2019 年 9 月 17 日～12 日
世論調査（朝日、産経）
、運動、野党共闘、改憲・内閣改造

の目的に掲げているが、キャッシュレス決済を「増やしたい」人
は３６％で、
「そうは思わない」５７％を下回った。年代別では
「増やしたい」は３０代が５９％で最も多く、６０代は２３％、
７０歳以上は１６％にとどまった。
政府は、カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）の開業に向けた
準備を本格化させている。
ＩＲを自分が住む地域に誘致すること
は７１％が「反対」で、
「賛成」は２０％だった。自民支持層も
６５％が反対だった。

内閣支持率４８％に上昇、顔ぶれ評価二分 朝日世論調査
朝日新聞デジタル 2019 年 9 月 16 日 21 時 04 分

世論調査－質問と回答〈９月１４、１５日〉
朝日新聞デジタル 2019 年 9 月 16 日 21 時 05 分
（数字は％。小数点以下は四捨五入。◆は全員への質問。◇は枝
分かれ質問で該当する回答者の中での比率。
〈 〉内の数字は全
体に対する比率。丸カッコ内の数字は、７月２２、２３日の調査
結果）
◆今の政治などについてうかがいます。あなたは、安倍内閣を支
持しますか。支持しませんか。
支持する ４８（４２）
支持しない ３１（３５）
その他・答えない ２１（２３）
◇（
「支持する」と答えた人に）それはどうしてですか。
（選択肢
から一つ選ぶ＝択一）
首相が安倍さん １０〈５〉
自民党中心の内閣 １５〈７〉
政策の面 ２０〈１０〉
他よりよさそう ５４〈２６〉
その他・答えない １〈０〉
◇（
「支持しない」と答えた人に）それはどうしてですか。
（択一）
首相が安倍さん １７〈５〉
自民党中心の内閣 ２４〈７〉
政策の面 ４４〈１４〉
他のほうがよさそう ８〈２〉
その他・答えない ７〈３〉
◆あなたは今、どの政党を支持していますか。政党名でお答えく
ださい。
自民党 ３７（３４）
立憲民主党 ７（１０）
国民民主党 １（１）
公明党 ３（５）
共産党 ３（４）
日本維新の会 ３（４）
社民党 １（１）
希望の党 ０（０）
ＮＨＫから国民を守る党 ０（０）
れいわ新選組 １（１）
その他の政党 １（１）
支持する政党はない ３５（３０）
答えない・分からない ８（９）
◆安倍首相は内閣を改造しました。内閣の顔ぶれを見て、あなた

安倍内閣の支持
率の推移

朝日新聞社は１４、１５の両日、全国世論調査（電話）を実施
した。安倍内閣の支持率は４８％で、前回７月下旬調査の４２％
から上昇した。不支持率は３１％（前回調査は３５％）だった。
改造内閣の顔ぶれについて、安倍晋三首相の人事を「評価する」
は３５％で、
「評価しない」の３３％と割れた。
支持率は男性の５４％（同４７％）に対し、女性が４２％（同
３７％）と低めの傾向に変化はなかった。無党派層の支持率は２
３％（同１８％）だった。小泉進次郎氏の環境相就任で、政権の
イメージが「よくなった」は３１％で、
「悪くなった」が６％、
「変わらない」が６０％と最も多かった。イメージが「よくなっ
た」と答えた人に限ると、内閣支持率は６４％だった。
安倍首相は内閣改造後の会見で憲法改正について
「必ずや成し
遂げていく」と改めて意欲を示した。安倍政権のもとで憲法を改
正することには「賛成」が３３％で、
「反対」の４４％を下回っ
た。内閣支持層でも２５％が反対と答えた。無党派層では５０％
が反対だった。
１０月に１０％に上がる消費増税については「賛成」
「反対」
ともに４６％だった。
今年７月中旬に同じ質問をした時には賛成
４２％、反対５２％で反対が多かったが、今回は賛否が拮抗（き
っこう）した。飲食品に軽減税率が導入され、店内と持ち帰りな
どで税率が異なることへの理解度を聞くと、
「十分に理解してい
る」は２８％で、６９％は「十分には理解していない」
。消費増
税に賛成の人でも６０％が
「十分には理解していない」
と答えた。
増税に合わせて始まるキャッシュレス決済へのポイント還元
策についても尋ねた。政府は、キャッシュレス決済の普及も政策
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は、安倍首相の今回の人事を評価しますか。評価しませんか。
評価する ３５
評価しない ３３
その他・答えない ３２
◆あなたは、安倍政権のもとで憲法改正をすることに、賛成です
か。反対ですか。
賛成 ３３
反対 ４４
その他・答えない ２３
◆安倍首相の自民党総裁の任期は２０２１年９月までです。
あな
たは、次の自民党総裁として、だれがふさわしいと思いますか。
（択一）
石破茂さん １８
岸田文雄さん ６
茂木敏充さん ３
河野太郎さん ８
菅義偉さん ８
加藤勝信さん １
小泉進次郎さん ２２
この中にはいない ２７
その他・答えない ７
◆小泉進次郎さんが環境大臣に就任したことで、
あなたの安倍政
権に対するイメージは、よくなりましたか。悪くなりましたか。
それとも、変わりませんか。
よくなった ３１
悪くなった ６
変わらない ６０
その他・答えない ３
◆立憲民主党と国民民主党が、自民党に対抗するために、国会で
統一会派を組むことを、大筋で合意しました。あなたは、立憲民
主党と国民民主党が統一会派を組むことを評価しますか。
評価し
ませんか。
評価する ３８
評価しない ３６
その他・答えない ２６
◆消費税についてうかがいます。あなたは、消費税を予定通り、
１０月に１０％に引き上げることに賛成ですか。反対ですか。
賛成 ４６
反対 ４６
その他・答えない ８
◆１０月からは、
食品の種類や食べる場所によって消費税率が異
なります。あなたは、こうした税率の違いを十分に理解していま
すか。十分には理解していませんか。
十分に理解している ２８
十分には理解していない ６９
その他・答えない ３
◆消費税が上がった後、
電子マネーやクレジットカードなどで買
い物をすると、
店によってはポイントが還元されます。
あなたは、
現金を使わないキャッシュレスの利用を増やしたいと思います

か。そうは思いませんか。
増やしたい ３６
そうは思わない ５７
その他・答えない ７
◆あなたは、韓国は好きですか。嫌いですか。特にどちらでもな
いですか。
好き １３
嫌い ２９
どちらでもない ５６
その他・答えない ２
◆あなたは、安倍政権の韓国に対する姿勢を評価しますか。評価
しませんか。
評価する ４８
評価しない ２９
その他・答えない ２３
◆あなたは、日本と韓国の関係悪化で、経済や文化の交流に影響
が出ることを、どの程度心配していますか。
（択一）
大いに心配している １４
ある程度心配している ４２
あまり心配していない ２９
全く心配していない １２
その他・答えない ３
◆あなたは、自分が住む地域に、ギャンブルができるカジノを含
む統合型リゾートを誘致することに賛成ですか。反対ですか。
賛成 ２０
反対 ７１
その他・答えない ９
◇
〈調査方法〉 コンピューターで無作為に電話番号を作成し、
固定電話と携帯電話に調査員が電話をかけるＲＤＤ方式で、
１４、
１５の両日に全国の有権者を対象に調査した。
固定は有権者がい
ると判明した２０２７世帯から１０１０人（回答率５０％）
、携
帯は有権者につながった２１７２件のうち９１４人
（同４２％）
、
計１９２４人の有効回答を得た。
内閣支持率５１・７％、５・１ポイント増 期待する閣僚トップ
は小泉進次郎氏 本社・ＦＮＮ合同世論調査
産経新聞 2019.9.16 11:50
産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）は１４、１
５両日、
合同世論調査を実施した。
安倍晋三内閣の支持率は５１・
７％で、前回調査（８月３、４両日）と比べ５・１ポイント増え
た。支持率が５割を超えたのは７月以来２カ月ぶり。１１日に発
足した第４次再改造内閣への期待感を反映したものとみられる。
内閣改造・自民党役員人事を「評価する」との回答は４３・２％
で、
「評価しない」の３５・１％を上回った。再改造内閣に「期
待する」と回答の割合は５９・２％で、
「期待しない」の３５・
２％を大きく上回った。
小泉進次郎衆院議員の環境相への起用を「よいと思う」との回
答は７４・１％に上った。最も活躍を期待する閣僚を尋ねたとこ
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ろ、小泉氏が４８・９％でトップだった。
内閣改造で麻生太郎副総理兼財務相と菅義偉官房長官、
自民党
役員人事で二階俊博幹事長と岸田文雄政調会長を留任させた人
事の是非については、菅氏の留任を支持する回答は７２・５％と
多く、岸田氏も５４・７％と半数を超えた。一方で、二階氏は３
９・７％にとどまった。
次期首相にふさわしい政治家を聞いた質問では、
安倍首相が１
７・３％と最も多く、石破茂元幹事長が１６・０％で続いた。最
も期待する閣僚でトップだった小泉氏は１４・３％と僅差で３位
だった。
再改造内閣が優先して取り組むべき課題については、
社会保障
（３４・０％）や経済対策（２２・６％）を挙げる割合が高く、
安倍首相が掲げる憲法改正は４・７％だった。
１０月１日の消費税率引き上げに伴う景気の悪化を
「心配して
いる」
と答えた人は５９・４％で
「心配していない」
は３７・３％。
政府の景気対策を「十分」と思う人は９・５％で、
「不十分」は
８１・１％に上った。
進次郎氏「次の首相」３位 国民的な人気まざまざと 産経・Ｆ
ＮＮ合同世論調査
産経新聞 2019.9.16 22:19
産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）の合同世論
調査で、
第４次安倍晋三再改造内閣で最も活躍を期待する閣僚を
聞いたところ、小泉進次郎環境相が４８．９％に上り、トップと
なった。小泉氏は幅広い年代から支持を得ており、次の首相にふ
さわしい政治家を問う質問でも３位に入るなど、
国民的な人気の
高さを見せつけた。
小泉氏に期待すると回答した人のうち、女性の割合は５６．
８％で男性を上回った。
小泉氏に期待する女性を年代別に見ると、
最も人気が高かったのは５０代の６４．５％で、１０、２０代が
５７．３％、６０代以上が５１．９％と続いた。男性も５０代が
最も多く、５１．２％だった。
支持政党別では、自民党支持層からの回答が５６．２％と全体
の半数を超えた。
一方で立憲民主党や国民民主党などの支持層か
らも小泉氏に期待するとの回答があり、１９閣僚のうち唯一、与
野党全政党の支持層から回答を集めた。
次の首相にふさわしい政治家を尋ねたところ、小泉氏は１４．
３％で３位。トップは安倍首相の１７．３％で、石破茂元幹事長
が１６．０％で続いた。新元号の発表役を務め、
「令和おじさん」
の愛称で知名度が向上し、
「ポスト安倍」に浮上した菅義偉（す
が・よしひで）官房長官は６．３％で４位につけた。
政党別に見ると、安倍首相は自民党支持層の２８．４％から回
答を集めた。小泉氏は１４．２％にとどまったが、無党派層の１
５．６％からも回答を得た。小泉氏は１６日も台風１５号被災地
の千葉県南房総市を視察するなど、
環境相としての活動を積極的
に行っている。
「進次郎さんは自民党の宝だ」
（自民ベテラン議員）
との声も上がるが、
ポスト安倍候補の一人として注目を集めるだ
けに、自身の言葉通り「真価が問われる」
。
（今仲信博）
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質問と回答（９月）
産経新聞 2019.9.16
【問】安倍晋三内閣を支持するか
支持する５１．７（４６．６） 支持しない３１．９（３８．１）
他１６．４（１５．３）
【問】どの政党を支持しているか
自民党３９．５（３７．４）
立憲民主党８．６（８．７）
国民民主党１．４（２．０）
公明党３．５（４．６）
共産党２．７（３．４）
日本維新の会５．１（７．１）
社民党０．６（０．４）
ＮＨＫから国民を守る党１．２（１．３）
れいわ新選組２．２（１．６）
その他の政党１．３（０．６）
支持する政党はない３２．９（３１．９）
他１．０（０．９）
…
有料会員向け記事こちらは有料会員記事です
しんぶん赤旗 2019 年 9 月 15 日(日)
憲法にラブソングを シスターら ３０００万人署名訴え 東
京・新宿

（写真）改憲反対の 3000 万
人署名を呼びかけるシスターら＝１４日、東京・新宿駅西口
「過ちあるところに優しい心の許しを 疑いあるところに信仰
があるように」
東京・新宿駅西口の雑踏のなか、修道院のシスターたちの歌声
が響きます。１４日、カトリックのシスターをはじめとする宗教
者たち約５０人が、
安倍９条改憲反対３０００万人署名を訴えま
した。
「日本カトリック正義と平和協議会」
など６団体が共催する
「Ｓ
ＩＳＴＥＲＳ ＡＣＴ憲法にラブソングを」
の７回目の行動です。
呼びかけ人の一人、べリス・メルセス宣教修道女会の清水靖子
さん（８１）は、１９８０年からミクロネシアに派遣され、現地
のお年寄りの体験を聞きました。
「日本がどんなに残酷な加害者
だったか、私たちは忘れてはなりません」と語ります。
「再び加
害者とならないためにも、お祈りのなかで願うだけでなく、街頭
で訴えなければ」とシスターたちに行動を提起しました。
初めて参加した都内のカトリック教会のシスター
（７８）
は
「こ
こに立つだけで勇気がいります。でも、心ある方が署名を寄せて
くださって心強い。戦争は神の教えに反することです」と語りま
した。川崎市から買い物に来た女性（７４）は、
「戦争を起こさ

せないために」と署名しました。

アピールする人たち＝15 日、札幌市
「だんだんとマスコミでＬＧＢＴ（性的少数者）が取り上げら
れるようになって、私たちは住みやすくなってきています」と苫
小牧出身だと話すパルプさん（４１）
。
「でもここで止まっちゃい
けない。もっと広げて、まわりに言えない人たちがカミングアウ
トできる社会にしていきたい」
北区の女性（２３）は「パレードを見てもらって、一番は自分
が楽しい。みんな一緒に楽しめると知ってほしい。
“ＬＧＢＴ”
だと区別するのもおかしいよね」といいます。
北海道大学のＬＧＢＴｓサークルのメンバー、
しゅうしゅうさ
ん（２０）は「私たちみたいな人が身近にいると北大生もわかっ
ていないんじゃないかな。ＬＧＢＴの人が身近にもいるんだよ、
こういう場があるんだよと知ってほしい」
とうれしそうに語りま
した。
日本共産党の志位和夫委員長が応援メッセージを寄せ、
読み上
げられると会場から拍手が湧き上がりました。

しんぶん赤旗 2019 年 9 月 12 日(木)
「性的合意」を刑法に フラワーデモ 伊藤詩織さんら訴え
今年３月に続いた性暴力犯罪の無罪判決に抗議し、
刑法改正や
被害者に寄り添う社会づくりを求めるフラワーデモが１１日夜、
全国各地で開催されました。新たに青森や佐賀など、２１都道府
県で呼びかけがありました。

（写真）性暴力を許さない
と集まったフラワーデモの参加者。
発言するのは伊藤詩織さん＝
11 日、東京都千代田区
東京駅前の広場にも、
色とりどりの花束を手にした約２００人
が集まりました。呼びかけ人のひとり、北原みのりさんの「被害
者がおびえずに生きられるよう、
社会を変える世論をつくってい
こう」とのメッセージが読み上げられました。
元ＴＢＳワシントン支局長の山口敬之氏から性的暴行をされ
たと訴えているジャーナリストの伊藤詩織さんが、
被害を受けた
ときの服を身に着けてスピーチ。どんな服を着ていても、どんな
場所にいっても、
それは性的合意が成立しているわけではないと
訴え。
「どれぐらい抵抗したのかを問題にする日本の刑法を、性
的合意があったことを加害者に証明させる方向へ変えていこう」
と語り、
「性的合意」の重要性を広める「＃私がそれを着たいか
ら」をネットで広めていこうと呼びかけました。
日本共産党の吉良よし子参院議員、
池内さおり前衆院議員が参
加しました。

しんぶん赤旗 2019 年 9 月 16 日(月)
さっぽろレインボープライド 志位和夫委員長 応援メッセー
ジ
１５日の「さっぽろレインボープライド」への日本共産党の志
位和夫委員長の応援メッセージを紹介します。
さっぽろレインボープライドにお集まりの皆さん、
こんにちは。
熱い連帯のメッセージを送ります。
レインボープライドは、誰もが自分らしく生きられる社会、多
様性を認め合う豊かな社会をめざして、
先駆的なとりくみを進め
てこられました。生きづらさを抱えたすべての人が、もっと自由
に、もっとのびのびと生きられる社会をめざして、手を携えて進
んでこられました。私たち日本共産党も、皆さんの先駆的な運動
に学びながら、一緒に歩いていきたいと思います。
私たちは今、
「個人の尊厳とジェンダー平等を前にすすめる政
治をつくろう」
「差別と分断のない社会をみんなの力でつくろう」
という目標を掲げ、他の野党の皆さんとも一緒に、同性婚も選択
的夫婦別姓も認める民法改正、自治体のパートナーシップ条例・
制度の推進、
「ＬＧＢＴ差別解消法」
、社会のあらゆる場面での権
利保障、理解促進をすすめようととりくんでいます。それは誰も
が生きやすい、
カラフルでパワーにあふれた社会につながる道だ
と確信しています。
今日パレードにご一緒できないのは残念ですが、
心の中では皆
さんとともに歩いています。ともにがんばりましょう。

しんぶん赤旗 2019 年 9 月 16 日(月)
ここで止まらない 多様性認め合うＬＧＢＴパレード さっぽ
ろレインボープライド
多様性を認め合い、
誰もが自分らしく生きられる街にしたいと
の願いがあふれました。１５日、札幌市中心街を歩行者天国にし
て
「さっぽろレインボープライド２０１９」
（同実行委員会主催）
が行われました。
色とりどりの風船や７色のレインボー旗が翻り、
自身の思いを
書いたプラスターを掲げたパレード。
沿道にはスマホを手にした
人たちが切れ目なく並び、
「頑張って～」と声援が飛んでいまし
た。

＜ラグビーＷ杯＞ＬＧＢＴ 原宿から世界へ 多様性、発信ト
ライ 交流拠点２０日開設
東京新聞 2019 年 9 月 13 日 夕刊
２０日開幕のラグビーワールドカップ（Ｗ杯）日本大会に合わ
せ、
海外や国内各地から訪れるＬＧＢＴなどの性的少数者らが交
流する施設「プライドハウス東京２０１９」が東京・原宿にオー
プンする。
同様の施設は五輪やサッカーＷ杯で設けられているが、
ラグビーＷ杯では初。日本での設置も初めてだ。日本ラグビーフ

（写真）カラフルなスタイルで
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ットボール協会も後援し、理解促進に向けてスクラムを組む。
（奥野斐）

一時～午後六時。火曜定休。東京都渋谷区神宮前六の「ｓｕｂａ
ＣＯ（スバコ）
」内。イベント情報はホームページ（
「プライドハ
ウス東京」で検索）へ。

「プライドハウス東京２０１９」のイメ松中権さん
ージ画像（松中さん提供）

「世界の注目が集まる機会にＬＧＢＴについてポジティブな発
信をしたい」
。運営団体代表の松中権（ごん）さん（４３）はそ
う話す。来年の東京五輪・パラリンピックでも開設する予定だ。
プライドハウスは、
二〇一〇年バンクーバー冬季五輪で地元Ｎ
ＰＯが設けたのが始まり。一二年のロンドン五輪、一六年のリオ
デジャネイロ五輪、
一四年のサッカーＷ杯ブラジル大会でも設け
られた。
国によって性的少数者が差別や迫害を受けることがある
ため、当事者や家族、支援者らが交流や情報発信を行い、安心し
て過ごせる場所となっている。
大会の開催国が多様性を認める国
であると発信することにもつながる。
プライドハウス東京は、ＮＰＯ法人など約三十の団体・個人と
企業十数社が共同で運営。女子サッカー元日本代表の大滝麻未
（あみ）選手も参加し、野村ホールディングスなど五輪スポンサ
ー企業が協賛、オランダやカナダなどの大使館も後援している。
六色のレインボーで表現したプライドハウスのロゴは、
二〇年
東京五輪・パラリンピックの公式エンブレムを担当した美術家の
野老（ところ）朝雄さんが手掛けた。野老さんは「人と人、いろ
んな世代がつながる場になれば。
将来はこうした動きがなくても、
多様性を認め、誰もが安心して過ごせる社会になってほしい」と
話す。
原宿の施設では、
ＬＧＢＴを紹介した世界の絵本を集めたライ
ブラリーを設置。
多様性について学ぶ子ども向けワークショップ
や、日本のＬＧＢＴの歴史や文化を紹介する映像上映、冊子の配
布などをする。ゲイ（男性同性愛者）を公表し、今大会で主審を
務めるナイジェル・オーウェンスさん（英国）のトークショーも
計画している。
松中さんによると、
スポーツ界は男らしさなどの性的な規定が
強く、競技の男女分けが明確なこともあり、偏見や差別を受ける
当事者も少なくない。
プライドハウス東京は、
「多様性と調和」を基本コンセプトに
掲げる東京五輪を前にＬＧＢＴへの理解を広げようと、
八月には
日本ラグビーフットボール選手会の選手らにＬＧＢＴ研修も実
施。ラグビーＷ杯開催前日の十九日には、選手会との間で、ラグ
ビー界での理解促進について協定を結ぶ。
松中さんは「ラグビーから五輪へ、多様性の発信の面でも盛り
上げ、
東京五輪大会後はレガシーとしてＬＧＢＴの常設施設づく
りにつなげたい」と展望する。開設は二十日～十一月四日の午後
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しんぶん赤旗 2019 年 9 月 16 日(月)
平和・表現の自由語る 九条美術の会 ちば・志田氏が講演
全国の美術家・美術関係者でつくる
「九条美術の会」
は１５日、
東京都内で講演会を開き、約１３０人が参加しました。漫画家の
ちばてつやさんと憲法学者で武蔵野美術大学教授の志田陽子さ
んが平和や表現の自由への思いを語りました。

（写真）九条
美術の会の講演会で戦争体験を語る、ちばてつやさん＝15 日、
東京都文京区
「漫画で戦争の語り部に」と題して講演したちばさんは、
「満
州」
（中国東北部）から引き揚げた体験を描いたイラストをプロ
ジェクターで映しながら、当時の過酷な状況を振り返りました。
「飢えと寒さで多くの人が死んだ。
今でもテロや戦争で同じ思い
をする人がいます。漫画で戦争の体験を描き、若い世代に伝えて
いきたい」と話し、
「戦争はしないとみんなで声をあげていけた
ら」と呼びかけました。
志田さんは、
「憲法が保障する平和と表現の自由とは」をテー
マに講演。
「あいちトリエンナーレ２０１９」の「表現の不自由
展・その後」の展示中止に触れ、表現者の自由と同時に「知る権
利」の侵害が問題だと指摘しました。また、戦時中の検閲の実態
や、芸術作品に対して「解釈の自由」がなかったことを紹介し、
異なる意見を排除せず議論を続けることの大切さを訴えました。
最後に志田さんがミュージカル「レ・ミゼラブル」の劇中歌「夢
やぶれて」を熱唱すると、会場は大きな拍手で包まれました。
志位氏、つれない？連合にラブコール 「協力強く願う」
朝日新聞デジタル 2019 年 9 月 15 日 17 時 21 分

その上で、
「私自身の経験では、２００１年、鷲尾会長、笹森
事務局長の時代に、
（宮城県の）蔵王で行われた連合の夏季セミ
ナーに講師として招待され、講演と質疑を行い、連合の幹部のみ
なさんと、大変温かい交流をしたことを思い出します。お互いの
立場を尊重しつつ、一致点での協力を心から願っています」と話
しました。
志位和夫・共産党委員長
党勢回復へ目標設定＝赤旗読者１００万人割れ「危機的」－共産
中央委総会
時事通信 2019 年 09 月 15 日 14 時 54 分

野党共闘を訴える共産党の志位和夫委員長は１５日、
同党との
連携に否定的な連合に対し、
「私たちとしては、協力していくこ
とを強く願っている」とラブコールを送った。立憲民主党や国民
民主党の最大の支持団体である連合と、
共産は伝統的に距離があ
り、両者の連携実現を共闘のカギの一つとみるからだ。
党本部で開かれた党中央委員会総会の際、記者団に語った。志
位氏の念頭にあったのは連合の神津里季生（りきお）会長の１２
日の発言。共産も含めた「野党連合政権」構想について、
「基本
的な目指す国家像が全く違う。
立憲や国民と一つの政権を担うの
は、理屈の上ではあり得ない」と否定的な考えを示したものだっ
た。
志位氏は連合との関係について、労働問題を例に「当面の課題
では一致する点がたくさんある」と指摘。
「先々の問題は立場が
違っても協力して選挙を戦っていきたい」と語った。
共産は総会で、来年１月１４日に党大会を開くことを決定。綱
領改定も議題になる予定だが、志位氏は「社会主義、共産主義（の
社会を目指す）という大目標は、今の筋を引き続き堅持して頑張
る」と述べた。

共産党第７回中央委員会総会であいさ
つする志位和夫委員長＝１５日午前、東京都渋谷区
共産党は１５日、第７回中央委員会総会を党本部で開き、第２
８回党大会の来年１月招集を決めた。志位和夫委員長は機関紙
「しんぶん赤旗」
読者の１００万人割れなど党勢が後退する現状
を報告。
「率直に言って危機的だ」と語り、次回党大会までに前
回大会時の党員３０万人、赤旗読者１１３万人を「回復・突破」
することを目標に掲げた。
党大会は２０１７年１月以来。
２０年１月１４日から５日間行
われ、党綱領の一部改定などを協議する。綱領改定は天皇制への
柔軟姿勢を打ち出した０４年以来となる。志位氏は記者団に「社
会主義・共産主義という大目標は堅持する」と述べた。
志位氏は総会で、次期衆院選に向け、野党間の政権合意と共通
政策の策定を目指すと表明し、達成度が「選挙協力の度合いを左
右する」と述べた。共産は「野党連合政権」を提唱し、先の参院
選で共闘した各党に協議を呼び掛けているが、
連合の支援を受け
る立憲民主、国民民主両党は慎重姿勢を崩していない。
総会報告によると、
１９８０年前後のピーク時に５０万人近か
った党員は約２８万人に減り、
３５５万人の赤旗読者も１００万
人を割り込んだ。

しんぶん赤旗 2019 年 9 月 16 日(月)
「連合との協力 心から願っている」 志位委員長が会見
日本共産党の志位和夫委員長は１５日、
第７回中央委員会総会
でのあいさつの後に、党本部で記者会見しました。記者団から連
合の神津里季生会長が、野党連合政権構想にかかわって「共産党
とは目指す国家像が異なる」
と発言したことについて問われ、
「連
合のみなさんと協力していくことを強く願っています」
と語りま
した。
志位氏は、連合とはこの間、
「残業代ゼロ制度」
、裁量労働制の
拡大、
労働者派遣法の改悪など労働法制の規制緩和の問題で協力
してたたかい、
全国各地でも連合と協力している場面があると指
摘。
「当面の問題では、連合のみなさんとも一致する点がたくさ
んあります。先々の問題では立場が違っても、協力してたたかっ
ていきたい」と語りました。

共産「衆院選で野党連合政権を」 7 中総で決議
日経新聞 2019/9/15 20:00
共産党は 15 日、党本部で第 7 回中央委員会総会（7 中総）を開
いた。次期衆院選に関して「自民、公明両党とその補完勢力を少
数に追い込み、
野党連合政権への道を開く」
との決議を採択した。
志位和夫委員長は野党各党との政権合意が重要だと強調したう
えで「選挙協力の度合いを左右する」との認識を示した。
2020 年 1 月 14～18 日に 3 年ぶりの党大会を開き、綱領につい
て第 3 章「世界情勢」を中心に改定を議題とする方針を決めた。
100 万人を割っている党機関紙「赤旗」の読者数について、同年
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1 月末までに前回大会時の 113 万人まで回復させる目標を掲げ
た。衆院選の比例代表では「850 万票、得票率 15%以上」をめざ
す。

つくるという政治的合意(2)連合政権がとりくむ政策的合意、政
権として不一致点にどう対応するかの合意(3)総選挙での小選挙
区における選挙協力―の３点を一体に話し合っていきたいと強
調。
「総選挙を市民と野党の共闘の勝利、日本共産党の躍進で、
安倍政権と自民党政治を終わらせ、
野党連合政権に道を開く選挙
にしていこう」と呼びかけました。
「大運動」の目標について志位氏は、
「端的にいえば『この大
会期を、党勢の面でも後退から前進に転換する大会期にしよう』
という目標だ」と指摘。この目標がこの間の党勢の歴史的推移に
てらしてもきわめて重要な意義をもつ、
「大志ある目標」である
ことを強調しました。
志位氏は、
「党建設の現状を歴史的に見てみたい」として、長
期にわたる後退傾向が続いてきたとして、
主体的な活動と同時に、
客観的条件の問題があったと指摘。その最大の要因が、１９８０
年の「社公合意」で「日本共産党を除く」という「壁」がつくら
れたことにあると述べました。日本共産党が６０年代、７０年代
に、
「安保闘争」や全国に広がった革新自治体など、限定的とは
いえ統一戦線の発展に力をつくし、
それと一体に党をつくってき
たが、
「社公合意」によってその流れが断ち切られた否定的影響
は大きいものがあったと語りました。
しかし、
「日本共産党を除く」という「壁」が崩壊する情勢の
大きな変化が起こり、
「新しい共闘の時代」が始まり、新しい友
人、新しい絆が広がり、党と国民との関係も大きく変化している
ことを力説しました。
志位氏は、
「党勢という面でも、世代的継承という面でも、現
状は率直にいって危機的です。同時に、それを打開するかつてな
い歴史的可能性も存在する。
危機と可能性の両方がある」
とのべ、
８０年の衆参ダブル選挙と、今年の参院選比例区を比較して、党
勢は後退させたものの、得票率を伸ばしていることに言及。
「歴
史的可能性に最大限働きかけて、
何としても党勢拡大で後退から
前進に転じようではありませんか」と訴えました。

「力強い政権構想、共闘発展に必要」 共産中央委総会、志位氏
東京新聞 2019 年 9 月 16 日 朝刊
共産党は十五日、第七回中央委員会総会を党本部で開いた。志
位和夫委員長は次期衆院選に向け
「力強い政権構想を打ち出すこ
とが共闘発展に必要だ」と述べ、提唱する「野党連合政権」構想
の取りまとめに重ねて意欲を示した。小選挙区での選挙協力は、
構想への賛同度合いに応じて判断していく方針を打ち出した。
来年一月に開催する党大会で、二〇〇四年以来、十六年ぶりに
綱領を改定する考えも表明した。
共産は、
立憲民主党や国民民主党などに構想への協議を呼び掛
けている。ただ、構想に否定的な連合の支援を受ける立民、国民
両党は慎重な立場を崩していない。
志位氏は、選挙協力について「政権を共にする覚悟を決めて行
うことが本来の在り方だ」と指摘。選挙協力は、野党間の政権合
意や共通政策の策定と並行して協議する考えだ。
しんぶん赤旗 2019 年 9 月 16 日(月)
共闘の時代、党づくりでも「新しい時代」を開こう 「党大会成
功めざす党勢拡大大運動」よびかけ 共産党７中総が決議 志
位委員長があいさつ
日本共産党は１５日、第７回中央委員会総会を党本部で開き、
来年１月の第２８回党大会招集とともに、
「第２８回党大会成功
をめざす党勢拡大大運動」
を呼びかける７中総決議を全会一致で
採択しました。
「大運動」の目標は、党員拡大でも「しんぶん赤
旗」読者拡大でも「前大会時の回復・突破」です。党勢の面で後
退から前進に転換することで「共闘の時代」に党づくりでも新し
い時代を切り開こうと決意を固めあいました。
志位和夫委員長が、(1)野党連合政権に向けたこの間のとりく
み(2)第２８回党大会の招集と議題の提案（別項）(3)「大運動」
の強調点の柱で幹部会を代表してあいさつしました。

共産 志位委員長「力強い構想が野党共闘の発展に必要」
NHK2019 年 9 月 15 日 15 時 17 分

共産党が次の衆議院選挙に向けて取りまとめたいとしている
「野
党連合政権」構想について、志位委員長は「力強い構想を打ち出
すことが野党共闘の発展のためにはどうしても必要だ」と述べ、
改めて取りまとめに意欲を示しました。
共産党は、安倍政権に代わる「野党連合政権」構想を取りまとめ
たいとして、立憲民主党などに協議を呼びかけていて、先週、志
位委員長がれいわ新選組の山本代表と会談し、
構想の取りまとめ
を視野に、連携を進めることで一致しました。
志位委員長は党本部で開かれた党の中央委員会総会であいさつ

（写真）第７回中央委員会
総会であいさつする志位和夫委員長＝１５日、党本部
このなかで志位氏は、
８月８日の党創立９７周年記念講演で呼
びかけた「野党連合政権にむけた話し合いの開始」について、５
野党・会派にこの問題での党首会談の開催を申し入れ、１２日に
は「れいわ新選組」の山本太郎代表との党首会談が実現したこと
を、会談での合意を含め報告しました。
そのうえで、野党連合政権にむけた協議では、(1)政権をともに
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し、
「力強い政権構想を打ち出すことが、今後の野党間の共闘の
発展と飛躍のためにはどうしても必要だ。
ほかの野党とも話し合
いが進むことを期待している」と述べました。
そのうえで志位氏は「安倍政治の破綻は目を覆うばかりで、内政
も外交も行き詰まりは深刻だ。話し合いを実らせて、きたるべき
総選挙で『野党連合政権』への道を開くため、知恵と力を尽くす
決意だ」と述べ、改めて構想の取りまとめに意欲を示しました。
また総会では３年ぶりとなる党大会を、来年１月 14 日から 18
日までの日程で開くことになりました。

これに対し大野氏は、
「県政の継承」を掲げて上田氏の全面支
援も受け、
これを立憲など主要野党がサポートするという戦術で
対抗。
選挙戦は組織を固める与党と、
「県民党」をアピールして無党
派層の取り込みを狙う野党の競り合いとなったが、
投票率が前回
より５．６８ポイント上昇する中で、無党派層の高い支持を得た
大野氏が、青島氏に５万７０００票余りの差をつけて当選した。

【点描・永田町】埼玉知事選 野党勝利の裏舞台
時事通信 2019 年 09 月 15 日 19 時 00 分
記者会見で５選不出馬を表明する埼玉県の
上田清司知事＝6 月 15 日、さいたま市の同県庁
◇参院補選で自民に『不戦敗』論
この知事選とのワンセットとなるのが、
１０月２７日投開票の
参院埼玉補選だ。
参院選後初の国政選挙で、
勝敗が１０月４日召集予定の次期臨
時国会に新体制で臨む安倍晋三首相の政局運営にも影響を与え
るため、与野党双方の対応が注目されている。
すでに、県知事４期で退任した上田氏が出馬に意欲を示し、主
要野党も知事選と同様の態勢で支援する構え。
一方、
与党側も
「知
事選と補選の連敗は恥」
（自民埼玉県連）として有力な候補擁立
を模索するなど、
「知事選同様の与野党対決となるのが常識的な
展開」
（立憲民主幹部）とみられている。

埼玉県知事選で初当選を決め、支
援者からの花束を掲げる大野元裕氏（右）＝8 月 25 日夜、さい
たま市
１６年ぶりの新人対決となった埼玉県知事選
（８月２５日投開
票）での野党勝利が、その複雑な裏舞台も絡んで永田町に波紋を
広げている。
当初は圧勝ムードだった与党推薦候補を、
立憲民主など主要野
党の支援候補が土壇場で逆転したことで、野党側は「今後の選挙
共闘に弾みがついた」
（立憲民主幹部）と勢いづき、与党は「陣
営の緩みによる手痛い取りこぼし」
（自民幹部）と肩を落とす。
ただ、
水面下では与野党入り乱れての政治的駆け引きもあった
だけに、知事選に続く「埼玉決戦」となる１０月の参院補選への
与野党の対応にも『歪み』が目立つ。
上田清司前知事（７１）の退任表明で、参院選後初の与野党対
決型の大型地方選となった同知事選は、自民、公明両党が推す元
プロ野球選手でスポーツライターの青島健太氏（６１）と、国民
民主党を離党した前参院議員の大野元裕氏（５５）の事実上の一
騎打ちとなった。

東京・永田町にある国会議事堂＝5 月
ところが、自民党内では「候補を出して負けるより、出さない
方がダメージが少ない」
（選対幹部）との『不戦敗』論も台頭し
ている。今回知事選で、有権者が１６年間の上田県政を評価した
こともあり、
「上田氏に勝てる候補がいない」
（同）というのが、
表向きの理由だ。
しかし、その裏側には３年後の参院選の埼玉選挙区をめぐる
「与党の事情」がある。
次回は定数４となる同選挙区だが、改選組には自民、公明の２
人の現職がいる。もし、自民が複数候補で臨めば、４議席を自公
３人の候補と立憲、国民、共産など野党各党の候補が奪い合うこ
とになり、
「与党内での足の引っ張り合いになる」
（自民選対）と
みられているからだ。
補選で上田氏が勝てば、大野氏の残り任期を引き継ぐため、３
年後には改選となる。その場合、自民が２人目を立てなければ上
田氏を含めた３現職は安泰で、
残り１議席を共産や維新が争う構
図が想定されている。
さらに、上田氏は憲法改正に前向きとされるため、自民内では

埼玉県知事選で落選し、支持者らに
反省の弁を述べる青島健太氏＝8 月 25 日夜、さいたま市
臨時国会での与野党攻防などもにらんで、双方が党役員・閣僚
や党首を送り込む総力戦を展開したが、
当初劣勢とみられていた
大野氏が終盤に追い上げ、先行していた青島氏を逆転した。
これまで上田氏と対立、攻撃してきた自民党は、
「県政奪還の
チャンス」
（埼玉県連）
として知名度の高い青島氏の擁立を決め、
党本部・県連一体での「必勝態勢」で勝負に出た。
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「上田氏に恩を売れば、
国会での改憲論議に協力してくれる」
（執
行部）との声も出ており、当分は「県民不在の複雑怪奇な駆け引
き」
（選挙専門家）が続きそうだ【政治ジャーナリスト・泉 宏
／「地方行政」9 月 9 日号より】
。

野党の支援を得て初当選した大野元裕氏（55）を後押しし、自民、
公明両党推薦の新人を下す立役者となった。
自民が対立候補を立
てるかどうかが焦点となる。
立民など 4 野党は上田氏支援に回る可能性が高い。補選は大
野氏の参院議員辞職に伴うもので、10 月 1 日からの消費税増税
直後の国政選挙としても注目される。

しんぶん赤旗 2019 年 9 月 14 日(土)
県民第一 力合わせて 埼玉・大野知事と共産党懇談
日本共産党の荻原初男埼玉県委員長と柳下礼子、村岡正嗣、前
原かづえ、秋山文和、秋山もえ、守屋裕子の各県議は１３日、県
庁内で大野元裕知事と懇談しました。

上田清司・前埼玉知事が参院補選出馬へ
毎日新聞 2019 年 9 月 13 日 21 時 36 分(最終更新 9 月 13 日 21
時 41 分)

上田清司氏＝畠山嵩撮影
上田清司・前埼玉県知事（71）は 13 日、10 月 10 日告示、27
日投開票の参院埼玉選挙区補選（改選数 1）に無所属で立候補す
る意向を固め、後援会関係者に伝えた。補選ではこれまで与党や
主要野党で出馬の動きは表面化しておらず、
各党の対応に影響を
与えそうだ。
上田氏は13 日夜、
同県朝霞市内であった後援会の会合に出席。
関係者によると、
「出馬の準備をする。県政で取り組んだ改革を
国政でも進める」などと国政に転身する考えを示したという。
上田氏は 2003 年の知事選から 4 期連続で当選し、18 年 4 月
からは全国知事会長を務めた。8 月の知事選には立候補せず、任
期満了で退任した。
【畠山嵩、鷲頭彰子】

（写真）大野知事（左から４人
目）と握手する荻原氏（その左）と県議団（左から５人目は柳下
県議団長）＝13 日、埼玉県庁
荻原氏は冒頭、
「知事選で日本共産党は自主支援という立場を
とったが、その判断は正しかったと考えている。政策にも県民の
願いが反映されていた」と激励。知事選中に大野氏が、
「日本一
暮らしやすい埼玉に」と訴えたことにふれ、
「そのためにも共産
党と県議団は県民の切実な願いを知事に伝え、
力を合わせていき
たい」と語りました。
柳下氏は、
大野氏が知事選で医師不足の解消を掲げたことに言
及し、
「共産党も医師不足の解消を訴え続けたが、国は医学部の
新設を認めない。国のいいなりにならず、県民本意の県政をつく
ってほしい」と求めました。
大野氏は、
知事選は厳しいたたかいだったが県民の意思が示さ
れた選挙だったと強調し、
「県民の声によりそう県民与党という
立場で良い政治をつくりたい。
県民の声が一番だと思っているの
で、それに従いながら、建設的な議論をさせていただきたい」と
応じました。
村岡氏は、
大野氏と日本共産党県議団との懇談を頻繁に行おう
と提案しました。

参議院埼玉選挙区の補欠選挙 上田清司氏が立候補の意向
NHK2019 年 9 月 14 日 0 時 18 分
来月行われる参議院埼玉選挙区の補欠選挙に、
先月まで埼玉県知
事を４期16 年務めた上田清司氏が無所属で立候補する意向を固
めたことが、関係者への取材でわかりました。
これは 13 日夜、上田氏の後援会幹部が記者団の取材に応じ、明
らかにしました。
それによりますと、上田氏は 13 日夜、埼玉県朝霞市で開かれた
後援会の会合で「埼玉の県政でやった改革を国政でも進めたい。
埼玉と国をつなぐ。
関係者の皆様と相談しながら出馬の準備を進
めていく」と述べ、来月行われる参議院埼玉選挙区の補欠選挙に
無所属で立候補する意向を固めたことを伝えたということです。
上田氏は福岡県出身の 71 歳。旧民主党などで衆議院議員を３期
務めたあと、平成 15 年からは埼玉県知事を４期 16 年務め、先
月の任期満了で退任していました。
上田氏は、
先月行われ事実上の与野党対決となった埼玉県知事選
挙で、立憲民主党や国民民主党など野党４党が支援し、初当選を
果たした元参議院議員の大野元裕氏を全面的に支援したことも
あり、今後は自民党など与党側の対応が注目されそうです。
参議院埼玉選挙区の補欠選挙は、来月 10 日に告示され 27 日に
投票が行われます。

前埼玉知事が参院補選出馬へ 上田清司氏、自民の対応が焦点
2019/9/13 21:11 (JST)共同通信社

上田清司前埼玉県知事
前埼玉県知事の上田清司氏（71）が参院埼玉選挙区補欠選挙
（10 月 10 日告示、同 27 日投開票）に無所属で出馬する意向を
固めたことが 13 日、関係者への取材で分かった。事実上の与野
党一騎打ちとなった 8 月の知事選で、上田氏は立憲民主党など 4
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「教員の働き方改革」へ 日教組 国と協議の運動方針採択
NHK9 月 15 日 21 時 53 分

日教組＝日本教職員組合は教員の働き方改革をめぐって文部科
学省が導入を目指している１年間で勤務時間を調整する新たな
制度の問題点について国と協議を行うことなどを盛り込んだ運
動方針を採択しました。
日教組は都内で定期大会を開き、最終日の 15 日、今後２年間の
運動方針を採択しました。
それによりますと、文部科学省が導入を目指している、１年間で
勤務時間を調整する
「変形労働時間制」
と呼ばれる新たな制度や、
残業時間の上限を月45 時間とするガイドラインの問題点につい
て国と協議を行うとしています。
また、働いた時間の長さに関係なく、教員の基本給の４％を「教
職調整額」
として上乗せすることを定めた法律の廃止や抜本的な
見直しを求めていくことを盛り込んでいます。
そのうえで、
現在は払われていない残業代について時間外勤務の
手当てとして支払うよう求めていくとしています。
記者会見で、岡島真砂樹委員長は「１年間で勤務時間を調整する
『変形労働時間制』の導入の論議の前に、まず業務の縮減や教員
の定数を増やすといった具体的手当てを取る必要性を強く訴え
ていきたい。
教員の働き方改革に向けて長時間労働是正の取り組
みを進めることを最重要課題として取り組んでいく」
と述べまし
た。
しんぶん赤旗 2019 年 9 月 13 日(金)
野党連合政権での協力合意 志位委員長、
「れいわ」山本代表と
会談

（写真）党首会談する、れいわ
新選組の山本太郎代表（左）と志位和夫委員長＝12 日、国会内
日本共産党の志位和夫委員長と「れいわ新選組」の山本太郎代
表との党首会談が１２日、国会内で行われました。日本共産党が
野党連合政権に向けた話し合いを各党に呼び掛け、
最初に実現し
た党首会談です。
会談には、
日本共産党の小池晃書記局長が同席。
両党党首は会談後に共同記者会見し、
台風１５号の被災者へのお
見舞いと政府・東京電力に一刻も早い復旧を求める立場を表明し
たうえで、３点で合意したことを明らかにしました。
第一は、
両党が野党連合政権をつくるために協力することです。
志位氏は、
３回の国政選挙で野党が共闘してきた到達の上にた
って、
次の総選挙を野党が政権構想を示してたたかう選挙にして
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いくために、両党が協力していくことを確認したとして、
「たい
へんに大事な合意となりました」と強調。その際、野党が市民連
合と結んだ１３項目の政策合意を土台にすることを確認したこ
とを明らかにしました。
山本氏は「どのタイミングで解散が打たれてもいいように、私
たちは有権者に政権交代をすればどのような世の中になるのか
イメージしてもらう話し合いは一刻も早く進めるべきです」
とし
て「れいわ新選組がまず最初に、この連合政権の話し合いに参加
させてもらいました」と強調しました。
第二は、
安倍政権が進めようとしている９条改憲に反対するこ
とです。
志位氏は、安倍９条改憲・発議の阻止は市民連合と結んだ１３
項目の政策合意の中に入っているが、
安倍晋三首相が内閣改造後
の記者会見で改憲について「必ず成し遂げる決意だ」と明言して
いるとして、
「今日の党首会談でも、安倍９条改憲には断固反対
ということを確認しました」と述べました。
消費税廃止に向け道筋を協議
第三は、消費税の問題で、両党が、(1)消費税１０％増税の中止
を最後まで求めていく(2)消費税廃止を目標にする(3)消費税廃止
に向かう道筋、財源について協議していく(4)消費税問題での野
党共闘の発展のために努力する―ことの４点で協力することで
す。
志位氏は、１０％増税の中止とともに、消費税廃止を目標にし
た意義を力説。
「消費税廃止は日本共産党の一貫した主張ですが、
この税を導入して３０年、貧困と格差を拡大し、景気と経済を壊
す悪税ぶりがいよいよ明瞭になってきました。
そうしたもと消費
税廃止を掲げる新たな政党が誕生したことを歓迎しています。
消
費税廃止の旗を高く掲げることを両党で確認しました」
と述べる
とともに、
「消費税廃止への道筋、財源については、国民から歓
迎され、政策として合理性・説得力のある内容を協議していくこ
とで合意しました」と述べました。
山本氏は「私たちは選挙の時は廃止を訴えたが、野党全体とし
て消費税１０％増税の中止を求めることとは全く矛盾しないと
考えています。その中で、さらに消費税廃止を目指すために財源
など数々の部分について協議を始めることは一刻も早くやった
方がいい」と強調しました。
さらに、
日本共産党と国会で連携していく意義について問われ
た山本氏は、参院選で当選した、れいわ新選組の重度障害者の舩
後靖彦、木村英子両氏の国会活動について触れて、
「お世話にな
ったから、今回の会談をＯＫしたわけではありませんが、重度の
障害をもつ２人の議員が誕生したんだから国会自体が変わって
いかないといけないということで、実際に一番、手を差し伸べて
くれたのは共産党だといいたい」と述べました。
しんぶん赤旗 2019 年 9 月 14 日(土)
志位委員長・山本代表の共同会見
日本共産党の志位和夫委員長と「れいわ新選組」の山本太郎代
表との党首会談が１２日国会内で行われました。両氏は会談後、
共同記者会見を開き、記者の質問に答えました。その冒頭の発言

と、一問一答の要旨を紹介します。

（写真）共同で記者会見し、握手するれいわ新
選組の山本太郎代表（左）と志位和夫委員長＝12 日、国会内
冒頭発言 共産・志位和夫委員長 「野党連合政権にむけ大事な
合意が確認できた」
ただいま、
れいわ新選組の山本太郎代表と党首会談を開きまし
た。
まず、私は、冒頭、台風１５号で被災された国民のみなさんに
心からのお見舞いを申し上げるとともに、
政府と東京電力に一刻
も早い復旧、
住民の方々の命と健康を守るための万全の措置をと
ることを求めたいと思います。
今日の会談では、いくつかの大事な合意ができました。つぎの
３点を、山本代表と合意しました。
第一は、
野党連合政権をつくるために協力するということです。
私たちは、この間、３回の国政選挙で野党共闘をやってきたわけ
ですが、その到達のうえにたって、次の総選挙は、野党連合政権
をつくる――政権構想を野党が示してたたかおうということを
呼びかけさせていただいていますが、
この点について両党が協力
して政権をつくっていこうという合意ができました。
たいへんに
大事な合意だと思っています。そのさい、この間、野党（５野党・
会派）
は市民連合のみなさんと１３項目の政策合意を結んでいま
す。これを土台にして（連合）政権をつくっていこうということ
を確認しました。
第二は、安倍政権が進めようとしている９条改憲に反対する。
これは１３項目の中に入っていますが、いま安倍首相が、内閣改
造後の第一声で何が何でも９条改憲やるといっていますので、
私
たちも断固としてこれには反対ということを確認しました。
第三は、消費税の問題です。消費税については、以下の点で両
党が協力することで合意しました。
その第一点は、
消費税１０％増税の中止を最後まで求めるとい
うことです。私たちはあきらめないで、最後の最後まで増税の中
止を求めます。
そのたたかいをやってこそ次につながる。
これは、
最後まで頑張り抜こうということを確認しました。
第二点は、消費税廃止を目標にするということです。日本共産
党は、３０年前に消費税が導入されて以来、これまで消費税廃止
を一貫して求めてきました。ただ、増税とのたたかいが繰り返し
ありましたので、
増税中止という一致点を大事にしてたたかいな
がら、廃止を求めるという立場でたたかってきました。
ただ、
（導入から）３０年たって、この税金はいよいよ廃止し
なければならない。とくに、貧困と格差を拡大する、景気と経済
を壊す、そして結局、消費税は大企業減税、富裕層減税の穴埋め
に使われた。これらの点からしても、いよいよ廃止の旗を高く掲
げることが大事だと考えました。
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そういうときに、れいわ新選組が、消費税廃止という旗を掲げ
て誕生した。私は、消費税廃止を掲げる政党が新たに誕生したこ
とを心から歓迎しています。両党で、
（消費税）廃止という大目
標で合意ができたのはうれしいことです。
第三点は、
（消費税）廃止に向かう道筋、財源について協議し
ていくということです。廃止に向けた道筋はいくつかあります。
一つは、税率を（一律に）下げていくという方法、もう一つは、
食料品やライフライン（水光熱費）などの部分について消費税を
廃止し、
廃止の部分を広げていく。
いろいろなやり方があります。
そのいろいろな道筋、財源については、国民から歓迎され、政策
として合理性と説得力のある内容を協議していこうと合意しま
した。
第四点は、
消費税問題での野党共闘発展のために努力しようと
いうことを確認しました。
野党共闘をすすめてきて、
いま野党は、
１０％反対では一致してそれを求めています。
その到達点を大事
にしながら、両党だけでは政権をとるわけにはいかないので、野
党みんなでまとまって政権を担い、
消費税の問題も解決すること
を考えれば、
消費税問題でも野党共闘の発展のために努力してい
こうという一致点を確認しました。
とてもいい党首会談になったと思っています。
れいわ・山本太郎代表 「このような話し合いは一刻も早く進め
るべき」
れいわ新選組の山本太郎です。私からも、台風１５号で災害に
遭われたみなさま、そして自治体、復旧に向けて活動されるみな
さまに対して、
一刻も早く政府が大きな力を投入していただける
ようにお願いを申しあげたいと思います。
今回、共産党さんの方から、このような連合政権に向けての話
し合い、それをまず（野党各党と）順番にしていきたいんだとい
うご提案を受けまして、
それでは私たちはさっそくお話をお聞き
しますということで、このような会を持っていただきました。
はっきり言って選挙いつあるか分かりません。
ひょっとしたら
年内に解散するかもしれません。
すべての判断は官邸側にあるわ
けですから、残念ながら。でも、どのタイミングで解散が打たれ
てもいいように、私たちは有権者のみなさん、この国に生きる
人々に、
政権交代をすればどのような世の中になるのかというこ
とをイメージしてもらうためにも、
こういった話し合いは一刻も
早く進めるべきだという考えです。そういう意味で、一番小回り
がきくといいますか、
れいわ新選組がまず最初に、
この連合政権、
その話し合いというところに参加をさせていただいたというこ
とです。
そのなかでも消費税、非常に大きな部分です。確実に消費税を
あげるたびにこの国は壊れてきた。少なくとも、この国に生きる
人々の生活は壊されてきたという状況があります。
みなさんもご
存じの通り、９７年に５％に上がったさい、その翌年からは本格
的なデフレ、
このさいには世界の通貨危機に伴って本当に多くの
方々が傷つけられた。実際に命を落とされた、自ら命を絶ったと
いう人もおられるぐらいです。
もちろん２０１４年に８％に上が
ったさいにも個人消費というのはリーマン・ショックの時よりも
上回る減り具合、大打撃ですね。その際にはアメリカ経済、中国

経済という後ろ盾があったという部分もあると思います。
しかし、
今回はそのような後ろ盾がないまま１０％に突き進むというの
は、はっきり言って国の自殺行為だと、そのように思います。
私たちは選挙のときは当然廃止を訴えてまいりましたけど、
野
党全体として１０％の中止を求めるということに関しては、
全く
これは矛盾しないことだと考えております。その中で、さらに消
費税廃止を目指したうえで、
どういうふうに減税していけるかと
いうことを、財源の部分であるとか、数々の部分に関して協議を
始めるということに関しては、
一刻も早くやった方がいいだろう
と。それに対して、このような機会を設けていただいた共産党さ
んには、本当にお礼を言いたいと思います。ありがとうございま
す。
記者団との一問一答から 消費税５％への引き下げ
「
『１０％中止』を前提に具体的な話し合いを」
（山本氏）

（写真）記者会見する（左から）
れいわ新選組の山本太郎代表と志位和夫委員長、
小池晃書記局長
＝12 日、国会内
――山本代表は、これまで野党共闘の条件に消費税５％（への
引き下げ）をあげていました。その考え方は変わったのでしょう
か。
山本 この先、衆院選挙になった場合に、私たちが野党と一緒
にたたかえるかどうかに関して、
消費税５％という提案というか、
線引きをしたことがあります。それは変わりません。
ただ、
それは私たちだけで言っていても話し合いは前に進まな
いので、具体的に、まずは１０％中止は当然という前提に立った
上で、５％に下げるための具体的・合理的な話し合いをまず進め
ることに対して、私は賛成する立場です。
野党の共通政策 「消費税問題では合意した４点で最大限努力し
たい」
（志位氏）
――志位委員長が参院選後に政権・政策協議を各党に呼びかけ、
今回、党首として初めて山本代表が応じました。
（５野党・会派
と市民連合が合意した）共通政策が１３項目ありますが、そのう
ち旗が二つで消費税と９条改憲（反対）だと。この大きなところ
で、これからお二人で各党にもう一回政権・政策協議を呼びかけ
ていくという理解で良いでしょうか。
志位 １３項目というのはかなり包括的です。
たとえば沖縄の
辺野古の問題や原発の問題も入っています。山本代表とは、１３
項目は当然合意できる内容だと確認しました。
野党全体の政権構
想の協議の土台になるのは、
やはり１３項目だと考えております。
そのうえで、消費税についてどうするかというのは、野党とし
ても共通の方策をもつ必要があるだろうと思います。
１０％への増税が迫っています。これについては、最後まで１
０％への増税を許さないために野党は頑張る。
これは野党の参院
選公約ですから当然です。
さらにその先の展望をどういうふうに
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描いていくのかが野党に問われてくると思います。今日、私たち
としては、消費税問題で４点の大事な合意ができたので、私たち
としては最大限、
そういう方向に近づくように努力するというこ
とです。
現時点で、野党連合政権の話し合いが始まったのは「れいわ」
さんとの関係だけです。
お声かけさせていただいた他の野党とは、
おそらく順次進むだろうと思っております。その時に、まず１３
項目（を土台）で政権をつくろうという政治的合意が得られるか
どうか。
得られたとしたら政策をどうするかということになると
思います。その時に消費税の問題は、私たちとしてはこういう主
張をしていくと（いうことです）
。
「れいわ」さんも、その時には
そういう主張を一緒にするということに多分なるのだろうと思
っています。
衆院選での選挙協力 「政権合意、政策合意と一体に話し合いを
進めたい」
（志位氏）
「野党は力をあわせ話し合いを始めなければ」
（山本氏）
――小選挙区での候補者調整など、
衆院選の選挙協力について
は今日は話をしたのでしょうか。
志位 今日はそこまで話をしておりません。ただ、私たちの考
えとしては、野党連合政権をつくると言った場合は、政権をとも
にするという（政治的）合意が必要だろうと（思います）
。それ
から、
その政権が何を実行するか、
政策の合意が必要だろうと
（思
います）
。そのさいに、政策の不一致点について政権としてどう
対応するかも含めて政策合意が必要になります。そして、三つ目
に、選挙協力の合意が必要になってくるでしょう。
連合政権の（政治的）合意、その政権が取り組む政策の合意、
それと一体に選挙協力の話し合いも進めていければというのが
私たちの考え方です。
――今日は話していないけれども、
選挙協力についても今後話
していこうというのも合意に含まれるという理解でいいでしょ
うか。
志位 私は当然だと思います。
山本 はい。当然だと思います。選挙区の調整ということで、
これまでの選挙協力は終わってきたわけです。
でもそれだけでは、
やっぱりひっくり返せないですから。有権者のみなさん、この国
に生きる人々に対して、
野党が力を合わせて政権交代した場合に
はこういう未来が見られるよということを、
もう話し始めなけれ
ばいけないということです。
志位 今まさに山本さんが言った通りだと思います。
これまで３回、国政選挙で選挙協力やってきました。しかし、
政権の合意がありませんでした。
野党共闘は成果をあげてきたけ
れども、さらにステップアップしようと思ったら、こういう内容
で政権をつくりますよと、これが伝わってこそ、本当の野党共闘
の力を発揮することができます。
そう考えて野党連合政権構想の
話し合いの開始を呼びかけさせていただきましたが、今日は「れ
いわ」
さんとこういう合意が得られたことを本当に喜んでおりま
す。私は画期的な一歩だと考えております。
９条改憲 「安倍首相が進めている９条改憲に反対で一致」
（志
位氏）

「ブレーキをかけなければ、で完全に一致」
（山本氏）
――９条改憲反対を重視することで一致したということです
が、これは自民党の９条改憲案に反対ということですか。それと
もたとえば武力行使に制約を設けるというような、
ちまたで言わ
れる「立憲的改憲」も含めて一字たりとも変えないという趣旨で
合意したのですか。
志位 私と山本さんの理解はそれぞれだと思います。ただ、い
ま安倍首相が言っている９条改憲に反対する。
これは一致ではな
いか。共産党はそもそも９条改憲は必要がないし、反対だという
立場ですが、
（合意内容では）
「安倍政権が進めようとしている９
条改憲に反対する」としております。このやり方は反対だと。今
日の合意はそういう内容だと思います。
山本 いま志位委員長が言われた通りの話ですけれども、
逆に、
私たちの立場としては一言一句変えてはならないという立場で
はないです。
たとえば２０１５年の安保法の時に、
あれはもう完全に憲法を
無視した形で立法されました。手続き上は、憲法を変えなければ
できるはずがないのに、それを飛び越えてしまった。このような
詐欺的行為によってこの国がゆがめられていくということを考
えるならば、
先々その歯止めという部分を憲法で何かしら考える
必要があるかもしれないという考え方は持っています。
でもこの「安倍政権の改憲」に関しては、それはブレーキをか
けなければならないという部分に関しては完全に一致です。
志位 いま山本さんの言われた点は、
野党のなかにもいろんな
意見があると思います。そこはそれぞれの意見があっても、今や
られている「安倍改憲はだめだ」というところで結束することが
大事だと思います。
「れいわ」の衆院選候補擁立 「野党が手をくみ政権交代を一刻
も早く進めることを先に」
（山本氏）
――山本代表は、以前、次期衆院選では１００人擁立する考え
を示していましたが、
共産党と連携する場合は１００人擁立でき
ない場合もあるかと思うのですが。
山本 １００人擁立することになるかならないかは、
究極は何
かと言うと、単独でたたかうのか、たたかわないのかということ
になるのです。
単独でやるのなら１００人は立てなきゃならないねという話
ですが、
少なくともこの連合政権という構想の下に各党がテーブ
ルに着き、話し合いを進めていく、深めていくことが前提となる
ならば、これは恐らく、ここは私たちはお譲りしますとか、ここ
を譲っていただけませんかというような話し合いをもとに、
じゃ
あその先どういう世の中をつくっていくのかというところまで
行き着くと思います。
なので、単独でやることになったら、１００人立てなければな
らない状況になる可能性はある。ただし、そこまでやってしまう
と、
これは政権交代からやはり遠のいてしまう可能性があります
から、やっぱり今考えるべきは、野党側が手を組んで政権交代を
一刻も早く進めるということを先に持ってくることが、
私は順序
として正しいのではないかと。だから今回、この連合政権という
お話をいただいたときに、
ぜひテーブルに着かせてくださいとい
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うことになりました。
「野党連合政権」の名称 「各党の相談で決まっていけばいい」
（志位氏）
「次は私たちの番だ、と押し出されるようなものを」
（山本氏）
――野党連合政権という名称を使っていると、
万年野党という
か、国民に本気度が伝わらないのでは。もっと国民に伝わるキャ
ッチコピーを付けるとしたらどういうものがいいか。
志位 私たちは議席数からいいましたら野党第３党ですから、
その立場でこういう呼びかけをさせていただいているので、
あま
り固有名詞的な名前は言わないで、(「野党連合政権」と)普通名
詞的な名前を使っているんです。以前は「国民連合政府」と言っ
たことがあったのですけれども、やはりそうしますと“共産党の
提案だね”ということになります。そういうことでなくて「みん
なでつくる政権だ」と。だから特定の名前をつけないということ
で、普通名詞でやっております。
山本 いま言われてハッとしたという部分ですね。
ありがとう
ございます。シンプルに「次の構想政権」とかでも良いかもしれ
ないし、
「次の政権プロジェクト」とか、次は私たちの番だとい
うことが前に押し出されるような。それもまた、各党が集まって
きたところでいろいろ話をしていければと。
志位 （それが）いいんじゃないですかね。ですからそれも含
めて、ネーミングは、一応、普通名詞をあてているのですが、そ
れを固有名詞にしていくのは相談で決まっていけばいいのでは
ないでしょうか。
共産党と組むことについて 「舩後、木村両議員の誕生。一番手
を差し伸べてくださったのは共産党さん」
（山本氏）
――「れいわ」の舩後さん、木村さんの活動というのは非常に
ハンディキャップがあるわけですね。
これからの活動の中で共産
党のノウハウなども取り入れて形のあるものにしたいなど、
共産
党と組むことの意味などをもう少し聞かせてください。
みなさん
よりも大きい政党がぐだぐだして、
最も小さなところからいくと
いうのは逆だと思うんですけど、
こういった状況に関する危機感
というものはありますか。
山本 先の選挙（参院選）が終わった後、舩後靖彦、木村英子
という議員が誕生し、
そのさいにはまだ初登院も終えていません
から、議員の部屋もなかったんです。それでたとえば、森ゆう子
さんに議員会館の部屋を押さえてもらったりしながら、
いろいろ
動いていたりしたのですが、
そのなかではっきり言って一番手を
差し伸べてくれたのは誰かというと、共産党さんなんですよ。
たとえば、議院運営委員会に委員ももっていますし、必要なこ
とがあれば議運委員としても言えるからということで、
省庁のレ
クチャーをセッティングしていただいたり。
根強い人気がある理
由が分かりました。助けられる側になって。国会内外でもですけ
ど。
でも、そこでお世話になったからといって、今回この会談をオ
ーケーしたということではないです（笑い）
。そこは全く関係な
い話ですが、
“重度障害のある議員が２人誕生したんだから、国
会自体が変わっていかないとだめだよね”ということで、実際に
一番手を差し伸べてくださったのは、
共産党さんであるというこ

とを私は言いたいです。
野党連合政権の呼びかけ 「野党共闘の成果を踏まえ、バージョ
ンアップがどうしても必要と考えた」
（志位氏）
――みなさんよりも大きな政党が組めないという問題への危
機感があってこういった会談ができたのかをおうかがいしたい
です。
志位 いえ、
危機感というよりも、
私たちの呼びかけの動機は、
１６年参院選、１７年総選挙、１９年参院選と、３回の国政選挙
を野党共闘でたたかいました。
この成果は上がったと思っていま
す。今年の選挙でも、１０の１人区で勝ちました。成果はたしか
に上がりました。しかし、ここで（野党共闘を）バージョンアッ
プしなければならないという思いなんです。
つまり、
「本気で野党が政権とるぞ」ということが国民に伝わ
らないと、
政権に批判を持っていても棄権を選んでしまう場合も
あるでしょう。
やはり私たちの本気度が伝わるところにバージョ
ンアップしなければならないという気持ちを強く持っています。
それをやるには政権合意をしなくてはなりません。
「こういう
政権をつくります、本気でやります」
、
「だから力を貸してくださ
い、一緒にやりましょう」という呼びかけが今どうしても必要だ
ろうという思いで、呼びかけています。
たぶん、立憲民主党にしても、国民民主党にしても、同じ問題
意識を持っている方はおられると思います。これまで、一緒に力
を合わせてやってきたわけですから、
今後もさらに力を合わせて、
協力をしていきたいという思いです。
消費税５％への引き下げ 「一つの選択肢。廃止への道筋、財源
を協議していこうということが確認事項」
（志位氏）
――山本代表は他の野党との共闘の最低条件として、消費税
５％への引き下げと言っていますが、
共産党としてはこれまで具
体的な数字は示してきていないけれど、
消費税５％が野党共闘の
最低条件という認識でよろしいですか。
志位 他の野党との関係（で最低条件）というよりも、両党と
して、
（消費税）廃止の目標を確認したということです。そこに
いたる道筋、
財源にかんしても協議していこうということも確認
しました。その道筋については、税率を下げる方法もあるでしょ
うし、税率ゼロの部分を（つくり）広げていくということもある
でしょうし、いろんなやり方を検討してみよう、協議していこう
ということが今日の確認事項です。
私たちとして、
消費税５％への減税は一つの選択肢だと思って
おります。それも含めて協議していきたいという考えです。
自民改憲本部長に「野党と関係作れる方を」 公明が言及
朝日新聞デジタル 2019 年 9 月 12 日 19 時 01 分

公明党の北側一雄副代表は１２日の記者会見で、
安倍晋三首相
（自民党総裁）
が人選を進める自民党憲法改正推進本部長につい
て「野党との人間関係も含めて、環境作りをできる方がいいと期
待している」と述べた。
首相は昨秋の党人事で野党に対して強硬路線をとる布陣を敷
いたが、
本部長に起用した側近の下村博文氏が国会の憲法審査会
開催に消極的な野党を
「職場放棄」
と批判。
野党側の反発を招き、
議論の硬直化を招く一因となった経緯がある。
北側氏は会見で「他党の人事でコメントする立場にはない」と
した上で、
「憲法審を開催し、議論を進めていくことが大事。そ
のためには野党の協力が不可欠」と強調した。
議論促進へ保守色薄める＝自民の改憲新布陣固まる
時事通信 2019 年 09 月 13 日 19 時 47 分
憲法改正に関わる自民党の布陣が１３日、固まった。安倍晋三
総裁（首相）直属の党憲法改正推進本部長に細田博之元幹事長の
再登板が内定したのに続き、
衆院憲法審査会長に佐藤勉元総務相、
推進本部事務総長に根本匠前厚生労働相を起用。
これまでより保
守色を薄めた顔触れとなった。首相としては、宿願の改憲の実現
に向けて野党の軟化を促し、議論を進めたい考えだ。
改憲本部長に細田氏復帰へ＝重鎮配置で議論促進狙う－自民
時事通信 2019 年 09 月 12 日 19 時 08 分
自民党は１２日、
憲法改正推進本部長に細田博之前本部長を復
帰させる方針を固めた。安倍晋三首相が宿願とする改憲実現へ、
カギを握るポストに重鎮を配置して議論促進を狙う。
首相は１２日、細田氏と首相官邸で会談。本部長就任を要請し
たとみられる。
細田氏は、首相の出身派閥の細田派会長。官房長官や幹事長、
国対委員長など要職を歴任した。前の本部長時代に、憲法９条へ
の自衛隊明記など４項目について、
石破茂元幹事長らの反対を抑
え、首相の意向に沿って素案をまとめた。
自民改憲本部長に細田博之氏 衆院憲法審会長は佐藤勉氏へ
2019/9/12 21:07 (JST)共同通信社
安倍晋三首相は 12 日、自民党の憲法改正推進本部長に細田博
之元幹事長を起用する方針を固めた。昨年 10 月まで本部長を務
めており、再登板となる。自民党は内閣改造・党役員人事に合わ
せ、
衆院憲法審査会長に佐藤勉元国対委員長を充てる方向で検討
に入った。複数の関係者が 12 日、明らかにした。
首相は 12 日に細田氏と官邸で会談した。本部長就任を打診し
たとみられる。細田氏は衆院当選 10 回。本部長として昨年、憲
法 9 条への自衛隊明記など党改憲案 4 項目を取りまとめた。
佐藤氏は衆院議院運営委員長も経験し
「野党との交渉経験が豊
富だ」
（自民国対筋）として起用案が浮上した。
自民「改憲シフト」 推進本部事務局長に石破派の前法相を起用
する理由は
毎日新聞 2019 年 9 月 13 日 19 時 40 分(最終更新 9 月 13 日 19

公明党の北側一雄副代表
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時 42 分)

自民党本部＝東京都千代田区で、曽根田
和久撮影
安倍晋三首相（自民党総裁）は 13 日、党憲法改正推進本部の
事務局長に山下貴司前法相（54）＝石破派＝を起用する方針を固
めた。衆院憲法審査会で野党との折衝役を担ってきた新藤義孝・
与党筆頭幹事（61）＝竹下派＝は留任させる。同本部長には細田
博之元官房長官（75）＝細田派、同本部事務総長には根本匠前厚
労相（68）＝岸田派＝の再登板が決まっており、首相が憲法改正
に臨む「改憲シフト」が固まった。
山下氏は東京地検特捜部検事などを経て、2012 年衆院選で初
当選し現在 3 期目。専門的知識と豊富な実務…
残り 288 文字（全文 532 文字）
自民、改憲へ国会対策重視 調整力に期待の布陣
2019/9/14 1:00 日本経済新聞 電子版

首相官邸に入る安倍首相（13 日午前）
安倍晋三首相（自民党総裁）は悲願の憲法改正に向け、衆院憲法
審査会長に佐藤勉氏、
党憲法改正推進本部長に細田博之氏という
布陣で臨む。
とりわけ佐藤氏は国会対策のポストが長いベテラン
で、野党側とも一定の信頼関係を築いてきた。党幹事長や政調会
長らも含め、党を挙げた体制を敷き、国会で改憲論議を前進させ
たい考えだ。
佐藤氏は国対畑を歩んできた。国会対策委員長だった 2015 年に
は集団的自衛権の限定行使を認める安全保障関連法も成立した。
自民党で国対委員長を約 3 年間務めた議員は、佐藤氏を除くと
過去では大島理森衆院議長と、
引退した中川秀直元官房長官に限
られる。現在の森山裕氏は 3 年目に入って間もない。

予算委員会など国会の委員会は与野党の主張が折り合わない場
合、しばしば委員長職権で開催を決める。しかし、憲法審は与野
党の合意のもと開くのが前提とされてきた。
与野党の合意形成が
改憲論議を進めるうえでハードルになっており、
国対経験が豊富
な人材の起用で打開を狙う。
党改憲推進本部長に就く細田氏は 2 回目の登板だ。前回、本部長
を務めていた18 年3 月には憲法9 条への自衛隊明記など計4 項
目の改憲案をとりまとめた。細田氏は最大派閥の会長でもあり、
調整力に期待する。
細田氏が本部長だったときの事務総長である
根本匠氏も再登板する。
事務局長には山下貴司氏が就く。
山下氏が所属する石破派の会長、
石破茂氏は自衛隊明記について「9 条 2 項との整合性をどうとる
のかに答えを出さないまま、改正することに納得していない」と
している。
首相が 18 年 10 月の内閣改造・党役員人事でつくった改憲シフ
トの布陣はうまく機能しなかった。
党改憲推進本部長に選んだの
は首相と親しい保守派の下村博文氏だった。しかし、下村氏は議
論に応じない野党を就任早々「職場放棄」と批判し、野党の反発
を招いてしまった。
下村氏が就くまでは党改憲推進本部長や憲法審会長は専ら
「憲法
族」と呼ばれる議員のポストとなっていた。船田元氏や、弁護士
だった故保岡興治氏らが中心で、
野党側と協調して憲法論議を主
導した。佐藤氏も細田氏も憲法族ではない。
今回の人事で、首相は野党と話し合い、国会を動かす布陣を目指
した。
これまでは改憲論議にあまり関わってこなかった幹事長や
政調会長も含め、党全体で改憲論議を推進する。二階俊博幹事長
は 11 日の役員会後の記者会見で「総裁の意向に沿って、党を挙
げて改憲に努力を重ねたい」と述べ、岸田文雄政調会長も「改憲
が進む流れをつくっていかないといけない」と語った。
10 月からの臨時国会で課題になるのが、18 年の通常国会から継
続審議になっている国民投票法改正案だ。
期日前投票の弾力運用
を可能にするなど国民投票の実施環境を国政選挙にあわせる内
容だ。憲法審査会で審議しており、そのめどがつかなければ改憲
論議そのものを進めにくい。
立憲民主党などは国民投票法改正案に盛り込まれていないテレ
ビ CM などの規制を設けるよう主張する。首相は国対経験者を
前面に野党と調整を進め、まず改正案を成立させ、その後の改憲
論議への道を開こうとしている。
自民「改憲シフト」根本前厚労相、山下前法相ら起用
産経新聞 2019.9.13 14:21
自民党の憲法改正に臨む態勢が１３日、固まった。憲法改正推
進本部長に細田博之元幹事長、事務総長に根本匠前厚生労働相、
事務局長に山下貴司前法相をそれぞれ充てる。
改憲議論の舞台と
なる衆院憲法審査会の会長には佐藤勉元国対委員長を起用し、
与
党筆頭幹事は新藤義孝元総務相が留任する。
細田、根本両氏は再登板で、昨年３月には自衛隊明記など４項
目の党改憲案をまとめた。細田氏は首相の出身派閥の細田派（清
和政策研究会）会長で、憲法にも精通するベテラン。実務能力に
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定評のある根本、山下両氏がサポートする。
佐藤氏は国会対策の経験が豊富で、
野党幹部と太いパイプを築
いている。首相に近い新藤氏は、先の国会で粘り強く野党側と交
渉を重ねたことが評価され、留任となった。ともに与野党調整の
手腕に期待がかかる。
細田憲法改正推進本部長の起用 強硬イメージ払拭で野党に議
論促す狙い
産経新聞 2019.9.12 20:19
安倍晋三首相（自民党総裁）が細田博之元幹事長を党憲法改正
推進本部長に、
佐藤勉元国対委員長を衆院憲法審査会長にそれぞ
れ起用したのは、
改憲に対する安倍政権の強硬なイメージを和ら
げ、野党に議論への参加を促す狙いがある。
首相は１２日、細田氏と下村博文選対委員長、稲田朋美幹事長
代行と官邸で面会し、
憲法改正を進めるための人事を話し合った。
首相は１１日の党役員会で、
「長年の悲願である憲法改正を党
一丸となって進めたい」と明言。秋の臨時国会で国民投票法改正
案を成立させ、
憲法９条への自衛隊明記など４項目の党改憲案を
提示したい考えだ。
ただ、
野党第一党の立憲民主党などは安倍政権下での改憲議論
に応じない姿勢を貫く。昨年の臨時国会では、首相側近で憲法改
正推進本部長を務めていた下村氏の発言が反発を呼び、
国会審議
の日程に影響が出る場面もあった。
野党を議論のテーブルに着か
せるには、改憲に臨む布陣の見直しが不可避となっていた。
細田氏が憲法改正推進本部長に就くのは２回目で、
昨年３月に
は４項目の党改憲案を取りまとめた。自民党関係者は「首相に特
別近いわけではなく、バランスを重視するタイプなので、野党の
警戒感も和らぐのでは」と期待を寄せる。
細田氏は「憲法改正は簡単な話ではない」として就任に難色を
示したとされるが、党内に適任者が見当たらないこともあり、最
後は首相の意向を受け入れた。
国会議論の場となる衆院憲法審査会長に起用する佐藤氏は、
野
党との調整を担う国会対策のベテランだ。
野党との太いパイプを
持ち、水面下で“落としどころ”を探る技術は自民党内でも屈指
とされる。
首相は、憲法審の開会すら嫌がる野党を解きほぐし、議論を少
しでも前に進めることを期待している。
（石鍋圭）

日本を切り開いていく。
その先にあるのは自民党立党以来の悲願
である憲法改正への挑戦だ。困難でも必ずや成し遂げていく」と
発言。衆参の憲法審査会で「自衛隊明記」の９条改憲案を含めた
改憲論議を開始する考えを強調しました。
第４次安倍再改造内閣は、
安倍首相を含め閣僚２０人中１２人
を日本会議議連の幹部で固めました。
安倍首相と麻生太郎財務相は同議連特別顧問。
衛藤晟一沖縄北
方相は同議連幹事長で、
「日本会議」結成前からの筋金入りの改
憲・
「靖国」派です。萩生田光一文科相は同議連政策審議副会長
で、安倍首相の側近中の側近といわれます。
「ワイルドな改憲」
発言で憲法審の強行開催や、
改憲発議に向けた衆院議長の首のす
げ替えなど、首相の意を受け危険な発信を続けてきました。
党人事では、二階俊博幹事長、岸田文雄政調会長を留任させ、
改憲への挑戦の中で党内の「安定」化を図る狙い。議連副会長の
下村博文前改憲推進本部長は選対委員長に就任。
参院幹事長には
世耕弘成前経産相が就き、官邸直結で参院の引き締めを図り、改
憲論議への野党の取り込みを狙います。
最悪の状態にある日韓関係のもと、日本会議議連は、日本の過
去の植民地支配と侵略戦争を美化する主張を続けています。
衛藤
氏と北村誠吾地方創生相、高市早苗総務相は安倍首相と共に、１
２年１１月に日本軍「慰安婦」は性奴隷でなかったなどとする意
見広告を米紙に出しました。再改造内閣は、韓国とのさらなる関
係悪化に加え、世界とのあつれきを深めるものです。
しんぶん赤旗 2019 年 9 月 12 日(木)
一糸乱れぬ右向き・改憲シフト 小池書記局長が指摘
日本共産党の小池晃書記局長は１１日、
東京都渋谷区の党本部
での記者会見で、
第４次安倍晋三再改造内閣の顔ぶれについて感
想を問われ、
「一糸乱れぬ右向きメンバー、安倍首相の“お友だ
ち”ばかりの改憲シフト内閣だ」と指摘し、
「論戦で真正面から
対決し、一刻も早く退陣に追い込みたい」と述べました。

（写真）記者会見する小池晃書記局長＝11

しんぶん赤旗 2019 年 9 月 12 日(木)
首相「党一丸で改憲」 改造内閣 １２閣僚が日本会議議連幹部
安倍晋三首相（自民党総裁）は１１日、自民党役員人事ととも
に内閣改造を行い、第４次安倍再改造内閣を発足させました。新
閣僚には改憲・右翼団体「日本会議」と一心同体の「日本会議国
会議員懇談会」
（日本会議議連）の幹部らを多数起用。安倍首相
は「わが党の長年の悲願である憲法改正を、党一丸となって強く
すすめていきたい」
（同日の党役員会）と号令をかけました。悲
願の改憲発議を目指して首相の側近を多数配置した内閣改造、
党
人事です。
安倍首相は内閣改造後の記者会見でも、
「令和の時代の新しい

日、党本部
小池氏は、内閣改造に際して安倍首相が掲げた「安定と挑戦」
についても問われ、
「安倍首相にモノを言う人がいない、首相に
とっての『安定』と、改憲勢力３分の２割れという参院選で示さ
れた民意に反し、真正面から改憲を迫る意味の『挑戦』だ」と強
調しました。
さらに、
内閣改造と同時に行われた自民党役員人事で留任した
二階俊博幹事長が、同日の会見で憲法改定をめぐり「党を挙げて
努力を重ねたい」と述べたことについての質問には、
「参院選で
示された民意は、
『期限ありきの性急な改憲には賛成できない』
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ということだ。民意を無視した発言だ」と批判しました。
しんぶん赤旗 2019 年 9 月 12 日(木)
改憲へ「最強」の体制 安倍首相の狙い
「思う存分、自分のやりたいことをやる体制。おそらく安倍政
治の総決算を目指す」
「最後に、
一緒に憲法改正をやろうという、
オールスターの体制だ」
日本会議国会議員懇談会関係者の一人は１１日の内閣改造・自
民党役員人事を見てこう述べます。
安倍晋三首相は１１日朝の党役員会の冒頭、
「わが党の長年の
悲願である憲法改正を党一丸となって力強く進めていきたい」
と
発言し、まっすぐに改憲に切り込む姿勢をアピール。二階俊博幹
事長も新４役の会見で
「党を挙げて憲法改正に向けての努力を重
ねたい」と述べました。
異質な人事
他方で日本会議議連関係者は、
「今までの改造とも確かに異質
な人事」と指摘。日本会議議連の幹部、中枢メンバーを内閣と党
役員、
国会の憲法審査会の要職にズラリと配置し、
「お友達内閣」
と言われることも顧みない体制に、
異様な雰囲気がにじむことを
否定しません。
「安倍首相が考える『最強の布陣』なのだろう。
側近の多用は、安定というより挑戦の意思のあらわれ」
（同関係
者）と語ります。
第２次安倍内閣発足以来、
７年近く寄り添ってきた衛藤晟一首
相補佐官が初入閣。同氏は日本会議議連の中枢にいる人物です。
また、
同議連元事務局長の萩生田光一幹事長代行を文科相に起
用。加藤勝信元厚労相を同ポストで再任し、河井克行首相秘書官
を法相に抜てき。
西村康稔官房副長官を経済再生担当相に起用す
るなど、若手側近を積極起用しました。
前出の関係者は「
『今までよく支えてくれた』という意味や、
次世代のリーダーを競わせ、力を発揮させる意味もある」と解説
します。
安倍首相は１１日夕方の改造を受けての会見で、
「憲法改正を
必ずやり遂げる」と再び明言。並々ならぬ決意をあらわにしまし
た。
無反省体質
他方、新体制は国民愚弄（ぐろう）の無反省体質をより強く示
すものとなっています。
首相の「腹心の友」が経営する学校法人に獣医学部新設（愛媛
県今治市）を特例的に認めた加計学園問題で、文科省に強い圧力
をかけた疑惑がもたれる萩生田氏を文科相に起用。また「政治的
中立」を欠く内容に対する停波発言で報道・表現の自由の侵害を
批判された高市早苗元総務相を同ポストに再任。
また裁量労働制
の拡大をめぐりデータねつ造問題で批判を浴びた加藤氏を同ポ
ストに再任など、
国民の厳しい批判をあざ笑うかのような人事に、
批判が強まるのは必至です。
国民の求めない改憲推進と、
国民の批判を省みない無反省体制
は、国民との矛盾とあつれきを一気に拡大させかねません。市民
と野党の共闘が迎え撃ちます。
（中祖寅一）
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しんぶん赤旗 2019 年 9 月 14 日(土)
自民改憲本部長に細田氏 衆院憲法審査会長に佐藤元国対委員
長
自民党は内閣改造・党役員人事を踏まえ１２日、党憲法改正推
進本部長に細田博之前本部長を復帰させる方針を固めました。
安
倍首相は同日、首相官邸で細田氏と会談しており、本部長就任を
要請したとみられます。
また同党は、衆院憲法審査会会長に佐藤勉・元国会対策委員長
をあてる人事を検討しています。
佐藤氏は、
「野党にもパイプがある」などとされ、憲法審査会
での国民投票法改定案の審議と改憲論議の開始に向け、野党分
断・取り込みの手法発揮が期待されての起用です。しかし佐藤氏
は、
２０１５年の安保法制＝戦争法を強行した当時の自民党国対
委員長です。当時の一部野党（次世代の党など）との同法案部分
「修正」を演出する一方、首相官邸と直結で強行審議を重ね、最
後は数の力で問答無用に押し切る運営を指揮した張本人です。
細田氏は昨年、自民党の改憲４項目・条文イメージたたき台素
案（(1)９条への自衛隊明記(2)緊急事態条項(3)教育無償化(4)参院
合区解消）のとりまとめを進めました。９条改憲をめぐって、安
倍首相が提唱した「９条１、２項を残して自衛隊を明記する」案
と、
９条２項削除を主張する石破茂元幹事長らの案とで党内の意
見が割れていましたが、
安倍首相案でとりまとめを推進しました。
安倍首相は昨年９月の役員人事で、細田氏に代えて「盟友」の
下村博文元文部科学相を本部長にあてましたが、露骨な「改憲シ
フト」であったうえ、下村氏が憲法審査会の開催に反対する野党
を
「職場放棄」
などとののしったため、
国民と野党の憤激を買い、
審査会での改憲論議が全く進まない結果に終わりました。
細田氏
の再任は、下村氏の事実上の「更迭」に対応するものですが、下
村氏は党の選対委員長の要職に引き続きとどまっており、
根本的
な反省があるとは言えません。
解説 首相に忠実、数頼みの強行策 野党分断・改憲取り込み狙
う
安倍晋三首相にとって９条改憲の実現に向けての当面の最大
の課題は、衆参の憲法審査会での論議を開始し、推し進めること
です。
昨年９月の人事で、
党や国会の憲法審査会の要職に改憲強硬派
をズラリと配置する「改憲シフト」は国民と野党の警戒と反発を
呼び、逆効果となって改憲論議は全く進みませんでした。今回の
人事では「反省」を踏まえ、そこを打開することが課題となって
います。
元国会対策委員長の佐藤勉氏を衆院憲法審査会長にあて
る人事を検討しているのは、野党との交渉経験豊富な同氏の「手
腕」に期待してのものとみられます。野党工作、野党分断の動き
に警戒を強める必要があります。
しかし、いわゆる「国会対策」は、多数を占める与党が内閣提
出法案を効果的に審議、成立させることが課題で、最終的には数
の力で押し切るものです。野党との「交渉」でも、審議時間数で
野党と折り合いをつけるなど、野党に部分的譲歩を示し「花」を
持たせながら、
最後は強行採決というのがお決まりのパターンで
す。

安保法制＝戦争法の強行を指揮した「佐藤国対委員長」の最大
の特徴は「官邸直結」であり、首相の意に忠実に強硬策を実行し
たことです。
しかし「憲法改正」では、数の力で与党の意見を押し切るとい
う発想は通用しません。憲法は、政治を進める与野党共通の土台
です。３分の２の特別多数決で改憲発議するとされているのも、
野党を含む圧倒的多数の賛成で国民投票にかけることが想定さ
れています。主権者である国民の「改憲の必要性」の認識を背景
に、野党との十分な審議、合意がなければ発議には至らないはず
です。そもそも数を頼みに「強行採決」で発議しても、国民投票
で否決されるリスクが大きくなるのは当然です。
憲法改定を積極的に求める世論は乏しく、
「安倍首相のもとで
の改憲」に「反対」が世論の多数です。
「国対」的な取引によっ
て野党を取り込み、
改憲論議を大きく動かせると考えているなら
筋が違うと言わざるを得ません。
（中祖寅一）
自民 憲法改正推進本部長などの体制を一新
NHK2019 年 9 月 14 日 5 時 18 分

憲法改正に向けて、自民党は推進本部長などの体制を一新し、来
月召集される見通しの臨時国会で議論を進めたい考えです。
一方
で、立憲民主党など野党側からは「拙速に進める必要はない」と
いった意見が出ていて、先行きは不透明な情勢です。
自民党は、党の役員人事に合わせて、憲法改正推進本部長に安倍
総理大臣の出身派閥の細田派の会長を務める細田博之元幹事長
を起用することを内定しました。
また、衆議院の新しい憲法審査会長には、野党側とのパイプもあ
る、
麻生派の佐藤勉元国会対策委員長を推す方向で調整していま
す。
自民党は、一新した体制のもと、来月上旬に召集される見通しの
臨時国会で野党側にも協力を求め、
国民投票法改正案の成立を目
指すとともに、憲法改正案の議論を進めたい考えです。
ただ、公明党の山口代表は「国会で与党も野党も議論に臨むこと
ができる環境を作っていくことが最初の努力だ」と述べ、丁寧な
対応が必要だと指摘しています。
一方、立憲民主党など野党側からは「拙速に進める必要はない」
といった声や、
国民投票に伴うテレビ広告などの規制をめぐる議
論を優先すべきだという意見が出ていて、
先行きは不透明な情勢
です。
[社説]国民にわかりやすい憲法論議を国会で
2019/9/16 19:05 日本経済新聞 電子版
「新体制のもと、憲法改正に向けた議論を力強く推進する」
。安
倍晋三首相は内閣改造・自民党役員人事を踏まえ、
こう強調した。
10 月に始まる臨時国会では、憲法改正が大きなテーマとなる。
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与野党は改憲か護憲かだけにとらわれず、
これからの国のあり方
を幅広く、有権者にわかりやすい形で論じてもらいたい。

衆参両院の憲法審査会は近年、ほとんど開かれていない。
国会での憲法論議は近年、極めて低調だ。6 月に閉幕した通常国
会における憲法審査会の審議時間は衆院は 2 時間、参院は 3 分
間にとどまった。
「憲法について話し合うと、改憲につながりかねない」
。護憲勢
力には対話そのものに後ろ向きな考えの人が少なくない。
自らの
主張に本当に自信があれば、こんな態度にはならないはずだ。
日本経済新聞・テレビ東京の世論調査によると、憲法について国
会で具体的に「議論すべきだ」
（77%）が、
「議論する必要はない」
（16%）を上回った。臨時国会では、憲法審査会を定例日にはき
ちんと開くべきだ。
まずは国民投票法をめぐる与野党の溝を埋めることが大事だ。
ふ
つうの選挙では実現している「期日前投票の要件緩和」などを、
憲法改正の国民投票にも適用する法改正は与野党とも原則、
異論
はない。食い違うのは、改憲への賛否を訴えるテレビ CM に規
制を設けるかどうかだ。
「法規制を加えることは望ましくない」
とする日本民間放送連盟
の主張には一理ある。他方、資金力のある改憲勢力が有利になる
との懸念も無視はできない。自民党が「CM を過度に流すことは
しない」と自制的なメッセージを出すのがよいのではないか。
自民党が目指す 4 項目の改憲素案の憲法審査会への提示を拒む
理由はない。2018 年の党大会で公表済みとはいえ、詳しい中身
まで周知されていると言い難い。日本維新の会が求める「高等教
育の無償化」なども含め、具体的な改憲案を議論の俎上（そじょ
う）に載せるのはよいことだ。
重要なのは、改憲勢力が「〇〇時間議論したから機は熟した」と
いう姿勢を絶対にとらないことだ。議論が不十分で、開票してみ
るまで結果が読めない国民投票をすると、
国政が混乱に陥ること
は英国の事例からも明らかだ。
安倍首相は「スケジュールありきではない」と語っている。この
言葉に嘘があってはならない。
【単刀直言】山東昭子参院議長 変わらない国会でいいのか
産経新聞 2019.9.15 20:27
第３２代参院議長に就任しました。昭和４９年の初当選以来、
国会で感じてきたことを踏まえ、
できるだけ機能的な
「良識の府」
となるよう力を尽くしたい。
そのために問題提起したことの一つ
が、
首相が国政の方針を示す所信表明演説を衆院か参院のいずれ
かで１回にまとめるということでした。
首相の所信表明演説は、
衆院で行った後に参院でも同じ内容で
行われます。ただ、どうしても参院では演説の鮮度が落ちてしま

う。熱気ある国会としていくためにも、衆参の国会議員が一つに
なって首相の気合の入った演説を聞き、
それぞれが代表質問をし
てもよいのではないでしょうか。
過去には小泉純一郎政権下で衆参の演説の一元化を目指した
ことがありましたが、実現には至りませんでした。議事の在り方
や両院の伝統、
プライドもあるのでしょう。
しかし、
世の中が刻々
と変わる時代に、
国会だけがいつまでも同じでいいのでしょうか。
国会のペーパーレス化の議論もそうです。
今はパソコンなどの
情報通信機器を使って簡単に情報共有ができます。それなのに、
わざわざ紙の議事録を求める必要がありますか。
情報がすぐ入る
手段があるにもかかわらず、
印刷のために時間やお金をかけるこ
とは果たしてベストなことでしょうか。
手間とお金をかけること
は、誰も喜びませんよね。コストを下げる点において、できるこ
とはどんどん解決していってほしいです。
先の臨時国会では、
重度の障害を抱えるれいわ新選組の木村英
子、舩後（ふなご）靖彦両参院議員、車いすの国民民主党の横沢
高徳参院議員が初登院し、
国会のバリアフリー化が進んでいます。
私は長年、
知的障害や聴覚障害がある人たちの支援に携わってき
ました。
欧米では社会生活のさまざまな場面で障害者を受け入れるこ
とが当たり前になっていますが、
日本はそういう点ではまだ遅れ
ていますね。障害のある人を特別扱いするのではなく、社会がさ
りげなく受け入れることが大事なことです。
参院では、
重度訪問介護の介助費の負担や質問時間をめぐり課
題が出てくるでしょうが、
専門的知見を得ながらサポートをして
いきます。ですから、障害の有無にかかわらず仕事をしていただ
きたいですね。
憲法改正の議論についてですか？ これはマスメディアにも
投げかけたいのですが、
多くの国民が改憲の是非は国会議員が決
めるものと思っている気がします。
料理に例えるなら、各党が食材を持ち寄り、国会が料理して、
国民に「食べてもらえますか？」と差し出す。それを国民が判断
するのが改憲だと思います。
衆参両院には改憲案や改憲の発議を審査する憲法審査会が存
在しますが、議論がなかなかできない状況です。改憲議論はまだ
土俵にも乗っていません。
先の通常国会では改憲手続きを定めた
国民投票法改正案の審議をめぐって協議しましたが、
与野党で折
り合わず成立が見送られました。
改憲議論をする以前の話でとど
まっています。言論の府なのですから、大いに熟議を重ねていく
ことを期待しています。
種々の問題提起をし、一部、批判もありましたが、議会をコン
トロールしようとしたわけではありません。
議長は何も言わなけ
れば波風は立ちませんが、長年国会で仕事をしてきた者として、
議論の必要性を感じたからこその発言でした。
それに共感しても
らえたら、議院運営委員会や、参院改革協議会などで取り上げ、
みんなで協議してくれればいいと思っています。
（今仲信博）

自民党が憲法改正に向けた党内の体制を一新したことに関連し、
国民民主党の玉木代表は
「数の力で押し切るような議論にならな
いようにしてほしい」と述べ、国会の憲法審査会での議論は野党
側の意見も聞きながら丁寧に進めるよう求めました。
憲法改正に向けて自民党は、
役員の人事に合わせて憲法改正推進
本部長に細田博之元幹事長の起用を内定するなど、
体制を一新し
ました。
これに関連して、
国民民主党の玉木代表は東京都内で記者団に対
し
「憲法の議論はワイルドではなくマイルドに進めてもらいたい。
決して数の力で押し切るような議論にならないよう尽力してほ
しい」と述べ、国会の憲法審査会での議論は野党側の意見も聞き
ながら丁寧に進めるよう求めました。
また自民党が来月召集される見通しの臨時国会で、
国民投票法改
正案の成立を目指していることについて、玉木氏は「国民民主党
は、
政党によるテレビ広告を原則禁止することを盛り込んだ独自
の法案を国会に提出しているので、
まずはこちらをしっかり審議
して通してもらいたい」と述べました。
憲法改正 必要性訴える 自民 稲田幹事長代行 全国行脚開始
NHK2019 年 9 月 14 日 20 時 58 分

自民党が目指す憲法改正に理解を得ようと、稲田幹事長代行は
14 日から各都道府県を回る「全国行脚」を始めました。
今回の自民党の役員人事で新たに就任した稲田幹事長代行は党
が目指す憲法改正に理解を得ようと全国を回ることにしていて、
初日の 14 日は滋賀県高島市で講演しました。
この中で稲田氏は「人事のあと初めて開かれた役員会で、安倍総
理大臣は自民党の悲願である憲法改正をあと２年の任期で実現
するため一丸となって取り組むと強く述べた」と説明しました。
そして
「憲法改正がなぜ必要なのかまだ国民に理解されていない。
幹事長代行として、この１年、全国津々浦々を回ってなぜ必要か
訴えていきたい」と述べました。
また「災害があると自衛隊は頑張っているが、自衛隊は憲法違反
だという指摘もある」として、自衛隊の明記など党が目指す憲法
改正に理解を求めました。
憲法改正に向けて自民党は推進本部長などの体制を一新し、
来月
召集される見通しの臨時国会で議論を進めたい考えです。
石破元幹事長 自衛隊明記より生活優先すべき
NHK2019 年 9 月 13 日 19 時 58 分

国民 玉木代表「数の力で押し切らないように」憲法審査会
NHK2019 年 9 月 14 日 13 時 30 分
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ダム建設「誰かが犠牲に」 北村地方創生相
日経新聞 2019/9/14 18:57 (2019/9/14 19:30 更新)
北村誠吾地方創生相は 14 日、長崎県佐世保市で記者会見し、一
部住民が反対している同県川棚町の石木ダム建設計画について、
生活の維持のためには住民の犠牲はやむを得ないとの認識を示
した。
「誰かが犠牲（になり）
、協力して役に立つことで世の中は
成り立っている」と発言した。
ダムは 1962 年に北村氏の地元佐世保市の水不足解消や、川棚町
の治水を理由に県などが計画。予定地の土地明け渡し期限が 11
月に迫っており、反対派住民の反発が強まるのは必至だ。
会見で北村氏は、ダム建設で景観が変わるとの指摘について「原
風景への思いは人それぞれに価値観の違いがある。
誰もが共通に
思うものだと言えるかどうか」と疑問を呈し、
「人がそれぞれの
立場と生き方の中で、
自分自身の何かを犠牲にして生きていると
思う」と持論を述べた。
佐世保市民として渇水に苦しんだ経験からダムの必要性を強調
し、
反対派住民が納得できるまで議論を尽くす必要があるとも指
摘した。
今年 5 月、県収用委員会が反対地権者に土地明け渡しを命じる
裁決を出し、11 月 18 日までに立ち退かなければ行政代執行が可
能となるが、水没予定地には現在 13 世帯が暮らしており、反対
派住民らの座り込み活動が続いている。
〔共同〕

自民党の石破元幹事長は、
内閣改造で石破派の議員の入閣がなか
ったことについて、
「あれこれ言うべきではない」と述べるにと
どめる一方、
安倍総理大臣が意欲を示す憲法改正による自衛隊の
明記をめぐっては、
国民生活に関わる問題を優先すべきだという
考えを示しました。
石破元幹事長は、東京都内で記者団に対し、内閣改造で、石破派
の議員の入閣がなかったことについて
「派内にすばらしいと思う
人はたくさんいるが、人事権は安倍総理大臣にあり、あれこれ言
うべきではない」と述べるにとどめました。
一方で、
安倍総理大臣が自衛隊を明記するための憲法改正に意欲
を示していることについて、
「自衛隊を書き込むだけで、何も変
わらないなら、エネルギーは、ほかに費やしたほうがいい。国民
生活に関わる問題が優先するのは当然だ」と指摘しました。
また、萩生田文部科学大臣が、官房副長官当時、学校法人「加計
学園」の獣医学部新設をめぐり、文部科学省の局長と面会した際
の発言をまとめたとされる文書が、おととし、見つかったことに
ついて、石破氏は「大臣という任を与えられたからには、どんな
場でも説明するということだろう。
そこにすべてかかっていると
思う」と述べました。
閣僚の資質追及と枝野氏 「臨時国会までに調査」
2019/9/16 20:33 (JST)共同通信社
立憲民主党の枝野幸男代表は 16 日、10 月上旬召集の臨時国
会で武田良太国家公安委員長ら第 4 次安倍再改造内閣の閣僚の
資質について、追及する考えを示した。
「閣僚として適切かどう
か国会召集までに調べて指摘したい」と述べた。栃木県小山市で
記者団の質問に答えた。
元暴力団関係者から武田氏側に政治資金パーティー代が支払
われたとの週刊誌報道や、
加計学園の獣医学部新設を巡る萩生田
光一文部科学相の働き掛けの有無などを問われ
「さまざまな問題
が指摘されている」と語った。
衆院憲法審査会への対応では、
国民投票法改正案の採決に先立
ち、投票時の CM 規制の議論を進めるよう重ねて求めた。

【政治デスクノート】本当は怖い内閣改造 辞任ドミノで支持
率急落の過去も
産経新聞 2019.9.13 01:00
安倍晋三首相が１１日、
第２次内閣発足以降６度目となる内閣
改造を実施した。
「安定と挑戦の布陣」と言うように、政権の骨
格は維持したまま大幅な閣僚の入れ替えを断行した。
内閣改造は
清新さを国民にアピールできるメリットもあるが、
過去には人事
が政権を揺るがす事態に発展したこともある。
「しっかりと安定した土台を維持しながら、その上に老壮青、
幅広い人材、フレッシュな強い突破力によって、令和の時代の新
しい国づくりに果敢に挑戦していく。今回の内閣はまさに『安定
と挑戦の内閣』だ」
首相は第４次安倍再改造内閣発足後の記者会見で、
こう述べた。
布陣を見るとその言葉通り、第２次内閣発足以来、政権の屋台骨
を支えてきた菅義偉官房長官と麻生太郎副総理兼財務相を留任
させ、
７月の参院選を勝利に導いた自民党の二階俊博幹事長と岸
田文雄政調会長も続投させた。
一方で、
初入閣は国民的人気の高い小泉進次郎前自民党厚生労
働部会長ら１３人。１９人の閣僚枠を考えると、大幅な入れ替え
も行ったといえる。内閣改造で新たな人材を登用することは、国
民にフレッシュさを印象づけるとともに、
党内で首相への求心力
をアップさせるメリットがある。
しかし、
これまで国会を乗り切ってきた布陣を変えることには
大きなリスクも伴う。
その怖さをよく知っているのは首相にほか

武田氏「政治資金、適切に処理」 週刊誌報道で
2019/9/13 12:05 (JST)9/13 12:11 (JST)updated 共同通信社
武田良太国家公安委員長は 13 日の閣議後記者会見で、週刊朝
日が電子版で、
元暴力団関係者から武田氏側に政治資金パーティ
ーの代金が支払われたと報じた件に関し
「個別の報道については
お答えを差し控える」とした上で「政治資金は法令に基づいて適
切に処理されている」と話した。
週刊朝日は同日の電子版で、2009 年と 10 年、元暴力団関係
者と、この人物が実質的な代表である企業から、政治資金パーテ
ィー代として武田氏側に計 120 万円が支払われたと伝えた。
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ならない。
平成１８年に発足した第１次内閣は相次ぐ閣僚の不祥
事などで内閣支持率が低迷。翌年の参院選での敗北を経て、首相
は自ら身を引いた。
第１次内閣は、
発足からわずか３カ月後の１２月に佐田玄一郎
行政改革担当相の事務所費問題が発覚し、
辞任。
翌年の６月には、
事務所費問題や光熱水費問題などが次々と明るみに出た松岡利
勝農林水産相が自ら命を絶った。
さらに７月には久間章生防衛相
が先の大戦での原爆投下を「しょうがない」と発言した責任を取
って辞任、
８月には松岡氏の後任の赤城徳彦農水相にも事務所費
問題が発覚して辞任に追い込まれた。
第１次内閣は首相の若さに期待も高く、
発足直後の１８年９月
の産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）の合同世論
調査では、内閣支持率が６３・９％を記録した。しかし、佐田氏
の辞任で３９・１％へと急落する。その後も閣僚の辞任が相次い
だ影響が響き、じりじりと支持率は下がり続けた。翌年７月には
危険水域といわれる３０％を割り込み、
同月の参院選大敗で衆参
の多数派が異なる「ねじれ国会」を招くと、直後の世論調査では
２２・０％にまで落ち込んだ。
その後の内閣改造でいったん４０％近くまで支持率を戻した
が、
赤城氏の後任の遠藤武彦農水相が組合理事長を務める農業共
済組合の補助金不正受給問題が発覚し、２０％台へと急落。首相
は辞任表明へと至った。
「辞任の連鎖」防いで長期政権に
こうした反省を踏まえたのだろう。再登板し、２４年に発足し
た第２次内閣は改造までの約２年間、閣僚の辞任は１人もなし。
その後、
第４次改造内閣までの間に８人の閣僚が辞任しているが、
首相は安定した支持率を保ってきた。それはなぜか。
第１次内閣のように閣僚の辞任がドミノ倒しのように続かな
いためだ。入閣候補者に金銭や異性とのスキャンダルがないか、
「身体検査」を徹底していることが功を奏しているようだ。
ある政府関係者は「何よりも大事なのは安定ということ。安倍
政権は安定してきたから、これまで続いてきた」と説明する。ア
ベノミクスの効果で景気を好転させ、
日米同盟をより強固にした
外交手腕への国民の評価も高い。
通算在職年数が６年を超え戦後
最長を更新し続けているのも、第２次内閣以降、人事の失敗が続
かなかったからだ。
ただ、気になることがある。不祥事での辞任は減ったが、不適
切な言動の責任を取って、
その職を辞する閣僚は増えているよう
な気がする。第３次再改造内閣で辞任した今村雅弘復興相は、東
日本大震災の被害を「東北で良かった」と発言。第４次改造内閣
で辞任した桜田義孝五輪相は自民党議員のパーティーで
「復興以
上に大事なのが議員」と発言した。第４次内閣で健康問題を理由
に辞任した江崎鉄磨沖縄北方担当相も、
国会での対応方針を問わ
れると「北方領土問題に関しては素人」
「しっかりお役所の原稿
を読ませていただく」などと発言して批判を浴びた。
７月の参院選後、首相は「期限ありきではないが、私の任期中
に何とか実現したい」として、自らの総裁任期である令和３年９
月までに憲法改正の国会発議と国民投票を目指す考えを示した。
果たして今回の改造内閣は、その思いを実現する礎になるのか。
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試金石となる臨時国会は来月上旬に始まる。
（政治部次長 小島優）
派閥推薦で初入閣組 疑惑？資質不安？
東京新聞 2019 年 9 月 14 日 朝刊
記者会見する武田
良太国家公安委員
長兼防災相（上）と
竹本直一科技相
（下）＝１１日、首
相官邸で

十一日発足の第四次安倍再改造内閣で、
自民党の派閥推薦で初
入閣した閣僚のうち、二氏について十三日、早くもスキャンダル
や担当分野での資質を不安視される指摘が相次いだ。
再改造内閣
には、野党が問題視する新閣僚がほかにもおり、十月に召集され
る臨時国会で徹底追及する構えだ。 （木谷孝洋）
武田良太国家公安委員長は、
元暴力団関係者から献金として政
治資金パーティーの代金が支払われたと週刊朝日電子版で報じ
られた。警察庁を所管する武田氏は十三日の記者会見で「個別の
報道には答えを差し控えたいが、
政治資金は法令に基づき適切に
処理されている」と説明した。
同電子版は、
竹本直一科学技術担当相が元暴力団幹部と一緒に
撮影した写真が会員制交流サイト（ＳＮＳ）に掲載されていたと
も報道。竹本氏は会見で「名前も知らないし、初めて会った人」
と関係を否定した。
竹本氏については、
ＩＴ行政担当なのに自身の公式ホームペー
ジが閲覧できなくなっていることも明らかに。
「管理している会
社からロックがかけられた状態になっている。
早く復旧してくれ
と言っている」と釈明に追われた。
田中和徳復興相もかつて、
暴力団の関連企業をパーティー券の
販売先として自らの政治団体の政治資金収支報告書に記載。
問題
発覚後に「事務所のミス」として修正したことがある。
また、萩生田光一文部科学相は学校法人「加計学園」の獣医学
部新設問題を巡り自身の関与を指摘した文書をまとめた因縁の
文科省を率いる。官房副長官当時の二〇一六年に「官邸は絶対や
ると言っている」と早期設置を迫ったとされたが、萩生田氏は十
一日の就任会見で「なぜこんなことに巻き込まれたのか」と関与

を重ねて否定した。
西村康稔経済再生担当相は官房副長官だった一八年、
米国カジ
ノ事業者の関係者が西村氏の政治資金パーティー券を購入した
と週刊誌が報道。国会で事実関係を大筋で認めたが「法令に従い
適正に処理した」と答弁し、同年七月に成立したカジノを含む統
合型リゾート施設（ＩＲ）整備法案との関連はないとした。
こうした新閣僚に対し、野党は「国会での論戦を強めていきた
い」
（国民民主党の玉木雄一郎代表）と臨時国会での追及に手ぐ
すね引く。
自民党幹部は「
（野党に）たたかれても最後まで生き延びられ
るかだ」と早くも危機感を募らせる。

と述べ、外交の継続性を重視したと解説する。
外相には、首相がその手腕を評価する茂木敏充氏を据えた。茂
木氏は１３日の記者会見で、
外交当局間の接触は続ける意向を示
しつつ、
「国際法違反の状態の一刻も早い是正を求める」
と述べ、
一歩も引かない姿勢を強調した。
輸出管理を所管する菅原一秀経産相は菅義偉官房長官に近い。
自民党関係者は３閣僚の顔触れについて、
「対韓外交は今後も官
邸が主導する」との見方を示した。
韓国政府は１１日、日本政府による輸出管理強化に対し、世界
貿易機関（ＷＴＯ）に提訴したことを発表。日韓対立が泥沼化す
る中、日本政府関係者は「韓国はこの布陣を見て身構えているだ
ろう。
強硬姿勢は変わらないとのメッセージになる」
と強調した。

しんぶん赤旗 2019 年 9 月 12 日(木)
原田氏発言に厳重抗議 「汚染水は海放出」に 岩渕・伊藤両議
員

沖縄知事、辺野古移設に反対訴え 初訪問の衛藤担当相に
2019/9/13 19:05 (JST)共同通信社

沖縄県庁を訪れ、玉城デニー知事（右）
と会談する衛藤沖縄北方相＝13 日午後
衛藤晟一沖縄北方担当相は13 日、
就任後初めて沖縄県を訪れ、
玉城デニー知事と県庁で会談した。玉城氏は、米軍普天間飛行場
（同県宜野湾市）
の名護市辺野古移設に反対する姿勢を改めて訴
え、政府に県側との対話を求めた。衛藤氏は「沖縄振興と基地負
担軽減に内閣を挙げて頑張りたい。本音の話をしたい」と述べる
にとどめた。
玉城氏は、
基地負担の軽減や沖縄振興費の増額などを求める要
望書を提出。
「辺野古の基地反対の民意は知事選と県民投票で示
されている。対話に真摯に応じてほしい」と注文した。
衛藤氏は会談に先立ち、
糸満市の平和祈念公園にある国立沖縄
戦没者墓苑で献花した。

（写真）原田前環境相の発言
に抗議する（右から）岩渕、伊藤の両氏＝11 日、国会内
日本共産党の岩渕友、伊藤岳の両参院議員は１１日、東京電力
福島第１原発の汚染水をめぐる原田義昭前環境相の発言につい
て、環境省に強く抗議しました。
原田氏は環境相在任中の１０日、閣議後記者会見で、東電福島
第１原発事故によってタンクにたまり続けている処理後の高濃
度放射性物質トリチウムを含んだ汚染水について、
「
（海に）放出
して希釈するしか方法がない」と述べました。
岩渕、伊藤両氏は「
『海洋放出許せない』との地元の声を受け
て経済産業省の小委員会で検討している最中に、
このような発言
をすることは許されない」
、
「福島のことがわかっていたら、こん
な発言はあり得ない。福島だけの問題ではない。国会議員として
の資質が問われる」と厳しく批判しました。
開会中の福島県議会では、
日本共産党の宮本しづえ議員が本会
議での代表質問で厳重に抗議しました。
対韓国、強硬姿勢変わらず＝河野氏横滑り、継続重視－安倍首相
時事通信 2019 年 09 月 15 日 08 時 12 分
安倍晋三首相は内閣改造後も、韓国に対して、引き続き厳しい
姿勢で臨む方針だ。韓国との間で懸案を抱える外務、防衛、経済
産業の３閣僚には、
これまで対韓外交を担ってきた河野太郎前外
相を防衛相に横滑りさせるなどした。
徴用工問題では韓国側の具
体的な対応を強く迫る考えだ。
河野氏は外相時代、徴用工問題をめぐる韓国側の対応を受け、
南官杓駐日大使に「極めて無礼だ」と抗議し、韓国が日韓軍事情
報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）破棄を決めた際も「地域の安全
保障環境を見誤った」と断じた。河野氏の防衛相起用について、
政府高官は「閣内から外せば、問題があったと思われかねない」
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しんぶん赤旗 2019 年 9 月 14 日(土)
「靖国」派ズラリ 自民閣僚 第４次安倍再改造内閣 １９人
中１８人 小泉氏も毎年参拝
１１日に発足した第４次安倍再改造内閣のうち安倍晋三首相
ら自民党籍の閣僚計１９人中１８人が「靖国」派改憲・右翼団体
と一体の議員連盟に加盟していることが、
本紙の調査で明らかに
なりました（表）
。唯一未加盟の小泉進次郎環境相も、２００９
年の衆院議員当選後、毎年、終戦記念日の８月１５日には靖国神
社（東京・九段北）を参拝しています。
問題の「日本会議国会議員懇談会」と「神道政治連盟（神政連）
国会議員懇談会」はそれぞれ、改憲・右翼団体の「日本会議」
、
「神道政治連盟」と一心同体の議連です。
両団体とも、
日本の過去の侵略戦争と植民地支配を
「自存自衛」
「アジア解放」の“正義の戦争”として肯定・美化する靖国神社
と同じ立場から、
「憲法改正」
、天皇や首相の靖国神社公式参拝、
「愛国心教育」の強化を主張するなど、戦前の日本への回帰を志

向。一方で、
「ジェンダーフリー」や夫婦別姓には反対していま
す。両団体は、それらの政策に基づく「推薦基準」に応じて政治
家を国政選挙で推薦し、
当選後に議連の会員として迎えてきまし
た。

１４年の改造で掲げたのは「実行実現内閣」
。地方創生相や女性
活躍担当相が登場しました。
ただ、首相のかけ声はだんだんと「看板倒れ」のようになって
いきます。
１５年の「未来へ挑戦する内閣」は１億総活躍相、１６年の「未
来チャレンジ内閣」
は働き方改革担当相、
１７年の
「仕事人内閣」
は人づくり革命担当相――。年１回の内閣改造のごとに、新たな
担当相という「看板」が並びました。
昨年の改造に合わせた時の新設ポストは、
全世代型社会保障改
革担当相。ネーミングは「全員野球内閣」でした。ややもすれば、
内向きな印象を与えかねないスローガンでした。
そんな中、首相は今回の改造で目玉閣僚を新設せず、これまで
設けた全世代型社会保障改革や１億総活躍の担当相には、
自らに
近い新任閣僚を充てました。会見では「自民党は老壮青の人材の
宝庫」などと各閣僚の持ち味を説明するのが中心。内閣全体で何
を目指すかは、よく見えてきませんでした。
政権発足から６年半を超え、
年末には７年目に入ろうとしてい
る長期政権に、いよいよ「ネタ切れ感」が漂ってきた――。そん
な風にも見えました。

安倍首相は内閣改造後の記者会見で、自民党は「老・壮・青の
人材の宝庫」
だなどと誇りましたが、
起用された閣僚を見る限り、
首相同様の歴史修正主義者と改憲・右翼政治家の“宝庫”となっ
ているのが実態です。

初閣議を終え、記念撮影をする
第４次安倍再改造内閣の閣僚ら＝１１日午後７時２２分、
首相官
邸、高橋雄大撮影
寸評＝今野忍記者
過去に問題抱えた議員多い新内閣 「チャンス」到来の野党、統
一会派で対抗へ
今回の内閣改造を受け、
「１強多弱」などと揶揄（やゆ）され、
安倍政権に主導権を握られ続けてきた野党は反転攻勢に転じる
ことができるのでしょうか。
「野党がだらしないから助かるよ」
。政権幹部を取材すると、
よくこういった発言を耳にします。安倍晋三首相も「あの悪夢の
ような民主党政権の誕生を許してしまった」と述べ、７年近く前
に自身が政権を奪い返した旧民主党政権への批判を繰り返して
います。
今年は２００９年９月の「政権交代」から１０年になります。
旧民主党政権は沖縄の米軍基地問題や消費増税といった主要政
策で意見がまとまらず分裂し、３年３カ月あまりで崩壊。安倍総
裁率いる自公勢力に政権の座を明け渡しました。
あれから約７年、民主党は民進党に看板を掛け替え、さらに、
所属議員たちは立憲民主党と国民民主党などに分裂しました。
異
例の長期政権を担っている安倍首相に、
共産党なども含めた野党
は太刀打ちできるのでしょうか。
１週間前、
０９年に自公政権から政権交代を成し遂げた鳩山由
紀夫元首相に会いました。鳩山氏は自身の政権運営を「確かに私
たちの政権運営は稚拙だったが、
民主党政権が目指した政治理念

【詳報】７年目の組閣 「安定」か「でがらし」か
朝日新聞デジタル 2019 年 9 月 11 日 21 時 32 分
【動画】１１日に予定される内閣改造。注目のポストは誰に？
注目のあの人はどうなる？
１１日午前に自民党新四役の人事を決めた安倍晋三首相は、
午
後に第４次安倍再改造内閣を発足させました。
政治家の発言や動
きをタイムラインで追い、ポイントをわかりやすく解説します。
寸評＝斉藤太郎記者
７年目の政権にネタ切れ感 首相駆使の「スローガン政治」限界
みえた
安倍晋三首相は内閣改造後の記者会見で、新たな陣容を「安定
と挑戦の内閣」と名付けました。事前に表明していた改造の方針
をそのまま引用した形です。
一方で、
過去の組閣で
「○○担当相」
と名付け、
「目玉」として演出した新設の閣僚ポストは作りませ
んでした。
ここから垣間見えるのは何か。首相がこれまで駆使してきた
「スローガン政治」の限界かもしれません。
民主党から政権を奪還した２０１２年末、
第２次安倍政権発足
時の組閣で、首相は「危機突破内閣」と銘打ちました。アベノミ
クスを前面に掲げ、デフレ脱却・円高対策担当相も設けました。
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まで否定されてしまうのは本当に悔しい」と振り返りました。
「コンクリートから人へ」のスローガンのもと、大型土木工事
から教育無償化などに大胆に予算を組み替える――。
実現できな
かったその政治理念は、
実は安倍政権になってから一部が採り入
れられていると言えます。幼児教育無償化などがそれです。
そんな中、今回の改造内閣の陣容をみると、やっと野党に「チ
ャンス」が巡ってきたかもしれません。安倍首相が起用した閣僚
の中には、過去に発言が問題視されたり、週刊誌で醜聞が流され
たり、
政権をめぐる疑惑に関与したのではないかと追及されたり
した議員も少なくありません。野党にとっては「追及しがいのあ
る陣容」と言えるのではないでしょうか。
そんな改造内閣の閣僚たちと野党が本格的に対峙（たいじ）す
るのは、来月に召集される見通しの臨時国会から。枝分かれして
「安倍１強」を許してきた旧民主党勢力は、やっと国会内で「統
一会派」づくりに動き始めました。統一会派ができれば、衆院で
１００人を超える勢力になります。
旧民主党の閣僚経験者の一人
は「何とかしなきゃという機運がやっとでてきた」と打ち明けま
す。
これまでの野党同士の対立を越え、一体となって「お友達側近
重用内閣」
（立憲の福山哲郎幹事長）に対抗できるのか。安倍首
相が改造を終えた次のステージは、野党の動きに注目です。
１８：４５
公明・山口代表、首相の改憲意欲に「自民党の目標。内閣に発議
権ない」
公明党の山口那津男代表は、
安倍晋三首相が記者会見で憲法改
正に改めて意欲を示したことについて、記者団に「首相としてで
はなく、
自民党の目標として意欲を示された。
あくまで内閣に
（改
憲の）発議権があるわけではない」と述べた。首相の前のめりな
姿勢を牽制（けんせい）したかたちだ。
山口氏は国会での憲法論議をめぐり、
「憲法審査会の我が党の
メンバーの意見を聞くと、
『しっかりと合意のできるところから
進めてもいいのではないか』という考えを持っている人もいる」
と指摘。
「野党とお互いに議論ができる環境をつくった上で、合
意をどうつくるか。
そういう議論を進めるべきだと思う」
と述べ、
改憲論議は慎重に進めるべきだとの認識を改めて示した。
１８：３０
組閣の首相が会見「憲法改正、必ずや成し遂げていく」
「令和の時代の新しい日本を切りひらいていく。そしてその先
にあるのは、自民党立党以来の悲願である憲法改正への挑戦だ」
安倍晋三首相は首相官邸で内閣改造後初めての記者会見に臨
んだ。首相は改造内閣について「安定と挑戦の内閣」と宣言。
「自
民党は『老荘青』
、人材の宝庫です」などと述べ、約３０分の会
見の半分を閣僚一人ひとりの紹介に費やした。
側近の衛藤晟一参院議員を担当相に起用した肝いりの政策
「１
億総活躍」についても力を込め、
「みんな違って、みんないい」
「ゆりかごから墓場まで」などと強調。
「画一的な社会システム
を根本から改める」と語った。
そのうえで、首相は憲法改正について改めて意欲を表明。憲法
改正は困難な挑戦だと位置づけつつ、
「必ずや成し遂げていく」
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と語った。

第４次再改造内閣発足後、記者会見する安倍晋
三首相＝２０１９年９月１１日午後６時１１分、首相官邸、仙波
理撮影
１８：１５
立憲・福山氏、進次郎氏に「環境省をあげて脱原発を」
立憲民主党の福山哲郎幹事長は「脱原発」に向けて小泉進次郎
環境相にエールを送った。記者団に「脱原発は（小泉氏の父の）
小泉純一郎元首相がずっと言っている。
小泉環境相が原発をなく
す動きを環境省をあげてやっていただくことに期待する」
と述べ
た。
福山氏は、
記者団の取材直前まで安倍晋三首相の記者会見を見
ていたが、
途中で切り上げて取材に応じた。
内閣改造について
「期
待感も高揚感もない改造だった。
先ほど安倍首相の会見を拝見し
たが、何を目指しているのか、何をやりたいのか全く分かりませ
ん」と語った。
１７：５０
森元首相、橋本聖子五輪相に「やっと受けてくれた」
２０２０年東京五輪・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗
会長（８２）は、初入閣した橋本聖子五輪相を「娘のような存在」
とかわいがる。森会長は都内で記者団に「並の人じゃないね、考
えていることが。それをやり遂げる人だね」と橋本氏について語
った。
森会長によると、
安倍晋三首相はかねて橋本氏に五輪相の就任
を打診していたが、
橋本氏が日本スケート連盟会長などの役職に
就いており
「中途半端なことをしたくない」
と断っていたという。
森会長は「やっと受けてくれて良かった」と語った。

１９９２年アルベールビル五輪の女子１５００
メートルで、
獲得した銅メダルを手に観客の祝福にこたえる橋本
聖子
１７：５０
森・元首相、進次郎氏の入閣に「取りも取ったり、受けも受けた
り」
森喜朗・元首相は、小泉進次郎氏の環境相就任について記者団
に問われ、
「取りも取ったり、受けも受けたり、だな。やっぱり
（小泉氏も）人の子だよ。なかなか（安倍）総理も深いね。円熟

されてきたな、この人事を見ていると」と語った。
森氏は安倍晋三首相の後見役にあたる。
小泉氏に期待すること
を聞かれると、
「僕はそういうことは言っていません。選ぶ総理
が円熟しているということ。わかんないよ、
（小泉氏が）いいか
どうかは。まあ、成功してもらわないと困るけど」とけむに巻い
た。

み方、
「ＮＧ項目」など大臣の「取り扱い」の際の注意点を省内
で共有しました。職員によると、トリセツが分厚いと注意事項が
多いことに緊張が高まる一方、
先回りして準備ができるため安心
感にもつながるそうです。
新任大臣の滑り出しを支える官僚たちの知恵袋であるトリセ
ツがこの日も出回っているかもしれません。

天皇陛下から認証を受ける赤羽一嘉
森喜朗・元首相

国土交通相。
中央は安倍晋三首相＝２０１９年９月１１日午後４
時５１分、皇居・宮殿「竹の間」
、代表撮影
１７：００
認証式終わる 第４次安倍再改造内閣が正式発足
第４次安倍再改造内閣の新任閣僚たちが皇居での認証式を終
えた。改造内閣が正式に発足した。

１７：３０
れいわ・山本氏が３行コメント「でがらしお友達内閣にコメント
ない」
「れいわ新選組」の山本太郎代表が第４次安倍再改造内閣につ
いてのコメントを出した。Ａ４判の１枚で、表題を除くと３行だ
け。文字数にして１００文字。
「マスコミから談話が出ていない
のは『れいわ』だけだと言われましたので、コメントします。で
がらしお友達内閣に関してのコメントは特にございません。
そん
なことより、千葉の復旧に政府として全力を注いでください」

認証式に出席するため、首相官邸を出

れいわ新選組の山本太郎代表のコメント
寸評＝小野甲太郎記者
官僚たちの頼みの綱は新大臣の「トリセツ」 分厚いと安心感も
内閣改造の時期になると、霞が関では新閣僚の「取り扱い説明
書（トリセツ）
」が官僚の間でやりとりされます。
就任した途端に大臣は行政の責任者となります。
記者会見に臨
む必要があるし、多くの職員を従える「社長」にもなります。し
かし、必ずしもその官庁の政策に通じているとは限りません。事
前に相性のいい秘書官も任命しておかなければなりません。
自分の官庁の大臣は誰になるのか、どんな人なのか――。官僚
たちは不安と期待を抱いて内閣改造を見守っています。
そんなと
きに頼みの綱となるのがトリセツです。大臣の「特徴」
「注意事
項」
「お気に入り」など、経歴などでは分からない細かな情報が
書かれています。
再任であったり、ポストの横滑りだったりする閣僚の場合は、
過去に大臣や副大臣・政務官などを務めていた官庁の担当者から
聞き取ります。新任閣僚の場合も、日ごろから国会議員と接触す
る機会のある職員や関係者らから情報を収集。
こうしたデータを
まとめて、新大臣を迎える準備をするというわけです。
ある省庁では、新大臣の情報を、その人が以前大臣を務めてい
た省庁から入手。食べ物の好き嫌い、出張時のスケジュールの組
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て皇居へ向かう小泉進次郎氏（左）と江藤拓氏。左後方は萩生田
光一氏＝２０１９年９月１１日午後３時４６分、首相官邸、山本
裕之撮影
１６：００
首相の影響力増す？ 首相側近の世耕氏「参院が最優先」と強調
経済産業相から自民党参院幹事長に「横滑り」した世耕弘成参
院議員は、参院の新執行部による記者会見に臨んだ。世耕氏は安
倍晋三首相の側近として知られ、
参院への安倍首相の影響力が増
すのではないかとの見方もある。世耕氏は会見で「誤解がないよ
うに申し上げておきたい。
参院としての考え方を最優先に取り組
んでいきたい」と強調した。
世耕氏は第１次安倍政権で首相補佐官、
第２次政権では官房副
長官を経て入閣している。今回の参院執行部入りについて、世耕
氏は会見で
「私は総理の人事で参院幹事長になったわけではない。
参院の人事として参院幹事長になっている」と説明した。
世耕氏の幹事長就任をめぐっては、党内外から「参院が首相官
邸の言いなりになるのではないか」との声が出ている。
１５：００
「お友達総ざらい内閣」 共産・小池氏
共産党の小池晃書記局長は今回の内閣改造について東京・代々
木の党本部で記者団の取材に応じ、
「お友達総ざらい内閣かな。
一糸乱れぬ右向きのメンバー、改憲シフト。一刻も早くお引き取
りいただけるような状況をつくるために全力を挙げたい」
と酷評
した。

新閣僚の課題＝石川春菜記者
「ご飯論法」批判の加藤氏 社会保障制度改革どうかじ取り
社会保障改革を担う厚生労働相には、
自民党総務会長だった加
藤勝信氏が就く。
２０１７年８月から１８年１０月まで厚労相を
務め、再登板となる。厚労行政に精通した手堅い仕事ぶりで、安
倍政権の「安定」の一翼を担う。ただ、質問に真っ正面から答え
ない姿勢が、
「ご飯論法」と批判されたこともある。
安倍晋三首相の父・晋太郎氏の側近だった加藤六月・元農林水
産相の娘婿で、安倍氏に近い。第２次安倍政権以降、官房副長官
や１億総活躍相など要職に起用され続けてきた。
今回も「首相官邸直結」で、政権の最重要課題の一つとなる社
会保障制度改革に取り組むとみられる。政権は、団塊の世代が７
５歳以上になり始める２２年度から社会保障費が急増すると見
込み、
国民の負担増や社会保障サービスの削減などを検討する会
議を新設する方針。
年金と介護保険の改革は来年の通常国会に関
連法案を提出、医療保険の改革案は来夏に取りまとめる予定で、
検討を加速させる。
根本匠厚労相は官僚が用意した答弁を読み上げることが多く、
閣内での存在感も薄かった。加藤氏は、立場によって賛否が激し
く割れる社会保障制度改革のかじ取りをどう進めるのか、
手腕が
問われる。１０月からの臨時国会では早速、年金財政検証の結果
や老後不安などをめぐる野党の追及を受ける立場となる。
熊本・蒲島知事、進次郎氏に「水俣病問題を前に進めて」
熊本県の蒲島郁夫知事は記者会見で、
小泉進次郎氏の環境相就
任について「水俣病の問題を前に進めてほしい」と話した。水俣
病被害者救済法（特措法）に基づく住民の健康調査について「ず
っと特措法に書かれているが、なかなか（環境省による）調査手
法の開発が進んでいない。
開発の加速化をお願いしたい」
と期待。
「学ぶ力は行動力と同じようにあるのではないか。
（父の）純一
郎さんも短期間で問題の本質をつかむ力があるので、
期待してい
る」
１４：００
加計文書に登場の萩生田新文科相 国民・玉木氏「担当大臣とし
て説明責任」

首相官邸に入る、文科相に内定した萩生
田光一氏＝１１日午後３時１８分、高橋雄大撮影
国民民主党の玉木雄一郎代表は記者会見で、加計（かけ）学園
の獣医学部新設問題で、
文部科学相に就く萩生田光一氏への追及
を強める考えを示した。
獣医学部新設をめぐっては、文科省に残された「１０／２１萩
生田副長官ご発言概要」と題した文書には、２０１６年１０月、
当時官房副長官だった萩生田氏が
「官邸は絶対やると言っている」
などと文科省に対応を迫る様子が書かれていた。
萩生田氏は文書
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の内容を否定しているが、玉木氏は会見で「メモは文科省でつく
られた。担当大臣として説明責任が求められる。しっかりと国会
で説明していただきたい」と述べた。
１４：００
維新・松井氏「もう育休と言っている場合じゃない」 進次郎氏
に
日本維新の会代表の松井一郎・大阪市長が記者会見した。小泉
進次郎氏の初入閣を受け、
同氏が育児休暇取得を検討していたこ
とについて「内閣の一員になったんだから、もう育休と言ってる
場合じゃなくなった」と述べた。議員報酬は育休中も全額支出さ
れることをあげて、
「休んで満額の報酬というと、納税者から見
たら『ちょっと違うんじゃないの』ということになると思う」と
も語った。
１３：５０
「最高じゃないか」 進次郎氏の初入閣に父・純一郎元首相
「良かったな。環境問題は大事だから最高じゃないか」
。環境
相で初入閣することになった小泉進次郎氏は、
父親である純一郎
元首相からこう言われたという。
首相官邸であった閣僚内定者の
「呼び込み」後、記者団に明らかにした。
官邸のエントランスホールで小泉氏を囲んだ記者とカメラマ
ンは５０人ほど。他の閣僚候補の囲み取材は数分で終わる中、質
問がなかなか尽きず１８分に。
注目人事ぶりを改めて印象づけた。
小泉氏によると、
安倍晋三首相から２日前の９日に電話があり、
環境相というポスト提示があったという。その時の心境を「理屈
じゃない。入閣要請に自然と体が出た感じ」と語った。
首相からの電話の前に菅義偉官房長官からも電話があったこ
とも明らかにしたが、その際の内容については「秘めておくべき
ことだ」と語るにとどめた。
８月に結婚したばかりの妻の滝川クリステルさんについては
「妊娠している妻の疲れやストレスなど負担にならないように
支えたい」と気遣いをみせた。
新閣僚の課題＝楢崎貴司記者
途切れなく表舞台歩んだ茂木氏、
念願の外相に 外交どう向き合
う

首相官邸を出る際に、握手をする茂木
敏充氏（右）と萩生田光一氏＝２０１９年９月１１日午後１時４
４分、山本裕之撮影
外相に就任する茂木敏充氏は安倍政権下で経済産業相を務め
るなど経済政策に明るく、首相の信頼も厚い。今年４月には経済
再生相として、
閣僚級の本格的な協議を開始した日米貿易交渉を、
７回の協議で８月の大枠合意という「スピード決着」に導いた。
そんな茂木氏は、
実は２０１２年末の第２次安倍政権発足時か
ら「表舞台」を歩いてきた。直前の党総裁選では安倍晋三氏の対
立候補だった石原伸晃氏の選挙対策本部で幹部を務めたものの、

安倍首相が経済産業相に起用。その後、党選対委員長、党政調会
長を歴任し、直近は経済再生相を務めた。
茂木氏本人も意欲を示してきた外相ポスト。
どのような課題が
待つのか。
茂木氏は小泉内閣で外務副大臣を務め、
日本外交に関する著作
もある。ただ、いまの日本外交は難題山積だ。韓国とは元徴用工
訴訟や対韓輸出手続きの厳格化、軍事情報包括保護協定（ＧＳＯ
ＭＩＡ（ジーソミア）
）破棄などで関係悪化の一途をたどる。拉
致問題をめぐる北朝鮮問題、
イランと米国の対立で緊張が高まる
中東情勢、
停滞するロシアとの平和条約交渉などが茂木氏を待ち
構える。
安倍政権は官邸主導の外交を進めており、
外相交代で方針の大
きな変化はなさそうだ。
前任の河野太郎外相は積極的に外国を訪
問し、約２年の間に７７カ国・地域、延べ１２３カ国・地域を訪
れた。茂木氏がどんな外交手腕を発揮するのかも注目される。今
月下旬にある国連総会出席に合わせた一連の外交日程がデビュ
ー戦となりそうだ。
１３：５０
二階幹事長、
初入閣の進次郎氏にエール
「若手代表する政治家に」
自民党の二階俊博幹事長が、
首相官邸のエントランスホールで
記者団の囲み取材に応じた。
安倍晋三首相と自民党幹部らで作る
組閣本部の作業を終えたところで、
今回の人事への感想を問われ
た。
小泉進次郎氏が初入閣することについては
「若手を代表する政
治家として大いに活躍をしていただきたい」とエールを送った。
その二階氏の隣では、
小泉氏本人が５０人ほどの記者とカメラマ
ンに囲まれていた。
１３：４２
放送局「電波停止」発言の高市氏、再び総務相に 心境の変化「特
にない」
今回の内閣改造で、
高市早苗氏が約２年ぶりに総務相に返り咲
いた。
前回の総務相時には、
放送局が政治的な公平性を欠く報道を繰
り返したと政府が判断した場合、
電波停止を命じる可能性に言及
するなど、議論を呼ぶような歯に衣（きぬ）着せぬ言動もみられ
た。
再任にあたって心境の変化について問われると、
「特にない。
気持ちを新たに、
またゼロからのスタートということで取り組む」
と抱負を述べた。
就任早々、
日本郵政グループによるかんぽ生命の保険の不適切
販売問題への対応も課題となるが、
「利用者の利益を損なうこと
をやらかしたというのはけしからん。
ものすごくがっかりしてい
る」と述べ、早期解決に意欲を示した。

認証式を前に、首相官邸に入る高市早苗氏＝２
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０１９年９月１１日午後１時２８分、高橋雄大撮影
１３：４０
「
『これやれ』っつって…」
「元オリンピアンの立場で」
「ＧＡＦ
Ａとか」 新閣僚の表情様々

首相官邸に入る竹本直一・新科学技術相＝２０１
９年９月１１日午後３時２５分、越田省吾撮影
首相官邸での「呼び込み」を終え、初入閣を果たした議員たち
は様々な表情でエントランスホールに下りてきた。
「せっかく『これやれ』っつって選んでくださったんだから、
その選んでくれた人の期待に応えるように全力を尽くします」
。
地方創生相に就く北村誠吾衆院議員（７２）＝当選７回＝は、記
者団から意気込みを問われてもぶぜんとした表情で無言を貫き、
ハイヤーに乗り込む間際にこう語った。
五輪に出場経験がある元スケート選手、橋本聖子参院議員（５
４）＝当選５回＝は五輪相に。記者団に「私自身、元オリンピア
ンという立場でもあるので、オリンピック・パラリンピックの素
晴らしさを新たな産業に構築していくことも含めて取り組みた
い」と意気込んだ。
竹本直一衆院議員（７８）＝当選８回＝も待望の初入閣。ＩＴ
担当相を任され、
「責任の重さを痛切に感じている。宇宙開発、
ＩＴ、ＧＡＦＡ（グーグルとアマゾン、フェイスブック、アップ
ル）とか、色々なもので日本は後れをとっていると言われる。日
本が未来永遠に伸びゆく国家にしなきゃいけない」
とやや大上段
に構えた。

認証式を前に官邸を出る北村誠吾氏＝２
０１９年９月１１日午後１時４３分、越田省吾撮影
１３：２５
菅官房長官が閣僚名簿を読み上げ 河野防衛相「横滑り」と紹介
閣僚に内定した政治家たちが呼び込まれる首相官邸の記者会
見室で、菅義偉官房長官による閣僚名簿の読み上げが始まった。
菅氏はまず、自身の留任を発表。同席した西村明宏、岡田直樹の
新官房副長官を紹介。菅氏は外相に起用される茂木敏充氏や、防
衛相になる河野太郎氏について「横滑り」と表現した。
１３：２５
初入閣の進次郎氏、姿を見せる 留任麻生氏と握手
今回の内閣改造の
「目玉」
となった小泉進次郎衆院議員
（３８）
＝当選４回＝が、この日初めて報道陣の前に姿を見せた。閣僚の
「呼び込み」
を取材しようと首相官邸のエントランスに詰めかけ
た報道陣は２００人超。小泉氏が官邸に入ると、一斉にカメラの
フラッシュがたかれた。

制強化が世界貿易機関（ＷＴＯ）協定に違反するとして、提訴の
手続きに入ると発表した。
前任の世耕弘成氏は強硬姿勢を崩さず、
両国の関係改善の兆し
は見えていない。この間、韓国人の訪日客が減り、韓国で日本製
品の不買運動の動きも出るなど、
日本経済へのダメージも出始め
ている。菅原氏には、対話の糸口を探ることがまずは求められそ
うだ。
１０月の消費増税にあわせて始まるキャッシュレス決済によ
るポイント還元策について、
不正アクセスなどの問題を起こさず
に軌道に乗せることも目下の課題となる。
１３：２０
首相官邸で新閣僚の呼び込み始まる
首相官邸のエントランスホール。
次々と黒塗りの車が横付けさ
れ、
閣僚に内定した政治家たちが姿を見せた。
内閣改造に伴う
「呼
び込み」が始まった。麻生太郎財務相らが緊張した面持ちで記者
団やカメラマンの並ぶホールを進み、
首相の待つフロアに向かっ
た。
１３：００
安倍首相と公明の山口代表が党首会談
安倍晋三首相（党総裁）は首相官邸で公明党の山口那津男代表
との与党党首会談に臨んだ。
自公連立政権の継続を確認するほか、
首相が強い意欲を見せる憲法改正についても話し合われるとみ
られる。この後、組閣本部が設置され、新閣僚の呼び込みが始ま
る。

第４次安倍再改造内閣の
顔ぶれ
呼び込みからエントランスに下りてきた麻生太郎財務相が小
泉氏に歩み寄って握手を交わす場面も。
環境相として初入閣する
小泉氏はこれまで、
マスコミへの露出をコントロールしてきた経
緯がある。今後は基本的に週２回、閣議後の記者会見で報道陣の
質問を受けることになり、
「露出」が増えそうだ。
新閣僚の課題＝野口陽記者
新経産相は元商社マン 輸出規制めぐる日韓対立どうする
新たに経済産業相となる菅原一秀衆院議員（自民）は商社勤務
の経験があり、経産副大臣を務めたこともある。そんな菅原氏が
まず直面するのは、韓国との対立だ。
経産省は７月、韓国で生産が盛んな半導体をめぐり、日本への
依存度が高い関連材料３品目の輸出規制を強化した。８月には、
規制強化策の「第２弾」として、韓国を安全保障上問題がない国
として輸出手続きを簡略化できる優遇国（ホワイト国）から除外
した。
韓国人元徴用工らへの損害賠償判決問題への事実上の対抗措
置と見られており、この措置に韓国は強く反発。アジア太平洋経
済協力会議（ＡＰＥＣ）など複数の国際会議の場で日本を批判し
たり、
日本を輸出優遇国から除外する手続きを進めたりと対立は
深まっている。韓国政府は１１日、
「第１弾」の３品目の輸出規
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与党党首会談に臨む安倍晋三
首相（中央右）と公明党の山口那津男代表（同左）
。右は自民党
の二階俊博幹事長、
左は公明党の斉藤鉄夫幹事長＝２０１９年９
月１１日午後１時２分、首相官邸、越田省吾撮影
１２：００
「数々の成果上げた」 安倍首相、閣僚の辞表をとりまとめねぎ
らう
安倍晋三首相は内閣改造に向け、
臨時閣議で閣僚の辞表をとり
まとめた。閣議後に記者会見した菅義偉官房長官によると、首相
は「改革に取り組んできた仲間として引き続き、それぞれの立場
で国民の負託に応えるべく、
安倍内閣のさらなる挑戦に力強いご
支援をいただければ幸いです」と強調。
「みなさんとともに全世
代型社会保障に向けた改革、地方創生、災害に強い国づくりなど
に取り組み、数々の成果を上げることができた。みなさんのご尽
力に、心から感謝申し上げる」と閣僚たちの労をねぎらったとい
う。
首相を除く１９人の閣僚のうち、
改造に伴い１５人が閣外へ去
る。
寸評＝小野甲太郎記者
入閣内定電話は首相から 「明日まで口外しないように」とクギ

も
内閣改造・党役員人事で新たな役職に就く政治家には、安倍晋
三首相から直接電話が入ることが一般的です。
所属する派閥の領
袖（りょうしゅう）から連絡を受けることもあります。入閣待機
組の政治家にしてみると「内定」の電話が入るかどうかは、政治
家人生のハイライトともいえます。
ある閣僚経験者によると、初入閣の際、改造前日に首相から携
帯電話に連絡があったといいます。
「内閣で働いてもらうことに
なった」
。ポストについて問うと「それは明日伝える」と言われ
て電話が切れたそうです。
別の閣僚経験者の場合は同じように電話がかかってきて
「●●
大臣をやってもらうのでよろしく」
とポストも同時に伝えられま
した。そして、
「この件は明日まで口外しないように」とクギを
刺されたといいます。この経験者は「ポストが公になることで横
やりが入ったり、
文句が出たりしてハレーションが起こるのを避
けるためではないか」と話しました。
こうした「内定」の電話とは別に、改造当日には「呼び込み」
の連絡が入ります。事前に連絡が入っているので、呼び込みを受
けてすぐに首相官邸に駆けつけることができます。
皇居で行われ
る天皇陛下による認証式で着用が決められているモーニングや
ドレスの準備もできるのだといいます。
今回、入閣待機組の一人には「内定」の電話がありませんでし
た。
「今回はダメだった。あきらめる」と関係者に言い残すと、
肩を落として選挙区に戻っていきました。報道が先行する中「自
分はどうなるのか」とジリジリしている人も多いのです。
河野太郎外相は１０日午後、外務省内で「防衛大臣の内示が出
ました。お世話になりました」と一足先にあいさつ回りを済ませ
ていました。珍しい光景です。
１１：２０
改憲「党を挙げて」 自民党新四役、でも打開策なく
自民党新四役の記者会見では、安倍晋三首相（党総裁）が意欲
を示す憲法改正をどう進めるかについて質問が相次いだ。
二階俊
博幹事長は
「総裁のご意向に沿って、
党を挙げて努力を重ねたい」
としつつ、
「円満に進むよう努力を重ねる」と謙虚な姿勢も強調
した。
岸田文雄政調会長は「国会で議論し、国民に憲法について考え
てもらう流れをつくらないといけない」
。
鈴木俊一総務会長は
「成
案が得られれば党としてオーソライズをとるのが必要ではない
か」と党内手続きを説明するのみだった。
３人の会見の冒頭発言で、憲法改正については岸田氏が一言、
触れたのみ。
党憲法改正推進本部長から選挙対策委員長として四
役入りした下村博文氏だけが
「憲法論議が国民にわき起こるよう
な対応をしなければならない」と力を込めた。
改憲勢力は参院で改憲発議に必要な３分の２を割り込んでい
る。
首相は役員会で
「憲法改正を党一丸となって力強く進めたい」
と呼びかけたが、
四役は記者会見で具体的な打開策を示すことは
なかった。
１１：３５
閣僚の辞表取りまとめる臨時閣議 １５人が閣外へ、
石破派はゼ
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ロに
安倍内閣は午後の内閣改造に向け、
閣僚の辞表をとりまとめる
ための臨時閣議を開いた。
安倍晋三首相を除く１９人の閣僚のう
ち、菅義偉官房長官と麻生太郎財務相が留任、茂木敏充経済再生
相が外相、河野太郎外相が防衛相に「横滑り」する。
国土交通相を務めた公明党の石井啓一氏や、
石破派から当選３
回で抜擢（ばってき）されて外国人労働者の受け入れ拡大に向け
た出入国管理法改正を進めた山下貴司法相ら１５人が閣外に去
る。今回の改造で、安倍首相と距離を置く石破派の閣僚ポストは
ゼロとなる。
一方、
内閣を去る議員の中でも首相側近の世耕弘成経済産業相
は今後、参院幹事長として参院自民党を陣頭指揮。鈴木俊一五輪
相は党四役の総務会長として党運営を担う。

内閣改造を前に、臨時閣議に臨む
安倍晋三首相
（中央）
＝２０１９年９月１１日午前１１時３４分、
岩下毅撮影
１１：２０
「辞表を書かないと…」 鈴木五輪相、自民党新四役の記者会見
を中座
「閣議があるんで。辞表を書かないといけないんで。失礼致し
ます……」
。ＮＨＫで生中継された自民党新四役の記者会見を、
新任の鈴木俊一総務会長が中座する一幕があった。
記者会見が始
まって２０分が過ぎたころ、司会者が「所定の時間が参っていま
す。最後に１問、お願いします」と記者団に呼びかけると、鈴木
氏はおもむろに立ち上がり、二階俊博幹事長らにこう説明。自民
党本部から首相官邸に急いだ。
鈴木氏は五輪相から党総務会長に「横滑り」するため、この時
点では閣僚でも党四役でもある。
内閣改造を前に官邸で臨時閣議
が開かれ、閣僚の辞表が取りまとめられるのが一連の手続き。辞
表とりまとめの閣議に閣僚が出席しないわけにいかず、
鈴木氏は
党本部と官邸を慌ただしく動かざるを得なかった。
１１：１０
安倍総裁の４選、二階氏「決意固めたら支援」 自民党新四役決
まる
自民党新四役が正式に決まり、東京・永田町の党本部で記者会
見が始まった。顔ぶれは、再任が二階俊博幹事長と岸田文雄政調
会長、
新任が鈴木俊一総務会長と下村博文選対委員長。
会見では、
それぞれが抱負などを語った。
二階幹事長は安倍晋三首相（党総裁）の総裁４選について問わ
れ、
「総裁はまだ４選についてのご決意を表明されたわけではな
いが、もし総裁がそういうご決意を固められた時は、我々は恐ら
く国民のみなさんのご意向に沿う形をもって、
党をあげてご支援
を申し上げていきたい」と語った。
自民党総裁は党則で連続３期までとなっている。
二階氏は２０

１７年にそれまで連続２期までだった党総裁任期を３期に延長
する党則改正を主導した。
今年７月の参院選の直後には４選論に
言及した。

自民党新執行部の共同会見中、言葉
を交わす二階俊博幹事長（右）と岸田文雄政調会長＝２０１９年
９月１１日午前１１時１０分、東京・永田町の党本部、恵原弘太
郎撮影
二階俊博氏とは 持論は「国土強靱化」 小池知事と近い関係
幹事長職の連続在職日数が歴代最長を更新中。
２０１６年８月、
谷垣禎一・前幹事長の自転車事故を受けて就任して以降、総裁の
連続３選を可能にする党則改正を主導するなどし、
安倍晋三首相
を支えてきた。
田中角栄元首相の薫陶を受け、
「数は力」が信条。過去の離党
者や民主党政権の中核メンバーを二階派に受け入れ、
党内から冷
たい視線を浴びる。
党東京都連と対立する小池百合子知事と近い
ことも、来夏の都知事選に向けた火種だ。
中国とは独自のパイプを持つ。持論は、防災を軸に公共事業を
進める「国土強靱（きょうじん）化」
。
岸田文雄氏とは オバマ前大統領の広島訪問実現 酒豪で有名
安倍晋三首相とは１９９３年の初当選同期。
２０１２年末から
戦後歴代２位の４年７カ月にわたり外相を務め、
オバマ米大統領
（当時）の広島訪問を実現させた。１７年には、初めて防衛相と
兼務もした。
発言は慎重で、会長を務める岸田派からも「おとなしすぎ」と
声も上がる。
「ポスト安倍」候補として、首相との良好な関係作りに気を配
り、ゴルフも７年ぶりに再開した。８月中旬には首相とのゴルフ
も計画したが、台風で中止になった。
酒豪として有名で連日の酒席もいとわない。地元球団・広島カ
ープを愛する。

自民党新執行部の共同会見に出席した
（左から）二階俊博幹事長、岸田文雄政調会長、鈴木俊一総務会
長、
下村博文選対委員長＝２０１９年９月１１日午前１１時６分、
東京・永田町の党本部、恵原弘太郎撮影
寸評＝斉藤太郎記者
辞任大臣、半数４人が二階派 それでも今回入閣２人内定
閣僚ポストを入れ替える内閣改造。
安倍晋三首相にとって二階
派の処遇は「鬼門」と言えます。第２次安倍政権で次の組閣を待
たず辞任に追い込まれた閣僚は８人いますが、
そのうち４人が二
階派なのです。
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記憶に新しいのは、
昨年１０月に五輪相として初入閣した桜田
義孝氏。サイバーセキュリティーの担当閣僚でもありながら「パ
ソコンを打つことはない」
などと国会で答弁して批判を浴びた末、
東日本大震災をめぐる失言で今年４月に辞任しました。
桜田氏のほか、２０１５年に「政治とカネ」の問題で西川公也
氏が農林水産相▽１７年に震災被災者を傷つける発言で今村雅
弘氏が復興相▽１８年に不安定な国会答弁の末に体調不良を理
由に江崎鉄磨氏が沖縄北方担当相――をそれぞれ辞任。
いずれも
二階派に所属する政治家でした。
第２次安倍政権で二階派はこれまで９人の閣僚を輩出しまし
たが、半数近くが辞任したことになります。二階派は元民主党の
議員の取り込みも含め拡大路線をひた走り、
自民党内で第４派閥
に躍り出ました。
きょう入閣する衛藤晟一氏と武田良太氏の２人
が二階派ですが、
「汚名返上」を果たせるかも注目です。
１０：３０
安倍首相「憲法改正、党一丸となって」 役員人事後に改めて意
欲

自民党臨時総務会を終え、手をつ
ないで記念撮影に応じる新執行部の（左から）下村博文選対委員
長、鈴木俊一総務会長、安倍晋三首相、二階俊博幹事長、岸田文
雄政調会長＝２０１９年９月１１日午前１０時１５分、東京・永
田町の党本部、恵原弘太郎撮影
安倍晋三首相（自民党総裁）は役員人事後の初の役員会で、
「党
一丸」という言葉を使って憲法改正への意欲を改めて示した。二
階俊博幹事長ら党４役、
関口昌一参院議員会長ら役員の名前を挙
げながら、
「我が党の長年の悲願である憲法改正を党一丸となっ
て力強く進めたい」と語った。
首相は「憲法改正については国民の理解が何より大切だ。広報
にも力を入れたい」とも訴えた。
０９：１５
環境相内定の進次郎氏、
午前は姿現さず？ 事務所前には報道陣
東京・永田町の衆院第１議員会館。国会議事堂の向かいに立つ
この建物には、衆院議員らが事務所を構える。環境相に起用され
る見通しの小泉進次郎氏の朝の様子を取材しようと、
事務所前に
は多くの報道陣が集まった。ただ、小泉氏は不在。事務所による
と、昼過ぎに首相官邸から呼び出しがあるまで、姿を見せない予
定だとしている。

首相官邸で結婚を発表する自民党
の小泉進次郎衆院議員（左）とアナウンサーの滝川クリステルさ

ん＝２０１９年８月７日午後１時４５分、岩下毅撮影
０９：１０
安倍首相ら自民党幹部、続々と党本部入り
永田町の人事が動き出した。安倍晋三首相（自民党総裁）が東
京・永田町の党本部に到着。
二階俊博幹事長、
岸田文雄政調会長、
森山裕国会対策委員長ら党幹部も続々と党本部に入った。
安倍首相は総務会長に内定している鈴木俊一氏、
選対委員長に
就く下村博文氏らを党本部に呼び込み、
新役員による初の役員会
を開く。新役員は午前１１時から記者会見する予定だ。

自民党本部に入る安倍晋三首相＝
２０１９年９月１１日午前９時１８分、東京・永田町の党本部、
岩下毅撮影
０７：３０
経産相内定の菅原一秀氏、街頭演説でフライング気味に「所信表
明」
経済産業相に内定した自民党の菅原一秀衆院議員は１１日朝、
地元・東京都練馬区で街頭演説に立ち、
「経済産業省の責任者を
務めることになった」と初入閣を報告した。
「私のような、やや
もすれば脱原発依存を訴えてきた人間が経産相を仰せつかる。
極
めて責任が重い。国民の命を守る、生活を守るエネルギー政策を
進めていかないといけない」とも強調した。
ただ閣僚名簿はまだ正式発表前で、
菅原氏は午後にある皇居で
の認証式を経て、正式に大臣に就任する。ややフライング気味に
「所信表明」した格好になった。
菅原氏は演説に先立ち、記者団には「身の引き締まる思いでい
っぱい。虚心坦懐（たんかい）
、初心を忘れずにやっていきたい」
と語った。

経済産業相に起用される見通しの菅原
一秀衆院議員。１１日朝、地元の駅頭で演説した＝２０１９年９
月１１日朝、東京都練馬区、永田大撮影
寸評＝斉藤太郎記者
ひしめく７０人
「入閣待機組」 初入閣最多１３人で
「在庫一掃」
の声
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安倍晋三首相は今回の内閣改造で、
自身の政権最多となる１３
人を初入閣させる方向です。
過去５回の内閣改造で自民党議員の
初入閣の平均は８・４人。党側の「入閣待機組」を処遇した格好
で、党内からも「在庫一掃」との声が上がっています。
現在の閣僚ポストは、首相と公明党の１枠を除くと１８。衆院
で当選５回、参院で当選３回以上で閣僚経験のない自民議員は
「入閣待機組」と呼ばれ、約７０人がひしめいてきました。
これまでの改造では特定の議員によるポストのたらい回しが
目立ちましたが、今回は留任が最少の２人、横滑りや再登板は計
４人にとどまりました。初入閣１３人のうち、公明枠の閣僚交代
と当選４回の小泉進次郎氏の抜擢（ばってき）を除き、１１ポス
トが待機組に割り当てられた構図です。
今回に次いで初入閣が多かったのは昨年の改造。
直前の党総裁
選で３選した首相から各派閥への「恩返し」の結果でした。さら
に今回、首相は自らに近い待機組も閣内で処遇しました。
内閣支持率が３０％台に下がっていた状況での１７年の改造
では、初入閣は６人にとどまりました。首相が安定感を重視し、
閣僚経験者の再登板を駆使したからです。
今回の身内や各派閥へ
の厚遇は、多弱状態の野党に対する首相の「余裕ぶり」が透けて
みえます。
寸評＝斉藤太郎記者
進次郎氏初入閣のサプライズ、長期政権の「マンネリ感」打ち消
す狙い？
安倍晋三首相は今回の内閣改造で「サプライズ人事」を断行し
ました。
知名度抜群ながら自らと距離を置いてきた小泉進次郎氏
の初入閣です。長期政権で人事を重ねる中、
「マンネリ」感を打
ち消す狙いがあった可能性があります。
安倍首相が２０１２年末に政権の座に返り咲いてから、
組閣は
９回目になります。
閣僚を入れ替えるのは時の首相が局面を転換
する好機ですが、
安倍首相はサプライズ人事を好んできませんで
した。
第２次政権発足後、
安倍首相はまず２年近く人事を凍結しまし
た。その後は年１回、夏から秋にかけて改造をしています。途中
で衆院解散に踏み切って組閣しても、
「年１回の夏から秋」の人
事を繰り返してきました。
朝日新聞社の内閣支持率をみると、
過去５回の改造で上昇効果
がみられたのは１４年（４２％→４７％）と１５年（３５％→４
１％）の２回だけ。その中で「目玉人事」を駆使したのは１４年
でした。女性閣僚を過去最多と並ぶ５人起用し、首相は「女性が
輝く社会の実現も安倍内閣の大きなチャレンジです。まず隗（か
い）より始めよ」と胸を張りました。ただ、看板のはずの小渕優
子経済産業相と松島みどり法相が「政治とカネ」などの問題で相
次いで辞任に追い込まれました。
この改造を除けば、
「定期異動」のような人事が続きました。
自らに近い議員で政権の骨格を固めて年に１回、
自民党内の不満
のガス抜きをする――。
これが安倍政権下の改造の定石と言えま
す。改造前後の内閣支持率も１６年（４５％→４８％）
、１７年
（３３％→３５％）
、１８年（４１％→４０％）はほぼ横ばいで
した。

今回、首相は側近や「待機組」を処遇しつつ、
「進次郎カード」
を切りました。直近の内閣支持率は４２％。世論がどう反応する
かも見ものです。

認証式を前に首相官邸を訪れ、
エントランスで麻生太郎財務相（左）と握手する小泉進次郎氏＝
２０１９年９月１１日午後１時２５分、越田省吾撮影
内閣改造、外国人特派員はこう見る 日韓関係「外相の交渉力に
注目」 改憲「議論進んだ」
2019/9/14 23:00 日本経済新聞 電子版

記念撮影に臨む第4 次安倍再改造
内閣の閣僚ら（11 日、首相官邸）

第 4 次安倍再改造内閣では小泉進次郎氏の入閣などが注目され
た。
東京に駐在している外国人特派員は内閣改造をどう見たのか。
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米英仏など 6 カ国の記者に聞くと、日本とは少し違う各国の視
点が浮かび上がる。
英紙タイムズのロイド・パリー東京支局長は「小泉氏が唯一の興
味深い人物だ。他の閣僚らは首相のイエスマンという印象だ」と
述べた。韓国紙、中央日報の尹雪瑛（ユン・ソルヨン）氏は「小
泉氏が原発や汚染水問題をどう解消していくか、
韓国で注目され
ている」と語った。
仏紙ルモンドのフィリップ・メスメール氏は「安倍晋三首相に忠
実で目標を共有する人を集めた。首相は強い力を握っており、反
対派がいない恩恵を受けている」と分析した。
「2 年後に経済や
政治状況が悪くなければ 4 期目の任務を果たせる」と自民党総
裁 4 選の可能性に言及した。
内閣改造後の日韓関係はどう映っているのか。尹氏は「茂木敏充
氏は経済財政・再生相として日米貿易交渉でタフな姿勢をみせた。
外相としてもタフな日韓関係をスムーズに展開することを期待
する」とコメントした。
「結局は首相の決断になる」とも話した。
中国紙、経済日報の蘇海河東京支局長は「日韓の歴史問題を経済
にまで広げるのは好ましくない」
と強調した。
メスメール氏は
「米
国が介入すればなにかが動く可能性があるが、
そうでなければ変
わらない」との見方を示した。
米紙ウォール・ストリート・ジャーナルのピーター・ランダース
東京支局長は国家安全保障局長の交代に触れ
「内閣の布陣見直し
より、
外交の専門家ではない警察庁出身の北村滋氏の局長就任に
注目している」と述べた。
日ロ平和条約交渉について、ロシアのタス通信、ゴロブニン東京
支局長は「北方領土問題で具体的に話し合う材料はない。どんな
大臣でも大きな変化、前進は期待できない」と冷静だった。最も
興味深い人事として河野太郎氏の外相から防衛相への横滑りを
挙げ「異例の人事で防衛相のウエートが重くなるのではないか」
と語った。
ロイド・パリー氏は日韓や日ロの問題を「新内閣でなにかが変わ
るとは思えない」と断じた。蘇氏は「日ロ両国の目的と基本条件
にズレがある。相手の立場も知り、お互いのメリットになる解決
方法を探すしかない」と強調した。
首相が意欲を示す憲法改正に関し、尹氏は「改憲にはハードルが
あるがここ数年で議論はかなり進展した。
ステップは踏んでいる」
との認識を示した。蘇氏は「憲法が喫緊の課題なのかは疑問だ。
日本に必要なのは経済、少子高齢化、財政に関する問題への対処
だ」と主張した。
メスメール氏は
「すでに減速しているように見える日本経済で消
費税率を上げれば、個人消費は減少する可能性がある」と指摘し
た。
ランダース氏は
「消費税増税で景気腰折れの兆候が出た場合、
いかに早く対応できるかが新内閣の試金石になる」と予測した。
しんぶん赤旗 2019 年 9 月 14 日(土)
停電 遅れる復旧なぜ 台風１５号 「想定甘かった」と東電
人員・設備投資減が影響か
台風１５号による大規模な停電の復旧が、
東京電力の当初の発
表から大幅に遅れています。
同社は会見で見通しの甘さを認めま

した。同社は人員や送配電設備への投資額を減らしてきており、
関係者は「被害拡大と復旧の遅れの遠因となっているのでは」と
指摘します。
（原千拓、安川崇）
千葉県南房総市の女性（７３）宅では１３日も停電が続きまし
た。
「１日ごとに先延ばしにされている感じがして、そのたびに
『えーっ』と声を上げたくなる。きちんとした見通しがあれば」
と訴えます。
台風上陸翌日の１０日午後、東電は「今夜中に（停電が）約１
２万軒まで縮小する見込み」だと発表。残りについても「明日中
の復旧を目指す」としていました。
しかし、上陸から５日目の１３日午後６時時点でも、１８万５
０００軒が残っています。東電は同日夜の会見で、同日から２週
間以内に「おおむね復旧する」との認識を示しました。
東電は遅れの原因について▽雷雨による作業中断▽夜間作業
の効率低下▽倒木などが作業の支障となるケースが多く判明し
た―などと説明。１２日の会見では当初の見通しについて「被害
実態を把握できていない段階で出した。
想定が甘かったと反省し
ている」と述べました。
被害が大きかった理由として、
台風の風が設計の想定を超えて
いた可能性はあります。経産省の省令は、電柱などについて風速
４０メートルに耐える強度を求めています。今回、千葉市では最
大瞬間風速５７・５メートルを観測しました。
一方、東電ＯＢの鈴木章治さんは「コストカットの中で、設備
の十分な保守・点検ができていたかどうかは検証する必要がある」
と話します。
東電は電力自由化で大口需要家市場に他社の参入が始まった
２０００年代から経営合理化に大きくかじを切り、
１１年の原発
事故で賠償・廃炉に巨額の出費が見込まれたことがさらに拍車を
かけました。
事故後の新卒採用の抑制で数千人の人員を削減したほか、
１４
年には５０歳以上の社員１０００人以上が希望退職に応じたと
いいます。
１９９１年に９千億円あった送配電設備への投資額が、
昨年は
３千億円でした。
コスト削減の一環で設備交換の見直しも進めています。
電柱を
取り替える基準を改め、年間の交換本数を４０％、費用１００億
円を圧縮（１４年）したことも自社ホームページで紹介していま
す。
東電は取材に対し、
「電柱などの設備は点検結果に基づいて適
切に毎年更新している。
投資の抑制で電柱が老朽化したというこ
とはない」と説明します。
鈴木さんは「人減らしでベテランが職場を去り、技術継承に不
安を残した。メンテナンスを先延ばしにする姿勢も続いている」
と指摘します。
しんぶん赤旗 2019 年 9 月 15 日(日)
横田「友好祭」 オスプレイ機関銃公開 銃口向け飛行 正当化
狙う
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（写真）ＣＶ22 オスプレイの後
部に取り付けられたＧＡＵ21 重機関銃＝14 日
米空軍は１４日から２日間の日程で、横田基地（東京都福生市
など５市１町）を一部開放する「友好祭」を開き、米軍・自衛隊
機を公開しました。
この中で、
昨年１０月に正式配備された特殊作戦機ＣＶ２２オ
スプレイの機体後部ランプ（斜路）には重機関銃が取り付けられ
ていました。米軍の説明によれば、ブローニングＭ２重機関銃を
発展させたＧＡＵ２１重機関銃です。
横田基地周辺では、
ＣＶ２２が銃口を市民に向けて飛行するケ
ースが急増しており、不安の声が広がっています。あえて重機関
銃を公開することで、
銃口を向けたままの飛行を正当化する狙い
があるものとみられます。
友好祭では同日、
米空軍Ｃ１３０輸送機から陸上自衛隊の第一
空挺（くうてい）団（千葉県・習志野駐屯地）がパラシュート降
下を行い、日米一体化を誇示しました。
基地付近で、
「横田基地の撤去を求める西多摩の会」が終日、
宣伝行動を行いました。
しんぶん赤旗 2019 年 9 月 15 日(日)
辺野古 官製談合疑惑 日曜版スクープ 資材単価 入札前に
示す

（写真）
沖縄防衛局が岩ズリの単価を伝えた補足説明書の仕様書
沖縄・辺野古の米軍新基地建設埋め立て工事の入札前に、発注
者の沖縄防衛局が、
工事費の大半を占める資材単価を入札参加希
望業者に教えていました。
発注機関職員が予定価格や入札に関す
る秘密を教示することを禁じた官製談合防止法に抵触する疑い
がある、と専門家は指摘しています。
（日曜版９月１５日号で詳
報）
問題の工事は２０１８年２月８日に入札が行われた
「シュワブ
（Ｈ２９）埋立工事（１～５工区）
」
。大手ゼネコンが幹事社の共
同企業体などが受注しています。
入札前の同年１月２５日、
沖縄防衛局は工事の主要資材である
岩ズリ（規格外の砕石）の単価（１万１２９０円／立方メートル・
運搬費込み）を記載した「補足説明書」を入札参加希望業者にフ
ァクスで送付しました。岩ズリの単価は、沖縄防衛局が予定価格
を見積もるため民間会社に委託して「特別調査」したものです。
会計検査院元局長の有川博・日本大学総合科学研究所客員教授
は「官製談合防止法に抵触する疑いがある」と指摘します。
「積
算の過程は守秘する必要がある。
しかも埋め立て工事費のなかで
岩ズリ価格は大きな割合を占める。
その単価を入札前に業者に伝

えるのは、予定価格を教えることに匹敵する」
工事の契約金額のうち岩ズリ価格は約４割から６割超を占め
ます。
岩ズリの単価については日本共産党の小池晃書記局長が参院
予算委員会（３月５日）で、新基地建設の他の工事に比べ３倍も
高いことを追及しています。
新基地建設で実際に岩ズリを出しているのは
「琉球セメント」
。
沖縄政界と深い関係があり、毎年のように自民党や公明党、日本
維新の会の支部などに献金しています。

ペオ氏はツイッターでイランの直接の関与を指摘している。
ポン
ペオ氏は協議の中で、茂木氏が 15 日に発表した「テロ攻撃を強
く非難する」との談話を評価したという。
協議では、
元徴用工問題などで悪化する日韓関係も話題になっ
た。
茂木氏は、
韓国による日韓軍事情報包括保護協定
（GSOMIA）
の破棄決定を念頭に、
「北朝鮮問題などで日米、日米韓の連携が
これほど重要な時期はない。
安全保障における連携が壊れること
があれば、大きな問題という認識を（両外相で）共有した」と述
べた。
【鈴木一生】

しんぶん赤旗 2019 年 9 月 13 日(金)
河野氏「辺野古が唯一」 新基地推進 強行の姿勢
河野太郎防衛相は１１日の記者会見で、
沖縄県の米軍普天間基
地（宜野湾市）の返還に関し「辺野古移設が唯一の解決策だ」と
述べ、辺野古新基地（名護市）建設推進を強行する姿勢を示しま
した。県民投票や知事選、国政選挙などで示された新基地反対の
民意を無視するものです。
日韓関係について、
徴用工問題や韓国による日韓軍事情報包括
保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）の終了決定などで「やや感情的とも思
えるようなリアクションがあって、厳しい状況にあるのは現実」
と認める一方で、
「日韓の軍事的、
安全保障的なことについては、
北朝鮮の脅威がある中で、
しっかり連携をとっていくことが大事
だ」と語りました。
配備候補地の秋田、
山口両県から根強い反対の声がある陸上配
備型ミサイル迎撃システム「イージス・アショア」の配備を、
「ミ
サイルに対する防空能力の強化は、
国民を守るためにしっかりや
っていかなければならない」と強調。
「再調査を進め、しっかり
説明していきたい」と述べ、配備計画は変更しない考えを示しま
した。

米原子力空母が出港へ １４日に横須賀基地から
産経新聞 2019.9.13 13:55
神奈川県横須賀市は１３日、
米海軍横須賀基地に配備されてい
る原子力空母ロナルド・レーガンが１４日に同基地を出港すると
発表した。
周辺海域の警戒任務に当たる長期航海に出るとみられ
る。
ロナルド・レーガンは８月、
乗組員の休養や補給などを目的に、
約３カ月間の長期航海から帰港していた。
前回の長期航海中には、
フィリピン海や南シナ海で警戒任務に
当たったほか、
オーストラリア海軍や海上自衛隊などとの合同軍
事演習に参加。
事実上の空母への改修が決まっている海自のヘリ
コプター搭載型護衛艦「いずも」とも共同訓練を行った。

茂木外相、ポンペオ氏と電話協議 中東、北朝鮮情勢で連携確認
毎日新聞 2019 年 9 月 16 日 23 時 07 分(最終更新 9 月 16 日 23
時 20 分)

日米外相電話協議の後、記者団の取材に
応じる茂木敏充外相＝外務省で 2019 年 9 月 16 日午後 9 時 34
分、鈴木一生撮影
茂木敏充外相は 16 日夜、米国のポンペオ国務長官と約 20 分
間電話で協議した。電話協議は外相就任後初めて。両外相は 17
日にニューヨークで開幕する国連総会に合わせて日米外相会談
を行うことで一致した。
緊迫する中東情勢について意見交換した
ほか、
北朝鮮情勢を巡っても引き続き緊密に連携することを確認
した。
茂木氏が協議後、外務省で記者団に明らかにした。茂木氏によ
ると、サウジアラビアの石油施設が無人機（ドローン）の攻撃を
受けた問題では、ポンペオ氏から情報提供を受けたという。ポン
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