2019 年 4 月 21～23 日
世論調査（ANN）
、沖縄 3 区補選勝利、大阪 12 区、政局、日米関
係・自衛隊
ＡＮＮ Poll 世論調査 2019 年 4 月調査
【調査日】2019 年 4 月 20･21 日(土･日曜日)【調査方法】電話調
査（RDD 方式）
【対象】全国 18 歳以上の男女 1984 人【有効回答率】54.6％
内閣支持率
あなたは、安倍晋三連立内閣を支持しますか、支持しませんか？
支持する 45.0% (前回比+1.8)
支持しない 33.0% (前回比-3.1)
わからない、答えない 22.0% (前回比+1.3)
支持する理由は何ですか？次の 6 つから 1 つを選んで下さい。

比

自民党

43.0%

-2.6

立憲民主党

10.1%

-0.2

国民民主党

1.4%

-0.1

公明党

3.8%

-0.9

共産党

5.0%

0.6

日本維新の会

4.0%

2.9

自由党

0.2%

-0.5

希望の党

0.1%

0.1

社民党

0.4%

-0.2

その他

1.2%

0.2

支持なし、わからない、答えない

30.8%

0.8

参院選比例の投票先
あなたは、いま参議院選挙で投票するとしたら、比例代表選挙で
は、どの政党に投票しますか？ご自由に挙げて下さい。

安倍総理の人柄が信頼できるから 13.5%
支持する政党の内閣だから 16.6%
政策に期待が持てるから 11.7%
大臣の顔ぶれが良いから 0.6%
他の内閣より良さそうだから 48.7%
その他 3.7%
わからない、答えない 5.2%
支持しない理由は何ですか？次の 6 つから 1 つを選んで下さい。

自由民主党 35.4%
立憲民主党 9.1%
国民民主党 1.1%
公明党 4.3%
日本共産党 4.9%
日本維新の会 4.5%
自由党 0.1%
希望の党 0.1%
社会民主党 0.6%
その他の政党 0.5%
投票しない 5.1%
わからない、答えない 34.3%
衆参ダブル選の賛否
この夏に予定されている参議院選挙に合わせて、
安倍総理が衆議
院を解散し、
総選挙が行われるのでないかと取り沙汰されていま
す。あなたは、参議院と衆議院の選挙を一緒に行っても良いと思
いますか、思いませんか？
思う 54%
思わない 28%
わからない、答えない 18%
平成の振り返り
あなたは、あなたが過ごした平成の時代を振り返って、どの程度
幸せだったと感じますか？次の 4 つから１つを選んで下さい。

安倍総理の人柄が信頼できないから 25.5%
支持する政党の内閣でないから 10.4%
政策に期待が持てないから 39.1%
大臣の顔ぶれが良くないから 12.8%
他の内閣の方が良さそうだから 3.4%
その他 5.1%
わからない、答えない 3.7%
政党支持率
党 名

（％）

支 持 率前 回
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2・3 日 18%
4・5 日 12%
6 日から 7 日 7%
8 日から 9 日 6%
10 日全て 22%
連続した休みはない 29%
わからない、答えない 6%
消費税増税の賛否
10 月から消費税率を、飲み物、食料品などを除いて、8％から
10％に、予定どおり引き上げる方針です。あなたは、この方針を
支持しますか、支持しませんか？
支持する 43%
支持しない 51%
わからない、答えない 6%
幼児教育無償化
今年 10 月から 3 歳から 5 歳までの子どもの保育園、幼稚園など
を利用する料金を、原則無料にする無償化が始まる予定です。一
方、保育園などの数が足りないことから、希望しても利用するこ
とができない家庭が出ています。あなたは、この利用料金無償化
や保育園などが足りないことについて、どのようにお考えです
か？次の 3 つからお考えに近い 1 つを選んで下さい。

とても幸せだった 19%
ある程度幸せだった 59%
あまり幸せでなかった 17%
まったく幸せでなかった 2%
わからない、答えない 3%
女性宮家の創設
あなたは、
皇族の人数が減っていくなか、
女性皇族が結婚した後、
皇室を離れずに皇族の身分を保つ｢女性宮家｣をつくることを、
支
持しますか、支持しませんか？
支持する 68%
支持しない 18%
わからない、答えない 14%
「10 連休」
4 月 27 日から天皇即位を記念した 10 日間連続の休日･祝日が始
まります。あなたにとって、この 10 連休は、うれしいですか、
うれしくないですか？
うれしい 31%
うれしくない 48%
わからない、答えない 21%
「10 連休」うれしくない理由
〔
「うれしくない」と答えた方へ〕あなたが、うれしくないと思
う主な理由は何ですか？次の 5 つからお考えに近い１つを選ん
で下さい。

料金無償化を優先することでよい 19%
保育園などを増やすことを優先する方が良い 66%
料金無償化や保育園などに優先して税金を使うことに反対だ
9%
わからない、答えない 6%
次期自民党総裁
安倍総理の自民党総裁としての任期は、約 2 年半後の再来年
2021 年 9 月までです。あなたは、次の自民党総裁には、誰がよ
いとお考えですか？次の 8 人から 1 人を選んで下さい。

移動や宿泊の費用が高くなっているから 8%
家事など負担が増えるから 14%
仕事をしていないので関係ないから 20%
仕事を休めそうにないから 32%
その他 22%
わからない、答えない 4%
「10 連休」休める日数
あなたが、この 10 連休のなかで、家事や仕事を離れて、連続し
て休めそうな日数は何日くらいですか？次の 6 つの期間から 1
つを選んで下さい。

安倍晋三（あべしんぞう） 15%
石破 茂（いしばしげる） 19%
岸田文雄（きしだふみお） 4%
小泉進次郎（こいずみしんじろう） 31%
河野太郎（こうのたろう） 3%
菅 義偉（すがよしひで） 5%
野田聖子（のだせいこ） 3%
その他の議員 9%
わからない、答えない 11%
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しんぶん赤旗 2019 年 4 月 22 日(月)
沖縄と大阪での衆院補選の結果について 志位委員長が会見
日本共産党の志位和夫委員長は２１日夜、
党本部で記者会見し、
衆院沖縄３区、
大阪１２区補選の結果について次のように語りま
した。
衆院沖縄３区補欠選挙で当

（写真）衆院補選の結果をうけて記者会見する
志位和夫委員長＝２１日、党本部
一、沖縄３区の屋良朝博候補の勝利は、強権をもって辺野古埋
め立てを進めてきた安倍政権に対する沖縄県民の大きな勝利で
す。
「辺野古新基地」の是非が最大争点となりましたが、
「辺野古
新基地ノー」を掲げた屋良候補に対して、自民党候補はこの間の
選挙では初めて「辺野古推進」を公然と掲げました。そういう候
補者が敗北したことは、
自民党にとってあれこれの言い訳のきか
ない結果です。
「新基地ノー」のトドメの審判が下されました。
屋良候補の勝利は、何よりも「オール沖縄」の結束の力による
ものですが、
国政４野党の党首が初めてそろって沖縄市を訪問し、
「新基地ノー」を掲げた屋良候補を支援したことも、重要な意義
をもつものと考えます。
安倍政権に対して、この結果を真剣に受け止め、辺野古新基地
建設をただちに中止し、
普天間基地の無条件撤去を求めて米国と
交渉することを強く求めるものです。
一、
大阪１２区で宮本岳志候補が及ばなかったのは残念ですが、
宮本候補を先頭とするたたかいは、
今後に生きる大きな財産をつ
くったと思います。
宮本候補の勇気ある決断をうけて、自由党・小沢代表、立憲民
主党・枝野代表、国民民主党・玉木代表をはじめ、６野党・会派
から合計で４９人もの国会議員――元議員も含めて――が応援・
激励に入っていただきました。
各界の文化人・知識人からも応援・
激励がつぎつぎと広がりました。本当に心強いことでした。
市民連合のよびかけにもこたえて、
大阪と全国から１０００人
以上のボランティアのみなさんが、
ともに肩をならべてたたかっ
たことも、たいへんにうれしいことでした。
これらは、市民と野党の共闘の今後の発展にとって、大きな財
産をつくったと確信するものです。
大義あるたたかいの先頭に立った宮本岳志さんに心からの敬
意を表します。
ご支援いただいたすべてのみなさん、
ご支持いただいた有権者
のみなさんに心からの感謝を申し上げるものです。
沖縄勝利、共闘足掛かり＝共産、大阪で手痛い敗北－野党
時事通信 2019 年 04 月 22 日 07 時 02 分

選確実となり、万歳する屋良朝博氏（中央左）
。同右は玉城デニ
ー沖縄県知事＝２１日夜、沖縄県沖縄市
主要野党は、
衆院２補選のうち沖縄３区で統一候補として支援
した新人が与党候補に勝利し、
夏の参院選に向けて共闘の足掛か
りを築いた。一方、大阪１２区では、共産党が無所属で擁立し、
他の野党の一部が支援した元職が敗北。
共闘の旗を振った共産に
とって手痛い結果となった。
立憲民主党の長妻昭選対委員長は２１日夜、記者団に「野党共
闘は沖縄で非常に良い結果が出た。
（参院選へ）この流れをさら
に速めていきたい」と述べた。

衆院２補選について記者会見する共産党
の志位和夫委員長＝２１日夜、東京都渋谷区
野党系の新人、屋良朝博氏が勝利した沖縄３区は、玉城デニー県
知事が自由党衆院議員時代に築いた地盤。選挙戦中盤には立憲、
国民民主、共産、自由の４党首がそろって屋良氏の陣営を激励に
訪れるなど、共闘を前面に打ち出した。昨年秋の知事選で玉城氏
を圧勝させた「オール沖縄」勢力と再びタッグを組み、米軍普天
間飛行場（沖縄県宜野湾市）移設問題の争点化を図ったことも功
を奏したとみられる。
与野党対決の分かりやすい構図となった沖縄と違い、
大阪１２
区は日本維新の会と自民党の争いが軸になり、
共産中心の主要野
党は存在感を発揮できなかった。
共産は党史上初めて所属国会議
員を無所属で出馬させ、他の野党に支援を要請したが、既に自主
投票を決めていた立憲、国民両党の動きは鈍かった。
時事通信の出口調査によると、
共産への抵抗感が比較的小さい
とされる立憲支持層でも共産系無所属への投票は約３割にとど
まり、４割超が旧民主党出身の無所属に流れた。共産党の志位和
夫委員長は２１日夜の記者会見で「残念ながら及ばなかったが、
今後に生きる財産を得た。
与えられた条件の中で最善の戦いをや
った」と語った。
「共産系無所属」大阪で敗北 野党共闘、参院選へ課題
朝日新聞デジタル 2019 年 4 月 21 日 22 時 44 分
野党側は沖縄での勝利を沖縄県知事選に続く野党統一候補の
成功例と位置づける。一方、大阪の敗北は夏の参院選に向けた野
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党の候補者調整を難しくしそうだ。

共産党・志位和夫委員長
辺野古移設の是非が争点となった沖縄３区では、
知事選になら
い今回も特定政党のカラーを出さない戦術をとった。
支援組織も
「移設反対」の立場で一致する共産、社民両党や保守系政治団体
などでつくる「オール沖縄」を前面に出した。
野党内では情勢調査などで屋良朝博氏優勢が伝えられ、
陣営の
緩みを懸念する声もあった。
屋良氏を全面支援した玉城デニー知
事の出身政党である自由党の小沢一郎代表はたびたび沖縄入り
し、水面下で引き締めを図った。立憲民主、国民民主、共産、自
由の４党首は選挙戦終盤にようやくそろって沖縄入り。
野党の結
束をアピールした。
大阪１２区補選では、
共産が現職議員の宮本岳志氏を辞職させ
無所属で擁立するという「奇策」に打って出た。
宮本氏は国会で森友学園問題で追及の先頭にたち、
野党内で信
頼も厚い。
共産の現職議員が無所属で挑むのは結党以来初めてと
いう。共産は小選挙区制が導入された１９９６年衆院選以降、大
阪１２区には公認候補を立ててきたが、
いずれも得票率は２割に
届かず、支持層の拡大が課題となっていた。
共産側には、
無所属からの立候補を選ぶことでほかの野党支持
層や無党派層の票を集めることができれば、参院選１人区でも
「共産系無所属」
を擁立する野党共闘のモデルになる――との計
算があった。
立憲や国民はすでに自主投票の方針を決めていたが、
共産幹部は宮本氏擁立を発表する直前に立憲幹部に打診。
立憲側
は「立憲票の６割は（宮本氏に）乗る」との見通しを伝えた。
しかし、
得票数は旧民主党出身の樽床伸二元総務相にも及ばな
かった。共産幹部は「無所属にしてもうちの色が出るということ
なら、参院選でも同じ結果になる」と分析する。
野党６党派は補選の結果などを踏まえ、
参院選１人区の候補一
本化に向けた調整を加速させる構えだが、
共産系候補の無党派層
への浸透の難しさが表面化したことで、
調整は難航する可能性も
ある。

夏の参院選の試金石となる衆院大阪１２区、
沖縄３区の両補欠
選挙は２１日、投開票された。４人が争う混戦となった大阪１２
区は日本維新の会新人の藤田文武氏（３８）
、与野党一騎打ちと
なった沖縄３区は主要野党が支援する無所属新人の屋良朝博氏
（５６）が、それぞれ初当選した。自民党は両選挙区で公認候補
が敗れ、安倍政権には痛手となった。与野党は今後、参院選に向
けた対応を本格化させる。
安倍晋三首相が昨秋の自民党総裁選で連続３選して以降、
最初
の国政選挙。塚田一郎前国土交通副大臣、桜田義孝前五輪担当相
の相次ぐ辞任で逆風が吹く中、
首相の政権運営への評価が問われ
た。全敗の結果を受け、安倍政権は態勢立て直しを急ぐが、これ
までの「安倍１強」の政治状況に揺らぎが生じる可能性もある。

藤田文武氏
自民党の二階俊博幹事長は２１日夜、党本部で「結果を謙虚に
受け止めて敗因の分析を急ぎ、今後に備えたい」と記者団に語っ
た。
立憲民主党など主要野党は反転攻勢へ共闘の成果が試された。
沖縄では一定の成果を上げる一方、大阪では足並みがそろわず、
参院選に向けて課題が残った。維新は先の大阪府知事・市長のダ
ブル選に続き、本拠地で地力を示し、
「大阪都構想」に弾みがつ
きそうだ。

立憲の長妻昭選対委員長は２１日夜、党本部で記者団に「自民
党失速と感じている。
（参院選で）野党共闘を強力に進めたい」
と強調。維新の馬場伸幸幹事長は大阪府寝屋川市で、参院選につ
いて「大阪を中心に関西、そして全国に（支持を）広げていく」
と語った。
大阪１２区補選は自民党の北川知克氏の死去に伴う。
藤田氏は
大阪ダブル選での維新勝利を追い風に支持を拡大。
北川氏のおい
で「弔い選挙」を掲げた自民党新人の北川晋平氏（３２）＝公明
推薦＝、
選挙区での返り咲きを狙った元総務相で無所属元職の樽
床伸二氏（５９）
、無所属元職の宮本岳志氏（５９）＝共産、自

衆院２補選、自民完敗＝大阪１２区維新、沖縄３区は野党系－安
倍政権、参院選へ痛手
時事通信 2019 年 04 月 22 日 01 時 19 分

屋良朝博氏
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由推薦＝は及ばなかった。
沖縄３区補選は玉城デニー氏の県知事転出に伴う。
米軍普天間
飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設の是非が最大の争
点となり、
移設阻止を掲げる
「オール沖縄」
勢力が推す屋良氏が、
元沖縄担当相で自民党新人の島尻安伊子氏（５４）＝公明推薦＝
を下した。
投票率は、
大阪１２区が前回比０．
５ポイント減の４７．
００％、
沖縄３区が同１０．０６ポイント減の４３．９９％。
立民 衆院選小選挙区での候補者調整など呼びかけへ
NHK2019 年 4 月 22 日 19 時 21 分

立憲民主党は、党の役員会で、夏の参議院選挙に合わせて衆参同
日選挙が行われる可能性もあるとして、枝野代表が 23 日から野
党４党の党首などと個別に会談し、
衆議院選挙の小選挙区での候
補者調整などを呼びかける方針を決めました。
立民 福山幹事長「野党が一致して戦うことへの後押し」
このあと、福山幹事長は記者団に対し、２つの補欠選挙の結果に
ついて「自民党の政権運営について、不満や怒りが国民の中には
マグマのようにたまっていることの証左だ。沖縄での結果は、野
党が一致して戦うことへの非常に大きな後押しになった」
と述べ
ました。
国民 岸本選対委員長「さらに野党共闘の深化を」
国民民主党の岸本選挙対策委員長はＮＨＫの取材に対し、
「２つ
の補欠選挙で野党の候補が勝ったことは大きい。
参議院選挙で勝
つためには、それぞれの政党が基本的な政策を一本化し、さらに
野党共闘を深化させる以外にないので、勝って、おごらず、しっ
かりと共闘に向けて進んでいきたい」と述べました。
そのうえで、
「野党としては、ぜひ衆議院選挙をしてほしい。衆
議院選挙の小選挙区は、
参議院選挙の定員が１人の１人区と同じ
なので、
『衆参ダブル選挙』に備えて候補者を一本化する努力を
必死でやっていきたい」と述べました。
共産 小池書記局長「参院選で自公を少数に」
共産党の小池書記局長は記者会見で、
「沖縄３区の結果は『新基
地ノー』のとどめの審判になったと思う。大阪 12 区は議席に届
かず、残念だったが、市民と野党の共闘にとって大きな財産を作
ったと思う。参議院選挙では、自民党と公明党を少数に追い込む
『安倍政治サヨナラ』の選挙にするために力を尽くしたい」と述
べました。
そのうえで、
小池氏は
「衆参同日選挙は邪道中の邪道だと思うが、
いろんなことを想定しながら準備はしていかなければならない」
と述べました。
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記者団の取材に応じる国民民主党の玉木代表＝
21 日午後、高松市
立憲民主党など野党は 21 日、衆院大阪 12 区、沖縄 3 区の補
欠選挙での自民党候補敗北を受け
「安倍政権への不満や不安が結
果に表れた」
（立民の福山哲郎幹事長）と歓迎した。夏の参院選
での共闘構築に向け、改選 1 人区の候補一本化の行方が今後の
焦点となる。5 月の大型連休明けから調整を加速させる。
立民の長妻昭代表代行は党本部で参院選に向け
「自民党の失速
を感じている。野党共闘を強力に進めたい」と記者団に述べた。
福山氏は沖縄 3 区での野党系候補勝利について記者団に「野党
共闘の大きな後押しになる」と説明した。
しんぶん赤旗 2019 年 4 月 22 日(月)
新基地ノー 屋良氏圧勝 衆院補選 自公２敗 安倍政権に打
撃 沖縄３区 デニー知事後継
夏の参院選の前哨戦として各党が総力をあげた衆院沖縄３区、
大阪１２区の両補選が２１日投開票され、
沖縄３区で名護市辺野
古米軍新基地ノーの「オール沖縄」の屋良朝博（やら・ともひろ）
氏が、自民党の島尻安伊子氏＝公明党、日本維新の会推薦＝を破
って当選を果たしました。
大阪１２区でも公明推薦を受けた自民
党候補が維新に敗れることになりました。
同時に行われた衆院２
補選で自公が２敗するのは安倍政権下で初めてです。

（写真）当選確実の
報道に、玉城デニー知事（左から３人目）や支援者とともに喜ぶ
屋良朝博氏（その左）＝２１日、沖縄県沖縄市
沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設を最大争点とした衆院
沖縄３区補選は２１日に投開票され、
同新基地建設の阻止を目指
す「オール沖縄」の新人、屋良朝博氏(５６)が勝利しました。安
倍政権丸抱え、
新基地推進の自民党公認の島尻安伊子元沖縄担当
相(５４)＝公明・維新推薦＝との一騎打ち、大激戦を制しました。
ＮＨＫが投票箱が閉まる午後８時になったと同時に、開票率
０％で屋良氏の当選確実の速報。
「やったー！」―。屋良陣営の
沖縄市の事務所は、大歓声、拍手、指笛、満面の笑み、うれし涙
に包まれました。

野党、補選「政権不満表れた」 参院 1 人区調整加速へ
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玉城デニー知事が圧勝した昨年の知事選、
新基地建設のための
埋め立て反対の圧倒的民意を示した今年２月の県民投票などに
続き、屋良氏の勝利で、安倍政権に新基地断念を求める沖縄の揺
るがない圧倒的な民意を、再び突き付けました。
補選は、デニー氏の知事選出馬のための議員辞職・欠員に伴う
もの。
屋良氏が、
デニー知事を国政で支える後継者となりました。
選挙戦で屋良氏は、
新基地建設の断念と同県宜野湾市の米軍普
天間基地の早期閉鎖・返還を日米両政府に強く迫ると繰り返し訴
えました。当確が報じられた後、屋良氏は報道陣に「辺野古（新
基地建設）は解決策にならない。そろそろ別のアプローチを考え
るのが現実的だ。沖縄の民意がまた示された」と強調しました。
デニー知事は、屋良氏の勝利は「沖縄の民意を政府にしっかり
伝え、対話による解決を続けてほしいとのエールでもある」と述
べ、
「日米両政府と沖縄の協議で、解決策を探っていくのが一番
の解決策だ」と語りました。

示されました。
「沖縄の民意と声を国政へ、そして全国に、沖縄の民主主義を
無視するなと訴えたい」と屋良氏は２０日、力を込めて演説しま
した。
市民と国政野党共闘の源流であるオール沖縄の今回の補選勝
利は、共闘をさらに前進させ、新基地建設阻止と安倍政権打倒に
つながる今後の国政選挙で勝利するための、
重要な土台となりま
す。(洞口昇幸)

しんぶん赤旗 2019 年 4 月 22 日(月)
沖縄３区補選 屋良氏が圧勝 新基地反対 強固な民意再び
「相手候補が辺野古容認と打ち出したことは、まさにウチナー
ンチュ（沖縄県民）が問われてきた民意を、この選挙で改めて確
認するということに他なりません」―。
玉城デニー沖縄県知事は、
衆院沖縄３区補選が告示された９日、
名護市辺野古の米軍新基地建設ストップを目指す「オール沖縄」
の候補として出馬した屋良朝博氏（５６）への応援演説で、こう
強調していました。
同補選（２１日投開票）での屋良氏の勝利は、安倍政権が米軍
普天間基地（同県宜野湾市）の「移設」として強行する同新基地
建設について、断念と普天間基地の即時運用停止・返還を求める
強固な民意が、再び示されたことを意味します。
オール沖縄のデニー県政が誕生した昨年の知事選、
７割超が新
基地建設の埋め立てに反対票を投じた２月の県民投票などに続
く民意の表明です。
これまでより明確に審判が下されたと言えま
す。
政権丸抱えの自民党の相手候補（元沖縄北方担当相）は、３月
上旬ごろから辺野古新基地建設の容認・推進を表明。選挙戦の最
後まで推進の立場を繰り返し述べていました。
新基地問題に触れないで「争点そらし」を企てた知事選や、投
票の全県実施をさせない動きや「自主投票」の姿勢をとった県民
投票の時とは、新基地推進勢力の構えは大きく違いました。
これまでの選挙の敗北や県民の運動で追い詰められ、
新基地問
題を「封印して選挙戦にのぞんだのは明らかに失敗」
（３月２３
日の自民党県連大会文書）と、彼らなりの「総括」をしていたか
らです。
新基地断念を政府に求めるデニー知事を国政から支える屋良
氏を選ぶのか、
安倍政権いいなりで新基地推進の人を選ぶのか―。
争点と対決構図が明快だった今回の選挙で下された審判はとて
も重く、安倍政権にとって大打撃です。
安倍政権が１０月に狙う消費税１０％への引き上げに、
屋良氏
は明確に反対で自民党候補は賛成でした。
消費税増税でも審判が
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しんぶん赤旗 2019 年 4 月 22 日(月)
新基地 何度でもノー 衆院沖縄３区補選 屋良氏勝利に喜び
と確信 “野党共闘全国に広がれ”
沖縄の未来と今後の国政選挙に大きく影響するとされ、
全国的
にも注目されていた２１日投開票の衆院沖縄３区補選―。
同日の
当選確実の報道に、
沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設に反対
する「オール沖縄」の屋良朝博氏の沖縄市内の選挙事務所は、勝
利の喜びと新基地阻止へ前進したという政治的確信に満ちあふ
れました。

（写真）玉城デニー知事（右）や支
援者とともにカチャーシーを踊る屋良朝博氏
（その左）
＝２１日、
沖縄県沖縄市
「よろしいですか、屋良朝博、当選確実、バンザーイ！」―。
事務所に県内各地から駆け付けた人々は、
万歳三唱とカチャーシ
ー（沖縄の手踊り）で、大きな勝利の喜びを確かめ合いました。
金秀グループの呉屋守将会長は記者団に問われ、
「ウチナーン
チュ（沖縄県民）は、民意に反した（新基地建設のための）辺野
古の埋め立てには何度でもノーだということを示した」と強調。
「参院選挙でもやはりノーという。
相手候補が立つのなら辺野古
に容認・賛成では通らない」と、屋良氏の勝利が示した意義を語
りました。
呉屋氏は「基地問題と経済問題はセットだと思う。基地問題が
あるゆえに貧困問題も生じている。ぜひとも基地問題を解決し、
（同県宜野湾市の）普天間基地を返してもらって、子どもたち、
働く方々に平和で豊かな暮らしを届けたい」と述べました。
沖縄市在住の女性（５０）は「３区の議員としてデニーさんの
後を継ぐ屋良さんは心強い。
子どもの貧困問題にも心を砕いてく
れる人」と期待。夏の参院選に向けて「全国でもオール沖縄のよ
うなたたかい、野党共闘が広がってほしい」と語りました。
那覇市から駆け付けた男性（７３）は「新基地建設を止めるた
めに、安倍政権を倒さないといけない。あきらめなければ勝つこ
とはできる」と力を込めました。
一方、補選で新基地推進を掲げた自民党候補（元沖縄北方担当
相）の陣営からは「有権者から厳しい審判が下された」
（公明党
県本部の金城勉代表）
「逆風は間違いない」
（自民党県連の中川京

貴会長）などの声が聞かれました。

社民党、地域政党の沖縄社会大衆党が支援した無所属の新人で、
フリージャーナリストの屋良朝博氏（56）が、公明党と日本維新
の会沖縄県総支部が推薦した自民党の新人を破って初めての当
選を果たし、
自民党は補欠選挙ではいずれも敗れる結果となりま
した。
県庁所在地３市長選はいずれも現職が当選
また 21 日は統一地方選挙の後半戦として、無投票を除く全国合
わせて 721 の市区町村長や市区町村議員の選挙の投票が行われ
ました。
このうち現職と新人の２人の争いとなった水戸市長選挙は現職
の高橋靖氏（53）が３回目の当選を果たしました。
現職と新人合わせて４人の争いとなった長崎市長選挙は現職の
田上富久氏（62）が４回目の当選を果たしました。
現職に共産党の新人が挑む構図となった大分市長選挙は現職の
佐藤樹一郎氏（61）が２回目の当選を果たし、３つの県庁所在地
の市長選挙でいずれも現職が当選しました。
市長選 女性が過去最多６人当選
女性の新人どうしの争いとなった兵庫県芦屋市の市長選挙は、
元
市議会議員の伊藤舞氏（49）が自民党が推薦した元県議会議員を
593 票差で破って、初めての当選を果たしました。
統一地方選挙の後半で行われた市長選挙では、24 人の女性が立
候補し、これまでで最も多かった前回・４年前の４人を上回る６
人が当選し、過去最多を更新しました。
市区長選での最高齢当選者は 84 歳
一方、現職に対し、35 歳の新人らが挑んだ東京 北区の区長選挙
は現職の花川與惣太氏、84 歳が５回目の当選を果たし、統一地
方選挙の後半で行われた市区長選挙で最高齢の当選者となりま
した。

しんぶん赤旗 2019 年 4 月 22 日(月)
大阪１２区 宮本氏及ばず 市民と野党統一候補 奮闘 当選
は維新 藤田文武氏

（写真）宮本岳志氏
衆院大阪１２区補選は２１日投開票の結果、
「市民と野党の統
一候補」として奮闘した無所属の宮本岳志氏(５９)＝日本共産党
前衆院議員、共産党、自由党、社民党大阪府連推薦＝は及びませ
んでした。当選したのは、日本維新の会新人の藤田文武氏(３８)。
選挙戦は、
「市民と野党の本気の共闘」でうそと忖度（そんた
く）
、強権の安倍政治を終わらせたいと願う人々の代表、宮本候
補と、安倍政治を支え応援する自民、維新候補、無所属候補との
対決となりました。最終盤には安倍晋三首相、麻生太郎副総理の
忖度政治コンビが１２区入りし、
「安倍官邸ＶＳ市民と野党の共
闘」の対決構図が鮮明になりました。維新候補陣営は安倍首相の
悲願である憲法９条改憲を自民党にけしかける露骨な安倍政治
応援団ぶりを発揮しました。
「困難なたたかいであっても、私が立たなければ安倍政治ノー
の選択肢がなくなる」
「共闘の接着剤に」と議員バッジを外して
無所属で出馬した宮本候補の勇気ある決断に、市民連合、野党５
党の代表、
市民ボランティアが続々激励、
応援に駆けつけました。
宮本候補は敗れたものの、
夏の参院選へ向けた野党共闘発展の確
かな足場を築く選挙戦となりました。

衆院大阪 12 区補選で当選 維新 藤田氏が国政への活動開始
NHK4 月 22 日 12 時 29 分

衆院２補選いずれも自民敗れる 県庁所在地３市長選は現職当
選
NHK4 月 22 日 4 時 31 分

夏の参議院選挙の前哨戦となる衆議院の２つの補欠選挙は21 日
投票が行われ、自民党は衆議院大阪 12 区と沖縄３区のいずれも
敗れる結果となりました。一方、統一地方選挙の後半戦では３つ
の県庁所在地の市長選挙で、
いずれも現職が当選を果たしました。
衆院補選 大阪 12 区
このうち前の衆議院議員と新人の合わせて４人の争いとなった
衆議院大阪12 区の補欠選挙は日本維新の会の新人で会社役員の
藤田文武氏（38）が、公明党が推薦した自民党の新人らを破り、
初めての当選を果たしました。
衆院補選 沖縄３区
沖縄３区の補欠選挙は立憲民主党、
国民民主党、
共産党、
自由党、
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21 日に投票が行われた衆議院大阪 12 区の補欠選挙で初当選し
た日本維新の会の新人の藤田文武氏は、22 日朝、早速、街頭に
立つなど、国政への活動をスタートさせました。
21 日に投票が行われた衆議院大阪 12 区の補欠選挙は、日本維
新の会の新人の藤田文武氏が自民党の新人らを破って初めての
当選を果たしました。
当選から一夜明けた 22 日、藤田氏は午前５時すぎから地元の寝
屋川市の駅前に立って、当選のあいさつを行いました。
藤田氏が通勤客などに「おはようございます。これから頑張りま
す」とあいさつをすると、
「これからが始まりなので、国会で活
躍してください」と声をかける人の姿も見られました。
藤田氏はＮＨＫの取材に対し、
「あたたかい声を頂けるのはうれ

しい一方で、
改めて私や維新の会への期待に責任を感じています。
皆さんの代表として送り出していただいたからには、
国会議員と
して、地に足をつけ、広い視野を持って、責任をしっかりと果た
せるように頑張っていきたいです」と抱負を述べました。
衆院大阪 12 区補選は維新 都構想へ存在感
2019/4/21 22:074/21 22:08updated 共同通信社

＝が立候補していた。
維新は、所属議員が重なる地域政党・大阪維新の会が大勝した
大阪府知事・大阪市長のダブル選の勢いを残した格好で支持を拡
大した。一方、自民は「弔い選挙」を掲げ、安倍晋三首相ら党幹
部を相次いで応援に投入したが、届かなかった。閣僚経験など実
績をアピールした樽床氏と、夏の参院選を見据えて「野党共闘」
を前面に出した宮本氏は、ともに支持は広がらなかった。
（坂本
純也）
大阪１２区補選、自公の協力にほころび 朝日出口調査
朝日新聞デジタル編集委員・堀江浩 2019 年 4 月 21 日 21 時 42
分

衆院大阪 12 区補選で初当選を決め、気
勢を上げる藤田文武氏（中央）＝21 日夜、大阪府寝屋川市
自民党の北川知克元環境副大臣の死去に伴う衆院大阪12 区補
欠選挙は21日投開票され、
日本維新の会の新人藤田文武氏
（38）
が、自民党新人北川晋平氏（32）＝公明推薦＝ら 3 人を破り、初
当選を確実にした。日本維新は地元組織の政治団体・大阪維新の
会が「大阪都構想」推進を掲げて大阪府知事、大阪市長のダブル
選で圧勝した勢いを維持し、本拠地で存在感を示した。
維新は大阪市を廃止し特別区に再編する都構想の 2 回目の住
民投票実現を目指している。ダブル選に加え、国政選挙でも支持
を得られたとして、改めて公明党などに協力を求める考えだ。

大阪１２区 支持政党ご
との投票先は…

藤田文武氏
自民が補選２敗 大阪１２区、維新・藤田氏が当選確実
朝日新聞デジタル坂本純也 2019 年 4 月 21 日 21 時 40 分

当選確実となり、支援者と「頑張ろう」コ
ールをする維新の藤田文武氏（中央）＝２０１９年４月２１日午
後９時４２分、大阪府寝屋川市、小林一茂撮影

朝日新聞社は２１日、
衆院沖縄３区と大阪１２区の補欠選挙で
出口調査を行った。沖縄３区は、基地問題を重視する有権者が多
数を占め、野党系候補への支持につながった。大阪１２区は、自
民、公明両党の協力関係にほころびが目立った。
沖縄３区は、朝日新聞社と沖縄…
残り：771 文字／全文：880 文字

衆院大阪１２区の補欠選挙が２１日投開票され、
日本維新の会
新顔の藤田文武氏（３８）の初当選が確実となった。同日実施さ
れた沖縄３区補選とともに、自民党公認が２敗した。
大阪１２区補選は自民の北川知克・元環境副大臣の死去に伴う
もの。藤田氏のほか、共産前職で無所属で立った宮本岳志氏（５
９）＝共産、自由推薦＝、元総務相で無所属前職の樽床伸二氏（５
９）
、知克氏のおいで自民新顔の北川晋平氏（３２）＝公明推薦

自民支持２４％が藤田氏に＝大阪１２区
時事通信 2019 年 04 月 22 日 07 時 04 分
２１日投開票の衆院大阪１２区補選で時事通信が行った出口
調査によると、自民党支持層の２４．５％が日本維新の会公認の
藤田文武氏に投票した。自民前職の死去に伴う同補選は、自民に
とって「弔い選挙」だったが、２０１７年衆院選でこの前職に投
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票した人も２４．６％が藤田氏に投じた。
有効回答は４５５人。藤田氏が維新支持層の８１．７％を固め
た一方、自民公認の北川晋平氏の自民支持層からの得票は５４．
７％にとどまった。無党派層の投票先は３４．９％が藤田氏、３
４．１％が無所属の樽床伸二氏、北川氏は１８．６％だった。
北川氏を推薦した公明党の支持層は、７５．９％が北川氏に投
票。藤田氏に１３．８％、樽床氏に１０．３％がそれぞれ流れた。
維新が掲げる「大阪都構想」をめぐっては、賛成４９．９％、
反対１７．４％、
「どちらとも言えない・わからない」が３２．
７％だった。賛成派のうち藤田氏に投じたのは６０．８％にとど
まり、北川氏にも１９．４％が投票した。
夏の参院選で投票を予定している政党を聞いたところ、
維新２
８．４％、自民２３．３％。２８．１％が態度未定だった。
衆院大阪 12 区補選 維新 藤田氏が初当選
NHK4 月 22 日 0 時 36 分

前の衆議院議員と新人の合わせて４人の争いとなった衆議院大
阪 12 区の補欠選挙は 21 日投票が行われ、日本維新の会の新人
の藤田文武氏が初めての当選を果たしました。
衆議院大阪 12 区の補欠選挙は開票が終了しました。
▽藤田文武（維新・新）当選 ６万 341 票
▽北川晋平（自民・新） ４万 7025 票
▽樽床伸二（無所属・前） ３万 5358 票
▽宮本岳志（無所属・前） １万 4027 票
日本維新の会の藤田氏が、
自民党の新人で公明党が推薦する北川
氏らを抑えて、初めての当選を果たしました。
藤田氏は大阪 寝屋川市出身で 38 歳。府立高校の教員などを経
て、スポーツ関連の会社を経営し、おととしの前回の衆議院選挙
に続いて、日本維新の会から立候補しました。
選挙戦で藤田氏は統一地方選挙の前半に行われた大阪府知事と
大阪市長のダブル選挙や、
大阪府議会議員選挙などで維新の会が
勝利したことを追い風に、
党が掲げる
「身を切る改革」
の徹底や、
幼児期からの教育の無償化など子育て支援の拡充、
それに東京へ
の一極集中を解消するため、
大阪の副首都化を進めることなどを
訴えました。
そして維新の会の支持層を固めたほか、
支持政党を持たない無党
派層や、
北川氏を擁立した自民党の支持層からも一定の支持を集
め、初めての当選を果たしました。
藤田氏「新しい時代の新しい政治を一歩踏み出す」
藤田氏は「有権者から力以上に期待をかけていただいた。ずっと
訴えてきた大阪の改革を国で実現し、
新しい時代の新しい政治を、
一歩踏み出していくため、精進したい」と述べました。
北川氏「残念な結果になり申し訳ない気持ち」
自民党の新人で、公明党が推薦する北川晋平氏は「亡くなった叔
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父の北川智克の思いを引き継ぎ、大阪 12 区の３市、それに日本
のために全力を尽くして戦うという決意を持って挑んだが、
残念
な結果になったことは申し訳ない気持ちでいっぱいです」
と述べ
ました。
また大阪府知事選、市長選のダブル選挙の影響については「有権
者の反応からはあまり感じていなかったが、
影響がなかったわけ
ではない。
しかし敗因のいちばんの理由は自分の力不足だと思っ
ている」と述べました。
樽床氏「力不足で残念な結果になり申し訳ない」
無所属で前の衆議院議員の樽床伸二氏（59）は「私の力不足で大
変残念な結果になり申し訳ない。
これからの政治がどのような状
況になるのか全く想像がつかないが、
日本の政治がしっかりした
ものになることを期待したい」と述べました。
一方、今後の政治活動については、
「支持者の皆さんと相談をし
て決めていきたい」と述べました。
宮本氏「闘いをともにした野党各党と市民に感謝」
無所属の前の衆議院議員の宮本岳志氏は「大変残念な結果だが、
すばらしい闘いをともにしていただいた野党各党の皆さんをは
じめ市民の皆さんに感謝したい。
今後も皆さんと一緒にこれから
の日本のために頑張っていきたい」と述べました。
自民 二階幹事長「謙虚に受け止め 反撃材料に」
自民党の二階幹事長は記者団に対し、
「結果は謙虚に受け止めな
いといけないが、１つのきっかけにして、反撃材料にして、これ
から取り組んでいきたい」と述べました。
立民 長妻選対委員長「大阪は維新の会が強い」
立憲民主党の長妻選挙対策委員長は記者団に対し、
「われわれも
応援に入ったが、なかなか及ばず、望む結果ではなかった。大阪
は維新の会が強いことが大きい。もう少し時間があれば、違う結
果になったのではないか。
結果を分析して次に生かしていきたい」
と述べました。
国民 玉木代表「１対１の構図を作れなかった」
国民民主党の玉木代表は記者団に対し、
「有権者に分かりやすい
１対１の構図を作れなかったことと合わせて、
争点が沖縄の補欠
選挙のように明確にならなかった。選挙結果をよく分析し、今後
の野党連携の在り方につなげていきたい」と述べました。
共産 志位委員長「与えられた条件の中で最善の戦いだった」
共産党の志位委員長は記者会見で、
「宮本氏が及ばなかったのは
残念だが、与えられた条件の中で最善の戦いだったと思う。市民
と野党の今後にとって、大きな財産を作った選挙だった」と述べ
ました。
維新 馬場幹事長「皆さんにご期待をいただけた」
日本維新の会の馬場伸幸幹事長は
「大阪で行ってきた改革を全国
に広げるために一歩ずつ前進している中で、
藤田くんが勝利でき
たのは皆さんにご期待をいただけたからだと思う。しかし、まだ
実績は全くなく、
ご期待という民意がいつ消えてしまうか分から
ない。そのことを肝に銘じて頑張っていきたい」と述べました。
自由 小沢代表「野党共闘をさらに深化が大事」
自由党の小沢代表は「本当に残念だが、宮本候補の勇気ある決断
と奮闘には敬意を表したい。
野党は共闘しなければ絶対に強大な

政権には勝てない。
これを糧として野党共闘をさらに深化させて
いくことが大事だ」などとする談話を出しました。
希望 松沢代表「維新候補が当選 友党として頼もしい」
希望の党の松沢代表は「日本維新の会の候補が当選し、友党とし
て頼もしいかぎりだ。
大阪都構想という地方自治の構造改革が受
け入れられ、
その勢いが国政選挙にも反映されたものと考えてい
る」などとする談話を出しました。
社民 吉川幹事長「国民が安倍内閣にノーを突きつけた」
社民党の吉川幹事長は「安倍総理大臣自身が現地入りするなど、
政府・与党が総力を挙げたにもかかわらず、自民党候補が敗北し
たことは国民が安倍内閣にノーを突きつけたに等しい」
などとす
る談話を出しました。
衆院沖縄３区補選で当選 屋良氏が辺野古で決意表明
NHK4 月 22 日 15 時 03 分

の新人でフリージャーナリストの屋良朝博氏が、
自民党の新人で
元沖縄・北方担当大臣の島尻安伊子氏を破り、初めての当選を果
たしました。
屋良氏は、当選から一夜明けた 22 日朝、沖縄市の街頭に立ち、
車に向かって手を振りながら感謝のことばを述べていました。
その後、屋良氏は記者団の取材に応じ、
「きのうはうれしかった
が、一夜明けて、国との間にある高くて厚い壁にどうやって風穴
を開けていこうか考えている」と述べました。
そのうえで、普天間基地の移設計画について「政府は『辺野古が
唯一の解決策だ』と言っているが、この世に唯一はない。移設工
事を続けても普天間の返還は先が見えてこないので、
それ以外の
解決策を早く示していきたい」と抱負を述べました。
沖縄県 玉城知事「よかったと思う」
屋良氏を支援した沖縄県の玉城知事は、午前８時半すぎ、沖縄県
庁に登庁した際、記者団に対し、
「有権者の皆さんの判断をいた
だいて、よかったと思う」と述べました。
衆院沖縄 3 区、辺野古移設に不信 自民、知事選に続き補選も
敗北
2019/4/21 20:50 共同通信社

衆議院沖縄３区の補欠選挙で初当選を果たした屋良朝博氏は 22
日、名護市辺野古を訪れ、アメリカ軍普天間基地の移設計画に抗
議を続けている人たちに向けて「ここが原点だ。勝利をつかむま
で頑張っていく」と決意を表明しました。
屋良氏は 22 日昼前に名護市辺野古を訪れ、基地の移設工事への
抗議活動を続けている人たちと一緒に、歌ったり踊ったりして、
喜びを分かち合いました。
そのうえで、
「ここが原点だ。勝利をつかむまで頑張っていく」
と決意を表明しました。
抗議活動をしている地元、辺野古の 90 歳の女性は「沖縄の未来
は沖縄県民が決めるので、
日本政府の言いなりになる必要はない。
沖縄の意地が示された結果だと思う」と話していました。
南風原町の 69 歳の男性は「軟弱地盤などの問題で辺野古への移
設にはまだ 10 年以上かかるため、普天間の危険性除去にはなら
ない。屋良さんには、ほかの議員とも力を合わせて頑張ってほし
い」と話していました。
衆院沖縄３区補選で当選 屋良氏「辺野古以外の解決策示す」
NHK4 月 22 日 12 時 29 分

衆議院沖縄３区の補欠選挙で初当選を果たした屋良朝博氏は、
一
夜明けた 22 日、記者団に対し、アメリカ軍普天間基地の移設計
画について
「名護市辺野古への移設以外の解決策を早く示してい
きたい」と抱負を述べました。
21 日に投票が行われた衆議院沖縄３区の補欠選挙では、無所属

衆院沖縄 3 区補選で当選を決め、玉城
デニー知事（右）らと万歳する屋良朝博氏（中央）＝21 日夜、
沖縄県沖縄市
沖縄県知事に転出した玉城デニー氏の衆院議員失職に伴う沖
縄 3 区補欠選挙は 21 日投開票され、米軍普天間飛行場（宜野湾
市）の名護市辺野古移設に反対し、野党が支援する無所属のフリ
ージャーナリスト屋良朝博氏（56）が、自民党新人の元沖縄北方
担当相島尻安伊子氏（54）＝公明推薦＝を破り、初当選を確実に
した。自民党は推薦候補が落選した昨年 9 月の知事選に続く敗
北で、
辺野古移設を進める安倍政権への不信が再び示された格好
だ。
玉城氏や辺野古反対派は、
県民投票で辺野古沿岸部の埋め立て
反対が 7 割を超えたことや辺野古を抱える沖縄 3 区の民意が明
確になったとして、国への攻勢を強める。

屋良朝博氏
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野党系・屋良氏「負担軽減策の訴え、受け入れられた」
朝日新聞デジタル 2019 年 4 月 21 日 20 時 40 分

衆院沖縄３区補選で
当選を確実とし、万歳する屋良朝博氏（中央）
。右は玉城デニー
沖縄県知事＝２０１９年４月２１日午後８時５分、
沖縄県沖縄市、
金子淳撮影
衆院沖縄３区補選で当選が確実となった屋良朝博氏は２１日
午後８時過ぎ、勝因について「長く続いた普天間（飛行場）の問
題について、確実な解決策、訴えが有権者に届いた。辺野古（移
設）は解決策にならない。そろそろ別のアプローチを考える方が
現実的だ。普天間の解決に、負担の軽減策を具体的に進めていく
という訴えが受け入れられたと思う」と語った。
玉城知事「対話で解決、民意大きかった」
玉城デニー知事は
「
（普天間飛行場の辺野古移設問題について）
県と政府の対立という言葉があるが、
私たちは対立に持ち込んで
いるわけでも、申し込んでいるわけでもない。我々が（政府に）
申し入れているのは対話。
屋良さんに熱い支援を寄せていただい
たのも、
対話による解決をしっかり続けてほしいという民意が大
きかったと思う」と語った。
在沖基地にヘリパッド 衆院３区補選当選の屋良氏 普天間閉
鎖へ提起
琉球新報 2019 年 4 月 23 日 05:00

初当選から一夜明け、政策などについて質
問に答える屋良朝博氏＝22 日、那覇市泉崎の琉球新報社
琉球新報は 22 日、衆院沖縄３区補選で初当選を果たした屋良
朝博氏（56）＝無所属・新＝を那覇市泉崎の琉球新報本社に招き、
松元剛編集局長が今後の取り組みについてインタビューした。
屋
良氏は米軍普天間飛行場の危険性除去についてマイク・モチヅキ
米ジョージ・ワシントン大准教授の意見などを念頭に「米海兵隊
が必要なヘリなどは５、６機だ。シュワブやハンセンにヘリパッ
ドを設置すれば普天間は数年以内に閉鎖可能となる」
との見解を
示した。
屋良氏は米軍再編計画にも触れ
「将来的に８００人になる在沖
米海兵隊の兵力は沖縄に固定する必要はない。
辺野古を埋め立て
る政策の検証をしなければならない」と指摘した。
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既存の米軍基地内にヘリパッドを設置することが基地の県内
移設に当たるのではとの問いについては
「合理的な道筋をどう立
てるかだ。具体的手法を提起することが重要で、
（私の主張を）
そのまま実行するわけではない」と述べ、普天間の危険性を除去
し、
辺野古の埋め立て計画を阻止するための議論提起であること
を強調した。
次期沖縄振興計画については「半世紀以上、中身が変わってい
ない」とした上で「各省庁からひもつきで予算を取ればいい。そ
れを沖縄特別振興と言えるか精査が必要だ」と述べ、制度として
見直す時期にあることを主張した。
当選の屋良朝博氏、5 月訪米 普天間問題を直接確認へ
沖縄タイムス 2019 年 4 月 23 日 05:00
衆院沖縄３区補選で初当選した屋良朝博氏（５６）は２２日、
沖縄タイムス社で与那嶺一枝編集局長のインタビューに応じ、
５
月に訪米する計画を明らかにした。
屋良氏は米軍普天間飛行場の
移設先として米側が名護市辺野古を求めているわけではないと
した上で「米側に直接確認しに行く」と述べた。

普天間飛行場の移設問題や、振興策につい
てのインタビューに応じる屋良朝博氏＝２２日午後、
那覇市久茂
地・沖縄タイムス社
屋良氏は地理的優位性を掲げて沖縄に基地負担を集中させて
いるのは日本政府とし
「米国が海兵隊を沖縄に置かないと機能し
ないといっているのか確認しないといけない」
と訪米の意義を説
明。これまでの取材や研究を通して、米国からそういう発言を聞
いたことがないことを強調した。
屋良氏は国政での自らの役割に関し「脅威論や抑止論、沖縄に
基地がないと日米同盟が成立しないなど固定概念がある。
（国民
の）意識を変えていく」と意欲。全国に広げるため野党で認識を
共有し「次の国政選挙で（辺野古新基地建設の賛否を）争点化で
きれば（提起する）人が増える。全国に広げれば認識が変わる」
と語った。
各省庁の沖縄関係予算を内閣府にまとめて計上する
「一括計上
方式」見直しの必要性に言及。
「何かに反対したか賛成したかで
予算が増減するのは民主主義ではない。
みんなで税金を払ってい
る。いい提案があれば生活の向上のために実現すべきだ。
（政府
との）太いパイプ論は古い発想にとらわれている」と物流コスト
の低減などを掲げた政策の実現に取り組む考えを示した。
〈記者解説〉辺野古抱える「沖縄３区」の審判に重み 国の「民
主主義」問う

琉球新報 2019 年 4 月 22 日 10:51
平成最後の国政選挙となった衆院沖縄３区補欠選挙で、
有権者
は辺野古移設
「反対」
を掲げた屋良朝博氏を選択した。
県知事選、
県民投票で示された辺野古新基地建設「反対」の民意が揺るがな
いことが改めて示された。
屋良氏は県選出国会議員として辺野古
埋め立て阻止に向けて行動を開始する。...
この記事は有料会員限定です。
衆院沖縄３区補選 勝敗を分けたのは？ 「知事後継」を訴えた
屋良朝博氏 「移設容認」を掲げた島尻安伊子氏
琉球新報 2019 年 4 月 22 日 10:25
元新聞記者で知名度不足が課題だった屋良朝博氏が、
元沖縄北
方担当相の島尻安伊子氏を破り初当選を果たした。県知事選、県
民投票で示された米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設反対の
民意が当選の原動力となった。島尻氏が容認の立場を示し、辺野
古移設の争点が明確になったことで、
従来の革新票だけでなく辺
野古移設に反対する保守層や無党派層の票を取り込んだ。 屋
良...
この記事は有料会員限定です。
辺野古に反対７割〈衆院沖縄３区補選・出口調査〉
琉球新報 2019 年 4 月 22 日 10:18

琉球新報と共同通信が実施した出口調査では、
米軍普天間飛行
場の名護市辺野古への移設について「反対」
（53・1％）と「どち
らかといえば反対」
（15・0％）に回答した割合が 68・1％を占め
た。
「賛成」
（15・3％）と「どちらかといえば賛成」
（12・4％）
の回答は合わせて 27・7％だった。
屋良朝博氏に投票した人のうち、
「反対」と「どちらかといえ
ば反対」と回答したのは 89・1％で、
「賛成」と「どちらかとい
えば賛成」は 7・3％にとどまった。島尻安伊子氏に投票した人
で「反対」と「どちらかといえば反対」は 29％で、
「賛成」と「ど
ちらかといえば賛成」は 65・8％を占めた。
辺野古への移設工事を継続する政府の姿勢についても
「支持し
ない」
（57・3％）と「どちらかといえば支持しない」
（10・5％）
の回答が合わせて 67・8％となった。
「支持する」
（15・6％）と
「どちらかといえば支持する」
（11・4％）は合わせて 27％だっ
た。
無党派の７割超が屋良氏に 全世代で島尻氏を上回る〈衆院沖
縄３区補選・出口調査〉
琉球新報 2019 年 4 月 22 日 10:13
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21 日投開票の衆院沖縄 3 区補欠選挙で、琉球新報社と共同通
信社は 21 日、合同で出口調査を実施した。その結果、初当選し
たフリージャーナリストで新人の屋良朝博氏（56）＝無所属＝は
「支持する政党はない」
と答えた無党派層の 76・2％を取り込み、
自民支持者の 2 割近くを切り崩した。公明は約 3 割、維新は 6
割超が屋良氏に流れた。
屋良氏は、3 区補選最大の争点だった米軍普天間飛行場の名護
市辺野古移設に反対する立憲民主党や共産党など国政野党の 9
割超を固めたほか、県政与党第一党の社民党は 95％、社大党は
88・5％を固めた。
辺野古移設容認の姿勢を打ち出した元沖縄北方担当相で新人
の島尻安伊子氏（54）＝自民公認、公明、維新推薦＝は自民の 81・
9％の支持を得た。公明は 68・6％、維新は 36・4％だった。無
党派層は 23・8％にとどまった。
年代別では、全ての世代で屋良氏が島尻氏を上回った。とりわ
け 60 代がその傾向が強く、72・8％が屋良氏を支持した。島尻
氏は 20 代と 30 代が他の世代より高い傾向が表れた。20 代は
47・7％、30 代は 46・7％だった。
性別で見ると、男性は 63・1％、女性は 67％が屋良氏を支持
し、いずれも島尻氏を上回った。
どうなる？沖縄県内政局 オール沖縄参院選に弾み 立て直し
を迫られる自民
琉球新報 2019 年 4 月 22 日 10:11

当選が決まり、玉城デニー知
事（右から 2 人目）や支持者らとカチャーシーを踊る屋良朝博さ
ん（同 3 人目）＝21 日午後 8 時 13 分ごろ、沖縄市安慶田の選
対事務所（ジャン松元撮影）
平成最後の国政選挙となった衆院沖縄 3 区補欠選挙は「オー
ル沖縄」陣営が推す屋良朝博氏が初当選を果たした。
「オール沖

縄」陣営にとって県知事選から続く勝利で、夏の参院選に向け弾
みがついた。県民投票で示された新基地建設「反対」の民意が再
び示されたことで、玉城デニー知事は求心力を強めるとともに、
新基地建設阻止に向けて追い風となる。
一方、3 月に中川京貴県議を県連会長とする新しい執行部を発
足したばかりの自民県連は初戦からつまずいた。
辺野古容認を明
確にした選挙戦を落としたことは痛手で、
参院選に向け態勢の立
て直しが急務となる。
衆院 3 区補選は、知事選と同様に「オール沖縄」陣営と、安倍
政権与党の自民・公明に維新が加わった「自公維」が対決する構
図となった。屋良氏は 3 区選出衆院議員だった玉城知事の後継
をアピールし、
知事と一緒に選挙を戦ったことで課題だった知名
度不足を克服し、無党派層を含め幅広い層で支持を広げた。玉城
知事にとって地盤の 3 区の議席を維持した意義は大きく、県政
の安定した運営に好材料となった。
3 区補選が終わり、県内政局は夏の参院選に移る。既に「オー
ル沖縄」
陣営は元琉球大法科大学院教授の高良鉄美氏の擁立を予
定し、
自民はシンバホールディングス会長の安里繁信氏を擁立し
た。いずれの候補も近く正式に出馬表明する予定で、4 月下旬か
ら始まる大型連休明け以降、
参院選に向けた動きが活発化する見
通しだ。
（吉田健一）

地盤でもある沖縄市やうるま市を中心に無党派層にも浸透した。
衆院選初挑戦となった島尻氏は保守系の首長や県議、
市町村議
員、企業人らが運動を展開したが、辺野古容認の姿勢に対する反
発もあり、序盤から苦戦した。沖縄担当相時代に子どもの貧困解
消に向けた予算を確保したことや経済振興策などの実績、
政府と
の信頼関係の強さを強調した。
しかし閣僚時代の失言や普天間飛
行場の県外移設から辺野古移設容認に転じたことに対する有権
者の不信感を最後まで拭えなかった。
投票率は 2017 年 10 月の前回衆院選の 54・05％から 10・06
ポイント下がり、43・99％で、参院選を含む県内の国政選挙で過
去最低を記録した。
総選挙ではなかったことで有権者の関心が高
まらなかったとみられる。
当日有権者（在外含む）は 31 万 3695 人（男性 15 万 4092 人、
女性 15 万 9603 人）だった。
【琉球新報電子版】
島尻安伊子氏「結果を出せなかったことは申し訳ない」 辺野古
移設容認は変わらず 衆院沖縄３区補選
琉球新報 2019 年 4 月 21 日 23:21

報道陣に向かって、敗戦の弁を述べる島尻安伊子氏

屋良朝博氏が初当選 辺野古再び「ノー」 島尻氏に 1 万 7728
票差 衆院沖縄 3 区
琉球新報 2019 年 4 月 22 日 00:36

当選が決まり、玉城デニー知事（右
から２人目）や支持者らとカチャーシーを踊る屋良朝博さん（同
３人目）＝２１日午後８時１３分ごろ、沖縄市安慶田の選対事務
所
玉城デニー氏の知事選出馬に伴う衆院沖縄３区補欠選挙は 21
日、投開票が行われ、
「オール沖縄」陣営が推すフリージャーナ
リストで無所属新人の屋良朝博氏（56）が 7 万 7156 票を獲得
し、初当選した。元沖縄北方担当相で新人の島尻安伊子氏（54）
＝自民公認、公明、維新推薦＝は 5 万 9428 票を得たが及ばず、
屋良氏は島尻氏に 1 万 7728 票差をつけた。3 区の有権者が辺野
古新基地建設に反対する屋良氏を選んだことで、
県民は昨年 9 月
の知事選、今年 2 月の県民投票に続き、辺野古埋め立てを強行す
る安倍政権に対し再び「ノー」を突き付けた。
屋良氏は辺野古埋め立てを阻止し、
基地機能の分散による普天
間飛行場の即時閉鎖、返還を公約の柱に掲げたことで、新基地建
設反対の県民世論を追い風に支持を広げた。
翁長雄志前知事が構
築した「オール沖縄」陣営の全面支援を受け、玉城知事の後継を
アピールしたことで課題だった知名度不足を克服し、
玉城知事の
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＝２１日午後８時１６分、沖縄市中央の選挙事務所
新人無所属の屋良朝博氏（５６）の当選確実を受け、元沖縄北
方担当相で新人の島尻安伊子氏（５４）＝自民公認、公明、維新
推薦＝は２１日夜、沖縄市中央の選挙事務所で取材に応じ「多く
の方の力添えをいただいたが、
皆さんに喜んでいただける結果を
出せなかったことは申し訳ない。今後は白紙だが、一兵卒として
皆さんと進んでいきたい」と述べた。
選挙戦で掲げた米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設容認の
姿勢については
「普天間の危険性除去の必要性を考えた時には一
日も早い辺野古移設が現実的な解決方法だ」と述べ、容認の姿勢
は撤回しない考えを示した。
【琉球新報電子版】
衆院沖縄３区補選 屋良朝博氏が当確
琉球新報 2019 年 4 月 21 日 20:00

衆院沖縄３区補選で当選が確実とな
り、支持者と万歳する屋良朝博氏（前列右から３人目）＝２１日
午後８時５分ごろ、沖縄市安慶田
玉城デニー氏の知事選出馬に伴う衆院沖縄３区補欠選挙は、
２
１日午後８時に投票が締め切られ、
「オール沖縄」陣営が推す無
所属新人でフリージャーナリストの屋良朝博氏（５６）の当選が

確実になった。
３区の有権者が辺野古新基地建設に反対する屋良
氏を選んだことで、県民は昨年９月の知事選、今年２月の県民投
票に続き、
辺野古埋め立てを強行する安倍政権に対し再び
「ノー」
を突き付けた。
選挙戦で屋良氏と一騎打ちを繰り広げた元沖縄北方担当
相で新人の島尻安伊子氏（５４）＝自民公認、公明、維新推薦＝
は及ばなかった。
屋良氏は玉城知事の後継として課題だった知名度を克服し、
３
区全域で支持を広げた。
最大争点となった米軍普天間飛行場の辺
野古移設に「反対」し、基地機能の分散移転による危険性除去を
訴えてきた。
県選出国会議員として辺野古新基地阻止に向けて行
動していく。
屋良氏が当選を確実にしたことで玉城県政にとって
追い風となり、
「オール沖縄」陣営にとっても夏の参院選に向け
て弾みをつけた。
開票は伊是名村を除く１３市町村で午後９時か
ら始まる。
県選挙管理委員会によると午後１１時半までには全ての市町
村の開票作業が終わる予定で、
２２日午前０時までには大勢が判
明する見通し。
３区補選は、辺野古移設の是非のほか、子どもの貧困問題解消
に向けた方策、
沖縄振興の指針となる沖縄振興特別措置法や次期
振興計画の在り方などを巡って激しい論戦が繰り広げられた。
【琉球新報電子版】
【速報】屋良氏が当選確実
琉球新報 2019 年 4 月 21 日 20:09

トで新人の屋良朝博氏（56）＝無所属＝と、元沖縄北方担当相で
新人の島尻安伊子氏（54）＝自民公認、公明、維新推薦＝が一騎
打ちの選挙戦を展開してきた。両候補は 20 日夜、沖縄市内で最
後の訴えをして選挙戦を終えた。開票は一部地域を除き、21 日
午後 9 時から始まる。県選挙管理委員会によると、午前 0 時ま
でには大勢が判明する見通し。

（左）支持者らに向かって最後の訴えをする屋
良朝博氏＝20 日夜、沖縄市のコザ十字路（右）支持者らに向か
って最後の訴えをする島尻安伊子氏＝20 日夜、沖縄市の胡屋十
字路
選挙戦は辺野古問題のほか、
子どもの貧困解消に向けた政策や
日本復帰 50 年を見据えた沖縄振興の在り方など、基地問題や暮
らしを争点に繰り広げられてきた。
結果は夏の参院選や玉城知事
の県政運営にも大きな影響を与えそうだ。
屋良氏は20 日夜、
沖縄市のコザ十字路で打ち上げ式を開き
「沖
縄の民意を国政と全国へ届け、
沖縄の民主主義を無視するなと訴
える。
普天間飛行場は米軍の運用を変えるだけで辺野古の海を壊
さなくても返還可能だ。基地問題の解決策を提示し、真正面から
議論を挑んでいく」と訴えた。
島尻氏は20 日夜、
沖縄市の胡屋十字路で打ち上げ式を開き
「子
育て環境を良くしていくのが私が政治家を目指した原点だ。3 年
前から始まった子どもの貧困対策事業はやればやるほどいろい
ろな問題が出てきた。
一つ一つ進めることで子どもの貧困の負の
連鎖を断ち切りたい」と訴えた。
沖縄 3 区の自治体は、沖縄市、うるま市、恩納村以北の計 14
市町村。3 区の選挙人名簿登録者数(8 日現在)は 31 万 4610 人。
10 日から 20 日までに 3 区内の市町村で実施された期日前投票
には有権者の 16・9%に当たる 5 万 3249 人が訪れ、既に投票を
終えた。
揺るがぬ新基地ＮＯ（上） 2019 年衆院３区補選 屋良氏選対
態勢遅れ圧勝ならず 世論調査優勢に緩みも
沖縄タイムス 2019 年 4 月 23 日 09:00
「こんな大切な時期に中国に行くべきでない」 ９日の告示直
前、那覇市の知事公舎で屋良朝博氏（５６）の選対幹部が玉城デ
ニー知事に迫った。
「あなたの後継を選ぶ選挙だ」
。最終的に、２
１日までだった出張を１９日帰任に短縮することでまとまった。
この記事は有料会員（ニュースサイトプラン）限定です。
沖縄県と国の対立に“化学反応”起こせるか 衆院補選で当選の
屋良朝博氏への期待 県政解説【深掘り】
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 15:50
屋良朝博氏の当選は、
昨年１０月の玉城デニー知事の就任以降、
２月の県民投票に続いて、
名護市辺野古の新基地建設に反対する
県民の意思を突き付けた。政府に建設を止める気配はない。玉城
知事は「民意と責任を背負い、辺野古を止めるために行動する」

辺野古、暮らしに審判 衆院 3 区補選きょう投開票 参院選、
県政運営に直結
琉球新報 2019 年 4 月 21 日 05:00
玉城デニー氏の知事選出馬に伴う衆院沖縄 3 区補欠選挙は 21
日、投開票される。米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設の是非
を最大の争点に、
「オール沖縄」陣営が推すフリージャーナリス
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と攻勢を強める構えだ。

テレビで当確の速報が出た瞬間、
両手を握りしめて喜ぶ屋良朝博氏（左）と玉城デニー知事＝２１
日午後８時、沖縄市安慶田の選挙事務所（田嶋正雄撮影）
米軍普天間飛行場を辺野古へ移すことに賛成か、反対か。埋め
立て予定海域に軟弱地盤が存在する中、埋め立ては可能か、どう
か。
そういった議論の中で
「海兵隊が沖縄に駐留する必要はない」
と論陣を張ってきた屋良氏には、膠着（こうちゃく）状態と言え
る県と国の対立に化学反応を起こす役割が期待されている。
屋良氏は、
新聞記者やシンクタンクの評議員として在沖海兵隊
の機能などを分析。
米軍再編後も沖縄に残る約２千人規模の３１
海兵遠征部隊（ＭＥＵ）の拠点を県外に移し、その活動を日本政
府が支援することで、
ほとんどの米海兵隊部隊が沖縄から撤退で
きると提言してきた。
幅広い政党の支持を受ける玉城県政では代替案を提示するの
は難しい状況だ。屋良氏が「移設せずに普天間飛行場の返還は可
能」という沖縄も日米両政府も納得する「ウィンウィンウィン」
の政策を練り上げれば、玉城県政の追い風になる。
「対話での解決」を掲げる玉城知事は、外部有識者で基地負担
軽減を話し合う「万国津梁会議」を６月に設置する。埋め立て承
認取り消しや撤回という「切り札」がいずれも不発に終わり、工
事を止めるための沖縄側の権限はほとんど残っておらず、
県民の
理解を広げるには「どう止めるか」について十分な説明が必要に
なる。
また、辺野古の問題で信任を重ねる一方、県民が重点的に取り
組んでほしいと望む子どもの貧困や虐待防止の対策などの具体
的な施策は２０１９年度予算で緒に付いたばかりで、
知事がリー
ダーシップを発揮し、加速できるか真価が問われる。
（政経部・福元大輔）
「沖縄は絶対に負けない」 衆院補選で初当選の屋良朝博さん
が辺野古であいさつ
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 13:50
名護市辺野古の新基地建設反対を訴え、
２１日投開票の衆院沖
縄３区補欠選挙で初当選した屋良朝博さん
（５６）
が２２日午前、
米軍キャンプ・シュワブゲート前を訪れ、市民に喝采で迎えられ
た。

ト前で、新基地建設に反対する市民と握手する屋良朝博さん（中
央）＝２２日午前、名護市辺野古
屋良さんは「ここは（基地問題の）原点。皆さんの気持ちを国
会に持っていく。当たり前の政治、民主主義をスタートさせる。
沖縄は絶対に負けない」とあいさつした。
屋良さんが好きだという、米国の公民権運動で歌われた「Ｗｅ
Ｓｈａｌｌ Ｏｖｅｒｃｏｍｅ（勝利を我らに）
」を市民らが一
緒にスクラムを組んで合唱した。
この日も新基地建設作業が行われ、午後１時４０分までに、１
８３台の工事関係車両が基地内に入った。
島尻安伊子氏の敗因、辺野古新基地「容認」姿勢理解されず 無
党派へ広がり欠く【深掘り】
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 08:10
島尻安伊子氏は元沖縄北方担当相としての実績や政府・与党と
の連携による政策の実現性を訴えてきたが、及ばなかった。これ
までの自民党系候補と異なり、
辺野古新基地建設について
「容認」
の姿勢を明確にして選挙に臨むも、
無党派層への広がりを欠いた。
この記事は有料会員（ニュースサイトプラン）限定です。
屋良朝博氏当選の勝因、知事とセット運動が奏功 無党派に広
く浸透【深掘り】
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 08:00
屋良朝博氏は安全保障問題に関する豊富な知識を前面に、
米海
兵隊の運用見直しによる米軍普天間飛行場の即時停止・返還を訴
え、議席を勝ち取った。知名度不足が課題だったが、玉城デニー
知事とセットで運動を展開し浸透を図った。
無党派の圧倒的な支
持を得たことも当選につながった。
この記事は有料会員（ニュースサイトプラン）限定です。
「進む方向は間違っていなかった」 島尻安伊子さん、涙を浮か
べ頭深々 辺野古移設で対立軸
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 06:04
２期９年務めた国会議員への返り咲きを目指した島尻安伊子
さんは、突き付けられた民意をかみしめ、目にいっぱいの涙を浮
かべた。
辺野古新基地建設の賛否で対立軸を明確にした相手候補
の当選確実の一報が伝わったのは、投票箱が閉まった午後８時。
「結果が出せなかったことを大変申し訳なく思います」
。集まっ
た支援者に深々と頭を下げた。

相手候補の当選確実のテレビ速報を受け、
夫の昇さん（左）と共に支援者に頭を下げる島尻安伊子さん＝２
１日午後８時１３分、沖縄市中央の選挙事務所（国吉聡志撮影）
屋良朝博さんの当確を伝えるテレビ各社のテロップが出た午
後８時。
沖縄市中央の選挙事務所で待機していた島尻さんの選対

米軍キャンプ・シュワブのゲー
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幹部らは一様にため息を漏らし、静けさが漂った。
約１０分後、
拍手で迎えられながら夫の昇さんと着席した島尻
さんの表情に、いつもの笑みはなかった。
ふっと息を吐いて立ち上がり、
感謝を述べた後、
１８秒間沈黙。
必死に涙をこらえ、悔しさをかみしめるように「進む方向は間違
っていなかったと思う。
また皆さまと共に明るい沖縄をつくりた
い」と言葉を紡いだ。
選挙戦では４人の子を持つ母親の一人として、
子どもの貧困問
題の解決を訴え、
県土の均衡発展や観光振興など幅広い政策も打
ち出した。
自身が「苦渋の選択」と表現した新基地建設では容認姿勢を示
したが、十分な支持を集められなかった。
「一日も早い辺野古移
設が現実的な解決方法」
「票が出そろってから敗因を分析してい
きたい」
。報道各社の質問に気丈に答えた後、支援者からねぎら
いを受けて事務所を去った。
県内移設ノー、何度示されても……政府「辺野古移設は変わら
ない」
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 05:27
【東京】衆院沖縄３区補選で安倍政権が支援した島尻安伊子氏
が、
名護市辺野古の新基地建設阻止を掲げる屋良朝博氏に敗れた
ことに政府、自民党は「米軍普天間飛行場の辺野古移設の政府方
針は変わらない」と基地政策を変更しない方針で一致している。
一方で、夏の参院選への影響を懸念する声も上がっている。

大浦湾側の護岸
「Ｋ４」
（中央左）から沖合に延びる「Ｋ８」護岸建設が始まり、
汚濁防止膜が設置された辺野古沖合（左）＝３月５日、名護市（小
型無人機で撮影）
自民の二階俊博幹事長は２１日、
党本部で記者団に辺野古の対
応を問われ「従来通り。党の方針だ。理解が得られるように今後
とも努力したい」と述べた。夏の参院選へ向け「多少なりとも影
響はあるだろう」と語った。
島尻氏が「辺野古容認」を明確にして戦った選挙だけに、野党
は「辺野古反対の民意が示された」と攻勢を強めることが予想さ
れる。
政府関係者は「県民投票ですでに反対の意思は示された。丁寧
に説明しないといけないが、状況は変わらない」と述べ、辺野古
推進を堅持する考えを示した。
当初から島尻氏にとって厳しい選挙情勢が伝えられていたが、
選挙期間中に北谷町で米兵が女性を殺害したとみられる事件も
発生。自民党関係者は「辺野古を抱える３区で、間違いなく逆風
になった」と語った。
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辺野古反対の「民意」より強固に 沖縄県の主張を後押し 知事
選・県民投票に続き…
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 05:00
沖縄県名護市辺野古の新基地建設問題は、
埋め立て承認撤回を
巡り国と県の法廷闘争が想定されている。
建設に反対する屋良朝
博氏の当選で、直ちに形勢が逆転するわけではない。ただ、昨年
８月の埋め立て承認撤回後の知事選、
今年２月の県民投票から続
く新基地建設に反対する民意の潮流がより強固になった。
裁判で
玉城デニー県政の主張を補強する材料となり得る。
（政経部・銘
苅一哲）

テレビで当確の速報が出た瞬
間、両手で顔を覆う屋良朝博氏（中央）＝２１日午後８時、沖縄
市安慶田の選挙事務所（田嶋正雄撮影）
辺野古の大浦湾側で軟弱地盤の存在が判明するなど、
新基地建
設の妥当性への疑問は高まっている。
県庁内からは米軍基地問題
を専門とする屋良氏が、
国会で問題点を具体的に追及する期待感
も高まっている。
県は昨年８月に埋め立て承認を撤回したが、
国土交通相は沖縄
防衛局の申し立てを受けて今月５日に効力を取り消した。
県は決
定を不服として、２２日にも総務省の第三者機関「国地方係争処
理委員会」に審査を請求する方針。国交相の決定を取り消すよう
求める訴訟の提起も検討している。
翁長雄志前知事による承認取り消し訴訟で、裁判所は「選挙で
辺野古反対の候補が当選しても基地問題は
（数ある）
争点の一つ」
などとして選挙結果を民意と認めなかった。
ただ、判決後には、新基地建設の是非に絞った県民投票があり
「反対」が７１％に達した。候補者による新基地建設への賛否が
明確に分かれた今回の補選でも、
「反対」の屋良氏が勝利し、玉
城県政が撤回の正当性を補強する要素となる。
国は軟弱地盤を改良するため、
年内にも玉城知事に工事の変更
を申請する予定だ。
知事は申請内容が行政的な基準を満たしてい
るかなどをチェックして可否を判断するが、
辺野古問題の行方を
決める重大な政治判断でもあり、
県民投票や今回の衆院補選の結
果が拒否の判断を後押しする可能性も高い。
国会でも野党が軟弱地盤の問題を取り上げるなど、
辺野古問題
が焦点となっている。県幹部は「屋良氏は記者時代から沖縄に海
兵隊は要らないという視点を持ち活動してきた。
専門的な知識を
基に新たな切り口で政府を追及するはずで、
政府の反応に注目し
たい」と玉城県政との連携を期待している。
沖縄 3 区勝利、飛び上がる知事 初当選した屋良氏「基地を造

らず返還は可能」
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 04:40
沖縄県知事に転出した玉城デニー氏の衆院議員失職に伴う衆
院沖縄３区補欠選挙は２１日、投開票され「オール沖縄」勢力が
推す無所属で新人のフリージャーナリスト屋良朝博氏（５６）が
７万７１５６票を獲得し、初当選を果たした。屋良氏は名護市辺
野古の新基地建設反対を前面に打ち出し、自民党公認で、元沖縄
北方担当相島尻安伊子氏（５４）＝公明、維新推薦＝を１万７７
２８票差で破った。
辺野古新基地建設問題で政府と対峙
（たいじ）
する玉城県政に追い風となり、夏の参院選にも弾みをつけた。

性１５万９６０３人）だった。
◆屋良氏「民主主義の形を問う」
辺野古は普天間問題の解決策にならない、
別のアプローチを考
え周辺住民の負担軽減を具体的に進める、
という訴えが受け入れ
られた。県知事選、県民投票と移設反対の意思が示されたが工事
が進んでいる。この国の民主主義が問われている。このままでい
いのかということを議論していく。
沖縄の振興計画はあと２年半で半世紀を迎える。
振興計画はか
なり進んだ。これからは人に対する投資や製造業、農業などに力
を入れる。沖縄で作ったものを売る制度を整備し、県民所得が上
がる具体的な計画を策定していきたい。
屋良朝博氏が当選確実 衆院沖縄３区補選 辺野古新基地に反
対訴え
沖縄タイムス 2019 年 4 月 21 日 20:00
沖縄県知事に転出した玉城デニー氏の衆院議員失職に伴う衆
院沖縄３区補欠選挙は２１日投開票され、
「オール沖縄」勢力が
推すフリージャーナリストの屋良朝博氏（５６）＝無所属、新人
＝の当選が確実となった。
屋良氏は名護市辺野古の新基地建設反
対を前面に打ち出し、革新・中道層に加え、無党派層、一定の保
守層からも幅広い支持を取りつけた。

「当確」が出た後、支持者と共に
バンザイ三唱する屋良朝博氏（前列右から３人目）と玉城デニー
知事（同２人目）＝２１日午後８時１４分、沖縄市安慶田の選挙
事務所（下地広也撮影）
◆投票率は過去最低の 43.99％
投票率は４３・９９％で、１９７０年に国政選挙に参加して以
降、県内の主要選挙で最低の投票率となった。
屋良氏は、主要争点の一つだった辺野古新基地建設に反対し
「新基地を建設せずとも米海兵隊の運用見直しにより、
米軍普天
間飛行場の全面返還は可能」と訴えてきた。
選挙戦では、
２０１４年に翁長雄志知事誕生の原動力となった
県政与党や保守中道議員、
労働組合、
経済界の一部で構成する
「オ
ール沖縄」勢力が全面支援。玉城氏が共に街頭で支持を訴えて後
継をアピールし、
課題だった屋良氏の知名度不足を補った。
革新・
中道層に加え、無党派層、一定の保守層から幅広い支持を取り付
けた。
３区は玉城氏が０９、１４、１７年の選挙で勝利を収めており
「オール沖縄」勢力が議席を守る形となった。
一方、自民公認として立候補した島尻氏は公明、維新の推薦を
得て３党共闘で臨んだ。菅義偉官房長官ら政府、与党の大物政治
家が来県して支援を呼び掛けたが及ばなかった。
辺野古新基地建設を容認する立場を明確にし、
沖縄担当相や大
臣補佐官時代に取り組んだ子どもの貧困対策の実績、
中北部の振
興などを訴え、保守票は固めたものの、無党派層への支持が広が
らなかった。
当日有権者数は３１万３６９５人（男性１５万４０９２人、女

選挙戦の打ち上げ式で最後まで支持を呼び掛
けた屋良朝博氏＝４月２０日、沖縄市

「当選確実」となり、支持者とバンザイ
三唱する屋良朝博氏（中央）＝２１日午後８時すぎ、沖縄市安慶
田の選挙事務所
屋良氏は、主要争点の一つだった辺野古新基地建設に反対し
「新基地を建設せずとも米海兵隊の運用見直しにより、
米軍普天
間飛行場の全面返還は可能」と訴えた。
選挙戦では、玉城知事を筆頭に「オール沖縄」勢力の全面支援
を受けた。玉城氏が共に街頭で支援を訴えるなど、課題だった知
名度不足を補った。
自民党公認で、元沖縄北方担当相の島尻安伊子氏（５４）＝公
明、維新推薦＝は及ばなかった。
屋良 朝博氏
（やら・ともひろ）
１９６２年８月２２日生まれ、
北谷町出身。フィリピン国立大を卒業後、沖縄タイムス社入社、
編集兼論説委員、社会部長などを歴任。２０１２年に退職しフリ
ージャーナリストに。シンクタンク「新外交イニシアティブ」評
議員も務める。
◆基地から福祉まで幅広く取材
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米海兵隊の運用を見直すことによって、
辺野古に新基地を建設
しなくとも米軍普天間飛行場の即時運用停止が可能と訴えてき
た屋良朝博氏。沖縄タイムス社に入社し、ワシントンで米政府の
要人や米軍幹部に直接沖縄の米軍基地問題について取材した。
２
００７年から１年間はハワイの東西センターで米軍再編問題を
研究した。
フリージャーナリストとなってからも積極的に持論を展開し
てきた。シンポジウムに招かれ「沖縄に海兵隊の拠点があって、
にらみを利かしているというのは勘違いだ」などと発言。部隊の
ローテーションや長崎県の佐世保基地から揚陸艦でアジア太平
洋地域のパトロールに出ることを挙げ、
政府が沖縄に米軍基地を
置く理由として繰り返す「地理的優位性」について「ユクシ（う
そ）
」と説いてきた。
北谷町で育ち「近所住民は米国人。それが自然で、違和感や問
題意識はなかった」という。英語を学ぶ目的でフィリピン大学に
通った６年間で人生が大きく変わった。
マルコス政権を打倒する
「ピープルパワー革命」
（１９８６年）で、反マルコスを訴え運
動した経験から、民衆の力や主権を勝ち取る重要さを実感した。
「社会変革と近いところで仕事がしたい」と記者を志した。
安全保障の専門家の印象が強い屋良氏だが、
社会部では障がい
児教育を追った連載「学校好きなんだ」を手掛けた。公約でも、
離島の身体障がい児は親元を離れ本島へ、
本島内でも遠隔地の支
援学校へ通う子どもたちがいるとして
「障がい児も地域の学校へ」
と訴えている。
衆院沖縄３区補選、きょう投開票 基地問題や振興策に審判
16.9％が期日前投票
沖縄タイムス 2019 年 4 月 21 日 06:39
沖縄県知事に転出した玉城デニー氏の衆院議員失職に伴う衆
院３区補欠選挙は２１日投票が行われ、即日開票される。いずれ
も新人で無所属のフリージャーナリスト屋良朝博氏（５６）と、
自民党公認で元沖縄北方担当相島尻安伊子氏（５４）＝公明、維
新推薦＝の一騎打ち。
主要争点である名護市辺野古の新基地建設
の賛否や沖縄振興政策を巡り、
有権者がどのような選択をするの
か注目が集まる。

南北格差を是正し均衡ある発展を図りたい」と訴えた。子どもの
貧困対策や観光拠点、交通インフラ整備に意欲を示した。
８日時点の選挙人名簿登録者数は３１万４６１０人。
県選挙管
理委員会によると、
１０日から２０日までの期日前投票者数は５
万３２４９人で選挙人名簿登録者数の１６・９％となった。２０
１７年１０月の第４８回衆院選は７万８５７１人（２５・２％）
で、８・３ポイント下回った。
投票は１４市町村の１０９カ所で、
国頭村とうるま市の一部を
除き、２１日午前７時から午後８時まで実施される。
東村長に當山全伸氏 無所属新人で元役場職員
琉球新報 2019 年 4 月 21 日 23:08

當山全伸氏
【東】任期満了に伴う東村長選挙は２１日投開票され、無所属
新人の當山全伸氏（７０）が当選した。投票率は８７・００％で、
前回選挙が行われた２０１５年の投票率８９・１４％を２・１４
ポイント下回った。
当日有権者数は１５０８人（男性８２７人、女性６８１人）
。
當山全伸氏（とうやま・まさのぶ） １９４８年１０月２５
日生まれ。村有銘出身。日本大農獣医学部卒。７３年に村役場に
入り企画観光課長や会計管理者などを務め、
２００９年３月に退
職。
【琉球新報電子版】
東村長選：元村職員の當山全伸氏が当選確実
沖縄タイムス 2019 年 4 月 21 日 22:58
【東】任期満了に伴う東村長選は２１日投開票され、新人で元
村職員の當山全伸氏（７０）＝無所属＝が初当選を確実にした。

打ち上げ式で必勝をアピールす
る（右から）屋良朝博氏と島尻安伊子氏
両候補は２０日午後、
３区で有権者が最も多い沖縄市内で打ち
上げ式を開いた。
屋良氏はコザ十字路で「玉城氏が守ってきた議席を受け継ぎ、
沖縄の民意を国政、そして全国に訴えたい」と強調。辺野古新基
地建設を条件とせずとも、
普天間飛行場の返還は可能だと訴えた。
島尻氏は胡屋十字路で「暮らしや子育て環境を良くしていく。
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當山全伸氏
當山 全伸氏（とうやま・まさのぶ）１９４８年１０月２５日
生まれ。村有銘出身。日本大農獣医学部卒。７３年村役場入りし
経済課長などを務め、２００９年退職。
無党派の７割超が屋良氏へ＝沖縄３区
時事通信 2019 年 04 月 22 日 07 時 03 分

屋良氏は米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古への移設
に反対の立場で、昨年９月の県知事選と２月の県民投票に続き、
辺野古移設反対との強い民意が示された。
玉城デニー氏が知事選に転じたことに伴う補選。
沖縄３区は名
護市を含む選挙区で、
辺野古への移設の是非が最大の争点だった。
屋良氏は玉城知事の後継とアピールし、
辺野古移設に反対する
共産や社民などの政党や保守系団体などで作る「オール沖縄」勢
力が支えた。移設計画について「埋め立てを中止すべきだ。海兵
隊の運用見直しで普天間飛行場の運用停止も実現可能だ」
と訴え、
無党派層にも支持を広げた。
島尻氏は「普天間飛行場の危険性除去を考え、いったん辺野古
に移すことが現実的」と移設を容認する立場を明確にしたが、支
持が広がらなかった。

衆院沖縄３区補欠選挙で
勝利し、踊って喜ぶ屋良朝博氏（中央左）
、玉城デニー沖縄県知
事（同右）ら＝２１日夜、沖縄県沖縄市
２１日投開票の衆院沖縄３区補選で時事通信が行った出口調
査によると、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野
古移設反対を訴え、
主要野党の支援を受けた無所属の屋良朝博氏
が無党派層の７４．９％を固めた。
自民党支持層の１９．８％、公明党支持層の１６．７％も屋良
氏へ流れた。
自民党公認で公明党が推薦した島尻安伊子氏は辺野
古移設を容認する立場を明確にした。
島尻氏には自公支持層の約
８割が投票したが、無党派層は２４．０％と伸び悩んだ。
有効回答は４７６人。
辺野古移設阻止を掲げる玉城デニー知事
の県政運営に対しては、支持が６８．７％、不支持が１２．６％
だった。屋良氏は県政支持層の８９．９％の票を集めた。
移設の是非をめぐっては、反対が６６．０％で最も多く、賛成
の１４．１％や「どちらとも言えない、わからない」の２０．０％
を大きく上回った。

衆院沖縄３区補選 無所属 屋良氏が初当選
NHK4 月 22 日 0 時 38 分

衆議院沖縄３区の補欠選挙は、
アメリカ軍普天間基地の名護市辺
野古への移設反対を訴えた無所属の新人でフリージャーナリス
トの屋良朝博氏が、自民党の新人を破り、初めての当選を果たし
ました。
衆議院沖縄３区の補欠選挙の開票結果です。
▽屋良朝博（無所属・新）当選 ７万 7156 票
▽島尻安伊子（自民・新）５万 9428 票
新人の屋良氏が、自民党の新人で元沖縄・北方担当大臣の島尻氏
を破り、初めての当選を果たしました。
屋良氏は 56 歳。沖縄の新聞社・沖縄タイムスで論説委員や社会
部長などを歴任し、
現在はフリージャーナリストとして活動して
います。
屋良氏は、
選挙区内の名護市辺野古で工事が進められているアメ
リカ軍普天間基地の移設反対を訴え、玉城知事のほか、立憲民主
党や共産党、社民党などの支援を受けました。
そして、支援政党の支持層を固めたほか、支持政党を持たない無
党派層の支持を集め、初めての当選を果たしました。
対する自民党の島尻氏は、移設容認の立場で選挙戦に臨み、公明
党などからの支援を受けましたが及びませんでした。
屋良氏を支援した玉城知事は「移設工事は、工事期間や予算の面
で公共工事としてはでたらめだと断じざるをえない」
と述べまし
た。
玉城知事としては、
ことし２月の県民投票で辺野古沖の埋め立て
に反対が多数となったのに続き、
今回の補欠選挙で移設反対を訴
えた候補者が勝利したことで、
移設阻止に向けた働きかけを強め
ていくものとみられます。
投票率は 43.99％でした。
屋良氏「基地移設問題 県民の強い民意が改めて示された」

沖縄３区、野党系が当選確実 辺野古反対訴え、自民破る
朝日新聞デジタル 2019 年 4 月 21 日 20 時 00 分

衆院沖縄３区
補選で当選を確実とし、
カチャーシーを踊る屋良朝博氏
（中央）
。
右は玉城デニー沖縄県知事＝２０１９年４月２１日午後８時１
３分、沖縄県沖縄市、金子淳撮影

衆院沖縄３区補選は２１日投開票され、
野党系で無所属新顔の
ジャーナリスト屋良朝博氏（５６）が、自民新顔で元沖縄北方相
の島尻安伊子氏
（５４）
＝公明推薦＝を破り、
当選確実となった。
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屋良氏は「長く続いている普天間基地の移設問題に対し、確実に
解決策を示していきたいという訴えが有権者に響き、
県民の強い
民意が改めて示された結果だと思う。
辺野古沖への移設が解決策
にはならないということを明らかにして、
早急な抜本的解決を図
っていきたい」と述べました。
島尻氏「訴えが浸透しきれなかった」
島尻氏は
「一日も早い辺野古への基地の移設が現実的な解決策と
思っており、それが普天間基地の全面返還、および跡地利用によ
る次の沖縄振興につながるという考えに変わりはないが、
訴えが
浸透しきれなかった」と述べました。
沖縄県 玉城知事「政府との『対話』へのエール」
沖縄県の玉城知事は
「
『県と政府の対立』
ということばがあるが、
われわれは対立ではなく対話を求めている。
屋良さんへの有権者
の熱い支援は政府との『対話』へのエールだと思う。移設工事は
工事期間や予算の面で公共工事としてはでたらめだと断じざる
をえず、
日米両政府との対話や協議の中で一日も早い解決策を探
るべきだ」と述べました。
自民 二階幹事長「謙虚に受け止め 今後の対応考えたい」
自民党の二階幹事長は記者団に対し、
「いろいろなことが原因に
なっているが、謙虚に受け止めて、今後の対応を考えたい。地域
の理解を得られるよう今後とも努力したい」と述べました。
立民 長妻選対委員長「県民の怒りが背景に」
立憲民主党の長妻選挙対策委員長は記者団に対し、
「党として全
力で応援したので非常に喜んでいる。
新基地建設の是非が争点に
なり屋良氏はノーと明確に言った。
県民投票の結果が出たにもか
かわらず、安倍総理大臣は無視して強行した。県民の怒りが今回
の背景になったのではないか。政府はアメリカと再交渉し、辺野
古の工事は無期限に止めるべきで、
政府にさらに強く意見をぶつ
けていきたい」と述べました。
国民 玉木代表「基地問題 民意は明確に」
国民民主党の玉木代表は記者団に対し、
「野党が力を合わせて応
援し、結束して臨み、勝利を収めることができてよかった。最大
の争点は基地問題で民意は明確になった。
政府は民意を尊重すべ
きだ。一度ゼロベースで見直しを行うべきだ」と述べました。
公明 斉藤幹事長「野党統一候補は大変手ごわい」
公明党の斉藤幹事長は記者団に対し、
「県知事選挙からの流れが
あったが、与党にとって、野党の統一候補というのは参議院選挙
でも大変手ごわい相手だ。
その力の一端が、
この選挙で示された。
与党も一層団結をして、選挙戦に臨んでいかなければならない」
と述べました。
そのうえで、
普天間基地の名護市辺野古への移設に与える影響に
ついて、
「安全保障に関わる問題は政治が責任を持って行わなけ
ればならないことで、
これからも推し進めていかなければならな
い。ただ、県民の複雑な思いに真摯（しんし）に向き合いながら、
丁寧に説明をしていかなければならない」と述べました。
共産 志位委員長「安倍政権に対する沖縄県民の大きな勝利」
共産党の志位委員長は記者会見で、
「強権で辺野古埋め立てを進
めてきた、安倍政権に対する沖縄県民の大きな勝利で、
『新基地
ＮＯ』のとどめの審判が下った。安倍政権には辺野古新基地建設
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を中止し、
普天間基地の無条件での撤去を求めてアメリカ政府と
交渉することを強く求めたい」と述べました。
自由 小沢代表「民意を踏みにじればどうなるかを示した」
自由党の小沢代表は「政権が民意を踏みにじれば、どういうこと
になるかを、明確に示している。民主主義の勝利であり、本当に
うれしく、心強く思う。安倍政権はこの選挙結果を潔く認め、普
天間基地の速やかな返還を実現するとともに、
辺野古への移設工
事を即刻中止すべきで、
そのためのアメリカとの協議を行わなけ
ればならない」などとする談話を出しました。
希望 松沢代表「政府は沖縄県民を説得する責任を」
希望の党の松沢代表は
「辺野古移設反対の意思が示されたものと
思うが、
辺野古移設は普天間基地の危険性を除去するための唯一
の選択肢だ。今後、政府には沖縄県民をしっかりと説得する責任
を果たしてもらいたい」などとする談話を出しました。
社民 吉川幹事長
「基地建設反対の民意の強固さを改めて示した」
社民党の吉川幹事長は
「県民投票で辺野古埋め立て反対が７割以
上に達したのに続いて、
新基地建設反対を明確に訴えた屋良候補
の勝利は基地建設反対の民意の強固さを改めて示すものだ。
安倍
政権に対し、強権的な土砂投入を直ちにやめ、辺野古不要の普天
間返還に向け、沖縄県との話し合いを始めるよう求める」などと
する談話を出しました。
防衛省幹部「埋め立て工事進める方針に変わりはない」
防衛省幹部はＮＨＫの取材に対し、
「沖縄県知事選挙、
県民投票、
そして今回の補欠選挙と、連続して『辺野古反対』の形になった
ことを受け止めなければならないが、
政府としてはいろいろな声
に耳を傾けながらも、
埋め立て工事を進める方針に変わりはない。
普天間基地の早期返還を実現する現実的な選択肢は辺野古移設
以外にはないと考えており、理解を求め続けていくしかない」と
話しています。
〈重荷を負うて道を行く 翁長雄志の軌跡〉1 プロローグ 苦
痛の中「幸せ」かみしめ
琉球新報 2019 年 4 月 22 日 04:01
「ゆっくり寝るって、こんなに幸せなことなんだな」
。病床の
翁長雄志が弱々しく、しかし実感を込めてつぶやく。がんが肝臓
に転移し、亡くなる数日前の激しい苦痛の中、人生で初めてゆっ
くり寝ることの幸せをかみしめているようだった。
「一体どんな
生き方をしてきたっていうの」
。寄り添う妻・樹子は言葉を失っ
た。
政治の激流で常に緊張を強いられてきた雄志の人生の過酷さ
に、改めておののいた。 雄志は知事 4 年目の 201...
この記事は有料会員限定です。
〈重荷を負うて道を行く 翁長雄志の軌跡〉2 第 1 部 政治家
一家 父の背「政治志す原点」
琉球新報 2019 年 4 月 22 日 05:02
翁長雄志（たけし）は 1950 年 10 月 2 日、父・助静（じょせ
い）
、母・和子の三男として、真和志村（現在の那覇市）大道で
生まれた。5 人きょうだいの末っ子だった。助静は教師から政界
に転じ、真和志市長や立法...

この記事は有料会員限定です。

補選を除けば初めて。
安倍政権は与野党の政治決戦となる参院選
を前に危機感を募らせる。
大阪を本拠地とする維新は大阪都構想実現へ弾みをつけ、
沖縄
では辺野古移設への反対派が民意を引き付けた形だ。

〈重荷を負うて道を行く 翁長雄志の軌跡〉3 第 1 部 政治家
一家 父の落選「政治家になる」
琉球新報 2019 年 4 月 22 日 05:03
2 歳の頃、雄志ははしかをこじらせて肺炎になった。乏しい医
療環境の中だったが何とか回復した。
心配した両親は雄志に体力
を付けようと、幼稚園に上がるまでアタビー（食用ガエル）を週
2～3 回、与えるようになっ...
この記事は有料会員限定です。

衆院沖縄 3 区補選で当選を決め、万歳
する屋良朝博氏（中央）
。右から 2 人目は玉城デニー知事＝21 日
夜、沖縄県沖縄市

〈重荷を負うて道を行く 翁長雄志の軌跡〉4 第 1 部 政治家
一家 教公二法闘争、学校へ波及
琉球新報 2019 年 4 月 22 日 05:04
翁長雄志が真和志中学校 3 年の頃、14 歳上の兄・助裕（すけ
ひろ）が立法院議員選挙に出馬した。政界引退を決意した父・助
静（じょせい）が後押しし、保守系からの立候補だった。雄志の
小学校、
中学校の恩師たちは教職員会の仲間と共に対立候補を応
援し、自宅の周辺も練り歩いた。翁長家は助静の時と同じように
総出で戦っ...
この記事は有料会員限定です。

衆参同日選「今のところ考えず」 両補欠選敗北受け、二階氏
2019/4/21 23:13 共同通信社

〈重荷を負うて道を行く 翁長雄志の軌跡〉5 第 1 部 政治家
一家 兄の秘書務め政治学ぶ
琉球新報 2019 年 4 月 22 日 05:05
翁長雄志は高校卒業後、2 浪して東京の法政大法学部に進んだ。
母・和子の「政治家にはしない」という意向に沿って医学部を目
指していた。当時の沖縄は医師不足で、那覇高校を成績上位で卒
業した同級生も医者を目指していた。しかし 2 浪目のころ父・助
静（じょせい）が「いい加減、自分の行きたいところに行かせな
さい」と...
この記事は有料会員限定です。
衆院補選、自民 2 敗 安倍政権、参院選へ危機感
2019/4/21 23:51 共同通信社

衆院選の補欠選挙の結果についての
取材を終え、一礼する自民党の二階幹事長（左）と甘利選対委員
長＝21 日夜、東京・永田町の党本部
夏の参院選の前哨戦となる衆院大阪 12 区、沖縄 3 区の補欠選
挙が 21 日投開票され、大阪 12 区で日本維新の会の新人藤田文
武氏（38）
、沖縄 3 区は野党が支援する無所属新人屋良朝博氏（56）
がそれぞれ初当選した。自民党公認候補は両選挙区で落選した。
安倍晋三首相が 2012 年に第 2 次内閣を発足させた後、自民党が
衆参の補選で敗北したのは、不戦敗だった 16 年の衆院京都 3 区
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衆院選の補欠選挙の結果などに
ついて、取材に臨む自民党の二階幹事長（左）と甘利選対委員長
＝21 日夜、東京・永田町の党本部
自民党の二階俊博幹事長は 21 日、夏の参院選に合わせた衆参
同日選の可能性に関し「今のところ考えていない」と述べた。衆
院大阪 12 区、沖縄 3 区両補欠選挙の敗北を受け、党本部で記者
団の質問に答えた。
公明党の斉藤鉄夫幹事長は衆院の解散権は安倍晋三首相の専
権事項だとした上で「同日選は複雑なため、有権者が戸惑う。好
ましくない」と党本部で記者団に語った。
国民民主党の玉木雄一郎代表は「同日選なら時間は限られる。
野党間で候補者を擁立する態勢をつくらないと間に合わない」
と
高松市で記者団に述べた。
与党、参院選へ不安＝首相求心力に影響も－衆院２補選
時事通信 2019 年 04 月 22 日 07 時 01 分
衆院２補選をいずれも落とした与党は、
夏の参院選へ不安を強
めている。失言による閣僚らの辞任が相次ぎ、１２年前に辞任ド
ミノで参院選に惨敗した第１次安倍政権の再来を警戒する向き
も多い。長期政権の「緩み」が指摘される中、安倍晋三首相の求
心力が揺らぐ可能性もある。
自民党の二階俊博幹事長は２１日夜、党本部で記者団に、参院
選への影響について「多少なりともあるだろうが、即、政権の成
否が問われるとは思わない」と強調。公明党の斉藤鉄夫幹事長は
「与党への国民の叱責だ。
自公結束して参院選勝利へ頑張りたい」
と語った。
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設が最

大の争点となった沖縄３区は、
自民党の劣勢が早くから伝えられ
ていた。２敗を避けたかった同党は、
「弔い合戦」の大阪１２区
は勝算があるとみて、
首相や甘利明選対委員長ら政権幹部を投入
したが、実を結ばなかった。
今月に入り、
塚田一郎前国土交通副大臣と桜田義孝前五輪担当
相が失言で辞任。２００７年は、今年と同じく統一地方選と参院
選が続く「亥（い）年」で、閣僚の不祥事が続いた末に参院選で
惨敗、第１次政権は２カ月後に退陣した。
２補選の投票前には、
首相側近の萩生田光一自民党幹事長代行
が消費税増税先送りと衆院解散の可能性に言及。
補選と参院選に
向けて党内を引き締める狙いがあったようで、
危機感の裏返しと
言える。
沖縄３区で野党統一候補に敗れたことに関し、
自民党若手から
は、参院選を左右する改選数１の選挙区で「与野党対決の構図に
なれば厳しい」との声が上がった。
一方、今回の補選は「特殊事情」があったとして、影響は限定
的との声も出ている。
沖縄は辺野古移設に対する有権者の抵抗が
根強く、大阪は先の大阪府知事・市長のダブル選に地域政党「大
阪維新の会」が勝利し、補選でも「余熱があった」
（自民党関係
者）
。党幹部は「極めて特殊な２補選だから、全国には波及しな
い」と語った。
今後の政治日程も、与党に有利に働くとの見方がある。首相は
２２日から欧米を歴訪。２７日からの１０連休中には皇位継承、
「令和」への改元が控える。ある閣僚経験者は「一時的に嫌な雰
囲気になっても、連休明けにはみんな忘れている」と楽観的な見
通しを示した。
安倍首相、参院選へ引き締め＝衆院２補選敗北は「残念」
時事通信 2019 年 04 月 22 日 13 時 03 分

政府・与党協議会に臨む自
民党の二階俊博幹事長（中央）ら＝２２日正午、国会内
２１日投開票された衆院大阪１２区、
沖縄３区両補選で自民党
公認候補が敗れたことに関し、安倍晋三首相は２２日午前、
「残
念な結果になった」と語った。その上で「一人ひとりが選挙結果
を胸に刻み、いま一度、身を引き締めなければならない。地域の
声を政策に生かすという原点に立ち返り、
参院選の必勝を期した
い」と述べ、態勢立て直しを急ぐ考えを示した。
首相官邸で記者団に語った。首相は「敗因を分析し、参院選、
本番に生かしたい」とも強調。沖縄補選の争点となった米軍普天
間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古への移設に関しては、
「一
日も早い（普天間）全面返還を目指す」と述べた。

21 日に投票が行われた衆議院の２つの補欠選挙でいずれも自民
党の候補が敗れたことを受けて、政府・与党は、結果を謙虚に受
け止め、夏の参議院選挙に向け、緊張感を持って国会審議などに
臨む方針を確認しました。
政府与党協議会で、菅官房長官は「大臣や副大臣の失言もあり、
迷惑をかけて申し訳ない」と陳謝したうえで、
「重要法案の審議
に緊張感を持って臨みたい」と述べました。
これに対し、自民党の二階幹事長は「補欠選挙は大変残念な結果
だった。謙虚に受け止めて、今後に備えたい」と述べました。
また、公明党の斉藤幹事長は「地域の特別な事情もあったが、自
民・公明両党で協力して頑張った。参議院選挙に向けて丁寧な国
会運営をしていきたい」と述べました。
このあと、二階氏は記者会見で「補欠選挙の結果は残念の極みだ
が、大いに反省材料にして次なる戦いに挑み、屈辱を晴らしてい
きたい」と述べました。
一方で、参議院選挙への影響については「何の関係もないとは言
い切れないが、それほど大きな影響があるとは思えない。政権へ
の国民の支持と選挙は直接結び付くものではなく、
反省しながら
も自信を持って頑張っていきたい」と述べました。
公明 山口代表「政権に対する批判が底流に」
公明党の山口代表は記者会見で、
「衆議院の補欠選挙は、それぞ
れ選挙区特有の事情が相まって敗れた。沖縄３区では、玉城知事
誕生の流れを転換しきれず、大阪 12 区では、維新の会の勢いを
転換できなかった」と述べました。
また、
「直前には副大臣や大臣の不適切な発言による辞任もあり、
政権に対する厳しい批判が底流にあったのではないか。
厳しく受
け止め、
緊張感を持って政権運営や国会運営に臨んでいく必要が
ある。教訓を夏の参議院選挙に生かして、自民・公明両党で協力
しあいながら、政治の安定確保のために頑張っていきたい」と述
べました。
安倍首相「参院選へ引き締め」 野党攻勢、共闘準備急ぐ
2019/4/22 12:18 共同通信社

首相官邸で記者の質問に答える安倍首相＝22
日午前
自民党候補が 2 敗した衆院大阪 12 区、沖縄 3 区補欠選挙から
一夜明けた 22 日、安倍晋三首相は「大変残念な結果になった。

政府・与党 参院選に向け緊張感持って国会審議に臨む方針確認
NHK2019 年 4 月 22 日 15 時 20 分
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夏の参院選に向けて自民党の一人一人が結果を胸に刻み、
いま一
度しっかり身を引き締めて必勝を期したい」と述べた。官邸で記
者団に語った。立憲民主党などの野党は、失言が相次いだ長期政
権の緩みに厳しい審判が示されたとして攻勢に出る。
参院選で勝
敗の鍵を握る改選 1 人区の候補者一本化など、野党共闘の体制
構築も急ぐ。
首相は今後の政権運営に関し「内政、外交で一つ一つの政策課
題について結果を出すことで国民の負託に応えていく。
全力を尽
くしたい」と強調した。
安倍首相「身を引き締めて」 衆院補選の自民２敗受け
朝日新聞デジタル 2019 年 4 月 22 日 10 時 39 分
衆院沖縄３区と大阪１２区の補欠選挙で自民党新顔が敗れた
ことを受け、安倍晋三首相は２２日午前、
「大変残念な結果にな
った。
（今夏の）参院選に向け、いま一度、しっかりと身を引き
締めていかなければならない。敗因を分析し、参院選に生かして
いきたい」と話した。首相官邸で記者団に語った。
沖縄３区では、米軍の普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護
市辺野古への移転に反対する候補に敗れた。
首相は「大切なことは沖縄の基地負担の軽減をはかり、ひとつ
ひとつ結果を出していくことだ。
一日も早い普天間飛行場の全面
返還をめざしていきたい」と述べた。
首相は２２日昼ごろ、欧米６カ国を訪ねるため、羽田空港を政
府専用機で出発した。
訪問先は仏、伊、スロバキア、ベルギー、米国、カナダ。６月
に大阪市で開く主要２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議に向け、
各国首脳らと会い、連携を強める。米国ではトランプ大統領と会
談する。帰国は２９日を予定する。
安倍首相「参院選へ態勢立て直しを急ぐ」
NHK4 月 22 日 11 時 58 分

ました。
そのうえで、
「参議院選挙に向けて、一人一人が選挙結果を胸に
刻みつけて、
いま一度しっかりと身を引き締めなければならない。
それぞれの候補者が地域の声に耳を傾け、
政策に生かすという原
点に立ち返り、参議院選挙の必勝を期していきたい」と述べ、態
勢の立て直しを急ぐ考えを示しました。
また、安倍総理大臣は、沖縄３区でアメリカ軍普天間基地の名護
市辺野古への移設反対を訴えた候補が勝利したことについて
「大
切なことは、
沖縄の基地負担の軽減に向けて一つ一つ結果を出し
ていくことだ。
一日も早い普天間基地の全面返還を目指していき
たい」と述べました。
官房長官「残念な結果 真摯に分析」
菅官房長官は午前の記者会見で「残念な結果だった。それぞれの
地域の事情も含めて、真摯（しんし）に結果を分析しつつ、今後
も経済の再生をはじめとするそれぞれの政策に対する国民の理
解を丁寧に求めていきたい」と述べました。
また、菅官房長官は、衆議院沖縄３区の補欠選挙でアメリカ軍普
天間基地の名護市辺野古への移設反対を訴えた候補が勝利した
ことに関連して「問題の原点は、市街地に位置し、住宅や学校で
囲まれ、
世界でいちばん危険と言われる普天間飛行場の危険除去
と返還だ。普天間飛行場が固定化され、危険なまま置き去りにさ
れることは絶対に避けなければならない」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は「政府としては、今後も地元の理解を
得る努力を続けながら、
普天間飛行場の一日も早い全面返還を実
現し、基地負担の軽減を図るために全力で取り組み、住環境や自
然環境に配慮しながら移設を進めさせてもらいたい。
辺野古移設
は安全保障環境と普天間飛行場の危険除去、
そして返還を考えた
ときに、唯一の解決策であるという考え方には変わりはない」と
述べました。
安倍首相 欧米など歴訪 最初の訪問国フランスに到着
NHK4 月 23 日 1 時 04 分

21 日に投票が行われた衆議院の２つの補欠選挙でいずれも自民
党の候補が敗れたことについて、安倍総理大臣は、夏の参議院選
挙に向けて、
改めて一人一人が結果を受け止めて身を引き締める
必要があるとしたうえで、
態勢の立て直しを急ぐ考えを示しまし
た。
衆議院の２つの補欠選挙は 21 日に投票が行われ、沖縄３区で野
党側から支援を受けた新人の候補が初めての当選を果たしたほ
か、大阪 12 区でも日本維新の会の新人が初当選を果たし、いず
れも自民党の候補が敗れる結果となりました。
これについて、安倍総理大臣は 22 日午前、総理大臣官邸に入る
際、記者団に対し、
「党一丸の戦いで手応えも感じられたが、大
変残念な結果になった。今後、一つ一つ政策課題について結果を
出すことで国民の負託に応え、全力を尽くしていきたい」と述べ

ことし６月のＧ20 大阪サミットを前に、安倍総理大臣は、サミ
ットの主要議題の調整などにあたるため、
ヨーロッパやアメリカ、
カナダを歴訪することにしていて、日本時間の 23 日未明、政府
専用機で最初の訪問国フランスに到着しました。
ことし６月のＧ20 大阪サミットを前に、主要議題の調整などを
行うため、安倍総理大臣は、フランスやイタリアなどヨーロッパ
４か国とアメリカ、カナダを歴訪することにしていて、23 日午
前０時半ごろ、
政府専用機で最初の訪問国フランスの首都パリに
到着しました。
このあと、安倍総理大臣は、日本時間の今夜から、パリの大統領
府エリゼ宮でマクロン大統領との首脳会談に臨むことにしてい
ます。

23

この中で、安倍総理大臣は、Ｇ20 大阪サミットの成功に向けて、
ことしのＧ７サミット・主要７か国首脳会議で議長を務めるマク
ロン大統領と自由貿易の推進や海洋汚染の原因となっているプ
ラスチックごみの対策など、
主要議題の調整を行い緊密な連携を
確認したい考えです。
また、安倍総理大臣は、先に大規模な火災で甚大な被害が出たパ
リ中心部にあるノートルダム大聖堂の再建に向けて協力する意
向を示すものと見られます。

どを掲げ、自民党や公明党、国民民主党などの支持層に加え、支
持政党を持たない無党派層からも幅広く支持を集め、
４回目の当
選を果たしました。
田上氏は「長崎のまちづくりが、ハード面でもソフト面でも、形
になる４年になるので、
これまで進めてきた方向にしっかり進め
ることができると、ほっとしている。人口減少対策は大きな課題
で、そういった仕事に力を入れていきたい」と述べました。
投票率は 47.33％で、投票が行われた前々回８年前を 5.95 ポイ
ント下回り、過去最低となりました。

統一選、市議は自民が前回上回る 後半戦、共産は減
2019/4/22 05:24 共同通信社
統一地方選後半戦での 41 都道府県 294 市議選は 22 日午前、
無投票を含め 6724 人の当選が決まった。自民党の当選者は 698
人で前回 2015 年（改選定数 6865）の 634 人を上回った。共産
党は 615 人で前回 672 人から減らした。
公明党は立候補した 901 人全員が当選した。無所属は 3960 人
で全体の58.9％を占めた。
統一選初挑戦となる立憲民主党は197
人、国民民主党は 95 人だった。日本維新の会（政治団体・大阪
維新の会含む）は 113 人で、維新の党と大阪維新が前回獲得し
た 78 人から伸ばした。社民党は 53 人、諸派 92 人。自由党、希
望の党は議席を得られなかった。

長崎市長選 出口調査分析 MICE「反対」 、
「賛成」を上回る
長崎新聞 2019/4/22 16:00

長崎市長選 現職の田上氏 ４回目の当選
NHK4 月 22 日 0 時 48 分

現職と新人３人の合わせて４人の争いとなった長崎市長選挙は
現職の田上富久氏が４回目の当選を果たしました。
長崎市長選挙の開票結果です。
▽田上富久（無所属・現） 当選 ８万 6319 票
▽橋本剛（無所属・新） ５万 4136 票
▽高比良元（無所属・新） １万 9239 票
▽吉富博久（無所属・新） 4207 票
現職の田上氏が新人３人を抑え、４回目の当選を果たしました。
田上氏は長崎県五島市出身の 62 歳。昭和 55 年に長崎市役所に
入り、統計課長などを務めました。そして平成 19 年の市長選挙
で、
前の市長が選挙期間中に拳銃で撃たれて死亡したことを受け、
投票の３日前に補充立候補して初当選し、これまで３期 12 年に
わたって市長を務めてきました。
今回の長崎市長選挙は４期目を目指す田上氏に対し、
元県議会議
員と元長崎市議会議員２人の合わせて３人の新人が挑む構図と
なり、８年ぶりの選挙戦となりました。
選挙戦で田上氏は長崎市が全国の自治体で「転出超過」が最も多
く、人口流出が深刻な課題となっていることを踏まえ、交流人口
を拡大するために交流拠点施設を新たに整備すると訴えました。
また切れ目のない子育て支援や、
被爆体験の継承と発信の強化な
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長崎市長選投開票日の 21 日、長崎新聞社は NBC 長崎放送、
毎日新聞社、共同通信社と 4 社合同で市内の投票所 14 カ所で出
口調査を実施した。4 選した田上富久氏は 60 歳代を除く幅広い
年代層から支持を集めた。
調査は、投票した候補、投票した理由、MICE（コンベンショ
ン）施設建設の賛否、支持政党などを質問。738 人から回答を得
た。
政党別では、自民支持層の 5 割超、公明支持層の 6 割超が田
上氏に投票。一方、立憲民主の半数以上が橋本剛氏に投じた。無
党派層は、田上氏が 5 割弱、橋本氏が 4 割弱を取り込んだ。
田上氏への投票理由は、
「人柄」が 35.5％で最も多く、次いで
「実績」が 34.7％。
「政策」は 14.5％だった。一方、橋本氏への
投票理由は「政策」が 46.4％で最多。高比良元氏と吉富博久氏も
「政策」が 4 割前後で多数を占めた。
選挙戦の大きな争点となった MICE 施設建設の賛否に関して
は、反対が 33.3％、賛成 27.1％、
「どちらでもない」34.3％で、
反対が賛成を上回った。年代別では 10～50 歳代は賛成が反対よ
り多く、逆に 60 歳代、70 歳代以上は反対が賛成を上回った。
「反対」と答えた人の 65％が橋本氏に、賛成の 77.5％と「どち
らでもない」の 60.9％が田上氏に投じた。
田上氏と答えた人の 52.6％が女性、橋本氏と答えた人の
51.1％が男性だった。
長崎市長選 田上氏 4 選 3 新人 退ける
2019/4/22 10:514/22 11:19updated 長崎新聞

4 選を決め万歳をする田上富久氏（中央）
＝21 日午後 8 時 28 分、長崎市桜町の選挙事務所

長崎市長選は、田上富久、橋本剛、高比良元、吉富博久の 4 氏
が出馬し、市が計画している MICE（コンベンション）施設と新
市庁舎の整備の在り方を最大の争点として舌戦が繰り広げられ
た。橋本、高比良、吉富の 3 氏はそれぞれ市の財政が厳しく人口
流出も著しいとして、大型事業の見直しを訴え、現職批判を強め
た。これに対し田上氏は財政運営は堅実で、大型事業も妥当性が
あると強調。3 期 12 年の実績と高い知名度を武器に、逆風をは
ねのけ、長崎市では歴代最多タイとなる 4 選を決めた。
投票率は 47.33％だった。前回は無投票だったため、前々回と
比べると 5.95 ポイント下がり、戦後最低記録を更新した。今回
は争点が明確だったものの、
全市的に有権者の関心が高まってい
たとは言い難く、
政治離れが一層進んでいる現状も浮き彫りとな
った。
田上氏は「夢のある長崎をいっしょにつくろう」をスローガン
に掲げた。大型事業については「次の 4 年で形になる」として継
続を呼び掛け、今後は人口減少対策や文化、スポーツ分野に注力
すると訴えた。
連合長崎や経済団体など多くの推薦団体が下支え
した。
橋本氏は、市の人口減少と財政の厳しさ、住民投票を巡る市民
運動の続発といった市民と市政の乖離
（かいり）
を
「三つの脅威」
と呼び、新市庁舎の規模縮小などを主張。
「長崎を変える」と訴
え、地盤の市中心部で一定の支持を得て田上氏を追い上げたが、
届かなかった。
高比良氏は、MICE 施設と新市庁舎の整備見直しや新産業の
創出、子育て支援策などを掲げて「市民に開かれた市政を実現す
る」と訴えた。地盤の市南部や出身である県庁 OB の支援を受け
ながら、草の根活動で支持拡大を図ったが、及ばなかった。
昨年、MICE 施設整備の是非を問う住民投票実施を目指し活
動した吉富氏は「ハコモノを造っているゆとりはない」と主張、
整備凍結と財政の立て直しを訴え、多選批判も重ねた。市議時代
のつても頼りに、街頭演説などで支持を呼びかけたが、広がりを
欠いた。
◎田上 富久 62 （無所属・現）
市長、日本非核宣言自治体協議会長、平和首長会議副会長、県
市長会長、全国市長会相談役 元 市統計課長、市観光振興課主幹
▽九州大法学部卒(4)
◎田上富久氏の話
これからの 4 年でハード、
ソフト両面の取り組みが形になる。
しっかり進められることになり、ほっとしている。これまでの 12
年間が一定の評価を受けたと思う。
選挙戦でいろんな批判を受け
たことは真摯（しんし）に受け止め、今後に生かしていきたい。
◎長崎市長選（選管最終）
当 86，319 田上富久（たうえとみひさ） 62 無現
54，136 橋本（はしもと）
剛（つよし） 49 無新
19，239 高比良（たかひら） 元（はじめ） 66 無新
4，207 吉富博久（よしとみひろひさ） 74 無新
新潟 加茂市長選 新人の藤田氏初当選 ７期目目指した現職破
る
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NHK4 月 22 日 0 時 13 分

７期目を目指した現職と新人による選挙戦となった新潟県の加
茂市長選挙は、
無所属で新人の藤田明美氏が初めての当選を果た
しました。
加茂市長選挙の開票結果です。
▽藤田明美（無所属・新）当選 8650 票
▽小池清彦（無所属・現）7388 票
元市議会議員で新人の藤田氏が、
７期目を目指した現職の小池氏
を破り、初めての当選を果たしました。
藤田氏は 48 歳。およそ 20 年にわたり地元で塾の講師を務めた
あと、前回・４年前の加茂市議会議員選挙でトップで当選し、今
回、議員を任期途中で辞職して市長選挙に立候補しました。
藤田氏は、
現職の小池氏のもとで悪化した市の財政の立て直しや、
若い人の定住を促すため宅地開発を進めることなどを訴えて、
初
めての当選を果たしました。
投票率は 69.58％で、過去最低だった前回・４年前と比べて 1.04
ポイント高くなりました。
埋め立て承認で提訴取り下げ＝沖縄県
時事通信 2019 年 04 月 22 日 19 時 48 分

国地方係争処理委員会への審査申し出について、
記者団の質問に答える沖縄県の玉城デニー知事＝２２日午後、
同
県庁
沖縄県の玉城デニー知事は２２日、米軍普天間飛行場（同県宜
野湾市）の名護市辺野古移設をめぐり、県の埋め立て承認撤回処
分を石井啓一国土交通相が取り消したことを受け、
福岡高裁那覇
支部に起こしていた訴えを取り下げたことを明らかにした。
県は
３月に、国交相が撤回の効力の一時停止を決定し、これを違法と
する申し立てを総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」が
却下したことから、効力回復を求めて提訴していた。沖縄県庁で
記者団に語った。
沖縄、国地方係争処理委に申し出 承認撤回取り消し裁決不服
で
2019/4/22 19:04 共同通信社
沖縄県は 22 日、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野
古移設を巡り、
県による埋め立て承認撤回を石井啓一国土交通相
が取り消した裁決を不服として、総務省の第三者機関「国地方係
争処理委員会」へ審査を申し出る文書を発送した。

国地方係争処理委員会へ審査を申し出る文書を発送し、
取材に応
じる沖縄県の玉城デニー知事＝22 日午後、沖縄県庁
玉城デニー知事は同日、県庁で記者団に「国交相は内閣の一員
として辺野古新基地建設を推進する立場で、
裁決は審査庁として
の地位を著しく乱用した違法なものだ」と批判した。
県関係者によると、係争処理委で主張が認められない場合は、
対抗策として裁決の取り消しを求め訴訟を起こす方針だ。
沖縄県、係争委に不服を申し立て 埋め立て撤回の取り消しで
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 18:29
沖縄県の玉城デニー知事は２２日、
名護市辺野古の新基地建設
を巡り、
沖縄防衛局が申し立てた県の埋め立て承認撤回の取り消
しを認めた国土交通相の裁決を「違法な国の関与」とし、総務省
第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し立てる文書を
発送した。文書が到達して９０日以内に係争委が判断を示す。

国地方係争処理委員会への審査申し出について説明する玉城デ
ニー知事＝２２日、県庁１階
玉城知事は県庁内で会見し「国（沖縄防衛局）が私人になりす
まして行政不服審制度を用いる手段がまかり通れば、
政府が強制
的に意向を押し通し地方自治、民主主義が破壊される」と指摘。
係争委に中立公正な審査を求めた。
知事選や県民投票で示された
辺野古反対の民意に応える姿勢も強調した。
沖縄補選で自民敗北も、菅氏「辺野古埋め立て進めたい」
朝日新聞デジタル大久保貴裕 2019 年 4 月 22 日 12 時 48 分
菅義偉官房長官は２２日午前の記者会見で、
米軍普天間飛行場
（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設工事について「丁寧
に説明をしながら、辺野古埋め立てを進めたい」と述べた。
移設問題は２１日に投開票された衆院沖縄３区の補欠選挙で
争点となった。移設を容認する自民党新顔が敗れたが、工事は従
来通り続ける考えを示した。
菅氏は会見で、
米軍ヘリが重さ約８キロの窓枠を飛行場近くの
小学校の庭に落下させた２０１７年の事故などを挙げ、
「原点は
世界一危険な普天間の返還だ。
固定化は絶対に避けなければなら
ない。これは地元との共通認識だ」と強調した。
辺野古への移転が
「安全保障環境を考えた時に唯一の解決策で

あるという考えに変わりはない」とも語った。
安倍晋三首相も２２日午前、
沖縄３区補選での敗北について首
相官邸で記者団に問われ、
「大切なことは沖縄の基地負担の軽減
をはかり、ひとつひとつ結果を出していくことだ。一日も早い普
天間飛行場の全面返還をめざしていきたい」と述べた。
（大久保
貴裕）
衆院沖縄 3 区補選で移設容認候補が敗れても…官房長官「辺野
古移設が唯一の解決策」
琉球新報 2019 年 4 月 22 日 12:32

菅義偉官房長官
【東京】菅義偉官房長官は 22 日午前の会見で、21 日投開票の衆
院沖縄３区補欠選挙で、
米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移
設を容認する自民党公認候補が敗れたことに関連して
「残念な結
果だった」述べた。その上で「辺野古移設が、安全保障環境と普
天間飛行場の危険除去と返還を考えた時に、
唯一の解決策だとい
う考え方には変わりがない」
とあくまで辺野古移設推進の考えを
繰り返した。
辺野古移設容認の候補が敗れた上で、
辺野古移設推進の姿勢を
強調する政府の姿勢について問われ
「政府としては今後とも地元
の理解を得る努力を続けながら、
普天間飛行場の一日も早い全面
返還を実現し、
基地負担の軽減を図るために全力で取り組んでい
く」と述べた。
辺野古移設の工事を強行しながら地元理解を得るのに、
どのよ
うな具体的な取り組みがあるか問われると
「住環境や自然環境に
配慮しながら進めていく。この問題の原点は市街地に位置し、学
校で囲まれて、
世界で一番危険といわれる普天間飛行場の危険除
去だ」と繰り返し、辺野古移設が唯一だと強調するにとどめた。
【琉球新報電子版】
菅官房長官「辺野古進める」 衆院補選敗北も
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 11:57
【東京】菅義偉官房長官は２２日の記者会見で、衆院沖縄３区
補選で米軍普天間飛行場の辺野古移設容認の態度を示していた
自民党公認の島尻安伊子元沖縄担当相が敗れたことを受け、
地元
の理解を得ながら辺野古の新基地建設を続ける考えを示した。

菅官房長官
菅氏は
「個々の選挙区の結果について政府としてコメントは差
し控える」とした上で、
「丁寧に説明させていただきながら、辺
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野古の埋め立てを進めさせていただきたい」と述べた。
「普天間飛行場が固定化され、危険なまま置き去りにされるこ
とは絶対に避けなければいけない。辺野古移設は安全保障環境、
普天間飛行場の危険除去、返還を考えた時に唯一の解決策だ」と
の認識も示した。
外泊許可 沖縄県警に伝えず 米軍との連携課題 北谷女性殺
害
沖縄タイムス 2019 年 4 月 23 日 08:30
北谷町のアパートで米海軍兵の３等兵曹（３２）が日本人女性
を殺害しその後自殺したとされる事件で、勤務時間外行動指針
「リバティー制度」
に基づき深夜外出を禁じていた海軍兵に外泊
許可を出していたことを米軍が県警に伝えていなかったことが
２２日、分かった。県議会米軍基地関係特別委員会（仲宗根悟委
員長）
で、
新垣清涼議員の質問に県警の島袋令刑事部長が答えた。

任が問われる」と非難。米軍基地の集中する状況を取り上げ、
「基
地があるがゆえの事件、事故と言わざるを得ない」と指摘してい
る。
また、２０１６年に起きた米軍属による女性殺害事件に続き、
「繰り返された凶悪事件は、県民に大きな不安と衝撃を与えた」
と強調し、強く抗議する。
沖縄の女性殺害に抗議 北谷町議会、全会一致
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 11:06
沖縄県北谷町のアパートで米海軍兵のガブリエル・アルフェー
ド・オリベーロ３等兵曹が住人の日本人女性を殺害後に自殺した
とみられる事件を受け、町議会（亀谷長久議長）は２２日に臨時
会を開き、事件の原因究明や米軍人・軍属の綱紀粛正を求める抗
議決議と意見書の両案を全会一致で可決した。

北谷町で起きた米兵による女
女性が殺害されたアパートで捜査する警
察官ら＝4 月 13 日、北谷町
島袋刑事部長は
「事件事故防止の観点から憲兵隊と情報共有の
機会を設けることも検討したい」と述べた。
県警は憲兵隊との情報共有について
「日頃から必要に応じて行
っている」とするが、今回の事件に関しては本紙取材に対し「詳
細について回答は控える」とし、米軍とどのような情報をやりと
りしたかは明らかにしていない。事件では、海軍兵からドメステ
ィックバイオレンス（ＤＶ）や嫌がらせを受けていた女性が憲兵
隊に対応を依頼する一方、県警の関与は望まなかったとされ、日
米当局の連携が課題に挙がっている。
沖縄・北谷町の事件に抗議へ 県議会
沖縄タイムス 2019 年 4 月 22 日 12:25
沖縄県議会の米軍基地関係特別委員会（仲宗根悟委員長）は２
２日午前、
北谷町内で起きた米海兵隊所属の海軍３等兵曹が日本
人女性を殺害し、
その後自殺したとみられる事件に対する抗議決
議と意見書の両案を本会議に提案することを全会一致で決めた。
県民への謝罪や遺族への完全な補償、再発防止などを求める。２
６日予定の臨時会に提案し、全会一致で可決される見通し。

（資料写真）沖縄県議会
抗議決議などでは、海軍兵に対し、女性への接触禁止命令が出
ていたにもかかわらず、外出許可を与えた米軍の対応を「監督責

性殺害事件への抗議決議、
意見書を全会一致で可決した北谷町議
会＝２２日、北谷町
両案では「被害女性の、母としての無念、遺された子の将来を
考えるとあってはならない悲惨な事件で、
強い憤りを禁じ得ない」
と断じた。被害女性への接近・接触を禁止する軍事保護命令「ミ
リタリー・プロテクティブ・オーダー（ＭＰＯ）
」が出ていたに
もかかわらず、
米軍は事件当日に外出許可を出したとみられるこ
とに触れ「事件は防げた可能性がある」と訴えた。
米兵らの勤務時間外行動を規制するリバティー制度が２月に
大幅緩和された直後の事件で「実効性に疑問を抱かざるを得ず、
町民に大きな不安を与えている状況を真摯しんしに受け止める
べきだ」と強調した。
要求項目には被害女性の家族や関係者への謝罪・補償やケアを
日米両政府で行うことや、リバティー制度の緩和措置の撤回、日
米地位協定の抜本的改定なども盛り込まれた。
抗議決議の宛先は米大統領、米国防長官、米国務長官、駐日米
国大使、在沖米四軍調整官、意見書は首相、外相、防衛相、沖縄
担当相、沖縄防衛局長など。
衆参同日選に否定的＝自公幹事長
時事通信 2019 年 04 月 21 日 23 時 47 分
自民党の二階俊博幹事長は２１日夜、
衆参同日選の可能性につ
いて「今のところは考えていない」と否定的な見解を示した。公
明党の斉藤鉄夫幹事長も「複雑な選挙になって、有権者の意思が
表れにくい。
政権にとっても大きなリスクがある。
好ましくない」
と反対した。衆院２補選での敗北を受け、それぞれ党本部で記者
団に語った。
萩生田氏発言に不快感＝二階自民幹事長
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時事通信 2019 年 04 月 22 日 14 時 54 分

これについて、二階幹事長は 22 日、萩生田氏も同席した記者会
見で、
「彼の個人的な見解であり、相談や私の了解があったわけ
ではない」と述べました。
そのうえで、
「消費増税は、党で十分議論したうえで、考え抜い
て結論を出しているので、軽々に考えを変えることはない」と述
べ、引き上げの延期には否定的な考えを示しました。
また二階氏は、夏の参議院選挙に合わせた「衆参同日選挙」につ
いて、
「いよいよ衆議院を解散することが決まる時などに検討す
べきことで、今からそんなことを考えているわけではない」と述
べました。

記者会見する自民党の二階俊博
幹事長（右）と萩生田光一幹事長代行＝２２日午後、国会内
自民党の二階俊博幹事長は２２日の記者会見で、
萩生田光一幹
事長代行が消費税増税を見送り、
衆院解散で信を問う可能性に言
及したことについて「個人的見解で、相談や了解があったわけで
はない」
と述べ、
不快感を示した。
会見には萩生田氏も同席した。
二階氏は増税延期への自身の見解を問われたのに対し、
「党で
十分議論して結論を得ている。
軽々にそうしたことに言及すべき
ものではない」と語った。

公明・山口代表「首相以外の発言は聞き流せばいい」
朝日新聞デジタル 2019 年 4 月 23 日 00 時 01 分

自民・二階幹事長、萩生田氏の増税延期発言に不快感
朝日新聞デジタル 2019 年 4 月 22 日 14 時 57 分

記者会見する公明党の山口那津男代表＝

記者会見で質問に答える自民党の二
階俊博幹事長＝国会内
自民党の二階俊博幹事長は２２日の記者会見で、
１０月予定の
消費税率引き上げの延期論について
「軽々に言及すべきではない」
と語った。
安倍晋三首相に近い萩生田光一幹事長代行が１８日に
ＤＨＣテレビのインターネット番組で延期の可能性に言及した
ことに対し、不快感を示したものだ。
二階氏は会見で萩生田氏の発言について問われ、
「彼の個人的
な見解だ。幹事長代行だからといって、私に相談や了解があった
わけではない」と強調した。
萩生田氏は１９日に「個人の見解」だと釈明している。

党本部
公明・山口那津男代表（発言録）
（自民党の萩生田光一幹事長代行が消費増税延期に伴って衆院
を解散する必要性に言及したことについて）
信を問う資格がある
のは総理大臣だけだ。だから、それ以外の人が言ったことは聞き
流せばいい。
客観的に信を問うべき課題があるかどうかということは、
もっ
と冷静に見るべきだろう。
消費税は大局的中長期的な見地から社
会保障の必要な財源として確保する。また、その使い道を変更し
て、かなり大きな政策を打ち出した。それに対する国民の期待も
非常に大きい。
リーマン・ショック級の大きなことでもない限り、
予定通りやるというのが政府与党の一貫した方針だ。
（２２日、
記者会見で）
公明 山口代表 消費税引き上げ方針は不変 同日選には慎重
NHK2019 年 4 月 22 日 18 時 11 分

自民 二階氏 消費増税延期の可能性に否定的な考え示す
NHK2019 年 4 月 22 日 15 時 39 分

公明党の山口代表は、
消費税率を引き上げる方針はリーマンショ
ック級の出来事がないかぎり変わりはないと強調するとともに、
「衆参同日選挙」について、
「信を問う課題があるか冷静に見る
べきだ」と述べ、慎重な姿勢を示しました。
10 月の消費税率引き上げをめぐって、自民党の萩生田幹事長代
行は、先週、日銀が７月に発表する短観＝企業短期経済観測調査
の内容次第では、
延期もありうるという認識を示すとともに、
「増
税をやめるなら、国民の信を問うことになる」と指摘しました。
これについて公明党の山口代表は22 日記者会見で、
「消費税は、
社会保障に必要な財源として確保するものだ。
教育の負担軽減な

自民党の二階幹事長は、
萩生田幹事長代行も同席した記者会見で
萩生田氏が先週言及した消費税率の引き上げ延期の可能性に否
定的な考えを示したうえで、
「衆参同日選挙」について、
「今から
そんなことを考えているわけではない」と述べました。
10 月の消費税率引き上げをめぐって、自民党の萩生田幹事長代
行は先週、景気の動向次第では、延期もあり得るという認識を示
すとともに、
「増税をやめるなら、国民の信を問うことになる」
と指摘しました。
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どに対する国民の期待は非常に大きく、
それを日銀の短観だけを
もってうんぬんするというのは論外だ」と述べました。
そのうえで、
「リーマンショック級の大きな事でもないかぎり、
予定どおり引き上げるのが政府・与党の一貫した方針だ」と強調
しました。
また山口氏は、夏の参議院選挙に合わせて「衆参同日選挙」につ
いて、
「信を問う資格があるのは総理大臣だけで、それ以外の人
が言ったことは聞き流す。
客観的に信を問うべき課題があるかど
うか、もっと冷静に見るべきだ」と述べ、慎重な姿勢を示しまし
た。

対策委員長や幹事長として、
安全保障関連法など重要法案の成立
に尽力するなど、安倍政権を支えてきました。
吉田氏は、去年、
「後進に道を譲りたい」として、選挙区からの
立候補を見送る考えを表明しましたが、党内では、参議院側を取
りしきる実力者として、
比例代表での立候補に期待する声も出て
いて、対応を検討していました。
しかし、足を痛めるなど体調不良もあり、議員活動を続けるのは
難しいと判断したとみられます。
吉田氏は、自民党の参議院側を束ねてきただけに、国会運営など
で影響が出ることも予想されます。

自民吉田博美氏引退へ 参院選不出馬、体調不良で
2019/4/23 02:00 共同通信社

参院歳費削減、審議先送り 与党、月内成立を断念
2019/4/22 19:01 共同通信社
与野党は 22 日の参院議院運営委員会理事会で、参院定数 6 増
に伴い参院議員歳費を削減する法案に関し、
同日予定した議運委
での審議入りを先送りすることで合意した。与党は 24 日の参院
通過と 26 日の衆院本会議での可決、成立を目指していたが、反
対する野党に配慮し断念した。
理解を得られる日程を再検討する。
理事会で末松信介参院議運委員長（自民党）は、野党欠席のま
ま審議入りを決めた 19 日の議事運営を陳謝した。与党筆頭理事
を務める自民党の礒崎陽輔氏は「野党の意見も踏まえ、丁寧に議
論を進めたい」と述べた。

自民党の吉田博美参院幹事長
自民党の吉田博美参院幹事長（69）＝長野選挙区、当選 3 回
＝は、改選を迎える夏の参院選に立候補しない意向を固めた。脚
を痛めており、検査結果を踏まえ、議員活動は続けられないと判
断。参院議員を引退する。関係者が 22 日、明らかにした。
吉田氏は昨年 10 月、長野選挙区の改選数が 2 から 1 へ減る状
況も考慮し、選挙区からの不出馬を表明した。ただ、党内参院側
を束ねる実力者として、
比例への立候補を求める声が多く寄せら
れた。一方、昨年秋ごろから脚の具合が徐々に悪化し、今年 3 月
から車いすを使うようになっており、
これまで結論を引き延ばし
てきた。

参院議員の歳費削減法案 22 日の審議入り見送り
NHK2019 年 4 月 22 日 18 時 10 分
参議院議員の給与に当たる歳費を削減する法案は、22 日審議入
りする予定でしたが、与党側が、野党側の意見も踏まえ丁寧に進
めたいと提案し、見送られました。
夏の参議院選挙から定数が増えることを受け、自民・公明両党な
どが提出した参議院議員の歳費を月７万 7000 円削減する法案
は 22 日審議入りする予定でした。
しかし、
これに先立って開かれた参議院議院運営委員会の理事会
で与党側は、先週、審議入りを野党側が反対する中、採決で決め
たことを陳謝しました。
そのうえで、
「野党側の意見も踏まえ、丁寧に進めたい」として、
22 日の審議入りを見送ることを提案し、引き続き日程について
協議することになりました。

石破、岸田氏らが会食 自民若手引き締めで一致
2019/4/22 22:48 共同通信社
自民党の石破茂元幹事長、岸田文雄政調会長、石原伸晃前経済
再生担当相、中谷元・元防衛相が 22 日夜、東京都内で会食した。
党公認候補が 2 敗した衆院補欠選挙の結果を受け、それぞれの
派閥の若手議員らを中心に引き締めを図っていくべきだとの認
識で一致した。
4 人は同じ 1957 年生まれで、時折会食している。この日は石
原氏の誕生会名目で集まった。

シナイ半島に派遣の幹部自衛官に辞令交付 防衛相
NHK2019 年 4 月 22 日 15 時 01 分

自民 吉田参院幹事長 夏の参院選立候補せず引退へ
NHK2019 年 4 月 23 日 0 時 32 分
自民党の参議院側を束ね、
安倍政権を支えてきた吉田博美参議院
幹事長が、夏の参議院選挙に立候補せず、引退する意向を固めま
した。
自民党の吉田参議院幹事長は、夏の参議院選挙に立候補せず、引
退する意向を固め、22 日、関係者に伝えました。
吉田氏は、参議院長野選挙区選出の当選３回で、69 歳。竹下派
の会長代行を務め、
去年の自民党総裁選挙では石破元幹事長を支
持した一方、安倍総理大臣と個人的な関係も深く、参議院の国会

エジプトのシナイ半島で停戦監視にあたる多国籍軍・監視団の司
令部に安全保障関連法で新設された「国際連携平和安全活動」と
して初めて派遣される幹部自衛官２人に、
岩屋防衛大臣が辞令を
交付し、激励しました。
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４年前に成立した安全保障関連法で、
国連のＰＫＯ＝平和維持活
動ではない、国際的な平和協力活動にも、自衛隊が「国際連携平
和安全活動」として参加することが可能になりました。
政府は、
イスラエルと国境を接するエジプト東部のシナイ半島で、
両国の停戦監視などを行う、多国籍軍・監視団に司令部要員を派
遣することを決め、22 日、岩屋防衛大臣が、陸上自衛隊の幹部
自衛官２人に辞令を交付しました。
岩屋大臣は、
「わが国が国際社会の一員として中東地域、ひいて
は世界の平和と安定のために一層の貢献を果たす極めて重要な
意義がある。
シナイ半島南部はおおむね平穏だと承知しているが、
くれぐれも健康に留意し、日頃培った技能と精神力で、日本の代
表としてしっかり頑張ってほしい」と激励しました。
２人は、今月 26 日に日本を出発し、ことし 11 月までの計画で
シナイ半島南部にある司令部に派遣され、
エジプト側とイスラエ
ル側の連絡調整業務に当たります。

また、
在日米空軍は傘下部隊の運用に関する全ての指示を太平
洋空軍に仰ぐ必要があるため、
現場での部隊運用に遅れが生じる
ことがあった。同筋は「横田基地にＡＯＣが設置されれば、自衛
隊とのリアルタイムの連携も可能になる」と強調。
「特に迅速な
意思決定が不可欠な防空・ミサイル防衛能力を強化する上で重要
だ」と語る。
米軍は自軍や同盟国の陸海空の防衛資産を一体運用し、
各種ミ
サイルや有人・無人航空機などの脅威に対抗する「統合防空ミサ
イル防衛（ＩＡＭＤ）
」構想を進めている。日本政府も昨年１２
月公表の新しい防衛計画の大綱で、
ＩＡＭＤ体制確立を目指すと
明記。
米軍がＡＯＣ設置を検討する背景には日米間でＩＡＭＤ能
力を高める狙いもありそうだ。
サイバー分野で対日連携強化＝横田共用化、決定なら支援－米
軍副司令官
時事通信 2019 年 04 月 22 日 18 時 43 分

横田基地に新たな指揮所検討＝対中念頭、在日米空軍に「統制権」
時事通信 2019 年 04 月 21 日 08 時 25 分

第６１３航空宇宙作戦センター（６１
３ＡＯＣ）＝１２日、ハワイのパールハーバー・ヒッカム統合基
地
【ワシントン時事】米空軍が横田基地に作戦計画の策定や実行
を担う新たな指揮所「航空宇宙作戦センター（ＡＯＣ）
」の設置
を検討していることが１９日、
複数の米軍筋への取材で分かった。
紛争時に一定の条件下で在日米空軍
（第５空軍）
に
「作戦統制権」
が与えられた際、ＡＯＣが司令官の決断を補佐する構想。実現す
れば在日米空軍の作戦遂行能力が強化されるとともに、
より密接
な自衛隊との連携も可能になる。
太平洋空軍傘下にある在日米空軍は作戦統制権を持たず、
ハワ
イの太平洋空軍司令部にある「第６１３航空宇宙作戦センター
（６１３ＡＯＣ）
」
に作戦計画の策定や実行を頼ってきた。
だが、
中国との軍事衝突が起きれば、サイバー・電磁攻撃で通信が遮断
される恐れがある。
米軍は中国やロシアとの軍事衝突を見据えて
統制権の分散や部隊運用の柔軟性強化を進めており、
横田基地へ
のＡＯＣ設置もその一環とみられる。
米軍筋は
「司令部との通信が途絶えるなどの非常事態において
も在日米空軍が機能停止に陥らず、
作戦目標を達成するための機
能を持つことが重要だ」と指摘。情報収集や攻撃目標の選定など
で司令官の決断を支援する小規模なＡＯＣを横田基地に設置し、
非常時の部隊運用を可能にする統制権の付与が検討されている
と語る。
別の米軍筋によれば、
小規模な紛争の際にもハワイからの指示
を待たず、独自に対応する権限が与えられる可能性がある。いず
れの場合も横田基地のＡＯＣは６１３ＡＯＣに従属する形とな
る。

記者団と懇談する在日米軍のマホー
ニー副司令官（中央）＝２２日午前、東京・米軍横田基地
在日米軍のマホーニー副司令官は２２日、横田基地（東京都福
生市など）で一部記者団と懇談した。サイバー分野での日米連携
に関し、
「情報共有と相互運用性を高める絶好の機会を見いだせ
る分野だ。一層の緊密化を図ることができる」と歓迎。宇宙・サ
イバー・電磁波といった新領域での防衛協力の重要性を強調した。

米軍横田基地（東京都福生市など）で
記者団に公開された米軍輸送機Ｃ１３０Ｊの内部＝２２日
日本政府が２０２０年東京五輪に合わせ、
横田基地の軍民共用
化を米側に打診したという一部報道については、
「まだ何ら決定
はなされていない」と指摘し、具体的要望も在日米軍に届いてい
ないと説明。ただ、米政府が日本側の要求を承認した場合は「具
体的計画をまとめ、１００％それを支援していく」と語った。
米太平洋空軍の「頭脳」＝ハワイの第６１３航空宇宙作戦センタ
ー
時事通信 2019 年 04 月 22 日 07 時 09 分

米ハワイのパールハーバー・ヒッカ
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ム統合基地にある第６１３航空宇宙作戦センターで演習に参加
する空軍兵士ら（米太平洋空軍提供・時事）
【ホノルル時事】
米西海岸からインド洋、
北極圏から南極まで、
地球上の５３％に当たる地域を管轄する米太平洋空軍。
その作戦
計画の立案や実行、監督を担う「頭脳」が、ハワイ・オアフ島の
パールハーバー・ヒッカム統合基地にある第６１３航空宇宙作戦
センター（６１３ＡＯＣ）だ。厳重なセキュリティーで保護され
たＡＯＣに足を踏み入れた。
第２次大戦中の格納庫を改修したＡＯＣには小さな入り口が
一つあるだけ。
外見はただの倉庫にしか見えない。
電話やカメラ、
スマートウオッチなど全ての電子機器の持ち込みは禁止されて
おり、
「持ち込もうとするとアラームが鳴り響く」と案内役の広
報担当者は語る。
１階は簡素な白い壁に挟まれた狭い通路が入り組む。
ここに太
平洋空軍の長期戦略を達成するための部隊運用を計画する戦略
部門など、ＡＯＣの機能を支える部署のオフィスが並ぶ。
それら全ての情報が集約されるのが「作戦フロア」と呼ばれる
２階部分だ。階段を上った先にある入り口で、６１３ＡＯＣ指揮
官のルーショフ空軍大佐が「ちょっと待って」と中をのぞき込ん
だ。

米ハワイのパールハーバー・ヒッ
カム統合基地にある第６１３航空宇宙作戦センター＝１２日
ＡＯＣは米軍関係者や同盟国の軍関係者、
非軍人ら訪問者のセ
キュリティーレベルによって、
機密情報が映ったモニターを切り
替えたり、画面を消したりするそうだ。室内の準備が整い、入室
を許可された際には、
前方に五つ並んだ大画面にはＣＮＮやＦＯ
Ｘのニュースが映し出されていた。
ルーショフ大佐は「テレビばかり見ているわけではないよ」と
笑う。通常は各地の情勢を表示し、指揮官の意思決定を支援する
共通作戦状況図などが表示されているというが、
外国の報道関係
者はセキュリティー資格が極めて低いようだ。
さほど広くないフロアには、
数百台の小型モニターが所狭しと
並ぶ。空軍だけでなく、陸海両軍などからも要員が派遣され、２
４時間３６５日体制で広大な管轄地域で起きる情勢を注視する。
平時は３５０人ほどだが、
大規模な合同軍事演習や有事の際には
太平洋空軍司令官を含む１２００人以上が集まる。
「いざとなったら椅子の取り合いだよ」と広報担当者。近い将
来、より広く機能的な作戦フロアを持つＡＯＣを建てる予定だ。
「安全保障環境が変化する中、ＡＯＣも変わらないとね」
。そう
語るルーショフ大佐の目は中国を見据えていた。
しんぶん赤旗 2019 年 4 月 21 日(日)
日米２プラス２ 日米の「脅威」 対象変わる 北朝鮮から中ロ
へ
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１９日（日本時間同日深夜）に開かれた日米の外交・軍事担当
閣僚による安全保障協議委員会（２プラス２）では、日米同盟強
化の前提となる「脅威」の認識で際立った変化がみられました。
口実崩壊
北朝鮮の核開発・弾道ミサイル発射が加速していた２０１７年
８月に開かれた前回の２プラス２共同文書では、同国について
「地域及び国際の平和と安定に対する増大する脅威」だと指摘。
「圧力」をかけ続けることも明記していました。
これに対して、今回の共同文書では、米朝首脳会談など「最終
的かつ完全に検証された非核化」を目指す「米国の外交努力」に
言及する一方、北朝鮮を直接的に「脅威」とみなす文言は消え、
「圧力」についても、国連安保理決議の履行への言及にとどまっ
ています。日米同盟強化・軍拡の最大の口実となった北朝鮮「脅
威」論が通用しなくなったことを如実に示しています。
ポンペオ国務長官は共同会見で、
非核化をめぐる北朝鮮との交
渉について、
「成果を得る真の好機がまだあると確信している」
との見方を示しました。
一方、共同文書は中国の海洋進出を念頭に「自由で開かれたイ
ンド太平洋」の実現を強調。ポンペオ氏は、インド太平洋地域で
の「とりわけ中国による地政学的競争と威圧的試み」に対し４閣
僚が懸念を共有したと名指しで批判しました。
共同文書が、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな戦闘領域
を含む「領域横断作戦」を「
（日米の）防衛関係を前進させる中
核的目標」だと強調したのは、こうした新領域での台頭を狙う中
国とロシアを念頭に置いたものとみられます。
説明責任
とりわけサイバー分野で、
「悪意のあるサイバー活動」が、日
米の
「脅威」
になっていると指摘。
日本に対するサイバー攻撃が、
日米安保条約第５条に基づく「武力攻撃」に該当しうると初めて
明記しました。
ただ、
「武力攻撃」と認定するには、攻撃主体が国家であるこ
とが大前提であり、
サイバー空間で攻撃主体を特定するのは容易
ではありません。さらに、
「サイバー攻撃」に対する反撃として
通常兵器の使用は排除されないのかどうかも明確ではありませ
ん。
「サイバー攻撃」の定義も明確ではありません。
日本政府には説明責任が求められます。(竹下岳)
しんぶん赤旗 2019 年 4 月 21 日(日)
駐留費「公平化」言及 米長官代行 負担増求める
【ワシントン＝池田晋】シャナハン米国防長官代行は１９日、
日本との米軍駐留経費の負担割合をめぐって、
「われわれは公平
なものをつくりあげていく」と述べ、米側の負担を減らし、日本
側の負担を増やす方向で議論を進めたいとの意向を示しました。
ワシントンの国務省で開かれた日米安全保障協議委員会
（２プラ
ス２）後の共同会見で語りました。
日米両政府は同日、２プラス２会合を前後して外相会談、防衛
相会談もそれぞれ開催。防衛省関係者によると、シャナハン氏は
防衛相会談の場でも駐留経費負担をめぐり
「公平にやっていこう」
と言及し、
岩屋毅防衛相は特別協定の交渉はまだ始まっていない

とかわしました。
岩屋氏は防衛相会談で、
青森県沖で最近墜落事故を起こしたＦ
３５Ａステルス戦闘機について、
自衛隊の１４７機態勢に変更は
ないとして、同機の取得継続の意向を米側に伝達。事故原因の究
明に米側の協力も要請しました。
岩屋氏は会談後、
米側が墜落現場に深海捜索船を派遣すること
を記者団に明らかにしました。
また、岩屋氏は沖縄県北谷町で米海軍兵が女性を刺殺し、自殺
した事件について抗議し、再発防止を要求。シャナハン氏は「大
変痛ましく遺憾だ。心からおわび申し上げる」と謝罪しました。
海自艦、7 年半ぶり訪中 青島に入港、観艦式参加へ
2019/4/21 13:234/21 18:11updated 共同通信社

を訪れるのは平成 23 年 12 月以来、およそ７年半ぶりです。
また、海上自衛隊トップの海上幕僚長も 22 日におよそ５年ぶり
に訪中する予定で、観艦式のほか、各国の海軍の代表が参加する
会議などに出席することになっています。
今回の観艦式には日本のほかロシアやインド、韓国など 10 数か
国が艦艇を派遣する予定で、
中国としては海軍の軍事力への警戒
感が強まる中、
各国とも協調する姿勢を打ち出すねらいもあると
みられます。
一方、アメリカは、10 年前に初めて行われた前回の観艦式には
艦艇を派遣しましたが、中国の軍事力への懸念を背景に、今回は
派遣を見送りました。
習主席、観艦式で国威発揚へ＝２３日に海軍創設７０年－中国
時事通信 2019 年 04 月 22 日 07 時 07 分

中国の空母「遼寧」＝２０１７年７月、香港
国際観艦式に参加するため、中国・
青島に入港する海上自衛隊の護衛艦「すずつき」＝21 日（共同）
【青島共同】中国海軍創設 70 周年を記念し山東省青島付近で
23 日に開かれる国際観艦式参加のため、海上自衛隊の護衛艦
「す
ずつき」が 21 日、青島に入港した。海自艦艇の訪中は 2011 年
12 月以来、約 7 年半ぶり。昨年 10 月の日中首脳会談で申し合
わせた両国の艦艇相互訪問の一環で、中国海軍が東・南シナ海で
活動を活発化させる中、
防衛交流促進で信頼醸成につなげる狙い。
すずつきは自衛艦旗である旭日旗を掲げて入港。
旭日旗を巡っ
ては韓国が昨年開いた国際観艦式で日本に掲揚自粛を要請、
日本
側が応じられないとして艦艇の参加を取りやめた経緯があった
が、中国は事実上、問題視しなかった。
海自護衛艦７年半ぶり中国訪問 国際観艦式に参加
NHK2019 年 4 月 21 日 17 時 09 分

海上自衛隊の護衛艦が中国海軍の国際観艦式に参加するため、
お
よそ７年半ぶりに中国に派遣され、21 日、山東省青島の港に到
着しました。
派遣されたのは海上自衛隊の護衛艦「すずつき」で、旭日旗と呼
ばれる自衛艦旗を掲げて、日本時間の 21 日午後１時ごろ青島の
港に到着しました。
「すずつき」は、23 日に行われる中国海軍の創設 70 周年を記念
する国際観艦式に参加することになっています。
日中両国の間では、関係改善が進む中、信頼醸成などを目的とし
て防衛当局間の交流も進められていて、
海上自衛隊の艦艇が中国

沖（ＡＦＰ時事）
【北京時事】中国海軍創設７０周年に当たる２３日、山東省青
島の沖合で国際観艦式が開催される。
「世界一流の海軍建設」を
掲げる習近平国家主席は、初の空母「遼寧」をはじめとする最新
の装備を内外に誇示。貿易摩擦で米国との関係が悪化する中、２
０隻近くの外国艦艇も参加する観艦式で国威発揚を図る。
中国で大規模な国際観艦式を開催するのは２回目で、
１０年前
の海軍創設６０周年式典以来となる。国営新華社通信によると、
遼寧のほか、
新型の駆逐艦や原子力潜水艦など３２隻の中国艦艇
や軍用機３９機が登場。２２～２５日に関連行事が行われ、６０
カ国以上の代表団が出席し、ロシア、タイ、ベトナム、インドな
ど１０カ国以上の艦艇が参加する。
前回、日本の艦艇派遣はなかったが、今回は日中関係の改善ム
ードを反映し海上自衛隊の護衛艦「すずつき」が参加。海自艦艇
としては約７年半ぶりの中国訪問で、
式典に山村浩海上幕僚長が
出席する。一方、米国は前回、艦艇を派遣したが、安全保障面で
も中国と対立が深まっており、今回は参加を見送る。
観艦式に向けて、中国メディアは、初の国産空母が最近行った
試験航海の様子を伝えるなどして、
海軍力の増強ぶりをアピール
している。ただ、国産空母は就役に向けた作業が続いており、今
回の観艦式には登場しない。
今回初めて披露されるとみられる艦艇で、
最も注目を集めてい
るのは排水量１万トン超の最新鋭駆逐艦「０５５型」
。性能は、
米軍のイージス駆逐艦アーレイ・バーク級を上回るという見方も
あり、空母の護衛に当たるといわれている。
中国海軍は過去１０年、
旧ソ連製の空母を改修した遼寧に代表
される新たな艦艇を次々と配備してきた。
特に習氏は海軍を重視
し、伝統的に陸軍偏重だった軍の在り方を変える改革を推進。中
国軍は艦艇の総数では米軍を上回る世界一の規模になっている。
中国海軍創設 70 年 きょう国際観艦式 内外に軍事力誇示か
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NHK4 月 23 日 4 時 43 分

中国海軍は 23 日、創設 70 周年を記念して国際観艦式を開きま
す。
空母や新型の原子力潜水艦などを公開して内外に海軍の軍事
力を誇示するものとみられます。
中国海軍は、創設 70 周年を記念して 23 日午後、山東省青島の
周辺の海域で国際観艦式を開きます。
中国海軍の発表では、
現在、
唯一配備されている空母の「遼寧」に加えて、新型の原子力潜水
艦や駆逐艦など艦艇 32 隻、それに戦闘機や爆撃機 39 機が参加
するということです。
これに先立って行われた中国海軍の記者会見では、
中国が目指す
「海洋強国」
に向けて強い海軍が必要だという姿勢を改めて強調
していて、
観艦式では最新の艦艇などを公開して内外に軍事力を
誇示するものとみられます。
一方、今回の観艦式には、60 か国余りの代表団が参加し、日本
やロシア、インドなど十数か国が艦艇を派遣しています。
22 日夜は、各国の海軍の代表を招いた開幕式が行われ、中国海
軍の沈金竜司令官は、
「各国の海軍の間の信頼と交流を強化でき
るよう望む」と述べました。
中国の海洋進出や軍事力の増強をめぐっては各国が警戒感を強
めていて、アメリカは今回、艦艇の派遣を見送っていますが、中
国としては各国と協調する姿勢も示して警戒感を和らげたいね
らいもあるとみられます。
中国海軍の国際観艦式とは
中国海軍が、
各国の代表団や艦艇を招いて国際観艦式を開催する
のは、2009 年に海軍創設 60 周年を記念した観艦式に続いて２
回目です。
初めての国際観艦式となった 10 年前の前回は、29 か国が海軍
の代表団を派遣し、アメリカや韓国、インドなど 14 か国の艦艇
が参加しました。
中国軍の発表では、今回の観艦式には、前回を上回る 60 余りの
国が代表団を派遣する予定で、このうち、日本や、ロシア、イン
ド、韓国など 10 か国余りが艦艇を派遣します。
一方、アメリカは、前回の観艦式には艦艇を派遣しましたが、今
回は、中国の軍事力の増強への懸念などを背景に、艦艇の派遣を
見送りました。
中国の海軍増強と観艦式のねらい
「海洋強国」を目指す中国では、習近平国家主席が、
「世界一流
の海軍の構築」を掲げる中、海軍の装備の増強を急速に進めてい
ます。
念頭にあるとされるのがアメリカの存在です。
台湾海峡での有事
などを想定して中国近海へのアメリカ軍の接近を阻むため、
海上
での展開能力を向上させる空母の導入などに力を入れています。
現在、中国海軍の空母は、ウクライナから購入して改修した「遼
寧」
１隻だけですが、
国産空母の建造を進めていて、
将来的には、
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少なくとも４隻を保有する計画があると言われています。
このうち、年内にも就役するとみられる初の国産空母について、
国営メディアは、先週、内部の映像を公開し、就役に向け、着々
と準備が整いつつあることをアピールしました。
このほか、中国海軍は、新型の原子力潜水艦や駆逐艦などの開発
や導入も進めていて、今回の観艦式でも、新型の艦艇の一部が公
開されるとみられます。
一方、中国海軍は、軍備の増強だけでなく、海洋進出も強めてい
て、
領有権をめぐる争いのある南シナ海で造成した人工島で軍事
拠点化を進めているほか、
東シナ海などでも活動を活発化させて
います。中国から離れた場所にも影響力を広げていて、海上交通
の要衝のアフリカ東部ジブチでは海外で初となる補給基地を運
用しています。
こうした中国海軍の軍事力の増強や影響力の拡大には、
アメリカ
をはじめとした各国からは強い警戒感が出ています。
こうした中、
中国は、今回の観艦式に、60 か国余りの代表団と十数か国の艦
艇を招待して、各国と協調する姿勢をアピールしました。
中国海軍の邱延鵬副司令官は、20 日行った記者会見で、
「われわ
れはどれほど発展しても永遠に覇権は唱えない」
と述べています。
中国としては、
観艦式を通じて内外に海軍の軍事力を誇示する一
方、各国と協調する姿勢も打ち出し、警戒感をやわらげたいねら
いがあるものとみられます。
中国海軍創設 70 年 きょう国際観艦式 内外に軍事力誇示か
米上院外交委の議員「北朝鮮への制裁緩めるべきでない」
NHK2019 年 4 月 22 日 22 時 19 分

日本を訪れているアメリカ議会上院の外交委員会のメンバーが
取材に応じ、
２回目の米朝首脳会談のあと強硬な態度をちらつか
せる北朝鮮への対応について、
非核化に向けた十分な措置がとら
れるまでアメリカ政府として制裁を緩めるべきではないという
考えを示しました。
日本を訪れているのは、
アメリカ議会上院の外交委員会のメンバ
ーを務める民主党のクーンズ上院議員で、22 日午後、都内で一
部のメディアの取材に応じました。
このなかで、クーンズ上院議員は２回目の米朝首脳会談のあと、
北朝鮮が新型兵器の発射実験の実施を公表するなど強硬な態度
をちらつかせ、アメリカ側の譲歩を求めているのに対し、
「北朝
鮮が非核化に向けてめざましい措置をとるまでは経済制裁を解
除すべきではない」と述べ、アメリカ政府として制裁を緩めるべ
きではないという考えを示しました。
また、日米が制裁の維持で一致する一方、韓国が非核化を促すた
めの制裁の一部緩和を主張していることについて、
クーンズ議員
は
「個人的な意見だが私は日本の立場により近い」
と述べました。
そのうえで
「協議の場で予期せぬ議論にならないよう日本、
韓国、

生存権を侵害されたとして、北海道の住民ら 412 人が国に損害
賠償などを求めた訴訟の判決で、札幌地裁は 22 日、原告の請求
を退けた。原告側によると、弁護士らでつくる「安保法制違憲訴
訟の会」の呼び掛けで、全国 22 の地裁・地裁支部で争われてい
る集団訴訟では初めての判決。
岡山忠広裁判長は判決理由で、
同法に基づく自衛隊への出動命
令などを差し止める請求については、行政訴訟の対象となる「公
権力の行使」に当たらないなどとして不適法と判断、却下した。

アメリカの３か国のより緊密な協議を期待する」と述べて、日米
韓の３か国の間でより緊密に議論を重ね、
足並みをそろえて対応
にあたることが重要だという認識を示しました。
ロシアと北朝鮮の首脳会談前に日ロ高官が会談
NHK2019 年 4 月 22 日 18 時 02 分

安保法違憲訴訟で原告が敗訴 札幌地裁
NHK4 月 22 日 21 時 25 分
ロシアのプーチン大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン（金正恩）
朝鮮労働党委員長の初めての首脳会談が、
今週行われる見通しと
なる中、日本とロシアの政府高官が会談し、北朝鮮の非核化に向
けて、緊密に連携していくことを確認しました。
北朝鮮のキム・ジョンウン委員長は、今週 24 日に列車で国境を
越えて極東のウラジオストクに入り、25 日に沖合の島にある極
東連邦大学でプーチン大統領と初めて首脳会談を行う見通しで
す。
これを前に、
北朝鮮問題を担当する外務省の金杉アジア大洋州局
長は 22 日午後、日本を訪れているロシア外務省のモルグロフ外
務次官と会談しました。
この中で両氏は、
今回の首脳会談の見通しや北朝鮮情勢について
意見を交わしたうえで、引き続き、北朝鮮の非核化に向け、緊密
に連携していくことを確認しました。
安保法制違憲訴え退ける＝集団訴訟で初判決－札幌地裁
時事通信 2019 年 04 月 22 日 18 時 52 分
安全保障関連法は憲法違反として、
北海道在住などの４１２人
が国を相手に、
１人当たり１０万円の慰謝料と安保法制に基づく
自衛隊出動などの差し止めを求めた訴訟の判決が２２日、
札幌地
裁であり、岡山忠広裁判長（広瀬孝裁判長代読）は請求を全面的
に退けた。憲法判断はしなかった。原告側は控訴する。
原告側弁護団によると、
安保関連法をめぐり差し止めや賠償を
求めた集団訴訟は全国２２地裁で２５件起こされており、
判決は
初めて。
安保法違憲訴訟で原告敗訴、札幌 全国 22 地裁で初判決
2019/4/22 20:24 共同通信社

記者会見する原告側の弁護団
共同代表の高崎暢弁護士（中央）ら＝22 日午後、札幌市
集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は違憲で、
平和的
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４年前に成立した安全保障関連法は憲法に違反するとして、
北海
道の市民など 400 人余りが国に対し、自衛隊の派遣差し止めや
賠償を求めた裁判で、
札幌地方裁判所は訴えを退ける判決を言い
渡しました。
この裁判は、北海道に住む市民など合わせて 412 人が「集団的
自衛権の行使を可能にした安全保障関連法は憲法９条に違反し
ており、平和的に生存する権利を侵害された」などとして、国に
対し、自衛隊の派遣差し止めや１人当たり 10 万円の賠償を求め
たものです。
22 日の判決で、札幌地方裁判所の岡山忠広裁判長は「自衛隊の
派遣は行政上の権限に基づいて行われているもので、
民事裁判で
差し止めを求めるのは適切ではない。また、平和的に生存する権
利は法律上保護された具体的な権利であるとはいえない」
などと
して、原告の訴えを退けました。
一方、
安全保障関連法が憲法に違反するかどうかについては判断
を示しませんでした。
今回の裁判をめぐっては、
原告側が申請していた証人尋問などに
ついて、裁判所が実施しないまま審理を終えていて、22 日の法
廷では原告側から「こんな裁判は許されない」などという声が飛
び交う中、判決が読み上げられました。
原告の弁護団によりますと、
安全保障関連法をめぐる集団訴訟は
これまでに全国の 20 余りの裁判所で起こされていて、判決が言
い渡されたのは初めてだということです。
弁護士「二重三重に怒りを覚える」
判決のあと開かれた記者会見で、
弁護団の共同代表を務める高崎
暢弁護士は
「判決は、
原告が受けている精神的な苦痛について
『漠
然とした不安』としか認定しなかった。裁判の中で苦痛を受けて
いることを立証する機会すら与えられず、
二重三重に怒りを覚え
る」と述べ、控訴する考えを示しました。
防衛省「裁判所から理解が得られた」
22 日の判決について、防衛省は「国の主張について裁判所から
理解が得られたものと受け止めています」
というコメントを出し
ました。

められた。
２月の第２回口頭弁論後の報告集会。紹介された小林さんは
「首相が使う『日本を取り戻す』の掛け声には、
『戦前の』が付
くのではないか」と訴えた。
中央にはかりがデザインされた弁護士バッジを意識しながら、
さらに続けた。
「新人で、年齢もいっている。アリ１匹の力しか
ないかもしれないが、１匹でも、はかりは乗った方に動く。頑張
ります」
（黄澈）

新人弁護士５７歳、
「アリの力で」安保法違憲訴訟に挑む
朝日新聞デジタル黄澈 2019 年 4 月 22 日 09 時 56 分

梅原猛さん、お別れの会 「誰もが認める破格の人」
朝日新聞デジタル久保智祥 2019 年 4 月 21 日 18 時 35 分

会社員生活が長かった小林幹寛弁護士。
「安
保法制違憲訴訟でも、一般市民の感覚を生かしたい」と話す＝２
０１９年３月２０日午前１１時３４分、名古屋市中区、黄澈撮影
他国への攻撃に自衛隊が応戦する「集団的自衛権」の行使を認
めた安全保障関連法は憲法違反だとして、
名古屋地裁で争われて
いる訴訟の弁護団に、５７歳の新人弁護士が加わった。会社員時
代に憲法の大切さに気づいた。
「改憲の可能性がある状況で、後
悔したくない」と、参加を決断した。
弁護団入りしたのは愛知県春日井市の小林幹寛さん。
２０１７
年の司法試験に合格。司法修習を終え、今年１月から名古屋市内
の法律事務所で働く。
名古屋大法学部出身。
ただ、
大学時代はサークル活動に夢中で、
本格的に法律を学んだのは１９８４年に地元の会社に就職して
からだ。３０代半ばで企業再編の仕事に携わり、商法などの関連
法規を勉強した。実務を通じて、初めて法律のおもしろさを知っ
た。
関心は憲法に広がった。特に１３条の「すべて国民は、個人と
して尊重される」という条文に引かれた。
「組織に属する者とし
て、個の大切さをうたう条文が心に響いたのかもしれない」と振
り返る。
弁護士を目指し、０１年に退社したが、司法試験の壁は高かっ
た。いったんは司法書士になったがあきらめ切れず、１３年に５
１歳で法科大学院に入学。働きながら夜間に学び、１７年に念願
の司法試験合格を果たした。
その間の２０年で、憲法を巡る状況は大きく動いた。
安倍晋三首相は０６年の第１次政権発足前に著書
「美しい国へ」
を出版。特攻隊に触れるなかで「自分のいのちは大切なものであ
る。しかし、ときにはそれをなげうっても守るべき価値が存在す
る」と書いた。テレビで同趣旨の発言を聞いた小林さんは「憲法
１３条と相いれない」と感じた。
１２年に政権へ返り咲いた安倍首相は、
１５年に安保法を成立
させたうえ、
自衛隊を憲法９条に明記する改憲案に意欲を示して
いる。
安保法に対しては、
平和的生存権など憲法上の権利を侵害され
たとして、市民が国に慰謝料を求める訴訟が全国で相次いだ。名
古屋地裁でも昨年８月に始まり、
ノーベル物理学賞受賞者の益川
敏英氏ら２２１人が原告になっている。
弁護士になったばかりの
小林さんは改憲への危機感から、すぐに弁護団入りを希望し、認
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梅原猛さんのお別れの会。
親交のあった人たちが別れを惜しんだ＝京都市下京区

１月１２日に９３歳で亡くなった哲学者の梅原猛さんのお別
れの会が２１日、京都市内のホテルで開かれた。親交のあった約
５００人が知の巨人と呼ばれた梅原さんを悼み、
一般からも別れ
を惜しむ人が多数訪れた。
梅原さんが創設に尽力し、
初代所長を務めた国際日本文化研究
センター（日文研、京都市西京区）の小松和彦所長は「先生は日
文研のまさしく『父』でした。学問をこよなく愛し、徹底的に常
識を疑う学者でした。構想力・想像力は学問という枠を超えてあ
ふれ出し、多彩な文芸・創作活動にまで広がっていました。臓器
移植や原発など現在の問題に対しても鋭く問題提起し続けた学
者でもありました。知の巨人、学界の風雲児、奇人・変人・天才、
京都の妖怪などさまざまに評されましたが、
そうした評価もまた
先生は面白がっていたかに見えました」とあいさつ。
哲学者の鷲田清一さんは
「誰もが認めるように破格の人でした。
しかし、私たちと一緒にまみれてくださる破格でした。大胆な推
論を打ち出す人でしたが、
奥底に潜むのはいつも悲嘆に暮れる人
に赤子のような安らかさをもたらしてあげたいという思いでし
た」とお別れの言葉を述べた。中国文学者の井波律子さん、人類
学者の中沢新一さん、
風俗史家の井上章一さんも梅原さんとの思
い出を振り返った。
会場では、
梅原さんがアイヌに深く関心を寄せていたことにち
なみ、アイヌ詞曲舞踊団モシリによる演奏・舞踊も捧げられた。
（久保智祥）

平和大使のミュージカル、都内で 今夏上演、
「同世代に届けた
い」
2019/4/22 17:314/22 17:34updated 共同通信社

高校生平和大使をテーマにしたミュ
ージカルに主演する AKB48 元メンバーの岩田華怜さん（中央）
ら＝22 日、東京都内
約20 年にわたり国際社会で核兵器廃絶を訴える活動をしてい
る「高校生平和大使」をテーマにしたミュージカルが今夏、東京
都内で上演される。主演俳優で、アイドルグループ「AKB48」
元メンバーの岩田華怜さん（20）らが 22 日、記者会見し「広島
と長崎のことを改めて勉強し、
私の目線で同世代の子に届けたい」
と意気込みを語った。
タイトルは「Signs！～微力だけど無力じゃない～」
。岩田さん
演じる長崎出身の高校生が、平和大使に選ばれ、被爆者である祖
母の思いを背負いながら、
核廃絶を求める署名活動や被爆の悲惨
さを伝えることに奮闘するストーリーだ。
グーグルなどへの規制、２つの新法検討 政府有識者会議
朝日新聞デジタル西山明宏 2019 年 4 月 20 日 21 時 35 分
米グーグルやアマゾンといった「プラットフォーマー」と呼ば
れる巨大ＩＴ企業への規制をめぐり、
政府が二つの新法をつくる
検討に入ることになった。
事業者との取引の透明化を義務づける
法律に加え、
特定の企業のサービスに利用者が集中して市場を独
占しないようサービスを乗り換えやすくする法律を検討する。
立
場の弱い中小企業や消費者を守る狙いがある。
３月から規制の方向性を議論していた経済産業省、総務省、公
正取引委員会合同の有識者会議が報告書をまとめた。
２４日に公
表する。
政府はこれをもとに規制強化の方針を６月の成長戦略に
盛り込み、夏以降に立ち上げる専門組織で具体策を詰める。来年
以降の通常国会に法案を順次提出したい考えだ。
報告書は、巨大ＩＴ企業が強い立場を利用し、取引先に多い中
小企業との規約を一方的に変える行為などを問題視した。
その上
で、事業者が「下請け」化されるのを防ぐため、取引する際の禁
止行為を定めたり、
事業者への情報開示や説明義務を課したりす
る法規制を検討すべきだとした。
まずは、
問題となる取引が多いとされるネット通販サイトやア
プリストアを対象にするべきだとし、
実効性を高めるために違反
企業に課徴金などの行政処分を検討すべきだとも記した。
また、
巨大ＩＴ企業の提供するサービスが便利だからと利用者
が長く使えば、
他社のサービスが良いと感じても自身の様々な情
報を他社サービスに移す手間やコストがかかり、
乗り換えづらく
なる。
企業が自社のデータやソフトをネット上に置くクラウドサ
ービスや、
買い物履歴や銀行の入出金などを記録する家計簿アプ

リなどでそうした状況になる可能性がある。
すると市場では競争
は生まれず巨大ＩＴ企業による寡占が進む恐れがある。
結果とし
て個人情報の保護などの対応がおろそかになる危険性もある。
報告書ではこれを防ぐために、
利用者が個人情報を携帯番号の
ように自らの意思で自由に他のサービスへ簡単に移せるように
なれば、過度な情報の集中が抑えられ、利用者の個人情報も守ら
れると指摘。
自由な移転を認める法律などの検討が必要だとした。
政府は技術革新を阻害しないために業界による自主規制も同時
に検討するほか、
金融やクラウドサービスなど業種を絞って検討
を進める方針だ。家計簿アプリなども対象になりそうだ。
（西山
明宏）
安倍首相、靖国に真榊奉納＝春季例大祭、参拝見送りへ
時事通信 2019 年 04 月 21 日 09 時 16 分

靖国神社の春季例大祭に合わせ、安倍晋
三首相が奉納した真榊（左）＝２１日午前、東京都千代田区
安倍晋三首相は２１日午前、東京・九段北の靖国神社で春季例
大祭が始まったのに合わせ、
祭具の真榊
（まさかき）
を奉納した。
「内閣総理大臣」の肩書で供えた。首相は２２日から欧米訪問を
予定。２３日までの例大祭期間中の参拝は見送る方針。
２０１２年１２月の政権復帰後、
首相の靖国参拝が確認された
のは１３年１２月の１回のみ。春と秋の例大祭には真榊、終戦記
念日には玉串料をそれぞれ納める対応が続いている。
参拝見送りの背景には、
関係改善の流れが続く中国への配慮が
ある。
首相は６月下旬に大阪で開かれる２０カ国・地域
（Ｇ２０）
首脳会議に合わせて習近平国家主席を日本に迎え、
日中首脳会談
を実現させたい考えだ。
安倍首相、靖国神社に供物奉納 春季例大祭、参拝は見送り
2019/4/21 09:27 共同通信社

靖国神社の春季例大祭に合わせ、安倍首相が
奉納した「真榊」
（左）＝21 日午前、東京・九段北
安倍晋三首相は 21 日、東京・九段北の靖国神社で始まった春
季例大祭に合わせて「内閣総理大臣 安倍晋三」名で「真榊」と
呼ばれる供物を奉納した。同神社が明らかにした。23 日までの
例大祭期間中の参拝は見送る。
首相は 2018 年 10 月、日本の首相として約 7 年ぶりに中国を
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公式訪問。6 月には大阪で開く 20 カ国・地域（G20）首脳会合
に合わせ習近平国家主席の来日を予定しており、
こうした両国間
の関係改善の流れを優先した。13 年 12 月に靖国神社を参拝し
中韓両国が反発した経緯がある。
12 年 12 月の第 2 次政権発足後、首相は春季、秋季例大祭で
は参拝せず、真榊奉納で対応してきた。
安倍首相、靖国神社に真榊奉納 例大祭中の参拝は見送り
朝日新聞デジタル 2019 年 4 月 21 日 11 時 25 分
安倍晋三首相は２１日、東京・九段の靖国神社で春季例大祭が
始まったのに合わせ、
「内閣総理大臣 安倍晋三」との名前で供
え物の「真榊（まさかき）
」を奉納した。首相は２２日から欧州
や米国などを訪問する予定で、
２３日までの例大祭期間中の参拝
は見送る。
首相は２０１２年１２月の政権復帰以来、
１３年１２月に１度
参拝。春と秋の例大祭には参拝せず、毎回真榊を奉納している。
靖国神社によると、大島理森衆院議長、伊達忠一参院議長、根本
匠厚生労働相も真榊を奉納した。
靖国神社 春の例大祭始まる
NHK2019 年 4 月 21 日 9 時 09 分

市の竹山修身市長＝２２日午後、市役所
堺市の竹山修身市長は２２日、
市議会議長に辞職願を提出した。
辞職は３０日付。
竹山氏は自らの関係団体の政治資金収支報告書
で総額約２億３０００万円の不記載が発覚しており、地域政党
「大阪維新の会」
（代表・松井一郎大阪市長）が政治責任を追及。
不信任決議案の提出を明言していた。
竹山氏は２２日夕記者会見し「資金管理に多大な誤り、不備が
あったのはまさしく事実。誠に残念だが、市政を円滑に遂行する
ため辞職を決意した」
と説明。
出直し市長選への出馬は否定した。

辞職願を提出し、記者会見する堺市の竹山修身市
長＝２２日午後、市役所
議長は辞職願を受け取ったことを市選挙管理委員会に通知。
公
職選挙法の規定により、市長選は６月１１日までに行われる。維
新の松井氏は２２日大阪市役所で記者団に対し、
今週中に堺市長
選の候補者を決める考えを示した。
一連の政治資金問題は２月に発覚。
記載漏れは当初約６００万
円だったが、
支出の二重計上など不適切処理が次々と明らかにな
り、総額２億円を超えた。
堺市長が辞職願を提出 政治資金の記載漏れ問題で
朝日新聞デジタル加戸靖史 2019 年 4 月 22 日 19 時 31 分

21 日から始まった靖国神社の春の例大祭に合わせて、安倍総理
大臣は「真榊」
（まさかき）と呼ばれる鉢植えの供え物を奉納し
ました。
東京 九段の靖国神社では 21 日から３日間の日程で春の例大祭
が始まりました。
これに合わせて、安倍総理大臣は「内閣総理大臣安倍晋三」の木
札が添えられた「真榊」と呼ばれる鉢植えの供え物を奉納しまし
た。
安倍総理大臣は、22 日から 29 日までの日程でフランスやアメ
リカなど６か国を歴訪する予定で、
今回の例大祭に合わせた靖国
神社参拝は行わない見通しです。
安倍総理大臣は第二次安倍内閣が発足して以降、毎年、春と秋の
例大祭に「真榊」を奉納しているほか、８月 15 日の「終戦の日」
には自民党総裁として私費で靖国神社に玉串料を納めています。
また、今回の例大祭に合わせて、根本厚生労働大臣や大島衆議院
議長、伊達参議院議長も「真榊」を奉納しました。
竹山堺市長が辞職願＝政治資金２億円不記載
時事通信 2019 年 04 月 22 日 20 時 49 分

辞職願を提出し、記者会見で頭を下げる堺
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記者会見で謝罪する竹山修身・堺市長
＝２２日午後５時１分、堺市堺区、矢木隆晴撮影

政治資金収支報告書に２億３千万円を超える記載漏れがあっ
た問題で、大阪府堺市の竹山修身（おさみ）市長（６８）が２２
日、山口典子市議会議長に４月３０日付での辞職願を提出した。
市議会は２６日に臨時議会を開き、辞職に同意する見込み。市長
選は６月２日か９日の投開票が有力視されている。
竹山氏は提出後に会見し、
「政治資金の管理に多大な誤りがあ
ったのは不徳の致すところ。
市民に深くおわびする」
と謝罪した。
市議会に１５日提出した再点検資料で、
４件１７７万円の経費
の「二重計上」があった責任を痛感し、２１日夜に辞職を決断し
たという。一方で、
「資金の私的流用は天地神明に誓ってない」

と強調。
「政治家は引退する」とし、次の市長選への出馬は否定
した。
山口議長は２２日、市選挙管理委員会に通知した。市選管は５
０日以内の６月１１日までに市長選を実施する。
公職選挙法の規
定により、今夏の参院選と同日選にはならない。
竹山氏の政治資金問題は２月に発覚。
竹山氏側は市議会の要求
で２０１２～１７年の関係３政治団体の収支報告書を２回点検
したが、修正を繰り返し、当初６１５万円だった記載漏れの総額
は、収支合わせて２億３千万円超に膨らんだ。
竹山氏は発覚当初から、会計実務を担当してきた次女らの「ミ
ス」だと釈明。
「公務にあたって恥じるところはない」と辞職を
一貫して否定し、
今月２３日に予定されていた市議会議員総会で
説明することで、
「理解を得たい」としてきた。
だが、
再点検資料に支出の二重計上があったことが提出３日後
の１８日に判明。これが決定打となり、竹山氏を支えてきた市議
会与党の自民や旧民主系のほか、公明などが辞職を促した。
竹山氏の辞職願を受け、市議会は２２日、議員総会の中止を公
明、自民、旧民主系の賛成多数で決めた。
竹山氏は元大阪府職員。０９年の市長選で当時の橋下徹・大阪
府知事の支援を受け、現職を破って初当選した。その後、大阪都
構想を掲げて大阪維新の会を結成した橋下氏と決別。１３、１７
年の市長選では維新公認候補を一騎打ちで破り、
現在３期目だっ
た。
（加戸靖史）

大阪 堺市の竹山修身市長は、午後５時ごろから市役所で記者会
見し、冒頭、
「市民に不信感を与え、市政への信頼を失墜させた
ことを深くおわびしたい」と謝罪のことばを述べました。
そのうえで「100％のものを出すとして、今月 15 日に議会に提
出した報告書に領収書の二重計上が見つかるなどした。今後、円
滑な市政運営をするのは難しいと感じた」と述べました。
収支報告書に記載していなかった額が２億 3000 万円余りにの
ぼったことについては私的な流用はないとしたうえで、
「基本的
な会計処理を怠っていたことが原因だと思う」と述べました。
さらに、今回の問題で告発されていることについては、
「司法の
中で粛々と対応していきたい」と述べました。
政治資金問題の経緯
竹山市長の政治資金の問題は、ＮＨＫの調査報道で、ことし２月
に明らかになりました。
市長の後援会や資金管理団体の政治資金収支報告書を分析した
結果、寄付金 600 万円余りが計上されていなかったほか、政治
資金パーティーの収入を少なく申告していた疑惑が浮かび上が
りました。
パーティーの収入は、毎回、700 万円といった不自然な数字が並
んでいました。
竹山市長に取材を申し込み、疑問な点を指摘したところ、会計に
精通していない次女に任せたためで、
単なるミスだと釈明しまし
た。
パーティーの収入については、
「目の子算でアバウトにやってし
まったが、だいたい合っている。十数万円程度の差だ」と説明し
ました。
２月の市議会では、初日から各会派が追及しましたが、竹山市長
は、
「正確な収支を精査するのに時間が必要だ」と述べました。
およそ１か月後、改めて調査した結果を報告し、１億 3000 万円
を超える収支を計上していなかったことを明らかにしましたが、
およそ 200 か所の記載ミスを指摘されました。
集中審議では、領収書の添付が少ないなど、さまざまな疑問が指
摘されましたが、
「限られた時間の中で徹夜して調べた。まだ漏
れがあるかもしれない」などとあいまいな説明に終始しました。
議会最終日、
不信任決議案は否決されましたが法的拘束力のない
問責決議が可決され、再調査を求められました。
そして、今月、報告された調査結果では、記載していなかった金
額はさらに１億円増えて２億 3400 万円余りに膨れあがってい
ました。
おととしの市長選挙の際のパーティーの収入は、当初、850 万円
と記載されていましたが、４倍以上の 3400 万円余りに大幅に増
えていました。
さらに、この調査結果でも、二重計上のミスが見つかり、再び修
正。
相次いで明らかになったずさんな資金管理の実態と金額の多さ
に、これまで市長を支えていた会派などからも「市民の理解を得
られる状況ではなくなった」として、辞職を求める声が上がって
いました。

大阪 堺市の竹山市長 辞職願を提出 政治資金問題で責任
NHK4 月 22 日 17 時 58 分

大阪・堺市の竹山修身市長は、政治資金収支報告書に多額の収支
を記載していなかった問題の責任を取りたいとして、
市議会の議
長に辞職願を提出しました。
堺市の竹山市長は、資金管理団体や後援会などが、政治資金収支
報告書に２億 3000 万円余りの収支を記載していなかったこと
が明らかになり、
市議会で支援してきた会派からも辞職を求める
声が上がっていました。
こうした中、問題の責任を取りたいとして、22 日午後、市議会
の議長に辞職願を提出しました。
竹山市長は「市民に不信を与え、市政の信用を失墜させ、非常に
遺憾に思っています。これ以上、市政を混乱させたくないと考え
決断しました。誠に申し訳ございません」と謝罪のことばを述べ
ました。
今後、辞職に向けた手続きが進められます。
竹山市長は 68 歳。大阪府の議会事務局長や政策企画部長などを
へて平成 21 年に初当選しました。その後、いわゆる大阪都構想
に反対する姿勢を鮮明にし、現在３期目です。
竹山市長「深くおわび」
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