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2020年9月11日～10日 

敵基地攻撃能力保有首相談話準備、臨時国会、解散、合流野党・

共闘、自民党総裁選 

 

敵基地攻撃能力、年内結論要請へ 首相きょう談話 

毎日新聞2020年9月11日 東京朝刊 

 安倍晋三首相は１１日、「ミサイル阻止に関する安全保障政策」

についての「首相の談話」を発表する。政府が配備を断念した陸

上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の代替策

と敵基地攻撃能力などの新たな措置について、与党協議を経て年

末に結論を得るよう求める。  

 イージス・アショアの代替策はミサイル防…  

残り56文字（全文206文字） 

 

首相談話に「ミサイル阻止」 新安保政策 

産経新聞2020.9.10 23:57 

 政府は１１日に発表する新たな安全保障政策に関する安倍晋

三首相の談話で「ミサイル阻止」との文言を明記する方針を固め

た。複数の政府・与党関係者が１０日、明らかにした。ミサイル

阻止能力は、敵ミサイルを迎撃するミサイル防衛だけではなく、

敵基地攻撃能力も包含した概念。新たな能力は国際法、憲法、専

守防衛の枠内で整備する方針も明記する。 

 首相談話は閣議決定を経ず、１１日に開催される国家安全保障

会議（ＮＳＣ）でまとめる。地上配備型迎撃システム「イージス・

アショア（地上イージス）」の代替策と敵基地攻撃能力の具体策

は与党との協議を経た上で年内に方向性を出す考えを示す。 

 具体策は年末に改定する防衛計画大綱と中期防衛力整備計画

に反映させる。政府は当初、国家安全保障戦略も年末までに改定

する方針だったが、政府は１０日、与党関係者に年明け以降にず

れ込む見通しを示した。 

 首相は６月の記者会見で、地上イージスの配備断念を受け、今

夏の議論を踏まえ安保戦略の「新たな方向性」を打ち出すと表明。

辞任を表明した８月２８日の記者会見でも与党協議を経た具体

化に意欲を示していた。 

 敵基地攻撃能力をめぐっては、自民党のミサイル防衛検討チー

ムが８月に専守防衛を維持した上で「相手領域内でも弾道ミサイ

ルなどを阻止する能力」の保有を検討するよう求める提言書を首

相に提出している。 

 

ミサイル防衛含む新たな安全保障戦略 安倍首相の談話発表へ 

ＮＨＫ9月11日 4時47分  

 

ミサイル防衛体制の在り方を含む新たな安全保障戦略をめぐり、

政府は11日、安倍総理大臣の談話を発表することにしていて、

ミサイルを阻止するための新たな方針について、与党側と協議し

ながら検討していくことを示すことにしています。 

ミサイル防衛体制の在り方を含む新たな安全保障戦略をめぐり、

政府は、きょう、安倍総理大臣や菅官房長官らが出席してＮＳＣ

＝国家安全保障会議を開いて、ミサイルの阻止についての方針を

協議し、安倍総理大臣の談話を発表することにしています。 

安倍総理大臣は、先月「迎撃能力を向上させるだけで、国民の命

と平和な暮らしを守り抜くことができるのか」と述べていて、談

話では、北朝鮮の弾道ミサイルの能力が向上していることを踏ま

え、ミサイルを阻止するための新たな方針について検討するとし

ています。 

一方、新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の山口・

秋田両県への配備断念を受けた代替策は、談話では、具体的な方

向性は示さず、年末までに、あるべき方策を示すと盛り込むこと

にしています。 

そのうえで、いずれも与党側と協議しながら検討していくことを

示すことにしています。 

新たな安全保障戦略をめぐり、自民党は、「相手領域内でも弾道

ミサイルなどを阻止する能力」の保有を含めて検討し、結論を出

すよう政府に提言している一方、公明党は、防衛力の整備は必要

最小限度のものに限るとしてきた、従来の政府の方針を変えるこ

とに慎重な立場を示しています。 

 

河野防衛相「中国は安全保障上の脅威」 踏み込んで牽制 

朝日新聞デジタル寺本大蔵2020年9月10日 19時30分  

河野太郎防衛相 

 河野太郎防衛相は 9 日夜のオンライン討論で「中国は日本に

とって安全保障上の脅威となった」と述べた。政府は軍事的な台

頭の著しい中国について「懸念」との位置づけにとどめており、

河野氏の発言は防衛相として異例の踏み込んだ表現で中国を牽

制（けんせい）した形だ。 

 米シンクタンク、戦略国際問題研究所（CSIS）のイベントで発

言した。河野氏は「外相時代は中国を脅威と呼ばず、重大な懸念

と言ってきたが、防衛相としては脅威と言わなければいけない」

と語った。 

 政府は今年の防衛白書で「中国は、尖閣諸島周辺において力を

背景とした一方的な現状変更の試みを執拗（しつよう）に継続し

ており、強く懸念される」と分析。2013 年策定の国家安全保障

戦略（NSS）では、北朝鮮を「脅威」と位置づける一方、中国は

「懸念」との表現にとどめ、「期待」も併記している。政府が来

年以降で検討する NSS の初改定では、中国をどう位置づけるか

が焦点の一つとなっている。 

 また河野氏は、衆院解散・総選挙の時期について「恐らく 10

月のどこかで行われる」と述べ、新政権の発足直後に実施される

との見通しを示した。河野氏は自民党総裁選で優位に立つ菅義偉

官房長官と近く、現職閣僚の発言として波紋を呼んでいる。（寺

本大蔵） 

 

政府、臨時国会１６日召集を伝達 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200910002215.html
http://www.asahi.com/topics/word/河野太郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛相.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛相.html
http://www.asahi.com/topics/word/戦略国際問題研究所.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛相.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛白書.html
http://www.asahi.com/special/t_right/
http://www.asahi.com/topics/word/国家安全保障戦略.html
http://www.asahi.com/topics/word/国家安全保障戦略.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル問題.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党総裁選.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
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https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200910002215.html
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時事通信2020年09月10日11時45分 

衆院議院運営委員会理事会に出席した菅

義偉官房長官（中央）＝１０日午前、国会内 

 菅義偉官房長官は１０日午前、衆参両院の議院運営委員会理事

会に出席し、臨時国会を１６日に召集すると伝えた。同日の衆参

両院本会議で首相指名選挙を行い、自民党新総裁を安倍晋三首相

の後継首相に選出する。 

 新首相は１６日中に新内閣を発足させる。臨時国会の会期は３

日間。与野党の本格的な論戦は次の国会に持ち越される。  

 

与野党、１６日午後に新首相選出で合意 臨時国会、開会式は人

数制限 

2020年09月10日15時02分 

 菅義偉官房長官は１０日、衆参両院の議院運営委員会理事会に

出席し、臨時国会を１６日に召集すると伝えた。衆院では同日午

後１時に本会議を開き、首相指名選挙を行うことで与野党が合意。

この後、参院でも同様に選挙を行う。 

 新首相は１６日中に新内閣を発足させる。臨時国会の会期は３

日間で、与野党の本格的な論戦は次の国会に持ち越される。野党

側は速やかに本格審議に応じるよう求めた。 

 天皇陛下をお迎えする開会式は１７日に行うことも確認した。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出席する国会議員の人

数を絞り込み、各会派の代表者や常任委員会委員長らに限定する。

感染拡大以降の国会開会式は初めて。  

 

公明・山口代表、河野大臣の“早期解散発言”に不快感 

ＪＮＮ2020年9月10日 20時28分 

 公明党の山口代表は、河野防衛大臣が解散総選挙について「１

０月中に行われるだろう」と述べたことについて、「どういう根

拠で言ったかわからない」と不快感を示しました。 

 「解散権のない河野大臣がどういう根拠で、どういう立場で言

われたかはわかりませんけれど、そういう（首相が判断する）も

のと受け止めております」（公明党 山口那津男代表） 

 公明党の山口代表はこのように述べ、９日、河野防衛大臣が１

０月の“早期解散”に言及したことについて不快感を示しまし

た。 

 また、野党の合流新党の代表が枝野氏に決まったことを受け、

山口氏は今後の国会運営について“幅広い合意形成に与野党が

互いに努める姿勢も大切だ”と述べました。 

 

自民党総裁選の最中 “10月解散・総選挙”論に波紋 

ＡＮＮ2020/09/10 18:00 

 自民党総裁の座を巡って三つどもえの争いが続くなか、河野防

衛大臣から飛び出した「10月総選挙」論が波紋を広げています。 

 講演会にリモート参加した河野防衛大臣。 

 河野防衛大臣：「恐らく10月のどこかで、解散・総選挙が行わ

れると思います。来年の東京五輪・パラリンピックを考えれば選

挙を行う時期は限られています」 

 総裁選のさなか、解散風がくすぶっています。総裁選後の近い

時期に衆議院の解散はあるのか…。安倍総理大臣の後任を決める

自民党の総裁選挙。石破元幹事長（63）は10日、東日本大震災

の被災地を訪問。防災省の創設に向けて原点に立ち帰りました。

同じく被災地に足を運んだ岸田政調会長（63）。おにぎりのもて

なしを受け、農業政策に耳を傾けました。公務のため地方行脚で

きない菅官房長官（71）は地方の県議らとのリモート会議で声を

聞きました。14日に行われる総裁選挙。16日の臨時国会で新し

い総理大臣が決まります。 

 

合流新党代表に枝野幸男氏 党名「立憲民主」継承 

2020/9/10 14:18 (JST)9/10 14:27 (JST)updated共同通信社 

合流新党の代表に選出された枝野幸男氏 

 立憲民主、国民民主両党などが結成する合流新党の代表選が

10日、東京都内のホテルで行われ、立民の枝野幸男代表（56）が

初代代表に選出された。国民の泉健太政調会長（46）との一騎打

ちを制した。国会議員による投票の結果で、新党名についても投

票で多数だった「立憲民主党」に決定した。15 日に結党大会が

行われる。 

 16 日には臨時国会で安倍晋三首相の後任首相が選ばれ、与野

党とも新たな態勢がスタートする。後任首相となる自民党新総裁

には、菅義偉官房長官が選出される公算が大きくなっている。 

 枝野氏はコロナ禍で社会のひずみが露呈したとして、「支え合

う社会」の構築を訴えた。 

 

枝野氏、新党「国民の選択肢に」 政権交代目指す、15 日に結

成 

2020/9/10 18:42 (JST)9/10 18:56 (JST)updated共同通信社 

合流新党「立憲民主党」の代表に選出され、記者

会見する枝野幸男氏＝10日午後、東京都内のホテル 

 立憲民主、国民民主両党などが結成する合流新党の代表選は

10日、東京都内で行われ、立民の枝野幸男代表（56）が初代代表

に選出された。国民の泉健太政調会長（46）との一騎打ちを制し

た。得票率は7割を超え、陣営が「圧勝」の目安とした3桁の大

台に乗った。党名は投票の結果「立憲民主党」に決まった。枝野

氏は選出後「ここから本当の戦いが始まる。国民の選択肢になる」

と述べ、政権交代を目指し与党と対決する決意を表明した。15日

に結党大会が開催され、代表に就く。 

 16 日には臨時国会で安倍晋三首相の後任首相が選ばれる。自

https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091000177&g=pol&p=20200910at37S&rel=pv
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民党総裁選で優勢の菅義偉官房長官が就く見通し。 

 

合流新党、代表に枝野氏を選出 党名は「立憲民主党」 

朝日新聞デジタル山下龍一2020年9月10日 22時36分  

投票を前に演説する立憲民主党の枝野幸男代

表=2020年9月10日午後1時15分、東京都千代田区、伊藤進之

介撮影 

 

 立憲民主党と国民民主党などでつくる合流新党の代表選が 10

日に行われ、立憲の枝野幸男代表（56）が国民の泉健太政調会長

（46）を破り、代表に選出された。任期は2022年9月まで。党

名は「立憲民主党」に決まった。旧民進党が分裂して以来、3年

ぶりに衆参149人が結集し、政権交代も視野に入れる野党第1党

が誕生した。15 日に結党大会を開き、次の衆院解散・総選挙へ

の準備を加速させる。 

 枝野氏は代表に選ばれた後、「次の総選挙で政権の選択肢とな

り、国民に選んでもらうよう最大限努力する」と政権奪取への意

欲を見せた。 

 新党の参加議員は衆参 149 人で、内訳は立憲 88 人、国民 40

人、無所属21人。衆院は106人で、民主党が政権交代を果たし

た09年衆院選の公示前勢力115議席に迫る規模となる。 

 合流新党の代表選では、149議員が投票し、枝野氏は 107票、

泉氏は42票だった。枝野氏は立憲の議員のほか、国民の小沢一

郎衆院議員や無所属の野田佳彦元首相ら旧民主党のベテラン議

員からの支持を得て、陣営が目標とする100票以上を獲得した。 

 今回は党名も投票で決定。枝野氏が提案した「立憲民主党」が

94票、泉氏が提案した「民主党」は54票だった。 

 代表選では、枝野氏が「政権の選択肢」を、泉氏は「提案型の

野党第1党」を掲げた。自民党総裁選に立候補している菅義偉官

房長官の「自助・共助・公助」との訴えに対抗し、枝野氏は「『自

助』や過度な自己責任ではなく、支え合う社会をつくる」と訴え

た。再分配を重視する支え合いの社会という対立軸を打ち出そう

とした。 

 今後は、次の総選挙に向けて、野党共闘を築けるかが課題とな

る。今回の合流では、国民の22人が参加せず、一部は玉木雄一

郎代表らと新党を結成する見通しだ。枝野氏は「今まで通りの連

携を呼びかけたい」と強調。国会や選挙などで、他の野党に協力

を求める考えを示した。（山下龍一） 

 

新党名は「立憲民主党」 代表に枝野氏、野党第1党  

日経新聞2020/9/10 14:15 

立憲民主、国民民主両党などがつくる合流新党に参加する国会議

員は10日、新党名を「立憲民主党」に決めた。代表に立民の枝

野幸男氏を選出した。任期は2022年9月まで。合流新党には衆

院106人、参院43人の計149人が参加し、野党第1党となる。

15日に結党大会を開く。 

代表選には枝野氏と国民民主の泉健太政調会長が立候補した。10

日に新党に参加する国会議員が代表と党名を投票で決めた。枝野

氏が107票、泉氏が42票を得た。党名は「立憲民主党」が94票、

「民主党」が54票、その他が1票だった。 

立民所属の89人のうち88人、国民民主所属の62人のうち40人

が参加する。無所属の21人も加わる。国民民主の玉木雄一郎代

表や前原誠司元外相ら14人は参加せず、別の新党を立ち上げる。 

枝野氏は代表選出後のあいさつで「この1年の間に衆院解散・総

選挙がある。勝ち抜くために総力を結集できるよう準備を進めて

いく」と語った。他の野党勢力にも連携を呼びかけた。 

合流新党に参加する議員の 7 割はかつて民主党や後継である民

進党に所属していた。民主党出身者は12年に政権から転落後、

離合集散を繰り返してきた。野党第 1 党の規模が 100 人を超す

のは民進党以来約 3 年ぶり、衆院だけでみると約 8 年ぶりとな

る。 

いまの立民や国民民主は解党し、法律上の新党の「立憲民主党」

を改めて立ち上げる。 

 

衆院選にらみ枝野氏「消費税ゼロ」 合流新党、態勢づくり急ぐ  

東京新聞2020年9月11日 06時00分  

 立憲民主、国民民主両党などが合流して発足する新党は１０日、

新代表に立民の枝野幸男代表が選出され、党名が「立憲民主党」

に決まった。より大きくなった野党第一党として政権担当能力が

問われると同時に、自公政権に対抗する野党勢力の構図が固まっ

たことで、次期衆院選に向けた各党との選挙協力を進められるか

も焦点になる。（横山大輔） ◆野党共闘へ慎重姿勢を転換 

 「もし（早期に衆院）解散をするならば、正面から受け止めて

国民の皆さんの選択肢になる。解散総選挙を勝ち抜くため、準備

を迅速かつ着実に進めていく」  

 枝野氏は代表選出後のあいさつで、政権交代への決意を語った。  

 政権奪取を目指すなら、野党共闘は不可欠。このため、枝野氏

は代表選の期間中「野党連携を進めてきた皆さんと最大限の協力

をしたい」と繰り返し強調した。加速へのカギを握りそうなのは

「消費税減税」だ。  

 枝野氏は、消費税増税を決めた旧民主党政権で要職を歴任した

経緯もあり、もともと消費税減税には慎重だったが、代表選を前

に方針を転換。コロナ禍を受けた消費刺激策の「アプローチの一

つ」と減税に前向きな姿勢を示した。９日には与野党合意を条件

に、一時的に０％への引き下げを容認する考えを表明し、さらに

踏み込んだ。  

 消費税減税を巡っては、れいわ新選組の山本太郎代表が選挙協

力の絶対条件だと明言。合流に加わらず、新「国民民主党」を立

ち上げる国民の玉木雄一郎代表も野党間で一致すべき政策に挙

げていた。共産、社民は以前からの主張だ。  

◆政権との対立軸を意識 

 立民、国民と共産、社民の４党は昨夏の参院選で、３２の改選

１人区の全てで野党統一候補を擁立し、１０勝と善戦した。自民

党総裁選で優勢な菅義偉官房長官は消費税減税に否定的なため、

次期衆院選では大きな対立軸となり得る。枝野氏の発言を呼び水

に、これまで以上に選挙協力が進む可能性は高い。共産の志位和

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200910001348.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200910001348.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200910001348.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/枝野幸男.html
http://www.asahi.com/topics/word/泉健太.html
http://www.asahi.com/topics/word/政調会長.html
http://www.asahi.com/topics/word/政調会長.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/政権交代.html
http://www.asahi.com/topics/word/政権交代.html
http://www.asahi.com/topics/word/小沢一郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/小沢一郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/野田佳彦.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党総裁選.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/topics/word/玉木雄一郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/玉木雄一郎.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200910001348.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200910001290.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200910001289.html
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夫委員長は１０日の記者会見で、枝野氏の発言を受け「歓迎だ。

消費税減税を野党共闘の旗印にして（与党に）実現を迫っていき

たい」と話した。  

◆地方組織の統合はこれから 

 ただ、課題もある。今回の合流は早期の衆院選をにらんで急ぎ

足で進めたため、地方組織の統合はこれからが本番。小選挙区の

候補者に関しても、それぞれの党が独自に擁立作業を進めており、

調整が必要だ。  

 枝野氏は「困難を乗り越えて結集した仲間に感謝と敬意を表し

たい」と強調するが、完全な合流を目指しながら、玉木氏ら国民

の一部議員は別の道を進んだ。  

 旧民主党勢力は、２０１２年衆院選で惨敗し、野党に転落して

以降、低迷が長期化。１７年衆院選の分裂騒動を経て、立民と国

民、いずれにも属さない無所属の３派に分かれた。衆院は野党第

一党ですら５０人規模という「多弱」の状況を生み、結果として

「安倍一強」を許し続けた。  

 今回の合流により、衆院の勢力は１０６人。旧民主党が政権交

代を果たした０９年の衆院選前の１１２人に迫り、枝野氏には満

足感より緊張感が漂う。「ここから本当の戦いが始まる」  

 

自助求める菅氏に「責任放棄」と反論 枝野氏  

東京新聞2020年9月11日 06時00分  

＜異論点検 安倍政治 ２つの党首選から ～ 枝野氏編＞ 

 「新型コロナウイルス感染症で明日の暮らしにも困る人たちが

増えている。こうした人たちに正面から向き合い、政治を変えて

いかなければならない」  

 自民党総裁選と並行して行われた立憲民主、国民民主両党など

による合流新党の代表選。新代表の枝野幸男代表は１０日、高揚

した口調でこう呼びかけた。  

◆支え合いへの転換訴え 

 自助や過度な自己責任を求める風潮が安倍政権の７年８カ月

で強まった。そのひずみがコロナ禍で一気に露呈したと、枝野氏

の目には映る。安倍政権の継承を掲げて党総裁選で優位に立つ

菅 義 偉
すがよしひで

官房長官が自助の重要性を強調したのに対し、すぐ

さま「政治家が自助と言ってはいけない。政治の責任放棄だ」と

反論。共助や公助に軸足を置いた「支え合う社会」への転換を訴

えた。  

 新型コロナの感染拡大に関連した解雇や雇い止めは４日時点

の厚生労働省の調べで、見込みも含めて５万人以上。報告があっ

た事業所だけの集計で、実際はもっと多いとみられる。苦境に陥

った人たちを救うためにも、枝野氏は、安倍晋三首相や菅氏が一

貫して否定的な消費税減税に前向きな姿勢を示して「税率ゼロも

選択肢だ」と踏み込んだ。  

◆富裕層、大企業に課税強化 

 消費税には低所得者ほど負担感が大きい「逆進性」があり、今、

手を打たなければ、生活が立ちゆかなくなる人がさらに増えかね

ない。安倍政権が実績として誇るアベノミクスの恩恵は富裕層や

大企業に偏り、市井の人には届いていないという現状認識から、

富裕層や大企業への課税強化で再分配機能を回復させると主張

する。  

◆普天間の新基地工事は中止 

 米軍普天間
ふてんま

飛行場（沖縄県宜野湾
ぎのわん

市）移転に伴う名護市

辺野古
へのこ

の新基地建設を巡っても「安倍政治」との違いは鮮明だ。

枝野氏は選挙や県民投票で反対の意思が繰り返し示されてきた

ことを踏まえ、まずは工事を中止し、県外移設を含めた代替策を

「米国と期限を切らずに粘り強く（交渉を）行う」と強調する。

首相や菅氏が日米同盟を重視し、沖縄の民意をないがしろにして

いるとして、対話重視の対立軸を掲げる。  

 自ら提案し、所属する国会議員の投票で決まった「立憲民主党」

という党名には、目指す社会像への思いが込められている。枝野

氏は１０日、次期衆院選を見据えて、こう語った。  

 「今の自民党は新自由主義を掲げ、私たちの暮らしに向き合わ

ない政治を進めている。個人を尊重する立憲主義をしっかりと掲

げて戦っていく」（木谷孝洋）  

 

合流新党 代表に立民・枝野代表 党名は「立憲民主党」  

ＮＨＫ2020年9月10日 18時50分 

 
立憲民主党と国民民主党などの合流新党の代表選挙は、10 日投

票が行われ、立憲民主党の枝野代表が、新党の代表に選出されま

した。また、新党の党名は、「立憲民主党」に決まりました。 

合流新党の代表選挙は、10 日午後、東京・千代田区のホテルで

行われ、立候補した国民民主党の泉政務調査会長と、立憲民主党

の枝野代表が最後の演説を行いました。 

泉氏は、「民主的で風通しのよい党を目指す。トップダウンでは

なく、熟議のプロセスから答えを出すような党にしたい」と訴え

ました。 

また、枝野氏は、「命と暮らしを守る、支え合う社会、信頼され

る、機能する政府を作ろうではないか。その先頭に立ち、日本の

政治を変えていく決意を約束する」と訴えました。 

このあと、合流新党に参加する国会議員 149 人による投票が行

われた結果、枝野氏が107票、泉氏が42票となり、枝野氏が、

代表に選出されました。 

枝野幸男氏は、衆議院埼玉 5区選出の当選 9回で、56歳。弁護

士で、平成5年の衆議院選挙で初当選しました。 

民主党政権では、菅内閣の官房長官として東日本大震災発生後の

初動対応などにあたったほか、経済産業大臣や党の幹事長などを

歴任しました。 

3年前の衆議院選挙の直前に、所属していた民進党が、東京都の

小池知事が立ち上げた希望の党への合流をめぐって分裂した際、

理念や政策が異なるとして立憲民主党を結党しました。 

枝野氏の代表の任期は、再来年（2022年）9月末までの2年間で

す。 

また、新党の党名を決める投票もあわせて行われ、「立憲民主党」

が94票、「民主党」が54票で、枝野氏が提案した「立憲民主党」

に決まりました。 
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枝野氏 合流呼びかけ支持固める 

枝野氏は、合流新党全体の 6 割を占める立憲民主党の議員の支

持を固めました。 

これに加え、国民民主党内からも、合流協議で連携した小沢一郎

衆議院議員や、小沢氏に近い議員が枝野氏の支持に回りました。 

さらに、無所属の議員グループの野田前総理大臣や、岡田元副総

理などからも支持を受けました。 

今回の合流を呼びかけ、実現に結び付けたことが評価されたとい

えます。 

また、これまでより大きな規模となる野党第 1 党のかじ取りを

担うだけに、民主党政権時代に、党幹部や閣僚を歴任した経験や

実績が期待されたものとみられます。 

敗れた泉氏「私の力不足」 

代表選挙で敗れた国民民主党の泉政務調査会長は、陣営の会合で、

「力強い応援をいただきながら票を伸ばすことができなかった

のは私の力不足だ。心からおわびする」と述べました。 

そのうえで、「代表選挙を通じて、それぞれの党の良さを提示で

きたのは大きな成果で、新党でも間違いなく生かされる。国民の

負託に応えるという思いで結集を決めた私たちには大きな使命

があり、一丸となって国民の期待に応えていこう」と呼びかけま

した。 

一方、泉氏は、新党の名称を「国民民主党」と言い間違え、「愛

着を持っているのだと思う」と述べる一幕もありました。 

蓮舫氏「国民が選択できる政党に」 

立憲民主党の蓮舫副代表は記者団に対し、「ここから始まるんだ

という思いを 149 人が新たにしたと思う。人事は代表の専権事

項だが、一丸となり、国民に選んでもらえるような顔ぶれで頑張

りたい。国民が選択できる政党となり、政権の間違いをただして

いく」と述べました。 

福山氏 「国民とともに闘う 議員がかみしめて」 

立憲民主党の福山幹事長は、記者団に対し、「ようやく新しい政

党がスタートするという実感が沸いてよかった。新しい『立憲民

主党』は、国民とともに闘うんだということを、一人ひとりの議

員がかみしめ、国民の期待に応えられる政党を作ることが大事だ」

と述べました。 

岡田元副総理「政権担える政党を」 

新党に参加する無所属の岡田元副総理は、記者団に対し「枝野新

代表には、一回り大きなリーダーとなり、さらに羽ばたいてもら

いたい。具体的な政策をこれから肉づけして、将来的に政権を担

える政党をしっかり作っていきたい」と述べました。 

また、党名投票で「民主党」と投じたことを明らかにしたうえで

「決まったことなので、『立憲民主党』として、しっかりまとま

っていくべきだ」と述べました。 

羽田元国交相「全員がプレーヤーとして出番を」 

国民民主党の羽田雄一郎・元国土交通大臣は、ＮＨＫの取材に対

し、「泉氏を応援したので残念だが、いい戦いができたと思う。

枝野・新代表を総理大臣にするために頑張りたい」と述べました。 

そのうえで、新党の人事について、「全員がプレーヤーとして出

番があるようにしてもらいたいし、風通しのよい党運営をしても

らいたい。専門性を持つ人や、若くてバリバリ働きたいという人

が力を発揮できるようにしてほしい」と述べました。 

渡辺氏「政治に緊張もたらす迫力を」 

国民民主党の渡辺周・副代表は記者団に対し、「泉氏は、国民民

主党以外のメンバーからも支援を受けて善戦したと思う。新党で

は、安倍政権の 7 年 8 か月を検証して、フェアな社会を取り戻

し、健全なバランスの上で政治に緊張をもたらす迫力を持ちたい」

と述べました。 

また、党名については、「民主党政権への評価はさまざまでも、

功罪も含めて『民主党』という党名がよかったと思うが、決まっ

たので受け入れる」と述べました。 

平野氏「人事は若い人の登用を」 

国民民主党の平野幹事長は、記者団に対し、「泉氏もしっかりと

主張して非常によかったし、党名は『立憲民主党』となったが、

中身は違うと思われるような新党にしたい。ゴールではなく、一

つの通過点として、さらに大きなかたまりを目指していくことが

大事だ。役員人事は適材適所で決めることが好ましいが、フレッ

シュな感覚で若い人をどんどん登用すべきだ」と述べました。 

小沢氏「一日も早い政権交代実現を」 

枝野氏を支援した国民民主党の小沢一郎衆議院議員は、「政権の

受け皿となり得る大きなかたまりを作るべく全力で活動してき

たので、新党結成は大きな前進だ。権力の私物化しか頭にない自

民党政権では、国民の命と暮らしを守ることはできない。枝野・

新代表のもと、一日も早い政権交代実現のため、引き続き、全力

で取り組んでいきたい」とするコメントを出しました。 

国民民主・玉木代表「選挙協力へ共通政策を」 

合流新党への参加を見送った国民民主党の玉木代表は、記者団に

対し、「枝野代表に心から祝意を申し上げる。衆議院の解散・総

選挙が近いとも言われているが、野党側が選挙協力をしなければ

与党に有利に働いてしまう。ほかの野党も含めてしっかり協力で

きるよう、共通して訴える政策をすり合わせたい」と述べました。 

菅官房長官「政府としてにコメント差し控える」 

菅官房長官は、記者会見で「野党の動きについて、政府の立場と

してはコメントを差し控えたい」と述べました。 

また、記者団から、「野党の支持率は低迷したままだが、野党に

エールはあるか」と質問され、「政府の立場で会見しているので

そこは控えるべきだろうと思う」と述べました。 

自民・下村氏「国民のときめきない」 

自民党の下村選挙対策委員長は、党本部でＮＨＫの取材に対し、

「合流したとはいえ、政党名も代表も同じなので、国民からする

と、ときめきや、『変わるのかな』という感じはないと思う」と

述べました。 

そのうえで、次の衆議院選挙への対応については、「野党側は候

補者を絞ってくると思うので、自民党にとっては厳しい戦いにな

るだろう。いつ選挙があるか分からないので、気を引き締めて対

応していく必要がある」と述べました。 

維新・松井代表「寄らば大樹ではないか」 

日本維新の会の松井代表は記者会見で、「結局、もとの民主党だ。
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何が変わったのかよくわからない。うちうちで争ったけど、選挙

が近くなってきたのでとりあえず、寄らば大樹ということではな

いか。自民党に対じできるとはまったく思わない」と述べました。 

また、記者団が、新党に参加しなかった議員との連携の可能性に

ついて質問したのに対し、「数あわせではないので連携は難しい。

基本政策などの合意なしに、単なる数あわせや選挙互助会、野合

談合はやらない」と述べました。 

共産・志位代表「方向性を共有」 

共産党の志位委員長は記者会見で、「枝野・新代表とは、これま

でも市民と野党の共闘で協力してきた。自公政権に代わる野党の

政権構想をよく話し合い、国民に示したい。新自由主義からの転

換や消費税の減税など、土台が一致する方向性が共有できている

ことを歓迎したい」と述べました。 

公明・ 山口代表 「幅広い合意形成に努める姿勢も大切」 

公明党の山口代表は国会内で記者団に対し、「野党内の再編成で、

これまでと顔ぶれが大きく変わるわけではない。ただ、大きな塊

になったので、これからの国会運営の在り方は、当面、模索が続

くかもしれない。新型コロナウイルスという国難ともいうべき重

要な課題に直面しているので、幅広い合意形成に努める姿勢も大

切だ」と述べました。 

一方、次の衆議院選挙への対応については、「いろいろな影響を

与えてくると思う。状況を分析しながら、しっかり臨んでいきた

い」と述べました。 

埼玉県知事「努力を期待したい」 

衆議院埼玉 5 区選出で立憲民主党の枝野代表が新党の代表に選

出されたことについて、去年 6 月まで参議院議員として国民民

主党に所属し、その後離党して埼玉県知事選挙に立候補した大野

知事は記者団の取材に応じ、「まずは埼玉県選出の国会議員が選

ばれたということで、おめでとうと申し上げたい」と話しました。 

そのうえで大野知事は「国民が選択しうる政党は 2 つ以上必要

だと考えている。しかし、現状では野党には信頼感が乏しいため

まずは現実をしっかり受け止め選択できる政党になるよう努力

することを期待したい」と、述べました。 

 

合流新党 党名は「立憲民主党」に決定  

ＮＨＫ2020年9月10日 14時16分  

 

立憲民主党と国民民主党などの合流新党の党名は、投票の結果、

「立憲民主党」に決まりました。 

 
合流新党「立憲民主党」の新代表に選出された枝野幸男氏は、「衆

議院の解散・総選挙を勝ち抜くため、総力を結集できるよう準備

を進める」と述べ、政権交代に向けて全力を挙げる決意を強調し

ました。 

この中で枝野・新代表は、「選挙のあとには、『これでノーサイド』

と言うが、私はノーサイドだとは思わない。いよいよプレイボー

ルで、ここから本当のたたかいが始まる。したたかな自民党と強

い緊張感を持って向き合わなければならない」と述べました。 

そのうえで、速やかに国会で新型コロナウイルス対策や災害対策

などで本格的な論戦を行うよう、政府・与党に求めました。 

そして、「本格論戦から逃げて衆議院を解散するなら、正面から

受け止めて国民のための選択肢になろうではないか。1年の間に

解散・総選挙は行われる。解散・総選挙を勝ち抜くため、総力を

結集できるよう、迅速かつ着実に準備を進めていく」と述べ、政

権交代に向けて全力を挙げる決意を強調しました。 

一方、合流に参加しなかった議員とも、立場の違いを超えて、連

携していく考えを示しました。 

最後に枝野氏は、「新しい立憲民主党は、時代の要請によって生

まれたと確信する。新たな党の代表として、誰よりも汗をかき、

全国を回り、現場の声を聞きたい。国民とともに、国民のために

戦う新しい立憲民主党として前に進んでいく」と訴えました。 

 

合流新党「立憲民主党」 幹事長人事が当面の焦点に 

ＮＨＫ9月11日 5時45分  

 

10日選出された、合流新党「立憲民主党」の枝野・新代表は、来

週15日の結党大会までに党役員人事の骨格を固めたい考えで、

衆議院選挙に向けて挙党態勢を築いていくうえで、党運営の要と

なる幹事長人事が当面の焦点となります。 

立憲民主党と国民民主党などの合流新党の代表選挙は、10 日投

票が行われた結果、立憲民主党の枝野代表が、国民民主党の泉政

務調査会長との争いを制して新代表に選出され、党名は「立憲民

主党」に決まりました。 

枝野・新代表は、記者会見で、新党の党役員人事について、来週

15 日の結党大会までに骨格を固めたいという考えを示したうえ

で、「まったく白紙で、具体的な構想があるわけではないが、奇

をてらわず、オーソドックスにやりたい」と述べました。 

党運営の要となる幹事長人事をめぐっては、枝野氏が、全体の7

割の得票で勝利したことも踏まえ、立憲民主党の議員を起用する

べきだという声がある一方、泉氏も一定の得票をしており、党内

融和を図るためにも、国民民主党などの議員に割り当てるべきだ

という意見も出ています。 

枝野氏は、政権交代の実現を目指し、次の衆議院選挙に向けて総

力を結集し、準備を急ぐ考えを示していて、挙党態勢を築いてい

くうえで、幹事長人事が当面の焦点となります。 

 

枝野代表 「私の頭は総選挙闘争モード」  

ＮＨＫ2020年9月10日 17時26分 

 
合流新党「立憲民主党」の代表に選出された枝野氏は、陣営の会
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合で「『政治は私たちのことを見てない』と感じている人たちに

しっかりと寄り添っていくためには、そう遠くない時期にある衆

議院選挙で大躍進して、緊張感のある政治を取り戻さなければな

らない。代表選挙が終わったばかりで一息入れたいと思う人がい

るかもしれないが、私の頭は当選発表の瞬間から総選挙闘争モー

ドに入っている」と述べました。 

そのうえで「私を支えてくれた人も、泉氏を応援した人も、きょ

うから同志として力を合わせ、今の政治を変えていく」と述べま

した。 

枝野新代表 結党大会までに役員人事骨格 

合流新党「立憲民主党」の枝野・新代表は記者会見で、「国民か

ら政権として選ばれるべく最大限の努力をする」と決意を示した

うえで、来週15日の結党大会までに党役員人事の骨格を固めた

いという考えを示しました。 

この中で枝野・新代表は代表選挙の結果について、「重い責任を

痛感するとともに、光栄だと思っている。党名は『立憲民主党』

に決まり、うれしく思う」と述べました。 

そのうえで、「次の衆議院選挙で政権の選択肢になることと、行

政監視の 2 つが最大野党の役割だ。国民から政権として選ばれ

るべく最大限の努力をする」と述べ、政権交代に向けて全力を挙

げる決意を改めて強調しました。 

そして、党役員人事について、「全く白紙で、具体的な構想があ

るわけではないが、奇をてらうことはせず、オーソドックスにや

りたい」と述べ、来週15日の結党大会までに骨格を固めたいと

いう考えを示しました。 

また、合流に参加しなかった国民民主党の議員とも引き続き連携

する意向を示したほか、共産党などとの選挙協力についても、「姿

勢は変わらない」と述べました。 

一方、代表選挙の期間中に消費税の減税の検討に言及したことに

ついては、「政治は時間の関数なので、さまざまな政治状況を考

えながらリアルに考える」と述べるにとどめました。 

 

『立憲民主党』枝野新代表「いよいよプレーボール」 

ＡＮＮ2020/09/10 23:30 

野党の合流新党の代表選挙が10日午後に行われ、新しい代表は

枝野幸男議員に決まりました。新党に連なる議員は149人。『立

憲民主党』の名を引き継ぐことも決まりました。あいさつでは、

代表の座を争った国民民主党の泉政調会長を労ったうえで、「選

挙の後には『これでノーサイドだ』とよく使われるが、私はノー

サイドだとは思っていない。いよいよプレーボール。ここからが

本当の戦いが始まる。皆さんと力を合わせて、暮らしの声を届け

ていく戦いを、ここから進めていきたい」と述べました。 

1993 年に初当選した枝野氏。安倍総理と当選同期です。民主党

政権では、菅内閣の官房長官として、東日本大震災などに対応。

野党転落後、分裂を経て、立憲民主党を結党し、代表を担ってき

ました。 

会見で枝野新代表は「次の総選挙で政権の選択肢になることと行

政監視。これが最大野党の役割。常に1カ月、2カ月先には、総

選挙があるかもしれないという状況で、まずは、この総選挙を乗

り切ることが、結党の1つの意義」などと、解散総選挙を意識し

た発言を繰り返しました。自民党総裁選で『自助・共助・公助』

を掲げる菅官房長官を念頭に置いてか、「目指していく社会は、

一言で申し上げれば、“自助”や過度の自己責任ではなく、支え

合う社会を作っていく。“自己責任”から“支え合う社会”へと。

そうした社会に向けて、頑張っていきたい」と述べました。 

 

立憲民主 枝野新代表に聞く全文「自助でなく公助」 

ＡＮＮ2020/09/10 23:30 

立憲民主党や国民民主党など149人が集まる“合流新党”の代表

選が行われ、枝野幸男さんが選ばれました。党名は『立憲民主党』

の名を引き継ぎます。新党は、どんな社会を目指すのか。立憲民

主党・枝野幸男新代表に聞きました。 

149人という野党第一党の代表に選ばれました。今の心境はいか

がですか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「緊張感と責任の重さを痛感し

ています。せっかく皆さん色んな経緯を乗り越えて、政権の選択

肢になるための発射台を作り直すことができました。党内で役割

分担をするわけですが、50人の中で役割分担をするのと、100人

規模で役割分担をするのでは、効率というか、力の発揮具合が全

然違います」 

◇“自己責任”から“支えあう社会”へ 

新しい立憲民主党は、自民党との対立軸をどのように作っていき

ますか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「今、（次期総裁に）有力とされ

ている菅官房長官から『自助』と言って頂いたことで、非常にわ

かりやすくなったと思います。自分の力だけでできない時のため

に政治がある。自助とか共助ではなく、政治は『公助』支えあう

社会のための仕組みをどう作るのかというのが我々の方針です。

自己責任とか、過度な競争といった方向性とは明確に違います。

かつて民主党が政権を預からせて頂いた時には、明確な対立軸が

はっきりしないなかで、残念ながら期待に応えられなかった。も

う一つは立憲主義です。ルールに基づいて政治をやろうというこ

とです」 

民主党や民進党時代など、今までのことをすべていかしていくと

いうことですね？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「過去を捨ててはいけないと思

っています。我々と国民民主党、無所属でご苦労されてこられた

方、色々と違いがある。その違っていることを捨てて一緒になる

のではありません。今まで、民主党の経験がある人や、江田憲司

さんのように「民主党政権けしからん」と外から攻撃をされてい

た方も今回、一緒になっている。みんなしっかりと背負いながら、

その経験があるからこそ、同じような失敗は二度としないという

ことを、自信を持って訴えられると思っています」 

◇公約：強力な司令塔でPCR検査等を拡大 

今の政権も PCR 検査を増やすとしていますが、立憲民主党が政

権を取った場合、具体的にどうやって増やしますか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「増やす増やすという掛け声は

ずっと来ていますが、実際の増え方は必ずしも大きくありません。

なぜかと言えば縦割りです。厚生労働省系の保健所はパンク状態

で頑張っています。ところが、文部科学省系の大学には同じよう

な設備やノウハウがあります。それから、ダイレクトに行けるか

は別としても、感染症は獣医師や獣医学部がやっています。これ
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は農林水産省です。自動化された機械は経済産業省です。それを

役所ごとにやらせているから、なかなか前に進まない。省庁横断

の司令塔が必要で、本来、官房長官がやらなければならない。菅

官房長官がやらなければならなかったのに、なぜやらなかったん

ですかと思っています。必要がある方には必ず、簡単に受けられ

るようにするということがないと、経済活動も社会活動も十全に

は戻れない。検査を広げるための強力な司令塔が不可欠だと思い

ます」 

◇公約：所得税・消費税の時限的減免と定額給付金を制度化 

時限的減免ということですが、例えば消費税ならどのくらいの期

間で何％くらいを念頭に置いていますか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「基幹税である所得税や消費税

というのは、政権を取ったとしても参議院がねじれていると、数

の力で押し倒してやれないし、やってはいけない税目だと思いま

す。与野党である程度の合意を形成しながらやっていかなくては

ならない。従って、僕は所得税についての中間層の減税、消費税

については、時限的ならゼロの方がインパクトはあると思います。

しかし、これは与野党合意しないとなかなか進められない。これ

は粘り強く与野党で協議しましょうと。一方で、定額給付金は、

政権を取ればすぐにでもできるし、即効性があります。また、一

番厳しい人たちに厚くいきます。ですから、ハイブリッドで組み

合わせていくということを申し上げていますが、その与野党合意

ができるのかどうかということと合わせながら即効性のあるも

の、実際にリアリティーのあるものを進めていくという風に思っ

ています」 

財源はどうしますか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「財源はもちろん財政規律は大

事なことですが、これだけ消費が落ち込んで経済が冷え込んでい

る状況が、もし2年も3年も続いたら大変なことになります。ま

ず、当座の話については、国債はやむを得ない。ただし、これを

恒常的にやるんだとすれば、所得税や法人税のところでしっかり

と財源を確保していくべきだと思っています。例えば所得税のな

かでも金融所得課税は、働いて稼いだお金の税率よりも低かった

りするという、ちぐはぐなところがあります。大企業などで、稼

いでいるのに、あまり税金を払わずに社内に貯められているとい

うお金があります。こういったところについて、しっかりと税負

担して下さいと」 

◇公約：選択的夫婦別姓などジェンダー平等 

自民党総裁選の討論会では、子どもを出産する時に費用を無料化

することや、不妊治療の保険適用といった政策が話題になってい

ますが、女性や子どもに寄り添った政策はどういったものを考え

ていますか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「今年1月の立憲民主党の代表

質問で問題提起をしました。私自身、我が家が不妊治療の当事者

で、幸い双子を授かりましたが、経済的な負担が大きかったこと

をよくわかっています。自民党の中からそうした声が出てきたこ

とを大変歓迎しています。ただ、保険適用をする場合の要件みた

いなものは、すごく難しいです。ぜひ早く具体的な案を示して頂

いて、一緒に前に進めていきたいと思っています」 

◇離合集散の歴史に終止符 

2009年に政権交代を成し遂げた民主党ですが、2012年には野党

に転落します。その後、2016 年には党名を民進党に変更しまし

た。そのわずか1年後、当時の前原誠司代表が希望の党への合流

を決め、袂を分かつ形で、枝野代表は立憲民主党を結党しました。

そして、今回、国民民主党など一部が合流する形で、衆参149人

の新・立憲民主党が誕生しました。これからどうやって一枚岩に

なって党の運用をしていきますか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「この7年8カ月、反省も含め

て考えると、民主党政権が期待に応えきれなくてご批判を頂いた

というところから、もう一度再生していくうえで、古くなった機

械を1度全部解体して、掃除をして、傷んでいる部品は取り換え

て、もう一度組み立てるプロセスがあります。意図した訳ではな

いですが、結果的に色んな思いを与党時代に持っていた。その色

んな思いがあるなかで、残念ながら離合集散することになったけ

れども、そうしたことの中で、新しく入って頂いた。例えば中村

喜四郎さんもそうです。それから、民進党から民主党政権を厳し

く批判していた江田憲司さんが入ってこられた。まだ皆さんには

あまりメジャーではないかもしれないけど、我々の仲間のなかに

は、日本新党で初当選して、自民党に一度行かれたが、立憲民主

党の立ち上げに加わって頂いた矢上雅義さんがいる。残念ながら

紆余曲折がありましたが、我々の失敗の経験と教訓、それに対す

る反省、そしてそこに新しい人たちが加わっていきます。今回、

理念も一つの方向性を決めることができました。民主党政権の反

省もあるし、この 7 年 8 カ月の様々な紆余曲折の教訓を経てい

るがゆえに、しっかりやっていこうという意思がかなり統一でき

たんじゃないかと思っています」 

◇変わらない党名・顔ぶれ 

蓋を開けてみれば、党の名前も代表も変わっていない、枝野代表

の推薦人も、菅直人氏や野田佳彦氏、小沢一郎氏、辻本清美氏、

蓮舫氏と旧民主党政権の人が並んでいます。代表選では新党にも

かかわらず、高揚感がなかったと思いますが、どう受け止めてい

ますか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「それは 25 人のうちの 5 人で

す。若い議員や江田憲司さんも推薦人に入って頂いています。高

揚感がないということですが、名前を変えて、看板を変えて新党

という形にして、目先を変えて支持を集めようという手法が国民

の皆さんに見透かされていると思っています。そういうことを使

って高揚感とか期待を集めてはダメだと、中身で勝負をするんだ

と私自身ずっと言ってきました。新しい器ができた。きょうスタ

ートすることになった。ここから我々の国会内外の活動のなかで

期待を集められるかどうか。一瞬の風には期待しない。そういう

姿勢を私が持っているので、全体としてもそういう雰囲気だった

のかもしれません」 

◇世論調査 

報道ステーションが先月に行った世論調査で、“合流新党”への

期待について聞いたところ、期待すると答えた人は 27％、期待

しないと答えた人は 61％でした。どうすれば、もっと支持され

る政党になれると思いますか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「何もしていないのに27％の皆

さんも、しかも従来の立憲民主党や国民民主党の支持率を合わせ

たものよりずっと大きな皆さんに期待をして頂いています。この

皆さんが今、期待して頂いたものに対して応えられるような、党
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運営をスタートさせるわけです。僕は何もしていない段階で期待

されているという、この期待に応えていきたいと思っています。

基本は粘り強く、地域で地道に広げていくしかありません。選挙

が強い人は、党の名前とか風に関係なく、勝ち続けます。今回、

仲間に加わって頂いた中村喜四郎先生は、ずっと無所属で勝って

きています。やはり地域の中で信頼される活動を地道にやってい

くことが一つです。もう一つは私自身、できるだけ会話の中に漢

字を少なくしようと。ひらがなでしゃべろうと。かなり意識して

いるつもりで、地元での集会とか地方の仲間のところの集会みた

いなところでは、ひらがなで話しているつもりですが、どうして

もテレビや演説となると漢字が多く、なかなか伝わりにくいと仲

間から指摘を受けました」 

◇解散・総選挙 

菅官房長官に近いとされている、河野防衛大臣から『総選挙は10

月中だと予想している』との発言がありましたが、どう見ていま

すか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「僕は7月くらいから、7月25

日、一番早ければここだと、ピンポイントでずっと言い続けてい

ますので、予想の範囲内です。十分に現時点でも10月25日投票

もあり得ると思っています。しかし、新しい政権を発足させて、

どういう政策をやるのか、どういう方針でやるのかそういう演説

もなければ国会質疑もなしに、しかもこのコロナの状況のなかで、

その対応策もそれから災害対策もなしに、解散をするなんていう

無責任なことを本当にやるんですかと。しっかりと早い解散でな

いと我々も政権に近付けないので、それはいいですが、まずはち

ゃんとコロナ対策や災害対策、それから新しい政権としての方針

を国会で議論しましょうと強く求めていきたいと思っています」 

新しくなった立憲民主党に所属する衆議院議員は 106 人となり

ました。ただ、自民党は284人と単独過半数を超えていて、公明

党と合わせると313人と過半数を大きく上回っています。今後、

政権を取るために、野党共闘をどう進めていきますか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「相手のあることですが、それ

ぞれと共通する部分はあります。そして、野党の連携といっても

100か0ではありません。重なりあってる部分の程度や、そのテ

ーマが重点的なテーマなのかどうかなどで、100から0の間にい

ろんなやり方があります。新しい形に我々もなりましたので、他

の政党、それから特に今回残念ながら新しい立憲民主党には加わ

れないけど、これまで一緒の会派でやってこられた皆さんなどに、

これから呼び掛けて、今のような基準で、最大限の連携をしてい

きたいと思っています」 

もし今度政権を取り戻した時に、あの民主党政権の時から何を変

えていこうと考えていますか？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「あの時、何が一番足りなかっ

たかといえば、経験値でした。経験がなかったので、政権を取っ

たら、あれもできるこれもできる、あっちもできると、本当にや

ろうと思っていたし、できると思っていました。しかし、実は政

権を運営すると国会対策で野党・自民党で戦わなきゃならないし、

それから行政を動かすにも一定の時間がかかったりします。そう

いったことは政権を担当したので、私自身も様々なことを学びま

した。2回目だから、あの時の経験があるから、あの時の記憶が

有権者にも残っているし、あの時の当事者が国会でやっているか

らこそ、あの時の同じ失敗はしません。安倍総理も、第一次政権

の時は失敗しました。その経験を教訓にして第2次政権は、進ん

だ方向は間違いだと思いますが、政権運営という意味では大成功

しました。やはり経験というのは力です。私はあの時、本当に官

房長官など貴重な経験をさせて頂いた。だからこそ、私が先頭に

立って、あの時経験したからこそ同じ失敗はしない。それを実践

していかなければならないと思っています」 

選挙があるとしたら何を掲げて戦っていこうと思っています

か？ 

 立憲民主党・枝野幸男新代表：「今何よりも必要なことは、国

民のために国民と共に戦う、こういう姿勢をしっかりと伝えてい

くこと、これが求められていると思っています」 

 

合流新党、新代表は枝野氏…若手に危機感も 

ＮＮＮ2020年9月10日 21:08 

来週、自民党の総裁選が行われ、新政権が発足しますが、対抗す

る野党、『合流新党』の代表選挙が行われ、立憲民主党の枝野幸

男氏が代表に選出されました。しかし、新党ができても国民の期

待が高まらないのではとの懸念が党内にも広がっています。 

◆自民党総裁選の裏で、野党の合流新党の新代表に枝野氏 

１０日も精力的に活動した自民党総裁選挙の候補者たち。次期首

相の座をかけて候補者が火花を散らす、その裏では── 

野党の合流新党の代表選挙が行われました。 

選挙管理委員長・海江田万里議員「新しい代表は、枝野幸男さん

に決しました」 

立憲民主党と国民民主党などが合流してできた新党の代表に選

ばれた枝野氏。 

枝野幸男新代表「したたかな自民党と、強い緊張感とリアリズム

を持って向き合っていかなければなりません」 

政権への対抗姿勢を鮮明にしました。 

しかし、新党とはいうものの、党の代表も名前も元のまま。新党

ができても国民の期待が高まらないのではとの懸念が党内にも

広がっています。 

◆新党に参加する若手議員たちにも危機感 

代表選挙の１週間前、新党に参加する若手議員たちもその危機感

を口にしていました。 

立憲民主党・青柳陽一郎議員（今月２日）「党の幹部の役職の人

と国会に出ている人がリンクしてて、いつも同じ人。『帰ってき

た民主党』とか、ずっと言われてしまう」 

そこで模索したのが── 

立憲民主党・落合貴之議員（今月３日）「私は絶対（代表選に）

候補者出すべきだと思います」 

代表選挙に若手から候補者を擁立することでした。 

さらに若手議員たちは、れいわ新選組の山本太郎代表にも接触。 

山本太郎代表（今月２日）「政治は変わらないだろうという空気

の中で、若手が台頭していくのは希望ですからね。変わるかもし

れないっていう」 

野党各党党首などにも会うなど、独自に連携を働きかけました。 

しかし、動きを察知した枝野陣営などに切り崩され、候補の擁立

を断念。党を変え世論の期待感を高めたいという若手の動きは実

現しませんでした。 



10 

 

今回できた新・立憲民主党は、元々の立憲民主党と、玉木代表が

率いる国民民主党などが合流してできた党です。大きな塊をつく

って政権与党に対抗しようという目的でしたが、週末に行われた

世論調査（ＮＮＮ・読売新聞）では、新党に「期待しない」と答

えた人が５８％に。 

そのため、自民党からは── 

──野党が弱いうちに解散・総選挙を打つべきだ（自民党議員） 

野党の態勢が整わない今、年内にも解散・総選挙をという声も出

ているのです。 

◆選挙と理念、板挟みの若手も…… 

この選挙を見据えて悩んでいたのが、国民民主党の関議員。自身

の考えに近い玉木代表についていくのか、野党第一党で選挙で戦

いやすい新党に参加するのか悩んでいたのです。 

関健一郎議員（先月２１日）「私がどちらに行くべきかなという

のを正直悩んでいます」 

街頭では、地元の女性から── 

有権者「どっちになる」 

関健一郎議員「それいま悩んでるんですよ。どっちがイイと思い

ますか」 

有権者「私は大きな塊になって二大政党作ってほしい」 

関健一郎議員「悩ましいですね」 

４人の子どもの父親である関議員。こんな本音ものぞかせました。 

関健一郎議員「４人食わしていかなきゃいけないし、そういうの

考えると不安にもなりますよね」 

理念を優先するか、議席を優先するか、難しい選択を迫られた関

議員。結局、合流新党への参加を決めました。 

新政権発足後の解散・総選挙もささやかれる中、与党に対抗する

野党結集をどう実現するのか。政権交代へは茨の道が続きます。 

 

しんぶん赤旗2020年9月11日(金) 

合流新党代表に枝野氏 新自由主義からの転換 主張 党名は

立憲民主党 

 立憲民主党や国民民主党などが「解党」の上で新たに合流して

結成する新党の代表選挙が１０日に投開票され、立民の枝野幸男

代表が、国民の泉健太政調会長を抑えて新代表に選出されました。

同時に党名選挙も実施され、新党名は「立憲民主党」となりまし

た。新党には衆参両院議員１４９人が参加し、１５日に結党大会

を行う予定です。 

 枝野氏は代表選投票前の所信表明で、新党が目指す社会は綱領

で明確だと述べ、「自助や過度な自己責任を押し付ける新自由主

義的な社会を変え、ベーシック・サービスを質量ともに充実させ

る、再分配機能を取り戻す、命と暮らしを守る支えあう社会をつ

くっていこう」と呼びかけました。「立憲民主党」を新党名とし

て提案し、「新自由主義を掲げる自由民主党に対して、もう一つ

の受け皿となるべく、ルールを守り、個人を尊重する立憲主義を

掲げてたたかっていく」と訴えました。 

 衆参両議員１４９人による投票で、枝野氏は１０７票を得まし

た。枝野氏は当選直後のあいさつで、政府・与党が新型コロナウ

イルス感染症対策など臨時国会での本格論戦から逃げて解散・総

選挙に打って出るならば「正面から受け止めて国民のみなさんの

選択肢になろう」と訴え。国会や選挙で自民党とたたかう上で、

「立場の違いを超えて国会で連携する各党・各会派のみなさんと、

引き続きさらに深い連携をしてたたかっていきたい」と述べまし

た。 

 

共産・志位氏、合流新党との共闘進展を期待 

産経新聞2020.9.10 17:19 

 共産党の志位和夫委員長は１０日の記者会見で、立憲民主、国

民民主両党などで結成する合流新党の初代代表に立民の枝野幸

男代表が選出されたことを歓迎するとともに、共闘の進展に改め

て期待感を示した。「共闘の発展のために話し合っていきたい。

自民、公明政権に代わる野党の政権構想を話し合って、しっかり

まとめ、国民に示したい」と述べた。 

 志位氏は、枝野氏が合流新党の代表選で「新自由主義的社会の

転換」を訴えたことに触れ「私たちと一致点ができている。方向

性が共有されてきたのが大事だ」と評価した。 

 さらに、枝野氏が消費税の時限減税を掲げたことに関し「消費

税減税を野党共闘の旗印にして（政府・与党に）実現を迫ってき

たい」と主張した。 

 

しんぶん赤旗2020年9月11日(金) 

合流新党代表に枝野氏 新自由主義の転換で一致点 自公政権

に代わる政権構想を 志位委員長が表明 

 日本共産党の志位和夫委員長は１０日、国会内で記者会見し、

立憲民主党と国民民主党などで結成する合流新党の代表に立民

の枝野幸男氏が選出されたことへの受けとめを問われ、「枝野代

表とはこの５年間、市民と野党の共闘の発展のために協力してき

た関係にあります。今後もいっそうの共闘の発展のためによく話

し合っていきたい」と表明しました。 

 志位氏は、合流新党との関係について「自民・公明政権に代わ

る野党としての政権構想をよく話し合って、しっかりまとめて国

民に示していきたい」と強調しました。 

 枝野氏が代表選で「民進党までの綱領は、自己責任や自助を強

調する新自由主義的な側面が残念ながら残っていた」とし、合流

新党の綱領で新自由主義とは違う社会をつくることを明確にし

たと述べたことについて、志位氏は「率直な発言と思って聞きま

した。新自由主義からの決別をはっきりおっしゃったことはたい

へん大事です。この問題ではかなり太いところで私たちと一致点

ができています」と語りました。 

 そのうえで志位氏は、これをベースにして新自由主義から本格

的に転換することになれば、新自由主義のもとで行われてきた社

会保障切り捨てや消費税増税、雇用の規制緩和などを見直すこと

になると指摘。「そうした問題の土台で一致する方向性が共有さ

れてきたことは大事で、歓迎しています」と述べました。 

 また、枝野氏から消費税の減税や一時的に税率をゼロにするこ

となど踏み込んだ発言があったことについて志位氏は、日本共産

党が消費税廃止を一貫した目標とし緊急に５％への減税を求め

ており、他の野党からも「消費税減税・ゼロ」の方向が出ている

ことを歓迎したいと表明。「消費税減税を野党共闘の旗印に掲げ、

実現を目指していきたい」と強調しました。 

 

与党・維新、合流新党「代わり映えせず」 共産は協力前向き 
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時事通信2020年09月10日21時58分 

 野党合流新党の代表と党名が決まったことを受け、与党や日本

維新の会から１０日、「あまり代わり映えしない」（自民党の稲田

朋美幹事長代行）などとやゆする声が相次いだ。稲田氏は首相官

邸で記者団に「名前も立憲民主党で、代表も枝野（幸男）さんな

ので、新党というイメージはない」と断言した。 

 公明党の山口那津男代表も国会内で記者団に「旧民主党や旧民

進党と顔触れが大きく変わるわけではない」と指摘。維新の松井

一郎代表（大阪市長）は記者会見で「結局、元の民主党だ」と切

り捨てた。 

 一方、共産党の志位和夫委員長は会見で「一層の共闘発展のた

め、よく話し合っていきたい」と表明。合流新党に参加せず、別

の新党を設立する国民民主党の玉木雄一郎代表も記者団に「衆院

選が近いと言われている。選挙協力はしっかりやっていく」と強

調した。  

 

与党冷ややか「寄せ集め」 野党は選挙協力に期待 合流新党代

表に枝野氏 

毎日新聞2020年9月10日 20時38分(最終更新 9月10日 22

時29分) 

合流新党の代表・党名選挙で投票する

枝野幸男氏＝東京都内のホテルで 2020年 9月 10日午後 1時 32

分、竹内幹撮影 

 立憲民主、国民民主両党などによる合流新党の新代表に立憲の

枝野幸男代表が選ばれた10日、自民党からは「離合集散」の繰

り返しに対する冷ややかな反応が相次いだ。一方、野党からは次

期衆院選での選挙協力に期待する声も聞かれた。  

 枝野氏は、自民総裁選で優勢な菅義偉官房長官の政策「自助、

共助、公助」を「政治家が自助と言っては責任放棄だ」と批判す

るなど、早くも菅氏との対立軸を強調し始めている。これに対し、

菅氏は10日の記者会見で、枝野氏の選出など合流新党に関する

質問を 3 回受けたが、いずれも「政府としてはコメントを控え

る」と繰り返した。  

 10 日午後、首相官邸で安倍晋三首相と面会した自民の稲田朋

美幹事長代行は記者団に「名前も立憲民主党、代表も枝野氏とい

うことで代わり映えしない。民主党の時から何をするのか見えな

い」と指摘した。首相との面会では話題に上らなかったという。

別の自民幹部は「野党は全然支持率が伸びていない。寄せ集めだ

と国民も分かっている」と冷ややかに語った。また公明党の山口

那津男代表は記者団に「小選挙区でも比例でもこれまでとは違っ

た影響が出てくるだろう。よく分析して選挙に臨みたい」と述べ、

警戒感を示した。日本維新の会の馬場伸幸幹事長は「永田町で繰

り広げられている茶番劇に国民は飽き飽きしている」と述べた。  

 一方、共産党の志位和夫委員長は10日の記者会見で「枝野氏

とは市民と野党の共闘のために協力してきた。ぜひ消費税減税を

野党共闘の旗印にして実現を迫っていきたい」とエールを送った。

【花澤葵、浜中慎哉】  

 

「新国民」の党代表決まらず 玉木氏ら参加議員が会合 

2020/9/10 22:03 (JST)9/10 22:19 (JST)updated共同通信社 

 立憲民主党との合流新党に加わらない国民民主党の玉木雄一

郎代表らが結成する新「国民民主党」の参加議員は10日、国会

近くで会合を開いた。関係者によると、初代代表を誰にするかを

議論したが、意見が一致しなかった。「新国民」のホームページ

を開設し、党の綱領を掲載。現在の国民綱領と同じ内容とした。 

 新国民に参加するのは玉木氏や前原誠司元外相、連合傘下の民

間労組の組織内議員4人ら現在の国民の議員計14人。国民は11

日に党大会を開き、解散する。新国民の結党大会は15日に予定

している。 

 

「新国民」代表決まらず 玉木氏らが会合 

産経新聞2020.9.10 23:17 

 立憲民主党との合流新党に加わらない国民民主党の玉木雄一

郎代表らが結成する新「国民民主党」の参加議員は１０日、国会

近くで会合を開いた。関係者によると、初代代表を誰にするかを

議論したが、意見が一致しなかった。 

 新国民に参加するのは玉木氏や前原誠司元外相、連合傘下の民

間労組の組織内議員４人ら現在の国民の議員計１４人。国民は１

１日に党大会を開き、解散する。新国民の結党大会は１５日に予

定している。 

 

玉木氏「協力へ共通政策を」 維新は批判 合流新党で  

日経新聞2020/9/10 21:00 

国民民主党の玉木雄一郎代表は10日、新党「立憲民主党」につ

いて「野党が選挙協力しなければ与党に有利に働く。他の野党も

含めて協力できるよう、共通して訴える政策を擦り合わせたい」

と語った。玉木氏は合流新党に参加せずに、別の新党を立ち上げ

る。 

日本維新の会の松井一郎代表は記者会見で「選挙が近くなってき

たのでとりあえず『寄らば大樹』ということではないか」と批判

した。「結局、元の民主党だ。何が変わったのかわからない」と

も述べた。 

共産党の志位和夫委員長は合流新党を歓迎した。「自公政権に代

わる野党としての政権構想を話し合いたい」と話した。 

新党の代表に就く枝野幸男氏が消費税減税に前向きな発言をし

ていることに関して「消費税減税を野党共闘の旗印に実現を迫っ

ていきたい」と話した。 

公明党の山口那津男代表は国会内で記者団に「新型コロナウイル

スという重要な課題に直面しており、幅広い合意形成に努める姿

勢も大切だ」と指摘した。 

 

玉木氏「選挙協力する」 合流新党に政策一致要求 

産経新聞2020.9.10 21:44 

 立憲民主党との合流新党に参加しない国民民主党の玉木雄一

郎代表は１０日、合流新党の代表に枝野幸男代表が選ばれたこと

を受け、次期衆院選での共闘に意欲を示した。「協力しないと自

民、公明両党が有利になる。しっかりやっていく」と述べた。共

https://www.jiji.com/jc/giin?d=0ccacbbfe95d5a6d063c8c4455a115ed&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=0ccacbbfe95d5a6d063c8c4455a115ed&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=bee01aa49de0a9ddfd6ea2a541dc052a&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=90aa7529a69366feb9b54cc2770ed465&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=6ce55e00530f14fd5b3af2165f19a293&c=syu
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闘には政策の一致が必要だと指摘した。 

 合流新党の執行部人事に関し「元の政党がどこかではなく、適

材適所で良い人事が行われることを期待している」と注文。国民

の他の不参加議員と１５日に結成する新「国民民主党」について

「理念、政策を明確に掲げ、国民に訴えたい」と語った。 

 

菅氏、消費税増税は必要 行革徹底が条件 

時事通信2020年09月11日00時20分 

 自民党総裁選に立候補した菅義偉官房長官は１０日夜のテレ

ビ東京の番組で、現在１０％の消費税率について、行政のスリム

化を条件に将来的な引き上げは必要だとの考えを表明した。「行

政改革を徹底して行った上で、消費税は引き上げざるを得ない」

と述べた。総裁選告示後に菅氏が消費税の増税に踏み込むのは初

めて。  

 

菅氏、消費税「将来は引き上げざるを得ない」  

社会保障財源に必要  

日経新聞2020/9/11 0:03 (2020/9/11 5:30更新) 

将来の消費増税の必要性に触れた菅官房

長官（8日、自民党本部） 

自民党総裁選に立候補した菅義偉官房長官は 10日、将来は 10%

超への消費税率引き上げが必要との考えを示した。「将来的なこ

とを考えたら行政改革を徹底したうえで、国民にお願いして消費

税は引き上げざるを得ない」と述べた。テレビ東京番組で語った。 

「これだけの少子高齢化社会で、どんなに頑張っても人口減少を

避けることができない」と指摘し、社会保障の財源に必要だと説

明した。総裁選で菅氏が消費税増税に言及するのは初めて。 

安倍晋三首相は 2019 年 7 月、10%を超える消費税増税に関して

「今後10年くらいは必要がない」と述べた。安倍政権では5%だ

った消費税率を14年4月に8%、19年10月に10%に上げていた。 

 

JA全中会長、食料自給率向上を 総裁選 3候補が農林業の成長

訴え 

2020/9/10 18:49 (JST)共同通信社 

記者会見する JA全中の中家徹会長＝10日午

後、東京都千代田区 

 自民党総裁選に立候補した 3 氏はそれぞれ公表した政策集で

農業政策に触れ、農林水産業の成長産業化や農産物の輸出拡大を

訴えた。全国農業協同組合中央会（JA 全中）の中家徹会長は次

期政権に対して、食料自給率の向上などの実現を求めた。 

 中家氏は10日に東京都内で記者会見し、農産物の輸出増加や

農地の集約化が進んだことを安倍政権の成果として挙げながら、

「生産基盤の強化が進まなかったことや、40％未満で推移する食

料自給率が当面の課題だ」と述べた。 

 中家氏は次期政権への要望について「農政の柱である基本計画

の実践が非常に大事だ」とも語った。 

 

経済同友会セミナー、次期政権へデジタル庁活用の改革求める 

産経新聞2020.9.10 23:29 

 経済同友会は１０日、夏季セミナーを東京都内で開催し、新型

コロナウイルス感染拡大防止と、経済活動の両立をいかに図って

いくかなどについて意見を交わした。自民党総裁選が行われてい

る中、次期政権が取り組むべき政策課題について意見が集中し、

財政再建や、政府や社会のデジタル化促進を求める声が相次いだ。 

 桜田謙悟代表幹事は冒頭、「コロナとともに経済活動を進めて

いくニューノーマル（新常態）になる」ことと同時に、「持続性

を重要視する新しい資本主義の在り方が問われる」と、議論の前

提を説明した。 

 政治改革に向けた議論では、岡三証券グループの新芝宏之社長

が「リーダーシップの強化を求めた平成の政治改革として、安倍

晋三政権は一定の達成をみた」と評価。そのうえで「ガバナンス

やチェック機能の不全が顕在化した」との課題も示した。 

 また東芝の車谷暢昭社長は次期政権に対し「経済最優先での取

り組みが必要だが、金融緩和や財政出動はもはや限界で、成長戦

略を優先すべきだ」と要望した。オイシックス・ラ・大地の高島

宏平社長は、総裁選候補が打ち出しているデジタル庁やデータ庁

の設置に関し、「職員のエンジニア比率を法制化するなど、デジ

タル化の推進を徹底すべきだ」と強調した。 

 この日は、「新型コロナ克服を進めると同時に、課題に対し、

目標と期限を明示した政治改革を新政権に求める」ことなどを盛

り込んだ同友会アピールを採択し、終了した。１１日にはコロナ

だけでなくさまざまな社会課題解決に向けた議論が予定されて

いる。 

 同友会の夏季セミナーは例年は７月に長野県軽井沢町で開催

されていたが、今年は新型コロナ対策で、時期をずらして東京都

内での開催となった。 

 

菅氏に「政策継続」期待 安倍首相 

時事通信2020年09月10日21時25分 

首相官邸に入る安倍晋三首相＝１０日、東京・永田町 

 安倍晋三首相は１０日、自民党の稲田朋美幹事長代行と首相官

邸で会談した。稲田氏によると、党総裁選で優位に立つ菅義偉官

房長官について、首相は「しっかり政策を継続してやってくれる

と思う」と期待を示した。 

 首相は「非常に（党内の）流れが速かった」とも指摘。苦戦す

る岸田文雄政調会長の話題は出なかったという。自身の体調につ

いては「健康状態はいい」と説明した。  

 

安倍首相 “菅氏が政策を継続” 自民 稲田氏との会談で話す  

ＮＨＫ2020年9月10日 18時55分 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=0ccacbbfe95d5a6d063c8c4455a115ed&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=dba4f5099178787d6398d1695161b9ed&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091001238&g=pol&p=20200910at99S&rel=pv
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自民党の稲田幹事長代行は10日午後、総理大臣官邸で安倍総理

大臣と会談し、自民党総裁選挙について意見を交わしました。 

 

このあと稲田氏は記者団に対し「おそらく菅官房長官が後任の総

理大臣になるのではないかと話を向けたところ、安倍総理大臣は

『しっかり菅氏が政策を継続してやってくれると思う』と話して

いた」と述べました。 

 

【速報中】安倍首相「官房長官が政策を継続してくれる」 

会員記事 政治タイムライン 自民党総裁選2020  

朝日新聞デジタル2020年9月10日 19時06分  

 「ポスト安倍」を決める自民党総裁選が行われています。野党

も合流新党の代表と党名が決まりました。政治家の発言や動きを

タイムラインでお届けします。 

１０日１７:５０ 

安倍首相「官房長官が政策を継続してやってくれる」稲田氏に語

る 

 安倍晋三首相が側近の稲田朋美・自民党幹事長代行と官邸で会

談した。稲田氏が新総裁には菅義偉官房長官が選出されると思う

と伝えたところ、首相は「官房長官が政策を継続してやってくれ

るものと思う」と語ったという。会談後、稲田氏が記者団に明ら

かにした。 

 首相はまた、菅氏に党内の支持が集まっている総裁選について

「非常に流れが速かった」とも語ったという。 

１０日１５:５０ 

経済同友会・桜田代表幹事、次期首相に「説明責任を果たして」 

 経済同友会の桜田謙悟代表幹事（SOMPOホールディングス社長）

は10日、東京都内のホテルで開いた夏季セミナーで「（次期首相

に）だれがなるにせよ、政策目標の数値化と実現時期を明示して

ほしい。それから、どうしてその政策を選択したのかということ

については、ちゃんと説明責任を果たしてほしい」と注文を付け

た。 

 経済同友会はこの日から2日間の予定で夏季セミナーを開催。

若者の政治参加や東京一極集中といった課題の解決に向けた勉

強会もキックオフさせる。専門家らを交えて議論を加速させ、議

論の内容を政府の政策に反映させることをめざしている。 

経済同友会の夏季セミナーで発言する桜田

謙悟代表幹事（手前）=10日、東京都内 

１０日１４:３０ 

小沢一郎氏、自民に「権力の私物化しか頭にない」 

 国民民主党の小沢一郎氏が合流新党の代表・党名決定を受け、

「権力の私物化しか頭にない自民党政権では、国民の命とくらし

を守ることはできない。枝野（幸男）代表の下、一日も早い政権

交代実現のため、引き続き全力で取り組んでいきたい」などとす

るコメントを発表した。代表選で、小沢氏は枝野氏の推薦人にな

っていた。 

１０日１４:２５ 

新代表・枝野氏「解散ならば、国民の選択肢に」 

 新たな「立憲民主党」の代表として選ばれた枝野幸男氏が国会

議員総会で、当選のあいさつをした。「首班指名だけの臨時国会

などというのは到底許されない。コロナ対策、災害対策を含めた

本格的な臨時国会を今すぐ召集させる。そこで徹底的に議論し、

必要な法案などを実現させていく」と強調。新政権に対し、首相

選出後に改めて臨時国会を開いて論戦に応じるよう求める考え

を示した。 

 枝野氏は続けて「もし本格論戦から逃げて（衆院を）解散する

ならば、正面から受け止めて、国民の皆さまの選択肢になろうで

はありませんか」と訴えた。 

１０日１４:１５ 

枝野代表、立憲民主党に決定 合流新党 

 合流新党の代表選が投開票され、立憲民主党の枝野幸男代表

（56）が国民民主党の泉健太政調会長（46）を破り、新代表に選

ばれた。同時に党名を選ぶ投票も行われ、「立憲民主党」に決ま

った。 

 新党に参加する衆参 149 人の国会議員が投票し、枝野氏 107

票、泉氏42票だった。枝野氏は、陣営が目標としていた100票

を上回った。 

 党名は、枝野氏が「立憲民主党」、泉氏は「民主党」をそれぞ

れ提案した。投票の結果、立憲民主党は94票、民主党は54票、

その他1票だった。 

合流新党・立憲民主党の代表に選ばれた枝野

幸男氏（左）。右は落選した泉健太氏=2020年9月10日午後2時

25分、東京都千代田区、伊藤進之介撮影 

１０日１３:０５ 

野党合流新党、代表・党名は？ 投票前に演説 

 立憲民主党と国民民主党などの合流新党の代表と党名を決め

る国会議員総会が東京都内のホテルで始まった。議員による投票

の前に、代表への立候補を表明している立憲・枝野幸男代表と国

民・泉健太政調会長が演説した。 

 枝野氏は演説で、自民党総裁選に立候補している菅義偉官房長

官の「自助・共助・公助」との訴えを念頭に、「自助とか過度な

自己責任を押し付ける新自由主義的な社会を変える」と表明。新

党の党名として「立憲民主党」を掲げる理由について「個人を尊

重する立憲主義をしっかりと掲げて、新自由主義の自由民主党と

戦っていく」と訴えた。 

 泉氏も「代表選では枝野候補と一致した。自助と共助を支える

公助を充実させる。それが我々の政党だ」と演説。党名に「民主

党」を掲げる理由については「過去の政権交代にしっかり向き合

https://www.asahi.com/news/silver.html?iref=com_silver
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3.html?iref=com_matome
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E7%B7%8F%E8%A3%81%E9%81%B8.html?iref=com_matome
http://www.asahi.com/topics/word/自民党総裁選.html
http://www.asahi.com/topics/word/安倍晋三.html
http://www.asahi.com/topics/word/安倍晋三.html
http://www.asahi.com/topics/word/稲田朋美.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党幹事長.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/topics/word/経済同友会.html
http://www.asahi.com/topics/word/説明責任.html
http://www.asahi.com/topics/word/経済同友会.html
http://www.asahi.com/area/tokyo/
http://www.asahi.com/topics/word/説明責任.html
http://www.asahi.com/topics/word/経済同友会.html
http://www.asahi.com/topics/word/東京一極集中.html
http://www.asahi.com/topics/word/小沢一郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/小沢一郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/政権交代.html
http://www.asahi.com/topics/word/政権交代.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/枝野幸男.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/枝野幸男.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/泉健太.html
http://www.asahi.com/topics/word/政調会長.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民民主党.html
http://www.asahi.com/area/tokyo/
http://www.asahi.com/topics/word/枝野幸男.html
http://www.asahi.com/topics/word/泉健太.html
http://www.asahi.com/topics/word/政調会長.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党総裁選.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/topics/word/新自由主義.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/新自由主義.html
http://www.asahi.com/topics/word/自由民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/政権交代.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200910001956.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200910001856.html
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い、新党参加者全員が新しい名称で臨む。それが早期の一体感醸

成につながる」と訴えた。 

９日２３:３０ 

菅氏、河井夫妻側への１．５億円「総裁として確認していきたい」 

 自民党総裁選で優位に立つ菅義偉官房長官が日本テレビの番

組で、公職選挙法違反（買収）の罪に問われた前法相の河井克行、

妻の案里両被告側に対する党からの 1 億 5 千万円の資金提供問

題について「総裁になったら、総裁としてどのようなことだった

のかということは確認していきたい」と改めて語った。 

 確認した結果を公表するかどうか問われると、「必要であれば

公表する」と述べた上で、「政治資金規正法で報告することが当

然になっていますから、それで（報告）されていれば、そのまま

じゃないでしょうか」とも語った。 

９日１３:５０ 

石破氏「党員の権利、妨げられている」 

 自民党総裁選は正式な党員・党友投票を省く「簡略型」とした

一方、ほとんどの都道府県連で予備選が行われる。石破茂氏は党

青年局・女性局主催の討論会で「47 都道府県のほとんどで予備

選挙ができて、全体の選挙はできない。私には全くわからない。

党員の権利が妨げられていることについて、党はどう考えるのか」

と指摘した。 

 党側は総務会などの場で、正式な党員投票を含む総裁選は準備

期間を含め 2 カ月間を要すると説明。石破氏はこれに対しても

「なぜ2カ月かかるのか。幹事長だった私はよく知っている」と

疑問を呈し、「党員に説明しなければならない」と訴えた。 

９日１３:４０ 

枝野氏、菅氏の「自助…」を批判 「政治は公助」 

 自民党総裁選で優位に立つ菅義偉氏が「『自助・共助・公助』

で信頼される国づくり」を訴えていることに対し、立憲民主党の

枝野幸男代表が日本記者クラブの討論会で批判した。 

 枝野氏は「政治家が『自助』と言ってはいけない。政治家の責

任放棄だ。『自助』や『共助』ではどうにもならない時のために、

政治がある。政治の役割は『公助』だ。この『公助』を最後に持

ってくるとか、『自助』と並べること自体が、私たちとは明確に

政治姿勢が違う」と訴えた。 

９日１３:２０ 

菅・岸田氏は「改憲４項目」 石破氏は１２年草案 

 自民党は青年局・女性局主催の「総裁選挙公開討論会」を開い

た。 

 憲法をめぐり、菅義偉氏は「憲法改正は私たち自民党にとって

は立党以来の党是だ。すでに憲法について 4 項目のたたき台と

いうものを提示している」と発言。「総裁として就任したら、し

っかりと議論ができるような環境を作っていきたい」と述べた。 

 岸田文雄氏も「憲法改正に向けての4項目のたたき台素案、こ

れに基づいて改正を進めていく」。党政調会長として昨年から「地

方政調会」で憲法をテーマとしたことに触れ、「国民の皆さんの

理解を進めることこそ、国会での議論を進めることになる」と語

った。 

 菅氏と岸田氏が安倍晋三首相（党総裁）のもとでまとめられた

「改憲4項目」を取り上げたのに対し、石破茂氏は2012年の党

憲法改正草案が「唯一の党議決定」だとし、「『4項目』と言うん

だったら、党議決定きちんとやりましょう」と指摘。9条2項を

削除し「国防軍」を保持する12年草案をもとに議論すべきだと

の考えを示した。 

９日１３:０５ 

野党代表選討論会 消費税ゼロ・れいわとの連携は 

 合流新党の代表選に立候補した立憲民主党の枝野幸男代表と

国民民主党の泉健太政調会長が、日本記者クラブの討論会に出席

した。 

 消費税をめぐり、泉氏は「コロナ収束までの間、消費税をゼロ

という形で提案したい」と主張した。「れいわ新選組でも消費税

は減税を訴えられてきた。親和性があると思っている。お互い話

し合いをしていきたい」とも発言。「消費税ゼロ」を唱える山本

太郎氏率いるれいわとの連携に言及した。 

 枝野氏は「足元の刺激策として私は消費減税も否定しない」と

述べた上で、「ただ、バブル崩壊以降ずっと消費は低迷している。

だから、消費税が（低迷の）主たる要因ではない」などと語った。 

９日１１:３０ 

枝野氏「ご当地の官房長官、カジノ誘致どうして進めるのか」横

浜港・山下ふ頭で 

 合流新党代表選に立候補している立憲民主党の枝野幸男代表

は、午後に国民民主党の泉健太政調会長との討論会に臨むのを前

に、カジノを含む統合型リゾート（IR）の候補地である横浜港・

山下ふ頭を視察した。 

 枝野氏は視察後、自民党総裁選について記者団に「どなたが総

理になるにしても、カジノ付きIRを強引に推進してきた」と指

摘。総裁選候補者のうち、横浜市内を選挙区とする菅義偉氏につ

いて「官房長官として、ご当地の出身として、進めてきた。この

場所の魅力とか、ここにカジノを誘致することの弊害とか、地元

の皆さんの思いとか、一番知っているのに、どうして進めるのか。

改めて強く疑問を感じた」と語った。 

 その上で「政治の明確な対立軸の象徴が、このご当地のカジノ

問題だ」と続け、野党合流後も政権与党との対立軸にしたい考え

を示した。 

カジノを含む統合型リゾート（IR）候補地の横浜

港・山下ふ頭を視察する立憲民主党の枝野幸男代表（左から2人

目）=2020年9月9日午前10時半、横浜市中区、小林豪撮影 

９日１１:２０ 

菅氏「自衛隊、憲法で否定」→「言葉足らずだった」 

 菅義偉官房長官が 8 日夜の TBS 番組で「自衛隊の立ち位置と

いうのが、憲法の中で否定をされている」と述べた。この発言に

ついて、菅氏は9日午前の記者会見で真意を問われ、「若干、言

葉足らずだったため、誤解を招いたかもしれない」とし、「憲法

に違反するものではないというのが政府の正式な見解だ」と発言

を訂正した。 

 8日の番組では、石破茂元幹事長が、菅氏に自衛隊を明記する

憲法改正についての考えを質問。菅氏は自衛隊が災害対策などで

国民に歓迎されているものの「憲法の中で否定されている」とし、

「（憲法に）自衛隊の位置づけというものをしっかり盛り込むべ

http://www.asahi.com/topics/word/自民党総裁選.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/topics/word/公職選挙法.html
http://www.asahi.com/topics/word/河井克行.html
http://www.asahi.com/topics/word/政治資金規正法.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党総裁選.html
http://www.asahi.com/topics/word/石破茂.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党総裁選.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/枝野幸男.html
http://www.asahi.com/topics/word/日本記者クラブ.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法改正.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/岸田文雄.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法改正.html
http://www.asahi.com/topics/word/政調会長.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/安倍晋三.html
http://www.asahi.com/topics/word/石破茂.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法改正.html
http://www.asahi.com/topics/word/消費税.html
http://www.asahi.com/special/matome/reiwa/
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/枝野幸男.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/泉健太.html
http://www.asahi.com/topics/word/政調会長.html
http://www.asahi.com/topics/word/日本記者クラブ.html
http://www.asahi.com/topics/word/消費税.html
http://www.asahi.com/topics/word/消費税.html
http://www.asahi.com/topics/word/れいわ新選組.html
http://www.asahi.com/topics/word/消費税.html
http://www.asahi.com/topics/word/消費税.html
http://www.asahi.com/topics/word/消費税.html
http://www.asahi.com/topics/word/山本太郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/山本太郎.html
http://www.asahi.com/special/matome/reiwa/
http://www.asahi.com/topics/word/消費税.html
http://www.asahi.com/topics/word/横浜港.html
http://www.asahi.com/topics/word/横浜港.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/枝野幸男.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/泉健太.html
http://www.asahi.com/topics/word/政調会長.html
http://www.asahi.com/topics/word/統合型リゾート.html
http://www.asahi.com/topics/word/横浜港.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党総裁選.html
http://www.asahi.com/topics/word/横浜市.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.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/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/石破茂.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法改正.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200909001392.html


15 

 

きだ」と述べた。 

 だが、政府は自衛隊について、憲法9条2項で禁じられた戦争

を遂行する能力がある「軍隊」ではなく、合憲の存在との立場。

安倍晋三首相は「多くの憲法学者が自衛隊を違憲としている」こ

とを挙げて、自衛隊の明記を主張してきた。 

 このことについて菅氏は9日の会見で、「私の発言は、自衛隊

を違憲と主張する方々もいるという趣旨で申し上げたものだ」と

釈明。菅氏は記者団から「首相と同じ立場であると言いたかった

のか」と問われ、「その通りだ」と答えた。 

９日１０:４０ 

石破氏「自民、国会議員のための党じゃない」田んぼ沿いで演説 

 石破茂元幹事長が埼玉県川越市内の田園地帯を訪れ、田んぼ沿

いのあぜ道で演説を行った。石破氏は、「今回はそろっての街頭

演説はなし。一度もない。人数を少し絞った上での街頭演説もな

い」と3候補そろっての街頭演説がないことに疑問を呈し、「自

民党は、国会議員のための党じゃない。国民、党員の党だ。国会

議員が自分たちの都合で勝手にやって、総裁は自分たちで決める

ぞ。そんな党であってはいけない」と批判した。 

 近くの保育園では、台風による浸水被害に触れ、保護者らに持

論の「防災省」の必要性を訴えた。（山口啓太） 

自民党の石破茂元幹事長が、田園を背に住民

らに演説した=9日午前 10時 54分、埼玉県川越市、山口啓太撮

影 

９日１０:１５ 

岸田氏「出産費用、ゼロにする」 

 自民党の岸田文雄政調会長が少子化対策に関し「出産の費用に

ついて、無償化を目指して、しっかり負担をゼロにするべく国と

して支援をすることを考える」と新たに主張した。茨城県で地元

県議らとの意見交換会を開いた後、記者会見で語った。 

 岸田氏は「少子化対策は色んな切り口から考えなければならな

い。保育の受け入れ態勢や、住宅をはじめとした育児の環境も大

事なことだが、出産についても費用が大きな負担となっている。

かなり広い範囲にわたって関心のある方々が多い」と述べた。 

 会場に使ったレストランは、自民党が野党時代に全国で小規模

な座談会を繰り返す「車座集会」の初回に使った場所。岸田氏は

8 日の演説でこの座談会を取り上げ、「政治における『聞く力』

のエネルギーの大きさを痛感した。今、再び政治の聞く力をしっ

かりと再確認をしなければいけない」と語っていた。 

 この日、地元特産のレンコンを土産に渡されると「先が見通せ

る、縁起がいい」と顔をほころばせた。 

自民党の岸田文雄政調会長は茨城県で地

元県議らと意見交換し、総裁選での支援を呼びかけた=2020年9

月9日午前、茨城県美浦村、西村圭史撮影 

８日１５:４０ 

菅氏、河井夫妻側への１．５億円「総裁になったら責任持って対

応」 

 自民党総裁選の候補者は 8 日の共同記者会見で、前法相の河

井克行被告と妻の案里被告が公職選挙法違反の罪で起訴された

事件の実態解明に取り組む姿勢もテーマとなった。昨年 7 月の

参院選で党本部から夫妻側に 1 億 5 千万円が渡っていたことが

明らかになっているが、菅義偉官房長官は「私自身は今、政府の

立場なので、申し上げることはできない。もし総裁になったら、

責任を持って対応したい」と述べるにとどめた。 

 事件の舞台となった広島が地元の岸田文雄政調会長は「問題は

深刻化している。政治の信頼が問われている」と指摘。「党員の

気持ちにしっかり応え、説明責任を果たす。私が党に指示を出せ

る立場に立ったら、こういった姿勢は大事にしたい」と語った。 

 石破茂・元幹事長は「『私たちの党費、私たちの税金、こんな

ことに使われるの？』と思う人が出てくるのは当然ではないか。

解明する責務は自民党にある」と主張した。 

８日１５:３０ 

菅氏、人事は「改革意欲と専門的立場」 

 菅義偉官房長官は8日の党総裁選の候補者の共同記者会見で、

次の総裁・首相に就いた場合の党役員・閣僚人事について、議員

の「改革意欲」と「専門性」を重視する方針を示した。「改革意

欲のある人をまず優先として考えたい。そこに、専門的立場の人

が、やはり優先した方がいいと思っている」と述べた。 

 菅氏は「人事は適材適所でやるものだろう。『大臣になって何

をやるか』という意欲のある人だと思う」とも語った。 

８日１５:２５ 

菅氏、衆院解散は「コロナの状況、大きく影響」 

 自民党総裁選に立候補した3人は、8日の共同記者会見で、早

期の衆院解散・総選挙の是非について見解を示した。岸田文雄政

調会長は「まずは新型コロナウイルス対策、やるべきことを早急

にやる。そこから先はあり得るだろう」と語ると、石破茂・元幹

事長も「コロナ禍にあって、私は『そうだ』とはまったく思って

いない」と否定的な立場を強調した。菅義偉官房長官は「コロナ

の状況がどうか、ということは大きく影響するだろう」と述べる

にとどめた。 

８日１５:２０ 

石破氏「森友加計・桜、どの世論も「納得した」人が非常に少な

い」 

 「政治は結果責任だ。森友、加計、桜。どの世論調査を見ても

『納得した』という人が非常に少ない。納得した人が増えなけれ

ば、責任を果たしたことにはならない」。自民党の石破茂・元幹

事長は8日の総裁選の候補者の共同記者会見で、安倍政権の「疑

惑」を並べ、厳しく指摘した。 

 石破氏は「要するに、えこひいきがあったらいかん。特定の人

だけが利益を受ける、ということを政府がやっていいはずがない」

と続けた。森友学園問題での公文書改ざんを踏まえ、「まじめに

働く公務員がやってられなくなる」と強調。「政府の説明に（国

民が）納得する。そのような日本をつくっていくことが自民党の

使命だ」と訴えた。 

８日１５:１５ 

菅氏、アベノミクス「引き継ぐ」 
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 菅義偉官房長官は 8 日の自民党総裁選の候補者の共同記者会

見で、安倍晋三首相が掲げた経済政策「アベノミクス」を継承し

ていく姿勢を強調した。「安倍政権の評価すべきは、最初に経済

政策だと思う。安倍政権の経済政策は引き継いでいきたい」と述

べた。 

 菅氏は「アベノミクスという金融緩和、財政出動、成長戦略に

取り組んだ結果、新たな雇用が生まれ、地価が上がってきた」と

指摘。「コロナの中で雇用を確保し、事業を推進する。給付と融

資が行き届くようにするのが大事だ」と語った。 

８日１３:４５ 

岸田氏「国会議員になってもさまざまな失敗」 

 自民党の岸田文雄政調会長は 8 日の党総裁選の演説会で、自

らの人生を「本当に多くの失敗を繰り返してきた」としながら、

「国民の声を聞き、政治のエネルギーに換える。『聞く力』を再

確認し、新しい時代に向かっていかなければならない」と訴えた。 

 岸田氏は「例えば学生時代、私は同じ大学の入試に3回失敗し

た。野球をやったが、さまざまな失敗。国会議員になってもさま

ざまな失敗を繰り返した」と振り返った上で、「そのなかでチー

ムに参加する、協力してくれる人の心がわかるようになった」と

強調した。 

 安倍晋三首相を外相や政調会長として支えてきた岸田氏。「安

倍総理は数々の輝かしいレガシーを残した。この輝かしい成果を

土台として、次の時代を考えていかなければいけない」として、

「デジタル田園都市構想」の実現などを掲げた。 

８日１３:２５ 

菅氏「普通の人間でも努力すれば、総理に」 

 菅義偉官房長官は8日の自民党総裁選の演説会で、自らの「た

たき上げ」の政治家人生を紹介した上で、「私のような普通の人

間でも、努力をすれば、総理大臣を目指すことができる。まさに

これが日本の民主主義ではないか」と訴えた。 

 菅氏は「私の原点についてお話をさせていただきたい。雪深い

秋田の農家の長男として生まれた」と切り出し、「国政を目指し、

47歳で当選した。地縁・血縁のないゼロからのスタートだった。

五十数年前に上京した際、今日の自分の姿は全く想像をすること

もでなかった」と語った。 

 安倍晋三首相を 7 年 8 カ月にわたり官邸中枢で支えてきただ

けに、菅氏は「総理が進めてきた取り組みを継承し、前に進めた

い」と強調。「デジタル庁」の新設などを訴えた。 

８日１３:０５ 

石破氏「ひたすら愚直に生きてきた」 

 自民党総裁選に立候補した 3 人は 8 日午後、党主催の演説会

に臨んだ。石破茂・元幹事長は「私は（国会議員として）34 年

間、ひたすら愚直に生きてきた。もっとお利口さんに立ち回るこ

ともできたのかもしれない」と自らを振り返り、「納得と共感の

政治をやりたい」と訴えた。 

 石破氏は「防災省」創設や「地方創生」、憲法改正などを掲げ

た上で、「この国の設計図を書き換えなければ、この国は次の時

代に生き残れない。やらねばならないのはグレート・リセットだ」

と強調した。 

８日１１:２５ 

菅氏も出陣式 「公務優先で…」 

 自民党総裁選に立候補した菅義偉官房長官は 8 日午前、国会

近くのホテルでの「出陣式」に出席し、「コロナ対策、経済対策、

この国難を解決しなければならない。そういう思いで、熟慮に熟

慮して（出馬を）決心した。何としても日本のかじ取り役として

働かせて頂きたい」と呼びかけた。 

 菅氏はあいさつの冒頭、「先ほど閣議が終わった後に記者会見

を行い、公務優先で遅くなりました」と説明。「コロナ禍のなか

で、多くのみなさん、ご商売をやっている方は大変な状況だ。ま

ず政府として行うことは、こうした人たちに対しての給付だ。コ

ロナ禍が進むなら、ちゅうちょなく対応していかなければならな

い」と語った。 

 秋田出身の菅氏は「地方の活力なくして国の活力ない」と強調。

安倍晋三首相の海外の首脳との会談に自らが同席してきた過去

も紹介し、「私自身、重要な政策決定には関わり続けている」と

アピールした。 

８日１１:２０ 

「新しいリーダーを」初挑戦の岸田氏が決意 

 自民党総裁選に初めて立候補した岸田文雄政調会長は 8 日午

前、国会近くのホテルでの「出陣式」で、「われわれ自民党は新

しいリーダーを選ばなければならない。この戦いにおいて、しっ

かりと存在感を示し、戦い抜く」と決意を語った。 

 岸田氏は「安倍時代の7年8カ月は経済・外交の成果で大きく

成長し、存在感を示してきた。しかし今、新型コロナウイルスと

の戦いなどの大きな国難に直面し、『これから』を考えていかな

ければならない」と指摘。「徹底した現実主義のもとに国民が何

を求めているかを判断し、そして勇気を持って変えるものは変え

ていく。これが保守本流の考え方」とした上で、「激動の時代、

混乱の時代こそ、自民党、保守に求められてきた力を発揮できる」

と訴えた。 

８日１１:００ 

「グレート・リセットに挑む」石破氏が気勢 

 自民党総裁選に立候補を届け出た石破茂・元幹事長は 8 日午

前、党本部で「出陣式」に臨み、「グレート・リセット。日本を

つくり変える。新しい日本をつくる。そのために全身全霊を尽く

してこの戦いに挑む」と気勢を上げた。 

 石破氏は、渡辺美智雄・元副総理の生前の言葉として「おまえ

たちは何のために政治家になるんだ。金がほしいのか。ポストが

ほしいのか。『先生、先生』と呼ばれたいのか。名誉がほしいの

か。そのような者は去れ。政治の使命はただ一つ、勇気と真心を

もって真実を語る。それだけだ」とのフレーズを紹介。その上で

「今回は『納得と共感』というスローガンを掲げた」と説明した。 

 党内派閥の多くが菅義偉官房長官への支持に流れるなか、石破

氏は「あるべき姿を語り、感動を呼び起こす。自民党は国会議員

だけの党ではない。党員の党、国民の党だ。勝利を目指し、全身

全霊、戦い抜く」と訴えた。 

８日１０:４５ 

菅氏、外交「長官として重要案件に関与」経験を強調 

 菅義偉官房長官は、自民党総裁選の告示日となった 8 日午前

も、定例の閣議後会見に臨んだ。首相に就いた場合に、諸外国の

首脳との間でどのような信頼関係を築いていくか問われ、「総裁

選の結果も出ていない」と述べた。一方で、「7年 8カ月にわた
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って官房長官として外交の重要案件に常に関与してきた。わが国

の外交政策の要諦（ようてい）をつかむ上でも有益な経験だった」

とも強調。「外交においてケミストリー（首脳同士の相性）は重

要な要素の一つではあるが、国益はケミストリーだけで左右され

るような簡単なものではない」とも語った。 

 総裁選に立候補した 3 人のうち、岸田文雄政調会長は第 2 次

安倍政権下で外相を 4 年 7 カ月務めた。石破茂元幹事長は防衛

相経験がある。一方、菅氏の官房長官と総務相を務めたが、外交

手腕は未知数との指摘もある。菅氏は 2 日の総裁選立候補会見

では昨年の訪米経験を紹介。「（2次政権での）日米の首脳の電話

会談には、全て同席をしている」とアピールしている。 

 菅氏は会見を終わると、首相官邸を出た。菅氏は総裁選候補者

の共同記者会見があり、午後の首相官邸の記者会見は岡田直樹官

房副長官が行う。 

８日１０:２５ 

届け出順は石破・菅・岸田氏 抽選で決まる 

 自民党総裁選の届け出順が抽選で決まった。石破茂氏、菅義偉

氏、岸田文雄氏の順番となった。 

８日１０:２０ 

進次郎氏「菅さんの改革に期待」 

 小泉進次郎環境相は 8 日午前の閣議後の記者会見で、自民党

総裁選では菅義偉官房長官を支援すると表明した。「菅さんは大

胆な改革をする思いを持っている方だと思っている。そういった

改革に期待したい」と述べた。 

 小泉氏は2018年の総裁選で… 

残り：20861文字／全文：30246文字 

 

しんぶん赤旗2020年9月11日(金) 

新自由主義の暴走か、転換か――日本の政治の対決軸に  

川崎で志位委員長が訴え 

（写真）はたの衆院議員、沼上

衆院予定候補とともに訴える志位和夫委員長＝10日、川崎市 

 日本共産党の志位和夫委員長は１０日、川崎市の川崎駅前で街

頭演説し、早い段階での解散・総選挙がありうる情勢だとして、

はたの君枝衆院議員（南関東比例・神奈川１０区重複予定候補）、

沼上とくみつ衆院南関東比例予定候補とともに、「日本共産党の

躍進で、『安倍政治』を名実ともに終わらせ、新しい希望ある日

本をつくりましょう」と熱く訴えました。 

 会場となった商業施設前には聴衆が間隔を取って集まり、大き

な人垣ができました。志位氏らの訴えの節々で「そうだ」「いい

ぞ」の声があがりました。 

 志位氏は演説で、「新型コロナ危機を体験して、日本の政治の

太い対決軸が浮かび上がってきました」と強調しました。 

 一つは、破綻した新自由主義の道をやみくもに暴走する動きで

す。志位氏は、自民党総裁選で最有力といわれる菅義偉官房長官

が、自らのめざす国のあり方を問われて「自助、共助、公助」と

述べたことについて、「これは菅氏個人の主張ではありません。

自民党綱領に明記されている自民党の基本理念です。『自助』を

叫び『自己責任』を押し付けるだけなら、政治はいりません。こ

うした道に未来は決してありません」と批判しました。 

 いま一つは、新自由主義から転換し、大企業の経済効率最優先

の政治から、人々のケア、雇用、中小企業、食料、教育、文化・

芸術など、人間が生きていくのに必要不可欠なものを最優先する

政治に切り替えることです。志位氏は「自己責任の押し付けでな

く、人々が支え合う社会、連帯を大切にする社会をつくろう」と

訴えました。 

 そのうえで志位氏は、新型コロナ危機を体験して、他の野党の

中からも「新自由主義からの決別」に踏み切る流れが起こってい

ることを指摘。「この点で私たちと共通項ができつつあることは

重要な前進です」と述べ、「『新自由主義からの転換』を野党共闘

の旗印に高く掲げ、自公政権に代わる希望ある展望を力強く示し

ていきましょう」と呼びかけました。 

 はたの氏が「日本共産党の躍進、市民と野党の共闘の勝利で、

子どもたちに少人数学級をプレゼントする新しい政治をつくっ

ていこう」と訴えると、聴衆から大きな拍手が起こりました。 

 

道徳の教科化、歴史教科書の検定で「教育に介入」 現場と溝＜

安倍政権 緊急検証連載＞  

東京新聞2020年9月10日 14時25分  

＜一強の果てに 安倍政権の７年８カ月（８）＞ 

◆「押し付けに抵抗感」 

 ２０１８年４月、小学校で「道徳の時間」が「特別の教科」に

格上げされた。いじめ問題への対応が発端だったが、「特定の価

値観の押し付けにつながらないか、抵抗感があった」。都内公立

小学校の女性教諭（６０）は振り返る。  

 「教育の目的は、志ある国民を育て、品格ある国家をつくるこ

と」。安倍晋三首相は著書「美しい国へ」（１３年「新しい国へ」

に改訂）で誇りを持てる国にする意欲を強調。第１次政権では０

６年に愛国心や郷土愛などを書き込んだ改正教育基本法を成立

させた。  

 道徳の教科化は一次政権で果たせなかったものの、２次政権発

足直後の１３年１月、安倍首相の私的諮問機関「教育再生実行会

議」が発足。保守系の論客も参加し、道徳の教科化、教育委員会

改革などを次々と提言した。安倍首相は「強い日本を取り戻して

いくため、教育再生は不可欠」と力を込め、「盟友」の下村博文

文部科学相（当時）らとともにトップダウンで教育政策を実現し

ていった。  

◆教科書会社を萎縮させる恐れ 

 安倍政権では、社会科教科書の検定基準を改定。南京事件など

を念頭に、特定の事柄を強調しすぎず、通説的な見解がない場合

はそのことを明示し、政府見解や最高裁判例に基づいた記述をす

ることを求めた。  

 ただ「通説的見解」など基準は不明確で、教科書会社を萎縮さ

せるなどとして、日弁連が「過度の教育介入で子どもの学習権を

侵害する恐れがある」と指摘。「子どもと教科書全国ネット２１」

の鈴木敏夫事務局長は「安倍政権は教育に介入し『自虐的だ』と
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する歴史の内容を教科書に書かないように改めた。政府にとって

都合のいいようにゆがめた」と批判する。  

◆大学入試改革は看板倒れ 

 幼児教育無償化や高等教育の修学支援など格差解消も目指し

た安倍政権。一方で、大学入試改革は看板倒れになり、来年から

始まる大学入学共通テストでの英語民間試験の活用、国語と数学

の記述式問題の導入は見送られ、受験生から「混乱に巻き込まれ

た」と恨み節が上がった。新型コロナウイルス対策では、学校や

保護者の準備が整わないまま、突然の全国一斉休校を要請し、混

乱を招いた。  

 道徳の教科化後、各学校は国の検定教科書を使い、通知表で児

童がいかに成長したかを記録する記述式の評価をするようにな

ったが、点数化やほかの児童と比べることはしていない。  

 女性教諭は「評価は難しい。教科書には責任や自己犠牲などの

色合いが濃いと感じられる読み物もある。いじめ自殺がきっかけ

で教科化されたが、いじめはそんなに単純な問題ではない」と、

政治の教育現場への安易な介入に警鐘を鳴らした。（土門哲雄） 

＝おわり  

◆＜安倍政権 緊急検証連載＞  

【関連記事】世論を顧みず、敵と味方に分断 「安倍カラー」政

策を押し通す 

【関連記事】株価重視、生活上向かず 実質賃金低下、年収200

万円以下増 

【関連記事】コロナ下でも改憲に執念 「立憲主義に逆行」支持

得られず 

【関連記事】変えて隠して疑惑逃れ…モリカケ桜の記録はどこへ 

【関連記事】米兵器を大量購入 対米追従で膨らむ負担 

【関連記事】原発寿命延長が前提 再生エネには後ろ向き 

【関連記事】人事掌握、忖度広がる 文書改ざん・検事長定年延

長  

 

核ごみ応募、反対相次ぐ 住民説明会を報道公開―北海道寿都

町 

時事通信2020年09月10日23時16分 

高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の

最終処分地選定をめぐり行われた住民説明会＝１０日午後、北海

道寿都町 

 北海道寿都町は１０日夜、高レベル放射性廃棄物（核のごみ）

の最終処分地選定をめぐり、住民説明会を開催した。７日の初開

催以降４回目となる今回は報道陣に公開する形で実施。片岡春雄

町長が選定の第１段階に当たる「文献調査」の応募検討に至った

経緯を説明したが、町民からは反対意見が相次いだ。 

 説明会には町民約２６０人が参加。午後６時半から３時間以上

に及んだ。参加した町民からは「風評被害に遭う」「（調査を受け

入れて）交付金をもらえば最終処分場につながる」などの反対が

続出。来年の町長選後に議論を深めるべきだとの指摘も出た。  

 

“核のごみ”説明会、議論は平行線 

ＪＮＮ2020年9月10日 22時31分 

 北海道の寿都町が、いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定に

向けた調査の応募を検討している問題で、１０日夜、住民説明会

が開かれました。 

 報道陣に初めて公開された説明会には町民およそ２６０人が

参加し、片岡寿都町長に対して質問が相次ぎました。 

 「寿都町は原発のトイレ（最終処分場）になってしまうのか」

（参加した町民） 

 「私は寿都町をトイレにしようなんて今言っているわけではな

い。寿都町に処分場が来るんだということを頭から除いていただ

きたい」（寿都町 片岡春雄町長） 

 町長は調査に応募してから処分場への議論を深めたい考えで

すが、反対する町民は応募すれば処分場を受け入れざるを得なく

なるとして、議論は平行線をたどりました。 

 

法務・検察行政への信頼回復のための会議 大臣に議論状況報告  

ＮＨＫ2020年9月10日 19時32分 

 

法務・検察行政への信頼を回復するために設置された会議が開か

れ、座長が、森法務大臣に対し、検察官の倫理規範を新たに設け

るかで意見が分かれていることなど、これまでの議論の状況につ

いて報告しました。 

東京高等検察庁の黒川元検事長が賭けマージャンの問題で辞職

したことを受けて設置された法務・検察行政刷新会議の 4 回目

の会合が法務省で開かれ、終了後、座長を務める早稲田大学の前

の総長の鎌田薫氏が、これまでの議論の状況を森法務大臣に報告

しました。 

この中で、鎌田座長は主に「検察官の倫理」をテーマに議論して

きたとしたうえで、マスコミとの関係については、検察官の倫理

規範や行動基準を新たに設けるべきだという意見がある一方で、

すでに国家公務員の倫理規程があり、必要ないという指摘がある

ことや、規律を強めるのではなく研修などの取り組みを強化すべ

きだという意見が出されていることなどが報告されました。 

報告を受けた、森法務大臣は「私にとって、法務・検察行政の信

頼回復は最も大きな仕事のうちの 1 つであり、最後はすばらし

い改革の提言ができあがることを祈っている」と述べました。 

 

国連総長「来年こそ広島に」 被爆75年、核軍縮に強い決意 

2020/9/10 07:12 (JST)9/10 07:18 (JST)updated共同通信社 

【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は9日、日本メデ

ィアとオンラインで会見し、新型コロナウイルス感染拡大で8月

の広島訪問を断念したことに「強い不満を感じている」とした上

で「来年こそ広島に行きたい。軍縮は国連創設以来の優先課題だ」

と表明した。広島、長崎への原爆投下から75年の節目に、核軍

縮への強い決意をアピールした。 

 トランプ米政権が中国の参加を求める米ロの新戦略兵器削減

条約（新START）については「米国とロシアは中国がどうあろう

https://www.tokyo-np.co.jp/article/52010
https://www.tokyo-np.co.jp/article/52010
https://www.tokyo-np.co.jp/article/52150
https://www.tokyo-np.co.jp/article/52150
https://www.tokyo-np.co.jp/article/52351
https://www.tokyo-np.co.jp/article/52351
https://www.tokyo-np.co.jp/article/52815
https://www.tokyo-np.co.jp/article/53329
https://www.tokyo-np.co.jp/article/53556
https://www.tokyo-np.co.jp/article/53709
https://www.tokyo-np.co.jp/article/53709
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091000878&g=pol&p=20200910at86S&rel=pv
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と新STARTを延長すべきだ」と強調。一方で「全ての関係国が関

わる核軍縮の広範な枠組みが非常に重要だ」と指摘した。 

グテレス国連事務総長 

 

国連事務総長「来年こそ広島にいきたい」 今年はコロナで断念  

ＦＮＮ2020年9月10日 木曜 午後1:35 

 

国連のグテーレス事務総長は 9日、2020年、新型コロナウイル

ス感染拡大のため断念した広島訪問について「来年こそ行きたい」

と訪問に意欲を示した。 

グテーレス事務総長は、日本メディアとオンラインで行った会見

で「来年こそ広島を訪れることができたらいいと思う」、「訪問は

私が本当に尊敬する被爆者の皆さんにささげたい感謝の印です」

と述べ、2021年の広島訪問に意欲を示した。 

グテーレス事務総長は8月、広島で行われた原爆投下75年の平

和記念式典に出席予定だったが、新型コロナウイルスの影響で訪

問を断念していた。 

また、グテーレス事務総長は、創設から75年を迎える国連の優

先課題は軍縮だとし、核軍縮の重要性をあらためて強調した。 

 

文化大革命、「誤り」の記述復活 中国の歴史教科書、批判に配

慮か 

2020/9/9 20:47 (JST)9/9 20:51 (JST)updated共同通信社 

中国の高校の歴史教科書で、文化大

革命について「指導者が誤って発動した」と記述されているペー

ジ（共同） 

 【北京共同】中国を大混乱に陥れた大規模政治運動「文化大革

命」（1966～76年）について「指導者が誤って発動した」との記

述が中国の高校の歴史教科書で今秋から復活した。文革を主導し

た毛沢東の誤りを明確に指摘する説明だが、一時削除されていた。

過ちを希薄化させているとの批判が広がったことに配慮した可

能性がある。 

 文革は毛が権力闘争のために大衆を動員した政治運動で死者

は 1 千万人以上ともいわれる。かつては単独項目を置いて教訓

を学ばせていた。 

 削除される前の教科書にも「共産党、国家、人民に深刻な災難

をもたらした内乱」とした党の決議に沿って文革を説明していた。 

 


