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2021年4月9日～8日 

憲法審査会、参院長野選挙区補選・同広島選挙区再選挙 

 

国民投票法、１５日審議再開 立・共は採決拒否―衆院憲法審 

時事通信2021年04月08日11時20分 

 衆院憲法審査会は８日の幹事懇談会で、今国会初となる審査会

を１５日に開き、憲法改正国民投票の利便性を高めるための国民

投票法改正案の審議を再開することを決めた。憲法全般に関する

自由討議も合わせて行う。 

 ２０１８年に提出された改正案は昨年の臨時国会でようやく

実質審議入り。自民、立憲民主両党は幹事長会談で、今国会で「何

らかの結論を得る」ことで合意している。自民党は幹事懇で、改

正案の採決を提案したが、立憲、共産両党は「あり得ない」と応

じなかった。 

 自民党の森山裕国対委員長は記者団に、改正案について「ずい

ぶん長く継続（審議）の扱いになっている。今国会で結論を出さ

せていただきたい」と述べ、今国会中に採決したいとの考えを強

調した。 

 

憲法審査会、１５日に開催 

朝日新聞デジタル2021年4月9日 5時00分  

今国会で初めてとなる衆院憲法審査会が１５日に開かれること

になった。与野党が８日の幹事懇談会で合意した。憲法改正の手

続きを定める国民投票法改正案の審議や自由討議を行う。 

 改正案は２０１８年に提出。大型商業施設への共通投票所の設

置など７項目が盛り込まれている。いずれも一般の選挙ではすで

に導入されてい… 

残り：220文字／全文：370文字 

 

衆院憲法審査会15日開催で合意 今国会初、国民投票法を質疑 

毎日新聞 2021/4/8 13:09(最終更新 4/8 13:09) 

国会議事堂＝川田雅浩撮影 

 衆院憲法審査会は 8 日の幹事懇談会で、今国会初の憲法審を

15 日に開く日程で合意した。憲法改正に関する国民投票法改正

案の質疑と自由討議を実施する。自民党は改正案の採決も提案し

たが、立憲民主党などは野党の対案も審議するよう主張し、慎重

姿勢を示した。国民民主党は採決を求めた。 

 自民、立憲両党は国民投票法改正案につい… 

残り209文字（全文364文字） 

 

衆院憲法審、15日開催で与野党合意 今国会初 

日経新聞2021年4月8日 13:42 

憲法審査会の幹事懇談会（8日、国会内） 

衆院憲法審査会は 8 日の幹事懇談会で、今国会初となる審査会

を15日に開くことで合意した。国民投票法改正案の審議を再開

する。自民党が改正案の採決を提案し、立憲民主党や共産党は審

議の継続などを求めて応じなかった。憲法全般について自由討議

も実施する。 

2018年に国会に提出された同改正案は昨年の臨時国会で実質的

な審議に入った。自民党の新藤義孝与党筆頭幹事は幹事懇後、記

者団に「速やかに採決すべきだと引き続き提案したい」と述べた。 

 

与野党、衆院憲法審１５日開催で合意 今国会初 

産経新聞2021.4.8 12:32 

 衆院憲法審査会は８日午前の幹事懇談会で、今国会初となる憲

法審を１５日に開く日程で合意した。憲法改正手続きを定めた国

民投票法改正案の質疑と自由討議を実施する。自民党は１５日中

の改正案採決も提案し、日本維新の会や国民民主党は賛同したが、

立憲民主党と共産党は慎重姿勢を示した。 

 与党筆頭幹事を務める自民の新藤義孝元総務相は記者団に、８

国会にわたって継続審議となっている改正案について「もう審議

が尽くされている。速やかに採決すべきだということを引き続き

提案していきたい」と語った。 

 

しんぶん赤旗2021年4月9日(金) 

衆院憲法審査会が幹事懇談会 自民、一方的開催を謝罪 

 衆院憲法審査会は８日に幹事懇談会を開き、１５日に憲法審査

会を開催し、与党提出の国民投票法改定案の質疑と「憲法改正国

民投票法をめぐる諸問題」についての自由討議を行うことを決め

ました。 

 同会の冒頭で自民党の新藤義孝議員が、２日に同幹事懇を一方

的に開催したことについて「遺憾であった」と謝罪しました。立

憲民主党の山花郁夫議員は「与野党の合意を大事にした運営を強

く求めたい」と強調しました。 

 幹事懇で自民党は同法案の採決を主張しました。日本共産党の

赤嶺政賢議員は「奥野議員などが提出した改定案を並行して審議

し、ＣＭ規制の問題など根本的な問題を議論するよう求めてきた。

採決はあり得ない」と厳しく批判しました。 

 立憲民主党の奥野総一郎議員は「知恵を絞って対案を出してい

る。並行審議を行い、盛り込んでほしい」と主張。引き続き協議

することとなりました。 

 

衆院憲法審査会 国民投票法改正案の審議再開で与野党合意  

NHK2021年4月8日 11時47分 

 

憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案をめぐり、衆議院

憲法審査会は、8日の幹事懇談会で、来週15日に今の国会で初

めてとなる審査会を開き、改正案の審議を再開することで与野党

が合意しました。 

国民投票法の改正案をめぐっては、自民党と立憲民主党が今の国

会で「何らかの結論」を得ることで合意していて、取り扱いが後

https://www.jiji.com/jc/giin?d=a435873aeb7fd3674f299f4ced803978&c=syu
http://www.asahi.com/topics/word/憲法審査会.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法改正.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票法.html
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半国会の焦点の1つとなっています。 

こうした中、衆議院憲法審査会の幹事懇談会が開かれ、来週 15

日に今の国会で初めてとなる審査会を開き、改正案の審議を再開

して、自由討議を行うことで与野党が合意しました。 

一方、自民党は改正案の審議は尽くされているとして、次回以降

の審査会で速やかに採決すべきだと主張したのに対し、立憲民主

党は時期尚早だとして折り合わず、引き続き協議していくことに

なりました。 

 

来週、憲法審査会 国民投票法改正案審議へ 

ＮＮＮ4/8(木) 17:31配信 

与野党は来週、今の国会で初めてとなる衆議院の憲法審査会を開

催し、憲法改正の手続きなどを定めた国民投票法改正案の審議を

することで合意しました。 国民投票法の改正案は投票の利便性

を高めるためのもので、与党側は３年前から採決を求めていまし

たが、野党側は応じずに、８国会にわたって継続審議となってい

ました。 ８日に開かれた衆議院憲法審査会の幹事懇談会で、与

野党は審査会を来週１５日に開いて国民投票法の改正案の審議

などを行うことで合意しました。ただ、自民党などが「速やかな

採決」を求めたのに対し、立憲民主党と共産党は「採決はまだま

だほど遠い」などと主張し、折り合いませんでした。 改正案に

ついては、去年１２月に自民党と立憲民主党が今の国会で「何ら

かの結論」を得ることで合意していて、今後、立憲民主党などが

採決に応じるかどうかが焦点となります。 

 

衆議院の憲法審査会 15日に初審議で与野党が合意 

ANN2021年04月08日 13:21 

 

 今の国会で初めてとなる衆議院の憲法審査会を15日に開くこ

とで与野党が合意しました。自民党は国民投票法改正案の採決を

求めています。  国民投票法改正案は憲法改正の国民投票をす

る際の利便性を高めるものです。  自民党は 15 日に質疑をし

たうえで採決するよう提案しました。  ただ、野党側は賛否の

CM量を等しくする CM規制の議論が進んでいないなどとして

「採決は程遠い」と反対しました。  去年、自民党と立憲民主

党の幹事長は、今の国会で「何らかの結論」を得ることで合意し

ていて、今後、採決に踏み切るかどうかが焦点となっています。 

 

憲法審 来週１５日開催で合意 新藤氏が強引運営を陳謝 

MBS毎日放送更新：2021-04-08 15:41 

 いまの国会では初めてとなる１５日の憲法審査会では、継続審

議となっている国民投票法改正案の質疑と自由討議を行うこと

で合意しました。 

 自民党の新藤筆頭幹事は改正案の採決も提案しましたが、野党

側は野党提出の対案も審議することなどを求め、拒否しました。 

 憲法審査会をめぐっては先週、自民・公明など４党が、立憲、

共産が欠席のまま幹事懇談会を強行するなど、強引な運営があっ

たとして立憲、共産が抗議していました。このため、８日の懇談

会の冒頭、自民党の新藤筆頭理事が「誠に遺憾だ。引き続き円満

な運営に努める」と陳謝したということです。（08日14:26）  

 

参院長野補選・広島再選挙が告示 衆院選前哨戦、与野党が対決 

時事通信2021年04月08日11時44分 

候補者の第一声に気勢を上げる支援

者ら＝８日午前、長野市 

   

 参院の長野選挙区補欠選挙と広島選挙区再選挙が８日告示さ

れた。菅政権発足後、初の国政選挙。与野党は秋までに行われる

衆院選の前哨戦と位置付け、総力を挙げて臨む方針。結果は菅義

偉首相の政権運営や衆院解散戦略にも影響を及ぼしそうだ。投開

票は、１３日告示の衆院北海道２区補選と併せ、２５日に行われ

る。 

 長野補選は立憲民主党の羽田雄一郎元国土交通相の死去に伴

う。広島再選挙は、２０１９年参院選をめぐる公職選挙法違反事

件で河井案里前参院議員の有罪が確定、当選無効になったことを

受けたもので、ともに事実上の与野党一騎打ちの構図。政府の新

型コロナウイルス対応などが争点となりそうだ。  

 

参院２選挙、届け出締め切り 長野３、広島６新人の争いに 

時事通信2021年04月08日17時29分 

 ８日に告示された参院の長野選挙区補欠選挙、広島選挙区再選

挙は午後５時に立候補の届け出が締め切られ、それぞれ新人の３

氏と６氏による争いが確定した。 

 長野選挙区は、自民党の元衆院議員小松裕（５９）＝公明党推

薦＝、立憲民主党の元衆院議員秘書羽田次郎（５１）＝共産、国

民民主、社民各党推薦＝、ＮＨＫ受信料を支払わない方法を教え

る党の党職員神谷幸太郎（４４）の３氏が立候補した。 

 広島選挙区は、諸派のフリーアナウンサー宮口治子（４５）＝

立憲、国民、社民推薦＝、無所属の介護士佐藤周一（４５）、無

所属の元会社員大山宏（７２）、無所属の医師玉田憲勲（６３）、

自民の元経済産業省課長補佐西田英範（３９）＝公明推薦＝、Ｎ

ＨＫ党の党職員山本貴平（４６）の６氏が届け出た。  

 

長野と広島で与野党対決 参院2選挙が告示 

2021/4/8 10:25 (JST)共同通信社 

参院広島再選挙が告示され、候補者の演説

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E7%AB%8B%E6%86%B2%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A&fr=link_kw_nws_direct
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=67c5baa60f26655ebc07857423594892&c=san
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021040800214&g=pol&p=20210408at13S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021040800214&g=pol&p=20210408at19S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021040800214&g=pol&p=20210408at18S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021040800214&g=pol&p=20210408at12S&rel=pv
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を聞く有権者ら＝8日午前、広島市 

 参院長野選挙区補欠選挙と参院広島選挙区再選挙が 8 日、告

示された。ともに自民党公認で公明党推薦の与党候補と、立憲民

主、共産両党などの野党共闘候補の対決が軸。昨年9月の菅政権

発足後初の国政選挙で、衆院議員任期満了を10月に控え、結果

は菅義偉首相の衆院解散時期を巡る判断など政権運営に影響す

る。13日告示の衆院北海道 2区補選とともに 25日に投開票。

新型コロナ対応、「政治とカネ」などが争点となる。 

 長野は立民の羽田雄一郎元国土交通相の死去に伴う補選。 

 広島は2019年参院選の公選法違反（買収）で有罪が確定した

河井案里前参院議員（自民離党）の当選無効に伴う再選挙。 

 

国会議事堂 

 

参院2選挙、長野・広島で告示 コロナとカネが争点か 

朝日新聞デジタル楢崎貴司2021年4月8日 10時52分  

候補者の第一声を聞くために集まっ

た支持者ら=2021年4月8日午前9時12分、長野市、藤原伸雄

撮影 

 

 菅政権にとって初の国政選挙となる参院広島選挙区の再選挙

と参院長野選挙区の補欠選挙が8日、告示された。いずれも与野

党対決の構図で、「政治とカネ」の問題や新型コロナウイルスの

対応が争点となりそうだ。13日告示の衆院北海道2区補選とと

もに25日に投開票される。 

 広島再選挙は、公職選挙法違反（買収）の有罪判決が確定した

河井案里氏=自民党を離党=の当選無効に伴うもの。立候補を届

け出たのは、公明が推薦する自民新顔の西田英範（ひでのり）氏

（39）や、立憲民主、国民民主、社民が推薦し、共産が支援する

諸派新顔の宮口治子氏（45）のほか、NHK受信料を支払わない

方法を教える党の新顔ら計6人。 

 長野補選は、立憲の参院幹事長だった羽田雄一郎氏が昨年末に

新型コロナに感染して急逝したことに伴う。立候補を届け出たの

は公明が推薦する自民新顔の小松裕氏（59）や、共産、国民、社

民が推薦する立憲新顔の羽田次郎氏（51）のほか、N党新顔の3

人。 

 収賄罪で在宅起訴された吉川貴盛元農林水産相=自民を離党=

の議員辞職に伴う北海道 2 区補選では、自民は候補擁立を見送

った。野党側は3選挙を次期衆院選の前哨戦と位置づけており、

結果次第では菅政権の今後の政権運営や衆院の解散戦略にも影

響を及ぼす可能性がある。（楢崎貴司） 

 

「選挙の顔」、試される首相 広島・長野で与野党対決へ 

朝日新聞デジタル大久保貴裕、吉川真布、東谷晃平2021年2月

16日 21時50分  

記者団の取材に応じる宮沢洋一・自民党広

島県連会長=2021年2月16日午後4時44分、広島市中区、東

谷晃平撮影 

 自民党広島県連は16日、参院広島選挙区の再選挙（4月25日

投開票）の候補者を決定した。野党側は再選挙に加え、同日投開

票される衆院北海道 2区と参院長野選挙区の 2補選にも候補者

を立てる方針。一方、「政治とカネ」に端を発する選挙での擁立

をめぐり、自民の対応は割れている。 

 4月25日投開票の三つの選挙は、衆院解散がなければ菅義偉

首相のもとでの初めての国政選となる。首相にとっても、野党側

にとっても、年内に実施される次期衆院選に向けた大きな試金石

となりそうだ。 

 与野党が対決する見通しとなっているのは、広島と長野の両参

院選挙区だ。 

 広島は、前回参院選をめぐる公… 

残り：1153文字／全文：1417文字 

 

参院長野補選と広島再選挙が告示、ともに事実上の与野党対決

に  

読売新聞2021/04/08 12:24  

 菅政権発足後、初めての国政選挙となる参院長野選挙区補欠選

挙と参院広島選挙区の再選挙が８日、告示された。いずれも事実

上の与野党対決の構図となり、勝敗は、菅首相の政権運営や衆院

解散の判断にも影響を与えそうだ。１３日告示の衆院北海道２区

補選とともに２５日に投開票される。 

 菅政権半年の評価や新型コロナウイルス対策、「政治とカネ」

が主な争点になりそうだ。旧立憲民主党と旧国民民主党が合流し

て結成した立憲民主党にとっても初の国政選挙になる。秋までに

行われる衆院選に向け、野党共闘が機能するかどうかの試金石と

なる。 
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 自民党の佐藤総務会長は８日午前、長野市で演説し、「一刻も

早くこのコロナ禍を抜けなくてはいけない。即戦力である候補者

を国会に送っていただきたい」と支持を訴えた。立民の福山幹事

長はＪＲ長野駅前で、「新型コロナの影響で国民生活も経済も厳

しい。菅政権が全く機能していない」と強調した。 

 長野補選は、立民の羽田雄一郎・元国土交通相の死去に伴うも

のだ。自民の元衆院議員・小松裕氏（５９）（公明党推薦）、立民

の羽田次郎氏（５１）（共産、国民民主、社民各党推薦）、ＮＨＫ

受信料を支払わない方法を教える党の神谷幸太郎氏（４４）の新

人３人が立候補した。 

 小松氏は医師として新型コロナ対策に取り組む姿勢を強調す

る。羽田氏は雄一郎氏の弟で、「弔い合戦」を前面に出す。野党

は、羽田氏が日米同盟見直しなどを盛り込んだ政策協定を共産の

地元組織と結んだことに国民が反発していったん推薦を白紙撤

回するなど共闘態勢に課題が残る。 

 広島再選挙は、２０１９年参院選を巡る大規模買収事件で有罪

が確定した河井案里氏（自民を離党）の当選無効に伴って行われ

る。いずれも新人で、諸派のフリーアナウンサー・宮口治子氏（４

５）（立民、国民、社民各党推薦）、自民の元経済産業省職員・西

田英範氏（３９）（公明推薦）のほか、Ｎ教の山本貴平氏（４６）、

無所属の３人も立候補を届け出た。 

 ８日朝の西田氏陣営の出陣式には、自民、公明両党の幹部が応

援に入る一方、宮口氏陣営の出発式は、立民、国民、社民の女性

国会議員がそろい、無党派層にアピールした。宮口氏は、連合傘

下の民間労組の意向を踏まえ、共産を支援の枠組みに入れなかっ

た。共産は自主的に支援する。 

 

しんぶん赤旗2021年4月9日(金) 

参院長野補選が告示 羽田候補「多様な思いを国政に」 

（写真）勝利への決

意を語る羽田次郎候補（右端）と、（右２人目から）福山、司会

の埋橋茂人県議、小池、鮎沢、中川、水岡の各氏＝８日、長野駅

前 

 参院長野選挙区補選（２５日投票）が８日、告示されました。

市民と県内野党（日本共産党、立憲民主党、社会民主党）の統一

候補である羽田次郎氏（５１）＝立民公認＝は、長野駅前で「若

者、女性、多様な思いを持つ人の代弁者になりたい」と第一声を

上げ、長野、上田、松本の各市を遊説しました。 

 兄・雄一郎氏の死去に伴う補選に立つ羽田氏は、コロナ禍で困

窮する大学生の実態、選択的夫婦別姓を望む女性の声を聞いてき

たと報告。「若者に自己責任を押しつける、９５％の女性が夫の

氏を名乗る。生きづらいと思う人たちの声を国政に届けたい」と

語りました。 

 あわせて羽田氏は、新型コロナ第４波に対してＰＣＲ検査、給

付金などの施策拡充の必要性を強調。「今の政府ではそれができ

ていない」と述べ「大変重要な議席を何があってもかちとりたい」

と決意を表明しました。 

 長野駅前では、羽田氏と政策協定を結ぶ市民、野党の代表があ

いさつ。立民の福山哲郎幹事長、水岡俊一参院議員会長、篠原孝

衆院議員、杉尾秀哉参院議員、共産党の鮎沢聡県委員長、社民党

の中川博司県議、信州市民アクションの小池瑞恵共同代表が「信

州から政権交代ののろしを上げよう」などと激励しました。 

 長野市の女性（６５）は「若者のために、学費の無償化をして

ほしい」と羽田候補へ期待を寄せていました。 

 松本市での演説には共産党の井上哲士参院議員が駆け付け、羽

田候補支援を訴えました。上田市では高村京子県議があいさつし

ました。 

 補選は羽田候補含め、新人３人が立候補。羽田氏と自民党元衆

院議員の小松裕氏（５９）＝公明推薦＝との事実上の一騎打ちで

す。 

 

しんぶん赤旗2021年4月9日(金) 

参院広島再選挙が告示 宮口候補「金権政治ノー示そう」 

（写真）出発式で第一声を上げる宮口

はるこ候補＝８日、広島市 

 ２０１９年参院選をめぐる大規模買収事件で有罪が確定した

河井案里前参院議員＝自民党を離党＝の当選無効に伴う参院広

島選挙区再選挙（定数１）が８日告示されました。日本共産党が

支援する野党統一候補の宮口はるこ氏（４５）＝諸派新、立憲民

主、国民民主、社民推薦＝は「金権政治にノーを言わなくてはい

けない大事な選挙。意思表示をしてほしい」と訴えました。 

 自民党の西田英範氏＝公明推薦＝との与野党対決の再選挙は、

菅内閣発足後初の国政選挙で２５日投開票です。 

 宮口候補の出発式が行われた広島市の旧市民球場跡地前には

多くの市民が駆け付け、熱気に包まれました。 

 「金権政治はもうごめんです！ 選挙に行こう 選挙で変えよ

う！」との横断幕を広げた新日本婦人の会県本部会長の森眞理子

さんは「カネで票を買うことは許されません。自民党政治を終わ

りにしたい。宮口さんは子育てに苦労しながら立候補して、勇気

があります。会を挙げて頑張りたい」と話しました。 

 立憲民主党の蓮舫代表代行、国民民主党の舟山康江政調会長、

社民党の福島みずほ党首らが訴えました。 

 この日、日本共産党は、河井克行前衆院議員の地元、衆院広島

３区に含まれる安佐南区で、大平よしのぶ衆院中国ブロック比例

予定候補を先頭に３０人がのぼりや横断幕を持ってアピールし

ました。 

 

しんぶん赤旗2021年4月9日(金) 
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３国政選とも勝利へ全力 志位氏 

 日本共産党の志位和夫委員長は８日の会見で、同日告示された

参院長野補選と広島再選挙、衆院北海道２区補選について問われ、

「全体として筋が通った形で野党統一候補が実現したことは非

常に大きな前進だ」と強調し、「３選挙とも必ず勝利するために

全力投球で頑張り抜く」と表明しました。 

 志位氏は３選挙の位置づけについて、「コロナ対策で無為無策

を続けてきた菅政権に対する審判の選挙だ」と指摘。同時に「こ

の選挙に勝つことが市民と野党の共闘を大きく発展させる契機

になる。総選挙での本格的な共闘体制をつくる上でも重要なたた

かいになる」と述べました。 

汚染水の海洋放出 

 志位氏は、東京電力福島第１原発で増える汚染水処理をめぐっ

て、政府が海洋放出を決定する意向を示していることについて問

われ、「断固反対だ。政府が決定の強行をしないよう強く求める」

と表明しました。 

 志位氏は、海洋放出について全漁連や地元自治体から断固反対

の声が上がっていると指摘。「福島だけでなく宮城、岩手を含め

た東北全体の沿岸漁業に携わる方々は特に強く反対している」と

強調しました。 

 東北３県の沿岸漁業は東日本大震災で大きな痛手を受け、まだ

回復していないと指摘。「同時に、大不漁とコロナが直撃し、ま

さに三重苦だ。そこに海洋放出などというのは全くもって言語道

断というのが現場の声だ」と強調しました。 

学術会議問題 

 梶田隆章学術会議会長が井上信治科学技術担当相と７日に会

談し、井上担当相が学術会議の組織見直し案については「現行組

織が最も望ましい」という学術会議の意向を尊重すると述べたこ

とについて問われ、志位氏は「任命拒否の問題を学術会議の在り

方にすり替える議論はこれでおしまいにして、問題の核心である

任命拒否の問題を解決するべきだ」と述べ、「解決できるのは菅

首相しかいない。菅首相が任命拒否を撤回し、任命する以外に解

決の方法はない。違憲・違法の状態が続いている。直ちに是正す

るよう決断を求めたい」と主張しました。 

 

参院長野県区補選告示 ３氏が立候補 政局占う与野党対決 

信濃毎日新聞2021/04/09 06:04 

 参院県区補欠選挙（欠員１）は８日告示され、いずれも新人で、

自民党の小松裕氏（５９）、立憲民主党の羽田次郎氏（５１）、Ｎ

ＨＫ受信料を支払わない方法を教える党の神谷幸太郎氏（４４）

の３人が立候補を届け出た。同日告示された参院広島選挙区再選

挙、１３日告示の衆院北海道２区補選とともに昨年９月の菅義偉

政権発足後、初めて迎える国政選挙。２５日の投開票日に向け、

新型コロナウイルス感染症への対応や「政治とカネ」を争点に、

今年１０月の衆院議員任期満了までに行われる次期衆院選をに

らんで与野党が激突する。 

 今回の参院長野県区補選は、昨年１２月に立民の羽田雄一郎氏

が新型コロナで急逝したことに伴う。野党側は２０１６、１９年

参院選県区（改選数１）に続いて候補を一本化。小松氏、羽田次

郎氏による事実上の「与野党１対１」の対決構図となる。 

 小松氏は県庁近くのホテル前で第一声を行い、医師であること

を踏まえ「コロナを収束させなければ全て始まらない。医療と政

治を経験した私に仕事を託してほしい」と強調。政治の信頼回復

も訴え、上田、松本、諏訪、伊那各市を経て飯田市まで縦断した。 

 羽田氏はＪＲ長野駅前で行った第一声で、兄の雄一郎氏が子ど

も重視の政策を掲げていたことに触れ、「兄が目指した政策を実

現しなければいけない」と主張。上田、松本両市などを遊説し、

小県郡長和町では雄一郎氏と父の孜元首相の墓前に勝利を誓っ

た。 

 神谷氏は県庁で自ら立候補の手続きを済ませた。手続き後の取

材に対し、「ＮＨＫ受信料の不公平性の是正を訴えていきたい」

と主張。県内での街頭演説などの活動予定はないとして、県選挙

管理委員会から腕章など選挙活動用の物品は受け取らなかった。 

 立候補の意向を示していた諸派の政治団体「地域政党『信州義

民の会』」新人の荒井久登氏（４２）は届け出なかった。 

 ７日現在の県内有権者数は１７３万５８８０人（男８４万３１

８８人、女８９万２６９２人）。このうち１８、１９歳は計３万

９６０２人。 

 

 手を振ってアピールする小松裕氏＝８日

午前１１時３２分、上田市 

手を振って支持を訴える羽田次郎氏＝８日

午後１時２６分、上田市 

善光寺仲見世通りを歩く神谷幸太郎氏＝８

https://image.shinmai.co.jp/web-image/20210409/CNTS2021040900019_M.jpg
https://image.shinmai.co.jp/web-image/20210409/CNTS2021040900016_M.jpg
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https://image.shinmai.co.jp/web-image/20210409/CNTS2021040900018_M.jpg
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日午後３時４０分、長野市 

 

参院長野県区補選 ３人の争いに 

信濃毎日新聞2021/04/08 17:01 

 参院県区補欠選挙（欠員１）は８日告示され、午後１時半現在

で、自民党の小松裕氏（５９）、立憲民主党の羽田次郎氏（５１）、

ＮＨＫ受信料を支払わない方法を教える党の神谷幸太郎氏（４４）

の新人３人が立候補を届け出た。感染拡大が続く新型コロナウイ

ルスへの対応や経済再生をテーマに、１７日間の論戦が始まった。

投開票は２５日。 

 今回の参院県区補選は、昨年１２月に立民の羽田雄一郎氏が新

型コロナで急逝したことに伴う。野党側は２０１６、１９年参院

選県区（改選数１）に続いて候補を一本化。小松氏、羽田次郎氏

による事実上の「与野党１対１」の対決構図となる。 

 小松氏は県庁近くのホテル前で第一声を上げ、医師であること

を踏まえ「コロナを収束させなければ全て始まらない。医療と政

治を経験した私に仕事を託してほしい」と強調。「感染対策は政

治への信頼がなければ進まない。信頼を取り戻したい」と述べた。 

 羽田氏はＪＲ長野駅前で行った第一声で、兄の雄一郎氏が子ど

も重視の政策を掲げていたことに触れ「兄が目指した政策を実現

しなければいけない」と主張。「小さな声、声なき声、この社会

で生きづらいと思っている声を聴き、国政に届けたい」と訴えた。 

 神谷氏は県庁で自ら立候補の手続きを済ませた。取材に対し

「ＮＨＫ受信料の不公平性の是正を訴えていきたい」と主張。県

内で街頭演説などの活動予定はなく、ツイッターを通じて問題提

起するとし「多くの方に見ていただきたい」と述べた。 

 ７日現在の県内有権者数は１７３万５８８０人（男８４万３１

８７人、女８９万２６９３人）。このうち１８、１９歳は計３万

９６０２人。 

          ◇ 

 県選管は午後５時に立候補の受け付けを締め切った。諸派で政

治団体「地域政党『信州義民の会』」新人の荒井久登氏（４２）

は届け出なかった。 

ポスターが張り出された掲示板＝８日、

長野市 

羽田次郎氏の第一声を聞く支持者＝８

日午前９時１５分、長野市のＪＲ長野駅前 

小松裕氏の第一声を聞く支持者＝８日

午前９時１１分、長野市県町のホテル 

 

事実上の“与野党一騎打ち”に 参院長野県区の補欠選挙告示 

3人が立候補 17日間の選挙戦に突入 

長野放送2021年4月8日 木曜 午後8:09 

  

羽田雄一郎さんの死去に伴う参議院長野県区の補欠選挙が 8 日

告示され、新人3人が立候補しました。 

立候補したのは届け出順に、自由民主党の小松裕さん、立憲民主

党の羽田次郎さん、NHK受信料を支払わない方法を教える党の

神谷幸太郎さんです。 

今月 25 日の投開票に向け、17 日間の選挙戦がスタートしまし

た。菅政権が発足してから初の国政選挙で、各政党とも来たる衆

院選の前哨戦と位置づけています。 

自由民主党の小松裕さんは、長野県庁の近くで第一声を上げまし

た。 

自民・小松裕さん： 

「感染に対する不安、暮らしに対する不安を取り除く。それこそ

が政治の役割。命を守り、暮らしを守り、地域経済を守る。大事

な役割を託してください」 

小松さんは衆議院議員を務めた後、2019年の参院選で羽田雄一

郎さんに敗れました。医師の経験を生かした新型コロナウイルス

対策や経済対策を訴えます。 

自民・小松裕さん： 

「私が勝つか負けるかで、長野県の政治、長野県にとってどうな

るか、本当に大事な戦い。勝たなければいけない責任があると思

う」 

立憲民主党の羽田次郎さんは、長野駅前で第一声を上げました。 

立憲・羽田次郎さん： 

「兄が目指した政策を何としても実現しなければならない。小さ

な声、声なき声、一つ一つ伺いながら国政の場に届けていく」 

去年暮れに新型コロナウイルスに感染して亡くなった兄・雄一郎

さんの遺志を継ぎ、弱い立場の人の声を届ける政治を訴えます。

「野党統一候補」として共産党や社民党の支援も受けます。 

立憲・羽田次郎さん： 

「（新型コロナウイルスで）多くの遺族が全国にもいらっしゃる。

その思いも含めて菅内閣の後手後手の対策についてただしたい」 

NHK 受信料を支払わない方法を教える党の神谷幸太郎さんは、

県庁で立候補を届け出た後、報道陣の取材に応えました。 

N党・神谷幸太郎さん： 

「NHK の受信料問題を投票の際の選択肢の一つにしてもらえ

れば。スクランブル放送で受信料を払えば見られる状況にしたい」 

神谷さんは、長野県内で活動しないということです。 

コロナ禍の選挙とあって、県選挙管理委員会は、密にならないよ

う有権者に期日前投票の活用も呼びかけています。投開票は 25

日で、9日から期日前投票が始まります。 

 

https://www.fnn.jp/search/author/長野放送
https://www.fnn.jp/search/author/長野放送
https://image.shinmai.co.jp/web-image/20210408/CNTS2021040800454_M.jpg
https://image.shinmai.co.jp/web-image/20210408/CNTS2021040800428_M.jpg
https://image.shinmai.co.jp/web-image/20210408/CNTS2021040800427_M.jpg
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長野と広島の参院2選挙告示 与野党対決、政権運営にも影響 

毎日新聞 2021/4/8 19:02(最終更新 4/8 19:02) 

参院広島選挙区再選挙が告示され、候補

者の訴えを聞く有権者ら＝広島市中区で2021年4月8日午前9

時40分、猪飼健史撮影 

 菅政権発足後、初の国政選挙となる参院長野選挙区補選と参院

広島選挙区再選挙が8日、告示された。いずれも与野党対決の構

図となり、菅政権の新型コロナウイルス対応や「政治とカネ」の

問題などが争点となる。13日に告示の衆院北海道2区補選とと

もに25日に投開票される。秋までに行われる衆院選の前哨戦と

位置付けられる。 

 長野補選は、立憲民主党の羽田雄一郎元国土交通相の死去に伴

い行われ、自民党新人の小松裕氏（59）＝公明党推薦▽立憲民主

党新人の羽田次郎氏（51）＝共産党、国民民主党、社民党推薦▽

NHK 受信料を支払わない方法を教える党新人の神谷幸太郎氏

（44）――の3人が立候補した。小松氏は元衆院議員で、羽田次

郎氏は雄一郎氏の弟。 

 広島再選挙は、公職選挙法違反で有罪が確定した河井案里元参

院議員（自民党を離党）の当選無効に伴うもので、諸派新人の宮

口治子氏（45）＝立憲民主党、国民民主党、社民党推薦▽無所属

新人の佐藤周一氏（45）▽無所属新人の大山宏氏（72）▽無所属

新人の玉田憲勲氏（63）▽自民党新人の西田英範氏（39）＝公明

党推薦▽NHK 受信料を支払わない方法を教える党新人の山本

貴平氏（46）――の6人が立候補した。 

 衆院北海道 2 区補選は、収賄罪で在宅起訴された吉川貴盛元

農相（自民党を離党）の議員辞職に伴い実施され、自民、公明両

党は候補者擁立を見送る。自民党の麻生太郎副総理兼財務相は8

日、東京都内での会合で「北海道は不戦敗。残る二つは厳しいス

タートだが接戦は確かなので、ぜひ二つ取らなければいけない」

と強調。立憲民主党の福山哲郎幹事長は同日、長野県上田市内で

の演説で「近いうちに衆院選がある。勢いを衆院選につないで日

本の政治を変えたい」と訴えた。 

 3選挙の結果は、菅義偉首相の政権運営や衆院解散戦略に影響

を与えそうだ。次期衆院選に向けた野党共闘も問われることにな

る。【青木純、宮原健太】 

 

「腐敗政治変える」「元気取り戻す」与野党幹部火花 参院広島

再選挙 

毎日新聞 2021/4/8 21:01(最終更新 4/8 21:06) 

参院広島選挙区再選挙が告示され、新

型コロナウイルス対策でソーシャルディスタンスを保つために

線引きされる中、候補者の演説を聞く有権者ら＝広島市中区で

2021年4月8日午前9時23分、滝川大貴撮影 

 8日告示された参院広島選挙区再選挙は「政治とカネ」や新型

コロナウイルス対策を争点に、6人の新人候補の論戦が始まった。

2019年参院選を巡る大規模買収事件で政治への信頼が失墜し、

一気に攻勢をかけたい野党と、信頼の回復を図る与党が激突する

構図。与野党幹部が陣営に大挙して駆けつけ、女性活躍や経済再

生といった互いの候補の強みを前面に押し出しながら火花を散

らした。 

参院広島選挙区再選挙が告示され、候

補者の宮口治子氏（左から2人目）を応援する社民党の福島瑞穂

党首（左端）、国民民主党の舟山康江政調会長（左から3人目）、

立憲民主党の蓮舫代表代行＝広島市中区で 2021 年 4 月 8 日午

前10時16分、猪飼健史撮影 

 立憲民主、国民民主、社民各党の県組織などで作る政治団体「結

集ひろしま」から出馬し、3党の推薦を受けるフリーアナウンサ

ーの宮口治子氏（45）陣営が広島市中区の旧広島市民球場跡地前

で行った出陣式には、立憲の蓮舫代表代行、国民の舟山康江政調

会長、社民の福島瑞穂党首ら女性幹部がそろい踏み。蓮舫氏は

「17 年間参院議員をしているが、再選挙は初めて経験する。情

けない。皆さんは全く悪くないのに広島が何度も報じられる。恥

ずかしい、じくじたる思いをされたんじゃないですか」と買収事

件を引き合いに、集まった支援者らに問いかけた。 

 舟山氏も「一部の利害関係者にお金が行くような政治は変えな

いといけない」と主張、福島氏は「金権腐敗政治を一緒に変えた

い。頑張る女が政治を変える」と女性活躍をアピールした。3氏

はシングルマザーとして 3 人の子育てをする宮口氏の経験も生

かせるとしたほか、菅政権の新型コロナ対応も批判。陣営は今週

末、立憲の枝野幸男代表や国民の玉木雄一郎代表らの広島入りを

調整している。 

 広島県は過去 3回の衆院選で 7選挙区のうち 6選挙区を自民

党が占めた保守王国。前回参院選広島選挙区（改選数2）では立

憲、国民、社民の推薦を得て無所属でトップ当選した議員と共産

党候補者の得票数は計約40万票で、自民2候補が獲得した計約

57万票には届かなかった。 

シュプレヒコールをあげる候補者の西

田英範氏（右から2人目）ら。右端は自民党の岸田文雄前政調会

長。左端は公明党の石井啓一幹事長＝広島市中区で2021年4月

8日午前9時48分、滝川大貴撮影 

 自民党公認で公明党が推薦する元経済産業省課長補佐の西田

英範氏（39）陣営は今回、事件の反省から「クリーンな選挙」を

前面に打ち出し、官僚として政策立案に携わった経験を強調する

ことで野党の攻勢をかわしつつ支持拡大を目指す。出陣式には候

補者選びを主導した広島県連会長の岸田文雄前政調会長や前県
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連会長の宮沢洋一参院議員ら地元選出国会議員のほか、党本部か

ら山口泰明選対委員長や小野寺五典組織運動本部長が広島入り

した。 

 岸田氏は「この2年間、本当にいろんなことがあった。県民の

政治の心がバラバラになってしまった」と振り返り、新型コロナ

禍を踏まえ「戦後最大の国難に心を一つにして立ち向かい、元気

を取り戻す」と訴えた。宮沢氏は「カーボンニュートラル（温室

効果ガスの排出量実質ゼロ）など中長期の政策を立案し実行でき

る人間だ」と経産省での経験をアピールした。公明は党本部から

石井啓一幹事長、斉藤鉄夫副代表も駆けつけたほか、今週末には

山口那津男代表の広島入りも予定している。 

 NHK 受信料を支払わない方法を教える党公認で党職員の山

本貴平氏（46）はインターネットを活用し訴える方針。他の無所

属3候補は組織に頼らない選挙戦を展開する。 

 同県尾道市高須町の自営業、柴崎伸治さん（80）は「広島はカ

ネで票が買える『金権政治の地』という烙印（らくいん）を押さ

れた。腐敗した政治風土を一新し、政治に信頼を取り戻すチャン

スだ。庶民目線の政治家を見極めたい」と話した。【賀有勇、小

山美砂、渕脇直樹】 

 

参院補選・再選挙告示 全勝で弾み付けたい野党 衆院選共闘

の試金石に 

産経新聞2021.4.8 20:48 

 立憲民主党など野党は参院長野選挙区補選と広島選挙区再選

挙、１３日告示の衆院北海道２区補選の３つの選挙で全勝を収め、

次期衆院選に弾みをつけたい考えだ。３選挙への各党の取り組み

は衆院選での野党共闘の試金石ともなる。 

 「私たちの『ゼロコロナ』がいいのか、政府・与党の無策に近

い感染症対策でいいのか。大きな判断をしていただきたい」 

 立民の蓮舫代表代行は８日、広島市内で行った街頭演説でこう

訴え、新型コロナウイルス対策を争点として強調した。続いて国

民民主党の舟山康江政調会長、社民党の福島瑞穂党首もマイクを

握り、野党共闘を印象付けた。 

 広島は前自民議員の当選無効、長野は立民現職の急逝による選

挙。さらに、北海道２区は鶏卵汚職事件で在宅起訴された元農林

水産相、吉川貴盛被告（自民離党）の議員辞職に伴う補選で、自

民は候補者擁立を見送った。 

 背景を見る限り、野党に有利であることは間違いない。ここで

３勝すれば次期衆院選に向けて大きな勢いがつくが、逆に取りこ

ぼしがあれば、野党に吹く追い風は限定的になりそうだ。 

 次期衆院選の各選挙区をめぐり立民と共産党などの間で完全

な候補者の一本化は図れていない。共産の志位和夫委員長は８日

の記者会見で、野党共闘で臨む３選挙について「勝つことが市民

と野党の共闘を大きく発展させる契機になっていく。衆院選での

本格的な共闘態勢をつくる上でも大変重要な戦いになる」と語っ

た。（原川貴郎） 

 

参院補選・再選挙告示 結果は解散戦略にも影響 全敗なら政

府与党打撃 

産経新聞2021.4.8 20:4 

 昨年９月の菅義偉政権発足後、初の国政選挙となる参院長野選

挙区補欠選挙と広島選挙区再選挙が８日、告示された。近づく次

期衆院選をめぐり、今国会中の衆院解散も取り沙汰される中、そ

の結果が首相の解散戦略に影響を与えるのは必至だ。全敗となれ

ば政権への大打撃となるだけに、与党は総力戦の構えだ。 

 「ようやく（相手の）背中が見えてきた」 

 自民党の竹下亘元総務会長は８日の竹下派（平成研究会）の会

合で長野補選の情勢にこう触れ、同派所属の新人候補に勢いが出

てきたとの認識を示した。今後、茂木敏充外相や河野太郎ワクチ

ン担当相ら閣僚も応援に入る予定だ。 

 ただ、同補選は立憲民主党の羽田雄一郎氏の急逝に伴う「弔い

選挙」。実弟が立民の新人で出馬し、父の孜元首相の知名度と地

盤を背景に当選を目指す。「長野では『羽田』という名前だけで

強敵」（竹下氏）とされ、自民幹部は「背中が見えても、手が届

いているわけではない」と厳しい戦いが続くとの認識を示す。 

 公職選挙法違反で有罪判決が確定した河井案里前参院議員（自

民離党）の当選無効に伴う広島再選挙は自民にとって大きな逆風

下での戦いとなる。広島県連会長の岸田文雄前政調会長は８日、

広島から岸田派（宏池会）の会合にオンラインで出席し、「最後

の最後まで大変厳しい選挙が続く」と危機感をあらわにした。 

 令和元年参院選では、岸田派の溝手顕正元国家公安委員長が河

井氏らに敗れただけに、同派は「議席奪還」に向け派を挙げて準

備を進めてきた。３月２７日には岸田氏が選挙の陣頭指揮を執る

県連会長に就いたが、派内からは「負ければ全責任を岸田氏に押

し付けられる」との懸念も漏れる。 

P そうなれば次期総裁選出馬に意欲を示す岸田氏の前途に影

を落とすことになるが、自民が維持してきた議席を失うという意

味では影響は政権にも及びうる。首相が解散をためらい、「追い

込まれ解散」となる可能性もあり、与党幹部は「もし広島で負け

れば政権にとって大きなダメージだ」と述べた。（力武崇樹） 

 

「政治とカネ」問う 参院広島再選挙告示 新人６人が立候補 

中国新聞2021/4/8 23:20 

 

無言で拳を突き上げ、参院広島選挙区の再選挙へ挑む立候補者

（手前から２列目）や支持者＝８日午前９時48分、広島市中区

（撮影・山崎亮）画像の一部を修整しています  

 ２０１９年７月の参院選広島選挙区を巡る大規模買収事件を

発端にした参院広島選挙区の再選挙が８日、告示された。１議席

に対して新人６人が立候補。立憲民主、国民民主、社民３党が推

薦する諸派新人と、公明党が推薦する自民党新人による事実上の

一騎打ち。「政治とカネ」の問題や新型コロナウイルス対策を争

点に、与野党が１７日間、全面対決を繰り広げる。この日告示さ

れた参院長野選挙区、１３日告示の衆院北海道２区の両補選とと

もに、２５日に投開票される。 

 立候補を届け出たのは、諸派でフリーアナウンサーの宮口治子

https://www.chugoku-np.co.jp/images/image_streamer.php?path=/pic/1301/p1/742761_0_00.jpg
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氏（４５）、無所属で介護ヘルパーの佐藤周一氏（４５）、無所属

で元会社員の大山宏氏（７２）、無所属で医師の玉田憲勲氏（６

３）、自民党で元経済産業省官僚の西田英範氏（３９）、ＮＨＫ受

信料を支払わない方法を教える党で党職員の山本貴平氏（４６）

の新人６人。 

 宮口氏は立憲民主党広島県連など野党勢力でつくる政治団体

「結集ひろしま」から立った。共産党が支援し、諸派の新社会党

と、連合が推薦する。広島市中区での出発式では「金権政治にノ

ーと言ってもらう大事な選挙。変える勇気を持ってほしい」と呼

び掛けた。 

 西田氏は中区で出陣式に臨み、自民、公明両党の幹部や県内の

首長、議会議長たちが応援に駆け付けた。大規模買収事件による

逆風の厳しさを指摘しつつ「広島から、日本をリードする公正な

政治と、世界をリードする経済再生を一緒に進めたい」と力を込

めた。 

 広島県で国政選挙の再選挙があるのは初めて。佐藤、大山、玉

田、山本各氏も中区で演説した。 

 １９年の参院選広島選挙区は改選２議席を７人で争い、野党系

無所属現職と自民党新人の河井案里元参院議員（４７）が当選す

る一方、自民党現職が落選した。激戦の中、元法相の河井克行被

告（５８）と案里氏は県内の地方政治家たち計１００人に２９０

１万円を配ったとして、公選法違反罪で２０年７月に検察当局に

起訴された。案里氏は２１年２月に東京地裁で有罪が確定し、当

選無効で再選挙となった。（岡田浩平） 

 

子育て支援やコロナ禍での経済対策訴え 立候補者の第一声分

析【再選挙４・２５参院広島】 

中国新聞2021/4/8 23:31 

 
 ▽政治の信頼回復強調 

 参院広島選挙区の再選挙が告示された８日、立候補した新人６

人は市中心部の各所で第一声を上げた。中国新聞はその内容を分

析。子育て支援や新型コロナウイルス禍での経済対策など、喫緊

の課題や自らの体験を踏まえた訴えが目立った。割いた時間に差

があるものの、全員が「政治とカネ」の問題に言及。２０１９年

７月の参院選広島選挙区を巡る大規模買収事件を念頭に、政治の

信頼回復を強調した。 

 諸派のフリーアナウンサー宮口治子氏（４５）が約７分半の演

説で最も時間を割いたのは自己紹介。４３・４％を充て、障害の

あるわが子を育て、「ヘルプマーク」の普及などに取り組んだ経

験を伝えた。母親たち女性の活躍の取り組みにも時間を使い、障

害者・子育て支援の拡充も強調。「弱い所に光を当てることで、

みんなの心も生活も豊かになる」と訴えた。買収事件の批判は９・

４％だった。 

 自民党で元経済産業省官僚の西田英範氏（３９）が、７分弱の

演説で最も時間を費やしたのは新型コロナ対策や経済対策で、３

３・５％を占めた。「広島の産業や人口減をどうするか、対応を

迫られている。挑戦をしっかりと後押しすることで世界をリード

できる」と力説し、自動車産業や商店街の振興を訴えた。次いで

長かったのは選挙情勢と抱負。「政治とカネ」問題には１６・４％

を割いた。 

 無所属で介護ヘルパーの佐藤周一氏（４５）、無所属で元会社

員の大山宏氏（７２）、無所属で医師の玉田憲勲氏（６３）、ＮＨ

Ｋ受信料を支払わない方法を教える党で党職員の山本貴平氏（４

６）は、それぞれ脱原発や政党批判、民主主義の再生、ＮＨＫ改

革などを訴えた。１、２分程度で「政治とカネ」問題について自

身の考えを述べた。 

 

河井夫妻地盤、支援者の対応割れる 「こりごり」と敬遠／「信

頼戻す」と関与 

中国新聞2021/4/8 23:18 

 ８日に告示された参院広島選挙区の再選挙は、２０１９年の参

院選広島選挙区を巡る大規模買収事件で、河井案里元参院議員

（４７）の当選が無効となったのに伴う。夫で元法相の河井克行

被告（５８）と案里氏が地盤としてきた衆院広島３区のエリアで、

河井夫妻を後押ししてきた支援者の中には、「選挙はこりごり」

と再選挙への関わりを避ける人がいる一方、政治への信頼を取り

戻そうと選挙運動に積極的に携わる人がいる。 

 広島県安芸太田町で案里氏の後援会長を務めていた丸山正隆

さん（７３）は１９年の参院選で、知人たちに「国政へ地域の実

情を届けてもらおう」と投票を呼び掛けた。初当選した案里氏は

しかし、公選法違反罪に問われて有罪判決を受け、議員辞職した。

「結果的に多くの人に迷惑を掛けた。今回の選挙に関する動きは

しない」と決めている。携帯電話に登録していた夫妻関連の連絡

先は全て消した。 

 「政治家を信用できなくなった」。克行被告の後援会の支部長

をかつて務め、選挙はがきの配布などで案里氏も支援した広島市

安佐南区の男性（８０）は今後ずっと国政選挙に積極関与しない

つもりでいる。「裁判中の克行被告も無実なんてことはないだろ

う」と憤る。 

 再選挙が政治の信頼を取り戻す好機と捉える人もいる。安芸高

田市で夫妻の後援会役員を務めていた自営業熊高慎二さん（４２）

はこの日、再選挙の立候補者のポスター張りに追われた。「夫妻

への支援を呼び掛けた立場として申し訳ない思いがある。政治の

信頼回復の力になりたい」。街頭演説なども手伝う考えだ。 

 ３０年近く克行被告の選挙を支えてきた広島市安佐北区の自

治会長越智兼光さん（７５）は今回、立候補者のポスター掲示に

関する作業を担った。大規模買収事件が明るみに出てから広島で

は初の国政選挙。「事件による政治への関心低下を心配している」

と話した。 

 

与野党幹部も攻防 参院広島再選挙、クリーンさ強調に腐心 

中国新聞2021/4/8 23:57 
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（左）選挙カーに

乗り込み、支持者に手を振って出発する西田氏＝８日午前９時５

１分、広島市中区（撮影・山崎亮）、（右）出発式に集まった支持

者に向けてポーズを取る宮口氏（手前）＝８日午前９時２０分、

広島市中区（撮影・山本誉） 

 河井案里元参院議員（４７）の当選無効に伴う参院広島選挙区

の再選挙が８日告示され、事実上の与野党の一騎打ちとなった選

挙戦の幕が上がった。最大の争点となる「政治とカネ」の問題を

巡る攻防は、与野党の幹部を巻き込んで初日からヒートアップ。

諸派新人の宮口治子氏（４５）＝立憲民主、国民民主、社民推薦

＝は自民党の「金権政治」を批判し、自民党新人の西田英範氏（３

９）＝公明推薦＝はクリーンな選挙戦を押し出して支持拡大へ踏

み出した。 

 「金権政治にノーの意思表示を」。宮口氏の陣営が午前９時半

から、広島市中区の旧市民球場跡地前で開いた出発式。宮口氏は

清らかさを印象づける白のジャケットをまとい、自民党の政治体

質を切り捨てた。 

 自民党から初当選した案里氏が公選法違反で有罪、当選無効と

なったのに伴う再選挙。宮口氏が副代表の政治団体「結集ひろし

ま」に呼応し、野党３党は、立憲民主党が蓮舫代表代行、国民民

主党が舟山康江政調会長、社民党が福島瑞穂党首を送り込み、「政

治とカネ」で攻め立てた。 

 各党の女性幹部である３人は、案里氏陣営を巡る疑惑が明るみ

に出て以来、国会で安倍、菅両政権に対して河井夫妻の問題を追

及してきた急先鋒（せんぽう）だ。「まるで昭和初期のような問

題」「今の政治はうそで塗り固められ、ごまかされている」「カネ

で横っ面をひっぱたく政治」…。マイクでそろってまくしたてた。 

 ▽党派色を薄める 

 ただ、宮口氏自身が第一声で「政治とカネ」問題に割いた時間

は、自身の演説時間の１割ほどだった。踏み込み不足との指摘は

あるが、陣営幹部は「『政治とカネ』の一辺倒では、どこまで投

票に結びつくのか分からない」と思案する。 

 宮口氏は「先を考えて議論していかなければならない」と繰り

返す。発達障害のある長男の子育てや、障害や病気のある人が持

つヘルプマークの普及活動などの経験を丁寧に語り、「市民感覚」

を押し出す。陣営は党派色を薄めようと知恵を絞り、自主支援を

決めた共産党県委員会の幹部は第一声を聴かずに去った。 

 ▽地方議員と距離 

 西田氏は、宮口氏より３０分早く、中区の選挙事務所前で出陣

式を始めた。党本部から来援した山口泰明選対委員長は支持者へ

の謝罪から入った。「党本部を代表し、２年前から続いた政治の

混乱でご迷惑を掛け、深くおわびする」 

 自民党県連幹部は「河井夫妻が起こした事件だが、有権者にと

っては同じ自民党。有権者の目は厳しい」と気を引き締める。夫

の克行被告や案里氏から現金をもらったとされる地方議員をで

きる限りかかわらせず、西田氏が持つ清新さを前面に出す考えを

示す。 

 「金権政治」のイメージを拭い去ろうと、陣営が急きょ用意し

たのが「＃クリーン選挙」と記した独自のシールだ。出陣式では

党所属の国会議員や地方議員が服の襟元に貼り、政治の信頼回復

に取り組む姿勢をアピール。選挙期間中は陣営スタッフが服に貼

り付けたまま活動する予定という。 

 第一声で西田氏は「事件以降、多くの人がつらい思いをした。

広島の政治を変えていきたい」と説いた。党への厳しい逆風に危

機感を抱きつつ、国の政策の企画立案に携わった実績を踏まえ

「世界に誇れる広島、前に進む日本を一緒につくりたい」と前を

向いた。 

 年内にある衆院広島３区の「与党代表」を巡るあつれきがあっ

た公明党は、出陣式で石井啓一幹事長や地方議員が壇上に並び立

ち、全面支援を約束した。自民党県連の岸田文雄会長（広島１区）

は、こう呼び掛けた。「ばらばらになった県民の心を一つにする

戦いだ。力を合わせ、厳しい苦しい戦いを勝ち抜く」（河野揚、

宮野史康） 

 

参院 広島再選挙 長野補選告示 衆院選前哨戦 与野党対決の構

図  

ＮＨＫ2021年4月8日 12時36分 

菅内閣発足後はじめての国政選挙となる参議院の広島選挙区の

再選挙と長野選挙区の補欠選挙が告示されました。いずれも与野

党対決の構図で、秋までに行われる衆議院選挙の前哨戦として各

党の総力戦が展開される見通しです。 

このうち、参議院広島選挙区の再選挙に立候補したのは、届け出

順に6人の新人で、 

▽諸派のフリーアナウンサー、宮口治子氏（45） 

▽無所属の介護職員、佐藤周一氏（45） 

▽無所属の元会社員、大山宏氏（72） 

▽無所属で医療法人理事長、玉田憲勲氏（63） 

▽自民党の元経済産業省課長補佐、西田英範氏（39） 

▽NHK受信料を支払わない方法を教える党の職員、山本貴平氏

（46）です。 

今回の再選挙は、おととしの参議院選挙をめぐる公職選挙法違反

の罪で有罪が確定した河井案里氏の当選無効に伴って行われま

す。 

自民党の西田氏を公明党が推薦する一方、立憲民主党、国民民主

党、社民党が諸派の宮口氏を推薦する与野党対決の構図です。 

今回の選挙のきっかけとなった事件を踏まえ、選挙戦では、政治

の信頼をどう回復していくかなどをめぐって、論戦が交わされる

見通しです。 

一方、参議院長野選挙区の補欠選挙にこれまでに立候補したのは、

届け出順に3人の新人で、 

▽自民党の元衆議院議員、小松裕氏（59） 

▽立憲民主党の会社役員、羽田次郎氏（51） 

▽NHK受信料を支払わない方法を教える党の職員、神谷幸太郎

氏（44）です。 

今回の補欠選挙は、立憲民主党の羽田雄一郎元国土交通大臣の死

去に伴って行われます。 

自民党の小松氏を公明党が推薦する一方、立憲民主党の羽田氏を

https://www.chugoku-np.co.jp/images/image_streamer.php?path=/pic/1258/p1/742987_0_00.jpg
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共産党、国民民主党、社民党が推薦する与野党対決の構図です。 

今回の 2つの選挙は去年 9月に菅内閣が発足して以降、はじめ

ての国政選挙で、秋までに行われる衆議院選挙の前哨戦として、

各党の総力戦が展開される見通しです。 

投票は、来週告示される衆議院北海道2区の補欠選挙とともに、

今月25日に行われます。 

参院広島選挙区 候補者の訴え 

▽宮口候補は「小さな声を政治に届けたい。女性活躍推進のこと

もしっかり政策していきたい。金権政治にノーと言っていただか

なくてはいけない大事な選挙だ。皆さんの意思表示をしていただ

きたい。変える勇気を持って下さい」と訴えました。 

▽佐藤候補は「与党か野党かそういう構造に巻き込まれずに／原

発も環境破壊も貧困もない世界を作る」と訴えました。 

▽大山候補は「福祉行政を含めたすべての行政改革を有言実行し

てみせます」と訴えました。 

▽玉田候補は「今の政党政治は破綻している。30 年後の社会を

語りましょう」と訴えました。 

▽西田候補は「この再選挙は極めて厳しい逆風でございます。こ

の宿題に目を背けることなく 正面から受け止めて、公正な政治

と、そして世界をリードする経済の再生、これを皆様と一緒に進

めていきたい」と訴えました。 

▽山本候補は、「いわゆるNHK委託集金人の被害が日夜、非常

に多く、広島県内のお問い合わせやクレームをいただいている。

NHKをぶっ壊す」と訴えました。 

参院長野選挙区 候補者の訴え 

▽小松候補は「医療も経験させていただき、政治も経験させてい

ただいた。医療が進歩しても、それを支える政治がしっかりしな

いと、みんなの命が守れない。これが私が政治を志した原点だ。

命を守り暮らしを守り地域経済も守っていく」と訴えました。 

▽羽田候補は「兄が新型コロナウイルス感染症で命を落とした。

しっかりとした医療を受けられる体制作りをしなければならな

い。大変重要な議席を私は何があっても勝ち取らなければいけな

い」と訴えました。 

▽神谷候補は、「NHK の受信料問題を長野県の皆さまが投票い

ただく際の選択肢の一つにしていただければいいのかなと思っ

ております」と訴えました。 

 

参議院長野選挙区の補欠選挙告示 ３人が立候補 

ＮＨＫ04月08日 11時30分 

長野県選出の羽田雄一郎参議院議員が新型コロナウイルスに感

染して死去したことにともなう補欠選挙が８日告示され、これま

でに３人が立候補して１７日間の選挙戦に入りました。 

菅内閣が発足してから初めての国政選挙となります。 

参議院長野選挙区の補欠選挙にこれまでに立候補したのは届け

出順に、 

自民党の元衆議院議員、小松裕氏（５９） 

雄一郎氏の弟で立憲民主党の羽田次郎氏（５１） 

ＮＨＫ受信料を支払わない方法を教える党の職員、神谷幸太郎氏

（４４） 

以上、３人の新人です。 

今回の補欠選挙は去年９月に菅内閣が発足してから初めての国

政選挙となり、新型コロナウイルス対策などが争点になる見通し

です。 

自民党が公認する小松氏を公明党が推薦し、立憲民主党が公認す

る羽田氏を共産党、国民民主党、社民党が推薦し、与野党対決の

構図となっています。 

秋までには衆議院選挙が行われることから与野党各党は、前哨戦

と位置づけて総力をあげることにしています。 

立候補の受け付けは午後５時まで長野県庁で行われ、１７日間の

選挙戦を経て今月２５日に投票が行われ即日開票されます。 

小松裕候補は「私は、医療も政治も経験してきた。どんなに医療

が進歩してもそれを支える政治がしっかりしないと、命を守るこ

とはできない。これが私が政治を志した原点だ。命を守り、暮ら

しを守り、地域経済も守っていきたい」と訴えました。 

羽田次郎候補は「兄は新型コロナウイルス感染症で命を落とした。

しっかりとした医療を受けられるその体制作りをしなければな

らない。大変重要な議席を私は何があっても勝ち取らなければな

らない」と訴えました。 

神谷幸太郎候補は「ＮＨＫの受信料問題を投票してもらう際の選

択肢の１つにしてもらいたい」と訴えました。  

 

参議院広島選挙区の再選挙 告示 ６人が立候補 

ＮＨＫ04月08日 11時49分 

河井案里氏の当選無効に伴う参議院広島選挙区の再選挙が８日

告示され、これまでに新人６人が立候補し、政治への信頼回復を

争点に４月２５日の投票日に向けて１７日間の選挙戦に入りま

した。 

参議院広島選挙区の再選挙にこれまでに立候補したのは届け出

順に、▼諸派の新人で立憲民主党、国民民主党、社民党が推薦す

るフリーアナウンサーの宮口治子氏（４５）。 

▼無所属の新人で介護職員の佐藤周一氏（４５）。 

▼無所属の新人で元会社員の大山宏氏（７２）。 

▼無所属の新人で医療法人理事長の玉田憲勲氏（６３）。 

▼自民党の新人で公明党が推薦する元経済産業省課長補佐の西

田英範氏（３９）。 

▼「ＮＨＫ受信料を支払わない方法を教える党」の新人で党の職

員の山本貴平氏（４６）。 

以上の６人です。 

【立候補届け出後 各候補の訴え】 

▼宮口候補は「広島で選挙買収事件があり、何の説明も解明もさ

れていない。金権政治にノーと言っていただかなくてはならない

大事な選挙だ。変える勇気を持って欲しい。小さな声を政治に届

けたい」と訴えました。 

▼佐藤候補は「与党か野党かそういう構造に巻き込まれずに原発

も環境破壊も貧困もない世界をつくる」と訴えました。 

▼大山候補は「福祉行政を含めたすべての行政改革を有言実行し

てみせる」と訴えました。 

▼玉田候補は「いまの政党政治は破綻している。３０年後の社会

を語ろう」と訴えました。 

▼西田候補は「この再選挙は、極めて厳しい逆風だ。逆風という

大きな宿題を正面から受け止め、日本をリードする公正な政治と

世界をリードする経済の再生を皆さんと一緒に進めていきたい」
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と訴えました。 

▼山本候補は、「ＮＨＫの委託集金人の被害について、日夜、非

常に多く広島県内から問い合わせやクレームを受けている。県民

の平穏な生活を少しでも守れるように頑張っていく」と訴えまし

た。 

【再選挙の構図は】 

今回の再選挙は公職選挙法違反の罪で有罪が確定した河井案里

氏の当選無効に伴って行われます。 

自民党の西田氏を公明党が推薦する一方、立憲民主党、国民民主

党、社民党の３党が諸派の宮口氏を推薦していて事実上、与野党

対決の構図です。 

選挙戦では、▼政治への信頼をどう回復していくかや▼新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止の対策などをめぐって論戦が交わさ

れる見通しです。 

立候補の受け付けは午後５時までで、投票は４月２５日に行われ

即日開票されます。 

 

デジタル庁人材、まず新興から 官民「回転扉」設計へ 関連法

案が衆院通過 

日経新聞2021年4月6日 20:44 

デジタル庁設置などの関連法案が6日、衆院本会議で可決し、参

院に送付された。政府は法案成立に先立ちスタートアップ企業出

身の人材を中心に採用を決めた。政府システムに詳しい大手ベン

ダーからも集める方針で、官民を往来する「リボルビングドア（回

転扉）」を可能にする制度を整える。 

与党などの賛成多数でデジタル改

革関連法案が可決され、一礼する平井デジタル相（6日午後、衆

院本会議） 

政府は参院審議を経て月内にも法案成立をめざす。デジタル庁は

9月1日に創設する。非常勤職員を含め500人規模の組織とし、

省庁の事務次官にあたる特別職の「デジタル監」ら2割を民間か

ら登用する。 

平井卓也デジタル改革相は 6 日の記者会見で、同庁発足に向け

た民間人材を4月に35人採用する方針を明らかにした。エンジ

ニアの採用が多く、政府情報システムの統一や自治体システムの

標準化など事業ごとに募集した。 

採用予定者はスタートアップ企業の人材が中心だった。クラウド

システムやデザイン設計などスタートアップが得意とする分野

だったのが主な理由とみられる。平井氏は「大企業をやめて参画

される方もいた」と言及した。 

今回は非常勤や兼業・副業が前提の採用となる。幹部職を含めた

常勤職員の採用には、契約関係を明確にするうえでデジタル庁設

置の根拠となる法案成立が必要だとみる。 

法案成立後、専門人材を集めやすくするため、米国などでリボル

ビングドアと呼ばれる取り組みの設計を急ぐ。 

 

官民で人材が行き来する文化が根付けば民間の最新の知見や技

術を政府内に取り込む機会が増える。米国の場合、民間出身者も

情報機関や軍事分野で使われる最先端の IT（情報技術）に触れ

るため職歴として高く評価される。 

課題になるのは同庁に社員を派遣した企業が受注しやすくなる

など癒着に結びつかないよう透明性を確保するしくみだ。 

同庁は政府や自治体のシステム統一を柱に掲げる。今のシステム

は大手 ITベンダーが取引してきたケースが多い。 

日本総合研究所の野村敦子主任研究員は「知見のある大手ベンダ

ーの人材採用は必要不可欠になる」と話す。 

平井氏は「本人が関わっていた会社が参画する場合はプロジェク

トから外れてもらうなど厳しいルールを設けている」と説く。現

在の内閣官房 IT総合戦略室でこうした運用をしている。 

デジタル庁では課長級など若い年齢層も行き来するなど官民交

流を大幅に拡大するのを想定しており、類似のルールを検討する。 

情報管理も欠かせない。同法案の国会審議で野党議員から国の管

理する情報が民間に漏洩するとの指摘が相次いだ。平井氏は「重

要な情報についてアクセスできる職員を必要最小限に限定する」

との方針を説明した。 

民間出身者が情報へのアクセスを大幅に制限される場合、同庁で

勤務する魅力が薄れ交流が進まないおそれがある。 

情報管理や官民癒着への懸念を払拭しつつ、民間出身の職員にど

こまで権限を与えるかの線引きが問題になる。 

先行採用の35人の給与水準は年収換算で最大1千数百万円を想

定する。通常の国家公務員より高い設定だが呼び水になる水準と

は言い切れない。 

米国の場合、ホワイトハウス傘下の米国デジタル・サービス

（USDS）が政府のデジタル化を助言する。採用した技術者には

年間10万～17万ドルの給与を支払う。 

民間企業ならさらに高額の報酬が期待できる。人材獲得のために

待遇を競うようになり、日本国内でも年収数千万円を提示する企

業は少なくない。 

 

「菅降ろし」起きる前に自民党内けん制か…首相の「解散あり得

る」発言が波紋  

読売新聞2021/04/07 22:52 

 菅首相が９月末の任期満了に伴う自民党総裁選前の衆院解散・

総選挙は「あり得る」と発言したことに、与党では「党内の引き

締めを図った」との受け止めが広がっている。野党は内閣不信任

決議案の国会提出が「解散を誘発しかねない」と警戒している。 

 「首相は常在戦場という中で言われたことだと思う」。自民の

下村政調会長は７日の記者会見で、首相の胸中をそう推し量った。 
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 首相の解散発言は、６日のＢＳ日テレの番組で飛び出した。首

相は同じ番組で、不信任案提出が解散の大義になるかを問われる

と「当然なる」と明言した。野党は６月１６日の国会会期末まで

の提出を検討している。首相発言を額面通りに受け取れば、野党

次第で夏までの解散はありうる。 

© 読売新聞 （写真：読売新聞）  

 一方で、首相は３月２６日に「（解散が）いつあってもおかし

くないとは思っていない」と語っていた。解散・総選挙よりも新

型コロナウイルス対策を優先する考えをにじませたもので、与党

内では「解散は１０月の衆院議員の任期満了に近い秋」（閣僚経

験者）との見立てが強まっていた。 

 自民党幹部は、ぶれたようにも見える首相発言の狙いを「秋ま

で解散がないと思うな、との党内向けメッセージだ」と解説する。 

 衆院議員の任期満了に近づくと、政治状況によっては「衆院選

は新しい顔で」という声が強まり、「菅降ろし」が起きるおそれ

がある。総裁選前に解散・総選挙に踏み切る選択肢を残しておけ

ば、党内をけん制できるというわけだ。 

 野党は、解散のフリーハンドを握ろうとする首相との間合いを

計りかねている。立憲民主党の安住淳国会対策委員長は７日、記

者団に「必要であれば不信任案はいつでも準備する」と強調した。

そのうえで「我々にも解散に対して責任がある。いかなる時でも

（提出の）判断ができるよう準備は整えたい」と訴えた。ただ、

立民の支持率は低迷し、空白区解消も道半ばだ。「態勢が整わな

いのに、首相を挑発するのは無謀だ」（中堅）と危ぶむ声が大勢

だ。 

 

負担２割法案が審議入り 後期高齢者の医療費引き上げ 

時事通信2021年04月08日15時40分 

衆院本会議で医療制度改革関連法案が審議入

りし、趣旨説明を行う田村憲久厚生労働相＝８日午後、国会内 

 ７５歳以上の後期高齢者の医療費に関し、年収２００万円以上

の人などを対象に窓口負担を１割から２割に引き上げる医療制

度改革関連法案が８日、衆院本会議で審議入りした。政府は今国

会での成立を目指す。施行時期は２０２２年度後半とし、具体的

には政令で定める。 

 趣旨説明と質疑が行われ、田村憲久厚生労働相は法案の狙いに

ついて「２２年度以降、団塊の世代が７５歳以上になり始める中、

現役世代の負担上昇を抑えながら、全世代が安心できる社会保障

制度を構築する」と述べた。  

 

しんぶん赤旗2021年4月9日(金) 

国家公務員法改正案、国会提出へ 検察官特例は削除 衆院議

運委理 

 坂井学内閣官房副長官は８日の衆院議院運営委員会理事会で、

国家公務員の定年を６５歳に引き上げる国家公務員法改正案を

近日中に閣議決定し、国会に提出したいと報告しました。 

 昨年の国会で廃案となった法案には、(1)検察官について６５

歳定年後の勤務延長を認める(2)６３歳の役降り後も引き続き検

事総長等として勤務することを認める―との特例がもりこまれ

ていました。日本共産党の塩川鉄也議員がこの２点についてただ

し、坂井官房副長官は削除を表明しました。 

 また、塩川氏は、特例規定のもとになったのは、黒川弘務東京

高検検事長（当時）の勤務を延長する閣議決定をするにあたって、

検察官に国家公務員法の定年規定を適用できるとする違法な解

釈変更を行ったことが問題の発端であったと指摘。法案の出し直

しにあたって「検察官には国家公務員法の勤務延長の規定は適用

されない」と明確に書き込み、違法な解釈変更の穴を埋めるべき

だと主張しました。坂井氏は「そのとおりだ」と述べ、適用除外

の規定を設ける方向を示しました。 

 昨年の国会では、「検察庁法改正案に抗議します」と多くの国

民から批判の声が巻き起こりましたが、今回の法案出し直しは、

黒川氏の勤務延長を決めた閣議決定の誤りを事実上認めたもの

です。 

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021040800897&g=soc&p=20210408at37S&rel=pv

