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2019年10月29～28日 

高知県知事選、憲法動き、自衛隊中東派兵、政局、日韓・米朝 

 

しんぶん赤旗2019年10月28日(月) 

松本予定候補が事務所開き 高知知事選 「一緒につくる県政」 

 １１月７日告示（２４日投票）の高知県知事選に野党統一候補

として挑む松本けんじ予定候補の事務所びらきが２７日、高知市

の事務所そばの県庁前交差点で開かれました。親子連れなど幅広

い県民と県内野党の代表ら約１８０人が参加しました。

（写真）事務所び

らきで訴える松本予定候補（中央）＝２７日、高知市 

 参加者は、松本氏が打ち出したメッセージ「ここでいっしょに

生きよう！」「だれひとり取り残さない」と書かれたプラスター

などでアピールしました。 

 ７月の参院選を野党統一候補としてたたかった松本氏は「参院

選で、『この地域、集落で暮らしていけない』との声をたくさん

聞いてきた。生きたい場所で安心して暮らしていける高知県こそ

が新しい社会の姿をつくる一番のカギだ」と力説。今回のメッセ

ージについて「あなたと一緒につくる県政です」と紹介し、県民

と一緒に知恵を出し、県政を転換すると表明しました。 

 市民を代表して横山定子さん（８５）が「市民と野党が共闘す

る知事選。大変うれしい」と述べ、全力で頑張ると語りました。 

 選対本部長の広田一衆院議員は「だれひとり取り残さない県政

を松本さんと一緒につくろう」と訴え。副本部長の武内則男衆院

議員、同幹事長で「県民の会」の上田周五県議があいさつしまし

た。参加した男性(４７)は「相手候補は国のやることには従うと

いうスタンス。松本さんに地方自治の県政を期待します」と話し

ました。 

 

改憲へ岸田氏も旗振り＝埼玉で地方政調会－自民 

時事通信2019年10月28日18時46分 

 自民党の岸田文雄政調会長は２８日、憲法をテーマとした「地

方政調会」をさいたま市で開き、安倍晋三首相の宿願である憲法

改正に向けた地方での議論をスタートさせた。岸田氏は「令和の

時代の憲法の在り方を考える契機に、きょうの日がなることを心

から願っている」と呼び掛けた。 

 党埼玉県連によると、地方政調会には党員を中心に約４００人

が参加。ジャーナリストの桜井よしこ氏が講演し、改憲の必要性

を呼び掛け、衆院憲法審査会与党筆頭幹事を務める新藤義孝元総

務相が党改憲案を説明した。岸田氏は１１月には地元の広島、１

２月には福島でも、憲法をテーマに地方政調会を開く予定だ。  

 

自民・岸田氏 改憲「丁寧な説明が大事」初の地方政調会 さい

たま 

毎日新聞 2019年 10月 28日 18時 47分(最終更新 10月 28日 

18時48分) 

自民党の岸田文雄政調会長＝川田雅浩撮影 

 自民党の岸田文雄政調会長は28日、さいたま市内のホテルで、

憲法改正をテーマとした初めての「地方政調会」を開いた。11月

に広島県、12月に福島県でも開く予定。安倍晋三首相（党総裁）

が求める改憲機運の醸成に努力する姿勢を示すことで、「ポスト

安倍」としての自身の存在感を高める狙いもある。  

 岸田氏はあいさつで、憲法施行から72年が経過したことに触

れ、「憲法が前提とする時代背景が大きく変化してきた。令和の

時代の憲法のあり方を考えていただく機会になるよう願ってい

る」と改憲議論の進展に意欲を示した。また、党が掲げる憲法へ

の自衛隊明記に関しては会合後、「9 条 1 項、2 項はそのまま残

し、平和主義の変更はない。丁寧に説明していくことが大事だ」

と記者団に語った。  

 地方政調会には、地元議員や党関係者ら約300人が参加。ジャ

ーナリストの桜井よしこ氏が講師を務めた。【飼手勇介】  

 

自民、改憲テーマに地方政調会 岸田氏「令和の憲法考える」  

日経新聞2019/10/28 19:00 

自民党は28日、さいたま市で9月の内閣改造・党役員人事後、

初めてとなる憲法をテーマにした地方政調会を開いた。憲法改正

を議論する別の集会も重ねながら改憲の必要性を訴え、世論を喚

起する。国会の憲法審査会で停滞する論議を進展させる狙いがあ

る。 

 

自民党は28日、憲法改正がテーマの地方政調会をさいたま市で

開いた。 

 

岸田文雄政調会長は28日の会合で「国会が議論すらしないので

あれば、国民が意思表示する場を損なうことになりかねない」と

述べた。「憲法が前提とする時代背景は大きく変化した。令和の

時代の憲法のあり方を考えてもらう契機にしたい」と強調した。 
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会合には地元の国会・地方議員らが参加した。衆院埼玉2区選出

で衆院憲法審査会の与党筆頭幹事を務める新藤義孝政調会長代

理も出席し、9条に自衛隊を明記する案など自民党がまとめた改

憲4項目を説明した。「憲法審査会を動かそうと必死に努力して

いる」と支持を訴えた。 

地方政調会は11月に岸田氏の地元の広島県、12月には福島県で

開く予定だ。 

自民党は地方政調会のほかに憲法に関する集会を相次ぎ開催し

ている。安倍晋三首相（党総裁）が9月の党役員人事で、挙党体

制で憲法論議を進めるよう執行部に促したためだ。 

10月18日には二階俊博幹事長と世耕弘成参院幹事長が所属する

和歌山県連が1000人規模の集会を開いた。下村博文選挙対策委

員長や稲田朋美幹事長代行も各県連の会合などで講演を重ねる。

党の憲法改正推進本部は「遊説・組織委員会」を新設し、全国で

集会や演説を計画する。 

自民党は臨時国会で、継続審議となっている国民投票法改正案の

成立と改憲案の提示をめざす。衆院憲法審査会は31日に9月の

海外視察の報告や自由討議を実施することで与野党が合意した

が、その後の対応は折り合っていない。 

集会の参加者は自民党の支持者が中心だ。国会の憲法論議の進展

につなげるには自民以外の支持層の喚起が課題になる。 

 

自民、憲法地方政調会スタート 岸田氏「ポスト安倍」へ発信強

化 

産経新聞2019.10.28 20:09 

 自民党の岸田文雄政調会長は２８日、さいたま市で憲法改正を

テーマにした地方政調会を初めて開催した。地方議員らが参加し、

ジャーナリストの櫻井よしこ氏が講演を行った。年内に地元・広

島や福島でも実施する予定で、党を挙げて改憲の機運を高める考

えだ。岸田氏としては、安倍晋三首相が悲願とする憲法改正で発

信を強め、「ポスト安倍」に向けて存在感を発揮する狙いもある。

（田村龍彦） 

 「お一人お一人が令和の時代の憲法のあり方について考える契

機になることを願っている」 

 岸田氏は地方議員や党支持者ら約４００人を前にこうあいさ

つし、改憲に向けた国民的議論の高まりに期待を示した。 

 地方政調会ではこれまで政調幹部が各地を訪れ、農林水産業や

社会保障などをテーマに地方議員との意見交換などを行ってき

た。今回初めて憲法を取り上げ、衆院憲法審査会与党筆頭幹事を

務める新藤義孝政調会長代理が４項目の党改憲案などを説明。特

別講師の櫻井氏が「憲法を改正し、いざというときにわが国を守

る態勢を作っていくべきだ」と訴えた。 

 来場者との意見交換後、岸田氏は記者団に「緊急事態対応など

具体的な中身の質問も、街頭活動をやるべきだという提案もあっ

た」と述べた。 

 首相が９月の党役員人事で改憲に挙党態勢で臨む考えを示し

たことを受け、自民では二階俊博幹事長が地元・和歌山で大規模

集会を開くなど、国民の理解や世論の喚起を図る動きが活発化し

ている。以前は発信していなかった岸田氏も“改憲シフト”を強

めている。 

 岸田氏は次期総裁選に出馬する考えを示す。３１日には党とし

て補正予算に関する議論を始めるなど最近は災害対応などでも

積極的に発言しているが、「憲法でも存在感を示すことができれ

ばプラスになる」（岸田氏周辺）。櫻井氏も講演で「（岸田氏は）

ちょっとグズかと思っていたが、ずっと頑張ってもらい、憲法改

正のリーダーシップをとってほしい」と持ち上げた。 

 もっとも、国会で改憲論議が進むかどうかは見通せない。自民

は開会中の臨時国会で一刻も早く国民投票法改正案の質疑と採

決を行い、本格的な議論に入りたい考えだが、立憲民主党など野

党は慎重だ。与党の公明党からも自民の改憲案を疑問視する声が

上がっている。 

 

自民 岸田政調会長 国会で憲法改正論議の進展目指す考え強調 

NHK2019年10月28日 19時16分 

 

憲法改正に向けて世論の喚起を図ろうと、自民党の岸田政務調査

会長はさいたま市で会合を開いたあと、記者団に対し国会で議論

の進展を目指す考えを強調しました。 

自民党の岸田政務調査会長は、28 日、さいたま市で憲法改正を

テーマに会合を開き、およそ300人が参加しました。 

この中で、岸田氏は「憲法の前提となる時代背景は大きく変化し

てきている。令和の時代の憲法の在り方を考える契機にしてもら

いたい」とあいさつしました。 

そして、衆議院の憲法審査会で与党側の筆頭幹事を務める新藤元

総務大臣が、「自衛隊の明記」など４項目の党の憲法改正案を説

明し、理解を求めました。 

このあと岸田氏は記者団に対し、「まずは党の掲げる４項目をし

っかり前進させなければいけない」と述べ、国会で憲法改正論議

の進展を目指す考えを強調しました。 

岸田氏は来月と12月に広島県と福島県でも同様の会合を開き、

憲法改正に向けて、世論の喚起を図りたい考えです。 

 

自民・二階氏、新憲法施行「期限区切る必要ない」 

産経新聞2019.10.28 20:05 

 自民党の二階俊博幹事長は２８日の記者会見で、安倍晋三首相

（党総裁）が令和２年の新憲法施行を目指していることに関し

「首相のお考え通りにいけば、それに越したことはないだろうが、

私（の考え）は今、期限を切る必要はない。それよりも皆で議論

しようということだ」と述べ、慎重に憲法改正の議論を進める考

えを重ねて示した。 

 

自民地方政調会 櫻井よしこ氏講演要旨「憲法改正で国守る態

勢を」 

産経新聞2019.10.28 17:11 

 ジャーナリストの櫻井よしこ氏は２８日、自民党がさいたま市

で開いた憲法改正をテーマにした地方政調会で講演した。講演要

旨は以下の通り。 

◇ 

 国民を守るのが政治、政府の責任だ。だが、どのように守るか

という規定が憲法には一文字もない。 
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 トランプ米大統領は米軍を他国の紛争のために使わないとい

う考えだ。米軍をシリアから引き揚げて中東が大変なことになっ

ている。アジア、世界は根幹から動いており、その隙間を中国や

ロシア、北朝鮮のような国がつけ込んでいる。 

 米国の保護を受ける国の中で一番脆弱（ぜいじゃく）な国は日

本だ。この現実を心に留めて対策をとらないと、子や孫の世代、

後世の日本人に言い訳できない。交戦権を認めないと憲法に書い

ており、国家が国民の命を守るために働こうと思ってもできない

仕組みになっている。 

 憲法を変えるかどうかは国民の判断だ。戦後初めて（憲法改正

の国会発議に必要な）３分の２の勢力が取れそうになった。安倍

晋三首相ほど憲法改正に一生懸命な人はいない。そのもとで岸田

文雄政調会長が全国各地で（地方政調会を開いて）憲法改正をや

ろうと言っている。 

 安倍政権はあと２年弱で時間的に厳しいという人もいるが、政

治の意思があるか、国民の意志が強くサポートする形で存在する

かが問われている。私たちは声を大きくあげ、きちんと憲法を改

正して、いざというときにわが国を守る態勢を作っていくべきだ。 

 

JNN2019年10月28日 

自民・岸田氏、憲法テーマに「勉強会」開催 

 自民党の岸田政調会長は、憲法をテーマに地方議員や支持者ら

を対象とした「勉強会」を開催しました。憲法改正に向け、国民

世論を喚起したい考えです。 

 「憲法は国の基本に関わる重大なものであるからして、どうあ

るべきなのか、時代の変化とともに考えていかなければいけない」

（自民党 岸田文雄 政調会長） 

 自民党の岸田政調会長は２８日、さいたま市で憲法をテーマに

した「勉強会」を開催し、地方議員や支持者らと意見を交わしま

した。出席者からは「憲法改正に向けた気運を醸成するため、国

会議員らが主導的に街頭演説などを行うべき」などの意見が出た

ということです。 

 また、この中で岸田氏は「憲法改正について、国民の代表であ

る国会が議論すらしないということであるならば、国民が意思表

示をする場を損なうことになる」と強調。憲法改正に関する手続

きを定めた「国民投票法改正案」について、野党側に対し国会の

憲法審査会での議論に参加するよう呼びかけました。 

 

首相、地元・和歌山で「憲法大集会」の二階氏に謝意 

産経新聞2019.10.28 19:55 

 安倍晋三首相（自民党総裁）は２８日の党役員会で、二階俊博

幹事長の地元・和歌山県で１８日に開かれた１千人規模の党の憲

法集会に言及し、二階氏に謝意を示した。「憲法の国民的議論の

運動を進めていくために大集会を開催していただいた」と述べ、

党所属議員の活動を通じ「議論を深めていってほしい」とも呼び

かけた。 

 

上田氏、改憲論議に前向き＝自民歓迎、野党は警戒－参院埼玉補

選で当選 

時事通信2019年10月28日18時51分 

 参院埼玉選挙区補欠選挙で当選した無所属の上田清司氏は２

８日、さいたま市で記者会見し、安倍晋三首相が悲願とする憲法

改正について「安倍内閣の中で良い議論が出たら、認めていくの

が一般的ではないか」と述べ、国会での論議に前向きな考えを示

した。自民党はこうした姿勢を歓迎。立憲民主党など主要野党に

は警戒感が出ている。 

 会見で上田氏は「寛容性を持って議論しないと立ち遅れる」と

指摘。「安倍改憲」に否定的な勢力と一線を画す立場を示した。

「ずっと無所属は基本的にあり得ない」とも述べ、将来的に政党

や会派に所属する可能性に言及した。 

 上田氏は２００３年に埼玉県知事に転じるまで旧民主党の衆

院議員で、同党に加わる前の旧新生、旧新進両党時代は自民党の

二階俊博幹事長と行動を共にした。二階氏は２８日の記者会見で

「本人の活躍を全面的に支えたい。入党をお願いされたらその時

点で考える」と表明。自民党関係者は「基本的にうちと同じ方向

だ」と語り、「改憲勢力」として連携は可能との見方を示した。 

 一方の主要野党は８月の埼玉県知事選で上田氏と連携、後継候

補を推して自公系候補を破っただけに、「共闘関係」を維持した

い意向だ。立憲の福山哲郎幹事長は２８日、国会内で記者団に「わ

れわれもご指導いただきたいし、協力していくことを望む」と強

調。二階氏が上田氏に秋波を送ったことに対しては「自民党の勝

手な思惑だ」と不快感をあらわにした。  

 

上田氏、将来は会派入りも 「野党側も改憲提案を」 

2019/10/28 13:34 (JST)共同通信社 

参院埼玉選挙区補欠選の勝利から一夜明け、記者会

見する上田清司氏＝28日午後、埼玉県庁 

 参院埼玉選挙区補欠選挙で初当選した前埼玉県知事上田清司

氏（71）が勝利から一夜明けた28日、県庁で記者会見し、国会

での憲法改正議論について「野党側からも提案してほしい」と要

請し、改めて前向きな姿勢を示した。「ずっと無所属はあり得な

い。いろんな選択肢がある」と述べ、将来的には参院会派や政党

に所属したいとの考えも明らかにした。 

 補選当選を決めた27日夜、当面は会派や政党に属さないと記

者団に語っていた。28 日の会見では改憲について、平和主義を

定めた9条について「改憲か護憲かで『宗教化』しつつある。寛

容な議論をしなければ日本は立ち遅れる」と危機感をあらわにし

た。 

 

与党も野党も「上田さ～ん」 参院埼玉補選 本人は「限界感じ

たら…」政党所属も 

毎日新聞 2019年 10月 28日 18時 26分(最終更新 10月 28日 

18時26分) 

当選確実の一報を受け、支援者から花束を受け

取る上田清司氏（左）＝朝霞市西弁財で2019年10月27日午後

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=9b93822c0f6c0e0b1479be94227642dd&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=878ec66fd1a954afddc3b636b46b0e3c&c=san
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8時22分、橋本政明撮影 

 27日投開票された参院埼玉選挙区補選（改選数1）で初当選し

た無所属新人の上田清司・前埼玉県知事（71）に対し、与野党が

秋波を送っている。上田氏は当面は無所属で活動する方針だが、

将来的な政党所属には含みを持たせており、与野党とも取り込み

を図ろうとしている。  

 自民党の二階俊博幹事長は28日の記者会見で「実績からいっ

て、当然の結果だ。党としても全面的に支えていく」と強調。上

田氏の入党について「本人がどう考えるかだ。『お願いしたい』

と言ってきたら、その時点で考える」と述べた。  

 二階氏と上田氏は、旧新生党、旧新進党と歩んだ旧知の仲。自

民党は補選で独自候補を擁立せず、二階派の平…  

残り370文字（全文657文字） 

 

二階氏「入党希望なら検討」、参院補選当選の上田氏  

日経新聞2019/10/28 16:00 

自民党の二階俊博幹事長は28日の記者会見で、参院埼玉選挙区

補欠選挙で当選した前埼玉県知事の上田清司氏について「希望し

て入党したいと言ってきたら考える」と述べた。上田氏は27日、

記者団に当面は無所属のまま活動する考えを示したうえで「限界

を感じたら（政党や会派に）入ることもあり得る」と話した。憲

法改正の議論に積極的な姿勢をみせている。 

 

二階氏「入党希望すれば考える」 参院埼玉補選当選の上田氏に 

産経新聞2019.10.28 14:1 

 自民党の二階俊博幹事長は２８日の記者会見で、参院埼玉選挙

区補欠選挙で当選した上田清司氏について、入党を希望すれば検

討する意向を示した。「『入党をお願いしたい』と言ってきたら、

その時点で考える」と述べた。「（上田氏の）活躍を党としても全

面的に支えたい」とも語った。 

 上田氏は当面、無所属で活動する考えを示す一方で「限界を感

じたら（政党や会派に）入ることもあり得る」と言及。自民党が

目指す憲法改正に前向きな姿勢を示している。 

 

自民 二階幹事長 参院補選当選の上田氏を全面支援の考え強調 

NHK2019年10月28日 15時23分 

 

参議院埼玉選挙区の補欠選挙で、無所属の上田清司氏が当選した

ことを受けて、自民党の二階幹事長は全面的に支援していく考え

を強調しました。 

夏の参議院選挙のあと、初めての国政選挙となった参議院埼玉選

挙区の補欠選挙は、前の埼玉県知事で無所属の上田清司氏が初め

ての当選を果たしました。 

自民党の二階幹事長は28日、記者会見で「上田氏の実績からし

て当然の結果だ。活躍できるよう党として全面的に支えていきた

い」と強調しました。 

そのうえで、記者団から上田氏の自民党入党の可能性について聞

かれ「こちらが一方的にどうだということではなく本人がどう考

えるかだ。『お願いしたい』と言ってきたら、その時点で考える」

と述べました。 

参議院埼玉選挙区の補欠選挙で、自民党は上田氏が憲法改正の議

論に前向きな考えを示しているなどとして、党として候補者を擁

立しませんでした。 

 

独自改憲案に意欲＝国民・古川憲法調査会長インタビュー 

時事通信2019年10月28日07時14分 

インタビューに応じる国民民主党の古川元久憲

法調査会長＝２３日、衆院議員会館 

 国民民主党の古川元久代表代行は党憲法調査会長就任に当た

り、時事通信のインタビューに応じた。自民党の改憲４項目に反

対の姿勢を示した上で、党独自の改憲案取りまとめに意欲を示し

た。 

 －党内議論をどう進めるか。 

 １７日の調査会役員会で、自民党の４項目は問題があると確認

した。日本が置かれている状況でどういう憲法があるべきか、大

所高所から議論したい。 

 －具体的には。 

 今の日本の最大の問題は、急速に進む人口減少と地方の疲弊。

憲法で早急にやるべきは、中央集権という統治構造に手を着け、

地方が自立できる仕組みに変えることだ。参院選挙区の合区解消

は、衆参の役割分担の見直しを含めてやるべきだ。政治改革では

解散権や臨時国会の召集義務などについて議論したい。 

 －党独自の改憲案をまとめる考えはあるか。 

 議論が集約できれば条文案として提示したい。やらなければい

けない改憲はあると思うし、早くやった方が良い。むしろわれわ

れがリードできる環境をつくりたい。 

 －９条改正へのスタンスは。 

 安倍晋三首相の９条改正には明確に反対だ。改正しても何も変

わらないと言うなら、なぜ今やらなければいけないのか。９条の

ような国論が割れる条項は、投票後に大変な混乱を生むリスクが

あるため、国民投票を数回やり、手続き法はこれでいいとのコン

センサスができて初めて扱うべきだ。 

 －国民投票法改正案を含め、衆参憲法審査会にどう対応するか。 

 開くこと自体に反対ではない。改正案の対案を出しており、そ

れも含めた議論をしてほしい。 

 －首相は改憲勢力として国民民主党に期待している。 

 首相は勘違いをしている。首相の改憲の中身には全然賛同して

いない。 

 －改憲を争点とした衆院解散・総選挙の是非は。 

 憲法を政局でやったら国を誤る。  

 

自衛隊の中東派遣検討「非常に感謝」 米国務次官補 

朝日新聞デジタル伊藤喜之 2019年10月28日16時00分  

https://www.jiji.com/jc/giin?d=51fbdfcc7dde920b4973a15cdcfb13c1&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102700262&g=pol&p=20191027at24S&rel=pv
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デイビッド・スティルウェル米国務次官補 

 米国務省で東アジア・太平洋地域を担当するデイビッド・ステ

ィルウェル国務次官補が来日し、朝日新聞などの取材に応じた。

日本政府が米国主導の「有志連合」構想・海洋安全保障イニシア

チブへの参加を見送る一方、ホルムズ海峡周辺のオマーン湾など

への自衛隊派遣の検討を決めたことについては「できるかぎりの

貢献をしてくれることに、非常に感謝している」と述べた。 

 取材は２６日。スティルウェル氏は、日本がイランを含めた中

東からの原油などに頼っている現状に言及。そのうえで、イニシ

アチブへの不参加と自衛隊派遣という日本の折衷案は「歓迎され

ることだし、理解できることだ」と語った。 

 また、韓国が日韓の軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ〈ジ

ーソミア〉）の破棄を通告したことをめぐっては、北朝鮮が今月

２日に潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）を発射した際にも

「（情報共有で）協定が実際に機能した」と、有効性を指摘。「こ

の協定は我々にとっても利益をもたらすものだ。（米国として）

韓国側に協定に戻るよう、働きかけようと考えている」と述べた。

（伊藤喜之） 

 

自衛隊派遣の検討を説明 防衛相、オマーン国防相と電話  

日経新聞2019/10/28 19:00 

河野太郎防衛相は28日、オマーンのバドル国防相と電話で協議

した。日本政府が検討を始めた自衛隊の中東派遣について説明し、

理解を求めた。オマーン湾は政府が想定する活動地域に含まれて

いる。河野氏は会談後、記者団に「派遣地域が明確になるにつれ、

なるべく早い段階でオマーンと情報を共有したい。必要であれば

支援の要請もしたい」と述べた。 

オマーンはソマリア沖アデン湾で活動する自衛隊の海賊対処部

隊が港を利用するなど、中東での重要な協力国の一つになってい

る。 

河野氏は中東各国の国防担当トップと相次ぎ電話している。10

月はイラン、サウジアラビア、バーレーン、アラブ首長国連邦（UAE）

と協議した。中東情勢や自衛隊派遣の検討に関し意見交換したと

みられる。 

 

河野防衛相「誇り持てる自衛隊を作りたい」 

産経新聞2019.10.28 23:00 

 河野太郎防衛相は２８日、都内で開いた自身の政治資金パーテ

ィーで、甚大な被害をもたらした台風１９号などの対応に当たる

自衛隊員に対し「尊敬され、感謝され、彼らも誇りを持って『私

は自衛隊の一員だ』といえるような防衛省・自衛隊を作っていき

たい」と述べた。 

 河野氏は「私は地元で雨男といわれ、防衛相になってすでに台

風が３つ（来た）」と語った上で「そのたびに自衛隊員が出てく

れている」と説明。「あらゆるところで自衛隊に頑張ってもらっ

ている。隊員の処遇改善をきちんとやらなければならない」とし

た。 

 

JNN2019年10月28日13時30分 

「ＰＫＯ医療訓練」帰国報告 

 河野防衛大臣は、ＰＫＯ＝国連平和維持活動の要員に医療訓練

を実施するため初めてアフリカに派遣されていた陸上自衛隊の

医官から帰国の報告を受けました。 

 「訓練終了につき、帰国しました」 

 国連のプロジェクトの一環で、アフリカのウガンダに派遣され

ていたのは、陸上自衛隊の医官２名です。 

 ＰＫＯ部隊ではここ数年、適切な救護措置がとられないことが

原因で、年間１００人前後が死亡しています。このため、２週間

にわたり、ＰＫＯ部隊の隊員に対し、負傷者を病院へ移送する際

の救命活動について教育訓練を行っていました。 

 日本がこのプロジェクトに衛生分野で教官役を派遣するのは

初めてで、河野大臣は「国連からも高く評価されているプロジェ

クトで、今後もしっかりやっていきたい」と述べています。 

 

沖縄の核 検証必要 ゴルバチョフ元ソ連大統領インタビュー 

琉球新報2019年10月28日 06:30 

インタビューに答えるミハイル・ゴルバチョフ

氏＝2019年9月19日、モスクワ 

 東西冷戦終結の立役者で、ノーベル平和賞を受賞した元ソ連大

統領のミハイル・ゴルバチョフ氏（88）はこのほど、ロシアのモ

スクワで琉球新報の単独インタビューに応じた。沖縄が日本に復

帰した1972年以降、89年に終結する冷戦時代から現在に至るま

で、米国の核兵器が沖縄に存在するとの情報を把握しているかと

の質問に対し、明言を避けつつも、レーガン元米大統領の「信用

せよ、されど検証せよ」という言葉を引用し、検証の必要性を提

言した。復帰後の非核化に疑念を示唆した形だ。 

 沖縄の核兵器は復帰時に米国が撤去したとされるが、米国は、

沖縄返還交渉の過程で非核三原則を保証する書簡を出す条件と

して「核の確認や沖縄の貯蔵施設への査察をしないこと」を提示

し、日本政府はこれを受諾している。沖縄の非核化は客観的に検

証されていない。 

 また、ゴルバチョフ氏は87年にレーガン氏と調印した中距離

核戦力（INF）廃棄条約が8月2日に破棄されたことで、米国が

沖縄など日本に中距離ミサイルを配備する可能性にも触れ「沖縄

県民の皆さんと同じ気持ち」と述べ、強い懸念を示した。配備に

対抗する意味でも核の持ち込みを検証できる態勢づくりを提起

したとみられる。「（沖縄の）皆さんの平和のための闘い、軍事基

地への対抗は尊敬すべきものだ」とも述べた。 

 同条約破棄後、ゴルバチョフ氏が日本のメディアのインタビュ

ーに答えたのは初めて。 

 ゴルバチョフ氏は条約破棄により「危険で破壊的な傾向が顕在

化している」と危機感を示した。米国が条約から離脱した背景に

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191026003200.html
http://www.asahi.com/topics/word/米国務省.html
http://www.asahi.com/topics/word/有志連合.html
http://www.asahi.com/topics/word/日韓関係の行方.html
http://www.asahi.com/topics/word/日韓関係の行方.html
http://www.asahi.com/topics/word/ジーソミア.html
http://www.asahi.com/topics/word/ジーソミア.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル問題.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル問題.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル問題.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル問題.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191026003200.html
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は「兵器分野におけるいかなる制限から脱してでも、絶対的な軍

事的優位性を得ようとする狙いがある」と指摘した。トランプ大

統領の核軍備拡張方針について「自分の意思を世界に押し付けて

いる。しかし、これは幻想的で実現不可能な願望だ。現代世界で

は一国の覇権は不可能だ」と批判した。 

 条約破棄は、世界の戦略的バランスの不安定化、新しい軍備拡

大競争、世界政治の、より大きな混乱と予測不可能な状況を生み

出すとし「各国の安全性が損なわれるだろう。このような自然発

生的に生まれた全ての連鎖は、制御不能な過程をたどるだろう」

と予測した。 

 その上で「安全保障問題の解決の鍵は兵器ではなく、政治にあ

る」と強調。「今は極めて重要な時期だ。過剰な感情とプロパガ

ンダ（政治宣伝）を消し去る必要がある」と述べ、主要各国の指

導者に対し「今日の現状に異を唱えよう」と訴えた。一般市民に

も、より安定した世界秩序の実現に向けて力を合わせ行動するこ

とを呼び掛けた。 

 （新垣毅） 

 

野党、「身の丈」発言追及へ 萩生田文科相の辞任要求も 

2019/10/29 00:08 (JST) 共同通信社 

 野党は28日、大学入学共通テストで導入される英語の民間検

定試験を巡り、「身の丈」発言を謝罪した萩生田光一文部科学相

について「閣僚の資質にあらずだ」（立憲民主党の福山哲郎幹事

長）と一斉に批判した。今後は辞任要求を含めて衆院文部科学委

員会などで追及する方針だ。 

 福山氏は国会内で記者団に対し「格差や差別の固定化を認める

ような発言で、看過できない。許し難い発言だ」と述べ、非難。

衆院文科委で野党筆頭理事を務める川内博史衆院議員は会合で

「辞任を求めるところからスタートしなければならない」と強調

した。 

 

萩生田文科相、受験「身の丈」発言を陳謝 「説明不足だった」 

東京新聞2019年10月28日 夕刊 

大学入学共通テスト

の英語で導入される

民間検定試験に関し

ての自身の発言につ

いて、取材に応じる萩

生田文科相＝２８日

午前、文科省で 

 

 

 二〇二一年から大学入学共通テストで導入される予定の英語

民間試験について、萩生田光一文部科学相が「身の丈に合わせて

勝負してほしい」とテレビ番組で述べたことについて、萩生田氏

は二十八日午前、「説明不足だった。おわびしたい」と謝罪した。 

 発言したのは、二十四日夜のＢＳフジの番組。経済や地理的な

格差が広がるという声があることについて問われ、「あいつ予備

校通っていてずるいよな、と言うのと同じ」とし、「裕福な家庭

は回数受けてウオーミングアップできることはもしかしたらあ

るかもしれないが、そこは身の丈に合わせて、二回を選んできち

んと勝負して頑張ってもらえば」などと発言。インターネット上

などで高校生らの反発を招いた。 

 萩生田氏は二十八日、「どのような環境下の受験生でも自分の

力を最大限発揮できるよう、自分の都合に合わせ適切な機会をと

らえて全力で頑張ってもらいたいという思いだった」と釈明。「不

安や不快な思いを与えかねない説明不足な発言だった。おわび申

し上げたい」と謝罪した。 

 新しい入試制度では、受験する年度の四～十二月までに受けた

民間試験のうち二回分の結果が大学側へ通知され、合否に反映さ

れる。受験料が高額な上、受験会場が少ない地方では交通費や宿

泊費もかかる。国の政策によって経済、地理的格差を広げるもの

だと批判されている。 

 

萩生田文科相が陳謝も野党側は徹底追及へ 

NHK10月29日 5時16分  

 
大学入学共通テストに導入される英語の民間試験をめぐって、萩

生田文部科学大臣は「身の丈に合わせて頑張ってもらえれば」な

どと発言し、28日、陳謝しました。野党側は「大臣としての資質

はない」などとして、徹底して追及する構えです。 

大学入学共通テストに導入される英語の民間試験をめぐって、萩

生田文部科学大臣は、先週、ＢＳフジの番組で、「身の丈に合わ

せて頑張ってもらえれば」などと発言し、28日、記者団に、「説

明不足な発言だった。おわびを申し上げたい」と陳謝しました。 

これについて、野党側は、「格差や差別の固定化を認めるような

発言で、大臣としての資質はない」などとして、徹底して追及す

る構えで、発言の撤回や辞任を求める意見のほか、「萩生田大臣

のもとでは委員会の審議に応じられない」という声も出ています。 

これに対し、政府・与党は、菅原前経済産業大臣の辞任に続いて、

萩生田大臣の発言で、政権運営や国会審議に影響が出ないよう早

期に事態の収束を図りたい考えです。 

防衛相「私は雨男 大臣になって台風３つ」野党側は批判 

一方、河野防衛大臣は、28 日夜、東京都内で開いたみずからの

政治資金パーティーで「私は、よく地元で、雨男と言われた。私

が防衛大臣になってからすでに台風が３つ。そのたびに自衛隊の

隊員が出てくれている」などと述べ、野党側からは、多くの死者

が出る中、不謹慎な発言だなどとして、批判が出ています。 

 

立民 萩生田文部科学相の「身の丈」発言 徹底追及の方針確認 

NHK2019年10月28日 19時01分 
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大学入学共通テストに導入される英語の民間試験をめぐり、萩生

田文部科学大臣が「身の丈に合わせて頑張ってもらえれば」など

と発言し、陳謝したことについて、立憲民主党は、大臣としての

資質を欠いているとして、国会で徹底して追及する方針を確認し

ました。 

大学入学共通テストに導入される英語の民間試験をめぐって、萩

生田文部科学大臣は先週、ＢＳフジの番組で「裕福な家庭の子ど

もが、回数を受けてウォーミングアップできるというようなこと

があるかもしれないが、自分の身の丈に合わせて２回をきちんと

選んで頑張ってもらえれば」などと発言し、28 日、説明不足だ

ったと陳謝しました。 

これについて立憲民主党の福山幹事長は、国会内で記者団に対し

「教育を万人に受けさせるということに反した、格差や差別の固

定化を認めるような発言で許しがたい」と批判しました。 

そのうえで福山氏は「陳謝は、全く説明にも釈明にもなっておら

ず、大臣としての資質はない。こうした発言をする人を文部科学

大臣に置いておくことを許すわけにはいかない」と述べました。 

これに先立って立憲民主党は、役員会で対応を協議し、発言の真

意などを国会で徹底して追及する方針を確認しました。 

立民 国民の合同会合では辞任求める声 

立憲民主党や国民民主党などが合同で開いた会合では、出席した

議員から、萩生田文部科学大臣の辞任を求める意見や、萩生田氏

のもとでは委員会の審議に応じられないという声が相次ぎまし

た。 

このうち、衆議院文部科学委員会の野党側の筆頭理事を務める立

憲民主党の川内博史衆議院議員は、「最も公正でなければならな

い入試で差別を助長し、公平性・公正性を全く担保できないとい

うことをみずから認めて開き直っている。委員会の理事懇談会で

萩生田氏の辞任を求める」と述べました。 

また、国民民主党の城井崇衆議院議員は、「家庭の経済状況の格

差が、教育や受験の機会の格差につながることを認め、後押しす

るような発言は言語道断だ。『教育の機会均等』を理解できない

大臣のもとでは審議はできない」と述べました。 

 

参院、PCや代読での質疑を容認 れいわ舩後靖彦氏への対応 

2019/10/28 18:36 (JST)共同通信社 

7 月、れいわ新選組の比例代表特

定枠で当選を決めた船後靖彦氏＝東京都内のホテル 

 参院文教科学委員会は28日の理事懇談会で、筋萎縮性側索硬

化症（ALS）で言葉を発することが難しい、れいわ新選組の舩後

靖彦議員の質疑について、パソコンなど電子機器を通じた音声に

よる発言や、代理者による代読を認めることを決めた。舩後氏は

11月 7日の委員会で初めて質問する予定で、電子機器の音声に

よる質疑は前例がないとみられる。 

 舩後氏は決定を受け「配慮いただき深く感謝申し上げる。声を

出せず、全身を動かせない私も委員会の場で発言できるようにな

り、国民の負託に応えられるよう取り組む」とのコメントを発表

した。 

 

N国・立花党首、相次ぎ首長選へ 奈良県や大阪府、都知事も 

2019/10/28 13:10 (JST)10/28 17:54 (JST)updated共同通信社 

記者会見で首長選に相次いで出馬する意向を

表明する NHKから国民を守る党の立花孝志党首＝28日午前、埼

玉県庁 

 NHKから国民を守る党の立花孝志党首は 28日、埼玉県庁で記

者会見し、自身が出馬を予定する来月10日投開票の神奈川県海

老名市長選に落選した場合、他の首長選に出る意向を表明した。

来月の奈良県桜井市、東京都の府中市か八王子市（ともに来年1

月26日投開票）、来年2月の神奈川県藤沢市、大阪府大東市（来

年5月任期満了）の各市長選、来夏の東京都知事選を挙げた。 

 次期衆院選を巡り「比例北関東ブロック内の小選挙区候補 30

人の公認を既に内定し、うち15人は女性」と述べた上で「小選

挙区は当選できないと思うが、比例北関東は1～2議席を十分狙

える」と語った。 

 

日韓、「徴用工合意」へ検討着手 経済協力基金の創設浮上 

2019/10/28 21:05 (JST)10/28 22:38 (JST)updated共同通信社 

24日、会談に臨む韓国の李洛淵首相

（左）と安倍首相＝首相官邸 

 日韓両政府が元徴用工問題を巡り、事態収拾に向けた合意案の

検討に着手したことが28日、分かった。複数の日韓関係筋が明

らかにした。これまでの協議で、韓国の政府と企業が経済協力名

目の基金を創設し、日本企業も参加するとした案が浮上。1965年

の日韓請求権協定で賠償問題は解決済みだとする日本政府の立

場を踏まえた考え方とみられる。 

 元徴用工問題で安倍晋三首相は24日、来日した韓国の李洛淵

首相との会談で「問題解決へ外交当局間の意思疎通を続ける」と

伝えており、李氏も日韓協議に前向き姿勢を示している。 

 

韓国の文大統領、１１月にタイとチリ訪問＝国際会議で日本と

の首脳会談模索 
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時事通信2019年10月28日19時34分 

 【ソウル時事】韓国大統領府報道官は２８日、文在寅大統領が

東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席するため、

１１月３～５日までタイ・バンコクを訪問すると発表した。また、

アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせて１５

～１７日にかけて南米チリを訪れる。報道官は各国首脳との会談

について「調整中」と語った。 

 韓国政府は８月、日本との軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩ

Ａ）の破棄を決定し、見直しがなければ協定は１１月下旬に終了

する。韓国は国際会議の場を利用して日韓首脳会談を行いたい考

えだが、元徴用工問題も含め、打開への糸口が見つからない状態

が続く。日本政府は首脳会談に慎重で、実現するかは不透明だ。  

 

韓国首相「日本側と意思疎通を 大統領から指示」 

NHK10月28日 11時52分  

 

先週、日本を訪問して安倍総理大臣に大統領の親書を手渡した韓

国のイ・ナギョン（李洛淵）首相は、会談翌日の今月25日に、

ムン・ジェイン（文在寅）大統領に直接詳しい報告を行い、大統

領から、引き続き日本側との意思疎通をはかるよう指示を受けた

ことを明らかにしました。 

韓国のイ・ナギョン首相は、先週、「即位礼正殿（そくいれいせ

いでん）の儀」に参列するため日本を訪問し、今月24日には安

倍総理大臣と会談してムン・ジェイン大統領の親書を手渡しまし

た。 

親書の詳細については明らかにしていませんが、イ首相は28日、

記者団に対し、会談翌日の25日に大統領府でムン大統領に対し、

直接会談の結果を詳しく報告したことを明らかにしました。 

そして、報告を受けたムン大統領について「特別に反応するとい

うよりは静かに聞いていた。私には、引き続き日本側との意思疎

通をはかるよう指示があった」と述べました。 

いっぽう、イ首相は、おととし５月の政権発足以来の在任期間が

28日で881日と、韓国の歴代首相の中で最も長くなりました。 

世論調査では、2022 年に任期が終わるムン大統領に続く次期大

統領の最有力候補となっており、イ首相が年内にも首相を退き、

与党で来年４月の総選挙に向けた準備を指揮するのではないか

という見方が出るなど、今後の動向が注目されています。 

 

米国の要求は「愚かな妄想」 北朝鮮の党副委員長が批判 

朝日新聞デジタルソウル＝神谷毅 2019年10月28日15時00分  

ホワイトハウスに向かうため、宿泊先

を出る北朝鮮の金英哲・朝鮮労働党副委員長＝２０１９年１月１

８日、ワシントン、ランハム裕子撮影 

 北朝鮮の金英哲（キムヨンチョル）・朝鮮労働党副委員長は２

７日、朝鮮アジア太平洋平和委員会委員長の肩書で、９月の国連

総会で米国代表が「最終的、最大限に検証された非核化」の新し

い方法を求めたことに、「米国が時間稼ぎをし、年末を無難に越

そうと考えるなら愚かな妄想だ」などと批判する談話を発表した。 

 朝鮮中央通信が同日、伝えた。英哲氏は党統一戦線部長として

非核化をめぐる米朝協議を進めるうえで中心的な役割を果たし

たが、２月にハノイで行われた２回目の米朝首脳会談が決裂した

責任を問われ、部長の肩書を失ったとされる。英哲氏は米韓など

との関係づくりの窓口となる朝鮮アジア太平洋平和委員会の委

員長も兼務していたが、この肩書は失っていないことが分かった。 

 談話で英哲氏は「（米国は）以前より狡猾（こうかつ）で悪辣

（あくらつ）な方法でわれわれを孤立させ、圧殺しようとしてい

る」とし、両国関係の維持にも「限界がある」と非難。「永遠の

敵も、永遠の友もいないという外交の名句が、永遠の敵はいても

永遠の友はいないという格言に変わらないことを願う」と指摘し

た。（ソウル＝神谷毅） 

 

米首都近郊に初の慰安婦像＝韓国系団体が除幕式 

時事通信2019年10月28日10時29分 

少女像の除幕式で花を添える元慰

安婦の女性（中央左）＝２７日午後、米ワシントン近郊アナンデ

ール 

 【ワシントン時事】米ワシントン近郊のバージニア州アナンデ

ールで２７日、韓国系米国人の団体が旧日本軍の慰安婦を象徴す

る少女像を設置し、除幕式が行われた。少女像が設置されるのは

米国では５例目で、首都近郊では初めて。 

 「平和像実行委員会」共同代表の李貞実氏は式典で、少女像設

置について、元慰安婦の勇気をたたえるとともに「公式謝罪と法

的補償という要求に対する日本政府の無策を思い起こさせる」意

義があると語った。元慰安婦の吉元玉さんもこの式典のために渡

米し、少女像の首に花輪を添えた。  

 

米ワシントン近郊で慰安婦像の除幕式 全米で５体目 

産経新聞2019.10.28 11:17 

 【ワシントン＝黒瀬悦成】米ワシントン近郊の南部バージニア

州アナンデールで、韓国系米国人の市民団体が慰安婦像を設置し、

２７日に韓国から元慰安婦を呼んで除幕式が行われた。米国内で

の慰安婦像の設置は南部ジョージア州、西部カリフォルニア州な

どに続き５体目。 

 慰安婦像が設置されたのは、韓国系米国人の居住地域として知

られるアナンデールの商業ビルの前庭。序幕式には団体の関係者

ら数十人が集まり、「日本は（元慰安婦に）謝れ」などと叫んで

気勢を上げた。 

 アナンデールでの慰安婦像設置運動の世話人は産経新聞など

の取材に、「日本政府に対し、慰安婦への謝罪や賠償を求める」

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191028001338.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191028001338.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191028001338.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル問題.html
http://www.asahi.com/topics/word/朝鮮労働党.html
http://www.asahi.com/topics/word/国連総会.html
http://www.asahi.com/topics/word/国連総会.html
http://www.asahi.com/topics/word/朝鮮中央通信.html
http://www.asahi.com/topics/word/統一戦線.html
http://www.asahi.com/topics/word/米朝首脳会談.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191028001338.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102800365&g=soc&p=20191028at08S&rel=pv
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「慰安婦をめぐる２０１５年の（日韓）合意は、元慰安婦が関与

していないので意味がない」などと主張した。 

 一方、アナンデールでの慰安婦像の設置について、バージニア

州在住の韓国系米国人の女性は「ここには日本人も食事や買い物

に来る。韓国系の間では像の設置を迷惑だと思っている人も少な

くない」と指摘し、「韓国と日本が過去の問題で対立を続けるの

は北朝鮮や中国を喜ばせるだけだ」と訴えた。 

 

韓国系アメリカ人市民団体 首都ワシントン近郊に少女像を設

置 

NHK10月28日 10時24分  

 

韓国系アメリカ人で作る市民団体が、首都ワシントンの近郊に設

置した慰安婦問題を象徴する少女の像の除幕式を行い「日本政府

に対し、真摯（しんし）な謝罪と賠償を求める」と訴えました。

アメリカの首都近くに少女像が設置されたことで、悪化する日韓

関係の新たな懸念材料になりそうです。 

韓国系アメリカ人で作る市民団体は、首都ワシントン近郊のバー

ジニア州フェアファックス郡にある関係者の私有地に少女像を

設置し27日、除幕式を行いました。 

式典で団体の代表は、アメリカの首都の地域にこの像を設置した

意義を強調したうえで「日本政府に対して、引き続き、戦時中の

性暴力の被害者に真摯な謝罪と賠償を求める」と述べました。 

また、韓国から招かれた元慰安婦のキル・ウォンオク氏は、市民

団体が作った詩を朗読し「日本政府は私の青春と夢を奪った」な

どと非難しました。 

市民団体によりますと、こうした少女の像の設置はアメリカでは

南部ジョージア州や西部カリフォルニア州などに続き５件目で、

団体では今後も、首都ワシントンの公園や公共施設などに設置す

るため、働きかけを続けていくとしています。 

ワシントンにある日本大使館は、公共施設などへの像の設置を許

可しないよう地元自治体に働きかけていますが、今回、私有地と

はいえ、アメリカの首都近くに少女像が設置されたことで、悪化

する日韓関係の新たな懸念材料になりそうです。 

 

制作会社が２作品上映取りやめ＝川崎の映画祭、「主戦場」中止

に抗議 

時事通信2019年10月28日18時56分 

 映画制作会社の若松プロダクションは２８日、川崎市で開催中

のＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭での「止められるか、俺たち

を」（白石和弥監督）など同社制作の２作品の上映を中止すると

発表した。同映画祭で当初予定していた従軍慰安婦問題を取り上

げたドキュメンタリー映画「主戦場」の上映が見送られたことに

抗議した。 

 「主戦場」は日系米国人の監督が慰安婦問題について国内外の

知識人らにインタビューした映画。出演者の一部が上映差し止め

と損害賠償を求める訴訟を起こしている。 

 同映画祭事務局によると、共催の川崎市から「上映すると市や

映画祭も訴えられる可能性がある」と懸念が伝えられたことに加

え、「妨害などにボランティアで対応するには限界がある」と判

断し、上映中止を決めた。 

 若松プロと白石監督らは「市の『懸念』は公権力による『検閲』

『介入』で、映画祭の判断も過度な忖度（そんたく）で『表現の

自由』を殺す行為」などとする声明文を発表した。同プロは中止

した２作品を川崎市内で無料上映する予定。  

 

川崎の映画祭に「強く抗議」 配給会社が上映取りやめ 

朝日新聞デジタル編集委員・北野隆一 2019年10月28日21時

35分  

映画祭会場の

川崎市アートセンター＝２０１９年１０月２４日、川崎市麻生区

万福寺、北野隆一撮影 

 川崎市で開催中の「ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭」で、慰

安婦問題を扱ったドキュメンタリー映画「主戦場」の上映が中止

されたことに抗議して、映画製作配給会社「若松プロダクション」

が２８日、同映画祭で予定していた映画２本の上映を取りやめる

と発表した。 

 若松プロは映画監督の白石和彌さん、脚本家の井上淳一さんと

連名で発表した抗議声明で「川崎市が『訴訟になっている作品』

への懸念を示したことは公権力による検閲、介入」としたうえで

「『主戦場』の問題はいずれ自分たちにも起こると考え、強く抗

議する」とした。 

 映画祭で上映する予定だった「１１・２５自決の日～三島由紀

夫と若者たち」と「止められるか、俺たちを」の２本については、

払い戻しに応じたうえで、近くの会場で無料上映する予定だとい

う。 

ここから続き 

 映画祭事務局は「私たちの判断により、お届けしたい作品を提

供できなくなり、お客様に申し訳ない」と述べている。 

 また映画祭で上映予定の「沈没家族 劇場版」の配給会社「ノ

ンデライコ」の大沢一生代表も「表現の自由の安易な放棄としか

思えない事なかれ主義」とする主催者への抗議を表明した。「沈

没家族」については「ボイコットせず予定通り上映する。映画を

見る機会を確保することによる表現の自由を選択する」としてい

る。 

 大沢さんらの呼びかけを受け、３０日午後７時から、映画祭会

場がある川崎市アートセンター（川崎市麻生区）で公開討論会「オ

ープンマイクイベント」が開かれる。映画祭のスタッフや上映予

定作品の製作・配給関係者らが登壇予定。（編集委員・北野隆一） 

 

慰安婦題材作の上映見送り 川崎の映画祭、市が懸念  

日経新聞2019/10/28 18:10 

川崎市で11月4日まで開催中の「KAWASAKIしんゆり映画祭」が、

従軍慰安婦問題をテーマにしたドキュメンタリー映画「主戦場」

http://www.asahi.com/sns/reporter/kitano_ryuichi.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20191028003436.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20191028003436.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20191028003436.html
http://www.asahi.com/topics/word/川崎市.html
http://www.asahi.com/topics/word/従軍慰安婦問題.html
http://www.asahi.com/topics/word/従軍慰安婦問題.html
http://www.asahi.com/topics/word/脚本家.html
http://www.asahi.com/topics/word/川崎市.html
http://www.asahi.com/topics/word/三島由紀夫.html
http://www.asahi.com/topics/word/三島由紀夫.html
http://www.asahi.com/topics/word/表現の自由.html
http://www.asahi.com/topics/word/表現の自由.html
http://www.asahi.com/topics/word/川崎市.html
http://www.asahi.com/topics/word/川崎市.html
http://www.asahi.com/topics/word/麻生区.html
http://www.asahi.com/sns/reporter/kitano_ryuichi.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20191028003436.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20191028003828.html
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（ミキ・デザキ監督）の上映をいったんは予定しながら、見送っ

ていたことが28日、分かった。出演者の一部が上映中止などを

求めて提訴していることを踏まえ、川崎市が懸念を伝えていた。 

別の映画 2 作が同映画祭で上映予定だった若松プロダクション

は「『表現の自由』を殺す行為に他なりません」との声明文を発

表、2作の出品を取り下げた。 

映画祭はNPO法人「KAWASAKIアーツ」が主催し、事務局を運営。

川崎市は共催として、約1300万円の費用のうち約600万円を負

担している。 

映画の配給会社によると、6月10日に映画祭事務局から「『主戦

場』を上映したい」との連絡があり、8月5日午前に上映申込書

が提出された。しかし同日午後になって「『映画祭や市が、出演

者の一部から訴えられる可能性がある作品を上映するのはどう

か』と川崎市に言われた」と連絡があり、9月に上映見送りの文

書が届いたという。 

川崎市市民文化振興室の担当者は「主催者から 7 月下旬に相談

があり、それに答えただけで、介入とは考えていない」と説明。

映画祭の中山周治代表は「運営のほぼ全てをボランティアが行っ

ており、安全面や運営面のリスクを考えて判断した。忖度（そん

たく）したと取られても仕方がないが、税金が使われている映画

祭なので、民間の劇場とは違う判断をせざるを得なかった」と話

している。〔共同〕 

 

「文化統制の悪例に」 「不自由展」出展の白川さん 美術館の

自立侵す動き懸念 

東京新聞2019年10月28日 夕刊 

表現の自由につい

て語る白川昌生さ

ん＝前橋市で 

 

 愛知県で開かれた国際芸術祭「あいちトリエンナーレ２０１９」

の企画展「表現の不自由展・その後」が一時中止された問題で、

造形作品を出展した前橋市の美術家・美術評論家、白川昌生（よ

しお）さん（７１）が本紙のインタビューに応じた。白川さんは

同展再開後、会期末の十四日に現地を訪れ、出展者として不自由

展への抗議の電話に対応したり、来館者に作品の趣旨を解説した

りした。今回の問題と表現の自由に対する思いを聞いた。 （菅

原洋） 

 －現地の様子は。 

 まず、作品を出展した作家が再開に対する抗議の電話を受ける

試みに参加した。私が受けたのは男女三人。中年の女性は（文化

庁が問題を受けて芸術祭への補助金を不交付にしたことに）「国

家が不交付を決めたのに再開するとは、日本国民か。国に従わな

いのなら国家反逆罪に当たる」と持論を展開した。作家としては

いい経験になった。 

 －会場では、群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮

人強制連行の犠牲者追悼碑をモチーフにした自らの作品を解説

したのか。 

 不自由展の再開後、来館者の理解を深めようと作家が展示案内

する試みもあった。会場にはたくさんの来館者がおり、関心の高

さを実感した。抽選で選ばれた来館者を案内したが、熱心で静か

な印象。作品への批判はなく、創作の動機などを質問された。八

日からの短期間でも、抗議を乗り越えて再開して良かった。 

 －国が補助金を不交付にした点はどう考えるか。 

 文化統制であり、表現の自由という観点から大きな問題だ。こ

うした展示を今後やめさせる悪例となった。国は芸術祭全体への

補助金を不交付にしたが、今回問題となった企画展自体の運営費

は全額、市民や企業からの寄付金を充てることを知ってほしい。 

 －群馬県は二〇一七年、高崎市の県立近代美術館で展示予定だ

った白川さんの朝鮮人強制連行犠牲者の追悼碑作品を、抗議もな

い展示前なのに訴訟中を理由に撤去させた。 

 行政の判断が上に立ち、美術館の自立が侵され、県民は全く私

の作品を鑑賞できなかったのは問題だった。愛知の問題を受け、

行政にこうした動きが拡大するのではないか。 

＜しらかわ・よしお＞ 北九州市生まれ。フランスの大学で哲学

を専攻し、パリの国立美術学校で学び、ドイツ国立デュッセルド

ルフ美術大卒。前橋工科大非常勤講師。美術関連の著作も多い。 

＜朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑訴訟＞ 追悼碑は、碑を管理する

市民団体の前身団体が、県から碑の前で「政治的行事をしない」

との設置許可条件を受けて建立。その後、碑前での慰霊行事で条

件に反する政治的発言があったとして県が更新を不許可にし、市

民団体が２０１４年に処分の取り消しなどを求めて提訴した。前

橋地裁は昨年２月の判決で、不許可処分は「社会通念に照らし著

しく妥当性を欠く」と取り消した。県が控訴し、東京高裁で係争

中。 

 

核「子ども 老人 女性 無差別に殺す」 サーローさん 都内

で講演 

東京新聞2019年10月28日 朝刊 

講演会で自らの被爆体験を

証言するサーロー節子さん

＝２７日午後、東京都渋谷区

で 

 

 二〇一七年のノーベル平和賞授賞式で被爆者として初めて演

説したカナダ在住のサーロー節子さん（８７）が、東京都内で講

演し、核兵器は「子どもも老人も女性も、武装していない人たち

も無差別に殺す」として、改めて廃絶を訴えた。 

 講演会は絵本の専門店「クレヨンハウス」（東京）が主催。サ

ーローさんは十三歳の時に広島市で被爆した体験を証言した。建

物の下敷きとなり「光へ向かって、はって出ろ」という声に突き
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動かされて脱出したが、親族九人が犠牲になった。「姉と四歳の

おいは焼けただれた肉という形で命を失った。あんなことが二度

と人間に起きてはいけない」と力を込めた。 

 「核兵器がどういうことを人間にもたらすか、自分の目で見た。

なかったことにはできない」と強調。一七年にノーベル平和賞を

受賞した非政府組織「核兵器廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ）

が国連での採択に尽力した核兵器禁止条約に、米国の「核の傘」

に依存する日本政府は参加しておらず、サーローさんは「裏切ら

れた、見捨てられたという思いでいっぱいだ」と批判した。サー

ローさんは二十二日、天皇陛下が即位を内外に宣言する「即位礼

正殿の儀」にも参列した。 

 

４割超が「日本は核保有国」＝誤解多いものの好意的－アラブ対

日世論調査 

時事通信2019年10月28日07時12分 

 【カイロ時事】４５％が「日本は核保有国」と誤解－。アラブ

諸国で行われた世論調査で、日本の政治や社会への認識不足が根

強い実態が明らかになった。一方、欧米と異なり中東との歴史的

な因縁や対立と距離を置く日本に対し、好意的な印象が強いこと

も浮き彫りとなった。 

世界滅亡まで「あと２分」＝過去最短の水準維持－米科学誌 

 調査はサウジアラビアのメディア大手アラブ・ニューズと英世

論調査会社ユーガブが９月中旬に共同で実施。アラブ諸国１８カ

国で、アラビア語を母国語とする１６歳以上の市民約３０００人

を対象に行われた。 

 日本人の特徴への回答は「勤勉」（６１％）、「組織的」（５４％）、

「時間を守る」（４２％）が上位に。「製造物の品質の高さ」では、

日本が７１％で、米国（２０％）や中国（６％）、韓国（４％）

を大きく引き離した。こうした信用力を背景に、「中東和平の中

立な調停役」として日本を挙げた人は３７％に上った。欧州連合

（ＥＵ）は１０％、米国は７％、「分からない」は３３％だった。 

 他方、「日本は核保有国」と回答したのは、１６～２４歳の若

年層で５９％に達した。サムスンやＬＧなど韓国ブランドを日本

のものだと思っていた人も２割超いた。 

 日本への渡航歴がある人は４％にとどまったが、８７％は未渡

航でも訪日に意欲的と回答。日本のイメージとしては「サムライ」

（５８％）、「自動車生産」（５６％）、「すし」（５３％）が多く、

好きな日本のアニメ・漫画では「キャプテン翼」（７５％）、「ポ

ケットモンスター」（４８％）に人気が集まった。  

 

東京国際映画祭が開幕 オープニングは「男はつらいよ お帰

り 寅さん」 

毎日新聞 2019年 10月 28日 19時 55分(最終更新 10月 28日 

19時55分) 

東京国際映画祭のオープニングセレ

モニーに出席した「男はつらいよ」の（左から）前田吟さん、浅

丘ルリ子さん、倍賞千恵子さん、山田洋次監督、後藤久美子さん、

吉岡秀隆さん、夏木マリさん＝東京都港区で2019年10月28日

午後5時39分、根岸基弘撮影 

 アジア最大級の映画祭「第32回東京国際映画祭」が28日、東

京・六本木で開幕し、シリーズ50作目となる「男はつらいよ お

帰り 寅さん」（12月 27日公開）が開幕上映を飾った。同作は

映画祭の特別招待作品。この日、同作の山田洋次監督のほか、出

演する倍賞千恵子さん、吉岡秀隆さん、後藤久美子さんらが六本

木ヒルズアリーナに設置されたレッドカーペットを歩いた。  

 山田監督は「開幕上映は光栄。（1996 年に亡くなった主演の）

渥美清さんがこの場に一緒に立てないのが残念だが、今作は彼も

一緒に作ったという気持ちです」と話した。  

 映画祭の中核は、最高賞「東京グランプリ」を競うコンペティ

ション部門。今年の審査委員長は中国を代表する女優のチャン・

ツィイーさんが務める。  

 映画祭は11月5日まで開催され、180本が上映される。【井上

知大】  

 

山田洋次監督ら、八千草薫さん悼む 「あこがれでした」 

朝日新聞デジタル2019年10月28日21時07分  

１９８５年、自然環境保全審議会の総

会に出席した八千草薫さん 

 ８８歳で亡くなった俳優の八千草薫さんは映画やテレビ、舞台

など多方面で活躍した。親交があった仕事仲間や関係者が、偉大

な功績を残した名優を悼んだ。 

 山田洋次監督は２８日、１９７２年の「男はつらいよ 寅次郎

夢枕」でマドンナ役に起用した八千草さんについて、「若い時か

らのあこがれの人でした。（１２月公開の）新作にも八千草さん

の美しいクローズアップがあるので、それを通じてお別れを言っ

てください」と語った。 

 また、同作で共演したさくら役の倍賞千恵子さんは「お兄ちゃ

ん（渥美清）から（２人とも額が広いので）『似ている。らっき

ょうみたい』と言われるシーンを思い出しました。とても優しい

方でした。残念です」と話した。 

テレビプロデューサー石井ふく子さん 

 存在しているだけで素敵な方でした。全身からふしぎな色気が

感じられ、透明感があり、年齢を感じさせない方でした。映画ス

ターさんだったので、最初テレビにはご縁がなかったのが「日曜

劇場」にご出演いただけてうれしかったことを覚えています。そ

れ以来テレビや舞台でお仕事させていただきました。やさしい心

の中にしっかりと芯を持った方でした。日本女性を象徴するよう

な美人女優さんで、和服がよくお似合いでした。 

俳優の浜木綿子さん 

 驚きました。私が宝塚歌劇団に入団したときにはもういらっし

ゃらず、退団してから、「放浪記」の初演など、東宝の舞台でご

一緒いたしました。本当に美しい方で芯には強いものをお持ちで

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019012500283&g=int
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191028002740.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191028002740.html
http://www.asahi.com/topics/word/八千草薫.html
http://www.asahi.com/topics/word/山田洋次.html
http://www.asahi.com/topics/word/男はつらいよ.html
http://www.asahi.com/topics/word/マドンナ.html
http://www.asahi.com/topics/word/倍賞千恵子.html
http://www.asahi.com/topics/word/渥美清.html
http://www.asahi.com/topics/word/石井ふく子.html
http://www.asahi.com/topics/word/日曜劇場.html
http://www.asahi.com/topics/word/日曜劇場.html
http://www.asahi.com/topics/word/浜木綿子.html
http://www.asahi.com/topics/word/宝塚歌劇団.html
http://www.asahi.com/topics/word/放浪記.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191028002740.html
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した。あのお年まで美しさを保っていらっしゃいましたし、まだ

まだおやりになりたかったと思います。最後にお会いしたのはあ

る方のお葬式でした。最近、山登りしていらっしゃいますか？ 

とお尋ねしますと、年ですからやめましたとおっしゃいました。

養生していらっしゃったと思いますが、本当に残念です。また一

人、また一人と上級生がいらっしゃらなくなって寂しいです。心

よりご冥福をお祈り申し上げます。 

俳優の有馬稲子さん 

 宝塚歌劇団で２年先輩の八千草さんと初めてお会いした時は、

お人形さんのようでびっくりしました。 

 そのままお年を召しても変わらずにいらっしゃったのは、ステ

キなことだと思っておりました。おっとりして見えて、でも芯の

しっかりした方でした。 

 お仕事も順調になさって、とっても幸せな人生だったと思いま

す。 

 ご冥福をお祈り申し上げます。 

俳優の中田喜子さん 

 「岸辺のアルバム」や舞台で共演させていただきました。いつ

も穏やかで、チャーミングな八千草さんの笑顔が忘れられません。

完治なさると思っていましたが、残念です。ご冥福をお祈り申し

上げます。合掌 

ファッションデザイナーのコシノヒロコさん 

 子どものころ宝塚歌劇に憧れていて、ちょうど八千草さんが大

活躍していた頃でした。乙女の憧れの的で、代表的美人。最高の

美人の代表格。私にとって格別に美しい人でした。憧れて、口あ

んぐりでしたよ。 

 中学生の時、学校をサボって舞台を見に行きました。学校で、

椅子を並べて宝塚の舞台を再現し、友達同士でせりふを覚えて。

自分たちが女優になったつもりで、「今日は私が八千草薫よ」と

遊んでいました。 

 お着物姿がとってもすてきでした。亡くなられて寂しい。惜し

い方。悲しいことです。 

小川友次・宝塚歌劇団理事長 

 宝塚歌劇の娘役を体現したような上品さとかれんさをあわせ

持った稀有（けう）なスターであり、２０１４年の宝塚歌劇１０

０周年の際には、宝塚大劇場の舞台で、楽しいお言葉の数々をち

ょうだいいたしました。故人のご功績をしのび、心よりご冥福を

お祈り申し上げます。 

 

石坂浩二さん「先達として導いてくれた」＝八千草薫さん死去 

時事通信2019年10月28日21時19分 

女優の八千草薫さんの死去を受けて、取材に応

じる俳優の石坂浩二さん＝２８日夜、東京都内のホテル 

 亡くなった八千草薫さんとテレビドラマ「やすらぎの郷」で共

演した俳優の石坂浩二さん（７８）は２８日夜、東京都内のホテ

ルで取材に応じ、「お見舞いに伺ったときは元気だった。まさか

…」と目を真っ赤にしながら言葉を詰まらせた。「時代が変わっ

ていく中で、先達として導いてくれた」と感謝の言葉を述べた。 

 石坂さんは八千草さんとの思い出について、「大学生のころか

ら憧れで、間近で芝居ができて本当にうれしかった」と語り、「（過

去のドラマで）夫婦の役をやらせていただいた。幸せだった。今

回もしんみりとやれた。静かな芝居がやれて胸に残っている」と

しのんだ。 

 「また一緒にお芝居できると思っていた。（「やすらぎの郷」の）

現場の出演者はみんなそう思っていた」と絞り出すように言葉を

つないだ。「八千草さんの芝居は心が安らぎ、どこか光るものが

あり、それを身近に見せていただいて幸せだった」と語りながら

何度も涙をぬぐった。  

 

「存在しているだけですてきな方」…八千草さん惜しむ声続  々

毎日新聞 2019年 10月 28日 20時 16分(最終更新 10月 28日 

21時50分) 

八千草薫さん＝東京都渋谷区で2015年7月17日、

小川昌宏撮影 

 宝塚歌劇出身で映画、舞台、テレビで活躍した女優、八千草薫

（やちぐさ・かおる、本名・谷口瞳＝たにぐち・ひとみ）さんが

24日、88歳で死去した。八千草さんとゆかりがあった人たちか

ら惜しむ声が寄せられた。  

プロデューサーの石井ふく子さんの話  

 存在しているだけですてきな方でした。全身からふしぎな色気

が感じられ、透明感があり、年齢を感じさせない方でした。映画

スターさんだったので、最初テレビにはご縁がなかったのが「日

曜劇場」にご出演いただけてうれしかったことを覚えています。

それ以来テレビや舞台でお仕事させていただきました。やさしい

心の中にしっかりと芯を持った方でした。日本女性を象徴するよ

うな美人女優さんで、和服がよくお似合いでした。  

 

http://www.asahi.com/topics/word/有馬稲子.html
http://www.asahi.com/topics/word/宝塚歌劇団.html
http://www.asahi.com/topics/word/中田喜子.html
http://www.asahi.com/topics/word/宝塚歌劇団.html
http://www.asahi.com/topics/word/八千草薫.html
http://www.asahi.com/topics/word/宝塚歌劇団.html
http://www.asahi.com/topics/word/宝塚歌劇団.html
http://www.asahi.com/topics/word/宝塚歌劇団.html
http://www.asahi.com/topics/word/宝塚大劇場.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102801165&g=soc&p=20191028at72S&rel=pv
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女優の浜木綿子さんの話  

 驚きました。私が宝塚歌劇団に入団したときにはもういらっし

ゃらず、退団してから、「放浪記」の初演など、東宝の舞台でご

一緒いたしました。本当に美しい方で芯には強いものをお持ちで

した。あのお年まで美しさを保っていらっしゃいましたし、まだ

まだおやりになりたかったと思います。最後にお会いしたのはあ

る方のお葬式でした。最近、山登りしていらっしゃいますか？と

お尋ねしますと、年ですからやめましたとおっしゃいました。養

生していらっしゃったと思いますが、本当に残念です。また一人、

また一人と上級生がいらっしゃらなくなって寂しいです。心より

ご冥福をお祈り申し上げます。  

脚本家の倉本聰さんの話  

 

「ガス人間第1号」の八千草薫さん（左）＝©TOHO CO., LTD. 

 「うちのホンカン」「やすらぎの郷（さと）」など多くのドラマ

に出演してもらったほか、姉と弟のように私生活でもお付き合い

があった。北海道の富良野に移住した際には一緒に近くに住もう

という話もあったくらいで、7月にも一緒に富良野で食事をした。

「やすらぎの刻（とき）～道」は、まさか続編があると思わずに

前シリーズで八千草さんの役を殺してしまったため、劇中劇のヒ

ロインとして、八千草さんにもう一度出ていただくことにした。

かなわなかったが、3シーンぐらいだけ、別の役で出ていただい

た（今後放送予定）。八千草さんは色っぽい女性の一面、純粋無

垢（むく）な少女のような一面など、引き出しがいっぱいある女

優。そうしたさまざまな一面を、もっと書いて引き出したかった。  

女優の有馬稲子さんの話  

 宝塚歌劇団で2年先輩の八千草さんと初めてお会いした時は、

お人形さんのようでびっくりしました。そのままお年を召しても

変わらずにいらっしゃったのは、ステキなことだと思っておりま

した。おっとりして見えて、でも芯のしっかりした方でした。お

仕事も順調になさって、とっても幸せな人生だったと思います。

ご冥福をお祈り申し上げます。  

宝塚歌劇団の小川友次理事長の話  

 宝塚歌劇の娘役を体現したような上品さと可憐（かれん）さを

あわせ持った稀有（けう）なスターであり、2014 年の宝塚歌劇

100周年の際には、宝塚大劇場の舞台で、楽しいお言葉の数々を

頂戴いたしました。  

 故人のご功績を偲（しの）び、心よりご冥福をお祈り申し上げ

ます。  

 

坂本弁護士一家殺害から30年 慰霊の演奏会 新潟 上越 

NHK2019年10月28日 17時22分 

 

オウム真理教の幹部に坂本弁護士一家が殺害されてから来月で

30 年になるのを前に、坂本弁護士の遺体が見つかった新潟県上

越市で慰霊の演奏会が開かれました。 

 

坂本堤弁護士と妻の都子さん、当時１歳の長男の龍彦ちゃんの３

人は平成元年11月、オウム真理教の幹部に殺害され、別々に埋

められました。 

事件の風化を防ごうと、坂本弁護士が遺体で見つかった上越市名

立区では、地元の住民や親交のあった音楽家が毎年この時期に演

奏会を開いています。 

来月で殺害から30年になることしは、地元の宝田小学校の体育

館で、日本フィルハーモニー交響楽団のバイオリニスト、松本克

巳さんがクラシックの「ユーモレスク」を披露しました。 

松本さんは演奏にあたり「今、生きていれば31歳の龍彦ちゃん

のために長年弾いてきた曲です。たくさんの夢を持っていたと思

うので皆さんの夢と重ねて聴いてください」と話しました。 

また、６年近くにわたって山の中で見つからなかった一家をしの

んで「木々の歌」という曲も演奏されました。 

演奏を聴いた６年生の男子児童は「音楽を聴いて悲しみだけでは

なく、事件を忘れず生きていこうというメッセージが大きいと思

いました」と話していました。 

 


