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2021年2月2日～1日 

世論調査（日経詳報）、国会、特措法・感染症法、政局・公明遠

山・自民松本・北九州市議選、沖縄浦添市長選、高浜原発 

 

支持率を追う 日経世論調査アーカイブ 

日経新聞公開 2021年02月01日 更新  

日経世論調査 

 日本経済新聞の世論調査は中曽根内閣の末期、1987年 9月か

ら始まった。現在は全国の有権者を対象にほぼ毎月、定例実施し

ている。  

 電話番号を標本抽出する手法は02年8月に乱数番号法（Random 

Digit Dialing法、略してRDD法）に変更しており、16年4月か

らは固定電話だけでなく携帯電話も含めるようにした。いずれも

RDD法で電話番号を無作為抽出している。  

 今回のコンテンツは日本経済新聞が過去に報道した数値を抜

粋し、掲載している。整数での表記に切り替えた01年4月以前

の調査では小数点以下を切り捨てている。掲載当時とは異なる場

合がある。  

 国政選挙などに先立ち、有権者意識を報道するため実施する選

挙調査については対象から外している。  

質問について 

 日経世論調査では内閣支持率について「あなたは ABC 内閣を

支持しますか、しませんか」と質問する。「いえない・わからな

い」と回答した人には、再度「お気持ちに近いのはどちらですか」

と問うている。08年 9月から 1度目の質問と重ね聞きの回答比

率を分けて公表している。  

 政党支持率でも「あなたは今、どの政党を支持していますか。

ひとつだけお答えください」と質問。さらに「支持政党なし」「い

えない・わからない」と回答した人に「しいていえば、どの政党

に好意をもっていますか。ひとつだけお答えください」とたずね

ている。それぞれの回答比率を公表したうえで「支持＋好意政党」

の比率を、政党支持率とみなしている。 
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あなたは菅内閣を支持しますか、しませんか。 

43％ 支持する 

50 % 支持しない 

7％ いえない・わからない 

政党支持率 支持または好意を持っている政党 

44 % 自民党 

9 % 立憲民主党 

5％ 公明党 

3％ 日本維新の会 

5％ 共産党 

1％ 国民民主党 

30 % 支持(好意)政党なし 

2％ いえない・わからない 

首相に処理して欲しい政策課題 

菅首相に優先的に処理してほしい政策課題は何ですか。次の 11

個の中からいくつでもお答え下さい。 

70% 新型コロナウイルス対策 

36% 景気回復 

19% 財政再建 

9% 行政・規制改革 

37% 年金・医療・介護 

24% 子育て・少子化対策 

11% 防災 

20% 外交・安全保障 

6% 憲法改正 

15% 地域活性化 

10% 社会のデジタル化 

0% その他 

3% いえない・わからない 

コロナウイルスへの政府の対応 

新型コロナウイルスについて、あなたは日本政府のこれまでの取

り組みを評価しますか、しませんか。 

33 % 評価する 

61 % 評価しない 

4％ どちらともいえない 

1％ いえない・わからない 

緊急事態宣言発令時期 

政府は 1月 7日に首都圏の一部に緊急事態宣言を発令し、13日

には対象地域を拡大しました。あなたはこの発令の時期について

どう思いますか。 

14 % 適切だ 

79 % 遅すぎた 

5％ 宣言を出すべきでなかった 

2％ いえない・わからない 

緊急事態宣言の延長 

政府が発令した緊急事態宣言の期間は 2 月 7 日までです。あな

たは期間を延長すべきだと思いますか、思いませんか。 

45 % 発令中の地域全てで延長すべき 

45 % 一部地域に絞って延長すべき 

6％ 全ての地域で解除すべき 

1％ その他 

3％ いえない・わからない 

店舗への要請の強制力を高める法改正 

新型コロナウイルス対策で、政府や地方自治体による店舗の休業

や営業時間短縮要請には罰則を伴う強制力がありません。強制力

を高める法改正が必要だと思いますか、思いませんか。 

45 % 必要だと思う 

50 % 必要だと思わない 

3％ どちらともいえない 

2％ いえない・わからない 

感染者の入院拒否に対する法改正 

新型コロナウイルスの感染者が入院を拒否した場合に、罰則を伴

う強制力がありません。強制力を高める法改正が必要だと思いま

すか、思いませんか。 

57 % 必要だと思う 

37 % 必要だと思わない 

3％ どちらともいえない 

2％ いえない・わからない 
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五輪の開催時期 

今年の夏に予定している東京オリンピック・パラリンピックの開

催時期についてあなたの考えにもっとも近いものを 1 つだけお

答え下さい。 

15 % 感染対策を徹底して予定通り開催すべき 

36 % 感染拡大が続くなら再延期もやむを得ない 

46 % 感染拡大が続くなら中止もやむを得ない 

2％ いえない・わからない 

今後の日米関係 

あなたは、アメリカのバイデン新大統領のもとで今後の日米関係

がどうなると思いますか。 

23 % 良くなると思う 

7％ 悪くなると思う 

64 % 変わらない 

6％ いえない・かわらない 

日米関係で期待する政策 

日米関係において、バイデン新政権との間で期待する政策を次の

7つの中からいくつでもお答え下さい。 

18% 脱炭素化への協力 

54% 中国や北朝鮮への抑止強化 

21% 自由貿易体制の推進 

13% デジタル分野の国際ルールづくり 

26% 技術流出防止などの経済安全保障 

43% 新型コロナウイルス対策 

29% 在日米軍駐留経費や基地問題の前進 

0% その他 

8% いえない・わからない 

次の首相にふさわしい人 

次の政権の首相にふさわしいと思うのは誰ですか。次の10人か

ら1人だけお答え下さい。 

 6％ 菅義偉 

 7％ 安倍晋三 

 3％ 岸田文雄 

16 % 石破茂 

25 % 河野太郎 

13 % 小泉進次郎 

1％ 茂木敏充 

2％ 野田聖子 

5％ 枝野幸男 

1％その他 

19 % いえない・わからない 

2021年01月 回答者数 1014人 

 

菅内閣「不支持」、「支持」上回る 各社 1 月世論調査 本紙で

50% 理由最多は「指導力不足」  

2021/2/1 11:45情報元日本経済新聞 電子版 

報道各社の 1 月の世論調査で菅義偉内閣を支持しない「不支持

率」が支持率を相次いで上回った。新型コロナウイルスの感染再

拡大への対応の遅れを指摘されたことが影響している。日本経済

新聞社の調査では不支持理由として首相の指導力不足をあげる

回答が最も多かった。 

日経の世論調査で菅内閣を「支持しない」と答えた不支持率は

50%と、2020年 12月の前回調査から 2ポイント上昇した。菅内

閣が発足した20年9月以降、50%台に乗るのは初めて。発足直後

の9月の調査では17%だった。 

内閣の不支持率が 50%に達するのは安倍晋三前政権の 20年 7月

以来となる。7年8カ月続いた第2次以降の安倍前政権は50%を

超えた状態が3カ月以上続いたことはない。 

 

不支持率の高止まりが長引けば安定政権の基盤が揺らぎかねな

い。 

報道各社の調査でも不支持率が支持率を上回る傾向が出た。1月

9～11日に実施したNHKの調査で菅内閣を「支持する」と答えた

人は12月から2・9ポイント低下の39・5%、「支持しない」と答

えた人は4・7ポイント上昇の40・7%で支持と不支持が逆転した。 

1月15～17日に実施した読売新聞の調査、同23～24日に実施し

た朝日新聞の調査でも支持率は 12 月から 6 ポイント下がり、6

～10ポイント上がった不支持率と逆転した。 

政府の新型コロナ対策への不満が反映されたとみられる。日経の

調査で新型コロナを巡る政府のこれまでの対応を「評価しない」

と回答した人は 61%に上った。朝日の調査でも 63%、読売は 66%

でそれぞれ半数を超えた。 

一方で1月23～24日に実施した産経新聞とFNNの合同調査は支

持率が52・3%で不支持率45%を上回った。 

菅内閣を支持しない理由は首相の指導力不足を指摘する声が多

かった。1月9～10日に実施した共同通信の調査で内閣不支持理

由の最多は「首相に指導力がない」の41･2%だった。朝日の調査

では首相が新型コロナ対策で指導力を「発揮していない」と答え

た人が73%に達した。 

日経の調査でも菅内閣を支持しない理由のトップは「指導力がな

い」で55%だった。不支持理由で「指導力がない」が50%を超え

たのは11年7月の菅直人内閣（62%）以来となる。 

当時の菅直人政権は東日本大震災の復興が最大の政策課題だっ

た。衆参両院の多数派が異なるねじれ国会という状況もあり、機

動的な政策決定ができなかった。与党で衆参両院の過半数の議席

をもつ菅義偉政権は国会運営上の制約は少ない。 

野党の勢いも異なる。日経調査で11年7月の政党支持率をみる

と、与党だった民主党は25%で、野党・自民党の32%を下回った。

今年 1 月の状況は、自民党の 44%に対し立憲民主党は 9%にとど

まる。 

報道各社の調査でも自民党の支持率は30～40%台で、立民は1桁

台という構図が相次いだ。 
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内閣支持率から自民党支持率を引いた値は「首相プレミアム」と

呼ばれる。党の支持層以外からどれだけ支持を取り込めるかを示

すとされる。首相の「選挙の顔」としての価値を測る一つの指標

となる。昨年の12月は0ポイント、今回はマイナス1ポイント

だった。政権発足当初22ポイントあった首相プレミアムは消失

した。 

 

新年度予算案 審議日程 4 日から 3 日間の基本的質疑で与野党

合意  

NHK2021年2月1日 19時43分 

  

新年度予算案の審議日程について、衆議院予算委員会の与野党の

筆頭理事が会談し、今週の4日と5日、それに来週の8日の3日

間、菅総理大臣とすべての閣僚に出席を求めて、基本的質疑を行

うことで合意しました。 

政府が提出している新年度＝令和 3 年度予算案の審議日程につ

いて、1日 

夕方、衆議院予算委員会の与野党の筆頭理事が国会内で協議しま

した。 

その結果、新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案が

3日に成立する見通しとなっていることを踏まえ、4日と5日、

それに 8 日の 3 日間、菅総理大臣とすべての閣僚に出席を求め

て、基本的質疑を行うことで合意しました。 

また、質問時間は与党3割、野党7割の割合で配分することで合

意しました。 

一方、野党側は基本的質疑のあとも集中審議などを行うよう求め、

引き続き協議することになりました。 

 

緊急宣言、１カ月延長２日決定 首都圏など１０都府県―医療

逼迫続く、栃木は解除へ 

時事通信2021年02月01日22時05分 

首相官邸に入る菅義偉首相＝１日午前、東京・永田町 

 政府は２日、新型コロナウイルス感染症対策本部（本部長・菅

義偉首相）を開き、首都圏や関西など１０都府県に発令中の緊急

事態宣言の延長を決める。現在の発令期限は７日まで。医療提供

体制が依然厳しい状況を踏まえ、３月７日まで１カ月延ばす。栃

木県については状況が改善しているとみて解除する方針だ。 

 首相は１日夜、首相官邸で関係閣僚と協議した。この後、記者

団に「感染者数は減少傾向にある。しかし、しばらくは警戒が必

要な状況だ」と指摘。宣言の扱いについて「あす（２日）に専門

家の（基本的対処方針等）諮問委員会を開き、それを受けて決定

したい」と明らかにした。 

 感染拡大を受け、政府は１月７日、首都圏への宣言発令を、同

１３日に関西圏や愛知、岐阜、福岡、栃木の７府県への対象拡大

を決めた。首相は７日の記者会見で「１カ月後には必ず事態を改

善させる」と表明し、飲食店の営業時間短縮に的を絞った対策を

講じてきたが、短期間で感染収束に道筋をつけることができなか

った。 

 西村康稔経済再生担当相は２月１日の衆院内閣、厚生労働両委

員会の連合審査で、宣言対象地域について「病床は逼迫（ひっぱ

く）した状態が続いている」と説明。延長については「専門家の

ご意見を頂きながら判断していきたい」と述べた。 

 加藤勝信官房長官は記者会見で、１日の東京都の新規感染者が

３９３人だったことについて、「先週から減少傾向が続いている

が、引き続き警戒が必要な状況だ」と指摘し、今後も都と緊密に

連携して対応する考えを示した。 

 政府は２日、延長方針を諮問委員会に示し、専門家の意見を聴

取する。首相が過去２回、出席を見送っていた衆参両院の議院運

営委員会で事前報告し、この後の対策本部で正式に決定。首相は

記者会見で理由や今後の対応を説明する。 

 宣言は新型コロナ対策の特別措置法に基づく措置。宣言下での

休業・営業時間短縮の命令に反した事業者らに３０万円以下の過

料を新設する同法改正案は３日に成立し、１０日間程度の周知期

間をおいて２月中旬に施行される運び。宣言延長地域は、改正法

の適用対象となる見通し。  

 

緊急事態、今夕延長決定 10都府県3月7日まで 

2021/2/2 05:35 (JST)2/2 05:51 (JST)updated 共同通信社 

JR 東京駅前を歩くマスク姿の人たち＝1 月

27日午前 

 政府は 2 日夕、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急

事態宣言について、発令中の 11 都府県のうち 10 都府県の延長

を決定する。首都圏4都県、東海2県、近畿3府県、福岡県を対

象に7日までの期限を1カ月延ばし、3月7日までとする。栃木

県は解除する。菅義偉首相は記者会見し、早期の感染収束に向け

た協力を国民に呼び掛ける予定だ。 

 政府は 2 日午後、専門家で構成する諮問委員会に宣言の延長

方針を説明し、判断を仰ぐ。その後、首相が衆参両院の議院運営

委員会で事前報告する。続いて政府対策本部で正式決定し、記者

会見に臨む。 

 

GoToトラベル全国停止も延長 政府、再開条件検討急ぐ 

2021/2/1 23:11 (JST)2/1 23:19 (JST)updated共同通信社 

緊急事態宣言の延長に関し、記者の質問に答える菅首相

＝1日夜、首相官邸 

 政府は 1 日、新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣

言の延長に伴い、観光支援事業「Go To トラベル」の全国停止

を 8 日以降も継続する方針を固めた。感染拡大が落ち着いてい

る地域もあるが、当面は人の往来を促す事業を再開する環境には

ないと判断した。2日に正式決定する。 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020100791&g=pol&p=20210201at66S&rel=pv
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 ただ、トラベル事業の停止長期化で、廃業や休業に追い込まれ

る宿泊施設も多く、再開条件や旅行中の感染対策強化について検

討を急ぐ。 

 トラベル事業は昨年 12 月 28 日に全国で停止、緊急事態宣言

の発令で今月7日までの延長を決めていた。2月以降の割引商品

はもともと販売されていない。 

 

しんぶん赤旗2021年2月1日(月) 

行政罰やめ補償を 医療機関の減収補填必要 ＮＨＫ日曜討論 

田村政策委員長が主張 

 日本共産党の田村智子政策委員長は３１日、ＮＨＫ「日曜討論」

に出席し、新型コロナウイルスへの対応などについて各党政策責

任者と討論しました。田村氏は、罰則を導入する新型コロナウイ

ルス感染症対応の特別措置法・感染症法等改定案について「実効

性を考えれば罰則ではなく補償こそ求められている」と主張しま

した。 

 田村氏は、政府案から刑事罰が取り下げられたことについては

「当然だ」としながら、行政罰を盛り込むことに対しては「感染

症の対策に逆行するものであり反対だ」と強調。全国保健所長会

が罰則に懸念を示す意見を公表していることや、時間短縮営業に

応じたくても営業と従業員の生活のために応じられない飲食店、

濃厚接触者として自宅待機になっても傷病手当もなく生活困窮

に陥る非正規雇用者の実態などを紹介し、「安心して休める補償、

感染した場合に療養に専念できる生活保障こそが実効性だ」と語

りました。 

 田村氏はまた、感染して自宅療養となっている人が全国で約３

万５０００人を超え、自宅で死亡する人も相次いでいることを指

摘し、「医療への手だてが切迫している。どう医療体制を確保す

るか、ここに一番、政府の対応が求められている。減収補填（ほ

てん）に踏み出すべきだ」と強調。緊急事態宣言を延長すべきか

を問われたのに対し、「医療の逼迫（ひっぱく）が宣言の大きな

要因となったわけだから、ここの解決が見られなければ宣言解除

は困難な状況だと思う」と述べました。 

 ワクチン接種の課題について問われた田村氏は、安全性と有効

性の十分な確認と国民への情報公開が大前提だとした上で、「ワ

クチン接種を進める上で、医師・看護師の体制が確保できるかが

一番の課題だ」と強調。感染者の治療やＰＣＲ検査を続ける中で

ワクチン接種のための地域の体制を築くためにも、医療機関への

減収補填が必要だと強調しました。 

 

しんぶん赤旗2021年2月1日(月) 

感染対策 追加は必須 命・生活守れぬ３次補正予算 野党が

提案 医療減収補填・検査拡充・給付金再開こそ 

 自民、公明両党と日本維新の会は第３次補正予算を成立させま

したが、新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、深刻化する

医療・検査体制、国民の暮らしと営業を支えるには極めて不十分

な内容です。野党が第３次補正予算の組み替え案で求めた、医療

機関への減収補填（ほてん）や検査の普及促進、生活困窮者への

給付金や持続化給付金制度の再開などを実現するための追加の

対策が不可欠です。 

 菅政権が緊急事態宣言前に編成した第３次補正予算は、総額１

９兆円のうち新型コロナ対策費がわずか４・3兆円。一方で、「Ｇ

ｏ Ｔｏ」事業など不要不急な予算が含まれる「ポストコロナに

向けた経済構造の転換」「国土強靱（きょうじん）化の推進」な

どに予算の約８割が振り向けられる偏った内容となっています。 

 野党は、「Ｇо Ｔｏ」事業など不要不急の予算を削り、国民

が求める「コロナ集中対策」予算に抜本的に組み替えるよう提案

（図）。新型コロナに対応するための医療支援、検査拡充、暮ら

し・営業支援に回すよう具体的に求めました。野党の組み替え案

は自民、公明などの反対で否決されましたが、野党は、持続化給

付金、家賃支援給付金の第２弾の支給など、新型コロナ対策を組

み替え案の方向に変えるため、引き続き追及していく構えです。 

 菅義偉首相は、第１次補正予算、第２次補正予算に盛り込んだ

１１・５兆円の予備費の残りも新型コロナ対策に充てるとしてい

ますが、その予備費残額は３兆８１４４億円にすぎません。新型

コロナによる危機的な状況下で不要不急の事業に予算を振り向

けた菅政権の姿勢が問われています。 

 

 

コロナ対策法案、３日成立 衆院通過、刑事罰を削除 

時事通信2021年02月01日19時22分 

新型コロナ対策の特別措置法などの改

正案を賛成多数で可決した衆院本会議＝１日午後、国会内 

 新型コロナウイルス対策の感染症法、特別措置法などの改正案

は１日の衆院本会議で、与党や立憲民主党などの賛成多数で可決、

参院に送付された。感染症法改正案は入院を拒否した人への行政

罰導入が柱。特措法改正案は緊急事態宣言の前段階として「まん

延防止等重点措置」を新設する。参院審議を経て、３日に成立す

る見通しだ。 

 自民、立憲両党は入院を拒否した人らを対象とする刑事罰導入

を撤回するなどの修正で合意。これに基づき、本会議に先立つ内

閣委員会で改正案は修正可決された。 

 重点措置に関しては「国会へ速やかに報告する」との付帯決議

を行った。営業時間短縮などに応じた事業者支援については「経

営への影響の度合い等を勘案し、要請に十分な理解を得られるよ

うにする」と明記した。  

 

コロナ特措法が衆院通過 与野党、修正で刑事罰削除 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020100740&g=pol&p=20210201at87S&rel=pv
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2021/2/1 18:48 (JST)2/1 19:03 (JST)updated共同通信社 

新型コロナ特措法と感染症法の改正案

が可決した衆院本会議＝1日午後 

 新型コロナウイルス対策を強化するためのコロナ特別措置法

と感染症法の改正案は1日の衆院本会議で、自民、立憲民主、公

明、日本維新の会4党などの賛成多数により可決、衆院を通過し

た。可決されたのは、4党が衆院内閣委員会に提出した刑事罰を

削除した修正案。新設する「まん延防止等重点措置」の基準の明

確化をはじめ27項目の付帯決議も採択した。 

 改正案は 2 日に参院で審議入りし、本会議と委員会の質疑を

経て3日に成立する見通しだ。 

 付帯決議では、まん延防止措置に関し、政府の対策分科会が示

した感染状況に関するステージ別の指標との関係を明らかにす

るよう要請。 

 

コロナ関連法改正案、衆院通過 修正で刑事罰削除 付帯決議

で私権制限への配慮要求 

毎日新聞2021年2月1日 20時35分(最終更新 2月1日 22時

25分) 

国会議事堂＝川田雅浩撮影 

 新型コロナウイルス対策の根拠となる新型インフルエンザ等

対策特別措置法や感染症法などの改正案は 1 日、衆院本会議で

自民、公明、立憲民主党、日本維新の会の4党などの賛成多数で

可決し、衆院を通過した。これに先立つ衆院内閣委員会では付帯

決議が採択された。付帯決議は緊急事態宣言の前段階として新設

される「まん延防止等重点措置」に伴う私権制限の抑制について、

「（緊急事態宣言の場合）より一層配慮すること」と求めた。  

 衆院を通過したのは4党が1日提出した修正案。自民、立憲の

修正協議の合意内容を反映し、罰則から刑事罰を削除した。入院

拒否者に対する罰則を「1年以下の懲役または100万円以下の罰

金」から「50万円以下の過料」の行政罰に修正するなどした。  

 付帯決議には法的拘束力はないが、政府は尊重することを求め

られる。営業時間短縮要請などのまん延防止等重点措置について、

付帯決議は休業要請や全面的な外出自粛要請などを「含めない」

とした。時短に伴う事業者支援について、野党は「罰則と十分な

補償はセット」と明確な規定を求めたが、「経営への影響の度合

い等を勘案」するとの表現にとどめた。  

 まん延防止等重点措置を適用できない「正当な理由」が認めら

れる場合を具体的にガイドラインで「明確に示すこと」と明記。

重点措置をとる場合には、あらかじめ有識者の意見を聞き、国会

に「速やかに報告すること」とも規定した。ただし、野党が求め

た「事前報告」は盛り込まれなかった。  

 西村康稔経済再生担当相は 1 日の衆院内閣委で、まん延防止

等重点措置について、感染状況が4段階で2番目に悪い「ステー

ジ3（感染急増）」相当での適用を想定していると説明した。  

 改正案は 2日に参院で審議入りし、3日の参院本会議で可決、

成立する見通しだ。【堀和彦、飼手勇介】  

 

コロナ関連法改正案、審議は異例の「4階建て」 一部野党は国

会軽視と批判 

毎日新聞2021年2月1日 19時49分(最終更新 2月1日 20時

48分) 

国会議事堂＝川田雅浩撮影 

 1 日に衆院を通過した新型コロナウイルス対策を強化する特

別措置法と感染症法の改正案は、「4 階建て」とされる異例の審

議過程で採決に至った。国民民主党の玉木雄一郎代表は「国会軽

視」と批判。採決では国民民主、共産両党が反対。立憲民主党幹

部は「党方針に従わない人が出るかもしれない」と懸念していた

が、全員が賛成した。  

 1 日の審議は①衆院内閣委員会②内閣委と厚生労働委の連合

審査③内閣委での与野党修正案の趣旨説明④内閣委での採決―

―を経て本会議で採決を行った。3日成立に向け審議を急ぐため

で、賛成した立憲中堅も「過去にほとんど例がない過密な審議だ」

と認める。  

 拙速な審議に対し、野党は「私権制限を伴う新たな措置を導入

する。国会でしっかりした議論が求められる」（玉木氏）、「極め

て（審議が）短い。十分な審議を求めたい」（共産の田村智子政

策委員長）と注文を付けた。【堀和彦】  

 

衆院内閣委、27 項目の付帯決議採択 特措法・感染症法改正案

で  

日経新聞2021/2/1 18:20 

衆院内閣委員会は 1 日、新型コロナウイルスに対応する特別措

置法と感染症法の改正案について27項目の付帯決議を採択した。

緊急事態宣言を発令する前段階で新設する「まん延防止等重点措

置」を講じる際、専門家が示した感染状況を参考に客観的な基準

をあらかじめ示すよう求めた。 

同措置を実施する際は事前に専門家の意見を聞くよう促した。対

象地域を変更する場合や延長する場合も「国会へ速やかな報告」

を要請した。 

営業時間の短縮などに協力した事業者だけでなく、所得が減少し

ている国民や時短要請の対象外の事業者にも「万全の財政・金融

政策を講じる」と記した。 

入院を拒否した患者に科す過料に関しては「具体例など判断材料

をできる限り明確に示す」よう訴えた。 

西村康稔経済財政・再生相は1日の衆院内閣委で「趣旨を十分尊

重する」と述べた。 

 

罰則の判断あいまいのまま…コロナ関連法改正案、課題残して

衆院通過  

東京新聞2021年2月1日 20時42分  

 新型コロナウイルス対策の関連法改正案は２９日、当初の政府

案に盛り込まれた刑事罰を外すなどの修正をした上で、衆院本会
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議に緊急上程され、自民、立憲民主、公明、日本維新の会の各党

の賛成多数で可決した。共産、国民民主両党は反対した。刑事罰

は前科とならない行政罰に変更されたが、罰則適用の可否を判断

する線引きが不明確なままなど、課題も残る。  

 本会議に先立つ衆院内閣委員会では、改正案に基づく休業要請

に応じた事業者への十分な財政支援などを政府に求める付帯決

議を、自民、立民、公明、国民各党の賛成多数で採択した。共産、

維新は反対した。改正案は要請に応じた事業者への財政支援を義

務付けたが、政府は事業規模を踏まえた給付には否定的だ。  

◆知事による休業などの強制は認めず 

 内閣委では、西村康稔経済再生担当相が緊急事態宣言前でも私

権制限を可能とする「まん延防止等重点措置」の実施要件につい

て、感染状況が２番目に深刻な「ステージ３での適用を想定して

いる」と説明。ステージ２でも該当する場合があると指摘した。  

 重点措置を実施しても、都道府県知事が、事業者に対する休業

や、全面的な外出自粛の要請などの厳しい私権制限を行うことは

認めないと明言した。  

 西村氏は、事業者への財政支援を求めた付帯決議を尊重する意

向を表明したが「何千万円も売り上げがある店舗に税金で手当て

するのか」と、事業規模に応じた給付には否定的だった。  

◆入院拒否の「正当な理由」に「わかりやすい基準を」 

 田村憲久厚生労働相は、患者が入院を拒否しても行政罰が適用

されない例として、子育てや介護の必要性がある場合を挙げた。

罰則の対象とならない「正当な理由」については、法成立後に「分

かりやすい基準を示したい」と語った。  

 衆院本会議では、国民民主党の浅野哲氏が「私権制限を創設す

る重要な法改正にもかかわらず、衆院の審議が実質１日というの

は全く不十分」と批判した。改正案は参院で２日に審議入りし、

３日にも成立する見通し。（山口哲人）  

 

宣言地域の感染者減少も「重症・死者数は過去最多の水準」  

読売新聞2021/02/02 05:00  

 新型コロナウイルス対策を検討する厚生労働省の助言機関は

１日、感染状況について「重症者数、死亡者数は過去最多の水準。

減少には一定の期間が見込まれる」という見解をまとめた。緊急

事態宣言の対象地域の１１都府県で新規感染者数の減少はみら

れたが、大半の地域で医療提供体制は依然として厳しい状態が続

いていると指摘した。 

 政府の集計では、対象地域のうち１月３１日時点の直近１週間

の人口１０万人あたりの新規感染者数は、東京、大阪など６都府

県で最も深刻な「ステージ４」相当だったが、栃木、愛知、兵庫

など５県では、解除の目安となる「ステージ３」相当以下になっ

た。感染ピーク時に確保を想定する全入院者の病床の使用率は、

９都府県で「ステージ４」相当だった。 

 助言機関は、宣言発令で飲食店が営業時間の短縮に協力したこ

となどで感染者数が減ったと評価。一方、医療機関や福祉施設で

クラスター（感染集団）が発生し、重症化のリスクが高い８０～

９０歳代の感染者が減っていないと指摘した。 

 

ワクチン接種、自治体への補助倍増 河野氏表明  

日経新聞2021/2/1 19:00 

自治体向け補助の倍増を表明する河野規制改

革相（1日、内閣府） 

河野太郎規制改革相は 1 日、新型コロナウイルスのワクチン接

種に関する自治体向けの財政措置を倍増させると表明した。内閣

府で記者団に「当初想定していた個々の自治体への補助上限額が

ほぼ倍増になる」と語った。 

政府はワクチン接種体制の確保に向け、2020年度第 3次補正予

算や予備費でおよそ1500億円を計上していた。今回、厚生労働

省が既定の予算から財源を捻出し、ほぼ倍増となる3000億円弱

に拡充する。 

河野氏は「当初示した補助の上限では足りないという声が多かっ

た」と述べた。「今回倍増させることで、ほとんどの自治体で必

要額を賄える」と指摘した。国の補助を活用する期限に関し「9

月末までこの費用でやってほしい。10 月以降は別途、財政措置

を考える」と話した。 

補助の使い道については接種事業を担う自治体職員の超勤手当

のほか、非常勤職員やアルバイトの人件費にも使えると説明した。

河野氏は「財政的な負担が自治体に重くのしかかることはない」

と強調した。 

ワクチンの接種費用を巡っては全国市長会が1月27日、政府に

要望していた。集団接種を実施する場合に医師を確保する経費や

接種会場の使用料などに関し、自治体の負担が生じないよう財政

措置を求めた。 

 

「自己責任違う。政治に責任」コロナ禍の窮状に枝野氏 

朝日新聞デジタル吉川真布2021年2月1日 12時00分  

 立憲民主党が31日にオンライン形式で開いた党大会で、枝野

幸男代表らの演説には、コロナ禍で生活に苦しむ人々の声が多く

盛り込まれていた。 

 枝野氏は、「日本の新型感染症対策における最大の障害は、政

府の姿勢だと言わざるを得ない。国民生活の現場が見えていない。

国民に丁寧に説明し、呼びかける言葉を持っていない」と菅政権

を批判した。 

 続けて「私たちは、昨年はじめの感染拡大以降、さまざまな場

所で、専門家や支援者、誰よりも当事者のみなさんに直接お話を

聞く場を重ねてきた」と語り、立憲がヒアリングなどで聞いてき

た飲食店従業員などの声を演説に盛り込んだ。 

オンラインで開かれた立憲民主党の定

期大会であいさつする枝野代表=2021年1月31日午後1時5分、

東京都内のホテル、代表撮影 

 子育てをしながら大手飲食チェーンでアルバイトとして働い

てきた女性が休業支援金を受け取れず、「政治は私たちを見捨て

るんでしょうか」と涙をこらえながら訴えたことなどを紹介した。 

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/枝野幸男.html
http://www.asahi.com/topics/word/ヒアリ.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210131001880.html
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 その上で、枝野氏は「今、苦しい立場に追いやられている方々

は、本当に自助努力が足りないのか」「遅きに失した政府の対応

によって、廃業や倒産、解雇の危機にひんしている飲食業界は、

自己責任でしょうか」「子どもを育てるためにパートで家計を支

えていた女性が、休業支援金を受け取れず、生活の見通しが立た

ないのは自己責任でしょうか」と指摘し、「断じて違う。政治に

こそ責任がある」と訴えた。 

 コロナ禍で生活に苦しむ当事者をめぐっては、立憲の川内博史

衆院議員が衆院予算委で、「救えるのは首相しかいない」として、

「彼ら、彼女らにお会いいただき今の状況というものをしっかり

と把握しようと、ここで約束していただけないか」と直談判。首

相が「それは、させていただく」と応じたことから、29日に、休

業支援金を受け取れない大企業の非正規労働者やシングルマザ

ーら6人と首相との面会が実現した。 

コロナによって困窮している当事者らと、菅

義偉首相の面談を終え会見する立憲民主党の川内博史衆議院議

員=2021年1月29日午後6時6分、首相官邸、恵原弘太郎撮影 

 当事者らは、首相に対し、休業支援の対象とならない大企業の

非正規労働者を対象にすることや、低所得の子育て世帯に、子ど

もの入学や進級に備えた給付金を支給することを要望。首相は

「今ある制度を含めて何らか検討する」と述べた。（吉川真布） 

 

菅首相「国民におわび」 与党議員のクラブ訪問 

時事通信2021年02月01日22時15分 

与党議員による深夜の東京・銀座のクラブ訪

問について陳謝する菅義偉首相＝１日夜、首相官邸 

 菅義偉首相は１日夜、与党議員が新型コロナウイルスに関する

緊急事態宣言下の深夜に東京・銀座のクラブを訪れていた問題に

ついて「国民に無理をお願いしている中で、政治家は自ら襟を正

さなければいけない。こうしたことは誠に遺憾だ」と述べた上で

「私から改めて国民におわびしたい」と陳謝した。 

 田野瀬太道、大塚高司両衆院議員のクラブ訪問を把握したのは

「きょうだ」と説明。田野瀬氏の文部科学副大臣更迭に関しては

「緊急事態宣言下で深夜まで会食し、きょうまで明らかにしなか

った」と語った。首相官邸で記者団の質問に答えた。  

 

菅首相陳謝 緊急事態宣言中に深夜の飲食店出入りで離党や更

迭  

NHK2021年2月1日 22時32分 

 

緊急事態宣言が続く中、深夜まで飲食店に出入りしていた田野瀬

文部科学副大臣を更迭したことなどについて、菅総理大臣は「国

民に無理をお願いしている中、政治家はみずから襟を正さなけれ

ばならない。私からおわびしたい」と陳謝しました。 

新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が続く中、深夜ま

で飲食店に出入りしていた責任をとりたいとして、自民党の松本

元国家公安委員長、田野瀬文部科学副大臣、大塚国会対策副委員

長の3人が1日離党し、田野瀬氏は副大臣を更迭されました。 

これについて菅総理大臣は 1 日夜、総理大臣官邸で記者団に対

し「緊急事態宣言下で、深夜まで会食をして、きょうまで明らか

にしなかった。そうしたことを受けて、田野瀬文部科学副大臣を

更迭した」と述べました。 

そして離党した 3 人について「国民にこれだけの無理をお願い

している中、政治家はみずから襟を正さなければならず、誠に遺

憾だ。私から改めて国民におわびしたい」と述べ、陳謝しました。 

一方菅総理大臣は、去年12月、みずからが5人以上の会食に参

加したことについて「私のことは大変申し訳ないと思っている」

と述べたほか、坂本一億総活躍担当大臣が先月、感染が確認され

た自民党の石原元幹事長らと昼に会食していたことについては

「しっかりしたルールのもとに行われたと理解している」と述べ

ました。 

 

公明・遠山氏が議員辞職 自民・松本氏ら３氏離党―緊急事態下

クラブ訪問で引責 

時事通信2021年02月01日20時58分 

自民党へ離党届を提出した後、謝罪する

（左から）大塚高司、松本純、田野瀬太道の３氏＝１日午後、東

京・永田町の同党本部 

 

 新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言下の深夜に東京・銀

座のクラブを訪れていた公明党の遠山清彦前幹事長代理（５１）

が１日、衆院議員を辞職した。自民党の田野瀬太道文部科学副大

臣（４６）と大塚高司国対副委員長（５６）が松本純元国家公安

委員長（７０）のクラブ滞在に同席していたことも判明。離党勧

告を受け、３氏は離党した。 

 緊急事態宣言で国民に外出を控えるよう求める中、政府・与党

に自粛破りが相次いで発覚し、国民の反発が強まるのは必至。菅

義偉首相の政権運営に大きな打撃となりそうだ。 

 遠山氏は比例代表九州ブロック選出。１日、議員辞職願を大島

理森議長に提出し、本会議で許可された。近く繰り上げ当選者が

決まる見通し。 

 遠山氏をめぐっては１月２９日に資金管理団体によるキャバ

クラへの支出も明らかになり、幹事長代理を辞任していた。遠山

氏は１日、「国民の政治への信頼を深く傷つけてしまった」と記

者団に陳謝。出馬予定だった神奈川６区を含め「次の選挙に立候

http://www.asahi.com/topics/word/シングルマザー.html
http://www.asahi.com/topics/word/シングルマザー.html
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=d462d2de0acc7cc800585af281ca110d&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2f059b462b0d35c1edf1a26f949793b1&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=71b242c8d5b767f4f5b06922f22ae3e9&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=d462d2de0acc7cc800585af281ca110d&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2f059b462b0d35c1edf1a26f949793b1&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=0889d58e6a0ce9641e03f9607141290a&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2c4aa0ecb026cf6342b08f262cca50d6&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2c4aa0ecb026cf6342b08f262cca50d6&c=syu
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210131001884.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020101178&g=pol&p=20210201atG4S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020100614&g=pol&p=20210201at62S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020100614&g=pol&p=20210201at99S&rel=pv
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補する意思は持っていない」と述べた。 

 首相は田野瀬氏を首相官邸に呼び、副大臣更迭を伝達。後任に

丹羽秀樹衆院議員を起用した。大塚氏は役職を辞任。自民党は松

本氏らに離党を勧告、３氏は離党届を提出し受理された。 

 松本氏は衆院神奈川１区、田野瀬氏は衆院奈良３区、大塚氏は

衆院大阪８区選出。松本氏は通常国会召集日の１月１８日、都内

のイタリア料理店を訪れた後、銀座のクラブ２軒をはしごし、午

後１１時すぎまで滞在。田野瀬、大塚両氏は１軒目と３軒目で同

席していた。 

 松本氏はこれまで「（店に行ったのは）一人だった」と繰り返

しており、虚偽の説明をしていたことになる。これについて松本

氏は１日、記者団に「実は後輩２人と訪問していた。前途ある彼

らをかばいたい思いだった」と釈明した。 

 議員辞職に関しては、３氏とも後援会と相談したいなどとして

明言を避けた。  

 

公明の遠山議員、辞職願を提出 緊急事態中にクラブへ 

朝日新聞デジタル2021年2月1日 11時42分  

会見で謝罪する公明党の遠山清彦衆院

議員=2021年 2月 1日午前 11時 7分、東京・永田町、瀬戸口翼

撮影 

 
 公明党の遠山清彦衆院議員（比例九州ブロック）は1日、議員

辞職願を大島理森衆院議長あてに秘書を通じて提出した。緊急事

態宣言下の深夜に東京・銀座のクラブを訪れたことが批判を浴び、

1月29日に党幹事長代理を辞任していた。 

 遠山氏は1日、国会内で記者団に「政治への信頼を深く傷つけ

てしまったことに対して心からおわびしたい。次の選挙で立候補

する意思は持っていない」と述べた。 

 遠山氏は、自らが代表を務める資金管理団体からキャバクラや

スナック4軒での飲食代計約11万円を支出していたことも判明。

総務省に政治資金収支報告書の修正を届け出ていた。 

 遠山氏は 2001年に参院議員に初当選。2期務めた後に、衆院

にくら替えし、現在4期目。財務副大臣を務めた。千葉県出身の

51歳。 

 

公明・遠山氏、深夜の銀座クラブ訪問で政界引退 衆院神奈川6

区での擁立白紙に 

毎日新聞2021年2月1日 19時30分(最終更新 2月1日 20時

33分) 

記者会見で議員辞職を表明し、頭を下げる

公明党の遠山清彦衆院議員＝衆院第 2議員会館で 2021年 2月 1

日午前11時6分、竹内幹撮影 

 公明党の遠山清彦衆院議員（51）＝比例代表九州ブロック＝は

1日、大島理森衆院議長宛てに議員辞職願を提出し、同日の本会

議で許可された。新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣

言下の深夜に東京・銀座のクラブを訪問した問題などの責任を取

った。同党は次期衆院選で遠山氏を神奈川 6 区から擁立する方

針だったが撤回し、遠山氏は政界を引退する。  

 遠山氏は1日、国会内で記者団に「国民の政治への信頼を深く

傷つけた。このような形で政界を離れる結果になったことに改め

ておわび申し上げたい」と謝罪。今後の政治活動について「神奈

川6区を含め、どこかで立候補する意思は持っていない」と述べ

た。  

 遠山氏は1月22日、深夜まで東京・銀座の会員制クラブを知

人と訪問したと、同26日の週刊文春電子版が報じた。また、2019

年の政治資金収支報告書にキャバクラなどの飲食費計11万円を

計上したことも発覚した。1月 29日に党幹事長代理を辞任した

が、自身や公明党への批判は収まらず、「より重い決断をしなけ

れば信頼回復はできない」と判断。同31日に党幹部や支持者ら

と協議して議員辞職を決意したという。  

 山口那津男代表は1日、記者団に「国民の皆様に強い政治不信

をもたらしたことを党を代表しておわびする」と陳謝し、神奈川

6区の対応は「今後地元の皆さんと話し合い対応を検討する」と

述べるにとどめた。 遠山氏の辞職に伴い、比例九州ブロックの

公明党名簿から落選した候補者が繰り上げ当選する見通し。【木

下訓明】  

 

深夜クラブ訪問、田野瀬文科副大臣を更迭 後任に丹羽氏 

朝日新聞デジタル2021年2月1日 16時58分  

自民党に離党届を提出した後の会見で頭を

下げる（左から）大塚高司、松本純、田野瀬太道の3氏=2021年

2月 1日午後 3時 11分、東京・永田町の自民党本部、恵原弘太

郎撮影 

 

 加藤勝信官房長官は 1 日の記者会見で、緊急事態宣言の最中

に松本純衆院議員とともに深夜の東京・銀座のクラブを訪れてい

た田野瀬太道・文部科学副大臣を更迭し、後任に自民党の丹羽秀

樹衆院議員を充てると発表した。持ち回り閣議で決定し、同日中

に認証式を終える予定という。 

 加藤氏は「現在、緊急事態宣言の中で国民にご不便やご苦労を

かけている。そうした中でこうした対応があったことは甚だ遺憾

であり、政府として国民におわびを申し上げたい」と述べた。菅

義偉首相は1日昼、首相官邸で田野瀬氏と面会し「今回の対応は

あってはならないことだ」などと更迭方針を伝えたという。 

 田野瀬氏は 1日昼に加藤氏と官邸で面会した際、1月 18日夜

https://www.jiji.com/jc/giin?d=ec9441cc069df1eab4863aff68f8a533&c=syu
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001103.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001103.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001103.html
http://www.asahi.com/topics/word/公明党.html
http://www.asahi.com/topics/word/遠山清彦.html
http://www.asahi.com/topics/word/比例九州.html
http://www.asahi.com/topics/word/大島理森.html
http://www.asahi.com/topics/word/衆院議長.html
http://www.asahi.com/topics/word/緊急事態宣言.html
http://www.asahi.com/topics/word/緊急事態宣言.html
http://www.asahi.com/topics/word/資金管理団体.html
http://www.asahi.com/topics/word/総務省.html
http://www.asahi.com/special/seijishikin/
http://www.asahi.com/area/chiba/
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001939.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001939.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001939.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001939.html
http://www.asahi.com/topics/word/加藤勝信.html
http://www.asahi.com/topics/word/官房長官.html
http://www.asahi.com/topics/word/緊急事態宣言.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/丹羽秀樹.html
http://www.asahi.com/topics/word/丹羽秀樹.html
http://www.asahi.com/topics/word/持ち回り閣議.html
http://www.asahi.com/topics/word/緊急事態宣言.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅政権発足へ.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅政権発足へ.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001103.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001105.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201000809.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001939.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001940.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001946.html
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に松本氏と会食していた事実を認め、「非常に軽率な行為であり、

深く反省している」などと陳謝。松本氏が「1 人で行っている」

などと記者団に語っていたことを踏まえ、「松本議員との関係で

なかなか申すことができなかった」と釈明していたという。 

 

「兄貴」と慕う上下関係が裏目に 深夜会食で離党の自民３氏 

産経新聞2021.2.1 16:59 

 自民党の松本純前国対委員長代理が緊急事態宣言発令中の東

京都内で深夜まで銀座のクラブを訪れていた問題は、新たに田野

瀬太道文部科学副大臣と大塚高司国対副委員長が同席していた

ことが判明し、自民に激震が走った。田野瀬氏が文科副大臣を更

迭されたうえで、３氏が離党する事態に発展した。これまで「１

人で行った」と説明していた松本氏は後輩を守るために嘘をつい

たことを認め、結果的に自民の傷口を広げた。国会で野党から追

及を受ける菅義偉（すが・よしひで）首相にとっても大きな打撃

となる。 

 松本氏と田野瀬氏、大塚氏の仲の良さは永田町では有名で、頻

繁に酒席を共にしていた。田野瀬氏は昨年９月に副大臣に就任す

る前まで国対副委員長を務め、大塚氏は松本氏を「兄貴」と慕っ

ていた。松本氏も２人を高く評価するなど、深い信頼関係が築か

れていた。 

 今回の問題が発覚する端緒となったのは、週刊新潮ウェブ版が

１月２６日に配信した記事だ。松本氏が同月１８日午後１１時過

ぎまで銀座のクラブなど飲食店３軒をはしごしたと報じられ、松

本氏は同２６日、記者団に事実関係を認めたうえで「店には１人

で訪れた」と説明した。 

 当初、松本氏は党役職の辞任を否定したが、社会的な反響が大

きく、同２９日に国対代理の辞職に追い込まれた。ただ、松本氏

はこの期に及んでも、１人で行ったとの説明を「変わりない」と

記者団に語っていた。 

 ある党幹部は「松本氏は、一緒にいた人をかばったんだろう」

と沈痛な面持ちで語ったが、結果的に２人は同席を認めた。３氏

は今月１日に党本部を訪れ、二階俊博幹事長から離党勧告を受け

た。 

 これを受け入れた松本氏は同日、「１人だったと説明したが、

実は後輩議員２人と共に訪問した。事実と違うことを申し上げ、

心からおわびしたい」と虚偽の説明だったことを明らかにし、頭

を下げた。 

 田野瀬氏も記者団に「松本氏が私たち２人をかばおうとしてい

るのを知っていた。心苦しかった」と釈明した。一連の危機管理

上の失態が傷口を広め、党全体のイメージを悪化させたといえる。 

 松本氏は麻生派（志公会）、田野瀬氏は石原派（近未来政治研

究会）、大塚氏は竹下派（平成研究会）に所属している。いずれ

の派閥も昨年の党総裁選で首相を支持した。 

 首相は１日、官邸を訪れた田野瀬氏を厳しく叱責したうえで、

文科副大臣を更迭する意向を伝えた。党関係者は「重要法案を審

議する大事な国会中に足を引っ張るとは何事か」と語気を強めた

が、自民党全体の「気の緩み」が印象づけられたのは間違いない。

公明党の遠山清彦衆院議員の議員辞職と合わせ、秋までに行われ

る衆院選に向け、与党は抜本的な戦略の見直しを迫られる。 

 

ウソが傷口拡大 自民３議員離党 公明は議員辞職 危機意識

乏しい与党  

産経新聞2021.2.1 20:33 

 自民党の松本純前国対委員長代理が緊急事態宣言下の東京都

内で深夜まで銀座のクラブを訪れていた問題は、同党の２議員の

同席が新たに判明し、３人が離党に追い込まれた。虚偽の説明は

新型コロナウイルスへの危機意識の乏しさを浮き彫りにし、支持

率回復の兆しがあった菅義偉（すが・よしひで）内閣には打撃と

なった。深夜会合などが批判された公明党の遠山清彦前衆院議員

の辞職も、与党の次期衆院選戦略に悪影響を与えかねない。 

 「改めて、党を挙げて信頼回復に努力したいと考えている」 

 自民の二階俊博幹事長は１日の記者会見で、３人が離党したこ

とを陳謝した。 

 事態を深刻化させたのはクラブに「１人で行った」と一貫して

説明していた松本氏だった。同日に２人が同席を認め、ウソが発

覚。同席した田野瀬太道元文部科学副大臣は同日、記者団に「松

本氏が私たち２人をかばおうとしているのを知っていた。心苦し

かった」と釈明した。 

 不祥事が小出しに明らかになったことで自民の傷口は広がり、

対応は後手に回った。閣僚経験者は「危機管理としてウソが最も

良くない。（新型コロナのワクチン対策などへの期待から）底を

打ったとみられた内閣支持率も厳しくなる」との見方を示した。 

 遠山氏の不祥事では、清廉なイメージを定着させてきた公明に

批判の矛先が向かった。深夜会合が発覚した１月２６日以降、党

本部には「議員を辞めるべきだ」との声が殺到。支持母体の創価

学会への抗議の電話も鳴りやまなかった。 

 多くの会員が反発した集団的自衛権の限定行使を可能にする

安全保障関連法（平成２７年成立）を引き合いに、学会幹部は「ク

レームは安保法制の比ではない」と頭を抱えた。 

PR 次期衆院選への影響も懸念される。特に候補者が比例代表か

ら選挙区に転じ、初陣となる東京１２区や広島３区では厳しい戦

いを強いられそうだ。山口那津男代表は今月１日、記者団に「（選

挙への）影響を最小限に食い止められるよう、最大の努力をした

い」と述べたが、明るい材料は見いだせていない。（力武崇樹、

今仲信博） 

 

認識甘く、対応遅れ…政府・与党、緊急事態延長前に処分 自民・

公明幹部らの銀座クラブ問題  

東京新聞2021年2月1日 20時45分  

 緊急事態宣言下、自民、公明両党の幹部らが深夜に東京・銀座

のクラブを訪れていた問題を巡り、政府・与党は当初、謝罪で済

ませる考えだった。世論の反発で当事者が役職辞任した後も批判

が収まらないと、ようやく議員辞職や離党などの厳しい対応に転

じた。軽率な行動への認識の甘さが対応の遅れにつながった。（清

水俊介）  

◆申し出前に先手 

 「あってはならないことだ」。菅義偉首相は１日、松本純元国

家公安委員長とともに銀座のクラブを訪問していたことを報告

した田野瀬太道文部科学副大臣に、厳しい口調で副大臣の更迭を

言い渡した。  

 松本、田野瀬両氏と、ともにクラブを訪れた大塚高司衆院議院
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運営委員会理事の３人はその後、自民党の二階俊博幹事長から離

党勧告を受け、離党届を提出した。３人が申し出る前に、党総裁

の首相や幹事長が厳しく対応した形を取った。  

 政府・与党は当初、松本氏と公明党の遠山清彦衆院議員の深夜

外出が発覚しても、深刻に受け止めなかった。政権幹部は「外出

自粛をお願いしているが、夜１０時に出歩いていけないというも

のでもない」と語っていた。首相は２７日の参院予算委員会で陳

謝したが各議員の進退には言及しなかった。  

◆役職辞任後、急転 

 世論の批判を受けた先週末の１月２９日に松本、遠山両氏は党

の役職を辞任したが、公明党の石井啓一幹事長は「信頼回復のた

めに、おわび行脚をしていただく」と遠山氏の議員辞職を否定し

た。  

 しかし、週が明けると遠山氏は一転して議員辞職した。対応の

遅れを指摘した記者団に、公明党の山口那津男代表は「重い判断

を本人が下した。それに至る経過を今は申し上げない」と述べる

にとどめた。  

議員辞職を表明した遠山清彦氏について、記者の質問に答える公

明党の山口代表 

 政府・与党が厳しい対処に転じたのは、今月７日までの緊急事

態宣言を延長し国民に外出自粛などの継続を求めなければなら

ないためだ。  

 首相は２日、宣言の延長を報告する衆参両院の議院運営委員会

に出席する。先月７日の発令時には、野党が求めた首相の出席を

与党が拒否し、西村康稔経済再生担当相が議運委に出席したが、

今回は与党も首相の出席を受け入れた。  

 自民党の森山裕国対委員長は記者団に「３人の国会議員の問題

について、首相から経過のご報告をいただきたい」と理由を説明

した。  

 

「かばっていたの知っていた」「どうしたらいいかと思う日々」

自民・松本氏と銀座クラブで訪問の田野瀬、大塚氏  

東京新聞2021年2月1日 18時37分  

 自民党の松本純、大塚高司、田野瀬太道の衆院議員３氏は１日、

離党勧告を受けた後、そろって記者団の取材に答えた。主なやり

とりは次の通り。 

 

 松本氏 １人で飲食店を訪問したと説明したが、実は後輩議員

２人とともに訪問した。前途有望な彼らには、これからのことも

ある。かばいたいという思いから１人と説明した。かばったこと

によって、両議員は本当のことを言い出せない状況にあったので

はないか。離党勧告に応じて離党届を提出する手続きを済ませた。

一連の問題に関し、心からおわび申し上げる。誠に申し訳ない。  

 ―松本氏の謝罪から１週間近く。この間、他の２人の思いは。  

 田野瀬氏 私たち２人をかばっていたのを知っていたので、本

当に心苦しい思い、申し訳ない思いで日々を過ごしていた。  

 大塚氏 どうしたらいいのか、どうしたらいいのかと思う日々

が続いていた。  

 ―３人で口裏合わせをしたのか。  

 松本氏 それはない。  

 ―当初、松本氏は店から要望・陳情を受けるために訪れたと説

明していたが。  

 松本氏 それはその通り。  

 ―田野瀬氏の文科副大臣の役職は。  

 田野瀬氏 萩生田光一文科相、加藤勝信官房長官、そして菅義

偉首相とも面会した。文科相、首相からは『あってはならないこ

とだ』と厳しく叱責をいただいた。（首相から）副大臣の職を更

迭すると。  

 ―離党勧告という処分の受け止めは。  

 松本氏 大変厳しいこと。国会がコロナ対策に向けて非常に緊

張した場面で、このような軽率な行動があってはならないという

大きなおしかりと受けとめている。真摯に受け止め、猛反省の上

にどう歩んでいくかを考えさせてほしい。  

 田野瀬氏 非常に重く受け止める。信頼回復に向けて地元の皆

さまに頭を下げつつ、深く反省する。  

 大塚氏 猛省している。今まで応援していただいてる方々に申

し訳ない気持ちでいっぱいだ。そういう気持ちを踏みにじらない

ように、信頼回復に向けて努力していきたい。  

 ―議員辞職する考えは。次期衆院選に出馬するか。  

 松本氏 直ちに地元の後援者と相談する暇はないが、私の思い

を伝え、おわびをしながら、次に向けてどうするかは相談したい。  

 田野瀬氏 地元の支援者とよく相談して、どうするのが一番い

いのか、信頼回復に一番近づくすべは何なのかを決めたい。  

 大塚氏 まず後援会におわびし、後援会と相談したい。  

 

自民・松本氏が虚偽説明「前途有望な２人…かばいたかった」＜

自民３議員が銀座クラブ訪問①＞   

東京新聞2021年2月1日 17時17分  

 新型コロナウイルス緊急事態宣言中に深夜、東京・銀座のクラ

ブで飲食したとして、１日に自民党から離党勧告処分を受けた松

本純元国家公安委員長（７０）、田野瀬太道文部科学副大臣（４

６）、大塚高司衆院議院運営委員会理事（５６）が党本部で記者

団の質疑に応じた。３人は離党した。  

【関連記事】銀座クラブ訪問の自民・松本氏ら３氏が離党届 菅

首相「あるまじき行為」文科副大臣を更迭  

 当初、松本氏は国対委員長代理を辞任した１月２９日、銀座ク

ラブには「１人で行った」と説明。しかし、実際には３人で訪問

しており、虚偽説明だったことが判明した。田野瀬太道氏は文部

科学副大臣の職を更迭された。  

 松本氏は「後輩２人をかばいたかった」と述べ、虚偽説明を謝

罪した。松本氏らの説明によると、３人はイタリア料理店で女性

https://www.tokyo-np.co.jp/article/83376
https://www.tokyo-np.co.jp/article/83376
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２人と一緒に食事をした後、その後、３人で銀座のクラブを訪れ

ていたという。  

＜記者団との主なやり取りは次の通り＞ 

松本氏 まず私の方から。先週から一連の週刊誌等で、私は１人

で飲食店を訪問したと説明をさせていただいてきたところであ

りますが、実は、後輩議員 2 名とともに訪問していたというの

が、事実でございます。  

 前途有望な彼らに対しましては、これからのこともあります。

何としてもかばいたいという思いから、1人で行ったということ

で説明をさせていただいたきました。事実と違うことをやったこ

とについては、心からおわびを申し上げたいと存じます。  

 また、両議員は私がかばったことによって、なかなか自らが本

当のこと言い出すことができないという状況にあったと考えた

のではないかと思います。本日、実際にどういう状況であったと

いうことの報道がなされたことを受けて、本日（二階俊博）幹事

長から出てくるようにと話がありまして、その話の中で、幹事長

から離党勧告を頂戴しました。離党勧告に応じて私どもは、離党

届を提出するという手続きを済ませてきました。  

 一連の問題に関しまして、心からおわびを申し上げます。さら

にしっかりと自ら信頼を勝ち得るための努力を、今後していきた

いと強く思っているところであります。今回の問題について、ま

ずは皆々様におわびを申し上げなければなりません。心からおわ

びを申し上げます。誠に申し訳ありません。  

Ｑ 1件目のお店には女性が2人だと思うんですけれども、その

女性はあの銀座の店の同伴者でよろしいでしょうか。  

松本氏 同伴ではないと思います。  

Ｑ 同伴ではなく、どういう女性なのか。  

田野瀬氏 私のもともとはですね、知り合いの女性でございまし

て、コロナで時短要請で苦しんでる中ですね、よかったら食事で

もして、お店の方へ金へ落としてですね、元気出していこうとい

うようなことをしたかったということで、一緒に食事しないかと

いう話でありました。  

 もともとその後、あの記事の 3 軒目に行く予定ではなかった

んですけども。食事の最中にですね、できたらもう顔だけでも出

してほしいね、ということを言われまして、事実で言うと私と大

塚先生が先に入り、松本先生が後から合流されるという流れ。  

Ｑ 1軒目の女性は３軒目の女性と一緒？  

田野瀬氏 そうなります。（②に続く）  

 

松本、田野瀬、大塚氏 議員辞職は…「支援者と相談したい」＜

自民３議員が銀座クラブ訪問②＞   

東京新聞2021年2月1日 17時45分  

Ｑ 田野瀬、大塚両氏の役職はどうするのか。  

田野瀬太道氏 幹事長と会わせていただく前に、萩生田（文部科

学）大臣、そしてその流れで官房長官、総理とも面会をさせてい

ただくことになりました。一連のご報告をさせていただき、特に

大臣、総理からは「あってはならないこと」だと厳しく叱責をい

ただいた。  

 （文部科学）副大臣の任を鑑みたときに、やってはならないこ

とをしたということで、副大臣の職を更迭するというお話をいた

だいたところでございます。その流れで離党届を提出しに来たと

いうことでございます。  

大塚高司氏 私の方もですね、国対の副委員長、そして議運の理

事を辞職させていただきたいということで提出させていただき

ました。  

Ｑ 松本氏が謝罪して１週間近く。２人が釈明する場はなかった

が、この間、どういった気持ちだったのか？  

田野瀬氏 先ほど松本先生もおっしゃっていただきましたが、私

たち２人をかばっていただいてですね、１人で行っておりました、

とご説明されておられたのを私も知っていましたので、本当に心

苦しい思いでもう申し訳ない思いで日々過ごしていたっていう

のが正直なところです。  

大塚氏 私の方も、本当に先生がそこまで言っていただいたと。

だからわれわれ、何としてもという気持ちでいた。その中でやは

り、いろんな感情が、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか

と毎日思うような日々が続いていました。  

Ｑ ３人で報道が出た口裏合わせをしなかったか。  

松本純氏 特にそれはございません。  

Ｑ 離党届を出したとのことだが、３人はそれぞれ議員辞職する

考えはないのか。次期衆院選には立候補するのか。  

松本氏 今日のことで、直ちに地元の後援者の皆様とご相談をす

る暇はありませんが、しっかりと私の思いも伝えながら、おわび

もしながら、次に向けてどうするかということについては相談を

させていただきたいと考えております。  

田野瀬氏 私も地元の支援者の皆さんとよくご相談させていた

だきまして、どうすることが一番いいのか、信頼回復に一番近づ

くすべは何なのかということを相談させていただいて決めたい

と思っています。  

大塚氏 今回の一連のことに関しまして、まずおわびから後援会

の皆様方にお話をさせていただき、それから後援会の皆様方とご

相談をさせていただきたいと思っております。  

Ｑ 確認だが、会食は１次会、２次会、３次会それぞれ何人だっ

たのか。  

松本氏 １次会、あのイタリア料理店になりますが、３名と２人

で５名でした。２軒目のお店については、私１人で行ったという

のはその通り事実であります。３軒目は３人と、まあ３人という

ことですね。  

Ｑ お店には何人いたのか？  

松本氏 あ、いや３人と…  

Ｑ 女性は何人いたのか。  

松本氏 お二人。  

Ｑ ３軒目?  

松本氏 ３軒目がそうです。  

Ｑ 席は分かれて座っていたのか。  

松本氏 これについては先週も述べさせていただいた相談ごと

があるというのは事実でありまして、その時、別席でお話をさせ

ていただきましたが、終了した後、また私の到着が遅れたんで、

お二人にはずいぶん待たせちゃった形になりますが、そのうち合

流をしたという形になります。  

Ｑ ３軒目はお酒は？  

松本氏 私は飲みました。  

Ｑ お二人は？  

https://www.tokyo-np.co.jp/article/83409
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田野瀬氏、大塚氏 はい。（③に続く）  

 

二階幹事長は３人の同席知っていた？「伝わっていなかったの

では」＜自民３議員が銀座クラブ訪問③＞   

東京新聞2021年2月1日 18時31分  

Ｑ 今回、週刊誌報道された夜以外にも、緊急事態宣言下で夜に

会食したりクラブに行ったりしたか。  

松本純氏 他の日は今、一つ一つ思い出すことはできませんが、

その時間内で十分注意をしておりましたので、その許される時間

の中での会食があったとは思います。  

Ｑ 時間外についてはどうか。  

松本氏 時間内の動きで、そういったことはあったと思います。  

田野瀬太道氏 私の方も、克明にいつとは今すぐ思い出せないん

ですが、ルールに基づく時間帯に食事を行ったりとかですね、そ

れはあったと記憶してます。この18日以降は、時間を破ってい

くというようなことはなかったと記憶してます。  

大塚高司氏 私も同じくですね、食事はやはり時間の制限ござい

ますので、そういった店の関係もございますので、そういったル

ールの中で、やっていたと思っています。  

Ｑ 今回、離党勧告という厳しい処分についての受け止めは。  

松本氏 大変厳しいことで、それだけ、国会がこれからのコロナ

対策に向けての非常に緊張した場面で、このような軽率な行動が

あってはならないと、大きなおしかりと受けとめているところで

あります。処分については真摯に受け止めさせていただいて、私

も今後について猛反省の上に、どう歩んでいくかを考えさせてい

ただきたい。  

田野瀬氏 離党勧告に応じて離党届を提出させていただいたが、

非常にこの措置を重く受け止めさせていただきまして、もう一度

信頼回復に向けて、地元の皆様方に頭を下げつつ、期待していた

だいた皆様方から「頑張れよ」と言っていただけるまで、本当に

猛反省、深く反省いたしております。  

大塚氏 私の方も本当に猛省しておるところでございまして、本

当に今までいろんな形で応援していただいてる方々に申し訳な

い気持ちでいっぱいであります。そういう気持ちを今度は踏みに

じらないように、我々もこれからも精一杯信頼回復に向けて努力

をしていきたい。  

Ｑ 田野瀬氏へ質問。行った日、共通テストの第１日程が終わっ

た直後だったと思う。文科副大臣の職にある中で受験生にもマス

ク着用義務など厳しい制約があったが、行くという判断をやめる

ことにはつながらなかったか。  

田野瀬氏 あの時どうして正しい判断ができなかったのか、とい

うのは、繰り返しの自責の念でございます。それも含めて、更迭

という指示を受けたということだと認識してますので、これから

も反省の上に立って行動してまいりたい。本当に申し訳ない思い

でいっぱいであります。  

Ｑ そもそもは松本氏が発案した会という理解か。  

松本氏 相談事があったというのは事実でございまして、時間が

あるなら行きますか、という話を私の方から投げかけたのは事実

です。  

Ｑ （衆院神奈川１区の）松本氏に。地元の神奈川も緊急事態宣

言で大変だが。  

松本氏 私の生まれ育ちが横浜市中区の野毛という飲食店の街。

そこに生まれ育ってきて、周辺の方々も今も状況が大変厳しいと

いう声を切々として受け止めてきたところであります。  

 あらゆる方法、手段をとって、1日も早くコロナ対策が成功す

るように努力をしていくこと、これによって、飲食（業界）の皆

さんも助けられるのではないかというふうに思っていたところ

でありますが、まだまだ厳しい状況が続いていく中、思いとして

は、皆さんの声に耳を傾けたいという、そんな思いで取り組んで

しまったことが、こういった結果になりましたが、思いは変わり

ません。  

これからも一刻も早くコロナ対策が成功して、皆さんに元気な街

になっていただけるように努力していきたいと、そんな思いでお

りますことを、お伝えさせていただきたいと思います。  

Ｑ：3人が同席したという話を幹事長に報告したのは今日が初め

てか。もっと早い段階で伝わっているのか。  

松本氏 それは伝わってないんじゃないでしょうか。  

Ｑ 今日初めて幹事長に伝わった？  

松本氏  はい。それで事のいきさつについてご説明をさせてい

ただいて、これはいかがなものかということでご判断をいただい

たと思います。  

Ｑ なぜ今日のタイミングで説明したのか？  

松本氏 これはあの、私のほかに、以下の議員もいたぞという報

道が流れまして、これは一体どういうことかという問い合わせが

ありました。それにお答えをする中で、今までの経過をご説明さ

せていただいたところでございます。（終わり）  

 

「宣言下の宴会、ウソ突き通した」 クラブ問題に安住氏 

朝日新聞デジタル2021年2月1日 16時35分  

与野党国対委員長会談に臨む立憲民主党の安住

淳国対委員長=2020年 12月 28日午前 9時 58分、国会内、恵原

弘太郎撮影 

 
 自民党の松本純氏ら3人が、緊急事態宣言下に東京・銀座のク

ラブを訪れた問題の責任を取って離党届を出したことを受け、立

憲民主党の安住淳・国会対策委員長は1日、「緊急事態宣言下で、

飲めや歌えやの宴会をやり、それを隠していたということで、非

常に重い話」だと記者団に語った。 

 松本氏は問題が発覚した後の 1月 26日、記者団に、3軒の飲

食店を訪れたことについて「要望・陳情を承るという立場で、1

人で行った」などと説明したが、田野瀬太道・文部科学副大臣と

大塚高司・国会対策副委員長らも同席していたことが発覚した。 

 安住氏は「（田野瀬）副大臣は菅内閣の重要なメンバーの一人

だ。（議院運営委員会の理事である大塚氏は）緊急事態宣言をお

願いする場の運営に関わるメンバーが、ずっとウソを突き通した

ということ。首相が国会で説明するところから始めないと、何も

始まらない」と語った。 

 安住氏は自民党の森山裕国対委員長に対し、菅義偉首相が国会

https://www.tokyo-np.co.jp/article/83416
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001915.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001915.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001915.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/緊急事態宣言.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/安住淳.html
http://www.asahi.com/topics/word/国会対策委員長.html
http://www.asahi.com/topics/word/緊急事態宣言.html
http://www.asahi.com/topics/word/大塚高司.html
http://www.asahi.com/topics/word/議院運営委員会.html
http://www.asahi.com/topics/word/緊急事態宣言.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/森山裕.html
http://www.asahi.com/topics/word/国対委員長.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅政権発足へ.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001915.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201002023.html
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で説明するよう求めたという。 

 

「追い詰められた」野党、辞意の遠山氏批判 与党は予算審議に

懸念 

産経新聞2021.2.1 11:52 

 野党は１日、緊急事態宣言中に東京・銀座のクラブを訪れた公

明党の遠山清彦衆院議員が議員辞職する意向を固めたことにつ

いて「世論に追い詰められて辞職するとの印象だ」（立憲民主党

の安住淳国対委員長）と重ねて批判した。与党からは令和３年度

予算案審議への影響を懸念する声が出た。 

 安住氏は国会内で記者団に、自民、公明議員に相次いで発覚し

た銀座訪問に対し「与党のおごりが見え隠れしている」と指弾し

た。 

 共産党の小池晃書記局長は「国民からこれだけ強い批判が上が

っている以上、辞職は当然だ。同様の問題を起こしている自民党

の対応も問われる」と取材に語った。 

 自民党幹部は「負の連鎖が止まらない。予算案の審議にはすん

なり入れないのではないか。今後の選挙も難しくなる」と話した。 

 

公明・山口代表、遠山氏の辞職意向で「政治不信もたらし深くお

わび」 

産経新聞2021.2.1 14:44 

 公明党の山口那津男代表は１日、同党の遠山清彦衆院議員が緊

急事態宣言発令中の東京都内で深夜近くまで飲食店を訪れてい

たことなどの責任を取り、議員辞職願を提出したことに関し、「国

民の皆さまに強い政治不信をもたらし、党を代表して深くおわび

申し上げる」と謝罪した。国会内で記者団に答えた。 

 公明は、次期衆院選に向けて遠山氏を公認していた衆院神奈川

６区への新たな候補擁立は見送る方向で調整を始めている。山口

氏は記者団に、「地元の方々とよく相談しながら検討していきた

い」と述べた。 

 １０月までに実施される衆院選への影響は必至とみられ、「党

員、支持者の方々には、深い不信感と落胆を与えた。（選挙への）

影響を最小限に食い止められるよう、最大の努力をしていきたい」

と強調した。 

 

公明遠山氏、議員辞職願提出 自民田野瀬、大塚高氏も更迭へ―

銀座クラブ訪問 

時事通信2021年02月01日11時45分 

議員辞職を表明し、謝罪する公明党の遠山

清彦衆院議員＝１日午前、衆院議員会館 

 

 公明党の遠山清彦衆院議員（５１）は１日、新型コロナウイル

ス対策の緊急事態宣言下の深夜に東京・銀座のクラブを訪れた問

題の責任を取り、議員辞職願を大島理森衆院議長宛てに提出した。

国民が自粛を求められる中、国会議員の軽率な行動に世論の批判

は強く、議員を辞職せざるを得ないと判断した。同日の衆院本会

議で認められる見通し。 

 遠山氏は参院議員を経て、衆院比例代表九州ブロックで当選４

回。今年行われる衆院選の神奈川６区にくら替え出馬するため準

備を進めていた。１月２９日には公設秘書が政治資金からキャバ

クラの飲食費を支出していたことも発覚し、幹事長代理を辞任し

た。 

 遠山氏は１日、衆院議員会館で記者団に「政治への信頼を深く

傷つけた。おわびしたい」と謝罪。衆院選に関しては「神奈川６

区を含め、どこかで立候補する意思は持っていない」と述べた。 

 これに関し、立憲民主党の安住淳国対委員長は記者団に「公明

党が自浄作用を働かせたのではなく、世論に追い詰められた印象

は拭えない」と語った。 

 一方、菅義偉首相は、自民党の田野瀬太道文部科学副大臣（４

６）＝衆院奈良３区＝と大塚高司国対副委員長（５６）＝衆院大

阪８区＝を更迭する意向を固めた。両氏は宣言下の深夜に銀座の

クラブを訪問したとして、国対委員長代理を辞任した松本純・元

国家公安委員長と同席していたとされる。政府・与党にはさらな

る打撃となる。 

 松本氏はこれまで、店には１人で行ったと説明していた。田野

瀬氏らの同席が事実なら、松本氏は虚偽の説明をしたことになる。 

 

公明・遠山衆院議員が議長に辞職願提出 「潔く辞職すべきと決

意」 

産経新聞2021.2.1 11:59 

 公明党の遠山清彦衆院議員は１日、緊急事態宣言発令中の東京

都内で深夜近くまで飲食店を訪れていたことなどの責任を取り、

議員辞職する意向を明らかにした。国会内で記者団に対し、「熟

慮した結果、潔く議員辞職すべきと決意した」と述べた。同日午

前、大島理森議長あてに議員辞職願を提出した。 

 遠山氏は自身の資金管理団体からスナックやキャバクラへの

不適切な支出があったことも判明しており、「政治への信頼を深

く傷つけ、心からおわび申し上げる」と改めて謝罪した。 

 遠山氏は衆院比例九州選出。次期衆院選では神奈川６区から出

馬することが決まっていたが、公明は同区への遠山氏擁立を見送

る方向で調整している。 

 遠山氏は先月２９日、幹事長代理の役職を辞任したが、その後

も党本部や関係者の事務所に「潔く議員辞職すべきだ」「選挙で

応援できない」といった苦情の電話が殺到していた。 

 

「民間人に戻りしっかり反省を」銀座クラブ訪問で議員辞職の

公明・遠山氏  

東京新聞2021年2月1日 18時47分  

 衆院議員を辞職した公明党の遠山清彦氏と記者団の主なやり

とりは次の通り。  

 「先週、一連の責任を取って党幹事長代理を辞めさせていただ

いた。しかし、週末に熟慮した結果、潔く議員辞職すべきだと決

意するに至った。昨日、山口那津男代表に辞意を伝えた。このよ

うな形で政界を離れる結果となったことをおわびしたい」  

https://www.jiji.com/jc/giin?d=71b242c8d5b767f4f5b06922f22ae3e9&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2c4aa0ecb026cf6342b08f262cca50d6&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8e275133878c57ce6011fa0da2201887&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=d462d2de0acc7cc800585af281ca110d&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2f059b462b0d35c1edf1a26f949793b1&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=0889d58e6a0ce9641e03f9607141290a&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020100225&g=pol&p=20210201at27S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020100225&g=pol&p=20210201at25S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020100225&g=pol&p=20210201at26S&rel=pv
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 ―役職辞任から議員辞職という判断に変えた。  

 「公明党は政治への信頼、政治家への信頼が一番大事だ。私自

身、国会論戦で信なくば立たずという言葉を引用し、質疑したこ

ともあった。重い責任を取るべきだと考えた」  

 ―判断が後手に回ったのでは。  

 「批判は甘んじて受けたい」  

 ―今後の政治活動は。  

 「決まっていない。民間人に戻り、しっかり反省した上で考え

ていきたい」  

 

自民・森山氏、緊急事態宣言下の銀座クラブ「政治家として責任

を明確に」 

産経新聞2021.2.1 14:40 

 自民党の森山裕国対委員長は１日、同党の松本純前国対委員長

代理が緊急事態宣言下で深夜に東京・銀座のクラブを訪れていた

問題で、田野瀬太道文部科学副大臣と大塚高司国対副委員長が同

席を認めたことについて「極めて遺憾な行動だ。政治家としてそ

れなりの責任を明確にしなければならない事柄だと私も理解し

ている」と述べた。国会内で記者団の質問に答えた。 

 

下村氏、銀座クラブ訪問で自民離党の松本純氏らの次期衆院選

「公認できない」 

産経新聞2021.2.1 22:04 

 自民党の下村博文政調会長は１日夜のＢＳ－ＴＢＳ番組で、松

本純衆院議員（自民党を離党）らが緊急事態宣言下で深夜に東京・

銀座のクラブを訪れていた問題について「国民に自粛要請をして

いる中、国会議員は自ら襟を正して当然なのに、なされていなか

ったのは残念だ。言語道断だと思い、厳しく律する必要がある」

と述べた。 

 松本氏らが問題の責任をとって離党したことについては「次の

選挙に出るにしても、党の公認では出られない。政治生命を失い

かねない厳しい処分だ」と語った。 

 番組で共演した立憲民主党の泉健太政調会長は「党派を超えて

恥ずかしい。国民からすると『政治家はなめている』『自分たち

だけは（深夜会食して）よいのか』という話だ。すべての政治家

は改めて気を引き締めなければならない」と述べた。 

 

「情けない」 深夜に銀座クラブ訪問 与党 3 議員の選挙区で

広がる政治不信 

毎日新聞2021年2月1日 20時09分(最終更新 2月1日 20時

09分) 

離党届提出後、記者団の質問に答える自

民党の松本純衆院議員（中央）ら＝東京都千代田区の同党本部で

2021年2月1日午後3時5分、竹内幹撮影 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言下の深夜

に、与党の国会議員が東京・銀座のクラブを訪れていた問題は、

公明党議員の議員辞職と自民党議員 3 人の離党に発展した。そ

れぞれの選挙区からは、落胆や政治不信の声が上がった。  

 

記者会見で議員辞職を表明し、頭を下げる公明党の遠山清彦衆院

議員＝衆院第 2議員会館で 2021年 2月 1日午前 11時 6分、竹

内幹撮影 

 議員辞職したのは遠山清彦衆院議員。松本純・大塚高司・田野

瀬太道の3衆院議員が離党届を出した。  

 松本氏の地元で、遠山氏がくら替えを予定していた神奈川では、

批判の声が相次いだ。松本氏の地元、横浜市中区に住む無職男性

（87）は「議員としての質が問われる行動だった。地元の議員と

いうことで応援していただけに失望している。議員辞職した方が

潔い」とばっさり。遠山氏が立候補を予定していた衆院神奈川6

区の同市保土ケ谷区で飲食店を経営する女性（67）は「国の要請

で午後 8 時に店を閉めているのに、国会議員が深夜まで会食し

ていたのは情けない」とため息をついた。くら替えということも

あり遠山氏の知名度は今ひとつで、カラオケ店を営む女性（56）

は遠山氏が出馬予定だったことを知ると「ばからしい」と吐き捨

てるように言った。  

大塚高司氏 

 大塚氏の地元・大阪府は、新型コロナウイルスの累計死者数が

930人と全国で最多。府内の高齢者施設の関係者は「スタッフは

ウイルスを持ち込まないように飲み会や旅行の気晴らしはせず、

緊張した生活を 1 年近く続けている。緊急事態宣言が延長され

れば、さらに我慢を続けなければいけない状況なのに」と怒りを

通り越してあきれた様子をみせた。  

 大塚氏は自民府連会長で、所属議員らに「緊急事態宣言中は襟

を正した行動を取るように」と呼びかけていたといい、今回の問

題で会長も辞することになった。大阪は日本維新の会の地盤で、

次期衆院選では激しい戦いが予想されるだけに府連幹部は「影響

は大きい」と嘆いた。  

田野瀬太道氏 

 田野瀬氏の奈良 3 区で人口が最多の奈良県橿原市。市役所を

訪れていた男性（73）は「こちらは毎日感染におびえながら生活

しているのに、国会議員としてやってはいけないことをやってい

る」と憤る。市内の女性看護師（54）は「離党は仕方がない。み

んな大変な中で、国民のつらさが分かっていないのかなと。医療

関係の仕事をしているので、余計にそう感じる」と話した。【池

田直、宮島麻実、野口由紀、石川将来、姜弘修】  

 

「深夜会食」連発…自公、衆院選へダメージ「タイミング悪すぎ
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る」 

産経新聞.1.29 22:06 

 緊急事態宣言発令中の東京都内で深夜まで飲食店を訪れてい

た自民党の松本純国対委員長代理と公明党の遠山清彦幹事長代

理が２９日、党役職を辞任した。遠山氏は自身の資金管理団体か

ら不適切な支出があったことも発覚。新型コロナウイルス特別措

置法改正案など今国会の重要法案の審議や、次期衆院選を控える

与党にとって痛手となりそうだ。 

 松本氏は党本部で二階俊博幹事長に辞意を伝達。記者団には

「国民が我慢を強いられ、多大なご労苦をかけている状況で非常

に軽率だった。深く反省している」と述べた。 

 また、「（国対委員長代理は）指導する立場だ。指導者が今回の

ような状況を作り出してしまっては、今後の党や国会運営に大き

な影響があると熟慮した」などと語った。これまで飲食店には１

人で訪れたと説明してきたが、この日も「変わりない」と説明し

た。 

 国家公安委員長などを歴任した松本氏は麻生太郎副総理兼財

務相の最側近として知られる。安倍晋三前政権下の平成２９年か

ら国会対策を担っており、今回の失態に関し閣僚経験者は「これ

まで下がらなかった自民の政党支持率にかなりマイナスだ。痛い」

と話す。 

 一方、遠山氏は飲食店訪問発覚後の２７日に山口那津男代表に

議員辞職を含む進退伺を提出。党執行部は厳重注意にとどめてい

たが、２９日に自身の資金管理団体からスナックやキャバクラへ

の不適切な支出が判明したことから改めて役職辞任を申し出た。 

 遠山氏は記者団に令和元年分の政治資金収支報告書の一部を

訂正したと説明。不適切な支出は５件約１１万円分で、自身が関

わったのは関係者とスナックに行った際の１件（２万円分）。４

件は、公設秘書が後援会関係者らとキャバクラで飲食した費用だ

ったとしたが監督責任は免れない。 

 年内に行われる衆院選で遠山氏が立候補を予定する神奈川６

区は前回、公明の現職が落選しており、さらなる苦境に立たされ

るのは必至だ。また、７月には公明が重視する東京都議選も控え

ており、党幹部は「タイミングが悪すぎる。選挙に影響が出ない

わけがない」と頭を抱える。 

 公明の支持母体である創価学会関係者も「公明のイメージが失

われるようなことがこれ以上出てくれば、支援者がついてこない」

と嘆いた。 

 （力武崇樹、今仲信博） 

 

河野ワクチン担当相起用で菅・二階に亀裂 総裁選前哨戦の様相  

NEWSポストセブン2021/02/03 11:05  

© NEWSポストセブン 提供 二階幹事長は菅義偉・首

相と距離を置くのか（写真／共同通信社）  

 菅義偉・首相は1月18日、コロナワクチン接種の総合調整を

行なう「ワクチン担当相」に河野太郎・行革相を起用する人事を

発表した。その翌日には、菅首相は河野氏とともに小泉進次郎・

環境相を官邸に呼んでワクチン対応を協議し、進次郎氏を河野氏

の事実上の“補佐役”に任じた。 

 河野氏のワクチン担当相起用は政権の屋台骨に亀裂を広げて

いる。大いに不満を鳴らしているのが菅首相の後見人でもある二

階俊博・自民党幹事長だ。 

「党は人材豊富だが、とりあえず河野君だけでいい」 

 会見で二階氏は“とりあえず”と人事を渋々認めたものの、ワ

クチン接種のスケジュールをめぐる河野氏と坂井学・官房副長官

の官邸内バトルが勃発すると、“そら見たことか”といわんばか

りに、「論評するに至らない。発言を片方が取り消すとか面倒く

さい。よく調整してもらいたい」と、突き放した。 

 二階氏は河野起用の裏に菅首相の“叛意”を感じて警戒してい

る。いまや菅首相と二階氏の関係は急速に冷えつつある。 

 内閣支持率が急落すると二階氏は距離を置き、ポスト菅の総裁

選に野田聖子・幹事長代行を擁立する構えを見せたからだ。 

「とにかくこの悪いムードを変えないと選挙を戦えない。そのた

めには憲政史上初の女性首相とか思いきったことが必要だと二

階さんは考えている。野田後継なら選挙はなんとかしのげる」 

 二階派幹部からそうした情報が流され、党内でも野田氏がポス

ト菅の有力な総理・総裁候補との見方が広がっていた。ところが、

菅首相が「河野カード」を切ったことで目算に狂いが生じた。「ワ

クチン担当相」という人事一つで、河野氏が野田氏に代わる有力

な次期首相候補としてクローズアップされたからだ。政治ジャー

ナリストの野上忠興氏が語る。 

「このまま支持率が回復しなければ、菅首相は 9 月の自民党総

裁選への出馬は見送らざるを得なくなる。“万が一”に備えて後

継者として河野氏を擁立し、河野首相・小泉官房長官コンビで総

選挙を戦うシナリオも念頭にあるのではないか。党内基盤に乏し

い菅首相が退陣後も党内に影響力を残すにはその選択肢しかな

い」 

 河野氏にとっても二階氏は人事で“煮え湯”を飲まされた相手

だ。 

「昨年の菅内閣の組閣の際、菅首相はいったん河野氏を総務相に

“内定”して地方創生を担わせようとしたが、二階氏の横槍で土

壇場で当時、国家公安委員長だった二階派の武田良太氏が総務相

に“昇格”、河野氏は外相から格下の行革相に回ることになり、

『ハンコ廃止』というパフォーマンスに走らざるを得なかった」

（自民党幹部） 

 菅首相にとっても、河野氏の抜擢は二階氏の横槍に一矢報いる

もので、総裁選は二階氏が担ぐ野田氏と、菅首相が後継者に立て

る河野氏の対決の構図が生まれている。 

そして誰もいなくなる 

 ワクチン接種の国家プロジェクトは、自民党総裁選の前哨戦の

様相を呈してきた。政権中枢に残った総裁候補たちは、コロナ危

機乗り切りで手腕を発揮できるかが問われた。 

 しかし、加藤勝信・官房長官と西村康稔・コロナ担当相は危機

に有効な手を打てず、ワクチン接種の「総合調整」からも外され

た。 

 茂木敏充・外相は、「米国のバイデン新大統領が就任したのに、

菅首相との電話会談が大幅に遅れてしまった」（自民党閣僚経験

者）とこちらも失格の評価で、有力候補が次々に消えている。 
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 いまや残っている有力候補は河野氏くらいだ。だが、ワクチン

供給に不安があるうえ、ワクチン接種券、接種シールの印刷や発

送など自治体の準備次第では希望者が受けられない「ワクチン格

差」が生じる可能性は十分ある。元厚労省医系技官の木村盛世氏

が言う。 

「欧米ではワクチン接種で混乱が起き、『接種拒否』が広がるな

ど決して計画通りには進んでいません。日本は地方自治体の保健

所が有能なので単純な比較はできませんが、国内でも問題は山積

みです。一番の問題はコロナ対応に追われる医師や看護師が接種

する時間的余裕があるのかどうか。それが遅れると国民全員への

接種も遅れかねない。河野ワクチン担当相の手腕にかかっている

と言えます」 

 混乱やワクチン格差への不満が高まれば河野氏は批判の矢面

に立たされることになる。 

「ワクチン頼み」の菅首相だが、河野氏の起用が裏目に出れば、

“副反応”で官邸崩壊どころか「官邸沈没」となる危うさをはら

んでいる。 

※週刊ポスト2021年2月12日号 

 

野党は政権取れる？田原総一朗氏「ひいきじゃないが…」 

朝日新聞デジタル聞き手・吉川真布2021年2月1日 6時00分  

朝日新聞のインタビューに応じる田原総一朗

氏=1月28日、都内で、今野忍撮影（画像の一部にモザイクをか

けています） 

 立憲民主党の党大会を前に、枝野幸男代表や共産党の志位和夫

委員長らとも面会しているジャーナリストの田原総一朗氏に、野

党の抱える課題などについて聞いた。 

 ――菅内閣の支持率が急落しています。 

 菅内閣の支持率は、朝日新聞の世論調査で、昨年 11月に 56%

だったのが12月に39%になった。それが今月、さらに33%に落ち

た。 

 多くのメディアで「菅内閣は任期まで持続できない」「4 月で

終わりだ」などの説が出てきた。あるメディアは「この下落率は、

麻生内閣のときと同じだ」とも報じている。 

 しかし、麻生内閣のときとまったく違うことがある。 

 麻生内閣のときは、自民党の支持率が落ちて、民主党の支持率

が上がった。衆院選のときには逆転した。だから民主党が勝った。 

 今回は、野党は全然上がっていない。自民党が30%台で、立憲

は7とか、ちょっと上がったけど1桁だ。 

 ――なぜ、野党の支持率が上がらないのでしょうか。 

 2019年秋、立憲民主党代表の枝野（幸男）さんや、共産党の志

位（和夫）さんに、「野党の国会議員がダメなのは、自民党を批

判していれば当選してしまうと考え、それ以外に何も考えないと

ころだ。だったら万年野党だ」と伝えた。国民は自民党の批判だ

けしている野党には何も期待しない。 

 たとえば、野党はアベノミクス批判をやった。アベノミクスが

成功していないことは、ほとんどの国民は分かっている。野党に

聞きたいのは、安倍政権の経済政策は、どこが間違っていて、野

党が連立政権をつくったら、それと違うどういう経済をつくるの

かということ。具体的なビジョンだ。 

 もう一つ、枝野さんに言ったのは、安全保障について。野党は

十分に考えているのだろうか。枝野さんは、バイデン米大統領に

会うべきだ。 

私たちは見えてますか？ 枝野氏を揺さぶった学生の声 

 ――野党が一丸となって衆院総選挙を戦うべきだと考えます

か。 

 野党が政権をとらないから、日本の政治に緊張感がないんだ。

アメリカでは、トランプ大統領が1期で落選するんだから。僕は

別に野党びいきじゃない。ただ、野党が強くならなければ、日本

の政治に緊張感がうまれない。緊張感が出てこないから、自民党

もたるんで、安倍（前）内閣も次から次からマネースキャンダル

を起こす。あれは緊張感がない証拠だ。 

 ――立憲が共産と一緒に政権をとることは現実的に可能でし

ょうか。 

 可能だ。ただ、立憲の中には共産党アレルギーがある。連立政

権をつくるときは、もちろん国民民主党も参加しなきゃいけない

と思う。（聞き手・吉川真布） 

 

逆風の自民、北九州市議選6議席減 当選者も「敗北感」 

朝日新聞デジタル2021年2月1日 12時41分  

当選が確実となり、支持者と喜ぶ奥村直樹

氏=2021年 1月 31日午後 11時 21分、北九州市門司区、藤脇正

真撮影 

 

 北九州市議選（定数57）は1日未明、全7選挙区で確定した。

現職22人全員を擁立した自民は6人が落選。新型コロナ対応な

どをめぐる菅内閣の支持率低下の逆風を受けた形で、今秋までに

行われる衆院選にも影響を与えそうだ。 

 政党別の当選者数は自民16、立憲7、公明13、共産8、維新3、

無所属10。新旧別では現職44、前職1、元職1、新顔11。 

 自民は現職で最多の11選を目指した片山尹（おさむ）氏（74）

と9選を狙った佐々木健五氏（74）の議長経験者ら6人が議席を

失った。 

 自民現職で落選した奥村祥子氏（63）は選挙期間中の街頭演説

などで政権の新型コロナへの対応や党幹部らの会食問題をめぐ

り、「たくさんの批判をいただいた」と振り返った。当選した自

民現職も同様の批判を受けたといい、「自分は通ったが決して手

放しでは喜べない。敗北感しかない」と語った。 

 国政で自民と連立を組む公明は現職13人が全員当選したが、

現職で党北九州総支部長の成重正丈氏（55）は「まったくほっと

はしていない」。公認候補の得票が前回を下回り、自民も苦戦。

「衆院選に向け、国や県、市で連携してこつこつやっていくしか

ない」と話した。 

https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20210131001845.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20210131001845.html
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http://www.asahi.com/topics/word/枝野幸男.html
http://www.asahi.com/topics/word/共産党.html
http://www.asahi.com/topics/word/志位和夫.html
http://www.asahi.com/topics/word/志位和夫.html
https://www.asahi.com/special/matome/journalism01/
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http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/民主党代表.html
http://www.asahi.com/topics/word/共産党.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/アベノミクス.html
http://www.asahi.com/topics/word/アベノミクス.html
http://www.asahi.com/topics/word/安倍政権.html
http://www.asahi.com/topics/word/経済政策.html
http://www.asahi.com/topics/word/ジョー・バイデン.html
https://www.asahi.com/articles/ASP106TK5P10UTFK002.html?iref=pc_extlink
http://www.asahi.com/topics/word/ドナルド・トランプ.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/共産党.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民民主党.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001240.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001240.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001240.html
http://www.asahi.com/topics/word/北九州.html
http://www.asahi.com/topics/word/新型肺炎.html
http://www.asahi.com/topics/word/新型肺炎.html
http://www.asahi.com/topics/word/北九州.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20210131001845.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001240.html
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 立憲は公認した7人全員が当選。ただし、立憲としての得票は

伸びておらず、現職の世良俊明氏（69）は「自民への批判が強ま

る中でも、受け皿になりきれていない」。衆院選に向けて「有権

者の信頼を得るための努力を続ける必要がある」と述べた。 

 

自民大幅減の衝撃、１１選目指した重鎮「６人も落選するとは…」  

読売新聞2021/02/01 15:41  

 １月３１日に投開票された北九州市議選（定数５７）で、現職

２２人全員を擁立した自民党は６人が落選して１６議席に減ら

す一方、公明党と立憲民主党は全員が当選し、明暗が分かれた。

７選挙区のうち二つで、３０歳代の無所属新人がトップ当選した。

自民党福岡県連幹部は１日、新型コロナウイルスへの対応などを

巡って内閣支持率が落ち込んでいることに加え、「コロナで活動

に制約を受け、逆風をはね返せなかった」と総括した。 

衆院選に危機感 

 自民党は県連副会長で小倉南区で１１選を目指した重鎮・片山

尹
おさむ

さん（７４）らが議席を失った。 

 「６人も落選するとは誰も思っていなかったのではないか」。

全国市議会議長会の会長も務めた片山さんは１日朝、「新型コロ

ナを巡る政府の対応への不満が影響したのかもしれない」と硬い

表情で語った。 

 同様に落選した小倉北区の自民党現職・奥村祥子さん（６３）

は緊急事態宣言下で集会をすべて取りやめ、街頭演説に力を入れ

たものの、「自民党は何をやっているんだ」「生活のことを考えて

いない」と批判の声を浴びた。「厳しい選挙だった」とつぶやい

た。 

 県連の松尾統章幹事長（県議）は「びっくりした。結果を読め

なかった」と想像以上の厳しい結果だったことを認める。自民の

現職議員はそれぞれ後援会を持ち、集会を開いたり、後援会員か

ら知人に呼びかけてもらったりして支持拡大を図る。しかし、感

染防止のため、それが出来なかった。 

 読売新聞社が１月１５～１７日に実施した全国世論調査で、菅

内閣の支持率は３９％、不支持率は４９％となり、初めて不支持

が支持を逆転した。新型コロナを巡る政府のそれまでの対応を

「評価しない」は６６％で、逆風の中での戦いとなった。 

 松尾氏は「本来なら風をしのげる足腰の強さがあるが、後援会

が動けず、コロナ対策について市民に伝えられなかった」と話す。

秋までに行われる衆院選を見据え、「もう少し違うアピールの仕

方を考えたい」として、ＳＮＳを使った発信にも力を入れる考え

を示した。 

 今回の結果を衆院議員も重く受け止めた。県選出の自民党議員

は「新型コロナでの与党の政策に不満をためた有権者が『誰かに

何とかしてほしい』と新しい選択肢に流れ、無所属新人らの当選

につながった」と分析。感染収束の見通しが立たない中、「政権

与党はどうしても批判を受ける。何をやっても難しい状況だ」と

秋までに行われる衆院選に危機感を募らせた。 

公明・立民は全員当選 

 自民党の現職６人が落選する一方、同じ政権与党の公明党は２

議席増やした前回と同様、１３議席を確保した。夏の都議選、秋

までの衆院選へと続く選挙イヤーの幕開けを市議選と位置づけ

て県本部を挙げて臨んだ。 

 対する野党。結党後、初の政令市議選となった立憲民主党は、

新人２人を含む７人全員が当選した。県連の城井崇代表代行（衆

院議員）は電話による支援呼びかけなどを展開したことを挙げ、

「党として躍進でき、二重丸。コロナ禍で手段が限られても手数

を緩めなかったことが功を奏した」と振り返った。衆院選に向け

て、「心強い結果をいただいた。勝って 兜
かぶと

の緒を締めよ。

気を引き締めたい」と意気込んだ。 

 共産党は８人が当選し、改選前の議席を維持した。前回は全員

が落選した日本維新の会は新人３人が当選し、議席を復活させた。 

 新旧別では新人の当選者が１１人と前回より１人増えた。小倉

北区では元高校教諭の大石仁人さん（３５）、八幡西区では元市

職員の井上純子さん（３４）がそれぞれ無所属で出馬し、２位以

下に大差をつけた。 

 当選した議員には１日午前、当選証書が付与された。小倉北区

役所で受け取った大石さんは選挙中、ＳＮＳで若者から「頑張っ

てほしい」という激励をたくさん受けたという。「政治も私たち

若い世代が頑張らないといけないと感じた」と述べた。 

 

「お前も自民やろ」批判で北九州市議選大敗 党内にショック 

公認候補22人中6人落選 

毎日新聞2021年2月1日 21時20分(最終更新 2月1日 22時

18分) 

落選が濃厚となり支持者に頭を下げる自民現

職の木村年伸氏＝北九州市小倉北区片野3で2021年2月1日午

前0時、成松秋穂撮影 

 1月31日に投開票された北九州市議選（定数57）で、自民の

公認候補22人のうち6人が落選した。新型コロナウイルスへの

対応を巡る政権批判などが逆風となって、地方選にも影響した形

だ。次期衆院選の前哨戦と位置づけた選挙が大敗に終わり、自民

県連にショックが広がった。  

 市議選には7選挙区に81人が立候補した。党派別の当選者数

は、自民16（選挙前議席22）▽立憲民主7（同5）▽公明13（同

13）▽共産8（同8）▽維新3（同0）▽無所属10（同7）――。

立憲と公明は候補者全員が当選し、維新が議席を奪還した。投票

率は40.29％だった。  

 「自民批判をたくさん受けた」。5 選を目指し落選した自民現

職の奥村祥子氏（63）は厳しい表情で選挙戦を振り返る。選挙期

間中には、党所属の松本純衆院議員（1日に離党）が、緊急事態

宣言下の深夜に東京・銀座のクラブを訪問していた問題などが発

覚。自身も「コロナ禍できつい思いをしている人たちのことを考

えていない」と感じながら、街頭で有権者の「お前も自民やろ」

という批判を受け止めた。  

 八幡西区の無職、時川秀希さん（71）は「40％余りの低投票率

なら、自民には有利に働くはずで、6人も落選したのには驚いた。

私の周りでは『コロナさえなければ』と思っている人は多く、日々

の不満が候補選びにも影響したと思う」と語った。  
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 感染防止のため、大人数に参加を呼びかける集会などが開けな

かったことも影響した。公認候補22人全員を現職で固めたのは、

制約がある選挙戦を組織の力で乗り切る思惑もあったとみられ

るが、当選した陣営からも「出陣式を開かなかったことで後援会

の運動が活発化しなかった。従来型の選挙を見直さなければいけ

ない」との声が出た。  

 落選した中には、自民福岡県連副会長らベテランも含まれ、自

民県連の原口剣生会長は「残念だし、がっかりしている。（政権

批判に対し）集会や演説会で、個々の候補者の考えや思いを届け

られなかった」と悔やみ、次期衆院選について「応援態勢をどう

構築するかこれからの課題だ」と述べるにとどめた。【浅野翔太

郎、奥田伸一、佐藤緑平、吉住遊】  

 

北九州市議選、自民大敗 公認候補のうち6人落選 

毎日新聞2021年2月1日 06時00分(最終更新 2月1日 14時

39分) 

 

立憲民主党の城井崇衆院議員（右）と共に当選を喜ぶ小宮敬子氏

＝北九州市門司区の事務所で2021年1月31日午後11時25分、

井上卓也撮影 

 菅義偉内閣発足後初の政令市議選となる北九州市議選（定数

57）が31日投開票され、自民党（現有議席22）は公認候補22人

のうち 6 人が落選した。新型コロナウイルスへの対応などを巡

る政権批判も逆風になったとみられ、与党内には年内に実施され

る次期衆院選への影響を懸念する声が出ている。投票率は 40・

29％で、過去最低だった2017年の前回（39・20％）を上回った。  

 

 7選挙区に前回より 1人多い 81人が立候補。各政党は次期衆

院選の前哨戦と位置づけた。全国20の政令市で最も人口減少と

高齢化が進む市で、新型コロナや人口減などへの対策が争点とな

った。  

 公明党（現有議席13）は前回に続き、13人の公認候補全員が

当選。立憲民主党（同5）は公認候補7人全員が当選し、合流新

党結成後初の政令市議選で躍進した。共産党（同8）は8人が当

選した。ふくおか市民政治ネットワーク・北九州は現有1議席を

失い、無所属（同 7）は 10人が当選。日本維新の会は 3人が当

選し、前回選で失った議席を奪還した。  

 毎日新聞が1月16日に実施した全国世論調査では、20年9月

の菅政権発足時に64％あった内閣支持率は33％まで下落。不支

持率は 57％に上った。自民党の支持率も 28％で、20年 12月の

前回調査から 5 ポイント下がっていた。集会の自粛など新型コ

ロナで選挙運動が制約されるため、自民は公認22人全員を現職

で固めて臨んだが議席の維持はならず、党内では「政府への不満

も一因」との見方が出ている。  

 市議会は自民、公明、立憲など共産以外の会派が市長を支える

事実上の「オール与党」体制だ。自民は前回選後の議長選をめぐ

り最大会派の自民党（13人）と自民の会（9人）に分裂。今回も、

議長選や次期市長選の主導権を握ろうと、複数の選挙区で両会派

の候補が激突した。公明が維持した 13議席は、2議席増やした

前回と同じ過去最多。立憲と共産も支持層をつなぎ留めた。【浅

野翔太郎】 

 

千代田区長選で自公系候補敗北 夏の都議選に不安、小池氏は

存在感 

産経新聞2021.2.1 20:35 

 １月３１日投開票の東京都千代田区長選は小池百合子都知事

が特別顧問を務める「都民ファーストの会」推薦の樋口高顕氏が

自民、公明両党推薦の早尾恭一氏らを破り、初当選を果たした。

新型コロナウイルスへの対応で注目を浴びる小池氏が存在感を

高める一方、都議選（７月４日投開票）の前哨戦と位置付けてき

た自民都連には不安を残す結果となり、戦略の練り直しを迫られ

る。 

 「小池さんがギアが入ったときの勘どころ、勝負どころ、抑え

どころには改めて敬服した」 

 樋口氏は当選を決めた３１日夜、選挙戦で繰り返し応援に入っ

た小池氏を持ち上げた。樋口氏は学生時代に小池氏の事務所でイ

ンターンをした経験があり、小池氏は「政治の師」のような存在。

小池氏はオンラインのモニター画面越しに当選の場に立ち会い、

「住みやすい千代田区づくりを応援したい」と祝意を送った。 

 選挙戦では、新型コロナ対策で都と区の連携をアピールした樋

口氏に対し、早尾氏は前回の区長選で小池氏が支援した前区長の

マンション購入をめぐる疑惑を絡めて体制刷新を訴えた。小池氏

と自民都連の「代理戦争」の構図となり、自民党本部は野田聖子

幹事長代行を送り込んで早尾氏を後押ししたが、及ばなかった。 

 区長選の勝利を弾みに、都議選で第一党奪還を目指す都連の狙

いは崩れた形で、都連重鎮は「小池氏の応援が効いた」と率直に

小池氏の実力を認めざるを得なかった。都民ファーストは離党者

が相次ぎ、失速気味とみられただけに「夏までに態勢を立て直さ

ないとやられる」と危機感を強めた。 

 もっとも、自民側には都議選で小池氏との「全面戦争」を避け

たい思惑も透ける。昨年の都知事選では独自候補を擁立せず、小

池氏を事実上支援した。下村博文政調会長は「できるだけ協調性

を持った対応をしていただければありがたい」と話す。 

 ただ、区長選で小池氏が表立って都民ファースト推薦候補を応

援したことで先行きは不透明だ。自民都連幹部は「小池氏がどう

立ち振る舞うか分からない。うちはうちで戦う準備をするだけだ」

と語った。（広池慶一） 

 

辞職の遠山氏「党担う有望株」…公明動揺、衆院選後任は擁立困

難か  

読売新聞2021/02/02 06:57  

 公明党内で、遠山氏が議員辞職したことへの動揺が広がってい

る。将来の党を担う有望株で、次期衆院選で神奈川６区からの出

馬も決まっていたためだ。遠山氏の出馬断念に伴う他の公認候補
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の擁立は困難との見方も出ている。 

記者会見に臨む公明党の遠山清彦氏（１日午前、国会

内で） 

 公明党の山口代表は１日、記者団に「強い政治不信をもたらし、

深くおわび申し上げたい」と陳謝した。候補者不在となる神奈川

６区への対応については「地元とよく相談しながら検討したい」

と述べるにとどめた。 

 神奈川６区は、前回２０１７年衆院選で公明党が唯一取りこぼ

した小選挙区だ。遠山氏は参院当選２回（比例）、衆院当選４回

（比例九州ブロック）。公明党は財務副大臣などを歴任し、弁舌

巧みな遠山氏を投入し、議席奪還を期していた。党神奈川県本部

の幹部は「後任なんて言い出せる状況ではない」と頭を抱え、次

期衆院選で同区を自民党に譲る案も取りざたされている。 

 公明党は当初、衆院選への影響を抑えるため、遠山氏の処分は

見送る方針だった。遠山氏が１月２９日、不適切な支出があった

として政治資金収支報告書の訂正を発表した際も、幹事長代理の

役職辞任にとどめた。 

 だが、支持母体の創価学会内では、選挙応援の核となる婦人部

を中心に、遠山氏のコロナ禍の行動への不満は収まらなかった。

地方選で立候補者全員当選を掲げる公明党だが、１月３１日投開

票の埼玉県戸田市議選では落選者が出た。公明党関係者は「この

問題の影響が選挙に出ている。遠山氏は自ら議員辞職してけじめ

をつけるしかないと判断したのだろう」と推察する。 

 

自民・公明議員の辞職や離党 “衆院選にも影響及びかねない”  

NHK2021年2月2日 5時19分 

 

緊急事態宣言が続く中、深夜まで飲食店に出入りしていたなどと

して、自民・公明両党の議員が議員辞職や離党したことを受けて、

与党内では、内閣支持率のさらなる低下につながり、衆議院選挙

にも影響が及びかねないと危機感が高まっています。 

新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が続く中、先月、

深夜まで銀座のクラブに出入りしていたなどとして、1日、公明

党の遠山清彦衆議院議員が辞職したほか、松本 元国家公安委員

長ら、自民党の衆議院議員3人が離党しました。 

これについて与党内では「国民に自粛を呼びかけている中での不

適切な行動で、辞職や離党はやむをえない」という受け止めが出

ていて、内閣支持率のさらなる低下につながり、政権運営の痛手

になるのを懸念する声が相次いでいます。 

また、先月の山形県知事選挙や、先月31日の東京 千代田区の区

長選挙で、与党側が推薦した候補が敗れたのに加え、北九州市の

市議会議員選挙では、自民党の現職22人のうち6人が議席を失

いました。 

このため与党内では、今回の問題が、秋までに行われる衆議院選

挙や、7月の東京都議会議員選挙などにも影響が及びかねないと、

危機感が高まっています。 

一方、野党側は、一連の選挙結果について「政府の新型コロナ対

応の遅れに対する不満の表れだ」と指摘しているほか、相次ぐ与

党議員の辞職や離党には「おごりや緩みが露呈した」と批判を強

めていて、政権の責任を追及していく方針です。 

 

沖縄県浦添市長選が告示 首相と知事それぞれ「前哨戦」 

朝日新聞デジタル国吉美香、藤原慎一2021年2月1日 13時22

分  

沖縄県浦添市長選の候補者の訴えを聞く人た

ち=2021年1月31日午前10時7分、沖縄県浦添市、藤原慎一撮

影 

 

 沖縄県浦添市の市長選が 31日告示され、菅政権が推し、3選

を目指す現職の松本哲治氏（53）=自民、公明推薦=と、玉城デニ

ー知事や立憲、共産、社民、沖縄社会大衆の各党が支援する前市

議で新顔の伊礼悠記氏（38）がいずれも無所属で立候補した。2

月7日に投開票される。 

 米軍那覇軍港（那覇市）の返還をめぐり、日米が条件とした浦

添市沿岸部への移設について、松本氏は容認、伊礼氏は反対で、

受け入れの是非が最大の争点だ。玉城知事は軍港移設は容認する

が、最優先課題である米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺

野古移設について、伊礼氏と反対で一致。玉城知事と菅政権にと

っては、来秋の知事選に向けた「前哨戦」の意味合いも持つ。 

 松本氏は31日、具体的な政策にはふれず「分断せず、心を一

つに」と選挙事務所前で第一声。軍港移設については告示前の公

開討論会で「浦添にとってはマイナスかもしれないが、県全体を

見ればプラス」と語っている。出発式では、菅義偉首相からの「勝

利を勝ち取ることを信じます」との電報が紹介された。 

 伊礼氏は、軍港移設予定地の海岸で「新たな米軍施設に反対し、

平和な沖縄、浦添をつくっていこう」と声を上げ、移設反対と新

型コロナ対策を訴えた。玉城知事は姿を見せなかったが、午後に

なって「浦添初の女性市長を」とのタイトルで応援メッセージ動

画をネット上に配信し、支持を呼びかけた。（国吉美香、藤原慎

一） 

 

沖縄県浦添市長選告示、米軍施設の移設が争点…与党・知事派の

一騎打ちに  

読売新聞2021/01/31 20:59  

 沖縄県浦添市長選（２月７日投開票）が１月３１日、告示され

た。自民、公明両党が推薦する現職の松本哲治氏と、玉城デニー

知事や革新勢力が支援する新人の伊礼悠記氏の一騎打ちとなっ
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https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001390.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001390.html
http://www.asahi.com/area/okinawa/
http://www.asahi.com/topics/word/浦添市.html
http://www.asahi.com/topics/word/玉城デニー.html
http://www.asahi.com/topics/word/玉城デニー.html
http://www.asahi.com/topics/word/那覇市.html
http://www.asahi.com/topics/word/浦添市.html
http://www.asahi.com/topics/word/浦添市.html
http://www.asahi.com/topics/word/普天間飛行場.html
http://www.asahi.com/topics/word/沖縄県宜野湾市.html
http://www.asahi.com/topics/word/名護市.html
http://www.asahi.com/topics/word/辺野古.html
http://www.asahi.com/topics/word/辺野古.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅政権発足へ.html
http://www.asahi.com/topics/word/新型肺炎.html
http://www.asahi.com/topics/word/新型肺炎.html
https://www.yomiuri.co.jp/media/2021/02/20210202-OYT1I50021-1.jpg
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001390.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210201001386.html
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た。那覇市の米軍那覇港湾施設（那覇軍港）の浦添市移設の是非

が主な争点で、来年の知事選の前哨戦としても注目される。 

 那覇軍港は、１９７４年に日米両政府が移設を条件に返還合意

し、その後、浦添市沿岸部を約４９ヘクタール埋め立てて移設す

る計画が決まった。松本氏は移設を容認し、伊礼氏は反対を掲げ

る。共産党を離党した伊礼氏は同党に加え、立憲民主、社民など

野党の支援を受けており、与野党対決の構図だ。 

 移設計画は、政府や県が進める案に異議を唱えていた松本氏が

昨年８月、容認に転じ、本格的に動き出した。浦添市は、移設に

ついて議論する防衛省の協議会のメンバーになっているため、選

挙結果は移設計画に影響を与える可能性がある。 

 知事選で県政奪還を狙う自民党は、前哨戦の初戦と位置付けた

１月の同県宮古島市長選で敗れた。浦添市長選を反転攻勢の足が

かりとしたい考えだ。沖縄県内では４月、現職が保守系のうるま

市長選も控える。知事派や革新系は、保守系からの市政奪還を積

み重ね、弾みをつけることを狙う。 

 １月３０日時点の浦添市の選挙人名簿登録者数は９万９６４

人。 

 

しんぶん赤旗2021年2月1日(月) 

伊礼候補「軍港止める」 沖縄・浦添市長選が告示 市議選も 

７日投票 

写真）軍港建設が計画され

ている西海岸での出発式で市長選勝利に向けて「頑張ろう！」と

三唱する伊礼候補（中央）ら＝31日、沖縄県浦添市 

 任期満了に伴う沖縄県浦添市長選・市議選（２月７日投票）が

３１日、告示されました。市長選では幅広い市民・団体・政党が

支援する伊礼ゆうき前市議（３８）＝無所属新＝が立候補し、米

軍の新軍港建設が計画されている同市西海岸で出発式を行いま

した。新型コロナ対策や軍港阻止に全力を尽くし、「必ず市民本

位の政治をつくる」と語りました。 

 市長選の最大争点は新軍港建設問題です。伊礼候補と一騎打ち

の松本哲治氏（５３）＝無所属現、自民・公明推薦＝は当初の公

約を破り、日米両政府による新軍港建設押し付けを容認していま

す。 

 伊礼候補は第一声で、市長ならば「市民の生命や財産に責任を

持つ立場を貫くべき」だと批判し、「軍港建設は絶対に許さない」

と訴えました。 

 新型コロナ対策については、「オール沖縄」の玉城デニー県政

と「力を合わせて検査体制を拡充する」と強調。市の独自施策と

して医療機関への支援、市民・業者への現金給付なども掲げまし

た。出発式には、オール沖縄の国会議員や次期総選挙の予定候補、

県議らも参加しました。 

 松本候補は第一声で新軍港建設問題にもコロナ危機の具体的

対策にも触れず、争点そらしの構えです。 

 ３０日、デニー知事が伊礼候補の事務所を訪問。コロナ危機に

対し、元看護師の伊礼候補なら「市民の先頭に立って乗り越える

事ができる」と述べ、必勝に向けて激励しました。 

 

羽田雄一郎氏の後援会、後継に弟・次郎氏擁立を正式決定  

読売新聞2021/01/31 10:41  

 立憲民主党の羽田雄一郎・元国土交通相の死去に伴う参院長野

選挙区補欠選挙（４月８日告示、２５日投開票）で、羽田氏の後

援会「千曲会」は３０日、羽田氏の後継として実弟の次郎氏（５

１）を擁立することを正式に決定した。次郎氏は立憲民主党の公

認を得て、２月中旬にも立候補を表明する見通しだ。 

 次郎氏は、元首相で父・孜氏の秘書などを経て、２０１７年の

衆院比例選東京ブロックに希望の党公認で立候補し、落選した。 

 ３０日に上田市で開かれた同会の正副会長会では、元衆院議員

の寺島義幸氏（６７）を推す声も根強かったが、寺島氏は「志半

ばで亡くなった雄一郎氏の遺志を継ぐのは、若い次郎氏が適任」

などと次郎氏を支援する立場を表明。 

 最終的には、雄一郎氏の政治理念を継承しつつ、選挙までの時

間が限られる中、「羽田」の知名度を生かせる次郎氏が適任とし

て、全会一致で次郎氏の擁立が決まったという。千曲会の若林邦

彦会長（７７）は「選挙は勝たなければいけない。これ以上ふさ

わしい人はいない」と話した。 

 参院補選を巡っては、元衆院議員の小松裕氏（５９）が自民党

公認で立候補する方針。共産党など野党は、立民が擁立する候補

を支援する方針を示しており、事実上の与野党一騎打ちの構図と

なる公算が大きくなっている。 

 

参院長野補選、小松氏が出馬会見 元議員の内科医「政治が命救

う」 

2021/2/1 18:48 (JST)2/1 18:49 (JST)updated共同通信社 

4月の参院長野選挙区補欠選挙への立候補を

表明した小松裕元衆院議員＝1日午後、長野市 

 自民党の小松裕元衆院議員（59）は1日、長野市内で記者会見

を開き、4月の参院長野選挙区補欠選挙への立候補を正式に表明

した。内科医でもある小松氏は「政治こそがたくさんの命を救う

ことができる。新型コロナウイルスと闘い、終息させなければい

けない」と意欲を示した。 

 補選は立憲民主党の羽田雄一郎氏が新型コロナに感染して死

去したのに伴い実施され、羽田氏の後援会は弟の次郎氏（51）の

擁立を決めている。小松氏は、弔い合戦ともされる選挙戦に関し

「厳しい戦いだが全力で闘う。必ず壁は乗り越えられる」と述べ

た。2019年参院選で雄一郎氏に敗れている。 

 

政府、「尖閣」緊張を警戒 自民に自衛隊積極投入論―海警法施

行 

時事通信2021年02月01日07時05分 
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沖縄県の尖閣諸島＝２０１０年９月 

 

 中国海警局の武器使用権限を明記した２月１日施行の「海警法」

について、日本政府は「国際法秩序を揺るがしかねない」（防衛

省幹部）と警戒を強めている。東・南シナ海を舞台にした膨張主

義的な動きの一環と分析。沖縄県・尖閣諸島周辺でも軍事的な行

動をエスカレートさせる恐れがあるとみて、自民党からは自衛隊

の対応強化を求める意見が出てきた。 

 中国公船による尖閣周辺の接続水域航行は昨年、３３３日と過

去最多を記録し、領海侵入も繰り返す。海警局は日本の海上保安

庁に相当する組織だが、２０１８年に軍の最高指導機関である共

産党中央軍事委員会の指揮下に入り、「第２海軍」とも称される。 

 日本側で対処するのは基本的に海保。ただ、巡視船の装備には

限界があり、手に負えない場合は自衛隊が「海上警備行動」とし

て出動することになっている。 

 １月２６日の自民党関係部会の会合では、海警法について出席

議員から「尖閣狙い撃ちの条文だ」「脅し以外の何物でもない」

と反発する声が続出。海警局と軍の一体化が進んでいる現状を踏

まえ、自衛隊を前面に出す法整備を求める意見も相次いだ。 

 政府は２９日、海警法施行を前に尖閣を含む地域情勢をめぐり

国家安全保障会議（ＮＳＣ）を首相官邸で開いた。茂木敏充外相

は同日の記者会見で「国際法に反する形で適用されることがあっ

てはならない」とけん制した。 

 実は東シナ海では、海上自衛隊の護衛艦と中国海軍艦艇が一定

の距離を取り、にらみ合う状況が常態化している。このため、自

衛隊がより前面に立てば、中国に増派の口実を与えかねない。「中

国が仕掛けた『わな』にかかる」（防衛省幹部）というわけだ。 

 「自民党の意見も伺いつつ、引き続き万全の体制をつくってい

きたい」。岸信夫防衛相は２９日の記者会見で、こう述べるにと

どめた。  

 

西之表市長に八板氏再選 馬毛島自衛隊基地に反対  

日経新聞2021/2/1 12:20 

任期満了に伴う鹿児島県西之表市長選が31日投開票され、無所

属の現職八板俊輔氏（67）が、無所属新人で市商工会長の福井清

信氏（71）=自民推薦=との接戦を制し、再選を果たした。政府が

米軍訓練の移転先として計画する馬毛島（同市）への自衛隊基地

建設の賛否が主要争点で、反対を掲げる八板氏が、賛成する福井

氏を破った。 

地元首長選で基地反対路線継続の民意が示されたことで、日米の

安全保障政策に一定の影響を与える可能性もある。投票率は

80.17%。 

八板氏は市内の公民館で支持者を前に「市民から馬毛島基地化に

『ノー』が示された。防衛省はなし崩し的に計画を進めているが、

地元の意思に寄り添ってほしい」と求めた。 

八板氏は選挙戦で「基地建設は失うものの方が大きい」として、

豊かな資源を生かした 1 次産業を中心に、基地経済に頼らない

まちづくりを訴えた。市民団体などが後押しし、支持を広げた。 

福井氏は基地建設に伴う国の交付金を財源とする経済活性化を

掲げた。自民党や商工会が組織戦を展開したが及ばなかった。 

馬毛島は米軍空母艦載機による陸上空母離着陸訓練（FCLP）の移

転候補地。政府は島に基地を建設し、訓練用施設として米軍と共

同使用する計画を策定している。〔共同〕 

 

中国、武器使用明記の海警法施行 尖閣、「グレーゾーン」で攻

勢 

時事通信2021年02月01日07時04分 

北京から世界経済フォーラム（ＷＥＦ）

のオンライン会合に参加する中国の習近平国家主席＝１月２５

日、ＷＥＦのウェブサイトより（ＡＦＰ時事） 

 【北京時事】沖縄県・尖閣諸島周辺の日本領海への侵犯を繰り

返す中国海警局の船舶による武器使用について明記した「海警法」

が１日、中国で施行された。海警法は「国家主権、安全・海洋権

益の保護」を目的に制定。海警局を軍と一体化させ、平時と有事

の間の「グレーゾーン」で尖閣に対する日本の実効支配を崩そう

とする習近平指導部の狙いがうかがえる。 

 海警法は、海警局の職務を「海上の権益保護と法執行の履行」

と定めている。一方で、中国の主権や管轄権を侵害する外国の組

織、個人に対して「武器の使用を含むあらゆる必要な措置」を取

る権利が海警局にあると規定。尖閣諸島の領有権を主張する中国

が、尖閣周辺で活動する海上保安庁の船舶や漁船に対して発砲す

るなど行動を先鋭化させる恐れがある。 

 海警局は２０１３年の発足当初は政府機関だったが、１８年に

軍の最高指導機関である中央軍事委員会の指揮下にある人民武

装警察部隊（武警）に移管された。海警法は、海警局が中央軍事

委の命令により「防衛作戦などの任務を執行する」と明確にした。

海上保安庁法で「軍隊の機能」が否定され、武器使用も厳しく制

限されている海保と著しく異なる。 

 海警局は実質的に「第二海軍」となっているが、名称は変わら

ず、海上法執行機関の建前を維持している。この理由は「海警局

の動きに対して海上自衛隊が出動すれば、日本が『軍』を動員し

事態をエスカレートさせたと国際社会に主張できる」（中国の国

際関係専門家）ためだ。 

 世界最大の沿岸警備組織となっている海警局には排水量１万

トン級の船舶が配備され、退役した軍艦を改装して再利用する例

もある。海警法は「国は（海警局の）装備を強化し、職責の履行

に適した船舶、航空機、武器の配備を保証する」としており、海

警局の増強がさらに進みそうだ。 

 海警局の職務や権限を具体的に定めた法律はこれまでなかっ

た。海警法施行により、中国が領有権を主張する南シナ海でも周

辺国との緊張が高まる可能性がある。  

https://www.jiji.com/jc/giin?d=af435e245db7ba037dc7a6f7d1fe69bc&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=ecd4767649ddcab4a4331d6e09d363d8&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021013100190&g=pol&p=20210131at15S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021013100190&g=pol&p=20210131at16S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021013100195&g=pol&p=20210131at14S&rel=pv
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馬毛島基地、地元理解へ努力 加藤官房長官 

時事通信2021年02月01日12時21分 

 加藤勝信官房長官は１日の記者会見で、鹿児島県西之表市長選

で同市馬毛島で進む自衛隊基地建設計画に反対する現職が再選

したことについて「地元の理解と協力が重要だ。最大限の努力を

払っていきたい」と述べ、計画を進めるため引き続き住民への説

明に努める考えを示した。  

 

反対派当選でも建設推進 馬毛島基地巡り官房長官 

2021/2/1 12:47 (JST)2/1 13:05 (JST)updated共同通信社 

 加藤勝信官房長官は 1日、鹿児島県西之表市長選（1月 31日

投開票）で馬毛島基地建設に反対する現職が再選を果たしたこと

を巡り、政府として建設推進方針は変更しない考えを示した。「自

衛隊の南西防衛と災害時の拠点となる施設だ。できる限り早期に

整備が行われるよう取り組む」と強調した。 

 自衛隊の馬毛島基地は米軍空母艦載機による陸上空母離着陸

訓練（FCLP）の移転候補地となっている。加藤氏は地元への説明

を重ねることで「より多くの協力が得られるよう最大限の努力を

払っていく」と述べた。 

 

鹿児島県、馬毛島訴訟で争う姿勢 国調査許可巡り初弁論 

2021/2/2 00:35 (JST)共同通信社 

鹿児島県西之表市の馬毛島＝2020 年 12

月 

 鹿児島県西之表市の馬毛島への自衛隊基地建設を巡り、地元漁

業者が、塩田康一知事が国に島周辺での海上ボーリング調査を許

可したことは違法だとして、許可取り消しを求めた訴訟の第1回

口頭弁論が1日、鹿児島地裁であり、県は請求を退けるよう求め

た。 

 馬毛島は米軍空母艦載機による陸上空母離着陸訓練（FCLP）の

移転候補地で、政府は基地を訓練用施設として米軍と共同使用す

る計画。海上調査は島の東岸で来年5月まで予定されている。今

年1月31日投開票の西之表市長選は基地建設の是非が最大の争

点となり、反対派の現職八板俊輔氏（67）が再選した。 

 

海自護衛艦「せとぎり」、ソマリア沖へ…見送りなく静かに出港  

読売新聞2021/02/01 18:06  

 ソマリア沖アデン湾の海賊に対処するため、海上自衛隊の護衛

艦「せとぎり」が３１日、京都府舞鶴市の海自北吸岸壁を出港し

た。コロナ禍のため、従来行われてきた家族らの見送りのない静

かな出発となった。 

伊藤総監（左）から激励を受けるせとぎり

の乗員ら（舞鶴市で） 

 出国行事では、関係者ら約１００人を前に佐藤伸哉艦長（４８）

が「世界経済の大動脈を支えるという使命感を持ち、任務を遂行

します」とあいさつ。伊藤弘総監は「航海の安全、任務の完遂を

祈る」と激励した。海上保安官を含む乗員約２３０人が乗り込み、

伝統の「帽振れ」で別れを告げた。乗員らは艦内でＰＣＲ検査を

受け、近海での約２週間の訓練を経て現地へと向かう。任務は約

半年間の予定。 

 

駐留費１年延長案、政府が米に打診 バイデン政権と週内協議

入り 

時事通信2021年02月01日16時10分 

 在日米軍駐留経費の日本側負担（思いやり予算）をめぐり、先

に茂木敏充外相が米国のブリンケン国務長官と電話会談した際、

現行水準のまま１年間の暫定協定を結ぶ案を打診していたこと

が１日、分かった。政府関係者が明らかにした。週内にもオンラ

インによる日米実務者協議を開き、早期妥結を目指す。 

 米側はトランプ政権時に駐留経費の増額を要求し、これまで交

渉が難航。日本側は大統領選の結果を見極める必要があるとして、

２０２０年内の合意を見送り、２１年度予算案に２０年度とほぼ

同じ２０００億円程度を暫定的に計上していた。 

 １月２７日に行われた日米外相電話会談では、こうした対応を

米側に説明。特別協定の期限が３月末に切れることを念頭に、茂

木、ブリンケン両氏は交渉の早期合意を目指し、議論を加速させ

ることで一致した。  

 

日本「平和条約不可能と認識」 領土解決条件の現状方針なら―

ロシア前首相 

時事通信2021年02月01日18時17分 

 【モスクワ時事】ロシアのメドベージェフ安全保障会議副議長

（前首相）は、北方領土問題を含む日ロの平和条約締結交渉に関

し、日本政府は領土問題解決を条件にした現在の交渉方針では条

約締結は不可能だと認識しているが、国内のコンセンサスに縛ら

れて方針撤回ができずにいると主張した。タス通信が１日、ロシ

アメディアとの会見内容を報じた。 

 メドベージェフ氏は「（日本政府は）すべてを理解している。

彼らは賢明で深遠な人々だが、国内のコンセンサスに基づくとさ

れる内部方針があり、このことが撤回を許さない」と皮肉交じり

に指摘。日本側の北方領土の主権主張を「お題目」とも表現した。  

 

ロシア前首相、北方領土は「協議不可能」 改憲を根拠に 

朝日新聞デジタルモスクワ=喜田尚2021年2月1日 18時45分  

https://www.jiji.com/jc/giin?d=762e7a2d67b81a20930405271eeea8cc&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=af435e245db7ba037dc7a6f7d1fe69bc&c=syu
https://www.yomiuri.co.jp/media/2021/02/20210201-OYT1I50016-1.jpg
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ロシアのメドベージェフ前首相 

 ロシアの国家安全保障会議で副議長を務めるメドベージェフ

前首相は、昨年の憲法改正を理由に北方領土問題を話し合うこと

は不可能だと明言し、「日本との平和条約交渉はテーマがなくな

りつつある」と述べた。インタファクス通信などロシア・メディ

アとのインタビューで語り、1日明らかにされた。 

 国家安全保障会議はプーチン大統領が議長を務める。メドベー

ジェフ氏は「我々は憲法上の立場がはっきりした。我々にはロシ

ア領土の主権を引き渡す交渉を行う権利がない」と述べた。平和

条約交渉で日本と北方領土の共同開発について協議することは

可能だとしたが、「日本国内では（北方領土の返還が）国民的コ

ンセンサスとみなされているため、合意するのは不可能だ」とも

話した。 

 ロシアでは昨年プーチン氏が提唱する全有権者対象の投票で

憲法改正が成立。「領土の割譲」を禁止する条項が盛り込まれた。

（モスクワ=喜田尚） 

 

高浜、福井県の同意めど立たず 運転開始から40年超の再稼働 

2021/2/1 22:26 (JST)共同通信社 

関西電力高浜原発の1号機（奥）と2号機＝

福井県高浜町 

 運転開始から40年を超えた関西電力高浜原発1、2号機（福井

県高浜町）の再稼働に、同町の野瀬豊町長が1日同意し、今後は

県議会や杉本達治知事の判断が焦点となる。関電は1号機を3月

にも再稼働させたい考えだが、杉本氏は使用済み核燃料を一時保

管する中間貯蔵施設の県外候補地を関電が示すまで議論を始め

ない姿勢で、同意の見通しは立っていない。 

 40年超運転の認可を受けた原発は国内に 4基あり、地元自治

体の首長が同意するのは初めて。野瀬氏は 2 日、杉本氏と面談

し、同意を報告する。 

 杉本氏は 1 月 21 日の記者会見で、「議論を始める段階ではな

い」と改めて述べていた。 

 

40年超再稼働、高浜町長が同意 関電高浜原発1、2号機 

2021/2/1 12:29 (JST)共同通信社 

 

福井県高浜町議会の上尾徳郎議長（手前）に再稼働への同意を伝

える野瀬豊町長＝1日午前、福井県高浜町 

 運転開始から40年を超えた関西電力高浜原発1、2号機（福井

県高浜町）を巡り、同町の野瀬豊町長は1日、町議会の上尾徳郎

議長と面談し「総合的な観点から再稼働することを理解する」と

述べ、町として同意すると表明した。地元首長が40年超再稼働

に判断を示すのは国内初で、資源エネルギー庁の保坂伸長官にも

伝えた。 

 町の同意後は県議会や知事の判断となる。杉本達治知事は議論

の前提条件として、関電に使用済み核燃料の県外搬出先の提示を

求めている。現時点で関電は示せておらず、同意手続きの見通し

は立っていない。 

 関電は高浜1、2号機を早ければ3月と5月に再稼働させる工

程を策定した。 

 

高浜原発の再稼働、地元町長が同意 老朽原発では全国初 

朝日新聞デジタル佐藤常敬2021年2月1日 10時39分  

関西電力高浜原発1、2号機=2020年11月

14日、福井県高浜町、朝日新聞社ヘリから、金居達朗撮影 

 

 

 運転開始から 40 年を超える老朽原発の関西電力高浜 1、2 号

機（福井県高浜町）について、高浜町の野瀬豊町長は1日、再稼

働への同意を表明した。老朽原発再稼働への地元首長の同意は全

国初。今後は、福井県の杉本達治知事の判断が焦点になる。関電

は3月以降の再稼働を目指すが、実現するかは不透明だ。 

 野瀬町長は1日午前、町議会の上尾徳郎議長と面談し、同意の

意向を伝えた。「今後の原子力発電の安全性と重要性、必要性を

総合的に判断した」と語った。 

 再稼働には首長や議会の同意が必要。関電が再稼働を目指すの

は高浜1、2号機と美浜3号機（同県美浜町）で、高浜町議会は

昨年11月、美浜町議会は同12月に再稼働に同意した。この日の

野瀬町長に続き、美浜町の戸嶋秀樹町長は 2 月中にも判断する

とみられる。 

 杉本知事は再稼働を判断する前提として、原発から出る使用済

み核燃料の中間貯蔵施設の県外候補地を昨年中に示すよう関電
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に求めてきたが、現時点でも示されていない。大手電力10社で

つくる電気事業連合会が昨年12月、青森県むつ市の施設を電力

各社で共同利用する案を検討していると公表。しかし、むつ市の

宮下宗一郎市長は、関電の使用済み核燃料の受け入れに否定的な

考えを示している。（佐藤常敬） 

 

長崎市、被爆2世に記録簿発行へ 健康管理目的、新年度から 

2021/2/1 18:30 (JST)2/1 18:47 (JST)updated共同通信社 

 長崎市は1日、「長崎県被爆二世の会」と会合し、被爆2世の

健康管理を目的とした記録簿を新年度から発行すると明らかに

した。年1回の被爆2世健康診断を受診した希望者全員に、5月

ごろの配布を目指す。被爆者健康手帳とは異なり、取得者に医療

費の補助はないが、被爆 2 世団体は将来的な救済措置につなげ

たい考えだ。 

 被爆者援護法に基づき、被爆者は医療費が原則無料になるなど

の援護を受けられるが、被爆2世は対象外。会合に参加した長崎

市の被爆2世平野伸人さん（74）は「被爆2世に健康不安がある

と認められた。いつかは援護を伴う手帳になるのではという期待

がある」と話した。 

 

【主張】核兵器禁止条約 「署名せず」が日本を守る 

産経新聞2021.2.1 05:00 

 核兵器の開発や実験、保有、使用を全面的に禁ずる核兵器禁止

条約が、批准した５０カ国・地域で発効した。 

 日本はこの核禁条約に加わっていない。 

 菅義偉首相は２２日の国会で、「現実的に核軍縮を進める道筋

の追求が適切であるとのわが国の立場に照らし、条約に署名する

考えはない」と表明した。 

 締約国による国際会議への日本のオブザーバー参加について

も「慎重に見極める必要がある」と述べて距離を置いた。 

 唯一の戦争被爆国として日本が核兵器廃絶や核軍縮を追求す

るのは当然である。 

 だが、核禁条約では核廃絶や軍縮、平和の実現につながらない。

日本が加われば、むしろ北朝鮮や中国、ロシアの核の脅威に一層

さらされることになる。 

 政府には、再び核の惨禍に見舞われないよう日本を守り抜く責

務がある。菅首相が不署名の方針をとっていることは、国民を守

る責務を果たすもので妥当だ。 

 核禁条約には、核兵器の放棄や不保持の検証についての実効性

ある規定はない。 

 核保有国は一国も加わっていない。日本や北大西洋条約機構

（ＮＡＴＯ）加盟国、韓国など、米国の核抑止力（核の傘）を利

用して自国の安全を保とうとしている国も署名していない。 

 今の科学技術の水準では、外国からの核攻撃を防ぐ確実な方法

は見つかっていない。核兵器による反撃力を自国または同盟国が

持つことにより、核攻撃やその脅しを抑止することが必要だ。 

 戦後の日本は冷戦期から今にいたるまで、核の脅威にさらされ

てきた。歴代政権は、国防に核抑止力が不可欠との立場をとって

きた。それを自国では用意せず、日米安全保障条約に基づく米国

の核戦力に依存してきた。 

 核抑止の備えを一方的に解けば、放棄しない国の前で丸裸にな

る。もし全核保有国が放棄しても、その後に核武装する国やテロ

組織が現れる恐れがある。 

 核禁条約に加わることは結果的に、日本国民を核の脅威から守

る核抑止力の効果を減じさせることになってしまう。 

 日本は広島、長崎の悲劇を世界に伝え、核禁条約とは別の形で

核軍縮を促す外交を進めるべきだ。北朝鮮の核・ミサイル戦力の

放棄も強く迫らねばならない。 
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