2019 年 10 月 31～30 日（読売、毎日、日経、産経、東京、赤

会議と委員会を設定しておいて、突然、大臣が辞めますと言っ

旗）

た。勝手な国会運営をしたのは政府・与党の責任だ」と述べた。

河井法相辞任で憲法審査会開かれず、自衛隊中東派兵、軍備、

会談で各党は、萩生田光一文部科学相の辞任と、英語民間検

沖縄、河井法相辞任、政局、日韓、香港

定試験の大学入試への導入延期を求める方針でも一致した。

参院法務委の質疑取りやめ 衆院憲法審も見通し立たず

法相辞任「内閣総辞職に値する」 野党、首相の任命責任追及
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参院法務委員会は３１日午前、河井克行法相の辞任を受け、

河井克行法相が、妻の公選法違反疑惑を週刊文春に報じら

同日午前に予定していた河井氏に対する質疑を取りやめた。

れた責任を取って辞任したことについて、野党からは三十一

参院では河井氏の妻で、今夏の参院選で初当選した案里氏が

日、河井氏の説明責任や、安倍晋三首相の任命責任を追及する

委員を務める経済産業委員会なども取りやめとなった。

声が上がった。立憲民主など野党四党は衆参両院の予算委員

衆院憲法審査会でも、河井氏の辞任を受け、野党側が同日中

会開催を求め、追及する方針だ。

の審議見送りを求めたため、開催の見通しが立たない状況に

立憲民主党の安住淳国対委員長は、二十五日の菅原一秀前

なった。

経済産業相に続く閣僚辞任について「毎週閣僚辞任という、本
当に情けない状況」と記者団に指摘。野党は三十一日の参院法

野党、国会審議応じない構え 憲法審など 6 委員会取りやめ

務委員会で、河井氏を追及する予定だったが、安住氏は「質問

河井法相辞任

から逃げ、国会での説明責任を放棄した」と批判した。

毎日新聞 2019 年 10 月 31 日 11 時 30 分(最終更新 10 月 31 日

この後、野党四党の幹事長・書記局長が会談し、相次ぐ閣僚

13 時 00 分)

辞任について「内閣総辞職に値する異常事態」との認識で一致。
与党に対して、衆参両院の予算委員会を速やかに開くよう求
め、首相が任命責任について説明しない限り、今後の日程協議
に応じないことを決めた。
国民民主党の原口一博国対委員長は記者会見で、首相の対
応について「国会に来て説明するべきだ。国会に対して政府か
河井克行法相の辞任の影響で、各

らは一言の謝罪もない。おごっている」と批判。共産党の小池

委員会の取りやめが表示されたモニター＝国会内で2019年10

晃書記局長も「両大臣を任命した首相本人の責任が問われる

月 31 日午前 10 時 53 分、川田雅浩撮影

段階に来ている。首相の進退に発展していく性格の問題だ」と

河井克行法相の辞任を受け、立憲民主党など野党は「わずか

指摘した。

6 日間で重要閣僚 2 人が辞任する異常事態だ。本来なら内閣総

菅義偉官房長官は三十一日の記者会見で、河井氏を巡る疑

辞職に値する」
（立憲の福山哲郎幹事長）など安倍晋三首相の

惑に関し「政治家は自らの行動について説明責任を果たす必

任命責任を追及する姿勢を強め、当面の国会審議に応じない

要がある」と述べた。

構えだ。
このため、31 日午前に予定していた衆院憲法審査会が開催

公明・北側氏「開けず極めて残念」 衆院憲法審

できなかったほか、参院の法務委員会など 6 委員会が取りや
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めとなった。また、同日午後の衆院本会議もとりやめとなった。
【遠藤修平、野間口陽】

公明党の北側一雄中央幹事会会長は３１日の記者会見で、
河井克行法相の辞任のあおりを受けて同日予定された衆院憲
法審査会が開かれていないことについて「ようやくセットで

野党、衆参予算委開催要求で一致 「総辞職に値する」

きて、海外調査の報告とともに意見交換できるチャンスだっ
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た。開けていないのは極めて残念だ。できるだけ早く開けるよ

立憲民主、国民民主、共産、社民各党の幹事長らは３１日、

う努力したい」と述べた。北側氏は衆院憲法審の幹事。

国会内で会談し、閣僚の相次ぐ辞任を受け、衆参両院で予算委
員会の集中審議の開催を政府・与党に求めていく方針で一致

立民反対でも憲法論議に参加 国民民主・榛葉氏

した。
「安倍晋三首相が任命責任、説明責任を果たしたことを

日経新聞 2019/10/30 19:00

確認したうえで、今後の日程協議に応じる」とし、当面は国会

国民民主党の榛葉賀津也参院幹事長は 30 日の記者会見で、参

の日程協議に応じない姿勢を確認した。

院憲法審査会での憲法論議に立憲民主党が反対したとしても、

会談後、立民の福山哲郎幹事長は記者団に「この６日間で経

党として参加する意向を示した。
「反対のための反対や審議拒

済産業相、法相と２人の主要閣僚が相次いで辞任するに至っ

否はしない。憲法を変えるための議論ではなく、まず中身を議

た。内閣総辞職に値する異常事態だ」と強調。
「自分たちで本

論するのが大事だ」と述べた。
「時間はかかる。与野党を超え

1

て静かな環境で議論しないといけない」とも語った。

高まる。
調査・研究での派遣は防衛相の命令だけで派遣できる。佐藤茂

しんぶん赤旗 2019 年 10 月 31 日(木)

樹・外交安全保障調査会長は会合後、記者団に「今回の案件が

“自衛隊を中東にやるな” 官邸前

それだけでいいのか」と強調した。
公明党は「平和の党」を理念に掲げ、これまでも自衛隊の海外
派遣が検討されるたびに慎重な対応を求めてきた。石田祝稔
政調会長は 30 日の記者会見で「調査・研究は地理的な限定が
ない。様々なことを考えないと現場の自衛隊の皆さんも心配
だ」と語った。
自民党内にも異論がある。石破茂元幹事長は調査・研究から海
上警備行動に切り替えることに関して「法律上どのような構
（写真）
「自衛隊

成になり、どのような武器使用権限があるのか。全部きちんと

の中東派兵やめろ」と抗議する人たち＝30 日、首相官邸前

詰めた上で（自衛隊を）出さなければいけない」と訴える。

安倍政権が自衛隊を中東ホルムズ海峡に派兵しようとして

野党も調査・研究目的の派遣を批判している。30 日の立憲民

いることに対して３０日夜、首相官邸前で緊急抗議が行われ

主党や国民民主党の共同会派の部会では「なんのために派遣

ました。２５０人(主催者発表)が「国会の議論なしに海外派兵

するのか」と慎重論が相次いだ。

をすることは許されない」と訴え、
「自衛隊は中東いくな」と
声をあげました。主催は、総がかり行動実行委員会です。

自衛隊中東派遣「目的や出口明確に」 公明会合で懸念

イラン情勢をめぐり、米トランプ大統領がイラン沖に「有志
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連合」を送ると表明し、各国に参加を要請。日本政府は、有志

公明党は 30 日、国会内で外交安全保障調査会などの合同会議

連合には参加しないとしながらも、独自で自衛隊派兵を検討

を開き、政府が検討を始めた自衛隊の中東派遣を巡り協議し

しています。

た。出席者からは「派遣目的や出口を明確にすべきだ」との声

主催者あいさつした共同代表の福山真劫（しんごう）さんは、

が相次いだ。政府は防衛省設置法に基づく「調査・研究」目的

国会での議論もなしに派兵を決定しようとしていると指摘。

で派遣し、周辺海域の情報収集にあたることを想定する。
「情

「許すわけにはいかない。声をあげていこう」と呼びかけまし

報収集というのは漠然としている」との意見も出た。

た。

内閣官房の担当者は「目的をできるだけ明確にしたい」と強調
した。調査会の浜地雅一事務局長は会合後、記者団に「安易な

日本国際ボランティアセンター（ＪＶＣ）代表理事の今井高

派遣には非常に懸念を持っている」と強調した。

樹さんは、海外での人道支援活動の経験から、自衛隊が海外へ
行くことで、日本を見る現地の人たちの目が変わってしまう
と指摘。
「米国に追従して、軍事行動をしていると見られるか

地上イージス、有識者会議が初会合 配備地の調査手法など

らです。自衛隊の海外派兵は違憲であり、反対します」

検討

日本共産党の井上哲士参院議員、立憲民主党の大河原雅子
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防衛省は 30 日、地上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・

衆院議員が参加しました。

アショア」に関する有識者会議の初会合を防衛省で開いた。秋
自衛隊中東派遣「目的や出口明確に」 公明会合で懸念

田、山口両県での適地に関する再調査で、土木工学や電波など

日経新聞 2019/10/31 2:00

の専門家の意見を取り入れる。高橋憲一防衛次官は「専門的な

自衛隊の中東派遣を巡り、公明党から政府に慎重な検討を求

知見を有する外部の有識者により、調査、検討結果の内容や手

める声が相次いでいる。30 日に国会内で開いた外交安全保障

法の妥当性を客観的に検証していただく」と述べた。

調査会などの合同会議で、出席者から「派遣目的や出口を明確

政府はミサイル防衛体制を強化するため、国内に 2 基のイー

にすべきだ」との意見が出た。政府は防衛省設置法に基づく

ジス・アショアを導入する。秋田県の陸上自衛隊新屋演習場

「調査・研究」目的で派遣し、情報収集にあたることを想定す

（秋田市）と山口県のむつみ演習場（萩市、阿武町）が候補に

る。与野党から目的が曖昧だとの懸念の声が上がる。

なっている。だが、防衛省の適地調査でミスが相次ぎみつかり、

公明党の会合では「情報収集というのは漠然としている」との

再調査することになった。地元の理解を得るために外部の意

指摘があった。内閣官房の担当者は「目的をできるだけ明確に

見を取り入れ、配備地を決定する方針だ。

したい」と理解を求めた。

有識者会議の専門家は風間聡東北大大学院教授、多気昌生首

設置法に基づく調査・研究目的の派遣は武器使用が認められ

都大学東京名誉教授、田才晃横浜国立大大学院教授の 3 人で

ない。ただ、日本の船舶が襲撃された場合、武器使用が認めら

構成する。会議を複数回開き、再調査の手法や地元への説明方

れる海上警備行動に切り替える方針だ。自衛隊員のリスクは

法を検討していく。

2

ることを強く要請しました。
装備品の産業基盤強化 防衛相、経団連と意見交換

１９９６年のＳＡＣＯ（沖縄に関する日米特別行動委員会）
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合意で、同降下訓練の米軍伊江島補助飛行場（同県伊江村）へ

河野太郎防衛相は 30 日午前、都内で経団連との懇談会に出席

の移転を定め、嘉手納基地での降下訓練は「例外的」としてい

し、安全保障に関わる官民連携について意見交換した。河野氏

ます。

は日本を取り巻く安保環境が急速に悪化していると指摘し、

今年の同基地でのパラシュート降下訓練は、今回で４回目。

最新兵器などに対応するための技術開発を急ぐ必要性を訴え

抗議文は、嘉手納基地での同訓練が「常態化しているものと言

た。
「防衛装備品の産業基盤、供給網をどう強靱（きょうじん）

わざるを得ず、強い憤りを禁じ得ません」と強調しています。

化していくかが大きなテーマだ」と述べた。

謝花氏は、同日に伊江島でもパラシュート降下訓練が行わ

河野氏は人工知能（AI）を搭載した無人攻撃機などの脅威が増

れ、民間地に落下したことを指摘。個人的見解としながら「伊

していると説明した。これに対応するための研究開発に力を

江島補助飛行場でも（降下訓練の）限界があるのではないか」

入れる必要性を強調した。一方で日本の防衛産業は下請けま

と語りました。

で含め一大産業であるにもかかわらず事業は国内に限定され、

田中・川村の両氏は、今回の嘉手納基地での降下訓練につい

採算性は高くない。河野氏はこれを改善するための装備品の

て「例外的と判断する上で十分なものとは考えていない。米軍

海外輸出の重要性に言及した。

側の対応は非常に不適切だ」などとする見解を語り、日米両政

防衛省によると、防衛相と経団連が意見交換の場を設けるの

府間で協議する意向を示しました。

は初めてという。

謝花氏は、１８日に起きた米軍のＭＣ１３０Ｊ特殊作戦機
の部品落下事故とその通報の遅れについても抗議し、日米合

辺野古訴訟で沖縄県が上告 裁決取り消し巡り

同委員会での検証と内容の公表等を要請しました。
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米軍普天間基地（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設に関し、

野党 4 党、予算委開催要求で一致 「身の丈」発言の萩生田

県による埋め立て承認撤回を取り消した裁決の取り消しを求

氏辞任も

めた訴訟で、県は 30 日、訴えを却下した福岡高裁那覇支部の

毎日新聞 2019 年 10 月 31 日 13 時 43 分(最終更新 10 月 31 日

判決を不服とし、最高裁に上告した。県は裁決に国土交通相が

13 時 50 分)

関与したのは違法だとしていた。
辺野古移設阻止を掲げる県は 2018 年 8 月に埋め立て承認を撤
回したが、
国交相は 19 年 4 月に撤回取り消しの裁決を下した。
県は 7 月に提訴し、10 月 23 日の同支部判決では「訴訟の対象
になり得ない」と県の訴えを退けた。
国会議事堂＝東京都千代田区で

埋め立て承認撤回を巡って県は別の訴訟を 8 月に起こしてお
り、2 つの訴訟が並行している。

2019 年 5 月 1 日、川田雅浩撮影
立憲民主党など野党 4 党の幹事長・書記局長は 31 日、国会内

しんぶん赤旗 2019 年 10 月 31 日(木)

で会談し、衆参両院で安倍晋三首相出席の予算委員会集中審

米軍パラシュート訓練中止求めよ 沖縄 国に要請

議を開催するよう与党に求めることで一致した。菅原一秀前
経済産業相、河井克行前法相の相次ぐ辞任に関し、首相の任命
責任を追及する。また、来年度から始まる大学入学共通テスト
で活用される英語民間試験を巡り、
「身の丈」発言をした萩生
田光一文部科学相の辞任や、民間試験導入の延期などを求め
る方針も確認した。
会談で一致した内容は以下の通り。

（写真）パラシュート降

・9 月の内閣改造後、わずか 1 カ月半、この 6 日間で経産相、

下訓練強行に抗議し、米軍に嘉手納基地で実施しないよう申

法相という 2 人の主要閣僚が相次いで辞任をするに至った。

し入れることを要請する謝花副知事（右）＝30 日、沖縄県庁

内閣総辞職に値する異常事態である。

沖縄県の謝花喜一郎副知事は３０日、沖縄防衛局の田中利

・首相は、任命責任はあると言って口では謝罪をしていながら、

則局長と外務省沖縄事務所の川村裕特命全権大使を県庁に呼

説明すらしない上に何ら責任をとるに至っていない。

び、前日夜に米軍が強行した嘉手納基地（同県嘉手納町など）

・速やかに衆参において予算委員会の集中審議を開催するこ

でのパラシュート降下訓練に抗議し、日本政府として同基地

とを強く求める。首相が任命責任、説明責任を果たしたことを

でのパラシュート降下訓練を実施しないよう米軍に申し入れ

確認した上で今後の日程協議に応じる用意がある。

3

重ねて、菅原前経産相、河井前法相には国会に出て説明責任

政を前に進めていくことにおいて責任を果たしていきたい」

を果たすよう強く求める。

と述べた。

・いまだに実現していない関西電力の参考人招致を強く求め
る。

首相「任命責任を痛感している」 河井法相辞任巡り

・
「身の丈」発言をした萩生田文科相の責任も極めて重い。速

毎日新聞 2019 年 10 月 31 日 09 時 36 分(最終更新 10 月 31 日

やかに辞任を求める。全国の高校生、受験生に不安が広がって

10 時 58 分)

おり、英語民間試験の導入について延期を求める。
立憲幹事長「総辞職に値する事態」 河井法相辞任巡り
毎日新聞 2019 年 10 月 31 日 11 時 44 分(最終更新 10 月 31 日
11 時 57 分)

記者団を前に河井克行法相の辞任について陳
謝し頭を下げる安倍晋三首相＝首相官邸で 2019 年 10 月 31 日
午前 9 時 6 分、川田雅浩撮影
大勢の報道陣が集まる中、安倍晋三

安倍晋三首相は 31 日午前、河井克行法相が辞表を提出した

首相に辞表を提出したことを明らかにした河井克行法相（中

ことについて「法務大臣を任命したのは私だ。責任を痛感して

央）＝首相官邸で 2019 年 10 月 31 日午前 8 時 27 分、川田雅

いる。国民に深く心からおわびを申し上げたい」と陳謝した。

浩撮影

また、後任に森雅子元少子化対策担当相を充てることを明ら
かにした。首相官邸で記者団に語った。

立憲民主党の福山哲郎幹事長は 31 日、菅原一秀前経済産業
相に続く河井克行法相の辞任について「本来なら総辞職に値

閣僚を巡っては、菅原一秀前経済産業相が 25 日に辞任した

する事態だ。国民にしっかり説明する場を安倍晋三首相に強

ばかり。首相は「厳しい批判があることについて真摯（しんし）

く求めていきたい」と述べた。国会内で記者団に語った。

に受け止めなければならない。内閣として、首相として一層、
身を引き締めて行政の責任を果たしていきたい」と語った。

立憲など野党側は安倍晋三首相が予算委員会で説明するよ
う求め、当面国会審議には応じない構え。同党の安住淳国対委
員長は「任命責任があると言いながら、一切国会で釈明しない

河井法相が辞任、妻の選挙で違法疑い 後任に森雅子氏

安倍首相は許しがたい」と述べた。

日経新聞 2019/10/31 8:30 (2019/10/31 10:59 更新)
河井克行法相は 31 日午前、首相官邸で安倍晋三首相に辞表を

立民・安住氏「政局は重大局面に」 相次ぐ閣僚辞任

提出し、辞任した。7 月の参院選で妻の河井案里氏の事務所が

産経新聞 2019.10.31 14:05

運動員に法定額を超える報酬を支払うなど、公職選挙法違反

立憲民主党の安住淳国対委員長は３１日、国会内で開いた

の疑いがあると 31 日発売の週刊誌が報じていた。首相は後任

野党統一会派の代議士会で、閣僚の相次ぐ辞任について「政局

に森雅子元少子化相を充てる人事を決めた。31 日午前の認証

は重大な局面に来ている。安倍晋三政権を倒すのは、この場、

式を経て就任した。

この時だ。体を張って頑張りたい」と述べた。

9 月 11 日に第 4 次安倍再改造内閣が発足して以降、閣僚の辞
任は 2 人目。10 月 25 日に菅原一秀前経済産業相が自身の選挙
区で香典を配った問題で辞任したばかりだ。野党は河井氏の

首相「任命したのは私、責任を痛感」…法相辞任

辞任を受け、31 日の全ての国会審議に応じない方針。首相の

読売新聞 2019/10/31 09:52

任命責任の追及を強める。

安倍首相は３１日午前、河井克行法相（５６）の辞表を受理
し、後任に森雅子・元少子化相（５５）を充てることを発表し

河井氏は辞表提出後、週刊誌報道について「私としては法令に

た。首相は「河井氏を法相に任命したのは私だ。こうした結果

のっとった政治活動、選挙活動をしていると信じている。今後、

となり、その責任を痛感をしている。国民の皆様に深く、心か

しっかりと調査して説明責任を果たしたい」と記者団に語っ

らおわびを申し上げたい」と陳謝した。首相官邸で記者団に語

た。
「私も妻も全くあずかり知らない」と強調した。

った。

辞任の理由は「確認や調査の間、国民の法務行政への信頼は停
止してしまう。法務行政への国民の信頼が損なわれてしまっ

９月の内閣改造から１か月余りで、菅原一秀・前経産相に続
き２人目の閣僚辞任となった。首相は、閣僚の辞任が相次いで

てはいけない」と説明した。

いることについて、
「厳しいご批判があることは真摯に受け止

河井氏は衆院広島 3 区選出で、当選 7 回。法務副大臣や衆院

めなければならない。国民の信頼を回復をして、しっかりと行

外務委員長、首相補佐官などを経て 9 月の内閣改造で初入閣

4

然、安倍晋三首相の任命責任はある」と述べた。

した。菅義偉官房長官が顧問を務める勉強会を運営している。

河井氏は 25 日に辞任した菅原一秀前経済産業相と共に、菅義
偉官房長官に近い人物として知られる。北側氏は「官房長官も
内閣を組織するに当たって重要な立場にある。責任を感じて
いると推測する」と語った。
河井法相の後任に決まった森雅子
氏(31 日午前、首相官邸)

「じっくり考え決断」河井法相辞任…疑惑は否定

河井氏の疑惑を巡っては 31 日発売の週刊文春が報じた。妻の

読売新聞 2019/10/31 13:31

案里氏の選挙事務所が 7 月の参院選で運動員 13 人に日当とし
て法定上限の 1 万 5 千円を超す 3 万円を支払った疑いがある
との内容だ。河井克行氏が事実上、この選挙を仕切っていたと
指摘している。
首相は官邸で記者団に「菅原前経産相に引き続き、河井法相が
辞職する結果となったことに厳しい批判があるのは真摯に受

安倍首相に辞表を提出後、記者の質問に答え
る河井氏（３１日午前、首相官邸で）＝米山要撮影

け止めなければならない」と語った。
「任命したのは私で、責
任を痛感している。国民の皆様に深く心からおわびしたい」と

河井克行法相（５６）
（衆院広島３区、当選７回）は３１日

話した。
「内閣として総理大臣としてより一層、身を引き締め

午前、７月の参院選で初当選した妻の河井案里参院議員（４６）

て行政の責任を果たしたい」と訴えた。

の陣営が法定額を超える日当を運動員に払ったとされる疑惑

後任への森氏の起用に関しては「弁護士として法務行政のプ

の責任を取り、安倍首相に辞表を提出し、受理された。事実上

ロである。法務行政を力強く前に進めてもらいたい」と語った。

の更迭となる。首相は後任に、森雅子・元少子化相（５５）
（参

細田派に所属する森氏は参院福島選挙区で 7 月に 3 回目の当

院福島選挙区、当選３回）を起用した。

選を果たしている。弁護士資格を持つ。第 2 次安倍政権では

安倍内閣では、今月２５日に菅原一秀経済産業相（当時）が

少子化相を務め、当時の国会審議の焦点だった特定秘密保護

地元選挙区で公設秘書が香典を渡した問題で辞任したばかり。

法の担当も兼務していた。

９月の内閣改造から約１か月半で閣僚２人が辞任に追い込ま

立憲民主党の安住淳国会対策委員長は国会内で記者団に「国

れる異例の事態となった。

会での説明を放棄して辞めたということで遺憾だ」と批判し
た。今後の国会審議をめぐり「できるわけがない。首相が国会
質疑でどういう任命責任を取るのか、なぜ選んだのかを話さ
ないうちは委員会は開けない」と強調した。
首相「国民に深く心からお詫び」 法相辞表提出で
日経新聞 2019/10/31 9:28
河井法相の辞任について記者の質問に答え

安倍晋三首相は 31 日午前、河井克行法相が辞表を提出したこ
とを受け、首相官邸で記者団に「任命したのは私だ。こうした

る安倍首相（３１日午前、首相官邸で）＝米山要撮影

結果となり責任を痛感している。国民の皆様に深く心からお

首相は首相官邸で記者団に対し、
「河井氏を法相に任命した

わびしたい」と述べた。
「内閣として総理大臣としてより一層、

のは私だ。こうした結果となり、その責任を痛感している。国

身を引き締めて行政の責任を果たしていきたい」と強調した。

民の皆様に深く、心からおわびを申し上げたい」と陳謝した。

後任に森雅子元少子化相を起用する理由については「弁護士

相次ぐ閣僚の辞任については、
「厳しい批判があることは

として法務行政のプロでもある。安倍内閣の一員として特定

しんし

秘密保護法という重要法案、難しい法案を担当し、成立させた
経験がある」と述べた。
「法務行政を力強く前に進めていただ

真 摯 に受け止めなければならない。内閣として、総理大臣
として、より一層、身を引き締め、行政の責任を果たしていき

きたい」とも語った。

たい。こう決意している」と述べた。
河井氏は首相官邸で記者団に、
「今回の一件は私も妻も全く

公明副代表「首相の責任、当然ある」 法相辞任で

あずかり知らない」と疑惑を否定した。そのうえで、
「確認・

日経新聞 2019/10/31 12:30

調査を行う間、法務行政への信頼は停止してしまう。妻と相談

公明党の北側一雄副代表は 31 日の記者会見で、妻の選挙運動

し、一晩じっくり考え、今朝決断した」と辞任の理由を説明し

費などをめぐって政治と金の疑惑が浮上した河井克行法相の

た。

辞任を受けて「極めて残念で遺憾と言わなければならない。当

疑惑は３１日発売の週刊文春が報じている。案里氏の陣営

5

が選挙運動を行うウグイス嬢に、公職選挙法の施行令で上限

と会い、辞表を提出した。同日発売の週刊文春が、今年 7 月の

額に定められた日当１万５０００円の倍にあたる３万円を支

参院選で初当選した妻で自民党の河井案里参院議員（46）の陣

払っていたという内容だ。河井氏の元公設秘書の関与も指摘

営が、参院選で車上運動員に法定上限を超える報酬を支払っ

している。

た疑いがあると報じていた。

河井氏は首相補佐官や自民党総裁外交特別補佐を歴任し、
９月に法相として初入閣した。先に辞任した菅原氏とともに、
自民党無派閥で菅官房長官に近く、菅氏の後押しで入閣した
とされる。
「側近閣僚」の相次ぐ引責辞任は、菅氏にとっても
大きな打撃となりそうだ。
河井案里氏

後任の森氏は「国民の皆様の信頼を頂けるように謙虚に真
摯に務めてまいりたい」と首相官邸で記者団に語った。森氏は

法務省職員「言い訳できない」 河井法相辞任

３１日午前、皇居での認証式を経て法相に就任した。

日経新聞 2019/10/31 10:43

第２次安倍内閣が発足した２０１２年１２月以降、内閣改
造を除いた閣僚辞任は河井氏で１０人目となった。
河井案里氏釈明「事務所の運営はスタッフに」 文春報道受け
コメント

辞任を表明し、頭を下げる河井法相

毎日新聞 2019 年 10 月 31 日 12 時 26 分(最終更新 10 月 31 日
(31 日午前、首相官邸)

13 時 24 分)

安倍内閣の閣僚がまた一人、退場に追い込まれた。31 日、妻
の選挙運動費などを巡って政治と金の疑惑が浮上した河井克
行法相が辞任した。25 日には経済産業相が交代したばかり。
法務省内では戸惑いが広がる一方で「言い訳はできない」と突
河井案里氏

き放す見方も出た。地元の広島県の支援者らにも衝撃が広が
った。

31 日発売の週刊文春の報道を受け、河井案里参院議員は「記
事内容に驚いている。事実関係の把握に努めたうえで、説明責

朝からの辞任の一報を受け、法務省職員からは説明を求める

任を果たしていきたい」とのコメントを発表した。

声や、政策推進への影響を懸念する声が聞かれた。

河井氏は 7 月の参院選で初当選。週刊文春は、その参院選

50 代の男性職員は「法相という法をつかさどる立場にある以

で、陣営が車上運動員に法定上限を超える報酬を支払った公

上、選挙の公平性を損なうような疑惑が出るのは非常に大き

職選挙法違反疑惑を報じた。夫の克行法相は辞任した。

な問題。本人が知らなかったとしても言い訳にはできない」と、
辞任はやむなしとの見方を示した上で「大臣を辞めても説明

河井氏は「
（選挙区の）広島県内をくまなく演説し、その間、
私自身が自分の選挙事務所に立ち寄ることがなかなかできな

責任は果たしてほしい」と求めた。

かったため、事務所運営や事務は、法令順守の方針のもと、信

河井氏は児童虐待対策に力を入れ、就任後すぐに法務省内に

頼できるスタッフにお願いしていた」と釈明した。

検討チームを立ち上げた。40 代男性職員は「意欲的に取り組
んでいただけに早すぎる辞任だ」と困惑した表情で話した。

河井法相、辞表を提出 妻の参院選巡り週刊誌報道

同省は今国会に外国弁護士特別措置法改正案を提出している。

毎日新聞 2019 年 10 月 31 日 08 時 21 分(最終更新 10 月 31 日

グローバル企業間のビジネス紛争を解決する国際仲裁を日本

08 時 55 分)

国内で実施しやすくするといった内容で「日本の法的インフ
ラを整えるうえで喫緊の課題」
（法務省幹部）とされる。
法案提出に関わった職員は「報道が出てから辞任までの判断
が早く、法案審議が長期間ストップする事態は避けられた」と
しながらも「審議に関する今後の日程は一から練り直しにな
った」と頭を抱えた。
河井氏の地元、広島県の支援者や有権者にも衝撃が走った。
安倍晋三首相に辞表を提出後、記者団の質問

今回の問題では、河井氏の妻で参院議員の河井案里氏の選挙

に厳しい表情で答える河井克行法相＝首相官邸で 2019 年 10

事務所で、運動員に上限を超える報酬が支払われていた疑い

月 31 日午前 8 時 28 分、川田雅浩撮影

が浮上している。案里氏の後援会に所属する広島県府中町の
女性（77）は「まさかこんなことになるとは……」と驚きを隠

河井克行法相（56）は 31 日午前、首相官邸で安倍晋三首相
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せない様子。

所が有権者にジャガイモなどの贈答品を配った疑惑があると

案里氏とは 10 年以上の付き合いがあり、今年 7 月の参院選で

報じられた。

は草の根の選挙活動を支援した。女性は「裏切られた思いもす

野党は、河井氏が国会で説明責任を果たさずに辞任したこ

る」と話した。

とに反発。立憲民主党の安住淳国対委員長は三十一日午前、国

河井氏を 15 年ほど前から支援してきたという広島市の男性

会内で自民党の森山裕国対委員長と会い、同日の国会審議に

（69）は「法相として入閣したばかりでショックが大きい。外

応じない方針を伝達。衆院本会議や参院の全委員会は開催が

交分野でも活躍しており、地元の期待も大きかったのに」と肩

見送られた。

を落とした。

九月発足の第四次安倍再改造内閣では、公設秘書が地元の
支援者の通夜で香典を渡すなど公選法違反の疑いで、菅原氏

河井法相、辞任 妻の公選法違反疑惑報道 後任に森元少子

が二十五日に辞任したばかり。

化担当相

◇法務

東京新聞 2019 年 10 月 31 日 夕刊

森雅子（もりまさこ）５５

辞表提出後、取材

少子化担当相・参院環境委員長・弁護士▽東北大（参）
（３）

に応じる河井法

福島 細田派

相＝３１日午前

（氏名（敬称略）
、年齢、自＝自民党、経歴、当選回数、選挙

８時２６分、首相

区、派閥）

官邸で（沢田将人
河井法相辞任「法務トップなのに」 政治とカネ「また辞めた」

撮影）

東京新聞 2019 年 10 月 31 日 夕刊
辞表提出後に取材
に応じ、
一礼する河
井法相＝３１日午
前８時２９分、
首相
官邸で
河井克行法相（５６）＝自民、衆院広島３区＝は三十一日、
妻の案里参院議員が七月の参院選で初当選した際、運動員に
法定を超える日当を支払った公選法違反疑惑などが週刊文春
で報じられたことを受け、安倍晋三首相に辞表を提出し、受理
された。二十五日に同じく公選法違反疑惑で辞任した菅原一
秀・前経済産業相に続く二週連続の閣僚辞任は、政権にとって
大きな打撃となる。第二次安倍政権以降、辞任した閣僚は十人
目。首相は後任に自民党参院議員の森雅子元少子化担当相（５
５）を起用。皇居での認証式を経て就任した。 （木谷孝洋）

「政治とカネ」を巡り、またもや閣僚が辞任した。河井克行

首相は官邸で記者団に「任命したのは私だ。こうした結果と

法相は三十一日、妻で参院議員の案里氏の選挙運動に関する

なり責任を痛感している。国民におわびする」と陳謝。相次ぐ

疑惑を週刊誌で報じられ、辞表を提出した。法務行政のトップ

閣僚辞任については「厳しい批判は真摯（しんし）に受け止め

の辞任に法務省内は困惑。安倍政権では菅原一秀前経済産業

なければならない。内閣として、首相として、より一層身を引

相が二十五日に辞任したばかりで、市民から批判の声が出て

き締めて行政の責任を果たしたい」と述べた。

いる。

河井氏は辞任の理由について、週刊文春の報道を挙げて「法

東京都内のＪＲ新橋駅前では、有権者から安倍政権の任命

務行政への国民の信頼が損なわれてしまってはならないと考

責任を問う怒りの声が上がった。河井氏が疑惑を認めていな

えた」と記者団に説明。疑惑については「選挙事務所の事務の

い中で辞任したことにも「それなら堂々としていればいい」と

ことは承知していないが、しっかりと調査をして説明責任を

いぶかしがる人もいた。

果たしたい」と述べた。

「えっ。また辞めたの？」と驚きの声を上げたのは、神奈川

三十一日発売の週刊文春によると、案里氏の選挙事務所が

県の会社員菅原理子（さとこ）さん（４２）
。選挙区内で有権

参院選で運動員十三人に対し、日当として法定上限一万五千

者に香典を渡したと報じられた菅原前経産相に続く閣僚の辞

円の二倍の三万円を支払った疑いがある。事実なら公選法が

任に、
「二人とも菅義偉官房長官の側近。任命前にきちんとチ

禁じる運動員買収に当たる可能性がある。河井氏自身も、事務

ェックして、能力ある人を大臣に据えてほしい」と求めた。
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週刊文春の報道では、案里氏の陣営が七月の参院選で運動

大叔父である佐藤栄作元首相は連続で 7 年 8 カ月務めた。来

員に法定上限を超えた日当を渡し、河井氏の事務所は有権者

年 8 月には安倍氏はこの記録をも超える。
佐藤氏は政権末期、

にジャガイモなどを贈ったとしている。河井氏は三十一日、辞

問題を起こした閣僚は直ちに交代させ、当時は「トカゲのしっ

表を提出しながら「今回の一件は私も妻も全くあずかり知ら

ぽ切り」と呼ばれた。この最後の第 3 次改造内閣で更迭した

ない」と説明している。

閣僚の数は 4 人。3 人の交代は、危険水域に近づいているとも

東京都葛飾区の会社員田中嵩久さん（４４）は「早期の辞任

言える。

は潔いが、疑惑を否定しているのに辞める理由が分からない」

もちろん、異なる事情も大きい。安倍内閣の支持率は依然とし

と指摘。安倍政権に対し「いつも内閣改造をするたびに、スキ

て 5 割を超えて安定している。菅原氏の交代後も、日本経済

ャンダルが出て閣僚が辞める。どうにかならないのか」とあき

新聞社の世論調査ではほとんど数字に変動はなかった。

れ顔だった。

もうひとつは後継者の問題だ。

一方、通勤途中の千葉市の会社員男性（５０）は「閣僚の失

1971 年 7 月に改造した佐藤内閣の最後は 72 年 7 月だった。田

言やスキャンダルのせいで、税金が無駄に使われている」と嘆

中角栄通産相と福田赳夫外相の 2 人が「ポスト佐藤」へしの

いた。 （天田優里）

ぎを削った。大平正芳氏も自民党総裁選への出馬の構えをみ

◇

せていた。有力な後継の一群が育ちつつあったことが、やがて

河井法相の急転直下の辞任を受け、法務省内は朝から混乱

はさりゆく佐藤氏の求心力を弱めていた。

状態に陥った。同省幹部からは「法をつかさどる組織のトップ

安倍政権は菅義偉官房長官や岸田文雄政調会長らの名前が取

にこんな疑惑が持たれるとは…。残念だ」との声が漏れた。

り沙汰されてきたが、当時の「角福」ほどではない。時間的に

「あ、ちょっと忙しいので取材には応じられない」

も、総裁任期が終わるのは再来年の秋で、まだ 2 年弱ある。後

法務省内の廊下で中枢の幹部に声を掛けると、険しい表情

継者をプレーアップしつつ、求心力を保つ。それは辞任した閣

で自室に戻っていった。大臣官房の幹部は「ごめんごめん」と

僚の数と、残る年月が密接に絡む。

だけ言い、若手職員らと小声で話しながら足早に部屋に入っ
た。

れいわ、減税へ地ならし 立憲警戒 国民、共産は秋波 研究

この日は午前十時から、全国の検察庁の次席検事らが集ま

会設立

る会議が省内であり、当初は河井氏が訓示する予定だった。だ

会員限定有料記事 毎日新聞 2019 年 10 月 31 日 東京朝刊

が、三十日午後、訓示は法務次官の代読に変更され、三十一日
午前九時前には代読も取りやめになった。
ある法務省幹部は「辞任をニュースで知って驚いた。こんな
に早く決断するなんて、よほどまずいことがあったのでは」と
眉をひそめた。
別の幹部は「疑惑が本当なら許されない。法相なのに公職選
挙法に抵触するようなことをしていたとすれば完全にアウト
だ」とあきれた様子。
「今国会で法務省は会社法改正案など重
要法案を出している。審議への影響は避けられないだろう」と
心配する幹部もいた。 （小野沢健太、山下葉月）
3 人目の辞任と長期政権 Political Number
2019/10/30 2:00 日本経済新聞 電子版
れいわ新選組と野党各党との関係
れいわ新選組の山本太郎代表は３０日、野党の有志議員と
「消費税減税研究会」を設立した。次期衆院選で野党共闘の条
件に掲げる「税率５％への消費税引き下げ」に向け、野党各党
の機運を高める狙いだ。消費減税に国民民主、共産両党は前向
菅原一秀氏が経済産業相を香典問題で辞任した。今年 9 月の

きだが、立憲民主党は慎重な立場。れいわとの距離感で野党内

内閣改造で初入閣した菅原氏の在任期間は 45 日だった。よく

に差が生じている。
【浜中慎哉、野間口陽、東久保逸夫】

安倍晋三首相が再登板して以降の閣僚辞任は 9 人目といわれ

山本氏は国会内で開いた同会の設立総会の冒頭、
「政権交代

るが、より重視すべきは 2017 年 11 月に発足した第 4 次政権

にたどり着かないのは、野党の経済政策が甘いか…

以降で 3 人目という数字の方だ。

残り 755 文字（全文 970 文字）

長期政権は例外なく「飽き」
「緩み」が指摘される。安倍氏の
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れいわの勢力拡大に怯える立民 「消費税減税研究会」への参

発言。批判を浴び、29 日の閣議後記者会見で撤回し謝罪した。

加警戒

森山氏は会談後、記者団に「受験生にとって今は一番大事な

産経新聞 2019.10.30 20:42

時期だ。説明して解決する問題があれば説明をしっかりし、対

立憲民主党が大胆な消費税減税を掲げるれいわ新選組の影

応しなければならないことがあれば対応を急いで決めること

におびえている。れいわの山本太郎代表は３０日、野党統一会

だ」と強調。萩生田氏の発言については「国民に誤解を与える

派に参加する馬淵澄夫元国土交通相と共催する「消費税減税

ような発言は気をつけなければならない」と述べた。
【立野将

研究会」の初会合を開き、野党議員に参加を呼びかけた。研究

弘】

会は次の衆院選で消費税率５％への引き下げを野党の共通政
策とするよう提唱するが、見解が異なる立民は党内をれいわ

英語民間試験、野党「導入延期を」 文科相「身の丈」発言で

にかき回されることを警戒しており、身内の参加に神経をと

日経新聞 2019/10/31 2:00

がらせている。
（千田恒弥）

2020 年度から大学入学共通テストに導入する英語民間試験を

「なぜ野党が政権交代にたどり着かなかったのかを考える

巡る萩生田光一文部科学相の発言で、与野党に波紋が広がっ

と経済政策が甘い。消費税は廃止という考えだが、５％で力を

ている。自民、公明両党は 30 日、受験生に不安を与えること

合わせられないか話し合いたい」

がないよう文科省に対応を求めることで一致。野党は導入を

山本氏は会合でこう述べ、消費税減税を野党結集の結節点

延期する野党提出法案の審議を与党に申し入れる方針を確認

としたい考えを強調した。馬淵氏も「野党が結集していく軸と

した。与党内の一部でも延期を容認する声が上がった。

して、消費税減税を次期衆院選に向けた大きな公約とすべく

萩生田氏は 24 日の BS フジ番組で、英語民間試験について「身

議論したい」と設立の意義を説明した。

の丈に合わせて頑張ってもらえれば」と発言した。30 日の衆

会合には落選中の野党系元議員ら４０人弱が出席した。現

院文科委員会で、自らの発言について改めて謝罪。野党が求め

職議員は２２人が出席したが、立民からは、山本氏の消費税廃

る導入延期については「仮に会場が決まらないといった状況

止論に同調する石垣のりこ参院議員ら３人にとどまった。

が続くようなら様々に深く考えないといけない」と発言。一方

背景には党執行部の“締め付け”がある。２５日には逢坂誠

で「受験生はすでに準備を進めている。20 年度からの円滑な

二政調会長と蓮舫参院幹事長の連名で、他党や他会派が主催

実施に向けて全力で取り組みたい」と述べた。

する勉強会などへの参加を党の許可制とすることを通達した。

与野党からは厳しい見方が相次いだ。自民党の森山裕国会対

党関係者は「研究会への事実上の参加禁止令であり、党内の

策委員長は「受験生に不安を与えることはあってはならない」

『親れいわ派』潰しだ」と解説する。立民が主導する野党統一

と文科省に求めた。

会派は研究会と同じ時間帯に消費税に関する会合も開いた。

野党は導入を延期する野党提出法案の審議を与党に申し入れ

馬淵氏の関係者は「研究会への出席を阻むための嫌がらせだ」

る方針を確認した。立民の安住淳国対委員長は「謝罪で済ませ

と憤った。

ることではない。格差社会を認めることを強行していること

立民内には「消費税なんてゼロでいい」
（石垣氏）と主張し、

が問題だ。
（導入を）延期するかしないかが最大の争点だ」と

山本氏に同調する議員が複数いる。立民は７月の参院選で比

訴えた。

例代表票が伸び悩み、一定の支持層をれいわに奪われた経緯

延期を求める声は与党の一部からも上がった。参院自民幹部

もある。立民の執行部は、消費税問題を通じ、党内がれいわに

は「政策的に問題がある。このまま進めたら受験生がかわいそ

じわじわ侵食されることを恐れているのだ。

うだ」と延期論を容認。一方、公明党の石田祝稔政調会長は「時

山本氏は研究会後の記者会見で、立民について足元を見る

間がない。準備を進めている受験生もおり、朝令暮改で変える

ようにこう語った。

のはどうか」と否定的な考えを示した。

「まぁ、脅威だと思っているんじゃないですか」
英語民間試験の延期検討 政府、格差批判を受け
英語民間試験への不安に「対応を」 自公、文科省に申し入れ

東京新聞 2019 年 10 月 31 日 朝刊

毎日新聞 2019 年 10 月 30 日 11 時 18 分(最終更新 10 月 30 日
11 時 18 分)
自民、公明両党の幹事長、国会対策委員長は 30 日、東京都
内で会談し、2020 年度に始まる大学入学共通テストで導入さ
れる英語民間試験に関し、受験生や関係者に不安を与えるこ
とのないよう対応するよう、文部科学省に求めることで一致
した。会談後、自民の森山裕国対委員長が同省に申し入れた。
英語民間試験を巡っては、
萩生田光一文科相が 24 日の BS フ
ジの番組で「自分の身の丈に合わせて勝負してもらえれば」と
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二〇二〇年度から大学入学共通テストの英語で導入される
民間検定試験を巡り、政府は三十日、実施時期の延期について
検討に入った。政府高官が明らかにした。萩生田光一文部科学
相の「身の丈に合わせて頑張って」と教育格差を容認するよう

若手議員を対象にした野党共同会派の

な発言に反発が強まり、与党内で予定通りの実施に慎重論が

「選挙塾」に臨む中村喜四郎元建設相(左)と岡田克也元外相

相次いだ。

（上野実輝彦、川田篤志）

(右)（10 月 30 日、国会内）

民間試験は、会場が都市部に集中しがちで、地方在住者には

立憲民主党や国民民主党などがつくる共同会派が 30 日で結成

交通費や宿泊費といった経済的な負担が大きい。受験料が一

から 1 カ月がたった。野党が塊となって与党と対峙すること

回二万円を超える高額な試験もあり、経済格差や地域格差な

で、国会質疑で重複の質問がなくなるなど一定の効果はみら

どの多くの問題がある。

れた。衆院議員の任期が折り返しを過ぎ、次期衆院選をにらん

政府高官は「試験には何万円もかかり、地方の学生は試験を

だ候補者の発掘や選挙区調整などの連携がどこまで進むかが

受けるのにも一苦労だ」と、地方の不満を懸念。
「いろいろな

課題だ。

議論があるから、そんなに急がなくてもいい」と、二〇年度か

立民、国民民主、社民、衆院会派「社会保障を立て直す国民会

らの実施は慎重に検討する考えを示した。

議」の 4 党派の共同会派に所属する中村喜四郎氏や岡田克也

自民党内では、文科相経験者のベテラン議員が「全国高校長

氏らベテランは 30 日、衆院若手に選挙戦術を指南する政治塾

協会などが反対している。一呼吸置いた方がいい」と指摘。党

を開いた。

幹部も「延期論に立つ。謙虚に軌道修正した方がいい」と明言

23 日の初会合では中村氏が「いったん始めたことは何がなん

した。

でも押し通していく姿勢を貫かないといけない」と訴えた。

三十日の衆院文部科学委員会では、萩生田氏が「さまざまな

中村氏は田中角栄元首相の秘書を経て 27 歳で衆院初当選した。

指摘を受け止めながら一つ一つ改善し、二〇年度からの円滑

40 歳で科学技術庁長官として初入閣し、建設相などを歴任。

な実施に向けて全力で取り組みたい」と強調した。一方で、立

将来の首相候補として嘱望されたが、ゼネコン汚職事件であ

憲民主党の川内博史氏から、試験日程や試験会場をいまだに

っせん収賄罪に問われ、1994 年に自民党を離党した。岡田氏

公表していない実施団体があると指摘を受けると「混乱する

が代表を務める衆院会派などを経て現在は共同会派に所属す

事態が新たに確認できたら、考えなくてはいけない」と含みを

る。

持たせた。

中村、岡田両氏に加え、国民民主党で総合選対本部長相談役を

野党からは英語民間検定試験を巡る問題点の指摘が相次い

務める小沢一郎氏はかつて自民党旧竹下派（経世会）に所属し

だ。国民民主党の城井崇氏は「受験生の費用負担は明らかに増

た面々だ。共同会派で選挙戦術の中核を担う。初会合では「自

える。試験日程に配慮もなく、受験会場の格差もある」と批判。

民党のポスターが貼ってある家には必ず行け」
「一日 100 件は

立民の初鹿明博氏は、文科省が検定料を軽減するよう実施団

回れ」など具体的な選挙手法も話し合われた。

体に要請している現状を「丸投げだ」と指摘し、困窮世帯など

共同会派は衆院で 120 人、参院で 61 人を抱える。議員数では

を対象にした支援策を求めた。

2012 年に旧民主党が政権転落した後で最多だ。立民の安住淳

主要野党の国対委員長らは国会内で会談し、野党が国会に

国会対策委員長は「結束して戦っていこうという気持ちが芽

提出した実施延期法案を審議するよう与党に要求することを

生えている」と語る。

確認。国民の玉木雄一郎代表は記者団に「今国会最大の課題と

17 年 10 月の前回衆院選で当選した衆院議員の任期は 21 年 10

して取り組む。導入は延期し、再検討することを求めたい」と

月までで残り 2 年を切った。各選挙区で 1 人しか当選できな

話した。

い小選挙区制は野党がまとまらなければ与党に勝利するのは

＜英語民間検定試験＞ 現行の大学入試センター試験に代わ

難しい。

って２０２１年１月から始まる大学入学共通テストの英語に、

安住氏は 24 日に共産党の志位和夫委員長と懇談した。立民は

「読む、聞く、話す、書く」の４技能を測るためとして導入さ

共産党が呼びかける「野党連合政権構想」の協議には応じてい

れる。英検、ＴＯＥＦＬなど６団体実施の７種類ある。受験す

ないが、懇談の場を持つことで連携も模索する。

る年度の４～１２月までに受けた最大２回分の結果が、セン

次期衆院選に向けた選択肢は大きく 3 つある。1 つは会派だけ

ターを通じて大学へ提供され、合否判定の材料になる。全国の

でなく党も合流する方法だ。小沢氏は 29 日のインターネット

大学・短大の６割弱が利用予定。

番組で、年内の新党結成に意欲を示した。
「一つの党に野党が
なれば絶対に勝つ」と述べた。30 日は立民の枝野幸男代表と

野党共同会派、衆院選にらみ選挙塾 中村喜四郎氏ら

会談した。憲法改正や原発政策など立場の異なる政策の一致
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が必要だ。
2 つ目は衆院選で統一名簿をつくって戦う方法だ。比例代表名
簿を一本化して比例票の死票を少なくする試みだ。3 つ目はそ
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れぞれの党が別々に戦うやり方だが非自民票が割れる可能性

たものを残していく」
。誰を立候補させるかや、何を訴えるか

がある。

など、立花氏が選挙を通じて相当に「実験」できていると捉え

若手の側にも独自の動きが出てきた。重徳和彦、小熊慎司両氏

る。

ら若手議員 12 人は共同会派内で「直諫（ちょっかん）の会」

一方、飯田健・同志社大教授（大衆政治行動）は、N 国の基

を立ち上げた。メンバーの一人は「旧民主党メンバーばかり前

盤はまだ固まっていないとみる。
「立花氏の知名度は低く、支

面に出ても支持は広がらない」と世代交代を訴える。

持はネットの中でもごく一部。高齢者を中心とした有権者は
彼が誰なのか分かっていない。次期衆院選の候補者公募に多

枝野・小沢両氏が会談 連携強化で一致

くの人が集まっているとのことだが、調子が悪くなると離れ

日経新聞 2019/10/30 21:30

ていくだろう」と党勢拡大に懐疑的だ。

立憲民主党の枝野幸男代表と国民民主党の小沢一郎衆院議員

加えて、街頭演説を大声で妨害しようとした人を取り押さ

は 30 日夜、東京都内のホテルで約 2 時間会談した。両党は 9

え、警察に引き渡したことに「危うさを感じる」という。

月に共同会派をつくっており、両氏は国会運営で緊密に連携

立花氏は今回、比例代表選出の参院議員からくら替え出馬

することで一致した。小沢氏は 29 日のインターネット番組で

し、浜田聡氏が繰り上げ当選した。党の議席は減らず、立花氏

年内にも新党を結成したい考えを示してる。会談後、小沢氏は

が各種選挙戦を戦い、浜田氏が議員活動を担うという、
「選挙」

記者団に「具体的な話をしたわけじゃない」と述べた。

と「政治」を分けた形にしたとも受け取れる。

補選落ちても意気盛んな立花氏 N 国に未来はあるのか

本太郎氏の票で他の人が当選しており、選挙で戦える人と議

毎日新聞 2019 年 10 月 30 日 10 時 13 分(最終更新 10 月 30 日

員になる人が違うことは現実にはあると思う。戦略として分

10 時 14 分)

からないことはないが、受け入れられるかは別。途中で別の選

井田正道・明治大教授（日本政治論）は「れいわ新選組も山

挙に出るとは言わず、選挙ごとに議席を取っていく方がいい
と思う」と話す。
N 国は次期衆院選の比例北関東ブロックで 1～2 議席獲得を
目指している。今後もさまざまな面で注目を集め、議論を呼び
握手や写真撮影を求める聴衆らに囲ま

そうだ。
【参院補選取材班】

れる立花孝志氏
（奥中央）
＝JR 浦和駅前で 2019 年 10 月 10 日、
山越峰一郎撮影

徴用工判決 1 年 官房長官、韓国の対応「極めて残念」

参院埼玉選挙区補選では、NHK から国民を守る党党首の立花

日経新聞 2019/10/30 18:00

孝志氏（52）が出馬し、独自の選挙戦を展開した。落選したも

菅義偉官房長官は 30 日の記者会見で、韓国大法院（最高裁）

のの得票率は 13％に達し「今後もばんばん首長選挙に出る」

が日本製鉄（旧新日鉄住金）に元徴用工への賠償を命じた判決

と、党勢拡大に向けた手応えと、各種選挙に立候補を重ねる意

を出してから丸 1 年が経過したことについて「韓国政府が国

向を示した。
「実験」
「起業家的」
「危うさを感じる」――。立

際法違反の状態の是正に応じていないことは極めて残念だ」

花氏をウオッチングしてきた専門家は、参院補選の戦いぶり

と述べた。その上で「日本として一貫した立場に基づき韓国側

で N 国の戦略が垣間見えたと分析する。

に賢明な対応を促す」と強調した。

立花氏は選挙戦で、
「埼玉都民」が利用する東京・池袋駅前
や県内の主要駅前で街頭演説を行い、動画でネット中継。NHK

しんぶん赤旗 2019 年 10 月 31 日(木)

のスクランブル放送化に加え、既得権益の打破や「消費税 5％」

徴用工判決から１年

を主張の中心に据えて戦った。また選挙期間中にもかかわら

韓国人元徴用工への賠償を日本企業に命じた韓国大法院

ず、神奈川県海老名市長選への立候補を表明して話題を呼ん

（最高裁）判決から３０日で１年となりました。

だ。

安倍政権は、判決直後から「判決は国際法に照らしてありえ

こうした選挙戦略について、若新雄純（わかしんゆうじゅ

ない判断だ」などとして、全面的に拒否し、今年７月には、韓

ん）
・慶応大特任准教授（コミュニケーション論）は「立花氏

国への貿易制限に踏み出す強硬策に出て、日韓関係は戦後最

は実験している」とみる。
「NHK のワンイシューでいく時と、

悪と言われる状況です。

『反既得権』という打ち出し方をした時で、有権者からどれく

３０日の記者会見で、菅義偉官房長官は「韓国側に、国際法

らい共感を得られるか試したのではないか。
（獲得した）16 万

違反の状態を是正することを求めてきたが、１年たっても応

票は予想していた反応の一番下に近く、響かなかったと考え

じていないことは極めて残念」と改めて明言。他方、来日した

ているだろう」と推し量る。

韓国の李洛淵（イ・ナギョン）首相は２４日、安倍晋三首相と

また、若新准教授は立花氏を「共感や応援はしないが、起業

会談し、文在寅（ムン・ジェイン）大統領の親書を手渡しまし

家的だ」と評する。
「ネット広告は、いくつか試して結果が出

た。菅官房長官は２７日に行った講演で、
「韓国も、話し合い
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をという雰囲気になってきた」と語っています。
しんぶん赤旗 2019 年 10 月 31 日(木)
徴用工 大法院判決から１年 安倍政権の異常対応 植民地
支配 無反省が障害に
安倍政権は、元徴用工への賠償を認めた韓国の大法院判決
について、日韓請求権協定に明確に「違反」するという態度を
取り続けています。
個人請求権ある
（写真）旭日旗が貼られていた「慰霊

１９６５年の日韓請求権協定は、韓国への有償・無償の経済
援助の一方で、請求権の問題が「完全かつ最終的に解決された」

碑」の前に立つ禹判根さん＝福岡県大牟田市

と規定しています。しかし安倍政権も、これによって「個人の

世界遺産・三井三池炭鉱で、過酷な労働のすえ命を落とした

請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」(河野

徴用工の「慰霊碑」が、福岡県大牟田市にあります。建立団体

太郎外相=当時、昨年１１月１４日、衆院外務委)と認めていま

「在日コリア大牟田」代表の禹判根（ウ・パングン）さん(８

す。歴代政権も、消滅したのは国対国の外交保護権だとしてき

１)は、徴用工訴訟で再び日韓関係が冷え込む今、歴史の真実

ました。この点は韓国側も同様の認識です。

を見てほしいといいます。

個人の請求権が消滅していないなら、裁判による救済が可

落書きと旭日旗

能かについて日韓間に意見の相違があっても、被害者である

大牟田市甘木（あまぎ）公園の「徴用犠牲者慰霊碑」は、戦

元徴用工と加害企業の間で、和解をはじめ、話し合いによる問

前に朝鮮半島から連行され、三井三池炭鉱（同市）などで亡く

題解決は法的にも可能です。しかも、被害者が求める尊厳の救

なった徴用工のため、１９９５年に建立されました。

済にとって核心的な問題は、事実を認め、真摯(しんし)な謝罪

２０１５年１０月に、日本語の碑文が黒い塗料で塗りつぶ

を得ることです。金銭の支払いありきではありません。

されているのを市民が発見。碑には「全部うそ！」と落書きが

日本共産党の志位和夫委員長は昨年１０月３０日の大法院

され、側面には旭日旗が貼りつけられていましたが、犯人は逮

判決を受けての会見で「不一致点をいたずらに拡大したり、あ

捕されませんでした。

おったりするのではなく、
『被害者個人の請求権は消滅してい

同炭鉱が１９５５年に朝鮮総連に渡した名簿によれば、炭

ない』という一致点から出発し、被害者の名誉と尊厳を回復す

鉱全体で２千人以上の徴用工が存在。死者は３４人とされて

るための具体的措置を、日韓両国で話し合って見いだしてい

います。一方、炭鉱内の万田坑（熊本県荒尾市）が４６年、当

くという態度が大事ではないでしょうか」と提起しました。

時の厚生省に行った報告では、同坑だけで３７人が死亡した

一致点を「無視」

とされ、動員数・死者数はさらに多い可能性もあります。

ところが安倍政権は被害者の願いに背を向け、まさに一致

禹さんは５年間、三井系企業に通いつめて「慰霊碑」の建立

点を無視して「違い」ばかりを強調する対応に終始。日本企業

を説得。韓国の驪州（ヨジュ）郡（現在は市）で造られた「慰

に対しても「日本政府の立場」の説明会などを通じ、被害者と

霊碑」は、企業が全費用を負担し、大牟田市が無償で土地を提

の対話に応じないよう働きかけ、和解の可能性を妨害すると

供しました。

いう異常な対応を続けてきました。

在日団体と企業、行政の名前が並ぶ建立文を指し、禹さんは

徴用工問題の本質は、大法院判決も指摘したように、日本の

「これが大事。企業と行政が責任をとって、在日と一緒に建て

不法な植民地支配と結びついた日本企業の反人道的不法行為

た」と強調します。今年で２４回目となった「慰霊祭」には、

によって多くの朝鮮の人々に重大な苦痛と損害を与えたこと

同市長や市議会議長も訪れました。

です。植民地支配への真摯な反省を土台にしてこそ問題解決

企業も私も泣く

の道は開かれます。

碑を前に、禹さんは９５年の除幕式の様子を話してくれま

この点では、安倍政権が朝鮮半島への侵略と植民地支配に

した。会場で企業側の代表を紹介すると、元徴用工に一触即発

ついて、全く無反省であることが、問題解決の重大な障害とな

の空気が流れました。

っています。
（中祖寅一)

「３人の企業代表が元徴用工１０人の前で『直接私たちがし
たわけではないが、うちの企業がした。今こうして慰霊碑を建

しんぶん赤旗 2019 年 10 月 31 日(木)

てました』
『ビールを注がせてください』と言った。すると元

シリーズ現場から考える日韓の歴史 福岡・三井三池炭鉱

徴用工のほぼ全員が杯を受けた。１人、
『俺は死んでもおまえ

徴用工 企業・市と一緒に建立

の酒はもらわん』という人もいたけど、企業側がこれで帰りま
すと言ったら、９人が立ち上がって彼らを見送った。企業側も
泣く、私も泣いた」
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１５年７月に三井三池炭鉱が世界遺産に登録された際、登

大きなデモの日は大手メディアがカバーしないような地区に

録決定後の演説で日本政府は「朝鮮半島の多くの人々が意思

も記者を張り付け、スクープを狙う。動画や写真、記事をフェ

に反して連行された」と明言しています。

イスブックやツイッターで即座に発信し、学内に設置された

禹さん自身も、元徴用工の男性をみとりました。
「その方は

TV で放映する。

日本に１７歳で連れてこられた。生活保護を受けていて、亡く

実弾発砲をめぐって警察は「警察官が生命を脅かされる状況

なる前に病院を見舞うと、私の手を握って『俺、国に帰りたい。

で、他に手段がなかった」と釈明し、発砲後の対応も問題なか

生まれ故郷に帰りたい』と泣かれました。戦争ほど残酷で悲惨

ったと繰り返した。ただ、城市広播が公開した動画には銃撃後

なものはない。その戦争は誰がしたかということを考えてほ

もしばらく救護措置を取らない警察の様子が映っており、大

しい」
（岡本あゆ）

きな反響を呼んだ。
7 月 21 日、郊外の鉄道駅で白シャツを着た集団がデモ参加者

大規模デモ、香港メディアの 150 日 （グローバル Views）

に次々と襲いかかる衝撃的な事件を動画付きで報じたのは独

香港支局 木原雄士

立系メディアの立場新聞だった。マフィア集団が関与した事
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件は、警察の初動が遅れ、市民の警察不信を決定づけた。

香港の「逃亡犯条例」改正案をきっかけとする大規模デモが 11
月 5 日で発生 150 日を迎える。逮捕者は 2700 人を超え、1997
年の中国返還以来、最大の危機と言われる。世界的に注目を集
めた背景には「リーダーなき運動」
、
「交流サイト（SNS）を通
じた連帯」といった運動そのものの目新しさに加え、香港メデ
デモ取材は危険と隣り合わせだ
（9

ィアの奮闘もある。
月 15 日、香港）=ロイター

毎週末のデモで、デモ隊と警察が対峙する文字通りの最前線
には黄色いベストやヘルメット、ガスマスクを装着して取材
する多くの記者がいる。公共放送の香港電台（RTHK）や香港紙、
城市広播が報じたデモの写真（フ

蘋果日報（アップル・デイリー）などの香港メディアは TV や

ェイスブックから）

フェイスブックを通じてデモを生中継する。中心部の道路に

「お金のためじゃない。これをやりたいという情熱があるだ

バリケードを築いて火炎瓶を投げるデモ隊、催涙弾や放水砲

けです」
。香港城市大学の学内放送局「城市広播」で活動する

で反撃する警察――デモの様子はリアルタイムで市民に伝わ

陳泳羽さん（23）はちょっと誇らしげに話す。中国が建国 70

る。

年を迎えた 10 月 1 日、香港警察がデモ隊に実弾を発砲して高

■取材の環境は厳しく

校生が大けがを負った。世界中を駆け巡ったニュースで発砲

デモが過激化しても市民の支持をつなぎ留めているのは、警

の瞬間を撮影し、SNS を通じていち早く公開したのが陳さんら

察の怠慢や過激な取り締まりといった政府に都合の悪い事実

城市広播のメンバーだ。

を報じるメディアの存在がある。一方、中国本土はデモ関連の

■救護措置取らない映像に反響

報道を厳しく統制し、デモ隊に批判的な声が大勢を占める。香

キャンパスを訪ねると、雑然とした部屋にカメラや編集用の

港バプテスト大学の呂秉権・高級講師は「中国メディアはデモ

パソコン、仮眠用の寝床が並んでいた。学生会の支援を受ける

参加者の要求ではなく、暴力に焦点を当てる。統制された報道

城市広播は 6 月の大規模デモが起きるまでは主に大学内のニ

によって、中国の人々は香港人が独立のために戦っていると

ュースを報じていた。いまは 40 人のほどの学生記者がデモの

信じている」と指摘する。

取材に駆け回っている。葉梓韜さん（20）は「多くの学生がデ

新旧メディアが競い合う香港でも取材の環境は厳しくなって

モに参加している。学生に責任を持つメディアとしてデモ取

いる。香港の TV 局で働く林さん（25、仮名）は 6 月以降、デ

材は欠かせない」と説明する。

モ取材でほぼ週末を潰した。デモが夜中まで終わらず、帰宅が
深夜に及ぶこともしばしばだ。
「警察は記者に攻撃的で、ぞん
ざいな扱いをする。現場では記者同士が協力し合うが、負傷者
が後を絶たない」という。林さん自身も警察が放った催涙ガス
を浴びた。
国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」によると、6 月の
大規模デモ後、記者を標的にした攻撃は少なくとも 20 件起き

城市広播のメンバーはキャ

た。記者がヘルメットをかぶって警察の記者会見に出席し、無

ンパス内で仮眠を取ることもある

言の抗議をしたこともあった。
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ヘルメットを着けて警察に抗議す
るカメラマンたち（6 月 13 日、香港）=ロイター
中国に批判的な報道への圧力も強まっている。デモ支援の立
場を鮮明にする蘋果日報の創業者、黎智英（ジミー・ライ）氏
は中国メディアからデモを扇動する「四人組」の 1 人と批判

保守党が過半数を確保すれば、ジョンソン首相は新たな議会

され、自宅が放火される騒ぎがあった。蘋果日報の記者の個人

で協定案を迅速に承認し、1 月末までに離脱を実現させる構え

情報を暴露する謎のサイトが現れるなど、露骨な脅しが目立

だ。国民投票から 3 年以上にわたった混迷に終止符を打ち、

つ。

20年末までの移行期間中にEUとの新たな自由貿易協定
（FTA）

「国境なき記者団」が公表する報道の自由度ランキングで、香

締結など残る懸案の解決を目指す。

港は 2002 年の 18 位から 19 年は 73 位まで後退した。記者団

対する野党はジョンソン氏主導の離脱の阻止を訴える。野党

は「中国政府の影響力で報道の自由度は低下している。香港メ

が過半数を確保すれば、EU との離脱協定案はいったん棚上げ

ディアのオーナーの多くは中国本土でビジネスの利害関係を

になるが、その後の対応策は野党間で温度差がある。

抱えている」と指摘する。

最大野党・労働党はまず EU と再交渉し、関税同盟への残留な

デモが長引くにつれて、当事者は自分たちに都合のよい情報

どジョンソン氏の案よりも EU との経済関係を維持した新たな

だけを SNS で発信する傾向を強めている。デモをどう伝える

離脱案をまとめる。その後に「労働党の離脱案」と「EU 残留」

か、香港メディアの真価が問われるのはこれからだ。TV 記者

を問う再国民投票にかけるという二段構えの公約だ。穏健離

の林さんは「大変だけど楽しんでいる。人生でこんなことに巡

脱派と残留派で分裂する党内事情に配慮した苦肉の策と言え

り合う機会はめったにないからね」と前を向く。デモが続く限

る。

り、記者の戦いも終わらない。

だが EU は 1 月末までの離脱期限延長を受け入れる際、これ以
上の延期や英国との再交渉は認めないと決めている。EU が協
定見直しに応じるかは不透明だ。

離脱・再国民投票・混迷 英総選挙に 3 つのシナリオ

これに対し、野党第 2、3 党のスコットランド民族党（SNP）や
自民党は EU 残留を明確に掲げた再国民投票の実施を訴えてい
る。EU 残留を強く求める若年層の票を取り込む狙いだ。仮に
総選挙に続いて再国民投票でも残留派が勝利すれば、EU との
離脱協定は白紙撤回となる。
足元の支持率では保守
党に勢いがあるが、選挙戦は予断を許さない=AP

英調査機関ユーガブの 21 日の世論調査では EU 離脱が「間違

【ロンドン=中島裕介】英国で 12 月 12 日の総選挙実施が固ま

残留を求める国民は今も半数近くに上るが、野党のスタンス

った。
最大の争点はジョンソン首相が 10 月中旬に欧州連合
（EU）

が割れているため残留派の票が一本化できない状況だ。

と合意した新たな離脱協定案だ。与党・保守党は単独過半数を

世論調査でも早期離脱を掲げる与党の優位が鮮明だ。経済に

奪還し、2020 年 1 月末までの離脱を確実にしたい考えだ。労

悪影響を及ぼす「合意なき離脱」も辞さずに突き進むジョンソ

働党や自由民主党など野党は離脱方針の見直しや 2 度目の国

ン氏の強硬姿勢は離脱派を引きつけており、メイ前政権で 20%

民投票を訴える。足元の支持率では保守党に勢いがあるが、1

弱に低迷した保守党の支持率は 36%まで回復した。5 月の欧州

カ月半に及ぶ選挙戦の先行きは予断を許さない。

議会選で英国第 1 党に躍進したブレグジット党の支持者も取

「行き詰まった議会の打開と離脱実現のために必要な選挙

り込みつつある。

だ」
。ジョンソン氏は 29 日、さっそく支持者宛てのメールで

一方の労働党は保守党から 13 ポイント離され、自民党との 2

選挙活動への協力を呼びかけた。労働党のコービン党首も「英

位争いに甘んじる。再国民投票を掲げる野党間で選挙協力の

国を変革し、国民を抑圧する既得権益を倒すチャンスだ」と訴

兆しはなく、単純小選挙区制の英国で 2、3 位の支持率が競る

えた。総選挙を前倒しする特例法案は上院の審議が残るが、選

状態になると、保守党の独走もあり得る。

っている」との回答が 47%で、
「正しい」の 41%を上回った。EU

挙戦の号砲はすでに鳴っている。
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（憲政史）は「明治憲法下の祭日は紀元節（二月十一日）や新
嘗祭（十一月二十三日）など天皇と関係があった。連合国軍総
司令部（ＧＨＱ）が見直しを求めたが、国民の意識は戦前のま
まだった」と指摘。改称には「憲法が定める国民主権の意味を
考えるべきだ。今の時代に『明治の日』などつくれば、世界の
笑いものになるのではないか」と懸念を示した。 （大杉はる
か）
県施設の催しは「明確なヘイト」…知事「中止指示すべきだっ
た」
読売新聞 2019/10/30 12:08
ただ前回 17 年 6 月の総選挙でも、メイ前首相が解散を決めた

政治団体「日本第一党」
（本部・東京）が２７日に愛知県の

直後は保守党が労働党を支持率で 20 ポイント以上リードして

施設・ウィルあいち（名古屋市東区）で開いた催しについて、

いた。積極財政や再分配を訴えるコービン氏の選挙戦略で労

大村秀章知事は２９日の定例記者会見で、
「ヘイト（スピーチ）

働党が劣勢を跳ね返し、保守党を単独過半数割れに追い込ん

といわざるを得ない」との見解を示した。

だ。メイ氏は北アイルランドの地域政党、民主統一党（DUP）

県などによると、同団体は国際芸術祭「あいちトリエンナー

との閣外協力を余儀なくされ、離脱議論の停滞を招いた。

レ２０１９」で、いわゆる従軍慰安婦を象徴する少女像などを

今回の総選挙の結果もどの政党も過半数に達しない「ハング

展示した企画展「表現の不自由展・その後」を通して問題提起

パーラメント」
（宙づり議会）となれば、議会の膠着が続きか

するとの趣旨で、
「表現の自由展」と題した催しを行った。

ねない。英政界の混乱が収まらず、1 月末に合意なき離脱に至

外部から「差別的表現を含む展示物がある」との指摘を受け、

るリスクはまだ消えていない。

施設管理者が確認。一部に外国人を差別するような表現があ
ったが、県は「過去事例で認定されているような言動でなく、

「文化の日」を「明治の日」に！？ 自民内で法改正の動き

ヘイトスピーチかどうか判断できなかった」という。

東京新聞 2019 年 10 月 31 日 朝刊

ただ、大村知事は「明確にヘイトにあたると思う。
（職員は）

日本国憲法が七十三年前の十一月三日に公布されたことを

その時点で中止を指示すべきで、現地での対応が不適切だっ

記念した祝日「文化の日」を「明治の日」に変えようとする動

た。検証の上、法的措置も含めて適切に対応する」とした。

きが、自民党内で本格化し始めた。文化の日になる前は、明治

同施設を含む県有施設は規則で、
「本邦外出身者に対する不

天皇の誕生日に当たる祝日だったためだ。戦中・戦前に戻るか

当な差別的言動が行われる恐れがある場合」などは利用を認

のような改称には、有識者からも疑問の声が出ている。

めていない。

保守系市民団体「明治の日推進協議会」
（会長・塚本三郎元
民社党委員長）は三十日、国会内で集会を開き、自民党議員で

袴田事件の冊子作製 法律用語少なめ分かりやすく 弁護団

つくる「明治の日を実現するための議員連盟」
（古屋圭司会長）

毎日新聞 2019 年 10 月 31 日 13 時 03 分(最終更新 10 月 31 日

に、改称に賛同する百万人超の署名を手渡した。古屋氏は、改

13 時 04 分)

称のための国民の祝日法改正案について「超党派をつくって
国会提出を目指し頑張っていきたい」とあいさつした。
十一月三日は戦後まもなくまで「明治節」という祝日だった。
日本国憲法が一九四六年十一月三日に公布されたことを踏ま
え、四八年七月に議員立法で成立した祝日法で文化の日に衣

自宅で完成に近づいた冊子を眺める
袴田秀子さん＝静岡県浜松市中区で

替えした。
当時の国会審議では、明治節を祝日として残すべきだと意

1966 年に静岡市（旧清水市）で起きた「袴田事件」で死刑

見も根強かった。一方で「明治維新よりもっと大きな革新をや

が確定し、2014 年の静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴

らなければならないので、憲法記念日に」との発言も出ていた。

田巌元被告（83）の弁護団などが、姉の秀子さん（86）や弁護

結局、憲法記念日は施行日の五月三日とし、公布日は「戦争

士のインタビューなどをまとめた冊子を作った。裁判に詳し

放棄を宣言した重大な日」と意義づけて「文化の日」となった。

くない人にも分かりやすくしたといい、編集の大部分を担当

作家でもある参院文化委員会の山本有三委員長は「日本国民

した支援者の猪野待子さんは「事件を知らない人たちに、手に

にとって忘れ難く、国際的にも文化的意義を持つ重要な日。そ

取ってもらえたらうれしい」としている。
【古川幸奈】

こで文化の日と名付けた」と説明している。
当時の祝日制定の背景について、古関彰一和光学園理事長
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ヤシソース」と「ポークカツカレーライス」で、昼食時には国
会議員らも食事しています。

人気メニューのオムライスハヤシソ

冊子に収められた弁
護団の緊急座談会のページ＝静岡市で

ース

冊子は全 79 ページ。冒頭は、袴田さんと浜松市の自宅で暮

毎年 4 月には天皇陛下や首相も出席する「みどりの式典」が

らす秀子さんのインタビュー。釈放後の穏やかな暮らしや、弟

憲政記念館で開かれます。その後のカクテルパーティーで料

に対する思いなどがつづられている。袴田巌死刑囚救援議員

理を提供するのも霞ガーデンのシェフです。

連盟の鈴木貴子・衆院議員らのメッセージも掲載した。
ページを最も多く割いたのは、西嶋勝彦弁護団長ら弁護士 6
人のインタビュー。再審開始決定を取り消した昨年の東京高
裁の判断や、有罪判決の根拠となった証拠などについて議論
されている。弁護団の小川秀世事務局長や若手弁護士による
座談会の様子も収められている。
袴田さんが獄中から家族へ送り続けた手紙の一部も公開さ

レストラン「霞ガーデン」は憲政記念館内にある

れており、秀子さんら家族と写った幼少期の写真なども掲載。

いま憲政記念館がある場所はもともと陸軍省や参謀本部など

刑事裁判の推定無罪の原則や再審制度の基礎知識、県内の著

があったところです。政府は憲政記念館を 2021 年度に取り壊

名冤罪（えんざい）事件なども解説している。

し、跡地に国立公文書館を移転させる方向で検討しています。

秀子さんは「前々から『一般の人が読みやすいものを』と言

その前に一度訪れてみてはいかがでしょうか。

ってきた。難解な法律用語は少なく、よく仕上がっていると思

（兼谷将平）

う」と話す。冊子は集会などで配布する予定。
議員も集う憲政記念館の台所（写真でみる永田町）
2019/10/30 2:00 日本経済新聞 電子版

開放的な空間の霞ガーデン
東京・永田町の参院のすぐ近くにある憲政記念館は、憲政の歴
史や憲政功労者に関係のある資料を展示しています。1970 年
に議会開設 80 年を記念して設立され、72 年 3 月に開館しまし
た。その中には「霞ガーデン」というレストランがあります。

人気メニューのオムライスハヤシ
ソースを作る料理長の斎藤満氏
料理長の斎藤満氏はかつて首相官邸で 17 年間、料理長を務め
ていたそうです。スイスやペルーなどの在京大使館で料理を
提供していたこともあります。人気メニューは「オムライスハ
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