか
しくない」と話していた。８段階の処分の中で３番目に軽
い訓戒処分にとどまったことに幹部は「処分の基準がある
とはいえ予想外に軽かった」と話した。
自衛官の言動をめぐっては、２００８年に日中戦争をめ
ぐる歴史認識で、政府見解と異なる主張を論文に発表した
当時の田母神俊雄航空幕僚長が更迭されたほか、１０年に
は日米同盟に関して当時の鳩山由紀夫首相に批判的な発言
した陸上自衛隊の連隊長が注意処分を受けた。
（時事通信
2018/05/08-23:35）
参院議員に暴言の自衛官を訓戒処分＝防衛省
幹部自衛官が小西洋之参院議員に暴言を吐いた問題で、
防衛省は８日、
「ばか」などと発言し、品位を保つ義務に違
反したとして、統合幕僚監部に所属する３０代の男性３等
空佐を訓戒処分とした。小西氏が主張する「お前は国民の
敵だ」との発言については、主張の食い違いから認定を見
送った。
訓戒処分は、昇任に直接影響する懲戒処分には至らない
処分。同省は処分理由について、総合的に判断したとして
いる。その場で発言の撤回と謝罪が受け入れられたことも
考慮したという。
防衛省によると、３佐は４月１６日夜、勤務後のジョギ
ング中、東京・永田町の参院議員会館前で、小西氏に遭遇。
口論になり、小西氏に「日本の国益を損なうことをしてい
る」
「ばかなのか」などと発言した上で、
「気持ち悪い」と
ののしった。
３佐は小西氏について、安全保障関連法に反対している
イメージがあったといい、
「国のために働け」と大声を出し
た こ と か ら 口 論 に な っ た と い う 。（ 時 事 通 信
2018/05/08-19:34）
小西議員に暴言の 3 等空佐、訓戒 「国民の敵」発言は認
定せず
共同通信 2018/5/8 21:42

防衛省の外観＝４月２０日、東京都新宿区
同省は３佐の処分について、特定の政党を反対・支持す
ることを目的にした政治的行為はなく、文民統制を否定す
る評価にもならないとし、自衛隊法の「品位を保つ義務」
に違反したと判断。昇任に影響が出る懲戒にしなかった理
由については
「勤務外での私的な場での発言だったことや、
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官邸に入る小野寺防衛相＝8 日午後、首相官邸
防衛省は 8 日、統合幕僚監部の 30 代の 3 等空佐が小西
洋之参院議員に「国益を損なう」などと暴言を吐いた問題
の最終報告を公表し、3 佐を内部規定に基づく訓戒処分と
した。品位を保つ義務を規定した自衛隊法に違反するが、
私的な立場の言動で
「シビリアンコントロール
（文民統制）
を否定するものではない」
とし、
より重い懲戒処分にせず、
小西氏が主張した「おまえは国民の敵だ」との発言も 3 佐
が否定したため認定しなかった。
小西氏は 8 日夜、国会内で記者団の取材に応じ「不十分
な調査で組織的な隠蔽だ」と指摘し、小野寺五典防衛相や
河野克俊統幕長の辞任を求めた。

かり、防衛省が調査を行っていました。
その結果、小西議員に対して、
「あなたがやっていることは
日本の国益を損なうようなことじゃないか」とか、
「こんな
活動しかできないなんてばかなのか」などと暴言を繰り返
したことが確認されたということです。
防衛省は、こうした言動が自衛隊法で定められた「品位を
保つ義務」に違反すると判断し、３等空佐を８日付けで訓
戒処分にしました。
訓戒は、懲戒処分には至らないと判断された場合の処分の
一つで、防衛省は、３等空佐が当時、ランニング中で私的
な立場だったことや、過去の事例などを踏まえて判断した
としています。
３等空佐は
「申し訳ございませんでした」
と話して反省し、
現在は別の部署に異動しているということです。
一方、小西議員は「
『国民の敵』などとののしられた」と話
していますが、３等空佐は一貫して否定しているというこ
とで、防衛省は、発言は認定できなかっとしています。
防衛省は、今回の処分にあたって、自衛官がこのような不
適切な発言を行うことは断じてあってはならないと、改め
てコメントしています。

小西議員、暴挙の認識なしと批判 3 等空佐の処分で
共同通信 2018/5/8 21:56

防衛相、3 佐暴言で処分公表へ 「適正に対処」
、自衛隊法
に違反
共同通信 2018/5/8 12:06

防衛省の処分発表後、取材に応じる小西洋之参院議員＝8
日午後、参院議員会館
防衛省統合幕僚監部の 3 等空佐が訓戒処分になったこと
に関し、暴言を浴びせられた小西洋之参院議員は 8 日、国
会内で取材に応じ「文民統制を否定する暴挙だという認識
が、防衛省の最終報告からは読み取れない。絶対に許され
る行為ではなく、
再発防止策をしっかり監督していきたい」
と述べ、同省の対応を厳しく批判した。
3 佐は、安全保障関連法制を巡る小西氏の姿勢に反発し
たのが暴言の引き金だったとしている。小西氏は「防衛相
に質問するのは、国会議員による究極の文民統制だ」と指
摘。
「それを否定する暴言だと認めなければ、自衛隊は成り
立ち得ない」
として、
防衛相や統合幕僚長の辞任も求めた。

閣議後の記者会見に臨む小野寺防衛相＝8 日午前、防衛省
小野寺五典防衛相は 8 日の閣議後記者会見で、防衛省統
合幕僚監部の 3 等空佐が小西洋之参院議員に「国のために
働け」などと暴言を吐いた問題について「処分の手続きが
進めば、
きょう中にも最終報告をとりまとめて公表したい」
と述べた。処分内容に関しては「過去の事例を踏まえて適
正に対処する予定」とする一方「手続きをした後、公表し
て詳しく説明させる」と多くは語らなかった。
防衛省関係者によると、品位を保つ義務を規定した自衛
隊法に違反したとして、戒告の懲戒処分や内部規定に基づ
く訓戒処分が検討されている。

暴言の幹部自衛官 「品位を保つ義務」違反で訓戒処分
ＮＨＫ5 月 8 日 18 時 59 分
先月、国会議員に対し、路上で暴言を繰り返した現職の幹
部自衛官について、防衛省は、自衛隊法で定められた「品
位を保つ義務」に違反すると判断し、
「訓戒」の処分にした
と発表しました。
「訓戒」の処分になったのは、東京・市ヶ谷にある統合幕
僚監部の指揮通信システム部に所属していた３０代の３等
空佐です。
３等空佐は、先月１６日の夜、国会近くの路上で、当時、
民進党の小西洋之参議院議員に対し暴言をはいたことがわ

議員に暴言、統幕３佐を訓戒処分 「気持ち悪い」など
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 8 日 13 時 34 分
防衛省統合幕僚監部に勤務する３０代の男性３等空佐が
小西洋之参院議員に暴言を吐いた問題で、防衛省は８日に
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３佐を訓戒処分にする。３佐の発言は自衛隊法の「品位を
保つ義務」に違反すると判断。過去の事例を考慮したとい
う。関係者が明らかにした。
防衛省は３佐に対し、５０時間以上にわたり聞き取り調
査をするなどして最終報告をまとめた。それによると、３
佐は４月１６日午後８時４０分ごろ、小西氏に暴言を含む
不適切な発言を行ったと認定。
「自衛隊員が暴言を含む不適
切な発言を行うのは断じてあってはならない」
と指摘した。
調査の結果、３佐が「馬鹿」
「気持ち悪い」
「国益を損な
う」
「国民の命を守ることと逆行」などと発言したことを確
認。一方、
「国民の敵」と言ったかどうかについては、小西
氏から連絡を受けた防衛省の事務次官が「お前は敵だ」と
記憶し、人事教育局長がメモに記録していたが、３佐は一
貫して発言していないとした。

い、その送付先を自衛隊東京地方協力本部としていたこと
がわかった。同本部の会議室で改憲運動を議論したことも
あったという。
隊友会は公益社団法人で政治活動は禁じられていない。
だが現役の自衛隊員は政治活動を制限されており、誤解を
招きかねないとの指摘がインターネット上などで出ている。
東京都隊友会は署名活動の開始直後に自衛隊東京地本に
不適切だと指摘され、送付先を東京・市谷の防衛省の敷地
内にある隊友会事務局に変更したという。
都隊友会によると、同会は２０１５年５月、改憲団体「日
本会議」系の「美しい日本の憲法をつくる東京都民の会」
の発起団体に名を連ねた。退職者らに署名を呼びかける用
紙を作成した際、送付先を「東京地本予備自衛官課または
日本会議」
とした。
数百枚を配布した可能性があるという。
都隊友会の担当者は７日、取材に「事前に自衛隊に相談せ
ずに送付先にしてしまった。うかつだった」と釈明。自衛
隊東京地本に届いた署名はなかったという。
署名活動は退職者や一般の国民向けで、防衛省も「現役
隊員は署名の集約に一切、関わっていない」と説明してい
る。ただ同省は「
（隊友会など）協力団体に会議室を貸すこ
とはある」としており、ネット上では「民間団体の改憲運
動を支援している」
などと問題視する声もある。
（古城博隆）

自衛隊 OB 団体「改憲署名を」 呼び掛け、宛先が地方協
力本部
共同通信 2018/5/8 16:05
自衛官 OB らでつくる公益社団法人「隊友会」の支部「東
京都隊友会」が 2015 年 5 月、憲法改正を求める署名を呼
び掛け、
用紙の宛先を自衛隊東京地方協力本部
（東京地本）
のファクスにしていたことが 8 日、防衛省や隊友会事務局
への取材で分かった。
東京地本が不適切だと指摘し、直後に宛先を隊友会事務
局に変更。東京都隊友会は「現役隊員が政治活動している
疑いをかけられないように判断した」としている。
小野寺五典防衛相は、8 日の記者会見で事実関係を認め
「記述は東京地本と調整されたものではない。実際には署
名活動は行われていない」と説明した。

不祥事、
「働き方」法案で攻防＝野党復帰、国会正常化

「改憲署名を自衛隊にファクス」 OB 団体が呼び掛け
共同通信 2018/5/8 12:23
自衛官 OB らでつくる公益社団法人「隊友会」の支部「東
京都隊友会」が 2015 年 5 月、憲法改正を求める署名を呼
び掛け、
用紙の宛先を自衛隊東京地方協力本部
（東京地本）
のファクスにしていたことが 8 日、防衛省や隊友会事務局
への取材で分かった。東京地本が不適切だと指摘し、直後
に宛先は隊友会に変更された。
小野寺五典防衛相は、8 日の記者会見で事実関係を認め
「記述は東京地本と調整されたものではない。実際には署
名活動は行われていない」と説明した。
隊友会事務局によると、署名は東京都隊友会のホームペ
ージに掲載された事務局便りで呼び掛けられた。

衆院本会議で答弁する安倍晋三首相＝８日午後、国会内
国会は８日、立憲民主党など主要野党が審議に復帰して
１９日ぶりに正常化、論戦が再開した。安倍晋三首相は衆
院本会議で、学校法人「森友学園」
「加計学園」問題など一
連の不祥事について陳謝し、
再発防止に努める決意を表明。
野党側が政権批判を一段と強めるのに対し、与党側は６月
２０日の会期末をにらみ、
「働き方改革」関連法案など重要
法案の成立に全力を挙げる方針だ。
８日の衆院本会議では、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）新
協定関連法案が審議入りした。
首相は森友・加計問題や自衛隊日報問題などに関し、
「行
政全体に対する国民の信頼を揺るがす事態となり、行政府
の長として、自衛隊の最高指揮官として責任を痛感してい
る」と強調。
「国民の信頼回復に向け、首相の責務を果たし
ていく決意だ」と語った。共産党の笠井亮政策委員長が「ど
の問題も首相自身に直結している」と首相の責任をただし

改憲署名「自衛隊へ」 退職者組織が送付先に
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 8 日 05 時 00 分
自衛隊退職者の最大組織「隊友会」
（会員約７万２千人）
の支部「東京都隊友会」が憲法改正を求める署名活動を行
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問題などで野党の協力関係は大きな力になった」
と指摘し、
政権不祥事の追及などで国民民主党と連携を図る考えを強
調した。

たのに対する答弁。
４月２０日から主要野党が麻生太郎副総理兼財務相の辞
任などを求めて審議を拒否したため、法案処理の日程は与
党の想定より遅れている。これに関し、自民党の二階俊博
幹事長は８日の記者会見で、
「懸命に努力して乗り越えなく
てはならない」と述べ、審議促進の意向を示した。

立民に 11 人入党 衆参で 73 人 引き続き野党第１党に
ＮＨＫ5 月 8 日 19 時 07 分

国民民主党の結成に伴い、民進党を離党した１１人が、８
日、立憲民主党に入党し、所属議員は衆参両院で合わせて
立憲民主党の両院議員総会であいさつする枝野幸男代表
７０人余りで引き続き、野党第１党となりました。
（右）＝８日午後、国会内
野党は、加計問題に絡み１０日に行われる柳瀬唯夫元首
国民民主党の結成に伴い、民進党を離党した小川元法務大
臣ら参議院議員１０人と、衆議院の会派「無所属の会」に
相秘書官（経済産業審議官）の参考人招致や、首相が出席
する１４日の衆参両院予算委員会集中審議などの機会を捉
所属していた福田昭夫氏は、８日までに立憲民主党に入党
届を提出しました。
え、攻勢を掛ける。立憲の枝野幸男代表は８日の党会合で
立憲民主党は、８日の常任幹事会で全員の入党を正式に認
「政府・与党の乱暴、狼藉（ろうぜき）は極まっている」
め、所属議員は現在、会派を離脱している赤松衆議院副議
と訴えた。
長を除いて、衆参両院で合わせて７３人となり、引き続き
働き方法案の成否は終盤国会の焦点の一つ。衆院厚生労
野党第１党となりました。
働委は８日の理事懇談会で、同法案の質疑を９日に行うこ
福山幹事長は記者会見で、
「ともに戦っていく仲間が増えた
とで合意した。与党側は野党欠席中の補充質疑を認め、立
ということで、これまで以上に緊張感を持って審議に臨み
憲と国民民主党がそれぞれ提出した対案の並行審議も受け
たい」と述べました。
入れた。ただ、野党側は政府案の成立阻止を図る姿勢で、
激しい攻防が展開されそうだ。
（時事通信2018/05/08-18:52） また、立憲民主党は、参議院幹事長に蓮舫氏、参議院国会
対策委員長には那谷屋正義氏を充てる新たな人事を決めま
した。
新党不参加 11 人、立民に入党 衆参両院で 74 人に
共同通信 2018/5/8 23:21
野党、政権追及へ結束課題＝盟主狙う立憲、国民が対抗心
－国会

常任幹事会であいさつする立憲民主党の枝野代表（中央）
＝8 日午後、国会
立憲民主党は 8 日の常任幹事会で、新党「国民民主党」
の旗揚げに伴って民進党を離党した小川敏夫氏ら衆参両院
の国会議員 11 人の入党を承認した。立民所属議員は衆院
57 人、参院 17 人の計 74 人となった。参院の立民会派に
は無所属議員 6 人が参加し、23 人となる。
枝野幸男代表は会合冒頭「われわれの理念、政策を共有
してもらう仲間が目に見える形で増えるのはうれしい」と
歓迎した。
福山哲郎幹事長は会合後の記者会見で「森友、加計学園

国民民主党の両院議員総会に臨む共同代表の大塚耕平氏
（左）と玉木雄一郎氏＝８日午前、東京・永田町の同党本
部
立憲民主党など主要野党は８日、国会審議に１９日ぶり
に復帰、安倍政権の一連の不祥事への追及を再び本格化さ
せた。旧民進、旧希望両党の合流による国民民主党の旗揚
げを受け、構成の変わった野党陣営が結束できるかが課題
だ。立憲は国民民主への参加を見送った議員を受け入れて
勢力を拡大し、名実ともに野党の盟主を目指す。一方、不
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原則として国会審議を拒否しないとの党方針も表明した。
国民民主党は 8 日中に、結党に伴う一連の手続きを終え
る見通し。

参加続出で低調な出足の国民民主は、立憲への対抗心を隠
さず、独自色の発揮に腐心している。
「われわれの理念、政策を共有してくれる仲間が増える
のはうれしい。人数が多くなれば、国会内外の役割、責任
が大きくなる」
。
立憲の枝野幸男代表は８日の党常任幹事会
で、さらなる勢力伸長に意欲を示した。
立憲は、国民民主への不参加組を取り込み、参院会派を
従来の７人から３倍超の２３人に増やした。参院の野党第
１会派は国民民主の２４人だが、関係者によると、野田佳
彦前首相に近い長浜博行参院議員が通常国会後の同党離党
と立憲入りを検討。両党の勢力が逆転し、立憲が衆参とも
に最大野党会派となる可能性が出てきた。
一方、
国民民主は存在感を示そうと躍起だ。
「働き方改革」
関連法案の対案では、残業上限を政府案と同じ月１００時
間とする独自案を提出し、より厳しい月８０時間とする立
憲案と一線を画した。支持組織の連合への配慮から現実的
判断をしたとみられ、榛葉賀津也参院幹事長は記者会見で
「
（政権と）対決するところは対決する。解決を模索すると
ころは解決を模索する」と語った。
また、国民民主の泉健太国対委員長は会見で「原則、審
議拒否はしない」と述べ、立憲など他野党が審議拒否をし
ても同調しないことはあり得るとの見解を示した。
立憲と国民民主が主導権を争う展開になれば、野党間の
連携を構築できず、与党に付け入る隙を与えかねない。立
憲の辻元清美国対委員長は代議士会で「他の野党を批判せ
ず、全て批判は安倍政権に」と呼び掛けた。（時事通信
2018/05/08-19:18）

記者会見する国民民主党の泉国対委員長＝8 日午前、国会
「衆院選から半年」公明幹事長 国民民主党批判
ＮＨＫ5 月 8 日 15 時 21 分

民進党と希望の党による国民民主党の結成について、公明
党の井上幹事長は、去年の衆議院選挙から半年余りしかた
っておらず、結成した両党は選挙で得た民意に応えていな
いと批判しました。
公明党の井上幹事長は党の代議士会で、国民民主党につい
て「結党されたことはお祝い申し上げたい。特に『原則、
審議拒否はしない』と打ち出したことは国会の基本的な役
割を踏まえた方針だと思う」と述べました。
一方で井上氏は「去年１０月の衆議院選挙から半年余りし
かたっておらず、それぞれが政党を名乗って選挙で得た民
意はどうなるのか。国会の活動を通じて公約を実現して期
待に応えるのが基本的なスタンスでなければならず、説明
責任を果たすことが大事だ」と批判しました。

国民民主・玉木代表が訴え 「有権者の期待に応える」
共同通信 2018/5/8 12:23

衆院の会派「無所属の会」 大串氏ら加わり 12 人に
ＮＨＫ5 月 8 日 20 時 30 分
国民民主党の両院議員総会に臨む、共同代表の大塚耕平氏
（奥）と玉木雄一郎氏＝8 日午前、東京・永田町
国民民主党の玉木雄一郎共同代表は 8 日午前の両院議員
総会で「国民の期待に応えることができる政党をつくって
いく」と述べ、有権者への浸透に全力を挙げる考えを示し
た。同党は来年の統一地方選や参院選を見据え、選挙態勢
の構築を急ぐ構えだ。
泉健太国対委員長は記者会見で、国会論戦を通じ、安倍
政権に対峙する姿勢を強調した。森友、加計学園問題に触
れ「政権は疑惑の解明に後ろ向きで、有権者は納得してい
ない。
国会論戦の中で物事を解決していきたい」
と語った。

国民民主党の結成に伴い、岡田前副総理が代表を務める衆
議院の会派「無所属の会」は、一部の議員が離脱する一方
で、新たな議員が加わり、合わせて１２人の会派になりま
した。
衆議院の会派「無所属の会」は、民進党の党籍を持つ議員
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（時事通信 2018/05/08-16:49）

など１４人が所属していましたが、国民民主党の結成に伴
い、立憲民主党や国民民主党に入党するなど、８日までに
５人の議員が離脱しました。
一方で、
国民民主党に参加しなかった大串博志氏ら３人が、
８日、会派に加わる手続きを行い、所属議員は合わせて１
２人になりました。
これを受けて、衆議院の会派「無所属の会」は、民進党を
離党した岡田氏が、引き続き、代表を務めるとともに、大
串氏を幹事長に充てる人事を決めました。

新潟知事選、与野党対決に 野党統一の女性県議出馬へ
共同通信 2018/5/8 21:44
新潟県の米山隆一前知事辞職に伴う知事選を巡り 8 日、
同県の池田千賀子県議（57）が県庁で記者会見し、立候補
を表明した。米山県政を支えた共産、社民、自由各党など
が支援する無所属の野党統一候補となる見通し。自民、公
明両党は海上保安庁の花角英世次長（59）を擁立する方針
だ。東京電力柏崎刈羽原発の再稼働問題を争点に与野党対
決の構図になるとみられる。
池田氏は記者会見で、同原発の再稼働に慎重姿勢を取っ
た米山氏の方針を評価。米山氏が着手した、再稼働の是非
の判断に向けた県独自の安全性検証を「きちんと成し遂げ
る必要がある」とした。全国で原発数削減の必要性も主張
した。

「一緒に内閣形成、共産自身が成長を」 自由・小沢氏
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 8 日 19 時 04 分

新潟知事選に女性県議が出馬表明 野党が支援、統一候補
の可能性も
共同通信 2018/5/8 14:42
新潟県の米山隆一前知事辞職に伴う知事選を巡り、同県
の池田千賀子県議（57）が 8 日に県庁で記者会見し、立候
補する意向を表明した。米山県政の継承を狙う共産党など
野党が支援する方針。立憲民主、社民、自由各党などを含
めた野党統一候補となる可能性がある。
記者会見には、新潟県を地元とする無所属の菊田真紀子
衆院議員が同席した。米山氏は東京電力柏崎刈羽原発の再
稼働に慎重な姿勢を堅持し、共産、社民両党などが支えて
きた。知事選は同原発再稼働の是非などを争点に戦われる
見通しだ。

自由党の小沢一郎代表
小沢一郎・自由党代表（発言録）
（共産党との野党共闘について）共産党については、安
倍内閣は国民のためならずと、これを倒さなくてはいけな
い、政権変えなくちゃいけないという点では一致しており
ます。ただ、共産党が本当に国民の支持を得て、我々と一
緒に内閣を形成するというためには、共産党自身がもう一
歩、国民の共感を得られるような政党に成長してもらわな
いといけないと思っています。
ですから、選挙戦は協力していくということは当然必要
だし、やっていくべきだと思います。ただ、一方的に共産
党に協力しろと言うだけじゃあね、相手だってそうはいか
んっちゅうことになりますからね。それはお互いの協力の
中で、相手の立場も踏まえながら、そしてお互いにいい結
果が出せるようにということでないと、うまくいかないん
じゃないか、そう思っております。
（記者会見で）

新潟知事選、原発慎重派の県議が出馬へ 野党が統一候補
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 8 日 13 時 06 分
新潟県の米山隆一前知事の辞職に伴う知事選（２４日告
示、６月１０日投開票）で、野党側が社民党系県議の池田
千賀子氏（５７）を統一候補として擁立することがわかっ
た。
池田氏は新潟市内で８日午後に記者会見し、
表明する。
社民、共産、自由の３党や市民団体らでつくる米山氏の支
援組織が候補者の選定を進めていた。
池田氏は東京電力柏崎刈羽原発が立地する同県柏崎市出
身で、社民党の推薦を受けて２０１５年から県議を務めて
いる。同原発の再稼働には慎重な立場を取っている。
知事選を巡っては、自民党が海上保安庁次長の花角（は
なずみ）英世氏（５９）の擁立を検討。野党側は原発再稼
働への姿勢を争点化し、選挙戦を有利に進めたい考えだ。

前職支持の県議が出馬表明＝新潟知事選
新潟県議の池田千賀子氏（５７）は８日、県庁で記者会
見し、米山隆一前知事の辞職に伴う知事選（２４日告示、
６月１０日投開票）に無所属で立候補すると表明した。
池田氏は、米山氏を支持していた旧民進、社民党系の会
派「未来にいがた」に所属。会見で「原発の検証をきちん
と成し遂げる必要がある」と述べ、東京電力柏崎刈羽原発
の再稼働に慎重だった米山氏の路線を継承する考えを示し
た。会見には、無所属の菊田真紀子衆院議員（４８）が同
席した。
知事選では、
与党が海上保安庁次長の花角英世氏
（５９）
の擁立を軸に調整。
他に元市議ら２人が出馬表明している。

新潟知事選、社民系県議が立候補へ 「野党共闘」目指す
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 8 日 21 時 50 分
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新潟県の米山隆一前知事の辞職に伴う知事選（２４日告
示、６月１０日投開票）で、社民党系県議の池田千賀子氏
（５７）が８日、立候補を表明した。２年前の参院選や知
事選で自民系候補を破った「野党共闘」を軸に、与野党対
決の構図を狙う。
池田氏は東京電力柏崎刈羽原発が立地する同県柏崎市出
身。市職員、市議を経て、２０１５年から社民党の推薦を
受けて県議を務めている。
新潟市内で開いた記者会見で
「政
府の原子力政策に流されるような候補を県民は望まない」
と述べ、米山氏が同原発の再稼働を判断する前提として進
めていた県独自の検証作業を継続させる考えを強調した。
会見に同席した菊田真紀子衆院議員（無所属）は「参院
選や知事選の流れを大事にしたい」と述べ、野党各党の推
薦を取り付けていく考えを示した。
知事選には、
自民党が海上保安庁次長の花角
（はなずみ）
英世氏（５９）の擁立を検討している。これまでに、いず
れも新顔で元同県五泉市議の安中聡氏（４０）
、不動産業の
山口節生氏（６８）が立候補を表明している。

て初当選した。
前川氏講演で司会直後…北九州市議、ネットで脅迫被害
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 8 日 12 時 25 分

前川氏も参加した講演会には大勢
の聴衆が訪れ、壇上にも席が設けられた＝４月１４日、北
九州市戸畑区
北九州市で４月にあった前川喜平・前文部科学事務次官
らの講演会で司会を務めた村上聡子市議（５２）＝無所属
＝がツイッターなどで脅迫を受けていたことが８日、わか
った。被害の相談を受けた福岡県警八幡西署が脅迫容疑な
どを視野に捜査を始めた。
村上市議によると、４月１４日の講演会直後から中傷す
る書き込みが相次いだ。事務所の写真をネット上にアップ
されたほか、
事務所にも
「なんで前川の講演会を開くんだ」
などの電話がかかってくるようになったという。４月下旬
には、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」との文言がネットに書き込まれた。２９日に
弁護士とも相談のうえ被害を届け出たという。村上市議は
「脅迫は卑劣な行為。許されない」と話している。
北九州市議会事務局によると、４月下旬から、村上市議
の資質を問うなどの電話が事務局へも相次ぎ、多いときで
１０件程度、１日３～５件程度かかってきたという。
村上市議は昨年１月の市議選で社民党などの推薦を受け、
初当選。前川氏の講演会では実行委員会のメンバーを務め
た。

前川氏講演会、司会務めた北九州市議に脅迫 県警が捜査
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 8 日 23 時 04 分
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、司会も務めた村上聡
子市議（５２）＝無所属＝が手紙やネットで脅迫を受けて
いたことが８日、わかった。福岡県警が脅迫容疑などを視
野に捜査している。
村上市議の説明によると、４月１４日の講演会直後から
ネット上に中傷する書き込みが相次いだ。事務所にも「な
んで前川の講演会を開くんだ」
などの電話がかかってきた。
４月２９日に八幡西署に被害届を提出した。
今月２日にも、
封書とはがきの計２通が事務所に届き、
「死ね」
「オマエの
家族をのろってやる」などと赤字で書かれていた。村上市
議は「脅迫は卑劣な行為。許されない」と話した。
講演会のテーマは「みんなで未来の話をしよう これか
らの教育と子どもたち」で、市民団体などの実行委が主催
した。前川氏と元文科省大臣官房審議官の寺脇研氏が順に
基調講演した後に対談。森友学園への国有地売却や関連の
公文書改ざんにも話が及んだ。実行委代表の服部弘昭弁護
士は「市議の政治活動に対する抗議や反論の域を超えた犯
罪行為。言論の自由として保護されない常軌を逸した内容
だ」と話している。
また、講演会を後援した北九州市教委には抗議の電話や
メールが、会の前後に約３０件あった。
「あんな人をなぜ後
援するんだ」などと１時間近く強い口調で電話で抗議した
人もいたという。北九州市議会事務局にも４月下旬から、
村上市議の資質を問うなどの電話が、多い時で１日１０件
程度あったという。
村上市議は昨年１月の市議選で社民党などの推薦を受け

安倍首相答弁との整合性焦点＝柳瀬氏、１０日招致
学校法人「加計学園」の獣医学部新設をめぐり、衆院予
算委員会は１０日、
「本件は首相案件」と発言したとされる
柳瀬唯夫元首相秘書官の参考人招致を行う。参院も同日に
実施する方向だ。柳瀬氏は学園関係者との首相官邸での面
会を認める見通しで、関与を否定してきた安倍晋三首相の
答弁との整合性が焦点だ。計画が「加計ありき」で進んだ
との疑惑について、どこまで真相が明らかになるか、柳瀬
氏の答弁に注目が集まる。
柳瀬氏はこれまで獣医学部が設置された愛媛県や同県今
治市の担当者との面会について「記憶の限りではお会いし
たことはない」と説明。学園の加計孝太郎理事長と長年の
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朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 8 日 17 時 11 分

友人である首相が、新設計画に関与したと疑う野党の追及
に言質を与えてこなかった。

立憲民主党の辻元清美・国対委員長
辻元清美・立憲民主党国会対策委員長（発言録）
私はずっと与党と交渉していますが、与党は柳瀬（唯夫・
元首相秘書官）さんを予算委員会に政府参考人のようにち
ょろっと出して、３時間半ぐらいの委員会でごまかそうと
いう気配がぷんぷんしていた。そこでちょっと荒っぽいこ
とをやらないと、今ねじれ国会でもなく野党の数が圧倒的
に少ない中で、普通に与党と協議しているだけでは、ほと
んど数で押し切られていくというのが現状なんです。
（７日までの審議拒否の）結果ですね、柳瀬さんについ
て（うそをついたら偽証罪に問われる）証人喚問はとれま
せんでしたが、参考人だけれども、一人での証人喚問と同
じ形での参考人ですからきついんですよ。なぜきついって
わかるかというと、かつて私が（政策秘書の給与流用問題
で参考人として呼ばれて質疑を）やられたんです。あれな
らかなりきついよなと。そういうこともあり、これでもい
いやと。質問者さえ鋭ければ、攻めれます。
（野党６党の協
議で）だめだったらもう一度、証人喚問やればいいという
ことになりました。
（党代議士会で）

だが、愛媛県職員が作成した文書には、柳瀬氏が２０１
５年４月２日に県と市、学園の３者と首相官邸で会い、
「首
相案件」と発言したとされる記載があることが発覚。同様
の文書が農林水産省に保管され、内閣府と文部科学省が交
わしたメールにも面会予定が記されていたことが判明する
など、面会を裏付ける資料が次々と明らかになった。
柳瀬氏は参考人招致で、国会では明言しなかった学園関
係者との面会は認める一方、
県と市の担当者については
「周
りにいる関係者の全てを把握しているわけではない」など
の表現を検討しているとみられる。自民党幹部は「すとん
と落ちる話になる」として、野党の追及をかわせると自信
を示す。
柳瀬氏が面会を認めれば、その際の「首相案件」発言の
有無が論点となる。柳瀬氏はこれまで「あり得ない」と否
定しているが、国会でどう説明するかがポイントだ。首相
は１７年３月に疑惑が浮上した当初から「理事長から頼ま
れたことはないし、働き掛けていない」と関与を否定。新
設計画を知った時期は学園が事業者に選定された１７年１
月２０日だと答弁している。
ただ、新設計画をめぐり、前川喜平前文科事務次官は「行
政がゆがめられた」と指摘。内閣府が文科省に「総理のご
意向」と伝えた内部文書の存在も官邸の関与を示唆してい
る。首相案件との発言が事実なら、首相は文書が作成され
た１５年４月には計画を把握していた疑いが強まる。
立憲民主党幹部は「首相官邸に呼ぶのは通常の案件では
考えられない」と指摘。与党の一部からも「学園を官邸に
呼んだ時点で『加計ありき』と言われる」と懸念する声が
出ており、首相が窮地に追い込まれる可能性も出てくる。
（時事通信 2018/05/08-20:31）

記憶なし一転「お答えする」 柳瀬氏招致が問う首相答弁
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 8 日 21 時 18 分

面会をめぐる柳瀬唯夫氏の発言
学校法人「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）が１０日、国会に

辻元氏「一人参考人はきつい。私がやられたから分かる」
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招致される。焦点は、２０１５年４月に愛媛県などの担当
者や加計学園の幹部と首相官邸で面会し、
「本件は、首相案
件」と述べたと記した、同県の文書の内容をどこまで認め
るかだ。答弁次第では、安倍晋三首相のこれまでの説明の
妥当性も問われることになる。
柳瀬氏は１年近くにわたって、
「面会は記憶にない」と述
べてきた。
面会が注目を集め始めたきっかけは、愛媛県今治市職員
が官邸を訪れたとする出張の記録が昨年６月に明らかにな
ったことだ。
「獣医師養成系大学の設置に関する協議」と目
的が明記されており、野党は柳瀬氏が対応した可能性を国
会で追及した。
柳瀬氏は
「お会いした記憶はございません」
と繰り返した。
朝日新聞は同年８月、関係者の証言を元に、加計学園の
幹部も同席して、柳瀬氏が面会したと報道した。報道にあ
たって柳瀬氏にも取材したが、学園幹部の同席も「記憶に
ない」と答えていた。
今年４月には、柳瀬氏が面会で「本件は、首相案件」な
どと発言していたと記録した文書を、愛媛県の職員が作成
していたことが判明した。柳瀬氏は朝日新聞が報じた４月
１０日に「記憶の限りでは、愛媛県や今治市の方にお会い
したことはありません」などと、従来通りの見解を文書で
発表。安倍首相も国会で「柳瀬（元）秘書官の発言を信頼
している」と答弁した。
だが、直後の４月２０日には発…

議しました。
その結果、加計学園の獣医学部新設をめぐって、１０日午
前、柳瀬唯夫元総理大臣秘書官と、政府の国家戦略特区諮
問会議ワーキンググループの八田達夫座長を参考人として
招致し、質疑を行うことで与野党が合意しました。
また、与党側は、来週１４日午前に、安倍総理大臣も出席
して集中審議を開くことを提案したのに対し、野党側は、
質問時間を十分確保するよう求め、引き続き調整を進める
ことになりました。
与党側 筆頭理事「与党としてもきっちりただす」
与党側の筆頭理事を務める、自民党の菅原一秀氏は記者団
に対し、
「
『加計学園ありき』だったのかどうかを、与党と
しても、柳瀬氏らにきっちりただしていきたい。また、国
家戦略特区について、本当に一点の曇りもなかったのかど
うか、八田氏に聞きたい」と述べました。
野党側の筆頭理事「疑惑 明確にしたい」
衆議院予算委員会の野党側の筆頭理事を務める立憲民主党
の逢坂誠二氏は記者団に対し、
「愛媛県や農林水産省から出
てきた文書によると、相当、細かな指南をしており、なぜ、
こうしたことが行われたのかを明確にしていきたい。総理
大臣官邸に関係者を呼んで１時間半も国家戦略特区につい
て話をするということは、ほかの自治体ではありえない」
と述べました。
立民幹事長「ごまかしのない答弁を」
立憲民主党の福山幹事長は記者会見で、
「まさか、都合のい
いところだけ思い出して、そのほかは、相変わらず『記憶
にない』
というような不誠実な答弁はしないと思っている。
国民から疑念を持たれており、しっかりと記憶を取り戻し
てもらって、明確にごまかしのない答弁を強く求めたい」
と述べました。

加計学園問題 柳瀬元秘書官 10 日に参考人招致 衆院予算
委
ＮＨＫ5 月 8 日 19 時 10 分

麻生財務相「事実言っただけ」＝セクハラ罪ない発言繰り
返す

加計学園の獣医学部新設をめぐって、衆議院予算委員会は
１０日、柳瀬唯夫元総理大臣秘書官らを参考人として招致
し、質疑を行うことになりました。

閣議後に報道陣の取材に応じる麻生太郎財務相＝８日午前、
首相官邸
麻生太郎財務相は８日の閣議後記者会見で、福田淳一前
事務次官のセクハラ問題に関し、
「セクハラ罪という罪はな
い」と改めて主張した。４日にマニラでの会見で同様の発
言を行い、批判が出ているが、
「親告罪なので訴えられなけ
れば罪ではない。事実を言っただけだ」と述べた。

野党側が８日から国会審議に復帰したことを受け、衆議院
予算委員会は理事懇談会を開き、今後の審議日程などを協
9

野田聖子女性活躍担当相がセクハラで罰則の検討を提起
したことについて、麻生氏は「
（発言を）聞いていない」と
言及を避けた。
（時事通信 2018/05/08-12:49）
与野党から批判相次ぐ＝麻生氏「セクハラ罪ない」に
財務省前事務次官のセクハラ問題をめぐり、麻生太郎副
総理兼財務相が「セクハラ罪という罪はない」との発言を
繰り返していることに対し、与野党幹部から８日、
「説明不
足」
（吉田博美自民党参院幹事長）などの苦言や批判が相次
いだ。
吉田氏は記者会見で「説明不足の点が多々ある。もう少
し説明責任をしっかり果たされた方がいい」と促した。公
明党の山口那津男代表は「規律と立て直しに最大の責任を
果たしていただきたい」と語り、遠回しに発言を控えるよ
う求めた。
立憲民主党の福山哲郎幹事長は
「加害者側からの発言で、
被害者側から見れば二次被害だ」と批判。国民民主党の榛
葉賀津也参院幹事長は「心に負う傷は大きい。道義的にど
うなのか」と疑問を呈した。
共産党の小池晃書記局長はＪＲ新宿駅前で街頭演説し、
「全く何の反省もしていない。大臣の資格どころか国会議
員 の 資 格 が 問 わ れ る 」 と 訴 え た 。（ 時 事 通 信
2018/05/08-20:37）
麻生氏「セクハラ罪はない」再び発言 「事実を申した」
朝日新聞デジタル 2018 年 5 月 8 日 13 時 10 分

財務省の福田淳一・前事務次官のセクハラ問題をめぐり、
麻生太郎財務相は８日の閣議後会見で「セクハラ罪って罪
はない」と改めて述べた。麻生氏は４日にも同様の発言を
しており、セクハラ問題を軽視しているとの批判を招いて
いる。
麻生氏は、こうした批判に対し、
「セクハラ罪っていう罪
はないという事実を申し上げている」と反論。セクハラは
問題ないという認識で言ったわけではないのかと問われる
と、
「当たり前だ」と答えた。
一方、福田氏のセクハラ問題に関する調査を打ち切った
理由は「被害者保護の観点」としつつ、被害を受けたとい
うテレビ朝日の女性社員について「普段詮索（せんさく）
している立場の方ですから、ご自身がそういうことになっ
ちゃうということになりかねない」とした。
麻生氏、公文書改ざん「どの組織だってある個人の問題」
朝日新聞デジタル伊藤舞虹 2018 年 5 月 8 日 19 時 44 分

閣議後、記者の質問に答える麻生太郎
財務相＝８日午前、首相官邸、岩下毅撮影
麻生太郎財務相は、財務省の福田淳一・前事務次官のセ
クハラ問題で「セクハラ罪はない」と発言したことについ
て、８日の記者会見で「事実を申し上げているだけだ」と
述べた。森友学園の公文書改ざん問題をめぐっては「個人
の問題だ」などと発言。不祥事が相次ぐ財務省のトップと
しての見識を問う声が高まりそうだ。
麻生氏は４日の会見で「セクハラ罪っていう罪はない」
などと発言し、女性団体などがセクハラを軽視していると
抗議していた。これに対し、麻生氏は８日の会見で「セク
ハラ罪って罪はないと思う」と改めて主張。一方で「罪と
してはいわゆる親告罪。まだ訴えられているという話もな
い」とも述べた。この発言について、自民党の吉田博美・
参院幹事長は「説明不足の点があったと思う。もう少し説
明責任を果たしたほうがいいのではないか」などと苦言を
呈した。
麻生氏は、改ざん問題について「どの組織だってありう
る。個人の問題だ」などと発言。
「個人の資質によるところ
が大きかった。組織全体でやっている感じはない」とも述
べた。
（伊藤舞虹）

閣議後、記者の質問に答え
る麻生太郎財務相＝８日午前９時１７分、首相官邸、岩下
毅撮影

閣議後、記者の質問に答え
る麻生太郎財務相＝８日午前９時２５分、首相官邸、岩下
毅撮影

文書改ざん「どの組織でもありうる 個人の問題」麻生氏
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ＮＨＫ5 月 8 日 13 時 26 分

森友学園をめぐる財務省の決裁文書の改ざんについて、麻
生副総理兼財務大臣は「どの組織でも改ざんはありうる。
組織全体としてではなく、個人の資質が大きかったのでは
ないか」と述べ、改ざんは個人の資質によるところが大き
かったという認識を示しました。
麻生副総理兼財務大臣は財務省の決裁文書の改ざんについ
て、８日の閣議のあと記者団に対し、
「どの組織だって改ざ
んはありえる話だ。会社だってどこだって、ああいうこと
をやろうと思えば個人の問題でしょうから」
と述べました。
そのうえで、
「改ざんが組織全体で日常茶飯事で行われてい
るということは全くない。そういった意味では、個人の資
質とか、そういったものが大きかったのではないか」と述
べ、決裁文書の改ざんは個人の資質によるところが大きか
ったという認識を示しました。
さらに、福田前事務次官によるセクハラ問題など財務省で
問題が相次いでいることに対して、麻生副総理は「きちん
とした体制をもう一度作り上げていかないといけない。ほ
かの省庁や外の意見を聞く機会が少ないのではないかとい
う批判は一つあると思う。風通しのよさが必要で、人事異
動で外の機関に出て行く必要性は大きい」と述べました。
公明代表、セクハラ罰則に慎重
公明党の山口那津男代表は８日の記者会見で、野田聖子
女性活躍担当相がセクハラへの罰則を検討する考えを明ら
かにしたことに対し、罰則導入に慎重な姿勢を示した。山
口氏は「すぐに刑罰を持ち出すのではなくて、国民にどう
いうことがセクハラに当たるか、
（その基準を）どう守って
いくかについて理解を促す必要がある」と述べた。
麻生太郎副総理兼財務相が
「セクハラ罪という罪はない」
と発言したことに関しては「
（財務省として）セクハラを認
定した上で（福田淳一前事務次官の）懲戒処分を行ってい
る」と指摘。
「今後の規律と立て直しに麻生氏は最大の責任
を果たしていただきたい」と語り、暗にくぎを刺した。
（時
事通信 2018/05/08-12:28）
「野党が執拗に求め作成」と投稿 不適切データで自民・
橋本岳氏
共同通信 2018/5/8 21:11
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自民党の橋本岳厚労部会長
裁量労働制を巡る厚生労働省調査の不適切データ問題に
関し、自民党の橋本岳厚労部会長が「
（資料を）執拗に要求
したのは野党で、繰り返し問い詰められ、
（厚労省が）やむ
を得ず作成した」と釈明していることが 8 日分かった。自
身のフェイスブックに 7 日付で投稿した。橋本氏は不適切
データを野党側に提示した当時の厚労政務官。
野党側に責任を転嫁したとも受け取られかねず、与野党
対立に拍車を掛ける可能性がある。
橋本氏は投稿について 8 日、共同通信の取材に「明らか
に事実と違うとか、不適切なことがあれば教えてほしい。
真摯に受け止めて対応していきたい」と述べた。
ステンドグラス、往時の屋根色に 被爆前の産業奨励館
朝日新聞デジタル宮崎園子 2018 年 5 月 8 日 21 時 32 分

新しい屋根を取り付ける寺尾興
弘さん＝広島市安佐南区

【３Ｄ特集】
原爆ドーム（広島市中区）が被爆する前の「広島県産業
奨励館」時代の姿をステンドグラスにして紹介しながら、
ドーム前でボランティアガイドを続けている寺尾興弘（お
きひろ）さん（７７）＝広島市安佐南区＝が、奨励館の屋
根をより忠実に「改修」した。往時の姿を広く知ってもら
い、原爆被害を身近に考えてほしいと願う。
寺尾さんの自宅は、奨励館の近く、鍛冶屋町（現・中区
本川町）にあった。本川の向こうに、いつも奨励館の楕円
（だえん）形の屋根が見えた。
父が中国で戦死し、１９４５年７月、父の実家の祇園町
（現・安佐南区）に疎開。そこで８月６日を迎えた。爆心
地から４・１キロ。その日のうちに市内中心部に家族で入
った。女手一つで兄弟３人を育てた母は被爆２３年後、が
んのため５７歳で亡くなった。
自動車ディーラーを定年退職後に趣味で始めたステンド
グラス。２００２年、原爆ドームを１００分の１の大きさ
で作った。作品を見て、戦争に人生をむしばまれた両親の
死を思い起こした。
「痛々しい姿のドームにも元気だった時
代があった」と思い至り、被爆前の姿を作ることに。１４
年夏に完成させた。
翌年の春、ドームと奨励館の作品を携え、人に会うため
にドーム前に行った。箱から出すとあっという間に人だか
りができた。ボランティアガイドのリーダー、三登浩成（み
とこうせい）さん（７２）に誘われ、ガイドをすることに
なった。
ほどなく、
「屋根の色が実際と違うのでは」と指摘を受け
た。銅が酸化した緑青（ろくしょう）の色だったらしい。
色みが分かる資料を探したり、実際にそうした建造物や銅
像などを見たりして研究を重ねた。ステンドグラスの色サ
ンプルを探し歩き、
「これでは」という色に巡り合ったころ
には３年の月日が流れていた。
昨年末、避雷針や細かい飾りなどもあわせて作り直す作
業に着手。３月末に新しい屋根を取り付けた。
寺尾さんは言う。
「ちょっとでも本物に近づけたかった。
これを見て、原爆が奪ったものが何か、多くの人に考えて
もらいたい」
（宮崎園子）
（ナガサキノート）迫害と原爆、二つの悲劇を越えて
朝日新聞デジタル真野啓太・２７歳 2018 年 5 月 8 日 15
時 36 分
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ナガサキノート あの日、人々の足取り

スペイン・ゲルニカを訪
れた高見三明さん（右から２人目）＝２０１７年４月

高見三明さん（１９４６年生まれ）
【下】
胎内被爆者でカトリック長崎大司教の高見三明（たかみ
みつあき）さん（７２）＝長崎市＝は１９４６年３月に生
まれた。当時は戦後の食糧難の時代。姉の代枝子さんによ
ると、母のチクさんは栄養失調気味で、お乳がうまく出な
かった。幼い高見さんは食事が足りなかったのか、夜泣き
がひどかったといい、昼夜問わずに高見さんをあやしてい
たチクさんは、睡眠不足で頭痛に悩まされていたという。
普段は弱音を吐かない母も、
「元気に育つかな」と、代枝子
さんに心配を漏らしていたそうだ。
ナガサキノートとは…
「ナガサキノート」は、朝日新聞長崎県内版で 2008 年 8
月に始まり、2017 年 1 月に連載 3000 回を超えました。被
爆者一人ひとりの人生を、１日に 400 字ほどの小さな記事
で数回から十数回積み重ねて描きます。毎日休むことなく
載せ、今も載らない日はありません。デジタル版ではシリ
ーズごとにまとめてお届けします。
母の心配をよそに、高見さんは、すくすくと育った。
高見さんの父、勝代さんは熱心なカトリックの信徒だっ
たので、
高見さんは幼いころから毎朝、
父に起こされると、
一家そろって自宅の祭壇でお祈りをしたり、歩いて５分ほ
どの丘の上にある木場教会でミサに参加したりした。どれ

だけ寝ていたくても、父に起こされた。
「正直なところ、当
時はいやでしたね。けれど結果的には、よかったと思って
います」と高見さんは振り返る。
熱心さの裏返しだったのか、勝…
核廃絶訴えピースボート横浜出航 平和賞メダルで条約
署名求める
共同通信 2018/5/8 20:405/8 20:41updated

ピースボートの前で記念撮影する川崎哲共同代表（左端）
ら＝8 日、横浜港大さん橋
広島や長崎の被爆者らを乗せ、世界各地で核廃絶を訴え
る非政府組織（NGO）ピースボートの船が 8 日、横浜港を
出航した。昨年ノーベル平和賞を受賞した「核兵器廃絶国
際キャンペーン」
（ICAN）の運営団体として授与されたメ
ダルと賞状の公式レプリカとともに、22 カ国・地域で核兵
器禁止条約への署名と批准を求める。
2008 年に始まった「証言の航海」プロジェクトで、寄港
地では被爆者が体験を伝える。出発前の記者会見で ICAN
の国際運営委員を務める川崎哲共同代表（49）は「話を聞
くだけでなくメダルを手にして、世界中の人々に核兵器を
なくす運動の一員になってほしい」と語った。
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