
1 

 

2019年11月5～3日 

11・3憲法集会、憲法・改憲、米軍・自衛隊、高知県知事選・野

党そろい踏み、政局・共産党８中総・第28回大会決議案、日韓、

米大統領選 

 

憲法公布から73年、各地で集会 「改憲発議必ず止めよう」 

2019/11/3 18:43 (JST)11/3 18:44 (JST)updated共同通信社 

大阪市で開かれた護憲

派の集会＝3日 

 憲法公布から73年となった3日、護憲派の市民団体らが東京

や大阪など各地で集会を開いた。安倍晋三首相が早期の憲法改正

を掲げていることに反発し「改憲発議を必ず止めよう！」「9 条

を変えるな」などと声を張り上げた。 

 東京都千代田区の国会議事堂周辺には、主催者によると約1万

人が集まった。「改憲案を提示させるな」などと書かれた紙を掲

げた参加者が「みんなの力で政治を変えよう」とシュプレヒコー

ルを繰り返した。 

 韓国の市民団体のメンバーも駆け付け「安倍政権は平和憲法を

壊し、軍事国家にしようとしている」と訴えた。立憲民主党や共

産党、社民党の国会議員もスピーチした。 

 

９条守り平和守ろう 国会前で集会 

東京新聞2019年11月4日 朝刊 

改憲に反対し、国会前で声を上げる

人たち＝３日、東京・永田町で 

 

 憲法公布から七十三年となった三日、安倍晋三首相が目指す改

憲発議を阻止しようと、「憲法集会」が国会前で開かれた。「戦争

させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会」など三団体の

共催で約一万人（主催者発表）が集まり、「みんなの力で政治を

変えよう」などと声を上げた。  

 総がかり行動実行委共同代表の小田川義和さんは、米軍が日本

政府の中止要請を聞かず沖縄・嘉手納基地でパラシュート訓練を

強行したことに触れ、「占領期と同じだ。必要なのは日米地位協

定の見直しで、改憲論議ではない」と指摘した。 

 日韓関係の悪化を市民の連帯で乗り越えようと、韓国の市民団

体も参加した。「東アジア平和市民会議」のイ・ブヨン代表は「憲

法九条を守ることは東アジアや世界の平和を守ること。安倍政権

の敵対的な朝鮮半島政策を変えなければならない」と訴えた。性

暴力被害者へ寄り添う「フラワーデモ」を四月から行っている作

家の北原みのりさんもマイクを握り「正義とは聞かれない声を聞

くこと」と訴えた。 （柏崎智子） 

 

しんぶん赤旗2019年11月4日(月) 

止めよう改憲発議 憲法集会 各地で人の波 国会前１万人 

 憲法公布７３年の３日、安倍政権がねらう改憲に反対する行動

が各地で取り組まれました。国会正門前で「総がかり行動実行委

員会」など３団体が呼びかけた憲法集会には１万人（主催者発表）

が参加。市民や野党の代表が「改憲発議阻止」と声をあげました。 

 
 国会周辺は「止めよう！改憲発議」などと書かれたプラカード

を手にした人の波ができました。埼玉県三郷市の女性（６３）は、

孫が生まれ、より平和への思いが強くなったと話します。「日本

を戦争する国にさせたくありません。改憲を許さないために行動

していきたい」 

 主催者あいさつした総がかり行動実行委共同代表の小田川義

和さんは、世論をさらに大きくして国会を包囲し安倍改憲を阻止

しようと訴え。英語民間試験を延期させたことにふれ、「声をあ

げれば政治を動かすことができる」と強調しました。大臣２人の

辞任は腐敗の現れだとのべ、「見過ごせば民主主義の劣化、権力

者のさらなる暴走につながる。声をあげ続けていこう」と呼びか

けました。 

 野党から日本共産党の穀田恵二衆院議員、立憲民主党の逢坂誠

二衆院議員、社民党の福島瑞穂参院議員がスピーチ。「市民と野

党の共闘で憲法が生きる政治をつくろう」（穀田氏）と訴えまし

た。 

 韓国からも代表団が参加。安倍糾弾市民行動共同代表のパク・

ソグンさんは、ヘイトスピーチなどで嫌韓をあおり改憲へ突き進

む安倍政権について、「東北アジアの平和の動きにも逆行する。

日韓市民が連帯して憲法を守ろう」と述べました。 

 性暴力を許さないフラワーデモを呼びかけた作家の北原みの

りさんは「今の政治は声を聞かない政治です。痛みに寄りそう、

強く優しい民主主義をめざしたい」と語りました。 

 

しんぶん赤旗2019年11月4日(月) 

憲法集会 穀田国対委員長があいさつ 立民・逢坂氏、社民・福

島氏も 国会正門前 

（写真）連帯のあいさつをする穀

田恵二国対委員長（中央）と吉良よし子参院議員（右）、山添拓
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参院議員（左）＝３日、国会正門前 

 ３日に国会正門前で行われた「１１・３憲法集会」には、日本

共産党の穀田恵二国対委員長（衆院議員）、立憲民主党の逢坂誠

二政務調査会長（衆院議員）、社民党の福島瑞穂副党首（参院議

員）が連帯のあいさつをしました。 

 穀田氏は、今回の内閣改造が「憲法を変えるための布陣で党一

丸となってきている」と指摘。狙いは９条改憲であり、自民党が

全国で改憲集会を開いているとして、「われわれも応じよう。全

国で今日のこのたたかいに呼応して集会を開き、署名を集めよう」

と呼びかけました。 

 また表現の自由を守る、消費税１０％増税に反対するなど「一

つひとつの草の根のたたかいを合流させ、安倍政権打倒へと力強

く運動を展開しよう」と提起。市民と野党の共闘をさらに発展さ

せ、「今度は『野党は連合政権』、このことを訴えてたたかい抜こ

う」と強調し、埼玉・岩手両県知事選での野党の勝利に続き「高

知県知事選でも勝利しよう」と呼びかけました。 

 逢坂氏は安保法制＝戦争法について「あれほど憲法に反すると

言われたのに、許していいのか」と批判。「立憲主義の危機」に

対し「国民の声で政治は変えられる、皆さんの力で安倍政治を打

倒しよう」と呼びかけました。福島氏はアジアでの２０００万人

以上の犠牲の上に手にした「日本国憲法は私たちのものだ」と強

調し、「憲法審査会を動かさない、改憲発議を許さないためにが

んばろう」と訴えました。 

 吉良よし子、山添拓両参院議員が参加しました。 

 

しんぶん赤旗2019年11月4日(月) 

「平和憲法は日本と世界の遺産」 アベ政治許さない 全国で

一斉行動 

（写真）「アベ政治を許さない」

のポスターを掲げる参加者＝３日、国会正門前 

 「アベ政治を許さない」と、作家の澤地久枝さんが呼びかけ、

全国各地で一斉にポスターを掲げる行動が３日、取り組まれまし

た。毎月３日に行われているもので、国会正門前には３００人以

上が結集しました。戦争法＝安保法制強行後の２０１５年１１月

に再開して以来ちょうど４年。澤地さんのほか、コメディアンの

松元ヒロさんの姿がありました。 

 「職場の先輩だった保育園の園長が戦争中、疎開のため連れ出

した子たちの親が東京で空襲にあって命を落としたの」。東京都

多摩市の女性(７６)は、子どもたちを疎開させたことで、親がい

ない孤児にしてしまった責任を感じながら戦後、保育に携わって

きた園長の話を語りました。９条改憲を狙う安倍政権に対し、「憲

法は太平洋戦争で犠牲になった多くの日本国民の平和の願いが

込められた遺産であるとともに、アジア・太平洋地域で２０００

万人が亡くなったことから世界の遺産でもあると思う。絶対に変

えさせてはいけない」と力を込めました。 

 茨城県那珂市の男性(６８)は「国会に声を届けなければと何度

もここに来ています。野党の議員には頑張って悪政を追及しても

らい、安倍総理を一刻も早く辞めさせたい」と話しました。 

 澤地さんは、辺野古新基地建設工事の強行で安倍暴走政治の犠

牲になっている沖縄県民を支えようと、焼失した首里城再建のカ

ンパを呼びかけました。 

 

憲法公布73年 護憲・改憲 それぞれ街頭で訴え  

ＮＨＫ2019年11月3日 17時57分 

戦後日本の出発点となった日本国憲法が公布されてから３日で

73 年となり、憲法改正の是非をめぐり、さまざまな立場のグル

ープが街頭で訴えました。 

護憲派「戦争に向かってほしくない」 

 

東京の国会前では、戦争放棄を定めた憲法９条を守ろうという立

場の人たちが集会を開き、主催者の発表でおよそ１万人が参加し

ました。 

弁護士の杉浦ひとみさんが「憲法が変えられ、日本が何かの弾み

で戦争に巻き込まれてしまったら取り返しがつかない。皆さんで

一致団結して頑張っていきましょう」と呼びかけました。 

参加した人たちは「憲法９条を守れ」「止めよう！改憲発議」な

どと書かれた大きな紙を掲げながら今の憲法を守ろうと訴えま

した。 

参加した40代の男性は「戦争に向かってほしくないと思い参加

しました。子どもの将来のために平和な日本を守りたい」と話し

ていました。 

改憲派「美しい日本を守り伝えるため」 

 

熊本市の繁華街では、憲法を変えようという立場の「美しい日本

の憲法をつくる熊本県民の会」が署名活動などを行い、主催者の

発表でおよそ30人が参加しました。 

副運営委員長の多久善郎さんが「子や孫の世代に美しい日本を守

り伝えるため、国会は憲法審査会を機能させて大いに議論してほ

しい」と訴えました。 

グループは、憲法に自衛隊を明記して地位を向上させることなど

を求める署名への協力を呼びかけました。 

署名をした50代の男性は「憲法を時代に合うものに変えていく

ことは必要だと思う。憲法改正に反対の人たちもまずは議論に参

加してほしい」と話していました。 
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しんぶん赤旗2019年11月4日(月) 

９条守る思い突き上げ おおさか総がかり集会に１万２０００

人 清水議員訴え 

（写真）コールに合わせて「９条改

憲ＳＴＯＰ！」のポテッカーを掲げる参加者＝３日、大阪市北区 

 「輝け憲法！いかそう９条！１１・３おおさか総がかり集会」

（実行委員会主催）が３日、大阪市北区の扇町公園で開かれまし

た。１万２０００人の参加者がコールに合わせていっせいに「Ｎ

Ｏ！安倍政治」「９条改憲ＳＴＯＰ」のポテッカーを突き上げま

した。 

 「戦争させない１０００人委員会・大阪」の米田彰男共同代表

が主催者あいさつ。高山佳奈子京都大学大学院教授がゲストスピ

ーチし、先の参院選について「改憲勢力３分の２を阻止したのは

大きな成果」と強調。「立憲勢力を進展・勝利させるために、一

人ひとりが周りに声をかけていこう」と訴えました。沖縄平和運

動センターの山城博治議長、韓国の市民団体や市民各分野の代表

がスピーチしました。 

 日本共産党や立憲民主党、社民党の野党各党の代表が連帯あい

さつしました。 

 日本共産党の清水忠史衆院議員が、安倍政治を打倒し、「みな

さんとともに新しい政治を切り開いていくために、市民と野党の

共闘で勝利しましょう。大阪でもカジノ反対、『都』構想粉砕で、

維新政治も倒しましょう」と訴えました。 

 会場では、ライブ演奏や、朝鮮高級学校の女子生徒による舞踏

などが行われ、会場から大きな拍手が湧き起こりました。 

 

憲法フェスタ 安保法制の問題点を指摘 関西学院大・長岡教

授講演 ／和歌山 

毎日新聞2019年11月4日 地方版 

講演する長岡徹・関西学院大教授

＝和歌山市市小路の河北コミュニティセンターで、黒川晋史撮影 

 市民が平和について考える「憲法フェスタ」が３日、和歌山市

市小路の河北コミュニティセンターで開かれた。長岡徹・関西学

院大教授（憲法学）が講演し、自民党が示している憲法改正案や、

現行の安保法制の問題点を指摘。和歌山市北部の市民団体のメン

バーら約６０人が耳を傾けた。  

 長岡教授は、憲法改正に慎重な世論がある…  

残り203文字（全文354文字） 

 

2019/11/3 21:55神戸新聞NEXT 

憲法公布７３年 改憲か護憲か 兵庫で街頭活動や集会 

自衛隊を憲法に明記することの

賛否を模擬投票で問う改憲派グループ＝３日午後、神戸市中央区

三宮町３  

護憲派の憲法集会で

講演する高作正博教授＝３日午後、神戸市中央区雲井通５  

 日本国憲法の公布から３日で７３年。安倍晋三首相が唱えた

「２０２０年の改正憲法施行」を巡る国会での議論は、相次ぐ閣

僚の辞任などで停滞が続く。兵庫県内では同日、改憲派が国会で

の議論促進を求める署名を集め、護憲派は改憲の動きに反対する

集会を開いた。（段 貴則） 

■改憲派「自衛隊明記を」  

 「憲法に自衛隊を明記して、自衛官の誇りと名誉を回復しまし

ょう」 

 改憲を目指す民間団体「日本会議兵庫女性の会」のメンバーな

ど、関西各地から集まった女性約４０人が同日午後、憲法９条へ

の自衛隊明記を訴え、神戸・三宮から元町まで行進した。 

 「ありがとう自衛隊」と記したジャンパーに身を包み、災害被

災地などで活動する自衛隊への感謝を強調。憲法に自衛隊が明記

されていないことで、憲法学者から「違憲」と指摘される現状を

改憲によって解消しようと呼び掛けた。 

 週末の人出でにぎわう大丸神戸店前では、衆参両院の憲法審査

会の開催を求める署名集めのほか、自衛隊を明記する改憲への賛

否を問う模擬投票も行った。 

 同会事務局長の山田ひろ子さん（６１）＝加古川市＝は「まず

は国会議員がしっかり議論し、国民が憲法問題を判断できる材料

を提供してほしい」と話した。 

■護憲派「今の憲法大事に」 

 護憲派は約５５０人を集めて「神戸憲法集会」を神戸市中央区

で開催。関西大学の高作正博教授が「２０１９年参院選後の政治

状況と改憲論の行方」と題して講演した。 

 参院選では、安倍首相の下での改憲に前向きな「改憲勢力」が、

改正発議に必要な参院の３分の２議席を割り込んだ。首相は「国

会議員がしっかりと議論し、国民への責任を果たそう」と呼び掛

けたが、衆参両院の憲法審査会は一度も実質的な議論に入ってい

ない。 

 高作教授は「安倍首相は焦っている」と指摘し「憲法審の欧州

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201911/0012846474.shtml
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視察など、改憲論議を活性化させる取り組みは今も続いている」

と警鐘を鳴らした。 

 集会に参加した女性（６４）＝神戸市須磨区＝は「自民党の改

憲案は、自民の価値観を国民に押しつける内容。自由や平和とと

もに、男女平等などを盛り込んだ今の憲法を大事にしたい」と話

した。 

 

平和と憲法の大切さ考える 徳島九条まつり 

2019/11/4 05:00 (JST)徳島新聞社 

 憲法9条や平和について理解を深める「徳島九条まつり」(実

行委主催)が3日、徳島市の両国橋西公園であった。憲法をテー

マにした大喜利など多彩な催しを通して平和の大切さを考えた。 

 大喜利では、徳島落語研究会や実行委のメンバーら6人が「憲

法」をお題に謎掛けを披露した。「憲法と掛けて相撲取りととく。

その心は休場(9条)が気になります」などと答え、会場を沸かし

た。 

 参加者は、徳島大空襲の痕跡が残る公園周辺の 6 地点も巡っ

た。徳島市富田橋の自営業小野木康隆さん(62)は「焼夷弾の被害

を受けた建物や石碑を見て、悲惨な歴史を繰り返してはいけない

との思いを強くした」と話した。 

 

衆院憲法審、７日開催へ 新藤氏言及「議論恐れないで」 

産経新聞2019.11.4 19:02 

 衆院憲法審査会の与党筆頭幹事を務める自民党の新藤義孝元

総務相は４日、都内で開かれた民間シンクタンク「国家基本問題

研究所」（櫻井よしこ理事長）の会合に出席し、７日に審査会を

開催するとの見通しを示した。９月に与野党議員で行った欧州視

察に関する「自由討議」を行い、各国の改憲の実態などについて

意見を交わす方向だ。 

 新藤氏は会合で「国会議員が改憲議論をしないのはけしからん

という国民の声が憲法審を動かそうとしている」と主張。その上

で「木曜日（７日）に開こうと思っている」と述べた。 

 衆院憲法審は１０月３１日に開かれる予定だったが、河井克行

前法相の辞任を受けて見送られていた。憲法審で自由討議が行わ

れれば約２年ぶりとなる。 

 新藤氏は、安倍晋三政権下での改憲議論に抵抗する野党に対し

「自由討議を恐れないでほしい」と呼びかけた。改憲の具体的な

日程については「スケジュールは決めない」と述べ、丁寧に進め

る姿勢を強調した。 

 自民党の山谷えり子元拉致問題担当相も出席し、「諸外国は何

回も憲法を変えている。時代に合わせて改正しないと立憲主義も

守れない」と語った。櫻井氏は「安倍首相は必ず憲法改正をやり

遂げると思う」と期待感を示した。 

 

石破氏、9条2項削除主張 「唯一の自民党案」 

2019/11/3 07:00 (JST)共同通信社 

憲法討論会で発言する自民党の石破

元幹事長。右は国民民主党の玉木代表、左は立憲民主党の山尾志

桜里氏＝2日午後、東京都渋谷区 

 自民党の石破茂元幹事長は 2 日、東京都内で開かれた憲法討

論会に参加し、戦力不保持を定めた9条2項を削除する2012年

の党憲法改正草案の正統性を改めて主張した。「憲法改正案とし

て党議決定した、今も残るたった一つの案だ」と述べた。石破氏

は昨年3月、党が9条1、2項を維持しつつ、自衛隊を明記する

案をまとめた際も2項削除を訴えた。 

 安倍晋三首相が提唱する自衛隊明記案を巡り、石破氏は「最新

鋭の戦闘機や護衛艦を持ちながら『軍隊ではない、戦力ではない、

必要最小限度だ』と言うのはおかしい」と指摘。「以前は党内で

2項改正は当たり前だった」として党内論議の在り方を疑問視し

た。 

 

石破氏「一番左の人と話したい」…首相改憲案には「理解できな

い」  

読売新聞2019/11/03 11:10  

 自民党の石破茂・元幹事長は２日、東京都内で開かれた市民団

体主催の憲法集会で「（憲法改正に反対する）一番左の人とぜひ

話をしたい。どんな人でも断らない」と述べ、幅広い改憲議論の

必要性を訴えた。 

 石破氏は「以前の自民党では（戦力不保持を定めた）憲法９条

２項の改正は当たり前で、反対はほとんどいなかった」と指摘。

現在の９条１、２項を維持したまま自衛隊の根拠規定を追加する

安倍首相の改憲案について「理解できない」と反対する考えを示

した。 

 

「改憲の状況にない」 れいわ山本太郎代表初来県 市民と対

話集会 

琉球新報2019年11月4日 09:55 

憲法 9 条や辺野古新基地建設問題につい

て持論を語るれいわ新選組の山本太郎代表＝2日、那覇市の県民

広場 

 れいわ新選組の山本太郎代表が2日、来県した。沖縄県名護市

辺野古のキャンプ・シュワブゲート前などを訪れ、同日夜に那覇

市の県民広場で開いた市民との対話集会で子育て支援や憲法な

どについて持論を展開した。 

 山本氏の来県は、れいわが参院選で政党要件を満たしてからは

初めて。集会には、前参院議員の糸数慶子氏など県内政界関係者

も多数駆け付けた。 

 集会は、集まった市民の質問に山本氏が答える形で進められた。

山本氏は憲法9条改正の賛否を問う質問に対して「（有権者の）
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50％が投票に行かない状況の中、憲法を改正する状況にはない」

と述べた。このほか、辺野古新基地建設問題や子育て支援策など

について質問が上がった。 

 

【問】憲法から定理を導け 【解】９条は改正不可 前広島市長・

数学者 秋葉忠利さん「証明」 

東京新聞2019年11月4日 朝刊 

 日本国憲法は３日、公布から７３年を迎えた。前広島市長で数

学者の秋葉忠利さん（７７）は今夏に出版した著書で、数学の理

論を立証する手法を使って日本国憲法から「定理」を導き出す独

自の解読をした。定理の一つとして、戦争放棄を定めた９条など

は「改正不可条項」に当たると訴えている。 （村上一樹） 

 著書のタイトルは「数学書として憲法を読む」（法政大学出版

局）。安倍政権が九条に自衛隊を明記するなどの改憲に本腰を入

れようとする中、「護憲・改憲の議論以前に、そもそも憲法はき

ちんと読まれているのか」との思いから、憲法を時の政府や法学

者による解釈にとらわれず、文字通り数学的、論理的に読み解く

ことを試みた。 

 

 まず（１）単語の意味を文字通りに解釈（素読律）（２）一つ

の単語、フレーズは同じ意味（一意律）（３）書かれていないこ

と、他の文献に依存しない（自己完結律）－など九つのルール（九

大律）を設定。ルールに従い、憲法に書かれたことだけを議論の

出発点となる「公理」と見立て、そこから論理的な結論となる「定

理」を「証明」していった。 

 導き出した定理のうちの一つは、憲法には一条や九条、一一条、

一二条など、改正してはいけない条項があるということ。秋葉さ

んは、条項の中に「永久に」「国民の総意」「不断の」などの絶対

的な表現と関連がある八つが「改正不可条項」に当たると指摘す

る。 

 九六条には憲法改正の規定があるが、数学的には、絶対的表現

（Ｘ）は時間的に全ての未来を縛る力があり、条文を変えると「永

久に」といった単語の意味と矛盾が生じる。このため、Ｘの関連

条項は九六条の対象外と解釈できるという。 

 秋葉さんは「実際の社会は数学だけでは割り切れない。数学的

に読み解いた結論が全てではないが、論理も大事だ。憲法の建設

的な議論につながってほしい」と願っている。＜あきば・ただと

し＞ １９４２年１１月３日、東京生まれ。東京大理学部数学科

卒。米マサチューセッツ工科大（ＭＩＴ）で博士号取得。ニュー

ヨーク州立大などで数学を教える。広島修道大教授を経て、９０

年衆院選で初当選。９９年、広島市長に初当選し、３期務める。

現在、原水爆禁止広島県協議会代表委員。著書に「真珠と桜－『ヒ

ロシマ』から見たアメリカの心」（朝日新聞社）など。 

 

英、首相の解散権制約が骨抜き 日本の改憲論議に影響も  

2019/11/3 23:00日本経済新聞 電子版 

英下院で発言するジョンソン首相（10月

28日、英下院提供）=AP 

欧州連合（EU）離脱の是非で揺れる英国で下院総選挙の12月実

施が固まった。ジョンソン首相は首相の解散権を封じた法律があ

るにもかかわらず、新法を制定して6日に解散に踏み切る。既存

の法律を軽んじるような奇策にも大きな批判はない。議会制民主

主義の模範とする英国の実情は首相の解散権をめぐる日本の憲

法改正論議にも影響する可能性がある。 

「2019年 12月 12日に議会下院の総選挙を実施するための規定

を設ける法案」。ジョンソン政権は 10月 29日、英語でたった 2

行の特例法案を下院に提出し、野党などの賛成も得て即日可決し

た。総選挙を実施する根拠法を自ら立法する異例の手法だった。 

英国は11年に、首相が自ら決めたタイミングで恣意的に議会を

解散できなくするための議会任期固定法を制定した。下院総選挙

の期日を 5 年ごとに固定し、その間に解散するには定数 650 の

全議員の 3 分の 2 以上の賛成が必要と定めた。それまで解散を

自由に判断できた首相は事実上、解散権を失った。 

 

背景には10年の総選挙で第1党になりながら過半数を得られな

かった保守党が政権を得るために自由民主党と連立を組んだ際、

恣意的な解散を警戒する自由民主党が解散権の制約を求めた経

緯がある。 

首相の解散権を封じる仕組みは野党に有利に働く。英国の動向を

javascript:void(0)
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踏まえ、日本でも野党などから首相の解散権の制約を改憲論議で

取り上げるべきだとの声が出ていた。 

だがジョンソン氏は今回、EU 離脱を巡る膠着を打開するため、

自らのタイミングで下院解散を決めた。議会任期固定法に基づき、

解散に必要な3分の2の賛成を取りつけたわけではない。 

ジョンソン氏は 10 月 28 日に議会任期固定法に基づく解散動議

を提出したが、野党・労働党などが棄権して否決された。ジョン

ソン氏の解散動議が否決されるのは3回目だ。そこで翌29日に

総選挙を 12 月 12 日に実施するというだけの内容の新たな特例

法案を提出した。 

一般の法案なので上下両院での採決が必要で、議会任期固定法に

基づく解散動議よりも審議に手間はかかる。ただ 3 分の 2 以上

ではなく過半数の賛成で成立するため、解散を実現するハードル

は下がった。早期解散に反対してきた最大野党の労働党も、自分

たちが反対しても特例法案が成立する可能性が出たため賛成に

転じた。 

 
議会任期固定法と総選挙を実施するための新法の正統性は変わ

らない。英国の場合、日本のような成文憲法はなく様々な法律や

判例で憲法を構成する。内容が相反する法律が出てきたときは新

法の規定が優先される。 

今回、解散に必要な 3 分の 2 の賛成を得られないと判断したジ

ョンソン氏はこの仕組みを活用し、解散をめぐる要件を特例的に

一般の法律で変えた。議会任期固定法が定めた解散権の制約は骨

抜きになりつつある。 

成蹊大の高安健将教授は「議会任期固定法の法的拘束力は弱まっ

たが、法案を通す手続きを踏むので一定の歯止めは残っている」

と指摘するが、議会運営さえ成功すれば首相が自ら決めたタイミ

ングで解散できる前例にはなった。 

17 年に当時のメイ首相が総選挙を実施した際は野党を巻き込ん

で3分の2の賛成を取り付け、解散動議を可決させた。今回は議

会任期固定法が軽んじられたにもかかわらず一定の支持を得て

いる。EU 離脱派と残留派のいずれも膠着の早期打開を求めてい

るからだ。 

日本では衆院解散は「首相の専権事項」とされ首相の裁量が大き

い。解散には憲法7条と69条に規定があり、新法では変更でき

ない。安倍晋三首相は 12年の第 2次政権発足以降、2回の衆院

解散・総選挙を通じ政権基盤を固めてきた。 

野党や学界には英国の議会任期固定法に倣って首相の解散権を

制限するよう求める意見がある。立憲民主党は18年にまとめた

「憲法に関する考え方」で改憲論議を進めるなら首相の解散権の

制約も議論すべきだとの見解を示した。改憲論議の早期進展をけ

ん制する材料となっている。 

ただ、こうした意見の多くは英国の議会任期固定法を根拠として

きた。モデルとする英国で制度の形骸化が進めば、日本でも解散

権の制約論がしぼむ可能性はある。 

解散は内閣と議会が対立したときに政治を前に進める一つの有

効な手段でもある。細谷雄一慶大教授は英国のEU離脱を巡る混

乱の一因は制度上、解散権を制約したことにあるとの見方を示す。 

ジョンソン氏の奇策が受け入れられたのも「『決められない政治』

が続いていることへの反発が強いからだ」と指摘する。こうした

見方が広がれば、日本で解散権の制約を求める動きには逆風とな

る。 

 

しんぶん赤旗2019年11月4日(月) 

優しい高知県政へ好機 松本知事予定候補勝利へ総決起集会 

市民と野党結束 

（写真）「われらの代表、マツ

ケンの必勝へ団結して頑張ろう」と武内衆院議員の音頭で唱和す

る参加者＝２日、高知市 

 ７日告示（２４日投票）の高知県知事選で、野党統一の松本け

んじ予定候補の勝利をめざす総決起集会が２日夜、高知市で開か

れました。共闘の深化を示し、市民と各野党の代表、保守の国会

議員らが登壇。各弁士から「だれ一人取り残さない高知県政」を

掲げる松本予定候補の県政への期待が相次いで語られ、会場は熱

い拍手に包まれました。 

 「みんなにやさしいまちになることは私の夢です」。市内の病

院に勤める女性（２３）はこう演説し、７月の参院選の野党統一

候補としても善戦した松本氏に期待を寄せました。「参院選で

人々の実態をしっかりつかみ、決して人ごとにせず、心を寄せて

いた松本さん。知事選に出ると知り、私の夢がかなうチャンスが

来たとワクワクしています」 

 「保守政治家」を自称する元建設大臣の中村喜四郎衆院議員(無

所属)、平野貞夫元参院議員・国民民主党顧問が遠方から駆け付

け、力説。「奇跡を起こしてください」（中村氏）、「この人をどう

しても知事に当選させなければいけない」（平野氏）と呼びかけ

ました。 

 松本予定候補は「だれ一人取り残さない県政は、あなたの参加

によってつくれる」と述べ、「みんなでこの選挙戦を勝ち、だれ

もが安心して暮らせる高知県をつくるため、力を貸してください」

と訴えました。 

 選対本部長で、社会保障を立て直す国民会議の広田一衆院議員

は「マツケンがもう一回、挑戦してくれた。津々浦々、広げてほ

しい」と呼びかけ。副本部長で立憲民主党の武内則男衆院議員が

「われらの代表、マツケンの必勝を」と訴えました。 

 参加した市内の男性（６５）は「保守の方たちの力強い訴えに、

奇跡が起こるかもしれないと思いました」と語りました。 

 

しんぶん赤旗2019年11月4日(月) 
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高知知事選勝利へ決起集会 各氏の発言 

 だれ一人取り残さない 野党統一予定候補 松本けんじさん 

（写真）松本けんじさん 

 ７月の参院選に続いて出る決意をしました。１８歳で高知に来

て、ここで暮らし続けようと決めた大きな理由である豊かな自然、

そして、人が共生する姿が失われつつあることを強く感じたから

です。 

 いろんな声を聞いてきました。山間部の男性は「バスが週に２

本しか来ない。私の代でこの集落は終わりだ。ここで生きていき

たいけれど」と、あきらめとさみしさをにじませて語ってくれま

した。賃金が少なくて高知には居られないという若者とも出会い

ました。 

 こういう社会の仕組みをつくってきた国の政治に責任がある。

国におかしいと言え、県の課題に向き合えるのは私だけです（拍

手）。尾﨑県政のいい部分は引き継ぎ、変えるべきところを変え

ていきたい。 

 豊かな自然を生かす農林漁業に光を当て、暮らせる県政をつく

る。豊かな自然に支えられる自然エネルギー、再生可能エネルギ

ーを推進する。県内で最も雇用数を抱える社会保障分野の雇用環

境を改善させていく。県版の学力テストを廃止し、先生を増やし

たい。 

 国の政治を変え、暮らしをよくする県政をつくれば、こうした

新しい社会、豊かな可能性を花開かせられます。 

 私が掲げた「だれ一人取り残さない県政」。これは、みんなで

知恵を出し合い、意見し、議論し、一緒に決めるからこそ実現で

きます。一人ひとりに焦点を当て、勝ち組、負け組ではない、お

互いに認めあえる県政は、あなたの参加によってつくることがで

きます。力を貸してください。（拍手） 

弱者に光あてる政治家 選対本部長・衆院議員 広田一さん 

（写真）広田一さん 

 なぜ私のような保守政治家が今回、松本けんじさんの選対本部

長を務めるのか。日本、高知県が壊れかけているからです。安倍

政権の暴走を止め、まっとうな政治を取り戻していく。強い危機

感と使命感、大義を持っています。 

 (7 月の)参院選を通じて、多くの県民が松本さんの政治哲学、

政策、実直・清潔な人柄を知っています。知名度は相手よりはる

かに勝り、強みでもあります。立派にたたかったマツケンがもう

一回、挑戦してくれた。津々浦々に広げてほしい。 

 「だれ一人取り残さない」「ここでいっしょに生きよう」。この

政治理念は、政治の根本は立場の弱い方や発言力の小さな地域に

光を当てること。これこそ党派を超えて共有できる、これからの

高知県の方向性だと思います。相手候補は国とのパイプを強調す

るでしょう。それは安倍政権の言いなりになるのと同じことです。

高知県を安倍政権の軍門に下らせるわけにはいきません。自由民

権発祥の地、高知から国を変えていきましょう。（拍手） 

 高知県に必要なのは、自分のこととして安倍政権に身をもって、

死に物狂いで訴える知事です。みなさんの思いを国にぶつけるこ

とができるのは、松本さんのように若くてしがらみのない知事で

はないでしょうか。（拍手） 

なぜ保守の私が来たか 元建設相・衆院議員 中村喜四郎さん 

（写真）中村喜四郎さん 

 保守政治家の私がなぜ、ここに来たのか。 

 今年、（４月統一地方選の１１道府県を除く）知事選は６回あ

り、野党が２勝、与党が４勝。たたかっていかなければなりませ

ん。風を頼りにしていたら、いつまでたっても政権は取れません。 

 保守政治家の広田一衆院議員が共産党の松本さんの選対本部

長を務めるのは、全国的に見て、あり得ないことです。それだけ

でも、すごいんです。 

 「オール野党」の知事候補として新潟県では社民党、岩手県で

は自由党（旧）、埼玉県では民主党（旧）の人を担ぎました。高

知県では共産党の人を担げる。「共産党だからだめだ」とか「応

援できない」と、そう考えていたから、自民党の強い時代が今ま

で続いてしまったわけです。 

 昨日（１日）、自民党高知県連が党本部に上申し、衆院高知２

区の候補を尾﨑知事に決めたということです。尾﨑知事はまもな

く辞めるんだから、それからでいいものを、なぜ、知事選の前に

やるのか。県民を無視した、自分たちの都合です。こんな自民党

政治は何としても打ち破らなくてはなりません。（「そうだ」の声、

拍手） 

 どうか知事選で奇跡を起こしてください。そして、この奇跡を

今後の総選挙、参院選につなげていこうではありませんか。（拍

手） 

憲法前文の精神を示す 国民民主党顧問 平野貞夫さん 

（写真）平野貞夫さん 
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 松本けんじさんの決意である「ここでいっしょに生きよう。だ

れ一人取り残さない高知県政へ」。これはすごい言葉です。憲法

前文の精神が入っています。 

 この言葉は、まさに人間の安全と生存を確保することですよ

（拍手）。生存権をこの高知県で確立しようということですよ。

国政選挙でも知事選でも、こんなことを言った人は初めてだ、と

僕は思います（拍手）。私は高く評価しています。 

 安全ということは戦争しないということ（「そうだ」の声。拍

手）。経済的な不平等をなるべくなくして、みんなが幸せになる

ことですよ。一人も取り残さないということですよ。 

 立派なもんです。この人をどうしても知事に当選させなければ

いけない。どうですか、みなさん。（「その通り」の声援、拍手） 

 （対立候補の）官僚、大阪府の副知事だった人は、あの問題の

ある大阪のＩＲ（統合型リゾート）とかカジノ問題を企画した人

です。ＩＲを高知に持ってきて経済浮揚をやろうという、これは

相当、時代錯誤です。もうね、アベノミクスはつぶれています。

（拍手） 

 それより、農林漁業を中心に高知の人たちが生きていく基盤を

つくらないとだめです。松本さんにどうしても勝ってほしい。（拍

手） 

 

野党国対委員長がそろい踏み＝高知知事選 

時事通信2019年11月04日19時17分 

 立憲民主党の安住淳氏ら主要野党の国対委員長は４日、高知県

知事選（２４日投開票）の野党統一候補を応援するため、高知市

内で街頭演説を行った。 

 安住氏は６、８両日の衆参予算委員会で、２閣僚の辞任を受け、

安倍晋三首相の任命責任を問う考えを強調。大学入試への英語民

間試験導入の見送りについても、追及する方針を示した。 

 国民民主党の原口一博氏は、英語民間試験に関し「（自民党議

員の）利権だ。一部の人間だけが得をして、ほかの人が置いてき

ぼりになる」と批判。共産党の穀田恵二氏は、導入見送りに触れ

「声を上げれば政治が変わることを示した。新しい政治の形態が

芽生えている」と述べ、高知知事選についても「勝利を勝ち取ろ

う」と訴えた。  

 

英語試験「何とか阻止できた」 3野党合同で街頭演説、高知 

2019/11/4 18:50 (JST)共同通信社 

高知市で街頭演説した野党 3

党の国対委員長。（右から）国民民主の原口氏、立憲民主の安住

氏、左端は共産の穀田氏＝4日午後 

 立憲民主、国民民主、共産の野党3党国対委員長は4日、高知

市でそろって街頭演説をした。立民の安住淳国対委員長は大学入

学共通テストへの来年度導入が見送られた英語民間検定試験に

ついて「野党は地道に追及してきた。何とか導入を阻止できた」

と強調した。 

 衆参両院予算委員会で6、8両日に行う集中審議で、安倍晋三

首相に 2 閣僚辞任への責任をただす考えを示した。予算委への

首相出席は3月以来、約8カ月ぶりだとした上で「任命責任があ

ると言いながら国会に来ない。なぜこんな人を閣僚に選んだのか、

厳しく追及したい」と述べた。 

 演説は高知県知事選で各党が支援する新人の応援が目的。 

 

英語試験「阻止できた」 ３野党、合同で街頭演説 

産経新聞2019.11.4 21:48 

 立憲民主、国民民主、共産の野党３党国対委員長は４日、高知

市でそろって街頭演説をした。立民の安住淳国対委員長は大学入

学共通テストへの来年度導入が見送られた英語民間検定試験に

ついて「野党は地道に追及してきた。何とか導入を阻止できた」

と強調した。 

 衆参両院予算委員会で６、８両日に行う集中審議で、安倍晋三

首相に２閣僚辞任への責任をただす考えを示した。予算委への首

相出席は３月以来、約８カ月ぶりだとした上で「任命責任がある

と言いながら国会に来ない。なぜこんな人を閣僚に選んだのか、

厳しく追及したい」と述べた。 

 国民の原口一博国対委員長も英語試験を「一部の人だけが得を

して、他の人が置いていかれる制度だ」と批判した。 

 

自衛隊の中東派遣、課題の山 緊急時に「見殺し」リスク 

朝日新聞デジタル伊藤嘉孝、山下龍一 2019年11月4日16時00

分  

上空から警戒監視する哨戒機Ｐ３Ｃと、

護衛艦あまぎり＝１５年１月２１日、アデン湾 

 

 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=8e275133878c57ce6011fa0da2201887&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110100336&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110100336&g=tha
https://www.jiji.com/jc/giin?d=02a904d064f5d7d35a568532a7ffb53f&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=a49adc33e4723ef4885cb00b1d934efa&c=syu
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20191103001419.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20191103001419.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20191103001419.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20191103002151.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20191103002243.html
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 政府が進める中東への自衛隊派遣の検討作業がいくつもの課

題に直面している。情報収集を目的にしているが、船や航空機を

派遣する方法や武器使用の基準を決めるには時間がかかりそう

だ。活動には危険も伴い、慎重な検討を求める声が与党や防衛省

内からも出ている。 

 「人員やお金の問題も含めハードルは山ほどある」 

 政府が１０月１８日に派遣の検討を表明してから約２週間。検

討に関わる防衛省幹部はこう語る。 

 今回の派遣は、防衛省設置法に基づく「調査・研究」名目が想

定されている。米国主導の「有志連合」に参加しない代わりに独

自派遣の道を探った結果、浮上した経緯がある。 

 一つ目のハードルは、どこで、どんな船や航空機を使うかとい

う判断だ。 

 航空機では、海賊対処のためソマリア沖に派遣中の海上自衛隊

のＰ３Ｃ哨戒機２機のうち、１機の任務を今回の情報収集に切り

かえられないか検討。艦船は新規派遣の公算が大きい。一つの船

や航空機が二つの任務を担うのは困難という。 

 ただ、海賊対処の拠点を置くアフリカ東部のジブチから活動を

想定する地域の一つであるオマーン湾までは、直線で約２千キロ

あり、哨戒機は燃料の大半を往復で使ってしまう。艦船も通常速

力（時速約３０キロ）では３、４日が必要で、燃料の事情で現場

活動の時間は限られる。そもそもジブチには海賊対処用の拠点機

能しかなく、新任務にはオマーン湾などホルムズ海峡の近くに給

油や整備拠点が必要ともいわれる。 

 もう一つの大きなハードルが、武器使用のルールなどを定める

部隊行動基準（ＲＯＥ）の検討だ。 

 調査・研究名目での活動では、人に危害を与える可能性のある

武器使用は、正当防衛と緊急避難に限られている。法律の範囲内

で、状況に応じてできることと、できないことを整理してＲＯＥ

に規定。現場の隊員はそのルールに従って行動することになる。 

 調査・研究名目の場合、日本関係船舶の防護はできない。政府

は必要な場合、日本関係船舶を防護できる海上警備行動（自衛隊

法８２条）への切りかえも念頭に置く。ただ、船の防護にまで踏

み込めば、周辺国を刺激する恐れもある。 

 また、海上警備行動の場合でも外国船舶は守れないため、緊急

時に「見殺し」にしてしまうリスクもある。防衛省幹部は「初め

ての任務でＲＯＥの検討難易度は高い」と話す。 

 こうした「机上の整理」が終わった後にようやく、派遣部隊は

本格的な派遣前訓練に入る。そのため「準備に半年はかかる」（防

衛省幹部）との見方もある。それでも政府は外交的理由から派遣

を急ぐ可能性もあり、現場には「生煮えの理論武装で隊員が現場

に出されてしまうのか」（自衛官）との不安がくすぶる。 

 派遣後の出口戦略も難しい。今回は独自派遣のため、派遣の終

了も政府が独自に判断できるが、緊張が高まり他国が活動を続け

る場合は、日本だけが撤収できるかという問題がある。「ズルズ

ルと長引くのではないか」（自衛隊幹部）との懸念もある。 

 ２０１５年成立の安保関連法で政府は「切れ目のない安全保障

体制」を目指した。それでも課題が山積する状況に、外務省関係

者は「安保法制でカバーできなかったミッシングリンク（欠いた

部分）だ」と語る。 

与党内にも懸念の声 

 政府が検討する自衛隊派遣には野党だけでなく、与党内や憲法

学者からも懸念の声があがる。 

 「『調査・研究』は地理的な限定がない。様々なことを考えて

いかないと任務に携わる自衛隊も大変心配だと思う」。公明党の

石田祝稔・政調会長は１０月３０日の会見でこう指摘。自民党の

岸田文雄・政調会長と協議を進める意向を示した。 

 一方、同月２３日に開かれた自民の外交部会などの合同会議で

も、「事態が急変しない保証はない」などと自衛隊員の安全を懸

念する声が相次いだ。防衛省設置法の「調査・研究」というあい

まいな規定でなく、自衛隊法でどんな活動が可能なのか明確に位

置づけるべきだとの意見も上がった。 

 さらに１日には憲法学者らが会見を開き、「自衛隊を派遣すれ

ば、実質的には米軍など他国軍との共同活動は避けられない」な

どと中東派遣に反対する声明を発表。すでに１２５人の憲法学者

が声明に賛同したと訴えた。 

 こうした声に、河野太郎防衛相は１日の会見で、「きちんと説

明ができるように検討をやっていきたい」と述べるにとどめた。

（伊藤嘉孝、山下龍一） 

 

横須賀基地、原子力艦の入港１千回 １９６６年に初寄港 

朝日新聞デジタル太田泉生 2019年11月3日18時04分  

横須賀港に入った原子

力空母ロナルド・レーガン＝２０１９年１１月２日午前１１時３

０分、横須賀港、太田泉生撮影 

 米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）への原子力艦船の入港

回数が２日、１９６６年の初寄港以来、通算で１千回に達した。

入港したのは原子力空母ロナルド・レーガン（乗組員４６９６人）

で、原子力艦の入港に反対する市民団体は抗議の声をあげた。 

 海上保安庁の巡視艇や、平和団体「ヨコスカ平和船団」のヨッ

トが見守るなか、空母レーガンは２日正午過ぎ、ゆっくりと横須

賀港に入り、１２号バースに着岸した。９月１４日に出港してか

ら、フィリピン海などでパトロールや訓練をしていたとみられる。 

 「１千回入港は安全の証明ではない」「入港抗議」 

 基地前には２日夜、抗議のカードを手にした人たち約５０人が

集まり、入港に抗議する声明文を基地側に手渡した。 

 非核市民宣言運動・ヨコスカの… 

残り：174文字／全文：487文字 

 

空母・レーガン横須賀帰港 原子力艦船寄港千回に 

神奈川新聞  2019年11月03日 05:00 

 米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母ロ

ナルド・レーガンが２日、同基地に帰港した。今回の寄港で、米

原子力艦船の同基地への通算寄港回数は千回に達した。 

 同基地へは、１９６６年５月３０日に原子力潜水艦スヌークが

http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/有志連合.html
http://www.asahi.com/topics/word/ソマリア.html
http://www.asahi.com/topics/word/海上自衛隊.html
http://www.asahi.com/topics/word/海上自衛隊.html
http://www.asahi.com/topics/word/哨戒機.html
http://www.asahi.com/topics/word/哨戒機.html
http://www.asahi.com/topics/word/海上警備行動.html
http://www.asahi.com/topics/word/自衛隊法.html
http://www.asahi.com/topics/word/自衛隊法.html
http://www.asahi.com/topics/word/海上警備行動.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/自衛官.html
http://www.asahi.com/topics/word/外務省.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/公明党.html
http://www.asahi.com/topics/word/石田祝稔.html
http://www.asahi.com/topics/word/政調会長.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/岸田文雄.html
http://www.asahi.com/topics/word/政調会長.html
http://www.asahi.com/topics/word/自衛隊員.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/自衛隊法.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/河野太郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛相.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191102001053.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191102001053.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191102001053.html
http://www.asahi.com/topics/word/米海軍.html
http://www.asahi.com/topics/word/横須賀基地.html
http://www.asahi.com/area/kanagawa/
http://www.asahi.com/topics/word/横須賀市.html
http://www.asahi.com/topics/word/原子力艦.html
http://www.asahi.com/topics/word/原子力空母.html
http://www.asahi.com/topics/word/ロナルド・レーガン.html
http://www.asahi.com/topics/word/原子力艦.html
http://www.asahi.com/topics/word/海上保安庁.html
http://www.asahi.com/topics/word/巡視艇.html
http://www.asahi.com/topics/word/横須賀港.html
http://www.asahi.com/topics/word/横須賀港.html
http://www.asahi.com/topics/word/フィリピン.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191102001053.html
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原子力艦船として初めて寄港。当初は１桁台が主だった年間の寄

港回数は、１９８２年以降は２桁台が続いており、昨年は２４回

で、今年は今回の寄港で１９回目となった。 

 原子力艦船の延べ滞在日数は、２００８年に通常型空母に代わ

り、原子力空母ジョージ・ワシントン（ＧＷ）が同基地に配備さ

れたことに伴って急増。ＧＷ後継艦のＲ・レーガンが横須賀を事

実上の母港とした翌年の１６年には、過去最多の３４１日を記録

した。 

米海軍横須賀基地（横須賀市）

に入港する原子力空母ロナルド・レーガン。これで原子力艦船の

横須賀への寄港は通算千回となった＝２日、午前１１時３８分  

 通算寄港回数が千回に到達したことを受け、在日米海軍司令部

は神奈川新聞の取材に「このたびの横須賀への原子力艦船の千回

目の寄港は、日米両国の恒久的な関係を象徴するもの」との談話

を寄せた。原子力艦船は米海軍の主要な戦闘艦の約４割を占めて

いるとし、過去５５年にわたって横須賀、佐世保、沖縄に２千回

以上の寄港を安全に行ってきたとも説明した。 

 また、横須賀市の上地克明市長は「原子力艦に限らず、全ての

艦船が常に安全で安定的に運用されることが重要であると考え

る」とコメント。市基地対策課は今後も同基地での原子力艦船の

運用は続くとの見方を示し、「千回というより、これまでも、こ

れからも、一回一回安全に入港することが重要」とした。 

 一方、市民団体のメンバーは同日夜、同基地ゲート前に集まり、

抗議文を提出した。「非核市民宣言運動・ヨコスカ」の新倉裕史

さんは東京電力福島第１原発事故を引き合いに出し、「千回の寄

港で大きな事故がなかったからといって安全・安心とは言えない」

と指摘した。 

 Ｒ・レーガンは２日午後０時２２分、同基地１２号バースに入

港。市によると、今回の目的は、物資の補給と乗組員の休息など。

出港の予定は不明だが、２０日に同基地などで実施される日米合

同原子力防災訓練には参加するとみられる。 

 

衝突事故の米イージス艦が帰港 横須賀、艦長「安全航行に自信」 

2019/11/3 18:15 (JST)共同通信社 

試験航海を終え、米海軍横

須賀基地に帰港したイージス駆逐艦ジョン・S・マケイン＝3日、

神奈川県横須賀市 

 2017年 8月にマラッカ海峡東方でタンカーと衝突したイージ

ス駆逐艦ジョン・S・マケインが3日、拠点とする米海軍横須賀

基地（神奈川県横須賀市）での修理完了後、初めてとなる試験航

海を終え、同基地に帰港した。艦長のライアン・イースターデイ

中佐は同基地内で「試験航海中の訓練を通じ乗組員の能力が高ま

った。安全に航行する自信が得られた」と記者団に述べた。 

 ジョン・S・マケインは先月28日から試験航海に出航し、日本

近海で訓練を実施した。中佐は再発防止策を問われ「米海軍全体

で乗組員の訓練を増やすなどの見直しをしている」と強調。さら

に訓練を実施した上で任務に復帰する予定。 

 

オスプレイ、沖縄近海で空中給油訓練 先月22日、米軍がサイ

ト掲載 16年の墜落原因に 

琉球新報2019年11月4日 10:02 

訓練で空中給油を受けるMV22

オスプレイ＝10月22日、沖縄近海（米軍サイトより） 

 米軍普天間飛行場所属の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイが

10月22日、飛行中に給油を受ける空中給油訓練を沖縄近海で実

施したことが分かった。2日までに米軍サイトで写真が掲載され

た。2016年12月にオスプレイが名護市安部の海岸に墜落した事

故は、夜間の空中給油中にオスプレイのプロップローター（回転

翼部分）と空中給油機の給油ホースが接触したことが原因だった。 

 米軍サイトによると、10月22日の訓練でオスプレイは米軍岩

国基地所属KC130J空中給油機から空中給油を受けた。時間帯は

不明だ。 

 空中給油は燃料を供給する機体の後方に付いて後ろに出てい

る給油ホースに自らの先端にある給油管を差し込む必要がある。

操縦士には高度や速度を合わせて飛行する技術が求められる。 

 さらにオスプレイは特有の機体構造から空中給油の難易度は

高まるとされる。プロップローターを真上に向けたヘリモードで

は機体が不安定なため、空中給油を受けることはできない。その

ため、ローターを前に向けた固定翼モードで空中給油を受けるが、

その場合、給油ホースとローターの距離が近くなり、接触する可

能性が高まる。 

 オスプレイについて緊急時の手順をまとめた米軍の確認書で

も、空中給油中に給油管がローターに接触する恐れを示唆し「大

惨事を引き起こしかねない」と注意している。 

 空中給油を巡っては、米海兵隊岩国基地（山口県）所属部隊が

2016 年に、沖縄県沖の上空で戦闘機と空中給油機の接触事故を

起こしながら公表せず、正式な調査も見送っていたことが 2 日

に判明している。 

 

岩国海兵隊、規則違反横行 戦闘機内で自撮りや読書  

日経新聞2019/11/3 16:50 

米海兵隊岩国基地（山口県岩国市）所属の戦闘機部隊で、重大事

https://www.kanaloco.jp/archives/001/201911/large-496c49bc2c8f77f0d55e60e063276c0a.jpg
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故につながりかねない規則違反が横行している実態が、3日まで

に第1海兵航空団（沖縄県）の調査報告書で分かった。手放しの

操縦や飛行中の読書、ひげを整えながらの自撮りを含む。 

部隊では空中接触が相次ぎ、昨年12月には高知県沖で6人が死

亡・行方不明になる墜落事故があった。安全軽視の運用が明らか

になった。 

報告書は高知県沖で第 242（全天候）戦闘攻撃中隊の FA18戦闘

攻撃機と別の部隊の KC130 空中給油機が接触した事故と、2016

年 4 月に沖縄県沖で起きた FA18 と KC130 の接触事故を調査し

た。 

もともと高知だけが対象だったが、調べの過程で沖縄事故の存在

がクローズアップされ、上部組織の第 1 海兵航空団が正式調査

を指示した。沖縄事故は日本側に報告していなかった。 

いずれも空中給油中に発生し、同じ攻撃中隊に所属するFA18側

に責任があった。報告書は相次ぐ事故の背景として、部隊内に「薬

物乱用、アルコールの過剰摂取、不倫、指示違反といった職業倫

理にもとる実例」が存在したと指摘した。 

高知の事故では乗員2人の尿から睡眠導入剤の成分が検出され、

飛行任務に不適格だった可能性があると判断している。睡眠導入

剤を無許可では処方しない軍医に対して不満を抱く隊員同士の

通信アプリのやりとりもあった。 

調査後、第1海兵航空団は隊長ら4人を更迭した。報告書による

と隊長も機内で酸素マスクを外した姿を撮影し、通信アプリのプ

ロフィルに掲載していた。 

隊員の携帯電話からは 16 年 10 月に夜間の空中給油を撮影した

動画も見つかったという。沖縄の事故から約半年が経過していた

が、規律は失われたままだった。 

〔共同〕 

 

伊江の降下訓練「安全もたらす」 米軍、ウェブ投稿 ／沖縄 

琉球新報2019年11月3日 

 【伊江】米軍伊江島補助飛行場で10月29、30日の両日、パラ

シュート降下訓練中の米兵が着陸予定地を外れ、民間地で県所有

の伊江島空港などに落下した問題を巡り、米軍が29日の事故後、

ウェブサイトに訓練の様子を収めた写真を公開し、「訓練は同盟

国に安全をもたらす」などと投稿していた。民間地への落下につ

いて言及はなかった。  

 米兵の民間地落下を受けて地元では反発が強まっており、渡久

地政雄村議会議長は「住民は危険にさらされており、矛盾してい

る」と憤った。  

 米軍のウェブサイト「dvids」は10月28～29日に降下訓練を

実施したとして、訓練によって「必要な場所へ迅速かつ効果的に

人員や装備を空中投下する準備ができる」「日本を含む同盟国に

安全をもたらす」などと強調。サイト内では、訓練の準備をする

様子や兵士が米軍機から空中に飛び出す瞬間などを写した画像

が複数掲載されている。  

 投稿日は10月30日午前。同29日の降下訓練で海兵隊員2人

が着陸予定地を外れ、伊江島空港と付近の畑に落下したことに関

する言及はなかった。  

 渡久地議長は「きれいごとだ。提供区域外に落下させたことに

は一切触れず、訓練の必要性を強調することに疑問を感じる」と

語った。伊江村議会は 2 日連続で発生したパラシュート降下訓

練事故を受け、5日の臨時議会で抗議決議と意見書を可決する方

針。同日に外務省沖縄事務所、6日に沖縄防衛局を訪れ抗議する。  

 

首里城復元費、振興予算と別なら「県民安心」 玉城沖縄知事 

産経新聞2019.11.3 15:56 

 沖縄県の玉城（たまき）デニー知事は３日、焼失した那覇市の

首里城復元に必要な経費について、沖縄振興予算とは別枠での措

置を求める声が与党内で上がっていることについて「そのような

話で政府が決定していただけるのであれば、この上ないことだ。

多くの県民も安心するだろう」と述べた。那覇市内のホテルで記

者団の質問に答えた。 

 玉城氏はまた、「首里城の件に関しては政府としっかり協力し

てやっていきたい」と語った。沖縄の本土復帰５０年にあたる令

和４年までにまとめる首里城再建計画を検討する枠組みに関し

ては「国の動向とうまくリンクできるように、カウンターパート

の県として動けるようにやっていきたい」と説明した。 

 首里城復元経費をめぐっては、公明党の斉藤鉄夫幹事長が２日

に「沖縄予算に圧迫が加わらないような形でやるべきだ」と述べ

ていた。政府は３年度まで沖縄関係予算３千億円台を確保すると

しているが、今回焼失した正殿など７棟は前回復元時に約７３億

円を投入している。 

 これに先立ち、玉城氏は県功労者表彰式典に出席し、「一刻も

早い首里城の復元に向けて全力を尽くしてまいる」と語った。 

 

途上国隊員の育成に注力＝ＰＫＯ側面支援、貢献模索－政府 

時事通信2019年11月04日07時32分 

国連ＰＫＯ隊員に医療指導する陸上自衛隊

の草薙恭圭３佐（中央）＝１０月９日、ウガンダのエンテベ市内

（陸自提供） 

 日本政府が、国連平和維持活動（ＰＫＯ）の側面支援として途

上国の隊員育成に力を入れている。ここ数年、途上国の施設部隊

に重機操作指導を行っており、１０月には初めて救命医療教育を

実施した。ＰＫＯ任務の危険度が増したこともあり、自衛官の部

隊派遣がゼロになって２年半近く。政府は新たな平和貢献の姿を

模索している。 

 陸上自衛隊は１０月７～１８日、ウガンダに隊員２人を派遣。

国連南スーダン派遣団（ＵＮＭＩＳＳ）などの要員に救急医療を

指導する国連プログラムに教官として参加させた。ＰＫＯ隊員は

年１００人規模で死亡。けがや病気で医療機関に運ばれるまでに

命を落とすことが多く、救急救命能力の向上が求められている。 

 今回の国連プログラムには、アフリカやアジア、南米の計１０

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110300276&g=pol&p=20191103at15S&rel=pv
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カ国から訓練生２９人が参加した。陸自関係者によると、その多

くは心肺蘇生や止血など初歩的な知識すらなかった。 

 ＰＫＯ活動は近年、紛争下の文民保護など武力行使を伴う任務

が増加。リスクを嫌う先進国の参加が減り、練度の低い途上国の

隊員が増えている。日本からの部隊派遣も、南スーダンの施設部

隊が２０１７年５月に活動を終えたのを最後に途絶えている。 

 日本からＰＫＯに参加する場合、紛争当事者間の停戦合意など

の５原則を満たす必要もあり、ハードルは高い。今回、ウガンダ

で教官を務めた草薙恭圭３佐は「医療指導のニーズは高い」と話

しており、政府は引き続き可能な支援を続けていく方針だ。  

 

防衛関連産業の経営監視強化へ 政府、外国企業買収に救済検

討 

2019/11/3 16:37 (JST)11/3 18:01 (JST)updated共同通信社 

 防衛省は自衛隊の装備品のサプライチェーン（部品の調達、供

給網）を構成する国内関連企業に対し、経営状況の監視を強化す

る方針を固めた。装備品調達の安定と安全性を確保する狙い。信

用調査会社を通じて恒常的にチェックする。2020 年度予算の概

算要求で経費として 1 千万円を計上した。経営難や外国企業に

よる買収などの危険性が予見される場合、補助金による救済も検

討する。政府関係者が3日、明らかにした。 

 欧米との共同開発拡大に備えるほか、兵器のハイテク化を進め

る中国へ技術が流出する危機感も背景にある。 

 

野党共闘なら「自民は相当議席失う」 自民選対委員長  

日経新聞2019/11/4 21:17 

自民党の下村博文選対委員長は4日、長野市で講演し、次期衆院

選を巡り、野党が共闘して全ての小選挙区で候補を一本化した場

合「自民党は相当議席を失う可能性がある」と言及した。 

7月の参院選改選1人区で野党統一候補に敗れた自民党候補が多

かったとして「次の衆院選は（前回より）もっと厳しくなる可能

性が高いと思い、選挙対策に取り組む必要がある」と強調した。 

〔共同〕 

 

野党共闘で「自民、相当議席失う」 下村氏が危機感 

産経新聞2019.11.4 18:18 

 自民党の下村博文選対委員長は４日、長野市で講演し、次期衆

院選をめぐり、野党が共闘して全ての選挙区で候補を一本化した

場合、「自民党は相当議席を失う可能性がある」と言及した。 

 ７月の参院選改選１人区で野党統一候補に敗れた自民党候補

が多かったとして「次の衆院選は（前回より）もっと厳しくなる

可能性が高いと思い、選挙対策に取り組む必要がある」と強調し

た。 

 

日本共産党第 8 回中央委員会総会 第 28 回党大会第一決議案

（政治任務）提案から 〔改憲めぐる情勢とたたかい、市民と野

党の共闘の部分から〕 2019年11月4日 

第２章 戦後最悪の安倍政治を終わらせ、野党連合政権を実現し

よう 

（１）日本社会を根底から破壊する、戦後最悪の安倍政権を倒し

て、新しい政治を 

 

 安倍政権がこの七年間でやってきたことは、憲法と平和、暮ら

しと経済、民主主義と人権などあらゆる分野で、戦後どの内閣も

やってこなかった史上最悪の暴政の連続だった。戦後最悪のこの

内閣をこれ以上延命させてはならない。 

①憲法と立憲主義の破壊――「戦争する国」に向かう暴走政治 

安倍政権は、戦後七〇年にわたって自民党政権が「憲法上でき

ない」としてきた集団的自衛権の行使を、一内閣の閣議決定で可

能にし（二〇一四年七月）、安保法制＝戦争法を強行した（一五

年九月）。まさに「憲法破壊のクーデター」である。 

立憲主義を破壊した政治のもと、権力行使に抑制がなくなり、

数を頼んだ暴走が横行するようになった。特定秘密保護法（一三

年）、盗聴法の適用拡大（一六年）、共謀罪法（組織的犯罪処罰法

改正、一七年）の強行など、国民の目と耳と口をふさぎ、自由と

権利を侵害し、モノ言えぬ監視社会への動きを加速させてきた。 

日米安保体制を地球規模の軍事同盟に変質させた日米新ガイ

ドライン（一五年）と安保法制＝戦争法のもとで、「戦争する国」

づくりがすすんでいる。 

安倍政権が昨年一二月、閣議決定した新「防衛計画の大綱」、

「中期防衛力整備計画」は、日米同盟をいっそう強化するととも

に、「従来とは抜本的に異なる速度で防衛力を強化する」とした。

二〇年度の軍事費は、概算要求で八年連続増額、過去最高の５兆

３千億円となった。とくに、「いずも」型護衛艦を最新鋭戦闘機

Ｆ３５Ｂが発着艦できる空母に改修することや、敵基地攻撃能力

の保有をめざして長距離巡航ミサイルを導入したことは、「専守

防衛」をたてまえとしてきた従来の政府の立場をもくつがえし、

自衛隊を海外で実際に武力行使する軍隊へと大きく変貌させる

きわめて重大なものである。 

安倍政権の「戦争する国づくり」の策動は、憲法九条の「改定」

を最大の目標としている。 先の参院選で改憲勢力は、発議に必

要な三分の二の議席を失った。「期限ありきの早急な改憲には賛

成できない」というのが、参院選で主権者・国民が示した民意に

ほかならない。それにもかかわらず、安倍晋三首相は「二〇二〇

年までの改憲」に執念を燃やしている。憲法九条に自衛隊を明記

し、海外での戦闘に無制限に参加させる自民党改憲案を準備し、

発議を虎視眈々（こしたんたん）とねらっている。 

憲法九九条で「憲法尊重擁護義務」を課されている首相が、国

民が望んでもいない改憲の旗を振ること自体が、立憲主義を乱暴

に破壊するものである。 

憲法九条改定によって、戦後日本の、「海外の戦争で一人も殺

さない、殺されない」というあり方を根本から変え、日本を「米

国と肩を並べて戦争できる国」にする暴挙を、決して許してはな

らない。 

 

（２）市民と野党の共闘が直面する課題――いまこそ政権問題で

の前向きの合意を 

 

①市民と野党の共闘はどこまで来たか――四年間の共闘を通じ

て築いてきた到達 

 第二七回党大会決定は、市民と野党の共闘について三つの課題

――①豊かで魅力ある共通公約をつくる、②相互推薦・相互支援
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の共闘を実現する、③政権問題で前向きの合意をつくる――を提

起した。その後の三年間、市民と野党の共闘は、さまざまな困難

と曲折を経ながらも、以下の諸点で大きな成果をあげ、新しい到

達を築いてきた。 

第一に、一人区での共闘が、相互に支援しあう共闘へと大きく

前進したことである。二〇一六年の参議院選挙では、わが党が擁

立した候補者が野党統一候補になった選挙区は香川一県だった

が、一九年の参院選では、徳島・高知、鳥取・島根、福井の三選

挙区五県へと広がった。全国各地でも、野党各党の国会議員が、

市民のみなさんと肩を並べて候補者を応援する光景が当たり前

のものとなった。 

第二に、一人区だけでなく、複数定数区でも市民との共闘が発

展し、日本共産党の前進・勝利へと実を結ぶ経験がつくりだされ

たことである。多くの無党派市民や保守の人びとが複数区でもマ

イクを握り、共闘にいっかんして誠実に取り組むわが党候補を、

心を込めて応援する姿が全国に広がった。 

第三に、野党間の政策的な一致点が大きく広がったことである。

五野党・会派は「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民

連合（以下、『市民連合』）」と一三項目の「共通政策」を確認し、

安保法制、憲法、消費税、沖縄、原発など、国政の基本問題で共

通の旗を立てて、選挙をたたかった。政策的な一致点は、三年前

の参院選、総選挙と比べても大きく前進した。 

第四に、共闘を進める基本姿勢について、共闘に取り組む中で

お互いの理解が深まったことである。「多様性の中の統一」――

お互いに違いを認め合い、リスペクト（尊敬）しあって、国民の

切実な願いに即して一致点で協力するという、もっとも民主主義

的な協力・共闘の姿を、市民と野党の共闘はつくりだしてきた。 

 

②いまなぜ野党連合政権か――連合政権に向けた話し合いを呼

びかける 

四年間の共闘の成果と到達を踏まえて、市民と野党の共闘を、

さらにどう発展させていくか。今後の共闘の発展にとって最大の

課題は、野党連合政権の合意――政権問題での前向きの合意をつ

くることである。 

参院選の結果を踏まえて、日本共産党は、二〇一九年八月八日、

党創立九七周年記念講演で、参議院選挙をともにたたかった野党

各党に、野党連合政権に向けた話し合いを開始することを呼びか

けた。 

わが党は、四年前に「国民連合政府」を提唱していらい、野党

が政権問題で前向きの合意をつくることを主張しつづけてきた。

同時にこの間、政権合意がないもとでも、この問題を横において

選挙協力をすすめてきた。しかし、市民と野党の共闘を本当に力

あるものにするためには、いよいよこの課題を避けて通ることが

できなくなっている。野党が力強い政権構想を示すことを、国民

と日本社会が求めている。 

 第一に、安倍政権に代わる野党としての政権構想を国民に提示

し、「本気で政治を変える」メッセージを届けてこそ、国民に「一

票で政治や暮らしを変えることができる」という希望を広げるこ

とができる。これまで投票に行かなかった多くの人々にも投票所

に足を運んでもらうことができるだろう。 

 第二に、野党としての政権構想を示すことは、安倍自公政権に

よる野党共闘攻撃に対する断固たる回答となる。参院選で安倍首

相は、たびたび以前の民主党政権をもちだし、「あの時代に逆戻

りさせてはならない」とくりかえした。しかし、いま市民と野党

の共闘がめざしているのは、かつての民主党政権の復活ではない。

「市民連合」との一三項目の政策合意が示すように、かつての民

主党政権の限界を乗りこえ、国政の基本問題で自民党政治を切り

替える新しい政治である。 

野党連合政権にむけた協議では、以下の三つの点が大切になる

と考える。 

一つは、政権をともにする政治的合意であり、その意志を確認

することである。 

二つ目は、「市民連合」とかわした一三項目の政策合意を土台

に、連合政権が実行する共通の政策を練り上げることである。そ

のさい、連合政権として各党の政策の不一致点にどう対応するか

の合意も必要になる。 

三つ目は、小選挙区における選挙協力の合意である。 

市民と野党の共闘を、野党連合政権をめざす共闘へと発展させ

ることは、国民に対して野党が共同で負っている重大な責任であ

る。日本共産党は、その責任の一翼を担って、全力で奮闘する。 

 

（３）野党間の政策的な合意はどこまで来たか――野党連合政権

がめざす政治転換の方向 

 

①「市民連合」との政策合意、野党共同提出の法案などで一致し

ている政策課題 

参院選に向けて、五野党一会派が「市民連合」と確認した一三

項目の政策合意は、これまでの野党間の合意を踏まえ、さらに発

展させるものとなった。 

――安保法制廃止と立憲主義回復という、共闘の「一丁目一番

地」がすえられた。 

――安倍政権の憲法「改定」、とくに九条「改定」に反対し、

改憲発議そのものをさせないことを明記した。 

――沖縄の辺野古新基地建設の中止、日米地位協定改定など、

外交問題でも新しい踏み込みが共通の政策となった。 

――原発問題でも、現状での再稼働を認めず、再生可能エネル

ギーへの転換をはかり、原発ゼロを実現するという、新しい一致

点が明記された。 

――消費税問題は、これまで野党間で確認できなかったが、１

０％への増税中止、「所得、資産、法人」の税制の公平化という

方向性が確認された。 

――最低賃金１５００円、八時間働けば暮らせるルール、生活

を底上げする経済、社会保障政策、貧困・格差を解消する方向が

打ち出された。 

――ＬＧＢＴｓ（性的少数者）の差別解消、女性差別撤廃、選

択的夫婦別姓、議員間男女同数化の実現などが明記された。 

「市民連合」との政策合意以外にも、野党は各政策分野で合意

を積み重ねてきた。国会での共同の取り組みや選挙公約などを通

じて、野党が一致している課題は少なくない。以下はその主なも

のである。 

――農業では、種子法復活法案などを共同で国会に提出し、安

倍政権のＴＰＰ（環太平洋連携協定）や、日米ＦＴＡ（自由貿易
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協定）交渉にも反対して共同でたたかってきた。 

――被災者生活再建支援法改正を共同で国会に提出し、支援金

の上限を、現行の３００万円から５００万円にひきあげるなど、

被災者や被災自治体の最も切実な願いにこたえることを求めて

きた。 

――気候変動にきちんと向き合うため、野党各党は、「二〇五

〇年ＣＯ２排出ゼロ」を掲げるなど、先進国としての責任と役割

を果たすことを求めている。 

――核兵器禁止条約を批准することを、一致して求めている。 

「市民連合」との政策合意をはじめ、野党間で一致しているこ

れらの政策課題は、全体として、野党連合政権の土台となりうる

ものである。その内容は、国民の切実な要求を踏まえ、市民連合

の協力を得て、一歩一歩積み重ねて築いた、きわめて重要な到達

である。 

 

②安倍政治からの転換の三つの方向にそって、野党連合政権をつ

くろう 

私たちは、これまでに築いてきた野党間の政策的合意の内容は、

安倍政治からの転換の方向を、次の三つの点で示すものとなって

いると考える。 

第一に、憲法にもとづき、立憲主義、民主主義、平和主義を回

復する。 

第二に、格差をただし、暮らし・家計応援第一の政治にきりか

える。 

第三に、多様性を大切にし、個人の尊厳を尊重する政治を築く。 

この方向にこそ、安倍政治にかわる、新しい希望ある政治への

道がある。 

日本共産党は、これまでともに共闘を担ってきた多くの市民の

みなさんと、国会内外で共闘してきた他の野党のみなさんに、こ

の三つの方向にそって安倍政治を根本から転換する野党連合政

権を実現することを、心から呼びかけるものである。 

 

③政策上の不一致点に政権としてどう対応するか 

 野党連合政権をめざすうえで、政策上の不一致点に政権として

どう対応するのかも、重要な課題である。 

安倍首相は参議院選挙中の党首討論で、くりかえし「自衛隊は

違憲だという共産党とどうして政権が組めるのか」と野党共闘攻

撃を行った。 

しかし、いま政治に問われているのは、自衛隊や日米安保条約

そのものの是非ではない。安保法制＝戦争法によって、憲法九条

を踏み破った自衛隊の海外での武力行使――「海外で戦争する国」

を許していいのかであり、そのために、野党は自衛隊や安保条約

に対する態度の違いを乗りこえて共闘している。安倍自公政権や

補完勢力による見当違いの共闘攻撃は、自らが繰り返した憲法破

壊の所業を覆い隠すものでしかない。 

日本共産党は、自衛隊や安保条約について独自の見解をもって

いる。自衛隊は憲法九条に明確に違反しており、日米安保条約を

なくしてこそ、日本は本当の独立国といえる国になると考えてい

る。 

しかし、こうした日本共産党の見解を政権に持ち込むことはし

ない。野党連合政権の安全保障に関する共通課題は「集団的自衛

権行使容認の閣議決定の撤回と安保法制の廃止」であり、それを

実行すれば、この法制を強行する前の憲法解釈・法制度・条約上

の取り決めがあらわれてくる。したがって、政権としては安保法

制強行以前の憲法解釈・法制度・条約上の取り決めで対応するこ

とになる。 

これまで築いた到達点に立ち、さらに互いに知恵と力を出し合

い、互いに違いは認め合い、一致点を広げ、市民と野党の共闘を

前に進めよう。政策合意をさらに豊かで魅力的なものにし、野党

連合政権の実現へ道をひらこう。 

 

（４）草の根からの国民の世論とたたかいで、野党連合政権への

道をひらこう 

 

 市民と野党の共闘を発展させ、野党連合政権への道を開く最大

の力は、全国の草の根からの国民の世論とたたかいである。 

 暮らしと経済、民主主義など、すでに野党共通の政策となって

いる諸課題で、国民の共同のたたかいにとりくむ。 

とりわけ、安倍九条改憲の発議を許さない一点でのたたかいを、

全国で広げに広げよう。 

 四年前、私たちが共闘に踏み出すうえで、背中を押してくれた

のは、「野党は共闘」という市民の声だった。「野党は共闘」から、

「野党は連合政権」へと、共闘の発展を求める世論と運動を、全

国各地から広げていただくことを、心から訴える。 

 

22年までに野党連合政権 共産党が中央委総会  

日経新聞2019/11/4 18:30 

共産党は4日、党本部で第8回中央委員会総会（8中総）を開き、

2004 年以来となる党綱領の改定案を示した。中国について「社

会主義をめざす新しい探究が開始」との表現を削除する案などを

盛り込んだ。党創立100周年の22年までに野党連合政権の実現

を目指すと掲げる活動方針案もまとめた。来年 1 月の党大会で

決定する予定だ。 

8中総は5日まで開く。志位和夫委員長はあいさつで、中国が核

兵器を保持し、東シナ海や南シナ海で力による現状の変更を続け

ていると指摘し「中国の行動はどれも社会主義の原則や理念と両

立しない」と述べた。 

 

共産、次期衆院選で連合政権に道 中ロ念頭に大国、覇権主義批

判も 

2019/11/4 12:03 (JST)11/4 12:05 (JST)updated共同通信社 

共産党の第 8 回中央委員会総

会で報告する志位委員長（壇上）＝4日午前、東京都渋谷区の党

本部 

 共産党は4日午前、第8回中央委員会総会を党本部で開いた。
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来年1月の党大会決議案を提示し、次期衆院選について「野党連

合政権に道を開く」と表明した。志位和夫委員長は党大会で 16

年ぶりに決定する綱領の改定案を示し、中国とロシアを念頭に

「いくつかの大国で強まっている大国主義、覇権主義は世界の平

和と進歩への逆流となっている」と批判した。 

 いずれも 5 日までの総会で了承される見通し。志位氏は綱領

案の説明で、中国について核軍拡や沖縄県・尖閣諸島周辺の領海

侵入、南シナ海の軍事拠点化などを列挙し「社会主義の原則や理

念と両立し得ない」と厳しく非難した。 

共産党の第 8回中央委員会総会で報告する志位

委員長＝4日午前、東京都渋谷区の党本部 

 

２２年までに「野党連合政権」＝共産中央委総会が決議案 

時事通信2019年11月04日16時21分 

 共産党は４日、党本部で第８回中央委員会総会を開催し、志位

和夫委員長ら執行部が来年１月の党大会決議案を提示、２０２２

年までに「野党連合政権」を樹立することを打ち出した。同時に

示された綱領改定案は、中国が覇権主義を強めているとして、「世

界の平和と進歩への逆流となっている」と強く批判した。 

 今後の活動方針となる大会決議案は、従来主張してきた日米安

全保障条約の廃棄や自衛隊の解消などについて、「政権に持ち込

むことはしない」と宣言。その上で、党創立１００年に当たる２

２年までに連合政権を目指すとした。  

 

共産党綱領改定へ 野党連合政権へ現実路線も実態伴わず 

産経新聞2019.11.4 20:58 

 共産党は４日の第８回中央委員会総会（８中総）で示した綱領

改定案で中国を批判し、「米国糾弾」のトーンを抑えた。立憲民

主党などに呼びかけている野党連合政権構想を実現すべく、外交

政策で「現実路線」に転換したとアピールする狙いが透けてみえ

る。とはいえ、日本の安全を守る日米安全保障条約に対する批判

的な見方は堅持しており、本質はなんら変わっていない。（内藤

慎二） 

 「中国公船による領海侵入などが激増、常態化している。（日

中）両国関係の正常化を提言していながら極めて不誠実な対応だ」 

 志位和夫委員長は８中総でこう報告し、尖閣諸島（沖縄県石垣

市）などで覇権主義的行動を強める中国に不快感を示した。１０

月１５日には着任あいさつで党本部を訪れた中国の孔鉉佑駐日

大使に対し、東シナ海や香港で威嚇的行動をとらないよう要求。

同２４日に野党統一会派幹部と懇談した際も中国を批判してお

り、最近の共産党は対中強硬ぶりが目立つ。 

 その背景には、国民や、野党連合政権の樹立を呼びかけている

他の野党から一党独裁の中国共産党と「同一視」されることへの

焦りが見え隠れする。実際、山下芳生副委員長は党大会決議案の

説明で「旧ソ連だけでなく近年、中国に表れたさまざまな問題に

よっても日本共産党に対する誤解、偏見が少なからず生まれてい

る」と強調。綱領改定については「党建設で前進する新たな力と

なる」と語った。 

 とはいえ今回、「日米安保条約を廃棄し、アメリカ軍とその軍

事基地を撤退させる」との綱領の記述は堅持された。小池晃書記

局長も党大会決議案の報告で「日米安保条約を背骨とした『異常

なアメリカいいなり政治』はあらゆる分野で行き詰まりを深め、

国民との矛盾が噴出している。条約を国民多数の合意によって廃

棄する」と明言した。 

 共産党が立民などに本気で野党連合政権の樹立を呼びかける

ならば、「日米安保条約なしで、いかに核兵器を増強する隣国か

ら日本を守るか」を具体的に説明することが求められる。 

 

共産党 ３年後までに野党連合政権目指す活動方針案  

ＮＨＫ2019年11月4日 11時08分 

  
共産党は国際情勢の変化を踏まえ、16 年ぶりに党の綱領の一部

を改定することになりました。また、安倍政権の政治は「戦後史

上最悪の暴政」だとして、党創立100周年となる３年後までに、

野党による連合政権の実現を目指す活動方針案をまとめました。 

共産党の中央委員会総会は４日、党本部で開かれ、党の綱領の改

定案が示されました。 

改定は平成16年以来で、世界情勢について記載している第３章

の改定案では、アメリカについて「地球的規模で軍事基地をはり

めぐらし、世界のどこに対しても介入、攻撃する態勢をとり続け

ている」と批判しています。 

また、中国やロシアを念頭に「大国主義・覇権主義は、世界の平

和と進歩への逆流となっている。アメリカとほかの台頭する大国

との覇権争いが激化し、新たな緊張を作り出している」と指摘し

ています。 

さらに第４章の改定案には、原子力発電所と温室効果ガスの排出

をいずれもゼロにする目標が初めて明記されました。 

一方、総会では今後の活動方針案も示され、安倍政権の政治は「戦

後史上最悪の暴政だ」と批判し、党創立100周年となる３年後ま

でに野党による連合政権を実現するとしています。 

共産党は綱領の改定案と活動方針案を来年１月の党大会で正式

に採択することにしています。 

 

JNN2019年11月4日11時22分 

共産党 中央委員会総会、１６年ぶりの綱領改定案を提示 

 共産党は４日、第８回中央委員会の総会を開き、１６年ぶりと

なる綱領の改定案が示されました。志位委員長は中国を名指しで

批判しています。 

 「中国側にどんな言い分があろうと、他国が実効支配している

地域に対して、力によって現状変更を迫ることは強く抗議し是正

を求める」（志位和夫委員長） 

 改定案では中国とロシアを念頭に「いくつかの大国で強まって

いる大国主義・覇権主義は世界の平和と進歩への逆流となってい

る」と指摘。志位委員長は特に南シナ海などへ進出を進める中国

https://www.jiji.com/jc/giin?d=90aa7529a69366feb9b54cc2770ed465&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=90aa7529a69366feb9b54cc2770ed465&c=syu
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を名指しで批判しました。 

 また、今回の改定案では「ジェンダー平等社会をつくる」とい

うことと「原発ゼロ」を新たに明記しています。午後には次の衆

議院選挙などで野党共闘を進めるなどの決議案が提案される予

定です。 

 

共産党が綱領改定へ 中ロ念頭「平和と進歩に逆流」 

ANN2019/11/04 19:11 

 16 年ぶりの綱領の改定案で共産党が中国とロシアを批判です。 

 共産党・志位委員長：「（日中）両国関係の正常化を喧伝（けん

でん）しながら領海侵犯を常態化させるというのは、極めて不誠

実な態度と言わざるを得ない」 

 志位委員長は中央委員会の総会で中国による尖閣諸島での領

海侵犯が常態化していることなどを挙げ、名指しで強く批判しま

した。総会で提示された綱領の改定案では中国とロシアを念頭に

「いくつかの大国で強まっている大国主義、覇権主義は世界の平

和と進歩への逆流となっている」と指摘しています。改定案は来

年1月の党大会で正式に採択されます。 

 

閣僚辞任 与党 引き締め図り審議進める 野党 任命責任追及へ 

 

ＮＨＫ2019年11月3日 12時28分  

相次ぐ閣僚の辞任を受けて、ＮＨＫの「日曜討論」で与党側は、

引き締めを図り法案などの審議を進めたいという考えを示しま

した。一方、野党側は、今週開かれる予算委員会で安倍総理大臣

の任命責任を追及していく考えを強調しました。 

自民党の新藤政務調査会長代理は「誠に残念だ。国会が不正常に

なってしまった原因が内閣にあるわけで、おわびしなければなら

ない。一刻も早く正常化を果たして、大切な法案の議論を始めた

い。国政を前に進めていく責任が内閣にあり、私たち与党にある。

緊張感を持って、しっかりと対応してもらいたいと思うし、与党

側としても、さらに引き締めていこうではないかと肝に銘じたい」

と述べました。 

公明党の石田政務調査会長は「短期間に２人も閣僚が辞任するの

は、本来ありうべからざることだ。反省しつつ国政を前に進めて

いくことで、与党・政府としての責任を果たしていきたい。しっ

かりと脇を固めて襟を正して政治を進めていかなければならな

い」と述べました。 

立憲民主党の逢坂政務調査会長は「閣僚の選任が適材適所で行わ

れているのか問題がある。安倍総理大臣は『責任は自分にある』

と言うが、具体的にどのような責任の取り方をするのかといえば

何もしない。しっかり説明し、国民と真正面から向き合う姿勢を

明らかにすべきだ」と述べました。 

国民民主党の後藤政務調査会長代行は「多少よくないうわさがあ

っても親しい議員を大臣に据えた安倍総理大臣の任命責任は重

く、『何とかなる』という思いがあったのではないか。予算委員

会では、木で鼻をくくったような答弁ではなく、しっかり説明し

てほしい」と述べました。 

日本維新の会の浅田政務調査会長は「法務大臣が辞めたからとい

って法務委員会以外の委員会を開会しない理由はない。日程が決

まっているなら委員会を粛々と開会すべきで、こうした国会改革

が必要だ」と述べました。 

共産党の笠井政策委員長は「内閣総辞職に値する異常事態だ。安

倍総理大臣は『任命責任はある』と言うが、辞表を受理しただけ

で説明していない。事実を徹底して調査し、真相を解明すること

が必要だ」と述べました。 

 

政権の態勢立て直し急務＝自民・世耕参院幹事長 

時事通信2019年11月04日07時30分 

インタビューに答える自民党の世耕弘成参院幹事

長＝１０月３１日、国会内 

 自民党の世耕弘成参院幹事長は３日までに、時事通信のインタ

ビューに応じ、相次ぐ閣僚辞任を受け、安倍政権の態勢立て直し

が急務との考えを示した。主なやりとりは次の通り。 

 －９月に参院幹事長に就任した。 

 故吉田博美前参院幹事長が敷かれた路線をしっかり承継して

いく。憲法改正が大きな課題なので、党派間で丁寧なコミュニケ

ーションをとっていくことが何よりも重要だ。 

 －安倍晋三首相側近と言われるが。 

 首相とは大変親しいし、２１年間行動をともにしてきた。幹事

長は参院の皆さんから推され就いた立場なので、今は幹事長の役

割をしっかり果たしていく。 

 －参院自民で首相の影響力が強まるとの見方もある。 

 うがった見方だ。政権に協力していくが、言いなりではない。

申し上げなければいけないことは申し上げていく。 

 －内閣改造後の閣僚辞任は二人目だ。 

 政権にダメージがないわけがない。一日も早く首相の下で態勢

を立て直してほしい。 

 －自民党の河井案里参院議員の陣営による選挙違反疑惑が報

じられた。 

 政治とカネの問題は、疑念を持たれた場合、本人がしっかり説

明して疑念を晴らすことが全ての政治家に求められている。 

 －国会日程はさらに窮屈になった。 

 非常に日程はタイトだ。ここから一日の余裕もない。政府もこ

れ以上問題を起こさないようしっかりとやってもらいたい。 

 －改憲について首相が前面に出る場面が目立つ。 

 まかり間違っても安倍政権のレガシー（政治的遺産）を残すた

めの憲法改正ではない。首相が一人の国会議員として発信するこ

とはいいが、最終的には国会でコンセンサスを形成していくこと

に尽きる。 

 －参院自民独自で社会保障の勉強会を設置した狙いは。 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=2ccf4098b66df3421de0b6fcc559d4d4&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=67c5baa60f26655ebc07857423594892&c=san
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110300281&g=pol&p=20191103at17S&rel=pv
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 自分の不安に向き合ってくれていると国民が分かる取り組み

が必要だ。（これまで）不安に向き合った政策をなかなか出せて

いない。予算や新しい制度ではなくて、不安を感じている人の声

に耳を傾け、解決策を実行に移す取り組みだ。 

 －年度内の報告書作成で役割を終えるか。 

 一過性のものではない。不安は尽きないから、参院自民の一つ

の政治運動として続けたい。 

 －将来、総理総裁を目指す考えは。 

 仕事が評価されれば次のポストが自然と来るというのが私の

考え方だ。何かを狙うことは全く考えていない。ただ、２１年前

に小泉純一郎元首相から「政治家は首相を諦めた瞬間から堕落が

始まる。常に目指す気持ちは持っていなさい」と言われたから、

諦めてはいない。 

 －衆院くら替えの見方がある。 

 参院幹事長の役割を１２０％果たすことに尽きる。  

 

閣僚辞任めぐり与野党応酬 立民「首相の責任空疎」 自民「身

引き締め、国政前に」 

産経新聞2019.11.3 14:14 

 与野党の政策責任者は３日のＮＨＫ番組で、閣僚の「辞任ドミ

ノ」や大学入学共通テストへの英語民間検定試験の導入延期、憲

法改正などをめぐり議論した。 

 自民党の新藤義孝政調会長代理は、週刊誌に政治とカネの疑惑

を報じられた菅原一秀前経済産業相と河井克行前法相が相次ぎ

辞任した事態について「誠に残念だ」と述べた。同時に「批判を

真摯（しんし）に受け止め、国政を前に進める責任が内閣と与党

にある。一層、身を引き締めると肝に銘じたい」と強調した。 

 公明党の石田祝稔（のりとし）政調会長は「（連続辞任は）あ

りうべからざることだ。脇を固めて襟を正して政治を進めなけれ

ばならない」と苦言を呈した。 

 立憲民主党の逢坂誠二政調会長は「閣僚の資質が疑われ、安倍

晋三首相の任命責任が空疎になっている」と批判し、６、８両日

の衆参予算委員会の集中審議で追及する姿勢を示した。共産党の

笠井亮（あきら）政策委員長も「首相の責任は重大だ」と糾弾し

た。日本維新の会の浅田均政調会長は政治資金に関する法整備の

必要性を指摘した。 

 英語試験の実施延期決定について、国民民主党の後藤祐一政調

会長代行は「遅すぎた。（導入について）白紙からやり直すべき

だ」と主張した。笠井氏は萩生田光一文部科学相の辞任を要求し

た。 

 逢坂氏は「問題点の指摘に耳を貸さなかった政府の責任は甚大

だ。機会の平等を確保するために政府がもっと関わるべきだ」と

注文を付けた。 

 野党の批判を受け、新藤氏は「混乱を招いたことはおわびしな

ければいけない。格差の是正について詰めが甘かった。万全の態

勢を整えるよう文科省に訴えたい」と述べた。石田氏は「グロー

バルに活躍できる人材という方向性は間違っていない。制度設計

に丁寧さが必要だった」とした。 

 今国会の焦点である憲法改正議論に関し、新藤氏は「憲法審査

会は、政局から離れて国民のための論議を深めることに尽きる。

審査会を動かすことが重要だ」と理解を求めた。 

 逢坂氏は党名の「立憲」に触れ「権力を制約する観点で積極的

に議論したい」と述べる一方、「改憲することだけが目的の議論

は不毛だ。真に必要かどうかだ」と牽制（けんせい）した。 

 後藤氏は自民党の改憲４項目に反対するとし「与野党が広く合

意できるテーマを検討すべきだ」と主張。憲法５３条の臨時国会

召集規定の見直しを提案した。浅田氏は「今の憲法は国民にオー

ソライズ（承認）されていない。国民投票が必要だ」と訴えた。

石田氏は「改憲発議は国会しかできず、安倍内閣は関係ない。憲

法審査会で大いに議論すべきだ」と述べた。 

 

英語民間試験、野党側が白紙撤回を主張＝与党、見送りに理解求

める 

2019年11月03日11時14分 

 与野党の政策責任者が３日、ＮＨＫ番組に出演し、大学入試へ

の英語民間試験の２０２０年度導入が見送られた問題をめぐり

討論した。自民党の新藤義孝政調会長代理が「ぎりぎりの決断だ

った」と理解を求めたのに対し、野党側は民間委託の白紙撤回を

主張した。 

 新藤氏は「見送り決定で混乱を招いた。おわびしなければいけ

ない」と陳謝しつつも、「工夫しながら英語力を高め、グローバ

ルな人材を育てる目的を失ってはいけない」と強調した。公明党

の石田祝稔政調会長は「方向性は間違っていないが、制度設計に

丁寧さが必要だった」と語った。 

 これに対し、立憲民主党の逢坂誠二政調会長は「政府の責任は

甚大だ」と批判。その上で「民間に任せるのは相当大きな問題だ」

と再考を求めた。国民民主党の後藤祐一政調会長代行も「白紙か

らやり直すべきだ」と訴えた。 

 日本維新の会の浅田均政調会長は「延期は当然だ」と強調。共

産党の笠井亮政策委員長は、萩生田光一文部科学相の「身の丈」

発言を改めて批判、辞任を求めた。  

 

野党、英語民間試験の撤回求める 与党は制度設計の不備認め

る 

2019/11/3 12:53 (JST)共同通信社 

立憲民主党の逢坂誠二政調会長 

 与野党幹部は 3 日の NHK 番組で、大学入学共通テストへの来

年度の導入が見送られた英語民間検定試験を巡って討論した。野

党側は「白紙からやり直すべきだ」（国民民主党の後藤祐一政調

会長代行）などとして民間活用の撤回も含めて議論するよう要求。

与党側は制度設計の不備を認めた上で、今後の在り方について丁

寧に話し合う考えを示した。 

 立憲民主党の逢坂誠二政調会長は「民間に任せるのは相当大き

な問題だ。試験を作る側と参考書を出す側が一緒になる」と指摘。

共産党の笠井亮政策委員長も「民間試験そのものをやめるべきだ」

と中止を要求した。 

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110100336&g=tha
https://www.jiji.com/jc/giin?d=edc30d4a2abf891fdd84871ac65683c9&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=c04029a150453650396251f8e214b0fa&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=b37274a8141819039936ec7630d37cb4&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=5fd32c4b853bbcb1b7d5feee43c06947&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8f4caf499c46f5f8f69ae1b0af3317e3&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=4fc069eda0401ba783f6c2eb7ad69ccb&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=77097477cb472b49c8ceb5f7b6422661&c=syu
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野党、英語試験の民間委託の白紙化訴え 与党も不備指摘  

日経新聞2019/11/3 17:00 

立憲民主党の逢坂誠二政調会長は 3 日の NHK 番組で、大学入学

共通テストへの英語民間試験の2020年度導入を見送った問題に

ついて「政府の責任は甚大だ。民間に任せるのは相当大きな問題

だ」と述べ、再考を求めた。国民民主党の後藤祐一政調会長代行

は「白紙からやり直すべきだ」と訴えた。 

自民党の新藤義孝政調会長代理は陳謝するとともに「詰めが甘か

った」と指摘し、文部科学省による制度設計の不備を批判した。

公明党の石田祝稔政調会長も「ギリギリのところで判断したが、

振り返ると遅かった気もする」と述べた。 

菅原一秀前経済産業相と河井克行前法相の相次ぐ辞任について

は逢坂氏が「安倍晋三首相は責任は自分にあると言うが何もしな

い」と批判した。後藤氏は「任命責任は重い。予算委員会でしっ

かり説明してほしい」と語り、6、8 両日に予定する衆参両院の

予算委での首相の対応を促した。 

河井氏の辞任で 10 月 31 日に予定していた衆院憲法審査会が流

会した。憲法審の与党筆頭幹事も務める新藤氏は「今週またきち

んと開催する。国民が求めていることだ」と述べ、定例日である

7日の憲法審開催を野党に呼びかけた。 

 

民間試験、決定経緯追及へ 枝野氏「本質的な問題」  

日経新聞2019/11/4 21:16 

立憲民主党の枝野幸男代表は 4 日、大学入学共通テストへの英

語民間検定試験の来年度導入見送りを巡り、導入が決まった経緯

を国会で追及する方針を示した。福島県いわき市で記者団に「な

ぜこんなおかしな制度を作ることになったのか。いきさつが一番、

本質的な問題だ」と述べた。 

立民の安住淳国対委員長も高知市での街頭演説で、決定過程に関

わる会議の議事録が非開示になっているとして「黒塗りのペーパ

ー（の中身）を出させるため、野党で共闘したい」との考えを示

した。 

英語の民間試験は 2014 年 12 月、中教審が当時の下村博文文部

科学相に活用検討を答申。枝野氏は「知る限り、一番の原動力に

なったのは下村氏だ。しっかり問いただしたい」と強調した。 

これに対し下村氏は4日、長野市で記者団に、現行の大学入試セ

ンター試験に「書く・話す」の技能を追加すると相当な税金や人

員が必要になるとして「民間試験を活用した方が良いというのが

経緯だ」と説明した。 

枝野氏は、6日と8日に衆参両院で行われる予算委員会集中審議

に向け、2閣僚の相次いだ辞任について安倍晋三首相に対し「ど

う責任を感じているのか問いただしたい」と表明。大学入学共通

テストを巡り、記述式が導入される国語や数学も採点の公平性が

疑問視されているとし、センター試験の継続を求める意向を示し

た。 

〔共同〕 

 

英語試験「下村元大臣の導入のいきさつが本質」 枝野氏 

朝日新聞デジタル2019年11月4日13時59分  

立憲民主党の枝野幸男代表＝４日午前１０時

５９分、福島県いわき市、井上昇撮影 

立憲民主党・枝野幸男代表（発言録） 

 （延期が決まった英語民間試験について）なぜ、こんなおかし

な制度を作ることになったのか。私の承知する限りでは、一番の

原動力になったのは、（教育再生実行会議のメンバーだった）下

村（博文）元文部科学大臣ではないかと思っている。下村元大臣

が（英語民間試験を）導入しようとしたいきさつ、これが一番本

質的な問題ではないか。しっかりと問いただしていきたい。（４

日、福島県いわき市で） 

 

「受験生犠牲に」「任命責任は」 野党、国会追及の構え 

朝日新聞デジタル2019年11月3日16時43分  

英語の民間試験導入見送りを発表した萩生田

光一文部科学相＝２０１９年１１月１日午前９時３７分、東京・

霞が関、山本裕之撮影 

 

 英語民間試験をめぐる萩生田光一文部科学相の「身の丈」発言

や、河井克行前法相と菅原一秀前経済産業相の連続辞任を受け、

野党は３日のＮＨＫ番組で、安倍晋三首相の任命責任などを６、

８日の衆参予算委員会で追及する構えを改めて示した。与党の公

明党も閣僚辞任に苦言を呈した。 

 政府が試験の導入を進め、今月１日になって見送りを決めたこ

とについて、国民民主党の後藤祐一政調会長代行は「首相官邸主

導で（導入を）強引に決めてしまった。無理して進め、結果とし

て受験生が犠牲になった」と批判。共産党の笠井亮政策委員長は

「身の丈」発言に対し「教育の機会均等を真っ向から否定する萩

生田大臣は文科大臣に最もふさわしくない。辞めてほしい」と辞
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任を要求。日本維新の会の浅田均政調会長も「所得格差が教育格

差に反映しない社会を作りたい。身の丈発言は真逆だ」と指摘し

た。 

 自民党の新藤義孝政調会長代理は１日の見送り決定について

「ギリギリの決断だった」と理解を求めたが、公明党の石田祝稔

政調会長は「やはり少し遅かった気もする」と述べた。 

 河井、菅原両氏の連続辞任についても、立憲民主党の逢坂誠二

政調会長は「総理が『任命責任は自分にある』と言っている。総

理の口から明確に話してもらわなければいけない」と予算委で追

及する構えを強調。公明の石田氏も「短期間に閣僚２人が辞任す

るのはあり得べからざることだ」と苦言を呈した。 

 

【点描・永田町】「１２月選挙説」で広がる疑心暗鬼 

時事通信2019年11月04日19時00分 

衆院本会議で答弁する安倍晋三首相＝10月24日、国

会内 

 参院選後初の本格論戦の舞台となる臨時国会の与野党攻防が、

盛り上がりに欠けている。一連の皇室行事や安倍晋三首相の外交

日程などで、審議日程が分断されていることもあるが、一部で流

布されている「１２月選挙説」に、野党側が怯えていることが原

因ともみえる。 

 前回衆院選から２年が経過し、「いつ選挙があってもおかしく

ない」（自民党幹部）だけに、政界では「憲法改正論議に野党が

抵抗すれば、いら立った首相が伝家の宝刀を抜くのでは」との疑

心暗鬼も広がっている。 

 今後の政治日程からも、首相が衆院解散を断行するタイミング

は限られている。自民党総裁の任期満了まで２年を切ったことで、

解散時期は「事実上、年内か東京五輪後の来年秋の２択になる」

（自民選対）との見方が支配的だ。 

 訪米中の９月下旬の記者会見で「（解散は）頭の片隅にも、真

ん中にもない」と否定した首相だが、国会開幕後の与党議員との

２回の会合では「あいさつと解散は急にある」「１２月にやって

勝ったこともある」と思わせぶりな発言をして、それまで「単な

る噂話」（自民若手）とされてきた１２月選挙説が、にわかに現

実味を帯びた。 

「即位礼正殿の儀」で天皇陛下の即位を祝い、

万歳三唱する安倍晋三首相＝10月 22日、皇居・宮殿「松の間」

［代表撮影］ 

 この首相発言に合わせて、与党内では「１１月２０日解散－１

２月１５日投開票」という具体的日程まで浮上した。１１月２０

日は首相の在任期間が史上最長となる節目の日で、１２月１５日

は大安ということが議員心理を揺さぶるのだ。 

 年末までの過密な政治日程から見ても「選挙をやるなら、この

日程しかない」（自民幹部）だけに、野党側も「安倍さんだった

らやりかねない。国会攻防の展開を見極めながら、選挙準備を急

ぐ必要がある」（立憲民主党幹部）と身構える。 

 

野党の新会派代議士会であいさ

つする立憲民主党の枝野幸男代表（中央左）＝10月 4日、国会

内 

◇『本命』の来秋解散には不安要因も 

 その一方で、与党内では「そんな雰囲気は全く感じられない」

（有力閣僚）などと否定的な見方が大勢だ。首相の女房役の菅義

偉官房長官も、民放テレビ番組で「消費税率を引き上げた今は、

経済をしっかり軌道に乗せていくことがものすごく大事だ」と、

年内選挙説を否定した。 

 首相発言が飛び出した会合には、多数の衆参国対幹部が出席し

ていたこともあり、自民党内には「与党内の引き締めと、統一会

派を組んだ主要野党への牽制が狙い」（細田派幹部）と解説する

向きが多い。 

 ただ、首相にとって限られた選択肢の中で、「１２月選挙が政

治的には最も有利」（自民長老）とみられているのも事実だ。 

 立憲民主、国民民主両党などが臨時国会前に統一会派を組んだ

が、旧民主党系再結集による早期新党結成は困難視され、衆院選

での共産党も含めた野党統一候補擁立への調整も難航している。 

 しかも、政府与党が懸念する１０月からの消費税１０％実施に

よる経済への悪影響も、「具体的な数値が明確になるのは年明け

以降で、年内の打撃は少ない」（財務省幹部）とされる。 

ライトアップされた国会議事堂＝10

月25日、東京都千代田区 

 一方、『本命』とされる来秋選挙では「主要野党の共闘も進み、

五輪後の景気悪化などで不安要因が拡大する」（自民長老）との

見方も少なくない。 

 その一方で、菅氏が力説する増税対策だけでなく、政権にとっ

ては来年１月１日発効が前提となる日米新貿易協定の承認が、今

国会の最優先案件だ。 

 主要野党の抵抗も想定されるだけに、「国会承認は１１月下旬

以降」（自民国対）との見方が多く、解散日とされる１１月２０

日までの決着は極めて困難だ。 

 解散・衆院選の日程をそれぞれ１週間遅らせる選択肢もあるが、

１２月下旬の投開票では来年度予算編成が大幅に遅れ、首相訪中

など重要な外交日程にも支障が出かねない。 

 それだけに「参院選前と同じで、野党を怯えさせるのが首相の

狙い」との見方が多いが、「一寸先は闇」とされる政界だけに疑
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心暗鬼は当面、消えそうもない【政治ジャーナリスト・泉 宏／

「地方行政」10月28日号より】。 

 

日韓首脳「対話解決」確認＝バンコクで個別対話 

時事通信2019年11月04日13時21分 

４日、タイの首都バンコク近郊で、

個別に対話する安倍晋三首相（中央左）と韓国の文在寅大統領（中

央右）（ＡＦＰ時事） 

 【ソウル時事】韓国大統領府によると、安倍晋三首相と文在寅

大統領は４日、訪問先のタイ・バンコク近郊で個別の対話を行っ

た。両首脳は「韓日関係が重要だという点で意見を一致させ、懸

案は対話を通じて解決しなければならないという原則を再確認

した」という。  

 

安倍首相、徴用工「解決済み」＝韓国大統領と１年ぶり対話－正

式会談協議せず 

時事通信2019年11月04日20時26分 

対話する安倍晋三首相（左）と韓国の文

在寅大統領＝４日、バンコク近郊（ＡＦＰ時事） 

 【バンコク時事】安倍晋三首相は４日、訪問先のバンコク近郊

で韓国の文在寅大統領と約１０分間、対話した。安倍首相は元徴

用工問題に関し、日韓請求権協定に基づき解決済みとの立場を伝

達。両国間の懸案について、従来通り外交当局間の協議によって

解決を図る考えを示した。 

 日韓首脳の対話は、昨年１１月にパプアニューギニアで開かれ

たアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の際に行って以来。 

 首相に同行している西村明宏官房副長官によると、今後の日韓

首脳会談に関して具体的なやりとりはなかった。韓国側の発表で

は、文大統領が首脳会談も念頭に高位レベルの協議の検討を提案

し、首相は「全ての可能な方法を通じて解決法を模索するよう努

力しよう」と答えた。 

 元徴用工問題をめぐり首相は、韓国最高裁判決は１９６５年の

日韓請求権協定に反し、国際法違反の状態だとして是正を求める

日本の原則的立場を重ねて伝えた。韓国側によると、両首脳は両

国関係は重要との点で一致し、懸案は対話を通じて解決しなけれ

ばならないとの原則を再確認した。 

 首相は、即位礼正殿の儀への李洛淵首相の参列に謝意を示した。  

 

日韓首脳、1年ぶりに対話 首相、徴用工巡る立場不変を伝達 

2019/11/4 17:44 (JST)共同通信社 

4日、バンコクで歓談する安倍首

相（左）と韓国の文在寅大統領（韓国大統領府提供・聯合＝共同） 

 【バンコク共同】安倍晋三首相は4日、韓国の文在寅大統領と

訪問先のタイの首都バンコク郊外で約10分間、言葉を交わした。

両首脳が着席した形で対話したのは、昨年 9 月の米ニューヨー

ク以来で約1年1カ月ぶり。首相は、元徴用工訴訟問題について

日韓請求権協定に基づく日本の原則的立場に変更はないと伝え

た。韓国側によると、懸案は対話を通じて解決すべきだとの原則

を確認。外交協議を通じた「実質的な関係進展」を図るとの認識

を共有した。 

 両首脳は通訳だけを交え一対一でやりとりした。接触は事前に

予定されたものではなく、文氏の呼び掛けで実現した。 

 

安倍首相と文大統領が対話 韓国発表「友好的に１１分」 

朝日新聞デジタルバンコク＝武田肇 2019年 11月 4日 13時 18

分  

ＡＳＥＡＮプラス３首脳会議で発言

する安倍晋三首相（左）と中国の李克強首相（中央）、韓国の文

在寅大統領（右）＝２０１９年１１月４日午前９時４分、バンコ

ク近郊、代表撮影 

 韓国大統領府は４日、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳

会議でバンコクを訪問中の文在寅（ムンジェイン）大統領と安倍

晋三首相が同日朝、１１分間、歓談したと発表した。ＡＳＥＡＮ

各国首脳と日中韓首脳の会談の直前に、文大統領が促す形で対話

したという。 

 大統領府報道官によると、両首脳は両国関係が重要との点で一

致し、懸案を対話を通じて解決すべきだという原則を再確認。文

大統領が「必要があれば高位級の協議も検討したい」と提案する

と、安倍首相は「あらゆる可能な方法を通じて解決方法を模索す

るように努力しよう」と応じたという。報道官は「非常に友好的

で、真摯（しんし）な雰囲気の中で歓談した」と説明した。 

 日本外務省も同日、両首脳が対話したと明らかにし、「安倍首

相から、二国間の問題に対する我が国の原則的立場をしっかりと

伝えた」とした。 

 文大統領と安倍首相は３日、夕食会での写真撮影の際に笑顔で

あいさつを交わし、握手をしていた。元徴用工訴訟問題などで日

韓関係が悪化の一途をたどる中、韓国側はＡＳＥＡＮ首脳会議に

あわせて、昨年９月以来途絶えている首脳会談を開きたい意向だ

った。 

 南米チリの首都サンティアゴで今月予定されていたアジア太
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平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議にも２人は参加するはず

だったが会議が中止となっており、日韓軍事情報包括保護協定

（ＧＳＯＭＩＡ）が失効する今月２３日の前だと、今回のＡＳＥ

ＡＮ首脳会議が顔を合わせる最後の機会となる可能性が高い。

（バンコク＝武田肇） 

 

文在寅氏と１０分間、言葉交わした首相…「日本の原則的立場」

伝達  

読売新聞2019/11/04 17:32  

 【バンコク＝池田慶太】日本政府は４日、バンコクで開かれて

いる東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議の会場内で、

安倍首相が韓国の 文 在 寅
ムンジェイン

大統領と約１０分間、言葉

を交わしたと発表した。 

 発表によると、両首脳は、日中韓３か国とＡＳＥＡＮとの首脳

会議に先立ち、会場内の首脳控室で接触した。その際、首相は文

氏に対し、「二国間問題に関する日本の原則的立場」を伝えた。

元徴用工らの請求権問題は１９６５年の日韓請求権・経済協力協

定で解決済みとの立場を改めて説明し、韓国側に適切な対応を求

めたとみられる。 

 また首相は、文氏の母親が死去したことに弔意を伝え、韓国政

府が１０月の「即位礼正殿の儀」に 李 洛 淵
イナギョン

首相を派遣し

たことに謝意を述べた。文氏は、弔意への謝意と、天皇陛下即位

に対する祝意を表明した。 

 両首脳は３日夜、ＡＳＥＡＮ関連会合の夕食会の開始前、集合

写真を撮影する際に笑顔で握手を交わしている。 

 

首相、元徴用工で原則論伝える 日韓首脳が接触  

日経新聞2019/11/4 13:43 

4日、バンコクで歓談する安倍首

相（左）と韓国の文在寅大統領=聯合・共同 

【バンコク=秋山裕之】安倍晋三首相は4日、バンコク郊外で韓

国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領と約10分間接触した。元

徴用工訴訟で日本企業に賠償を求めた韓国大法院（最高裁）判決

を巡り、判決が国際法に明確に違反しており韓国側に是正を求め

る日本の立場を改めて伝えた。 

東南アジア諸国連合（ASEAN）と日中韓首脳会議に先立ち、首脳

控室で言葉を交わした。安倍首相は文氏の母の死去に弔意を伝え、

韓国の李洛淵（イ・ナギョン）首相が10月の「即位礼正殿の儀」

に参列したことに謝意を示した。文氏は弔意への謝意とともに、

天皇陛下の即位への祝意を表明した。 

一方、韓国大統領府によると、両者は「友好的かつ真摯な雰囲気」

で話し、両国間の懸案は対話を通じて解決すべきだとの認識で一

致したとしている。文氏は外交協議による関係改善を希望し「必

要であればより高いレベルでの協議を検討したい」と提案した。

安倍氏は「あらゆる可能な方法を通じて解決案を模索するよう努

力しよう」と応じたという。 

 

日韓首脳接触、首相「元徴用工は解決済み」 文氏「高官級協議

を」  

日経新聞2019/11/4 22:00 

【バンコク=秋山裕之】日韓首脳の4日の接触は両国の温度差が

目立った。安倍晋三首相は懸案の元徴用工訴訟の判決を巡り、請

求権問題は完全かつ最終的に解決済みとの原則的な立場を伝え

た。韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領は「必要ならば、よ

り高官級の協議を行う案も検討したい」と提案し、対話への期待

をにじませた。 

 
画像の拡大  

 4日、バンコク郊外で歓談する安倍首相（左）と韓国の文在寅

大統領（韓国大統領府提供・聯合=共同） 

東南アジア諸国連合（ASEAN）と日中韓3カ国による首脳会議に

先立ち、首脳控室でソファに座って言葉を交わした。通訳だけを

介して 1 対 1 だった。今回の一連の国際会議に合わせて正式な

日韓首脳会談を開く予定はなかった。安倍首相が時間調整のため

に控室を訪れた際、先に待機していた文氏が呼び掛けて約10分

間、接触した。 

韓国大法院（最高裁）が日本企業に賠償を求めた判決は、請求権

問題の完全かつ最終的な解決をうたった1965年の日韓請求権協

定を根本的に覆す内容だ。日本側は判決が国際法違反であり「ボ

ールは韓国にある」と指摘してきた。 

日本政府関係者によると 4 日の接触で安倍首相は文氏に「外交

当局間で意思疎通し、懸案を解決したい」と伝え、従来の姿勢を

崩さなかった。 

一方、韓国大統領府は文氏がより高いレベルの協議を求め、安倍

首相が「あらゆる可能な方法を通じて解決案を模索するよう努力

しよう」と答えたと説明した。「韓日関係が重要だという点で一

致し、懸案は対話を通じて解決すべきだという原則を再確認した」

「非常に友好的で真摯な雰囲気の中で歓談した」とも解説した。

今回の接触を関係改善への動きと印象づけたい韓国側の意向が

うかがえる説明だった。 

 

安倍首相 ムン大統領に「徴用」めぐる問題 解決済みと伝える  

ＮＨＫ2019年11月4日 12時27分 

 

http://www.asahi.com/topics/word/アジア太平洋経済協力会議.html
http://www.asahi.com/topics/word/アジア太平洋経済協力会議.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/日韓関係の行方.html
http://www.asahi.com/topics/word/東南アジア諸国連合.html
http://www.asahi.com/topics/word/東南アジア諸国連合.html
http://www.asahi.com/topics/word/バンコク.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


22 

 

タイを訪れている安倍総理大臣は韓国のムン・ジェイン（文在寅）

大統領とおよそ10分間ことばを交わしました。先の即位礼正殿

の儀（そくいれい せいでんのぎ）へのイ・ナギョン首相の派遣

に対する謝意とともに「徴用」をめぐる問題は日韓請求権協定に

基づき解決済みだという日本の立場を伝えました。 

安倍総理大臣は日本時間の４日午前11時前からＡＳＥＡＮ＝東

南アジア諸国連合加盟10か国と日中韓３か国の首脳による会議

に出席しました。 

これに先立って安倍総理大臣は韓国のムン・ジェイン大統領とお

よそ10分間、通訳のみを交えて、ことばを交わしました。 

この中で安倍総理大臣は、ムン大統領の母親が先週死去したこと

に弔意を示すとともに、先に行われた即位礼正殿の儀へのイ・ナ

ギョン（李洛淵）首相の派遣に対する謝意を伝えました。 

これに対しムン大統領は、弔意に対する謝意を示すとともに、天

皇陛下の即位に対する祝意とイ首相へのもてなしに謝意を表明

しました。 

また、安倍総理大臣は「徴用」をめぐる問題について、1965年の

日韓請求権協定で解決済みという日本の立場を伝えました。 

安倍総理大臣は先にイ首相と会談した際、関係改善のきっかけを

作るよう韓国側に求めていて、ムン大統領にこうした考えも伝え

たものとみられます。 

韓国大統領府『「日韓関係は重要」で一致』 

また、韓国大統領府によりますと、この中で、両首脳は、日韓関

係は重要だという点で一致し、両国間の懸案は、対話を通じて解

決すべきだという原則を確認したほか、両国の外交ルートで進め

られている協議を通じて、関係改善につながることに希望を示し

たということです。 

また、大統領府は、ムン大統領が、必要であればより高いレベル

での協議を行うことも検討したいと提案し、安倍総理大臣もあら

ゆる可能な方法を通じて解決方法を模索する努力をしていこう

と応じたとしています。 

日韓関係が悪化するなか、今回、タイで開かれている一連の国際

会議に両首脳が出席することから、どういった形で接触するのか、

注目されていました。 

 

文氏に誤算 安倍首相と対話演出もＧＳＯＭＩＡ問題苦慮 

産経新聞2019.11.4 20:20 

 【ソウル＝桜井紀雄、バンコク＝原川貴郎】安倍首相と韓国の

文在寅（ムン・ジェイン）大統領の約１３カ月ぶりとなる面談は、

文氏の呼び掛けで突然行われた。文氏は日韓対立を対話で解決す

る姿勢を見せはしたが、安倍首相は、韓国側がいわゆる徴用工判

決問題の解決策を示すのが先だとの立場を維持し、溝は埋まって

いない。日韓の軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）の終了期

限を目前に、文政権は外交の仕切り直しも迫られている。 

 「誰も予想できなかった瞬間」。韓国大統領府高官は、タイの

バンコク郊外で４日朝に行われた日韓首脳の面談についてこう

振り返った。日本政府は「日韓首脳のやりとり」と発表。会談で

も立ち話でもなく、「言葉を交わしたという理解だ」（西村明宏官

房副長官）と説明した。 

 日韓両政府によると、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）プラ

ス３（日中韓）首脳会議を前に、文氏が先に控室でＡＳＥＡＮ各

国首脳と歓談していたところに安倍首相が到着。握手しながら、

文氏は「ちょっと座って話しましょう」と持ち掛けた。「空いた

ソファに自然な流れで腰掛けて話になった」（西村氏）。 

 内容の発表でも日韓に違いが出た。韓国側が両首脳の対話の意

思に力点を置いたのに対し、日本側は、安倍首相が死去した文氏

の母親への弔意を伝えたことや、天皇陛下のご即位に文氏が祝意

を表したことなど儀礼的なやり取りを主に公表した。安倍首相は

短時間の中でも徴用工判決問題での日本の立場に変更はないと

念押しをしており、両国間の懸案で進展がなかったのは明らかだ。 

 文政権は対日外交をめぐって２つの誤算に見舞われている。 

 一つは、日本の輸出管理厳格化に対抗し、８月にＧＳＯＭＩＡ

破棄を決めたものの、トランプ米政権の高官らが対北朝鮮連携の

重要性を強調し、相次ぎ破棄を見直すよう圧迫していることだ。

米国を仲介役に引き込むための外交カードだったはずが、期限を

２２日に控え、逆に米韓関係の足かせになっている。韓国側が破

棄を見直さなければ、２３日午前０時に失効する。 

 もう一つは、１６日からチリで開催予定だったアジア太平洋経

済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議がチリの国内情勢で突然中止に

なったことだ。文氏にとっては、２２日を前に日米首脳らとの接

触を模索する最後の機会が消えたことになる。そのため、今回、

安倍首相との「歓談」を演出し、問題解決の意思があることを国

内向けにアピールする必要に迫られていたといえる。 

 ただ、文政権は日本が輸出措置を撤回しない限り、ＧＳＯＭＩ

Ａ延長はないとの立場を崩していない。日本は徴用工判決問題の

解決が先決だとの立場で、何ら溝は埋まっていない。今回の面談

では正式な首脳会談の打診もなかったという。 

 

韓国国防相、GSOMIAで見解 「安保に役立てば維持を」 

2019/11/4 16:56 (JST)共同通信社 

 【ソウル共同】韓国の鄭景斗国防相は4日、韓国側が8月に破

棄を決め、有効期限が今月22日に迫っている日韓の軍事情報包

括保護協定（GSOMIA）に関し、「われわれの安全保障に少しでも

役立つのであれば、（協定は）維持すべきだ」との見解を示した。

国会で答弁した。 

 鄭氏はこれまでにも協定の必要性に度々、言及している。ただ、

韓国政府は協定破棄の見直しの条件に、日本の韓国向け輸出規制

強化の撤回を挙げており、鄭氏も4日、こうした方針を改めて説

明。破棄を見直すかどうかは、日本政府の対応次第だとの認識を

示した。 

 

「元徴用工、韓国政府に信頼ない」識者が示す解決の糸口 

朝日新聞デジタル聞き手・武田肇 聞き手・清水大輔 2019年11

月4日08時00分  

鄭恵瓊（チョン・ヘギョン）氏＝武田肇撮影 

https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20191030001454.html
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東京大大学院の唐津恵一教授＝清水大輔撮影 

 元徴用工訴訟で日本企業に賠償を命じた韓国大法院（最高裁）

判決から１年が過ぎた。原告と被告企業はこの間、日韓政府の対

立を見つめてきた。かつて元徴用工問題に深く関わった両国の識

者に、解決に向けた提言を聞いた。 

韓国の歴史学者・鄭恵瓊氏 

 ――元徴用工問題は解決の糸口が見えません。 

 「日本側の対応だけでなく、韓国政府が（元徴用工ら）強制動

員被害者の信頼を失っていることが原因と考えます。私は２００

５年から約１１年、政府機関で被害の実態調査に関わり、その後、

在野で歴代政権の対応を研究しました。そこで明確になったのは、

解放から７４年の韓国の歴史は被害者が自国政府への不信感を

深める過程だった、ということでした」 

 ――韓国では日本の責任を問う声が強いですが。 

ここから続き 

 「被害国政府にも果たすべき役割があります。被害者の証言に

耳を傾け、同じ被害を繰り返さない方法を提起することです」 

 「韓国政府は１９８７年の民主化まで、被害者が救済を求める

活動を抑えつけました。９０年代に一部の人が日本の裁判所で日

本政府と日本企業を相手に提訴しましたが、支えたのは日本の市

民です。盧武鉉（ノムヒョン）政権で初めて被害申告を受け付け

る活動を始めましたが、１５カ月で打ち切りました。韓国政府は

国民が非常に強く要求したときにしか動きません」 

 ――文在寅（ムンジェイン）政権は日韓の企業が資金を出し、

裁判の原告に賠償金相当額を支払うという案を提案しています。 

 「被害者を救済されるべき人とそうでない人に分け、葛藤を助

長するのではないかと心配しています。提訴できるのは企業名が

明確で給与明細など記録がある人で、全体の数％に過ぎない。文

政権が掲げる『被害者中心主義』が、勝訴した原告の権利を保障

するだけに終われば、多くの被害者は失望し、新たな問題が起こ

る可能性があります」 

 ――解決の道は。 

 「国を失ったことで過酷な人生を強いられた被害者が望むのは、

まず自国政府に癒やされること。膠着（こうちゃく）状態の訴訟

以外で韓国政府ができることはあります。被害調査の再開や、日

本などで亡くなった人の遺骨返還、日本軍兵士としてシベリアで

抑留された同胞の名簿提供をロシアに求めるなどです。地道に被

害者の信頼を回復することが問題解決の土台になるはずです」

（聞き手・武田肇） 

     ◇ 

〈チョン・ヘギョン〉２００４年に盧武鉉（ノムヒョン）政権下

で設けられた「日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」で徴用

などの実態を調べた。徴用工問題研究で韓国の第一人者。 

東京大大学院の唐津恵一教授 

 ――日本政府は、日本企業に賠償させる判決は認めない立場で

す。ただ、かつて日本で新日本製鉄（現・日本製鉄）が訴えられ

た際、当事者として和解で終結させましたね。 

 「戦時中に釜石の製鉄所で働いた徴用工の韓国人遺族１１人が

１９９５年に起こした訴訟です。徴用工は終戦直前に米英の艦砲

射撃で亡くなり、遺族らが遺骨の返還と未払い賃金の支払いなど

を求めて新日鉄と国を提訴したのです」 

 ――日本で行う合祀（ごうし）祭の旅費や永代供養の費用など

として原告１人当たり２００万円を払うことで和解しました。企

業は責任を認めたのですか。 

 「裁判では（韓国での訴訟と同様に）新日鉄は徴用工が働いた

（前身の）会社とは別会社だと主張しました。また、徴用工は砲

撃で亡くなり、賃金は戦後、供託され国の管理に委ねられました。

そのため新日鉄は死亡、未払い賃金のいずれの法的責任も認めま

せんでした。ただ、遺骨が返還できない点は人道的な対応が必要

だと考え、和解を選びました」 

 ――同じ被告だった国は和解に反対したのでは？ 

 「事前に国に報告したり国から働きかけを受けたりした記憶は

ありません」 

 ――韓国大法院は元徴用工が求めた慰謝料を認めました。日本

製鉄は日本政府と同様に「日韓請求権協定違反」だとし、日韓の

外交交渉をみて対応する考えです。 

 「私が担当した訴訟とは原告の主張が異なると思いますが、一

般論で言えば企業は和解する道を残しておくべきです。訴訟の費

用や敗訴の確率、将来の紛争への影響などを比べ、和解が経営判

断として合理的と思える場合があるためです」 

 ――韓国の首相との会談で安倍晋三首相は改めて「国家間の約

束順守」を求めました。被告企業にとって和解は現実的ですか。 

 「協定は国と国の取り決めで、企業と個人のやりとりは縛って

いません。判決確定後の和解は極めて難しいですが、被告企業の

対応次第で原告が態度を軟化させることはあり得ます。戦時中に

徴用工が日本企業のために働かされた事実を謙虚に受け止める

姿勢は、国際社会での企業イメージの向上にもつながるのではな

いでしょうか」（聞き手・清水大輔） 

     ◇ 

〈からつ・けいいち〉専門は企業法。新日本製鉄で国内法規グル

ープリーダーを務めた際は自ら釜石での調査や元徴用工遺族へ

の面会をしながら訴訟、和解を担当した。 

 

「日韓から寄付募り…元徴用工に渡す」文喜相氏が検討  

読売新聞2019/11/04 23:41  

 自民党の河村建夫・元官房長官は４日、ＴＢＳのＢＳ番組で、

来日中の韓国の 文 喜 相
ムンヒサン

国会議長と３日夜に東京都内で

会談した際、文氏が徴用工問題の解決に向けて独自の立法措置を

検討していることを明らかにしたと語った。 

 河村氏によると、文氏は日韓両国の企業と国民から寄付を募っ

て元徴用工に渡す仕組みを作りたいと述べたという。 

 河村氏は、超党派の国会議員でつくる日韓議員連盟の幹事長を

務めている。 

 一方、文氏は会談で、天皇陛下に元慰安婦への謝罪を求めたこ
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とについて「申し訳なかった」と述べたという。 

 

韓国議長「天皇発言」改めて謝罪 新たな首脳宣言を提案 

朝日新聞デジタルソウル＝神谷毅、武田肇 2019年11月3日16

時42分  

朝日新聞のインタビューに応じた韓

国国会の文喜相議長＝１０月３０日、ソウル、武田肇撮影  

朝日新

聞のインタビューに応じた韓国国会の文喜相議長＝１０月３０

日、ソウル、武田肇撮影 

 慰安婦問題をめぐり、今年２月に上皇さま（当時は天皇陛下）

による謝罪を求めた韓国の文喜相（ムンヒサン）・国会議長（７

４）が、４日に東京である２０カ国・地域（Ｇ２０）国会議長会

議を前に、朝日新聞のインタビューに応じた。自身の当時の発言

について、「心が傷ついた方々に、申し訳ないとの心をお伝えし

たい」と謝罪した。 

 文氏は「慰安婦問題では両国間の合意や談話があったが、解決

できていない。被害者の心にしこりと恨み、嘆きが残っているか

らだ。心の痛みを癒やすことが解決の中心だと強調するなかでの

発言だった」と釈明。そのうえで「慰安婦問題は心の問題だと思

っている。日本から心のこもった謝罪の言葉が一つでもあれば、

解決できると考えている」と述べた。 

 問題の発言は、２月にあった米メディアとのインタビューで出

た。文氏は当時、上皇さまを「戦犯の息子」とも呼んだ。この点

についての見解も問うたが、直接は答えなかった。 

 文氏の発言は日本で大きな反発を招き、当時の河野太郎外相が

韓国の康京和（カンギョンファ）外相に謝罪や撤回を求めるなど

外交問題化。文氏は６月に訪韓した鳩山由紀夫元首相に謝罪する

発言をした。 

 一方、元徴用工訴訟について、文氏は原告らや韓国世論が納得

できるような支援法案を作ったと話した。韓国では与野党が様々

な支援法案を国会に出している。文氏は自らの法案を明かさなか

った。国会関係者によると、原告らへの支援に充てるため、被告

の日本企業のほか、韓国企業の参加、韓国国民の寄付も財源とし

て検討する内容という。 

 文氏は「訪日で日本側の反応を… 

残り：1609文字／全文：2259文字 

 

大統領選まで1年(2)「これは人種闘争だ」（分断の米国）  

2019/11/3 23:00日本経済新聞 電子版 

10月6日、米西部アリゾナ州フェニックス。2020年大統領選に

向けた野党・民主党の選挙集会に不穏な空気が漂った。「あなた

たちは不法移民を支持するの？」。大統領ドナルド・トランプ（73）

を支持するイタリア系移民ジェニファー・ハリソン（42）の挑発

するような声が響く。 

ハリソンは移民政策に寛容な意見を持つ民主支持者に食ってか

かった。「不法入国を認めるのは何年も許可を待ったわれわれ合

法移民への侮辱だ」。民主支持者の一人はたまらず「うせろ！」

と声を荒らげた。 

移民大国アメリカ。18 年の世論調査で「より多くの移民を受け

入れるべきだ」と答えたのは、白人の民主支持者の56%に跳ね上

がった。白人の共和党支持者で移民増に肯定的なのは1割だけ。

移民を厳しく制限するトランプ政権発足後、民主との認識の差は

かつてなく広がった。 

「投票させろ」。10月7日、南部フロリダ州タラハシーの連邦地

裁前に約70人が集まり「投票禁止は過去も現在も人種差別」と

いうプラカードを掲げた。 

同州では有権者の 1 割近い約 100 万人が選挙権の回復を阻まれ

た。共和主導の州議会が元受刑者らの選挙権の回復条件を厳しく

したためだ。受刑者は貧しいヒスパニック（中南米系）や黒人が

多く、民主支持層を狙い撃ちにした形だ。16 年大統領選で同州

を制したトランプのリードはわずか1.2ポイント（約11万票）。

100万票の有無は大きい。 

1950～60 年代に盛り上がった公民権運動の震源地、南部ノース

カロライナ州グリーンズボロ。19 世紀に黒人向けに創立された

A&T（農業・工業）州立大は、州議会に黒人議員を代々輩出して

きた選挙区にある。だが16年を契機に白人議員が勝つようにな

った。 

共和主導の州議会が大学内の道路沿いに選挙区を 2 つに分け、

白人の多い地区と統合したためだ。黒人票の分散は両選挙区で白

人候補を当選圏に押し上げた。「昔に戻ってしまったみたいだ」。

地元の運転手マーチン・ジョンソン（65）は「見えない壁」を憂

う。 

同大教授のジェームズ・スミス（58）は「バラク・オバマ（58）

という初の黒人大統領の誕生が、人種差別を心に秘めていた白人

の恐怖感を強めた」とみる。米国勢調査局の予測では、45 年に

白人（中南米系を除く）は人口の50%を割る。白人がマイノリテ

ィーになる不安が恐怖を増幅する。 

欧州では中東などからの移民に警戒しフランスやオランダで極

右政党が台頭、ハンガリーなどで強権政治を生む土壌となった。

「古い悪魔がよみがえりつつある」。フランス大統領のエマニュ

エル・マクロン（41）は偏狭なナショナリズムに警鐘を鳴らす。

欧州から新大陸を目指した米国の祖先たちは、時計が逆回転する

かのような光景をどう見るだろうか。（敬称略） 

 

トランプ氏の経済政策、割れる評価 FT・米財団世論調査  暮

らし「改善」35%、「悪化」31% 財政悪化の懸念強く  

2019/11/4 20:00日本経済新聞 電子版 

【ワシントン=永沢毅】英フィナンシャル・タイムズと米ピータ

ー・G・ピーターソン財団は2020年米大統領選に向けて全米で共

同世論調査を実施した。トランプ政権の経済政策への評価を聞く

質問ではプラス、マイナスと答えた割合がともに45%となり、判
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断が割れた。暮らし向きが「改善した」との回答は35%と「悪化

した」の31%をわずかに上回るにとどまった。 

トランプ政権による大型減税などのテコ入れもあって米景気… 

 

【米大統領選】争点の現場（上）オハイオ州 製造業は復活した

か 

産経新聞2019.11.3 07:26 

 ■揺れる「忘れられた人々」 

 １年後の米大統領選では、トランプ大統領の看板政策「米国製

造業の復活」が主要争点となる。かつて鉄鋼業などで栄えた中西

部の「ラストベルト（さびついた工業地帯）」では、前回選挙で

トランプ氏を支持した有権者の気持ちが揺れていた。 （オハイ

オ州ローズタウン 塩原永久） 

 「トランプ氏に票を投じた組合員たちは、誤りに気づき始めて

いる」 

 労働団体「全米自動車労組（ＵＡＷ）」でローズタウンを管轄

する支部のビル・アダムズ副委員長はこう語る。組合員は伝統的

に野党・民主党への支持が強いが、２０１６年の前回選挙では「４

割がトランプ氏支持に回った」という。 

 ◆前回は４割支持 

 トランプ氏は歴史的な低失業率に胸を張るが、今春、米自動車

大手「ビッグ３」のゼネラル・モーターズ（ＧＭ）はローズタウ

ンの工場を閉鎖。トランプ氏は「失望した。メキシコや中国では

工場を閉鎖しないのに…」と労働者に寄り添って経営陣に再考を

求めたが決定は覆らなかった。 

 ＧＭに抗議する全米ストライキを現地で展開したアダムズ氏

は来年１１月までトランプ氏が掲げる「米国第一」への熱意が続

くことはないだろうと語り、組合員の失望を代弁した。トランプ

氏を前回選挙で勝利させた白人労働者ら前政権から「忘れられた

人々」の熱は冷めてきているようだ。 

 ◆田舎街の投資熱 

 オハイオ州西部ワパコネタは「投資ブーム」に沸く。人口１万

人に満たない“田舎街”だが、京セラなど海外企業が拠点を置く。

特にオーストラリアの梱包（こんぽう）材製造大手プラットの投

資計画は住民を喜ばせた。工場拡張に約５億ドル（約５４０億円）

を投じ、３００人程度の雇用を見込む。 

 「オハイオ州で私たちは９万人の雇用を生んだ。その４分の１

は製造業だ」 

 トランプ氏は９月、同社工場でそう言って実績を誇った。オー

ストラリアのモリソン首相も同席した。 

 公務員の女性（３３）は「ここに大統領がくるとは信じられな

かった。来年も１票を入れる」と語った。投資誘致などを担う「地

域経済開発協議会」のグレッグ・マイヤーズ事務局長も「就職で

都市に出るのが当然だった若者が地元で職を見つけられたと喜

んでいる」と感慨深げだ。 

 ◆中国からの回帰 

 トランプ氏は米国から雇用の流出を招いたとして、中国の不公

正貿易に矛先を向けてきた。中国が米国の知的財産を盗んで「世

界の工場」の地位を謳歌（おうか）する間に労働者が「置き去り

にされてきた」と訴える。 

 中国に進出する米企業には米国への生産回帰を促し、「メード・

イン・ＵＳＡ」を支援する政府調達策も打ち出した。それに呼応

するようにオハイオ州の大手玩具メーカー「リトル・タイクス」

は生産の一部を中国から地元に戻した。 

 同社のロザンヌ・クビスティ副社長は「米国製が好ましいと感

じる消費者が増えた。米国への生産回帰はトレンドだ」と話す。 

 もっとも、オハイオ州立大のエドワード・ヒル教授は、生産回

帰は安価なエネルギーや生産自動化の恩恵が大きいと分析し、

「トランプ氏ができることは限られている」と指摘する。 

 中国に貿易慣行の是正を迫る政策は党派を超えた共通課題だ。

一時、中国が脅威ではないとの認識を示した民主党最有力候補、

バイデン前副大統領も９月の候補者討論会で「中国の不正を止め

るには、世界が組織的に立ち向かう必要がある」と軌道修正した。 

 好調な景気を維持できるかはトランプ氏の生命線で、中国に対

して「弱腰」と映れば支持を失う。海外への雇用流出を懸念する

労組が後押しする民主党も事情は同じだ。トランプ氏と民主党候

補が「忘れられた人々」の支持を競い合う。 

◇ 

 トランプ氏が再選を狙う来年１１月３日の米大統領選まで１

年。全米の「争点の現場」を歩いた。 

 

【米大統領選】争点の現場（中）ペンシルベニア州 トランプ信

じる炭鉱の町 

産経新聞2019.11.4 08:00 

 トランプ米大統領は地球温暖化対策を唱えた民主党のオバマ

前大統領や後継者と目されたクリントン元国務長官との違いを

際立たせようと、２０１６年の前回大統領選で「石炭産業を復活

させる」と訴えた。炭鉱が集中する北東部アパラチア山脈の「ト

ランプ王国」住民が勝利を後押しした。 （ペンシルベニア州ウ

ェインズバーグ 上塚真由） 

産業復活は遠く 

 アパラチア山脈の典型的な「炭鉱の町」であるペンシルベニア

州グリーン郡では６月、また１つ炭鉱が閉山し、約４００人が職

を失った。１９６０年代の最盛期に３０ほどあった同郡の炭鉱は

いまや２つしかない。 

 「トランプ氏は夢を語っただけ。口から出てくるのは嘘ばかり

だ」 

 グリーン郡ウェインズバーグの閉鎖された炭鉱の近くに住む

リンダ・ラッシュさん（７２）は憤る。祖父の代から炭鉱で働く

一家に育ったが、３人の子供たちは他州で就職した。 

 もっともラッシュさんの意見はこの町では少数派だ。隣で元炭

鉱労働者の夫、ブライスさん（７４）が「トランプ氏は精いっぱ

いやっている」と反論した。前回大統領選でグリーン郡の有権者

はトランプ氏に熱狂。約７０％が同氏に投票したが、町は「石炭

産業の復活」にはほど遠い。 

進む「火力」閉鎖 

 トランプ氏は２０１７年６月に地球温暖化対策の国際的枠組

み「パリ協定」の離脱を表明。オバマ前政権の政策を覆し、石炭

火力発電所の二酸化炭素排出量の大幅規制緩和などさまざまな

炭鉱復活策を打ち出した。 

 だが、米環境保護団体シエラクラブの調査では、１７年１月の

トランプ政権発足後に閉鎖された石炭火力発電所は５４カ所に
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上り、公約通りには進んでいない。「シェール革命」で生産が拡

大した天然ガスの価格が下落し、石炭が価格競争で勝てなくなっ

たからだ。 

 石炭中心だったグリーン郡でも天然ガスの発電所が増えてい

るが、ガス採掘には熟練技術が必要で他州の労働者に頼る側面が

強く、雇用につながりにくい。 

その他の写真を見る（2/2枚）  

「トランプ氏の政策では石炭産業は守れないが、聞きたいことを

言ってくれる彼の言葉を多くの人は盲目的に信じている」 

 こう嘆く元炭鉱労働者で民主党の地元議員、ブレア・ジマーマ

ン氏（６６）も、「ここでは石炭を軽視する政治家が来ればブー

イングを浴びるだけだ」ということは分かっている。 

 ジマーマン氏の目には、オバマ氏を支えたペンシルベニア州出

身の民主党最有力候補、バイデン前副大統領も石炭を軽視してい

るように映る。「彼が石炭が重要だと言わなければ、ここでトラ

ンプ氏に勝利するのは難しい」と語る。 

急進派追い打ち 

 グリーン郡の民主党関係者にとり、クリントン氏が前回大統領

選で再生エネルギーの拡大を強調するあまり、炭鉱労働者を軽視

するかのような失言をしたことは苦い記憶だ。 

 事前予測では、ペンシルベニア州はクリントン氏がリードして

いたが１ポイント未満の差で敗れた。「エネルギーを最重視する

数少ない有権者層に嫌われた」（同州のミューレンバーグ大学の

クリストファー・ボリック教授）からだという。 

 「炭鉱の町」の民主党支持者に追い打ちをかけているのは、ト

ランプ氏との対立軸にしようと今回の候補らが急進的な温暖化

対策を争っていることだ。 

 急進左派の代表格、エリザベス・ウォーレン、バーニー・サン

ダース両氏は民主党のホープ、アレクサンドリア・オカシオコル

テス下院議員（３０）らによる温暖化対策案「グリーン・ニュー

ディール」に支持を表明。１０年以内に米国の温室効果ガス排出

量を実質ゼロにするため国家総動員で取り組み、産業を脱化石燃

料化する内容だ。 

 「彼らの言う通りに石炭燃料をなくしてしまえば、この地域に

電気が来なくなる。ペンシルベニア全体を国立公園にしたいのか」

とジマーマン氏は憤った。 

 

【米大統領選】「争点の現場」（下） フロリダ州 「トランプは

負けない」 

産経新聞2019.11.4 17:43 

 トランプ米大統領は今年６月、再選出馬表明をフロリダ州で行

い、１０月末には居住地登録を生まれ育った東部ニューヨーク州

からフロリダ州に移転したと発表した。いずれも来年１１月の大

統領選への布石であることに疑いの余地はない。 

（フロリダ州マイアミ 黒瀬悦成、写真も） 

 米国を代表する国際観光都市マイアミ。この町の一等地にある

トランプ氏一族所有のゴルフリゾート施設「トランプ・ナショナ

ル・ドラル・マイアミ」で１０月中旬、熱心な草の根のトランプ

支持者による政治集会が開かれた。 

 「ＡＭＰフェスト２０１９」と銘打たれた同集会は「言論の自

由、米国文化と価値の擁護」をうたう保守系団体「アメリカン・

プライオリティ」が主催。会場にはトランプ氏の長男、ドナルド・

トランプ・ジュニア氏を含む大統領と関係の深い著名人や、保守

派に英雄視されている政治活動家らが次々と集結した。 

 地元選出の下院議員で「トランプ氏よりもトランプ的」と評さ

れるマット・ゲーツ氏が「有権者の『声なき声』がトランプ氏を

支持している。トランプ氏は必ず勝つ」と断言すると、数百人の

聴衆から万雷の拍手がわき起こった。 

 女性のトランプ支持者の組織化に取り組む市民団体「ウィメ

ン・フォー・トランプ」のエイミー・クレーマー代表は、トラン

プ氏がウクライナ疑惑で追及されていることに関し「私たちで力

を合わせて弾劾圧力を押し返そう」と訴えた。 

 主催団体がフロリダ州を会場に選んだのは、同州が共和党と民

主党の支持が拮抗（きっこう）し、大統領選のたびに勝利政党が

変動する「スイング・ステート（激戦州）」であるためだ。 

 大統領選の本選は、両党の大統領候補が全米５０州と首都ワシ

ントンに割り当てられた計５３８人の大統領選挙人の過半数獲

得を争う。同州は激戦州で最大の２９人を抱え、「フロリダを制

する者が大統領選を制する」と言われる。トランプ氏も２０１６

年の前回選挙で同州を僅差で制した。 

 前回大統領選でのトランプ氏の直接の勝因は、これまで民主党

の牙城とされたミシガン州など、衰退した工業地帯「ラストベル

ト」を擁する中西部と東部の諸州を押さえたことだ。 

 しかし、今回は民主党もこれらの州の奪還に必死だ。好調な経

済はラストベルトの労働者には強力なアピール材料となるもの

の、トランプ氏が再び勝てる保証はない。だからこそ、トランプ

氏はフロリダ州を絶対に落とせない。 

 そして、トランプ陣営が再選に向けた最大の原動力に据えるの

が、マイアミでの大会に参集したような草の根の支持層だ。 

 トランプ氏の支持勢力が唱える、いわゆる「トランプ革命」の

本質とは、政治権力をワシントンの官僚機構など有権者の審判を

経ていない「ディープステート（国家内国家）」から奪い返し、

一般の国民の手に取り戻すことだ。 

 そのための最大の武器に位置づけられているのが、大統領が広

範な支持者と瞬時に直接やり取りでき、支持者間の連携も容易に

するソーシャルメディアだ。 

 それだけに支持者たちの間では、ソーシャルメディアの運営者

が「偽情報の排除」を口実に保守系のアカウントやサイトを閉鎖

しているとの反発が強い。 

 トランプ氏の盟友で、ロシア疑惑で起訴されたロビイストのロ

ジャー・ストーン氏は「トランプ氏再選への障害は、インターネ

ット検閲と主流派メディアの偏向報道だ」と主張する。 

 １９７４年にウォーターゲート事件で辞任したニクソン元大

統領とトランプ氏の違いは、ニクソン氏にはネットワーク化した

草の根の支持勢力や、ＦＯＸニュースなどの保守系の大手メディ

アといった「応援団」がいなかったことだ。 

 ウクライナ疑惑での逆風をよそに「トランプ氏は負けない」（ス

トーン氏）と断じる、トランプ氏周辺らの強気の源はここにある。 

「公平」な米国求める怒り＝社会主義賛美の風潮－米大統領選 

時事通信2019年11月03日17時32分 

https://www.sankei.com/world/photos/191104/wor1911040002-p2.html
https://www.sankei.com/world/photos/191104/wor1911040002-p2.html
https://www.sankei.com/world/photos/191104/wor1911040002-p2.html
https://www.sankei.com/world/photos/191104/wor1911040002-p2.html
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選挙集会を終え、エリザベス・ウォ

ーレン米上院議員（右手前）を囲み意見を交換する若者ら＝１０

月２４日、ニューハンプシャー州ハノーバー 

 【ハノーバー（米ニューハンプシャー州）時事】来年１１月の

米大統領選に向け、野党民主党の候補では、税制や社会保障を抜

本改革して富を再分配しようという左派のウォーレン、サンダー

ス両上院議員が勢いを見せる。広がる格差への怒りから若者を中

心に社会主義的主張が根を張り、候補者指名争いを過熱させてい

る。 

 ◇「心の底から怒っている」 

 「富める者のためだけに機能する政府。それはただの腐敗だ」。

東部ニューハンプシャー州にあるダートマス大学で１０月下旬、

指名争いトップを争うウォーレン上院議員は学生らにこう呼び

掛け、「大構造変革」の必要性を訴えた。 

 ウォーレン氏は、米世帯の０．１％に相当する資産額５０００

万ドル（約５４億円）超の富裕層の資産に２％課税する「富裕税」

を提唱。それで確保する財源を、学生ローンの返済免除、小児医

療や貧困家庭の支援などに充てようとしている。 

 広がる格差に対し、特に不満を持つのは、高い大学授業料や医

療費の負担に苦しむ若者だ。ウォーレン氏の前に壇上でスピーチ

したダートマス大の女子学生アティヤ・カーンさんは、父が病気

で倒れたため若くして働きながら進学した自身の境遇に触れ、

「美談ではない。私は心の底から怒っている」と気勢を上げた。 

 格差への怒りは今、若者を中心に社会主義への賛美となって表

れている。米シンクタンク・ケイトー研究所が９月に発表した世

論調査によると、社会主義に好意的と答えた民主党支持者は６

４％に上り、資本主義に好意的とした４５％を大きく上回った。

トランプ大統領が当選した２０１６年以降、その差は拡大してい

る。 

 若者ばかりではない。ウォーレン氏の演説を聞いた年配の男性

（６７）は、「貧しい家庭に生まれた人が成功するのは、今の米

国では極度に難しくなっている。もっとチャンスが与えられるべ

きだ」と語り、ウォーレン氏の「戦う姿勢」に共感を示した。 

 ◇実現性に懸念 

 だが、ウォーレン氏の政策は、バラ色の未来を描こうとするあ

まり、財源や実現方法に弱点を抱える。先の民主党候補者討論会

では、主要政策の中で最も高くつく国民皆保険の財源を説明でき

ず、穏健派のブティジェッジ・サウスベンド市長らから猛攻撃を

受けた。 

 １日には富裕層増税や軍事支出削減で賄う案を発表。中間層か

らの増税は「一銭たりとも必要ない」と言い切ったが、実現性へ

の疑問は打ち消せていない。 

 こうした懸念は無党派層を遠ざけ、トランプ氏との本選で不利

に働く恐れもある。トランプ氏は今年２月の一般教書演説以降、

繰り返し「米国を社会主義国にしてはならない」と訴え、支持者

を奮い立たせる材料に使っている。  

 

トランプ氏投稿の半数以上が攻撃 米紙NYタイムズ分析 

2019/11/3 15:39 (JST)共同通信社 

トランプ米大統領（ゲッティ＝共同） 

 【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は2日、

トランプ米大統領が重要政策の発表などで愛用するツイッター

について、2017年 1月の就任から今年 10月までの約 33カ月間

にわたる全ての投稿内容を分析したとし、結果を報じた。総数は

約1万1千で、半数超の6千弱が「誰かまたは何かへの攻撃」だ

ったとしている。 

 トランプ氏のツイッターのフォロワーは6600万を超える。同

紙は、トランプ氏は投稿することで世界中に直接指示を出すこと

ができ、側近らは制御できないと指摘。ツイッターを政権運営に

完全に取り込み、大統領職や大統領権限の性質を変化させたとし

た。 

 

トランプ氏再選へ逆風も＝経済政策、正念場に－米大統領選 

時事通信2019年11月03日07時14分 

 

 【ワシントン時事】来年１１月の米大統領選挙まであと１年。

トランプ大統領が就任１年目に実現させた大型減税効果が息切

れする中、政権が仕掛けた中国との貿易戦争は深みにはまり、好

調だった景気に影を落とし始めた。関税を武器にした圧力一辺倒

の交渉手法には手詰まり感が漂い、トランプ氏は再選の成否を握

る経済政策で正念場に立たされている。 

 「米国史上最も素晴らしい景気だ」。トランプ氏は１日、最高

値を更新した株価や底堅い雇用を誇った。一方、８月の世論調査

では、関税を振りかざした通商交渉など経済政策への不支持が初

めて支持を上回った。回答者の６割が来年は「不景気」と予想。

足元の製造業景況感は３カ月連続で「不況」となり、先行き不安

が強まっている。 

 議会では野党民主党が下院で多数派を占める「ねじれ」状態で、

有権者にアピールできる所得税減税などの可決は困難な情勢だ。

こうした中、トランプ氏は景気浮揚の手段として金融緩和をあて

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110300372&g=int&p=20191103at39S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110200371&g=int&p=20191102ax04S&rel=pv
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にする。 

 トランプ氏は対中制裁関税の対象を広げるたびに、株高を狙っ

て米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）に利下げを執拗（しつよう）

に迫り、ＦＲＢは結果的に７月以降３回連続で政策金利を引き下

げた。最近では日本や欧州が導入するマイナス金利に対抗する必

要性にも言及し、大幅利下げへ圧力をかけ続けている。 

 米中は１０月、貿易協議の部分合意で歩み寄りを見せた。ただ、

「岩盤」と言われるトランプ氏の中核支持層は対中強硬政策を求

めている。景気に配慮して中国に過度に譲歩すれば、こうした支

持層の離反を招きかねない。 

 トランプ氏の企業献金の受け皿となるスーパーＰＡＣ（政治活

動委員会）は「リセッション（景気後退）入りすれば、テロ攻撃

に見舞われるのと同等の大打撃だ」と危機感を強めている。  

 

トランプ氏再選、疑惑・経済が影＝「危機」逆手に攻勢狙う－米

大統領選まで１年 

時事通信2019年11月03日07時13分 

１日、南部ミシシッピ州の選挙集会で

演説するトランプ米大統領（ＡＦＰ時事） 

 【ワシントン時事】トランプ米大統領が再選を目指す来年の大

統領選まで３日であと１年。ウクライナ疑惑では野党の弾劾調査

を「クーデター」と断じ、強気を崩さない。だが、政権に不利な

証言が相次ぎ、野党は年内の弾劾訴追を目指して追及を強める。

再選の前提となる好調な経済も、米中貿易摩擦の影響で足元が揺

らぎ、暗い影を落とす。 

 「彼は『ミスター・ナイスガイ』ではない。しかし、ワシント

ン（の政治）を変えるには、時にドナルド・トランプが必要だ」。

大リーグの王者を決めた１０月３０日のワールドシリーズ第７

戦。勝負が佳境を迎える中、トランプ氏の３０秒のテレビＣＭが

初放映された。 

 米メディアによると、選挙１年前のこの時期にＣＭを打つのは

極めて異例という。数百万ドル（数億円）ともいわれる枠を買い

取って演じたのは、野党民主党の抵抗に遭いながらも旧来の政治

を打破する「タフな男」だ。 

 

 大統領選の対抗馬となる可能性がある民主党のバイデン前副

大統領のスキャンダルを調べるようウクライナのゼレンスキー

大統領に圧力をかけた疑惑では、「圧力も見返りもない」という

トランプ氏の主張と相反する証言が高官から続出。トランプ氏へ

の包囲網は狭まっている。 

 再選の前提となる景気の腰折れリスクも拭えない。前回大統領

選で「米国の製造業を復活させる」と誓って仕掛けた中国との貿

易戦争に、市場は動揺。トランプ氏は１０月、中国と歩み寄りや

すい分野で合意を発表し、守勢に回った。 

 ２０１６年の勝利の再現を期すトランプ氏が狙うのは、支持者

の結束だ。１日には南部ミシシッピ州で選挙集会を開き、「もし

われわれが選挙に勝っていなかったら、株価は半分だった。間違

った方向に向かっていた」と、堅調な米経済をアピール。弾劾調

査に関して「民主党やメディアはわれわれを止めようと必死だ。

私に対してではない。（前回トランプ氏に投票した）６３００万

人に対してだ」と訴え、反転攻勢を呼び掛けた。  

 

教員間暴力、異例のスピード処分 押し切った神戸市教委 

朝日新聞デジタル川嶋かえ 2019年11月3日17時33分  

加害側教諭の分限休職処分の可否

を話し合った神戸市教育委員会の臨時会議＝１０月３１日、神戸

市中央区 

 神戸市立東須磨小学校の暴力・暴言問題で、市教委は加害側４

教諭を１０月３１日付で分限休職処分とし、給与の支払いを停止

した。外部有識者らでつくる審査会が処分を「不相当」とした意

見を押し切った。異例の決定の背景に何があったのか探った。 

市教委 審査会押し切る 

 「神戸市の教育行政の危機。全庁一丸で乗り切っていかなけれ

ばならない」 

 １日午後、久元喜造・神戸市長は東須磨小問題を受けて新設さ

れた市教委の改革特命担当課長と市長部局の教育行政支援課長

を呼び、「早期の信頼回復へ全力を」と言葉をかけた。 

 問題発覚後、市教委には連日、… 

残り：1708文字／全文：1955文字 

 

性被害、顔隠さぬデモに共感 痛みのわかる記者が見た 

朝日新聞デジタル大阪生活文化部 机美鈴 2019年11月3日23

時06分  

６月１１日に名古屋市で初めて開

かれたフラワーデモで、性暴力の被害者のスピーチを聞く参加者

たち  

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191101001713.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191101001713.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191101001713.html
http://www.asahi.com/topics/word/神戸市.html
http://www.asahi.com/topics/word/神戸市.html
http://www.asahi.com/topics/word/教育行政.html
http://www.asahi.com/topics/word/神戸市.html
http://www.asahi.com/topics/word/教育行政.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191030001026.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191030001026.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191030001026.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110200375&g=int&p=20191102at33S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110200375&g=int&p=20191102ax06S&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191101001713.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191030001026.html
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１１月１１日のフ

ラワーデモ開催地（予定） 

 

記者解説 性暴力被害、もう黙らぬ 

 毎月１１日、性暴力をなくそうと訴える「フラワーデモ」が国

内各地で開かれている。被害者に寄り添う気持ちを表そうと、生

花を持ったり、花柄の衣服を身につけたり。「＃ＭｅＴｏｏ（ミ

ートゥー）」「＃ＷｉｔｈＹｏｕ（ウィズユー）」のプラカードを

持つ人もいる。シュプレヒコールや行進はしない、静かなデモだ。

４月に東京で始まり、月を追うごとに場所、参加者とも増えてい

る。１１月は国内２５都市で開かれる予定だ。 

 きっかけは、３月に性犯罪の無罪判決が４件相次いだことだっ

た。飲酒を強要されて眠り込んだ女性がレイプされた事件の判決

では、抵抗できない状態だったことを認めながら、被告は女性が

拒否していないと思い込んだ可能性があると指摘した。別の判決

は、父親から娘への継続的な性虐待を認めながらも、娘の抵抗が

「著しく困難だったとは言えない」と判断した。 

 作家の北原みのりさんが友人らに呼びかけ、４月１１日、女性

を中心に４００人が東京駅前に集まった。涙ながらに思いや体験

を語る人が２時間途切れなかった。「また集まりましょう」。北原

さんの呼びかけに呼応する形で、デモは各地へ広がっていった。 

 １０月１１日、台風１９号の影響でデモの中止が相次ぐなか、

神戸市の公園に約３０人が集まった。ダンスに興じる若者たちの

そばで、２０代の女性がマイクを握った。小学生の頃に被害に遭

い、母親に伝えると「そういう格好をしていたから」と言われた。

着ていたのはひざ丈のワンピース。以来、女性らしい服装を長く

封印したという。この日、花柄のワンピースを着た女性が「私は

間違っていないと言いたかった」と語ると会場は拍手に包まれた。 

 参加者から「あなたは悪くないよ」との声も上がり、女性は笑

顔を浮かべた。「対面して話すことがこれほど自分の力になるな

んて。勇気を出してよかった。大きな連帯の中にいる実感に加え、

居合わせた人たちに寄り添ってもらえた気持ちになれた」と話す。 

語りにくい被害を可視化 

 会場でスピーチする人の多くが性被害の体験について語るこ

とを、北原さん自身、予想していなかった。 

 「あなたを信じる、という空気… 

残り：2306文字／全文：3194文字 

 

映画「主戦場」、一転上映で列 反対派が舞台上る要求も 

朝日新聞デジタル編集委員・北野隆一 2019年11月4日20時23

分 

 川崎市麻生区で開かれてきた「ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画

祭」で、上映中止が撤回された映画「主戦場」が最終日の４日夜

に上映された。会場近くの日本映画大学でもこの日、公開授業と

して「主戦場」が上映され、作品関係者のシンポジウムがあった。 

 ８８席の客席を求め、４日午前には観覧希望者約２５０人が列

をつくり、整理券４２６枚が配られ抽選となった。前日には男性

の声で「上映を阻止するため実力行使する」との電話が主催者あ

てに１件あったといい、４日は警察や市民の警備ボランティアが

会場付近で警戒した。 

「しんゆり映画祭」で上映される

映画「主戦場」の観覧希望者は多数に上った。発表された抽選結

果に人々が見入った＝２０１９年１１月４日午後０時１２分、川

崎市麻生区の市アートセンター前、北野隆一撮影 

 

 上映中止に伴い設定された公開授業には約１６０人が参加し

た。「主戦場」のミキ・デザキ監督は「上映するなとか映像を削

除せよといった圧力や威嚇に屈すると、検閲を容認することにな

る。政府が表現の自由を守らないときは、私たちが自分で守らな

ければ」と語った。 

 「主戦場」は慰安婦問題を扱っ… 

残り：291文字／全文：660文字 

 

主戦場、上映中止覆した叫び「ビビリは検閲加担と同じ」 

朝日新聞デジタル石原剛文、大平要 2019年 11月 4日 20時 47

分  
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ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭

の会場では、「主戦場」を鑑賞するための抽選券を得るため約２

５０人が並んだ＝２０１９年１１月４日午前１１時ごろ、川崎市

麻生区、大平要撮影 

 

 ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭は４日夜、ドキュメンタリー

「主戦場」が上映され、閉幕した。川崎市の懸念を受け、開幕時

点では上映が見送られることになっていたが、映画関係者らから

抗議の声が上がったため、一転して上映する運びとなった。ボラ

ンティア主体の「手づくり映画祭」は、表現の自由を考える場に

なった。 

 上映に先立ちあいさつしたミキ・デザキ監督は「日本の表現の

自由の大勝利だと思っている」と語った。 

 主催団体が２日に上映決定をフェイスブックで公表したばか

りだが、８８席に対して、映画ファンら約２５０人が４日午前、

観賞の抽選券を求めて川崎市麻生区の会場前に列をつくった。同

区の主婦高沢和美さん（６３）は「評判を聞いて、見たいと思っ

ていた。これからも良い作品を上映することに萎縮がないよう願

っています」と話した。 

 上映決定後、２日間で２０～３… 

残り：1026文字／全文：1380文字 

 

慰安婦題材作を一転上映へ 川崎の映画祭  

日経新聞2019/11/3 18:18 

川崎市で開催中のKAWASAKIしんゆり映画祭の主催団体は、上映

を中止にした従軍慰安婦をテーマにした映画「主戦場」（ミキ・

デザキ監督）を最終日の 4 日に上映すると公式ツイッターで発

表した。 

10月30日にあった公開討論会で、映画関係者や市民から「表現

の自由が損なわれる」などと上映中止に反対する意見が相次ぎ、

「上映実現に向けて前向きに協議している」とのコメントを出し

ていた。 

「主戦場」を巡っては出演者の一部が上映中止を求めて提訴。映

画祭を共催する川崎市から「裁判になっている作品を上映するの

はどうか」と懸念を伝えられたことを受け、主催の NPO 法人

「KAWASAKIアーツ」は中止を決めた。 

中止に抗議して映画 2 作の出品を取り下げた若松プロダクショ

ンは、上映決定を受け、うち1作を当初予定していた4日に上映

すると発表した。 

〔共同〕 

 

「天皇陛下の公的行為」が増加 高まる懸念「政治利用」 

朝日新聞デジタル二階堂友紀 2019年11月3日22時00分  

宮中晩餐（ばんさん）会で乾杯を終え、

トランプ米大統領に拍手を贈る天皇、皇后両陛下＝２０１９年５

月２７日午後７時５１分、皇居・宮殿「豊明殿」 

トランプ米大統領夫妻を出迎える天皇、皇后

両陛下＝２０１９年５月２７日午後７時１分、皇居・宮殿 

 令和初の国賓として新天皇陛下と会見したのは、トランプ米大

統領だった。 

 昨年１１月、安倍晋三首相から招待を受けたトランプ氏の反応

は「その行事は日本人にとってスーパーボウルより大きいの

か？」。退位に伴う新天皇の即位を、米プロフットボールＮＦＬ

の王者を決める一大イベントにたとえて聞いた。首相は「もちろ

ん。２００年ぶりですから」。トランプ氏は５月の訪日を決めた。 

 日米貿易交渉が合意に至る前のこと。政府関係者は「これで関

税が安く抑えられるなら安いものだ」と言ったが、こうした経緯

にも「天皇の政治利用」との批判は高まらなかった。 

 かつては違った。 

 天皇は戦後の新憲法で象徴となると同時に、国政への関与を禁

じられた。天皇は首相の任命や法律の公布といった「国事行為」

のみを行う、と憲法は定める。 

 １９５１年１０月、昭和天皇が国会開会式での「おことば」で、

前月のサンフランシスコ講和条約締結について「諸君とともに、

誠に喜びに堪えない」と述べると大きな議論が巻き起こった。全

面講和論もある中、政府が西側中心の片面講和に踏み切ったこと

から、天皇の政治的発言として批判を受けた。国会開会式でのお

ことばや天皇が各地をめぐる巡幸は、そもそも憲法上許されるの

かという憲法議論に発展し、「公的行為」の考え方が生まれた。 

■増加する「公的… 

残り：1049文字／全文：1600文字 

 

天皇陛下の即位を祝うパレード 皇室ご予定４～１０日 

朝日新聞デジタル2019年11月4日07時00分  

３回目の「饗宴（きょうえん）の儀」に

臨む天皇、皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻＝２０１９年１０月２９日

午後、皇居・宮殿「豊明殿」 
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 天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の

方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々

を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。 

 宮内庁は１１月４日～１０日の予定を発表した。天皇陛下は５

日、文化勲章受章者らとの茶会に出席する。皇后雅子さまは体調

に支障が無ければ出席する。 

 １０日は、天皇陛下の即位を祝うパレード「祝賀御列の儀」が

ある。皇居・宮殿からお住まいの赤坂御所まで約４・６キロを約

３０分かけて進む。１０月２２日の予定だったが、台風１９号の

被災者に配慮して延期された。 

（表記は宮内庁発表に準じます。… 

残り：1125文字／全文：1384文字 

 

ゾルゲ事件、旧司法省が天皇に秘した項目 上奏文案発見 

朝日新聞デジタル編集委員・永井靖二 2019年11月4日22時00

分 

 戦時下、日本政府の極秘情報を旧ソ連のスパイらが漏洩（ろう

えい）した「ゾルゲ事件」の概要を司法大臣が昭和天皇に報告し

た上奏文の文案が見つかった。「２０世紀最大のスパイ事件」と

後年に呼ばれた事案の捜査や公表を、旧司法省が一貫して主導し

た内幕が記されていた。報告内容が当局の都合に合わせて添削さ

れる過程もうかがえ、研究者は第一級の重要資料としている。 

今回見つかったゾ

ルゲ事件の上奏文案。１９４２年５月９日付の原案（左・２～３

ページ目見開き）と、同１１日付の最終案（右・冒頭部分）。い

ずれも「厳秘」印が押されている（国立国会図書館所蔵） 

 

 

 

 今回見つかった上奏文案は、１９４２年５月９日付の原案（計

２８ページ）と同１１日付の最終案（計３４ページ）で、いずれ

も冒頭部分に「厳秘」印が押されていた。政治犯の取り締まりを

主導した「思想検事」太田耐造の旧蔵資料に含まれていた。司法

省の取り調べ調書をはじめ事件を記述した大量の内部文書と一

緒に見つかった状況から、戦時下の情報戦に詳しい加藤哲郎・一

橋大学名誉教授が、実際に上奏の準備に使われた資料と判断。概

要は９日に都内で発表される。 

 ゾルゲが治安維持法や軍機保護法などの違反容疑で４１年１

０月に逮捕されたほか、検挙者が３０人を超えた同事件は４２年

５月１３日、昭和天皇に報告された。「昭和天皇実録」の同日付

に、午前１１時半、司法大臣の岩村通世から報告を受けた旨の記

述がある。 

 これらの文書によると、司法省刑事局の文案作りは同年４月に

準備が始まったとみられる。直前まで手直しが続き、見つかった

二つの文案とも、書き込みが多数残されていた。ゾルゲらを「国

際諜報（ちょうほう）団」と呼び、ゾルゲらが入手した主要な情

報として、４１年７月２日付の御前会議の内容（対ソ軍備を維持

しつつも南進態勢の強化を決定）や、ドイツが対ソ戦を決めたこ

とと開戦予定日（同年６月２２日）、日米交渉の内容など計７項

目を挙げた。 

 ９日付の原案では７項目それぞ… 

残り：1551文字／全文：2272文字 

 

弁護士一家殺害３０年 坂本さん母、元幹部家族に思い 

朝日新聞デジタル山下寛久 2019年11月4日15時21分  

坂本弁護士一家の墓に手を合

わせる小島周一弁護士（中央）ら＝２０１９年１１月３日午前１

１時２分、神奈川県鎌倉市山ノ内、山下寛久撮影 

 １９８９年１１月、坂本堤（つつみ）弁護士（当時３３）一家

３人がオウム真理教の幹部に殺害された事件から４日で３０年。

坂本弁護士と妻都子（さとこ）さん（同２９）、長男龍彦ちゃん

（同１）の墓がある神奈川県鎌倉市の円覚寺松嶺院で３日、法要

が営まれ、かつての同僚弁護士や母校・横須賀高校の同級生ら約
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３０人が冥福を祈った。 

 「その人の家族や知人の心の中に、その人が生き生きと存在し

続けている限り、その人は『生きている』のではないか」 

 坂本さんが所属していた横浜法律事務所（横浜市中区）の小島

周一弁護士（６３）は昨年、同事務所が定期的に発行する「事務

所ニュース」に寄せた文章の中で、そう記した。 

 事件当時、坂本弁護士は活動をはじめて２年半。志に燃える、

一人の青年だった。小島弁護士は、横浜市内の幼稚園の廃園案件

などをともに担当。夜も、酒を飲みながら仕事のことを語り合っ

たという。 

 坂本弁護士が殺害されたのは、オウム真理教に娘が入信した母

から相談を受け、教団の追及を本格化させ、被害者の会の設立に

携わっていた最中だった。 

 小島弁護士の中で、「坂本堤」は当時の姿のまま存在し続けて

いる。「サッカーで、プレースタイルを尊敬しあっていたチーム

メートが大けがで選手生命を絶たれ、自分が残った、そういう感

じかな」。ともに活動した２年半は一つの規範であり続けてきた

という。 

 数年前から、若手弁護士たちに一家殺害事件の話をするように

なった。坂本弁護士は特別な事件に巻き込まれて命を落としたの

だ、自分には無関係だと考える若手が多いと感じるようになった

からだ。 

 危険かもしれない相手を前にどう振る舞うべきか。弁護士会は

個々の弁護士の活動を支えるために何ができるのか。多くの弁護

士たちに、自分のこととして考えてほしいからだ。 

 弁護士の活動で、市民が自ら危険や困難に対峙（たいじ）せざ

るを得ない事態を回避できる。それは、市民の権利が守られる社

会の実現にもつながる――。小島弁護士はそう考えている。 

 「二度と仲間が攻撃されることのないよう、守ってくれよな」。

３日の墓参りでは、そのように語りかけたという。 

 法要後、一家をしのぶ会があり、坂本弁護士の母さちよさん（８

７）も出席した。小島弁護士によると、さちよさんは一時体調を

崩して休んでいた合唱団の活動も最近になって再開。家族らに見

守られ、健康に過ごしている。この日、「以前に比べれば心穏や

かに、息子たちを思うことができるようになった」と語ったとい

う。 

 また、教団の元幹部が昨年死刑を執行されたことについて、

「（元幹部の）家族は命を絶たれて悲しいのは同じなのに、申し

訳なさで気持ちを外に出すこともできない。どんな気持ちだろう」

と思いをはせている様子だったという。（山下寛久） 

 

「事件伝える」墓前に誓い 坂本弁護士一家殺害３０年 

産経新聞2019.11.3 23:51 

 オウム真理教幹部らに坂本堤弁護士＝当時（３３）＝一家３人

が殺害された事件の発生から４日で３０年となるのを前に、神奈

川県鎌倉市の寺で３日、法要が営まれた。弁護士仲間や遺族、高

校の同級生ら計約４０人が追悼。墓前で「事件を伝えていく」と

誓った。 

 事件は平成元年１１月４日未明に発生。横浜市磯子区の自宅で

坂本さん、妻の都子さん＝同（２９）、長男の龍彦ちゃん＝同（１）

が殺された。 

 坂本さんと同じ法律事務所の先輩、小島周一弁護士（６３）は

「正義感にあふれた弁護士３年目の彼が、今も自分を見ていると

思う。彼に恥ずかしくない毎日を送りたい」と話した。昨年、元

教団幹部ら１３人の死刑が執行されたが「事件が終わったわけで

はない。なぜ事件が起きたのか、考え続けないといけない」と語

った。 

 

坂本弁護士一家殺害からあすで30年 遺族らが寺に墓参  

ＮＨＫ2019年11月3日 15時14分 

 

坂本弁護士一家がオウム真理教の幹部らによって殺害された事

件から、４日で30年になるのを前に一家の墓がある神奈川県鎌

倉市の寺に、遺族や友人など多くの人が集まり亡くなった３人を

しのびました。 

 

30年前の平成元年 11月、横浜市磯子区で弁護士の坂本堤さん、

妻の都子さん、当時１歳の長男 龍彦ちゃんの３人が自宅で寝て

いたところをオウム真理教の幹部らに襲われ殺害されました。 

４日で事件から30年となるのを前に、坂本さんの遺族や同僚の

弁護士、それに高校時代の同級生などおよそ40人が、一家の墓

がある鎌倉市の円覚寺に集まり、花や線香を供えたあと手を合わ

せて３人をしのびました。 

坂本さんが所属していた法律事務所の先輩の小島周一さん（63）

は「ここに来るたびに正義感にあふれていた彼に見られているよ

うな気がして、もっと頑張らないとという気持ちにさせられる。

ここに来る人たちは事件を忘れないが、事件を知らない人も増え

てきている。そうした人たちにも坂本くんやオウム真理教事件を

伝えられるように努力していきたい」と話していました。 
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