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2021年8月31日～28日 

政局、コロナ・パラ、軍拡・沖縄・米軍、アフガニスタン 

 

臨時国会召集「与党と相談」 加藤官房長官 

時事通信2021年08月30日12時49分 

加藤勝信官房長官＝２７日、首相官邸 

 加藤勝信官房長官は３０日の記者会見で、野党が求める臨時国

会の召集について「与党ともよく相談して対応したい」と述べた。 

 

加藤氏「与党と相談して対応」 野党の臨時国会要求に 

2021/8/30 15:43 (JST)共同通信社 

記者会見する加藤官房長官＝30日午前、首相官邸 

 加藤勝信官房長官と自民党の森山裕国対委員長は 30 日午前、

国会内で会い、野党が要求する自民党総裁選（9月17日告示、

29 日投開票）前の臨時国会召集を巡り協議した。加藤氏は、そ

の後の記者会見で「衆院議員の任期が 10 月 21 日に迫るなど、

さまざまな要素がある。与党と相談して対応したい」と述べた。 

 森山氏は協議後、立憲民主党の安住淳国対委員長と東京都内で

会談。安倍晋三前首相の議員事務所も訪ね、安倍氏と意見交換し

た。野党は、9月 7 日から 16 日まで会期 10 日間での開会を求

めている。 

 野党内では立民の枝野幸男代表らが、臨時国会で新型コロナ対

策を議論すべきと訴えている。 

 

臨時国会召集、野党の要求拒否へ 政府・与党方針 

日経新聞2021年8月30日 21:30 [有料会員限定] 

政府・与党は 9 月上旬に臨時国会を召集する立憲民主党など野

党の要求を拒否する方針だ。8月31日に伝達する見込み。立民

の安住淳国会対策委員長が自民党の森山裕国対委員長に臨時国

会を9月7～16日に開くよう求めていた。 

自民党総裁選の日程は 9 月 17 日告示ー29 日投開票となった。

野党は政治空白を生む総裁... 

 

菅首相、10月17日の衆院選検討 「解散せず任期満了」浮上 

毎日新聞 2021/8/30 23:17（最終更新 8/31 00:38） 

国会議事堂＝川田雅浩撮影 

 菅義偉首相は衆院選を 10 月 5 日公示、17 日投開票の日程で

実施する検討を始めた。新型コロナウイルス感染症に切れ目なく

対応するため、衆院を解散せずに公職選挙法に基づく「任期満了

選挙」を選択する案も浮上している。複数の政権幹部が30日明

らかにした。 

 首相は自民党総裁選（9月17日告示、29日投開票）後の衆院

解散も検討したが、その場合、10月21日の衆院議員任期までに

衆院選を実施することは難しい。首相周辺は「首相は、本来の任

期を過ぎて衆院選を行うようなことはしないだろう」と指摘。周

知期間を考慮し、閣議で日程を決めたい考えだ。 

 公職選挙法は「任期が終わる日の前30日以内」に任期満了選

挙を行うと定めている。衆院解散と異なり、任期満了選挙の場合

は衆院議員が身分を失わないため国会がコロナ対応を続けられ

る利点もある。 

 一方、自民党総裁選を衆院選後へ先送りすべきだとの意見もあ

るが、衆院選前の実施を求める声は党内に根強く、総裁任期の延

長を含めて是非を慎重に見極める構えだ。 

 政府・与党は、野党が要求した9月前半の臨時国会開催には応

じない方針。ただ、首相が総裁選直前に短期の臨時国会を開けば

衆院を解散することはなお可能だ。また総裁選で勝利した新総裁

が首相に就任して衆院解散に踏み切った場合、衆院選の日程は議

員任期満了以降にずれ込む可能性がある。【高橋恵子】 

 

政府 臨時国会の召集見送る方向 自民総裁選前の解散厳しい状

況 

ＮＨＫ2021年8月31日 4時09分 

 

野党側が求めている来月上旬からの臨時国会について、政府・与

党は、召集を見送る方向で調整しています。これにより、来月の

自民党総裁選挙前の、衆議院の解散は日程的に厳しくなり、与党

内では、10 月の議員の任期満了に伴い衆議院選挙が行われると

いう見方が出ています。 

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、立憲民主党など野党側

は、今年度予算の予備費が不足し、補正予算案の編成を急ぐ必要

があるとして、自民党総裁選挙の前の来月7日から10日間の日

程で臨時国会を召集するよう求めています。 

これについて、政府・与党は、30 日自民党の森山国会対策委員

長と加藤官房長官が会談するなど断続的に協議した結果、予備費

がすぐに不足する状況にはなく、補正予算案を編成する必要はな

いなどとして、召集を見送る方向で調整していて、31 日にも最

終的な方針を確認し、野党側に伝えることにしています。 

これにより、来月17日に告示される自民党総裁選挙前の衆議院

の解散は日程的に厳しくなります。 

与党内では、解散によって政治空白が生まれるのを避けるため、

解散ではなく、10月21日の衆議院議員の任期満了に伴い、衆議

院選挙が行われるという見方が出ています。 

また、衆議院選挙の前に、菅総理大臣が、二階幹事長をはじめ、

自民党役員の人事の刷新に踏み切るのではないかという観測も

出ています。 

一方、菅総理大臣は30日、二階氏らと会談し、新型コロナの感

染拡大が続いていることを踏まえ、追加の経済対策をとりまとめ

るよう要請しました。 

経済対策をめぐっては、総裁選挙への立候補を表明した岸田前政

務調査会長も、事業規模に応じた家賃などの固定費への支援を含

https://www.jiji.com/jc/giin?d=762e7a2d67b81a20930405271eeea8cc&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021083000469&g=pol&p=20210830ds50&rel=pv
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む数十兆円規模の対策が必要だという認識を示していて、総裁選

挙の争点の1つとなることも予想されます。 

 

臨時国会 “補正予算案の編成急ぐ必要ない”与党 見送りで調整 

ＮＨＫ2021年8月30日 19時25分 

 

野党側が求めている9月上旬からの臨時国会について、政府・与

党は、新型コロナウイルス対策のための今年度予算の予備費がす

ぐに不足する状況にはなく、補正予算案を編成する必要はないな

どとして、召集を見送る方向で調整に入りました。 

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、立憲民主党など野党側

は、今年度予算の予備費が不足し、補正予算案の編成を急ぐ必要

があるとして、自民党総裁選挙の前の9月7日から10日間の日

程で臨時国会を召集するよう求めています。 

これについて、政府 与党側は 30 日、自民党の森山国会対策委

員長と加藤官房長官が会談するなどして、対応を断続的に協議し

てきました。 

そして、新型コロナウイルス対策のための予備費がすぐに不足す

る状況にはなく、補正予算案を編成する必要はないなどとして、

召集を見送る方向で調整に入りました。 

政府 与党は、31日にも最終的な方針を確認したうえで、野党側

に伝えることにしています。 

 

政権交代、独自調査で根拠 立民・枝野氏 

時事通信2021年08月28日12時25分 

立憲民主党の枝野幸男代表 

 立憲民主党の枝野幸男代表は２８日のラジオ日本の番組で、立

民の政党支持率が低迷していることについて「メディアの世論調

査に出ていない要素を分析しないといけない。われわれは一つの

小選挙区で１０００サンプルくらいの調査をし、十分に政権が代

わる可能性があるという結果が手元にある」と強調した。 

 共産党などとの候補者調整に関しては「（勝敗が）どちらに傾

くか分からないところの一本化は８割方できている」と語った。

番組は２３日に収録された。 

 

枝野氏「政権交代は可能」 独自調査、衆院選に自信 

産経新聞2021/8/28 17:45 

立憲民主党の枝野幸男代表は２８日放送のラジオ日本番組で、同

党が独自に実施した情勢調査を踏まえ、次期衆院選に自信を示し

た。「一つの小選挙区で千サンプルぐらい世論調査している。十

分に政権が代わる可能性があるとの結果が手元にある」と述べた。 

接戦区で進める共産党などとの候補者調整については「どちらに

（勝敗が）傾くか分からない所の８割方は一本化できている」と

説明した。収録は２３日。 

共産の志位和夫委員長はオンライン演説で「政権交代を実現し、

野党連合政権をつくる。どんな困難があっても乗り越えて実現し

たい」と強調した。 

 

衆院選 立民と共産 70 の小選挙区で候補者競合 一本化が焦点

に 

ＮＨＫ2021年8月30日 5時25分 

衆議院選挙を前に野党側は連携に向けた調整を進めていますが、

立憲民主党と共産党の間では、70 の小選挙区で候補者が競合す

る状態になっていて、今後どこまで一本化できるかが焦点になり

そうです。 

衆議院議員の任期を 10 月 21 日に控え、立憲民主党は、こんど

の選挙では289ある小選挙区でできるだけ与野党が1対1で争

う構図を作りたいとして、野党候補を一本化するための調整を続

けています。 

このうち共産党との間では、首都圏や近畿などを中心に現在も

70の選挙区で候補者が競合する状態になっています。 

共産党は、比例代表の得票につなげるため多くの候補者を擁立し

たい考えで、選挙区によっては立憲民主党が候補者を取り下げる

など対等な協力関係が必要だと主張しています。 

一方、立憲民主党は、野党候補に票が分散することで与党を利す

るのは避けたいとして、できるだけ多くの候補者の取り下げを求

めていく方針です。 

ただ、立憲民主党を支援する連合には、共産党との連携に慎重な

意見もあることなどから、今後どこまで一本化できるかが焦点に

なりそうです。 

 

共産党「なにより、いのち。」 新衆院選ポスター 

2021/8/30 20:20 (JST)8/30 20:37 (JST)updated共同通信社 

新しいポスターを披露する共産党の小池書記局長

＝30日午後、国会 

 共産党は30日、「なにより、いのち。」をキャッチフレーズに

掲げた次期衆院選の新ポスターを発表した。党の姿勢として「ぶ

れずに、つらぬく」とも記し、志位和夫委員長が正面を向いて直

立する写真を配置した。 

 小池晃書記局長は記者会見で新型コロナウイルス感染拡大を

踏まえ、国民の生命や暮らしを重視する政治を実現すると強調。

「正面を見据えて拳を握りしめ、志位氏の決意がみなぎっている

写真を使った」と説明した。 

 

共産が「ぶれずに」正面見る新ポスター 立憲とは対照的 

朝日新聞デジタル横山翼2021年8月30日 20時57分 

 共産党は30日、次期衆院選に向けた新しいポスターを発表し

た。志位和夫委員長がまっすぐに正面を向いたもので、「なによ

り、いのち。ぶれずに、つらぬく」とのスローガンを掲げた。 

 小池晃書記局長は記者会見で「コロナの感染の急速な広がりの

もとで命を何よりも大切にする政治を実現しよう」との思いを込

https://www.jiji.com/jc/giin?d=d862b7b6d4a0ba024379d7e8d12f959c&c=syu
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A.html
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め、暮らしや平和を重視する姿勢も示したと説明した。 

 写真については、小池氏は「ぶれずに貫くって言ったら、横を

向いてたらだめでしょ。正面ぐっと見て、拳も握りしめて、委員

長の決意がみなぎっている写真を使った」と語った。 

次期衆院選に向けたポスターを発表する小池

晃書記局長=2021年8月30日、国会内、横山翼撮影 

 衆院選で「野党共闘」をめざす立憲民主党はポスターに枝野幸

男代表の横顔の写真を使い、「有権者にきちんと語りかける姿を

表現した」（蓮舫代表代行）と説明している。 

衆院選に向けた新しいポスターを見る立憲民主党

の枝野幸男代表=2021年8月18日午後、国会内、上田幸一撮影 

 立憲との違いを問われた小池氏は、「政治思想の問題ではない。

あくまで、好みの世界の問題。我々としてはまっすぐ前を向いて

進むという決意を示すポスターにした」と述べた。 

 共産はこれまで「居酒屋の灯を消すな」「コロナ自粛には補償

を」と銘打ち、新型コロナで苦しむ飲食店を応援するポスターな

どを作成している。衆院選に向け、この日発表したポスターと合

わせて広げていく考えだ。（横山翼） 

「居酒屋の灯を消すな」と書かれた共

産党のポスターを掲げる小池晃書記局長 

 

共産 小池書記局長「自民党内の権力闘争より臨時国会開催を」 

ＮＨＫ2021年8月30日 18時30分 

 

共産党の小池書記局長は記者会見で「自民党内の権力闘争をして

いる場合ではなく、まずは臨時国会を開くべきだ。多くの国民が

今の菅政権の新型コロナ対策ではだめだと思い、医療崩壊への不

安を感じている。この不安に応えることが党派を超えた国会の責

任であり、召集が見送られれば、政府・与党は、憲法に基づく政

治をやる意思がないと断じざるをえない」と述べました。 

 

立民 安住国対委員長「自民総裁選前に臨時国会召集を」 

ＮＨＫ2021年8月29日 17時43分 

 

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、立憲民主党の安住国会

対策委員長は、任期満了までに対策に必要な補正予算を編成して

おくことが衆議院議員の責務だとして、自民党総裁選挙の前に臨

時国会を召集すべきだという考えを重ねて示しました。 

立憲民主党の安住国会対策委員長は29日、党の宮崎県連が開い

たオンラインセミナーで講演しました。 

この中で安住氏は、新型コロナの治療薬の確保などで今年度予算

の予備費が減っていることを指摘したうえで「予算が枯渇しては

大変で、衆議院議員の任期満了前の最後の責務として補正予算を

成立させるべきだ」と述べ、自民党総裁選挙の前の来月7日から

10 日間の日程で臨時国会を召集すべきだという考えを重ねて示

しました。 

また、自民党総裁選挙に関連し「1強政治は必ずひずみや腐敗を

生む。それを正せるのは自民党のリーダーを変えることではなく

政権交代しかない」と述べました。 

 

＜野党に問う＞日本維新の会・片山虎之助共同代表インタビュ

ー 「日本大改革プランを準備」 

東京新聞2021年8月30日 06時00分 

衆院選について話す日本維新の会の片山虎之助共同

代表 

―「身を切る改革と分権統治機構改革」はかねて訴えているテー

マだ。 

 「最初に議員や公務員の身を切る改革を行って国民の信頼と支

持を確保する。それをバックに諸改革に取り組み、成果を出す。

大阪では知事と大阪市長その他首長を輩出し、議会でも多数を得

て維新改革を実行してきた。新型コロナウイルス対策では緊急事

態宣言の発令、解除についても独自に『大阪方式』を提唱し、高

い評価を得た。おかしいのは、大阪では全てが地方の責任なのに

東京では国の責任になることだ。地方が自ら決定でき、責任を負

う本当の地方分権が必要だ」 

 ―自公政権の評価は。 

 「安倍晋三前首相は２０１２年１２月の政権交代後、アベノミ

クス・脱デフレを唱え、金融緩和、財政出動により円安、株高と

して景気を回復し、世の中がいっぺんに明るくなった。外交も、

良好な日米関係に努め、地球儀外交により日本の国際的な地位を

上げ、訪日外国人も一時は４０００万人を超えた。国内では若い

人を中心に保守化が進んだ。一方、人口減少・少子高齢化も進行

し、東京圏一極集中は止まらず地方は衰退、自然災害の多発がそ

れに拍車をかけた。格差縮小、分断是正にも意欲的に取り組んだ

が、効果が出なかった」 

 ―後継の菅義偉首相は支持率が低迷している。 

 「コロナ感染が世界的に拡大し、自然災害も多発し、国際情勢

も変化する中で政権を引き継いだ菅首相の努力は認めても今は

大変厳しい状況になっている」 

 ―維新ならコロナ対策をどう転換するか。 

 「感染症も人類の恐るべき脅威になることが分かった。今の法

律や憲法は、感染が急拡大した非常事態に対応するものになって

http://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%9E%9D%E9%87%8E%E5%B9%B8%E7%94%B7.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%9E%9D%E9%87%8E%E5%B9%B8%E7%94%B7.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%93%AE%E8%88%AB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%82%BA%E7%82%8E.html
http://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830002328.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830002330.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830002329.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=127670&pid=443228&rct=politics
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いない。要請だけでは、逆に国民の生命、身体や権利、自由が守

られないことになる。国民のためにも、公権力を必要な限度で行

使できる法制が求められるのではないか」 

 ―コロナ禍で経済的な不安も高まっている。 

 「ピンチをチャンスに変える日本大改革プランを今準備してい

る。それは可処分所得を倍増するため税制改革と社会保障改革、

成長戦略を一体としたものだ。まず国民に１人６万円のベーシッ

クインカムを保障する。それに伴い、生活保護や児童手当、基礎

年金等を廃止する。働き方改革や徹底した行財政改革も行う」 

 ―経済をどう回復する。 

 「消費税率を２年間５％、その後８％に下げて消費を喚起する。

法人税や所得税のフロー大減税を行い、フェアでシンプルな仕組

みとする。もっとも、当面はコロナを抑えることが一番の景気回

復策だ」 

 ―維新の立ち位置に近いのは与党か、野党か。 

 「自民党出身議員が多いので親近感があり、外交や安全保障、

マクロ経済政策などは与党と共通するところが多い。党の綱領で

も『自立した個人・地域・国家の実現』を目指しているので菅内

閣の方向性と一致する。しかし、今後の税制改革、社会保障や規

制改革、地方分権等では全く違う。維新は自民党に『活』を入れ

る役割を担っていると自認している。自民党とは良いライバルの

関係を持てればと思う」 

 ―次の衆院選後に自民党と連立を組む可能性は。 

 「全く考えていない。わが党は、どの政権、どの党とも是々非々

主義だ。合意形成のためならいつでも率直に話し合う」（聞き手・

市川千晴） 

日本維新の会 現行の党は２０１５年１１月、おおさか維新の会

として結成後、１６年８月に党名変更した。１０年結成の地域政

党「大阪維新の会」が母体で党本部は大阪市に置く。前身は１２

年９月に設立され、その後解党。現在の所属議員は衆参で２４人。

大阪市長の松井一郎氏が代表、参院議員の片山虎之助氏が共同代

表を務める。 

 

菅首相、二階幹事長交代へ 衆院選は10月17日で調整 

朝日新聞デジタル上地一姫、楢崎貴司、明楽麻子2021年8月30

日 22時58分 

菅義偉首相=2021年8月25日午後9時2分、首

相官邸、林敏行撮影 

 菅義偉首相は次の衆院選を前に、自民党役員人事を行う検討に

入った。二階俊博幹事長は交代させる方向だ。また、衆院選につ

いては、解散権を行使せず閣議決定で衆院選の日程を決める任期

満了選挙案が浮上。10 月 5 日公示、同 17 日投開票を軸にした

調整が行われている。 

 首相に近い複数の政権幹部が明らかにした。人事をめぐっては、

二階氏も交代を容認しているという。首相は衆院選前に党運営の

顔ぶれを代えることで、刷新感を打ち出したい考えだ。 

 安倍前政権時代から歴代最長の約 5 年にわたって幹事長ポス

トに就く二階氏には党内で反発が根強い。自民党総裁選に立候補

表明した岸田文雄前政調会長も、二階氏の続投に否定的な見解を

示しており、首相の人事には総裁選の争点をつぶす狙いもあると

みられる。 

 一方、衆院議員の任期満了は 10 月 21 日に迫る。公職選挙法

は衆院選について、「議員の任期が終わる日の前 30 日以内に行

う」と定めており、10月17日投開票案は任期前最後の日曜日を

想定したものだ。ただ、この案は総裁選で首相が交代した場合、

新首相の解散権を事実上縛ることになり、党内で反発が出る可能

性もある。 

 また、政府・与党は立憲民主党など野党が求めていた9月17

日告示の自民党総裁選前の臨時国会の召集を拒否する方向で調

整に入った。臨時国会の召集をめぐっては、加藤勝信官房長官と

森山裕国会対策委員長が30日、新型コロナ対策の予備費を積み

増す補正予算を求めた野党の提案について協議し、予備費がすぐ

に不足する状況にはないことを確認した。31 日に森山氏が野党

側に伝える。 

 自民党総裁選は9月17日告示、同29日投開票の日程が確定。

首相周辺では同12日までの緊急事態宣言を解除した上で、総裁

選告示の17日までに衆院を解散する可能性を探っていたが、国

会召集の拒否により、この間の解散は事実上困難となった。（上

地一姫、楢崎貴司、明楽麻子） 

 

菅首相、二階幹事長交代で調整 衆院選へ自民刷新アピール 

時事通信2021年08月31日00時15分 

 菅義偉首相（自民党総裁）は党刷新をアピールするため、衆院

選前に二階俊博幹事長の交代を柱とする党役員人事を行う方向

で調整に入った。二階氏と３０日に首相官邸で会談し、意向を伝

えた。時期は流動的だが、再選を目指す党総裁選での支持獲得に

つなげるため、９月１７日の告示前に断行する案も出ている。 

 二階氏は首相との会談で、「結構だ」と伝達した。ただ、二階

派が反発すれば、首相の再選戦略が揺らぐ可能性もある。 

 

岸田氏の「任期制限」に不快感―自民・二階幹事長インタビュー 

時事通信2021年08月30日18時58分 

インタビューに答える自民党の二階俊博幹事長＝

３０日午後、東京・永田町の同党本部 

 自民党の二階俊博幹事長は３０日、時事通信のインタビューで、

岸田文雄前政調会長が党総裁選に向けて党役員の任期制限を掲

げたことについて、「いかがなものか」と不快感を示した。一方、

菅義偉首相の党総裁再選に改めて支持を表明し、二階派の意見集

約に自信を示した。 

 岸田氏は党役員任期を連続３期３年に限定する考えを示し、幹

事長在職５年を超える二階氏の続投を認めない方針だ。これにつ

いて二階氏は、「日ごろそういうことを言ったことがないじゃな

いの。特定のことを意識して発言するのはいかがなものか」と岸

田氏を批判した。 

 再選を目指す首相については「われわれが支持しないと言えば

彼（首相）は立候補するかどうかも分からない。われわれが支持

しないとなれば根本が崩れる」と指摘した。 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830002656.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830002656.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830002656.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%8F%85%E6%94%BF%E6%A8%A9%E7%99%BA%E8%B6%B3%E3%81%B8.html
http://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E4%BF%8A%E5%8D%9A.html
http://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%96%A3%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E5%AE%9A.html
http://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/
http://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E7%B7%8F%E8%A3%81%E9%81%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%B2%B8%E7%94%B0%E6%96%87%E9%9B%84.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%94%BF%E8%AA%BF%E4%BC%9A%E9%95%B7.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95.html
http://www.asahi.com/senkyo/shuinsen/
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E7%B7%8F%E8%A3%81%E9%81%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E5%8B%9D%E4%BF%A1.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%AE%98%E6%88%BF%E9%95%B7%E5%AE%98.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%A3%AE%E5%B1%B1%E8%A3%95.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%A7%94%E5%93%A1%E9%95%B7.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%82%BA%E7%82%8E.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E4%BA%88%E7%AE%97.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E7%B7%8F%E8%A3%81%E9%81%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80.html
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=9b93822c0f6c0e0b1479be94227642dd&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=9b93822c0f6c0e0b1479be94227642dd&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=dba4f5099178787d6398d1695161b9ed&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830002656.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021083000626&g=pol&p=20210830at30S&rel=pv
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 会長として率いる二階派内から首相再選支持に異論が出てい

ることには「（派の方針に従わない場合は）派閥を退場するか、

何か別の方向を進むことになる」とけん制した。 

 新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言は首相の解散権を

縛らないという見解か尋ねると「それはそうだが、常識の問題だ」

と述べ、宣言発令中の解散は難しいとの考えを明らかにした。 

 衆院解散を伴わない任期満了選挙の可能性が出ていることに

は「解散に打って出る積極性が与党としてあってしかるべきだ」

と否定的な見解を示した。 

 次期衆院選の勝敗ラインについては「単独過半数が目標だ」と

語った。選挙後に日本維新の会や国民民主党の一部野党との連立

政権を組む可能性を示唆。「選挙の情勢、国民の判断によってそ

ういうこともあり得る」と述べた。 

 

自民・二階幹事長インタビュー要旨 

時事通信2021年08月30日19時05分 

 自民党の二階俊博幹事長のインタビュー要旨は次の通り。 

 ―党総裁選で菅義偉首相を支持する理由は。 

 政権発足以来、新型コロナウイルス禍でリーダーシップを発揮

し、先頭に立って頑張っている。大いに評価したい。 

 ―菅氏支持の方針には二階派内でも異論が出ている。 

 私のいないところでの発言だ。（別の候補を支持する人がいれ

ば）派閥を退場するか、別の方向に進むことになる。それはどう

ぞご随意にという感じだ。 

 ―岸田文雄前政調会長は党役員の任期制限を訴えている。二階

氏を念頭に置いたものだ。 

 日ごろそういうことを言ったことがないじゃないの。そういう

（総裁選出馬表明の）場所で、特定のことを意識して発言するの

はいかがなものかと思うが、別に気にする必要もない。 

 ―首相からは総裁選出馬についてどういう話があったか。 

 まだ別にない。 

 ―意思疎通はできているか。 

 当然だ。われわれが支持しないと言えば、彼（首相）は立候補

するかどうかも分からない。われわれが支持しないとなれば根本

が崩れる。 

 ―衆院選の時期はいつが望ましいか。 

 解散は首相の権限だ。 

 ―緊急事態宣言に関係なく首相が判断するのか。 

 そういうことも念頭に判断されるだろうから、その心配はない。

それは常識の問題だ。 

 ―解散と任期満了による選挙があるが、どちらが望ましいか。 

 どちらでもいいが、解散に打って出る積極性が与党としてあっ

てしかるべきだ。 

 ―内閣支持率が３割を切り、この状況では戦えないという声も

党内から出ている。 

 首相が誰なら戦えるとか、戦えないとか、そんなことは関係な

い。本人がその選挙区で支持されているかどうかだ。 

 ―衆院選の勝敗ラインは。 

 自民党で単独過半数が目標だ。 

 ―選挙後に日本維新の会や国民民主党などと連立を組む考え

はあるか。 

 選挙の情勢、国民の判断によってそういうこともあり得る。今

からそういうことを想定して選挙に臨むわけではない。 

 

自民・二階幹事長交代へ 首相、解散せず10.17衆院選 

2021/8/31 00:38 (JST)共同通信社 

自民党の二階俊博幹事長 

 菅義偉首相（自民党総裁）は衆院選前に党役員を刷新し、二階

俊博幹事長を交代させる調整に入った。二階氏も容認した。首相

が衆院解散の権限を行使せず、衆院議員の任期満了（10月21日）

に伴って次期衆院選を閣議決定する案も政権内で浮上した。「10

月5日公示、17日投開票」が軸となる。複数の政権関係者が30

日、明らかにした。首相は二階氏と会談し、新型コロナウイルス

感染拡大を受けた追加経済対策を策定する意向を伝えた。政府、

与党は 9 月の自民党総裁選前の臨時国会召集を見送る方針を固

めた。 

 10月上旬の衆院解散案を軌道修正する日程案となる。 

菅義偉首相 

 

自民・二階幹事長交代へ 首相、解散せず10.17衆院選 

共同通信8/30(月) 21:05配信 

自民党の二階俊博幹事長 

 菅義偉首相（自民党総裁）は衆院選前に党役員を刷新し、二階

俊博幹事長を交代させる調整に入った。二階氏も容認した。首相

が衆院解散の権限を行使せず、衆院議員の任期満了（10月21日）

に伴って次期衆院選を閣議決定する案も政権内で浮上した。「10

月5日公示、17日投開票」が軸となる。複数の政権関係者が30

日、明らかにした。首相は二階氏と会談し、新型コロナウイルス

感染拡大を受けた追加経済対策を策定する意向を伝えた。政府、

与党は 9 月の自民党総裁選前の臨時国会召集を見送る方針を固

めた。  10 月上旬の衆院解散案を軌道修正する日程案となる。 

 

首相、二階幹事長の交代検討…衆院選前に党役員刷新狙いか 

読売新聞8/31(火) 1:16配信 

二階幹事長 

 菅首相（自民党総裁）は３０日、次期衆院選前に自民党の二階

幹事長の交代を含む党役員人事を行う検討に入った。複数の政府

関係者が明らかにした。党役員の任期は９月末に切れる。首相は

党刷新に乗り出す姿勢を示すことで、求心力の回復を図りたい考

えだ。 
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https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E4%BF%8A%E5%8D%9A%E5%B9%B9%E4%BA%8B%E9%95%B7&fr=link_kw_nws_direct
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 首相は３０日、首相官邸で二階氏と会談した。二階氏は周囲に

首相が交代が必要と判断すれば、容認する意向を示しているとい

う。首相は２５日の記者会見では、衆院選前の党役員人事につい

て「全く白紙だ」と述べていた。 

 二階氏は、安倍内閣時代の２０１６年８月に幹事長に就任し、

在任は５年以上にわたる。首相は、党をまとめ上げる二階氏の手

腕を高く評価しているが、「強引な党運営や物議を醸す発言が目

立つ」などと、若手を中心に二階氏の交代を求める声が広がって

いる。 

 二階氏を巡っては、自民党総裁選に出馬表明した岸田文雄・前

政調会長が、党役員任期を「１期１年・連続３期」までとする党

改革案を打ち出し、党内で評価する声が出ていた。総裁選での首

相再選を支持する立場の安倍前首相や麻生副総理兼財務相も二

階氏の交代が必要だとの考えを持つとされる。 

 

総裁選、安倍氏への接近が活発に 首相周辺はうらみ節も 

朝日新聞デジタル笹井継夫、山下龍一、岡村夏樹2021年8月30

日 20時38分 

参拝を終え、靖国神社を後にする安倍晋三

前首相=2021年 8 月 15日午前 10時 45分、東京都千代田区、

藤原伸雄撮影 

   

 菅義偉首相の自民党総裁任期満了に伴う総裁選をめぐり、安倍

晋三前首相の動向が焦点となっている。先に首相の再選支持を表

明した安倍氏だが、最近は表だった動きを見せずに静観の構えだ。

立候補予定者からは秋波が相次ぎ、首相周辺は警戒している。 

 総裁選への立候補を表明している岸田文雄前政調会長は30日、

安倍氏の事務所を訪れ、約 10 分間面会した。関係者によると、

安倍氏は岸田氏が26日に開いた出馬会見に触れ、「評判いいね」

と語り、エールを送ったという。 

 岸田氏は、昨秋の総裁選に引き続き、安倍氏の支援に期待を寄

せる。安倍氏の意向は、出身の党内最大派閥である細田派だけで

はなく、党内第 2 派閥の麻生派を率いる麻生太郎副総理兼財務

相のほか、党内の保守系議員にも大きな影響を与えるためだ。 

 出馬会見で岸田氏は、党改革案として、党役員の任期を「1期

1年、連続3期まで」と提唱。安倍、麻生両氏とのすきま風がさ

さやかれる二階俊博幹事長の幹事長「続投」を事実上否定した。

さらに、岸田氏が一度は「前向きに議論をすべき課題」と述べた

選択的夫婦別姓制度については、「引き続き議論しなければいけ

ない」と述べるにとどめ、制度導入に慎重な安倍氏への配慮が透

けた。 

 安倍氏との面会では憲法改正にも意欲を示したといい、安倍氏

への「接近」が鮮明になっている。 

 安倍氏に秋波を送るのは、立候補に意欲を示す高市早苗前総務

相も同じだ。 

 高市氏は26日、記者団に「立候補したいと思ったのは安倍内

閣のやり残した案件がいくつもあるからだ」と強調。自身の経済

政策を「ニュー・アベノミクス」と説明し、安倍政権の政策の継

承・発展を訴える。 

 高市氏は無派閥とはいえ、保守系議員として安倍氏とはもとも

と近い関係にある。最近でも電話などでやりとりを続けており、

立候補に必要な「推薦人20人」に向けて保守人脈などを頼りに

動き始めている。 

 ただ安倍氏は周囲に、「人間として菅さんを支持する」と語っ

ており、官房長官として自身の政権を長く支えた首相の再選支持

の態度を崩していない。 

 一方、党内では岸田、高市両氏の活発な動きを安倍氏が「黙認」

しているとの見方も強まっている。そうした安倍氏の姿勢に、首

相周辺からは「裏切りだ」との声も出始めている。（笹井継夫、

山下龍一、岡村夏樹） 

 

【点描・永田町】五輪熱狂も感染爆発で帳消し 

時事通信2021年08月29日18時30分 

横浜市長選から一夜明け、記者団の質問に答える菅義偉

首相＝２３日、首相官邸 

 

 世界的なコロナ禍の中での異例ずくめの東京五輪が閉幕した。

主催都市・東京での感染急増による緊急事態宣言下での「スポー

ツの祭典」。ほぼ無観客で、各国選手団や関係者はバブルと呼ば

れる感染対策に閉じこもり、一般国民との交流も封じられた。そ

の一方で、日本選手団による史上最多２７個の金メダルラッシュ

にテレビ桟敷の国民は熱狂し、メディアの報道合戦も過熱した。

ただ、開催期間中の東京を中心とする感染爆発もあって、熱狂と

は裏腹に内閣支持率は続落。五輪成功―衆院選勝利―総裁再選と

いう菅義偉首相の続投戦略は破綻寸前だ。 

 五輪閉幕に合わせて中央メディア各社が実施した世論調査で

は、ほぼ例外なく内閣支持率が過去最低、不支持率が過去最高と

なった。下落率にばらつきはあるが、不支持が支持の倍近い。超

高支持率だった政権発足時と比べると、支持率半減以下で不支持

率３倍というのが実態だ。最大の理由は政府のコロナ対応への不

信と不満。東京都を中心とした五輪期間中の感染爆発が国民の失

望と怒りを増幅させ、五輪の熱狂を帳消しにしたのは否定しよう

がない。 

 しかも、首相が「唯一最大の決め手」として予想を上回るスピ

ードで進めているワクチン接種についても、７割前後が「遅い」

と不満を示している。首相主導による接種の急加速にワクチン供

給が追い付かず、各自治体などでの受け付け停止が続出している

ことが原因だ。五輪閉幕後のお盆休みの帰省による人流拡大もあ

り、多くの感染症専門家は「下がる要素はなく、感染拡大はもは

や災害レベルで、医療崩壊寸前」と警鐘を鳴らす。首相の「国民

の４割以上がワクチン接種をすれば、感染減少」との目論見（も

くろみ）は完全に外れ、お盆期間中も多くの県が新規感染者の過

去最多を更新するなど、ピークアウトの時期も全く見通せない状

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E5%B9%B9%E4%BA%8B%E9%95%B7&fr=link_kw_nws_direct
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https://www.asahi.com/topics/word/%E6%94%BF%E8%AA%BF%E4%BC%9A%E9%95%B7.html
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況だ。 

◇政治休戦で任期満了選挙の不戦論も 

 これまでも菅内閣の支持率は、コロナ感染と連動してきた。首

相サイドの「五輪でのメダルラッシュで内閣支持率も回復する」

との期待は、同時進行のコロナ感染爆発で当て外れとなり、政府

部内にも「五輪の熱狂があっても下がったのだから、五輪閉幕後

はさらに下落する」との悲観論が広がる。１３日に公表された時

事通信社の調査では支持率が０．３ポイント減の２９．０％。支

持率が２カ月連続で政権維持の「危険水域」とされる２０％台と

なるのは第２次安倍政権以降初めてだ。これと並行して、あいさ

つ文の読み飛ばしなど首相の言動の不安定さと、はた目にも分か

る苛（いら）立ちや焦りの表情が、首相不信の流れを加速させて

いる。 

 こうした状況も踏まえ、自民党内では「菅首相では衆院選を戦

えない」との危機感が広がる。首相や二階俊博幹事長が狙う９月

上中旬解散による衆院選勝利で総裁選は無投票再選との戦略に

も異論が相次ぐ。高市早苗前総務相は「きちんとフルスペックの

総裁選で政策論争をして、自民党の活力をアピールすべきだ」と

総裁選立候補を宣言。一部中堅議員たちは党執行部に「派閥領袖

の（りょうしゅう）たちの談合での総裁選びに反対」と申し入れ、

下村博文政調会長も同調してみせた。 

 「コロナ対策最優先」を明言する首相にとって、秋口になって

も感染が収まらなければ「９月中の解散は政治的には困難」（自

民幹部）となる。その結果、総裁選先行となった場合、国民的人

気では首相を圧倒する石破茂元幹事長の出馬などで、党員・党友

投票が首相劣勢ともなれば、首相支持の議員たちの動揺も避けら

れない。このため首相周辺から「９月は政治休戦でコロナ対策に

専念し、解散も総裁選も行わずに任期満了選挙にする」との“不

戦論”も出始めている【政治ジャーナリスト・泉 宏／「地方行

政」８月２３日号より】。 

 

公明、自民総裁選に固唾 衆院選の逆風緩和期待 

時事通信2021年08月30日07時09分 

通常国会閉会日のあいさつ回りで記念撮影す

る菅義偉首相（中央左）と公明党の山口那津男代表（同右）ら＝

６月１６日、国会内 

 
 公明党が９月２９日投開票の自民党総裁選の行方を固唾をの

んで見守っている。菅内閣の支持率が低迷し、公明党も衆院選に

危機感が高まる。態勢を立て直し、逆風を緩和できるかどうか論

戦の盛り上がり具合を注視しており、「選挙の顔」交代に期待す

る声も漏れる。 

 「わが党からコメントすることは控えたい」。公明党の石井啓

一幹事長は２７日の記者会見で、総裁選は自民党の党首選びだと

して論評を避けた。 

 総裁選は現時点で菅義偉首相（７２）と岸田文雄前政調会長（６

４）が軸になる構図。どんな結果でも良好な関係を保つ必要があ

り、口を挟みにくい。山口那津男代表が７月、総裁選後に衆院選

を行うのが「望ましい」と発言して自民側の反発を招いた経緯も

あり、執行部は一様に「見守るとしか言いようがない」と、もど

かしさを隠さない。 

 首相に対する思いは複雑だ。憲法改正に意欲を見せる安倍晋三

前首相と比べ、不妊治療の支援などを掲げた菅氏は立場が似通う

と評価。幹部は「うちの要望を聞いてくれる」と語る。首相は公

明党の支持母体である創価学会とのパイプも太い。 

 一方、新型コロナウイルス対策で首相に対する世論の風当たり

は強い。４月の衆参３選挙、７月の東京都議選、首相のお膝元で

今月２２日に投開票された横浜市長選と自民党はいいところが

ない。 

 公明党自身も前衆院議員の元秘書らをめぐる貸金業法違反事

件に支持者の抗議が相次ぐなど順調と言い難い。衆院選へ「この

ままではまずい」という空気が支配的だ。 

 そこで局面転換の機会として総裁選に期待が集まる。党の長老

格は、これを通じて自民党が一般党員を含め内部を固められるか

がポイントだと指摘。別のベテランは「明るく総裁選をして支持

率が上がれば…」と語る。 

 いくつかの世論調査で「危険水域」とされる支持率２割台に突

入した首相に見切りをつけるかのような声も出ている。政権交代

直後は「ご祝儀相場」が見込める。ある幹部は「岸田氏は菅氏よ

りまし」と語り、石破茂元幹事長（６４）についても「知名度が

高いから支持率は上がる」（党関係者）との見方がある。 

 山口代表は横浜市長選２日後の２４日の会見で「われわれも支

持した上で生まれた首相だから、菅氏の下でしっかり政権運営し

ていくことが使命だ」と述べた。首相支持にも聞こえるが、周辺

は与党結束の重要性を説いた発言として「現職の首相だから立て

たということだ」と解説した。 

 

自民“総裁選” 若手議員の戸惑い 

ＪＮＮ2021年8月30日 15時51分 

 自民党総裁選まであと１か月。岸田前政調会長ら出馬に意欲を

見せる議員が準備を進める一方、若手議員らはこの週末、地元に

戻り、自民党への逆風を目の当たりにしています。 

自民党二階派 小倉将信衆院議員 

 「どうもお疲れさまです」 

 総裁選が来月２９日投開票と決まり、初めて迎えた週末。地元

有権者から小倉議員にかけられたのは、菅政権に対する不満の声

でした。 

支援者 

 「皆さんワクチン打ちたいですって言いながらも足りないです」 

 「入院先とか教えて欲しいのにいろいろ電話したけどちっとも

通じない」 

 支援者たちからの厳しい声はやがて総裁選へと向かいます。 

支援者 

 「菅首相が手を挙げて『私も出る』って言ったって、あまり投

票する人はいないんじゃないかと思う。若手が相当活躍しないと

もう７０、８０のじじいがやる時代じゃない」 

 新型コロナの感染拡大に歯止めがかからず、国民に広がる“菅
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https://www.jiji.com/jc/giin?d=ca54d17579befdc5742ef237736d29eb&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=dba4f5099178787d6398d1695161b9ed&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=bee01aa49de0a9ddfd6ea2a541dc052a&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=b334c077923a6c2bdfb633e7ca50ba4a&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021082900221&g=pol&p=20210829at20S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021082900221&g=pol&p=20210829at21S&rel=pv
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離れ”。 

自民・若手議員 

 「菅首相が党の顔では衆院選は惨敗する」 

自民党二階派 小倉将信衆院議員 

 「私も本当にものすごく強い危機感と緊張感、これを日々活動

する中で抱いている」 

 小倉議員が所属する派閥トップの二階幹事長は早々と菅総理

支持を表明。一方で、小倉氏は総裁選でどの候補に一票を投じる

か、まだ決めていないと言います。 

自民党二階派 小倉将信衆院議員 

 「自分の頭で考えてコロナ禍でこの国を率いられるリーダーは

誰か考え抜きたい」 

 この選挙区で出馬予定の立憲民主党・伊藤俊輔議員は「身内の

総裁選よりも先に臨時国会を一刻も早く開いて政治の責任を果

たすべき」と主張。 

 また、共産党から出馬予定の早川寛氏は「コロナ対応の失敗は

菅首相だけでなく、自民党、公明党の共同責任だ」と話していま

す。 

 あと１か月に迫った総裁選。菅総理のライバルたちは精力的に

出馬の準備を進めています。岸田前政調会長はきょう、自民党議

員へのあいさつまわりを行っていて、安倍前総理と会談し、出馬

の報告とあわせ、支援を要請するものとみられます。 

 また、総裁選への出馬に消極的な姿勢を示してきたこの人

は・・・ 

記者 

Ｑ．総裁選にどう臨むのか 

自民党 石破茂元幹事長 

 「現時点において全く白紙です。電話だメールだ、山ほど来ま

すよ。『今お前が出ないでどうするんだ』みたいな」 

 総裁選の構図が固まるまでには、まだ時間がかかりそうです。 

 

ＩＲ撤回へ事業者選定中止 山中市長が初登庁―横浜 

時事通信2021年08月30日16時10分 

就任会見で質問に答える山中竹春横浜市長＝３０日

午後、同市役所 

 横浜市長選で初当選した山中竹春氏が３０日、初登庁した。午

後に就任記者会見を行い、カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）

の誘致について「撤回に関する手続きを速やかに進める」と改め

て強調。市が９月２日に予定していた事業者選定委員会を中止し、

今後委員会を開催しない方針を明らかにした。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、登庁セレモニーは

行われなかったが、３０日午前、幹部職員や市民らが新市長を出

迎えた。その後開かれた局区長会で「横浜市を発展させる、市民

を幸せにする共通のゴールに向かい、皆さんと連携し、誠心誠意

努力していく」などと訴えた。 

 

長崎県、IR運営事業者を決定 20年代後半開業目指す 

朝日新聞デジタル米田悠一郎2021年8月30日 20時00分 

カジノ・オーストリア・インターナショナル・

ジャパン社が長崎県に提案した IR の全景イメージ=長崎県ホー

ムページから 

 長崎県は30日、同県佐世保市のテーマパーク「ハウステンボ

ス」に誘致をめざす、カジノを含む統合型リゾート施設（IR）の

運営事業者に、オーストリア国営企業傘下の「カジノ・オースト

リア・インターナショナル・ジャパン」（東京）を正式に選んだ

と発表した。東アジアとの距離の近さをアピールし、国の認可を

めざす。 

 同社の親会社「カジノ・オーストリア・インターナショナル」

は、欧州を中心に世界 35 カ国で 215 のカジノ運営の実績があ

る。 

 県がこの日公表した同社の施設計画によると、ハウステンボス

の南西側31ヘクタールの敷地にカジノ施設や、国際会議場を備

えた1万2千人以上が入るMICE施設、米ホテル大手「ハイア

ット」の宿泊施設などを作る。開業にあたっての総事業費は現時

点で 3500 億円で、年間来訪者数は国内外から延べ 840 万人を

見込む。2020年代後半に開業する予定だ。 

 運営事業者の決定にあたり、中村法道知事は「新型コロナによ

り影響を受けた観光、地域経済の活性化に貢献できるよう IRの

実現に力を注いでまいります」とコメントを出した。 

 今後は、同社がつくる事業計画をもとに長崎県が区域整備計画

を作り、県議会の議決などを経て来年4月28日までに国に提出

する。国が整備を認可するのは最大3カ所で、大阪府・市、和歌

山県も誘致計画を進めている。首都圏で唯一名乗りを上げていた

横浜市は、今月 22 日の市長選で IR 誘致反対を訴えた野党系候

補が当選し、撤回する見通しだ。（米田悠一郎） 

 

ハウステンボスに誘致の IR オーストリア企業に内定 

毎日新聞 2021/8/30 21:45（最終更新 8/30 21:45） 

カジノを含む統合型リゾート施設の完成予

想図＝長崎県提供 

 長崎県佐世保市のテーマパーク「ハウステンボス」に誘致を目

指しているカジノを含む統合型リゾート施設（IR）について、県

は30日、オーストリア国有企業傘下の「カジノオーストリアイ

ンターナショナルジャパン」を事業予定者に決めたと発表した。

開業総事業費は 3500 億円で、年間 840 万人の集客を見込む。

2024年後半の開業を目指す。 

 同社は1976年に創業。欧州を中心に35カ国215施設のカジ

ノや娯楽施設を開設してきた。 

 県によると、同社はハウステンボス内の西約31ヘクタールの

土地にカジノ施設や総面積 2 万平方メートルの大型交流拠点施

設（MICE）を建設。高級ホテルを展開する「ハイアット」運営

の高層ホテルや、既存の「ホテルヨーロッパ」を改装したホテル

など複数の宿泊施設も整備する。この他、歌舞伎鑑賞やアニメ、

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830001999.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830001999.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830001999.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830001999.html
http://www.asahi.com/area/nagasaki/
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%90%E4%B8%96%E4%BF%9D%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%B9.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%B9.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%9E%8B%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%B9.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%B9.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E6%B3%95%E9%81%93.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%82%BA%E7%82%8E.html
http://www.asahi.com/area/nagasaki/
http://www.asahi.com/area/osaka/
http://www.asahi.com/area/wakayama/
http://www.asahi.com/area/wakayama/
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021083000706&g=pol&p=20210830at31S&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830001999.html
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ゲームなどを体験できる複数の屋内外施設も設置し、日本文化の

発信を目指す。 

 県は30日に同社と基本協定を締結。県と同社は区域整備計画

を作成し、22年4月までに国に申請する。中村法道知事は「伝

統的で高級感があり、ハウステンボスの景観とも調和した世界最

高水準の IR実現を目指す内容」と評価した。 

 事業者選定を巡っては、同社が優先交渉権者に選ばれていたが、

審査に落選した事業者が「選考過程が不透明」などとして審査の

やり直しを求める要望書を県に提出した。県は「募集要項にのっ

とり、公平公正に審査した」としている。 

 IR は他に大阪府・市、和歌山県が誘致を表明しており、国は

候補地から最大 3 カ所の整備地域を選ぶ。横浜市では誘致中止

を掲げた新人候補が 22 日投開票の同市長選で初当選した。【田

中韻】 

 

「カジノ」誘致に70人中55人反対 和歌山駅前で投票 

朝日新聞デジタル下地毅2021年8月30日 10時00分 

シール投票を呼びかける「カジノ誘致の是非を

問う和歌山市民の会」=2021年8月29日、JR和歌山駅前、下

地毅撮影 

 市民団体「カジノ誘致の是非を問う和歌山市民の会」が29日、

JR和歌山駅前で、県のIR（カジノを含む統合型リゾート）誘致

計画についてシール投票を呼びかけた。ええんとちゃうか（賛成）

6、そらぁあかんやろ（反対）55、わからんなあ（不明）9とい

う結果だった。 

 市民の会の 20 人は「カジノ○× 住民投票で」「この町の未

来 住民投票で」と書かれたボードを掲げて立った。通行人に投

票を呼びかけた和歌山市の西出角栄さん（43）は「ばくちで県や

市の財政を潤すというのはやっぱり間違いじゃないのか」と誘致

に疑問の立場だ。いろいろ疑問がある中で最大のそれは、誘致計

画に民意がどれだけ反映されているのかだ。「賛成も反対もごち

ゃまぜにして、ほんまにカジノをつくるのか、やめるのかを住民

投票で決めたい」と話した。 

 市民の会は今秋、住民投票条例を制定するよう和歌山市に求め

る署名活動を始める。9 月 2 日午後 1 時半から同市直川の市北

コミュニティセンターで学習・説明会を開く。問い合わせは事務

局（073・441・5090）へ。（下地毅） 

 

パラ大会組織委の武藤氏「教育委員会の問題」 千葉の学校観戦、

感染した教諭の引率を批判 

東京新聞2021年8月30日 18時43分 

東京五輪・パラリンピックのマーク 

 東京パラリンピックの学校連携観戦プログラムで生徒を引率

した千葉市の教諭２人がコロナに感染したことについて、大会組

織委員会の武藤敏郎事務総長は３０日の記者会見で、「大会と感

染の因果関係はない。教育の現場で感染が起きており、教育委員

会の問題」と強調した。 

 組織委は実施する学校に対して、観戦の２週間前から参加者の

健康管理をするように求めており、「感染した教諭が引率したこ

とは大きな課題がある。事前に分からなかったのか。大いに反省

すべき点がある」と学校側を批判した。 

 武藤氏によると、２９日までに約８０００人の児童・生徒がプ

ログラムを通じて観戦。「どこに留意するかが重要。全てやめれ

ばいい、というものではない」と見直しは否定した。 

 大会で判明したコロナ検査陽性者は２４８人。うち１人が入院

している。暑さ対策では２４～２８日に選手１５人、スタッフな

ど関係者１０人が熱中症になったことが確認された。うち選手１

人が競技会場から選手村内の診療所に搬送されたが、その日のう

ちに回復した。（原田遼） 

パラ「学校連携観戦」引率の中学教諭など6人コロナ感染 千葉 

ＮＨＫ2021年8月30日 5時15分 

千葉市の市立中学校で、東京パラリンピックの「学校連携観戦」

を引率した教諭など合わせて 6 人が新型コロナウイルスに感染

していたことが確認され、市は接触のあった生徒たちの検査を進

めることにしています。 

千葉市によりますと、市内の市立中学校では 29 日までに 30 代

から50代の教諭6人が新型コロナの検査で陽性となり、このう

ち2人は25日に行われた東京パラリンピックの「学校連携観戦」

で、千葉市の幕張メッセまでバスで生徒を引率していました。 

教諭2人が乗っていた2台のバスには合わせて生徒18人が乗っ

ていて、当日、教諭に症状はありませんでしたが、その後、発熱

などの症状が出たということです。 

また、3人の教諭は今月23日以降、生徒合わせておよそ100人

に夏休み中の面談を行っていたということです。 

千葉市によりますと、6人の教諭と接触した生徒は合わせておよ

そ120人で、今後、PCR検査を進めることにしています。 

千葉市立の小中学校などは30日から新学期が始まりますが、こ

の中学校は来月 3 日までの 5 日間、臨時休校にすることになり

ました。 

千葉市は引き続き「学校連携観戦」を続ける方針ですが、千葉市

教育委員会は「今後は引率する教諭について事前のPCR検査を

行うことを検討していきたい」と話していました 

 

都のパラリンピック学校連携観戦 事前 PCR 検査の結果は非公

表 

ＮＨＫ2021年8月30日 18時45分 

 

東京都教育委員会は、パラリンピックの「学校連携観戦」に参加

する子どもや教員が希望すれば事前にPCR検査を受けてもらっ

ていますが、検査の結果は「学校が特定されるおそれがある」な

どとして明らかにしていません。子どもたちが競技を見ることは

教育的な意義があるとする一方、安心安全に実施できているかど

うかは説明しない立場です。 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829002360.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829002360.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829002360.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829002360.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%9E%8B%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%BD%B2%E5%90%8D%E6%B4%BB%E5%8B%95.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829002360.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=127818&pid=444113&rct=national
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都の教育委員会によりますと、パラリンピックが開幕した 8 月

24 日の時点で、公立の学校では新宿区、渋谷区、杉並区、八王

子市の幼稚園児と小・中学生、それに 6 つの都立高校などの生

徒、合わせて 2 万 500 人余りが参加する計画ですが、保護者の

意向などで直前に取りやめるケースも出ています。 

都の教育委員会は安全対策の 1 つとして、検査キットを用意し

て希望する子どもや教員には事前にPCR検査を受けてもらって

います。 

しかし、検査の実施状況や検査結果、それに、結果を受けて参加

を取りやめた学校があるかどうかなどは「学校が特定されるおそ

れがある」などとして、明らかにしていません。 

子どもたちが競技を見ることは教育的な意義があるとする一方、

安心安全に実施できているかどうかは説明しない立場です。 

 

各地の護国神社、７県が公務出席 例大祭に知事ら、玉串も 

東京新聞2021年8月30日 17時46分 （共同通信） 

 各地方の戦没者らを祭る護国神社がある道府県のうち、富山、

石川、静岡、鳥取、島根、広島、山口の７県の知事や職員が、過

去５年間に地元の護国神社の例大祭に公務として出席していた

ことが３０日、分かった。いずれも出席時に玉串拝礼などを行っ

ていた。憲法が定める「政教分離の原則」の観点から議論を呼び

そうだ。 

 日本基督教団の関係者ら有志でつくる「靖国・天皇制問題情報

センター」が今年５～７月、東京都を除く４６道府県を対象にア

ンケートを実施。２０１６～２０年度に一度でも例大祭に出席し

たかどうか、出席時の行為などを尋ねた。４０道府県から回答を

得た。 

 

しんぶん赤旗2021年8月30日(月) 

住民監視・私権制限の土地規制法 来年９月に全面施行 赤嶺

議員に政府が回答 

 自衛隊・米軍基地周辺や国境離島などの住民を監視する「土地

利用規制法」に関し、政府が来年９月１日に全面施行させる方針

であることが、２９日までに分かりました。日本共産党の赤嶺政

賢衆院議員に政府が回答しました。 

 同法は、自衛隊・米軍などの「重要施設」の周囲おおむね１キ

ロと国境離島を「注視区域」に指定し、土地や建物の所有者や賃

借人などを調査。注視区域のうち特に重要とみなすところを「特

別注視区域」に指定し、一定の面積以上の土地などの売買に届け

出を義務付けます。 

 調査の結果、重要施設などの機能を阻害するか、その「明らか

なおそれ」があると判断すれば、政府は土地・建物の利用中止を

勧告・命令できます。従わなければ懲役を含む刑事罰が科されま

す。 

 「機能を阻害」とは何を指すのか、何を調査するのか、具体的

中身は法案に書かれておらず、どこまで私権制限が拡大するかは、

政府のさじ加減次第です。 

 来年６月１日には一部を施行し、基本方針の策定や土地等利用

状況審議会を設置。政令・内閣府令を公布します。同９月１日に

は「注視区域」「特別注視区域」を指定し、利用状況などの調査

に着手します。 

 沖縄県の北谷町、名護市、中城村の３議会は同法の「廃止」を

求める意見書を可決。北海道旭川市議会は、施行することなく「さ

らなる検討」を政府に求める意見書を可決しています。 

 

米原子力空母が横須賀寄港 母港以外は09年以来 

2021/8/28 19:13 (JST)8/28 22:11 (JST)updated共同通信社 

神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地

に寄港する原子力空母カール・ビンソン＝28日午後 

 米海軍の原子力空母カール・ビンソンが28日、横須賀基地（神

奈川県横須賀市）に寄港した。同基地を母港としない米空母の寄

港は、2009年のニミッツ以来。在日米海軍は、補給や維持が目

的で、短期間で出港するとしている。 

 カール・ビンソンは F35C ステルス戦闘機や輸送機オスプレ

イを艦載。英海軍の最新鋭空母クイーン・エリザベスも9月に横

須賀基地に入る計画で、海洋進出を強める中国をにらみ、けん制

する狙いもありそうだ。 

 カール・ビンソンは 8 月上旬に母港とする米西部サンディエ

ゴを出港。約4800人の乗組員は寄港中、横須賀基地の外には出

ないとしている。 

 

横須賀の米空母中東へ→別艦寄港し不在解消 中国牽制か 

朝日新聞デジタル佐々木康之2021年8月29日 7時22分 

米海軍横須賀基地に入港する空母カール・

ビンソン=2021年8月28日午後4時11分、神奈川県横須賀市

の横須賀港、佐々木康之撮影 

  

 米海軍の原子力空母カール・ビンソン（乗組員4871人）が28

日、神奈川県横須賀市の横須賀基地に寄港した。同基地を拠点と

する空母ロナルド・レーガンはアフガニスタン情勢を受けて中東

方面へ展開しており、西太平洋での米空母不在を解消し、同海域

への進出を強める中国海軍を牽制（けんせい）するため派遣され

たとみられる。 

 レーガンは5月19日に同基地を出港。6月下旬、アフガニス

タンに駐留する米軍の撤退支援に赴き、今もパキスタン沖のアラ

ビア海に展開している。 

 一方、カール・ビンソンは 8 月 2 日に米西岸のサンディエゴ

基地を離れ、横須賀基地へ向かっていた。米海軍は26日、「自由

で開かれたインド太平洋を支援する即応戦力として展開した」と

の声明を出し、最新の戦闘機や海軍型オスプレイを艦載した「高

度な能力を携えての初の展開」とも強調。艦載機とみられるオス

プレイの飛来も同日、厚木基地周辺で確認されていた。 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002437.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002437.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002437.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002437.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B1%B3%E6%B5%B7%E8%BB%8D.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%A9%BA%E6%AF%8D.html
http://www.asahi.com/area/kanagawa/
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%9F%BA%E5%9C%B0.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E8%BB%8D.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%91%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%9F%BA%E5%9C%B0.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B1%B3%E6%B5%B7%E8%BB%8D.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%89%A6%E8%BC%89%E6%A9%9F.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8E%9A%E6%9C%A8%E5%9F%BA%E5%9C%B0.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002437.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002438.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002439.html
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 横須賀基地には 9 月、随伴の 8 隻とともに西太平洋に展開し

ている英海軍の空母クイーン・エリザベス（QE）の寄港も予定

されている。これに先だつ8月21日には、英補給艦フォート・

ビクトリアが横須賀港の海上自衛隊基地に寄港。その後の 25、

26 日には、QE 空母打撃群の英米、オランダ艦艇 5 隻と海自の

2隻が沖縄南方で訓練を実施するなど、中国を意識した行動が活

発になっている。（佐々木康之） 

 

米原子力空母が横須賀寄港、来月英空母も 中国牽制 

産経新聞2021/8/28 19:20 

米海軍の原子力空母カール・ビンソンが２８日、横須賀基地（神

奈川県横須賀市）に寄港した。同基地を母港としない米空母の寄

港は、平成２１年のニミッツ以来。在日米海軍は、補給や維持が

目的で、短期間で出港するとしている。 

カール・ビンソンはＦ３５Ｃステルス戦闘機や輸送機オスプレイ

を艦載。英海軍の最新鋭空母クイーン・エリザベスも９月に横須

賀基地に入る計画で、海洋進出を強める中国をにらみ、牽制（け

んせい）する狙いもありそうだ。 

横須賀基地を母港とする米原子力空母ロナルド・レーガンは、ア

フガニスタンの駐留米軍撤退を支援するため、アラビア海で活動

中。 

カール・ビンソン寄港について、米海軍は「地球規模の海上警備

任務を支援するため」としている。８月上旬に母港とする米西部

サンディエゴを出港。約４８００人の乗組員は寄港中、横須賀基

地の外には出ないとしている。 

 

自民と台湾与党「外務・防衛協議」 中国海洋進出めぐり 

朝日新聞デジタル菅原普、台北=石田耕一郎、北京=冨名腰隆

2021年8月28日 21時10分 

台湾・民進党とのテレビ会議に臨む、自民

党の佐藤正久・外交部会長（右から2人目）と、大塚拓・国防部

会長（右端）=2021年8月27日、東京都千代田区の自民党本部 

  

 自民党と台湾の与党、民進党の外交・防衛政策の責任者が 27

日、オンライン形式で初の協議を行った。主なテーマは、東シナ

海や南シナ海への中国の進出をどう抑止していくか。国としての

正式な外交交渉ができないなか、日本側が与党での「外務・防衛

2プラス2」と呼ぶ議員外交を通じて、連携をアピールしたい考

えだ。 

 自民党が開催を呼びかけ、佐藤正久・外交部会長と大塚拓・国

防部会長が参加した。佐藤氏は「政府間対話がしづらい環境下で、

与党間の政策対話は極めて意義が大きい」と述べた。 

 日台の議員は、世界保健機関（WHO）など国際機関への台湾

の参加促進のほか、台湾と外交関係がある国に断交を迫るといっ

た中国の外交圧力に連携して対処していく方針で一致した。 

 4月の日米首脳会談の共同声明に「台湾海峡の平和と安定の重

要性」が明記されるなど、台湾をめぐる情勢が注目を集めている。 

 参加した民進党の蔡適応立法委員は会見で、日本側が日米台で

の海上警備について合同訓練をすべきだとの認識を示したと紹

介。「台湾は（3 月に）米国と海上警備について覚書を結んでい

る。日本とも協力を強化すべきだ」と語った。 

 一方、中国外務省の趙立堅副報道局長は27日の定例会見で「中

国と国交のある国が、台湾といかなる形でも公式にやりとりする

ことに断固反対する」とし、日本側に抗議したことを明らかにし

た。在日中国大使館の報道官も「台湾問題は中国の核心的利益で

あり、中日関係の政治基盤に関わるものだ。日本は一時期から著

しくネガティブな動きを見せ、両国間の政治信頼を損なっている」

とのコメントを出した。（菅原普、台北=石田耕一郎、北京=冨名

腰隆） 

 

山岳での戦闘や救助に特化 陸自「山岳レンジャー」が訓練 長野 

ＮＨＫ2021年8月30日 17時03分 

  

陸上自衛隊で唯一の山岳地帯での戦闘や救助任務に特化した「山

岳レンジャー」を目指す訓練が、長野県の松本駐屯地で始まりま

した。 

松本駐屯地の第13普通科連隊には、任務を山岳地帯での戦闘や

救助に特化した陸上自衛隊で唯一の「山岳レンジャー」が70人

ほどいて、平成26年の御嶽山の噴火などの際に出動しています。 

 

連隊はレンジャーを選抜するための訓練を年に1度行っていて、

30日に開かれた訓練の開始式には29人の隊員が参加しました。 

式では第13普通科連隊の鏡森直樹連隊長が「厳しく過酷な訓練

を行う。負けるな、助け合え」と激励し、隊員たちには山岳地帯

で使うロープやヘルメットなどが支給されました。 

「山岳レンジャー」になるには、強じんな体力を身につけ、食糧

をほとんど持たずに山で何日も過ごすなど過酷な訓練を受ける

必要があります。 

訓練に参加した矢島一輝 3 等陸曹は「覚悟のうえで訓練に参加

したが不安もある。どんな困難にも立ち向かえるレンジャーにな

りたい」と話していました。 

訓練は、およそ2か月間の日程で行われます。 

 

しんぶん赤旗2021年8月30日(月) 

小さく砕き強毒性ボンドで固定― サンゴ破壊 辺野古 米軍

新基地 政府が行う移植の実態 

 接着剤で固定されたサンゴ片が海底に広がっています。米軍新

基地建設（沖縄県名護市辺野古）に向けた埋め立てのため政府(沖

縄防衛局)が進める移植が事実上、サンゴの“大虐殺”であるこ

とが、ヘリ基地反対協議会が撮影した写真や動画から分かりまし

た。 

https://www.asahi.com/topics/word/%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%9F%BA%E5%9C%B0.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%A3%9C%E7%B5%A6%E8%89%A6.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E6%B8%AF.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80.html
https://www.asahi.com/sns/reporter/funakoshi_takashi.html
https://www.asahi.com/sns/reporter/funakoshi_takashi.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002300.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002300.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002300.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002300.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%B1%E3%82%B7%E3%83%8A%E6%B5%B7.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%B1%E3%82%B7%E3%83%8A%E6%B5%B7.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8D%97%E3%82%B7%E3%83%8A%E6%B5%B7.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%90%E8%97%A4%E6%AD%A3%E4%B9%85.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%A9%9F%E9%96%A2.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E9%A6%96%E8%84%B3%E4%BC%9A%E8%AB%87.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%96%E5%8B%99%E7%9C%81.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%95%8F%E9%A1%8C.html
https://www.asahi.com/sns/reporter/funakoshi_takashi.html
https://www.asahi.com/sns/reporter/funakoshi_takashi.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002300.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002301.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828002302.html
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（写真）接着剤で海底面に固定されたサンゴ。

その横を魚が泳いでいます＝10 日、沖縄県名護市辺野古（ヘリ

基地反対協議会海上行動チーム提供） 

（写真）接着剤を手で丸めると周りの海水も白く

濁りました＝10 日、沖縄県名護市辺野古（ヘリ基地反対協議会

海上行動チーム提供） 

 

 今月１０日、撮影された写真や動画には痛々しいサンゴの数々

が―。 

 岩場に自生していたサンゴが小さく砕かれ、買い物かごに無造

作に積まれています。作業員が植えやすいよう、さらに削ってい

ました。一連の作業は、大浦湾側の「Ｉ」地区から辺野古側の「Ｓ

５」地区への移植で、Ｉ地区からの移植後、防衛局は２７日から

直ちにＮ２護岸の建設に着手しました。 

 割ったサンゴを移植先の海底にくっつけるためにコンクリー

トの補修に使う水中ボンドを使用。作業員が手作業で丸めると、

海が白く濁りました。 

 ボンドの安全性についてメーカーは「長期的影響により水生生

物に非常に強い毒性」と説明。製造担当者に聞くと「海底トンネ

ルや港湾補修に使うもので、サンゴ移植に使っている話は初めて

聞いた」と驚いていました。 

 サンゴ移植は、このような乱暴な手法で行われており、技術が

確立されていません。 

 水産庁の「サンゴ増殖の手引き」（２０１９年）も移植後４年

の生残率を「２０％以下」と記載。今、防衛局が移植を進めてい

るのは、３万９５９０群体ですが、その大半が死滅する恐れがあ

ります。実際、沖縄防衛局が埋め立て海域南側の浅瀬から移植し

た絶滅危惧種オキナワハマサンゴが、２１年３月時点で９群体中

５群体が死滅。さらに、移植先に自生する同サンゴ１２群体中６

群体も死ぬなど、移植先の環境破壊も懸念されます。 

 ヘリ基地反対協の抗議船船長で水中写真家の牧志治さん（７１）

は「サンゴをたたき割って移植し、移植先に自生するサンゴなど

の自然までかく乱する。これが環境保全か。まぎれもない大規模

な環境破壊だ」と語っています。 

 

しんぶん赤旗2021年8月29日(日) 

辺野古リポート 政権交代で止めよう 

●８月２５日 本部港でベルコン再稼働 

（写真）サンゴの移植現場 

 沖縄県本部町塩川港で使用を中断していた運搬船への赤土搬

出用のベルトコンベアーが、この日から再稼働。現場の監視行動

参加者は「これまで半日がかりだった船積み作業がわずか２時間

で終了した。辺野古埋め立てが加速するのでは」と話しました。 

●２６日 赤嶺、屋良両衆院議員が海上チームを激励 

 ７月６日の最高裁判決を受け沖縄県は７月２８日、サンゴの移

植について高温水期や台風シーズンを避けるなどの条件つきで

防衛局に許可しました。しかし、防衛局は高温水期に入るにもか

かわらず、許可が出た翌日からサンゴの移植を強行。このため県

は直ちに許可を撤回しました。これに対し農水大臣は県の撤回を

執行停止し、防衛局がサンゴの移植を再開し、続けています。し

かもサンゴの移植の際、水生生物に有害な接着剤を使用している

ことも判明しており、ヘリ基地反対協の海上チームが抗議と監視

活動を展開しています。 

 ８月２６日には赤嶺政賢、屋良朝博両衆院議員が抗議船から海

上チームを激励。赤嶺氏は「県民の新基地反対の民意は揺るがな

い。総選挙でオール沖縄の勝利と全国での野党と市民の共闘で政

権交代を実現し、辺野古新基地建設の息の根を止めよう」と訴え

ました。 

 

医大生らが沖縄で戦没者の遺骨収集 法医学で身元確認の一助

に 

毎日新聞 2021/8/30 15:45（最終更新 8/30 15:45） 

沖縄県糸満市のガマから見つかった遺骨や遺

留品について説明する近藤教授（右）と松木さん＝和歌山市の県

立医大で2021年8月27日午後3時40分、山口智撮影 

 第二次世界大戦末期の激戦地だった沖縄本島南部のガマ（自然

洞窟）で、戦没者の遺骨を収集する活動に、和歌山市の和歌山県

立医大医学部の近藤稔和教授（法医学講座）らが参加している。

戦後76年たった今も新たに見つかる遺骨。米軍の攻撃などで亡

くなった住民のものとみられ、法医学の知見を生かして身元判明

につなげる考えだ。 

 沖縄県糸満市の戦没者遺骨収集情報センターによると、現地で

は今も約3000柱の戦没者の遺骨が見つかっていない。近藤教授

が理事長を務める日本法医病理学会は2018年から毎夏、遺骨収

集ボランティア団体「ガマフヤー」の行う収集活動に協力。今年、

計8人が8月上旬、沖縄本島最南端の同市での活動に参加した。

専門家が収集活動に参加することで、状況の見極めや、年代や性

別、身体的特徴の把握がスムーズになるという。 

 今回、学部生2人も加わった活動について、同医大で報告が行
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われた。「子どもが簡単に出入りできそうな、まるで裏山のよう

な場所に遺骨があることが衝撃的だった」と、4年生の松木順平

さん（35）は振り返った。松木さんが調査に入ったガマは高さ約

1・5メートル、奥行き5メートル。市街地から車で10分ほどの

場所だ。 

 ガマから土砂を取り出して分別作業をすると、頭蓋骨の破片や

歯などが見つかった。中には黒く焼け焦げた骨もあり、近くには

米軍が使っていたとみられる手りゅう弾のレバーのかけらもあ

った。「ガマフヤー」などによると、手りゅう弾が至近距離で爆

発すると骨まで焼け焦げることがあるといい、ガマに投げ込まれ

て亡くなった可能性を示唆しているという。作業後、熱中症にな

ってしまったという松木さんは「蒸し暑い夏に戦没者は、食べ物

も飲み物も満足にないガマの中のつらい環境で過ごしたのだと

実感した」と76年前に思いをはせた。 

 今回、同学会のグループは二つのガマを調べた。少なくとも8

人分の遺骨が見つかった。形状から、成人に満たない子どものも

のと判断された遺骨もあり、近くには小ぶりのかんざしも見つか

ったことから、未成年の女性とみられる。収集した遺骨は沖縄県

が保管する。DNA鑑定をするかは今後決まるが、見つかった遺

骨の全てが鑑定に回るわけではない。保存状態や部位によっては

鑑定に利用できず、今回見つかった遺骨も使えるのは 1 割にも

満たないという。 

 報告の中で、近藤教授は「国内研究機関でDNA鑑定を行って

いるが、なかなか身元確認が進まないことに対し、沖縄の方々は

じくじたる思いがある」と説明。「国として専属機関をつくるの

が望ましいのではないか」と訴えた。【山口智】 

 

食への執着、戦争肯定の言葉も…父が最期まで手元に残した終

戦の年の日記と新聞 

東京新聞2021年8月30日 17時00分 

 昨年他界した父親が最期まで手元に残していたのは終戦の年

に書いた日記と、当時夕刊紙だった「東京新聞」の切り抜き紙面

だった。「遺品整理でたまたま見つけた」という長女の米谷
よねや

美恵

さん（６３）＝東京都港区＝は、ひもじさから食に執着し、戦争

を肯定するような言葉を残していた若き日の父親にショックを

受けた。「人を変えてしまう戦争は怖い」（青木孝行） 

遺品である戦時中の日記（右）や東京新聞の切り

抜きを前に、生前の父親について語る米谷美恵さん＝東京都港区

で（戸田泰雅撮影） 

 父親の田中正 大
まさひろ

さんは、港区で寝具店を営む家の長男とし

て生まれた。日記は、１９４５（昭和２０）年の元日～１１月５

日の思いを大学ノート１冊にまとめている。当時１７～１８歳で、

東京第二師範学校に通っていた。 

 日記と一緒に見つかった切り抜き紙面は１５枚。食べ物に関す

る記事が中心で、「大豆、食用粉の食べ方」「馬鈴薯
ばれいしょ

で代替食」

といった見出しが付けられ、入手困難な米の代用として食べるよ

うに促している記事もある。「大豆は動物質蛋 白 質
たんぱくしつ

に近い蛋

白質を保有して最近配給の少ない魚類の補ひになるし」などと栄

養分を説明する紙面も。 

 日記には「あるものは雑草でも何でも食ふ」（７月５日）とあ

り、戦争末期の食糧事情が読み取れる。 

 食べ物に執着する日記の記述に、娘の米谷さんは驚いたという。

「ご飯とふりかけさえあれば満足していた父親だったのに。戦時

中のひもじさはそれほど厳しかったのですね…」 

小学校教員時代の田中正大さん＝米谷美恵さん提供 

 米谷さんの知る父親像は「読書好きで、リベラルな人。敬 虔
けいけん

なクリスチャン」。しかし、日記には真逆な考え方が記されてい

た。「日本は世界を相手に戦っているのだ。一人一人が頑張らな

くては」（５月１３日）。終戦の日には「男泣きに泣いた。三千年

の歴史にきずをつけた。我等
われら

の罪軽からず」とつづられていた。 

 父親は、昨年９月に９２歳で他界した。戦後約１０年間の小学

校の教員生活を送った後、家業を継いだ。晩年は、高齢者施設に

入所し、不要な物は捨ててきたが、最期まで切り抜き紙面と日記

は手放さなかった。米谷さんは「理不尽なことには抵抗する正義

感の強い父だった。だが、戦争には、みんなを同じ方向に向かせ

る力があるようだ」と遺品を手に、その怖さをかみしめていた。 

関連キーワード 

 

自衛隊新導入の無人機、対中国で無力? 米軍では退役へ 

朝日新聞デジタル編集委員・土居貴輝 2021 年 8 月 29 日 6 時

00分 

米空軍の無人偵察機グローバルホーク 

  

 自衛隊が今年度以降に配備予定の無人偵察機グローバルホー

ク（GH）をめぐり、米空軍が保有する同型機を早期に退役させ

る方針を打ち出した。機体が旧式化したことが理由だ。防衛省は

今後 20 年間、毎年 120 億円超の予算をかけて運用する計画だ

が、さらなるコスト増も懸念されるほか、装備の有効性を疑問視

する声もある。（編集委員・土居貴輝） 

 防衛省が導入するのは、GH の「ブロック 30」と呼ばれるタ

イプ。 

 米空軍は7月21日、2022会計年度の予算案で、20機保有す

るブロック30の全機を退役させる方針を示した。理由として「競

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828001345.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828001345.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%82%AF.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%82%AF.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B1%B3%E7%A9%BA%E8%BB%8D.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9C%81.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9C%81.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B1%B3%E7%A9%BA%E8%BB%8D.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%BA%A6.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=127756&pid=443846&rct=national
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=127756&pid=443847&rct=national
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828001345.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828001346.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210828001347.html
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争の激しい緊迫した状況で運用できる能力がない」として機体の

旧式化を指摘。空軍幹部は公聴会で「我々が直面している中国の

脅威に対応できる設計になっていない」と証言した。 

 GH にはブロック 30 のほか、最新の派生型のブロック 40 が

ある。空軍は 10 機保有するブロック 40 の運用を続ける予定と

いう。 

 この米空軍の方針について、防衛省の関係者は「中国は対空兵

器、電磁波を使った妨害の能力を高めているが、ブロック30は

他国から妨害を受けるような状況での運用が想定されておらず、

台湾海峡の有事でも使えない」と指摘する。 

ずれ込む配備、見えないコスト 

 防衛省はGH3機の導入コス… 

残り：1515文字／全文：2055文字 

 

駐留米軍、３１日に撤収期限 アフガン情勢で閣僚級会合―「史

上最長の戦争」終幕へ 

時事通信2021年08月30日23時55分 

オンライン形式で開かれたア

フガニスタンに関する閣僚会合に出席する茂木敏充外相（左上）

ら＝３０日（外務省提供） 

  

 【ワシントン時事】アフガニスタン駐留米軍は３１日、撤収完

了期限を迎える。米政府は３０日、日本や欧州連合（ＥＵ）、北

大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）など１１カ国・機関による閣僚級の

オンライン会合を開催。期限内に撤収を終える方針を改めて説明

するとともに、期限後もアフガンに残る外国人の退避に向けた協

力などを話し合ったもようだ。 

 ２００１年９月の米同時テロを受けた米軍のアフガン侵攻で

権力の座を追われたイスラム主義組織タリバンが再び全土を制

圧する中、２０年におよぶ「米史上最長の戦争」は終幕を迎える。 

 首都カブールでは、アフガン政権崩壊と米軍撤収で権力の空白

が生じ、テロ発生の危機が高まっている。米当局者は３０日、カ

ブールの空港に向けてロケット弾５発が発射されたが、すべて迎

撃したと明らかにした。２６日には空港付近で自爆テロが起き、

米兵１３人を含む１８０人以上が死亡した。自爆テロを認めた過

激派組織「イスラム国」（ＩＳ）系武装勢力は３０日、ロケット

弾攻撃についても犯行を主張した。 

 米軍は２７日にアフガン東部ナンガルハル州で、２９日にはカ

ブールで、ＩＳ系武装勢力を標的に、無人機による空爆を実施。

２９日の攻撃では子供を含む民間人が巻き添えで死亡したと伝

えられる。 

 米中央軍は声明で、自爆テロ用の車両を破壊したことで「積載

していた大量の爆発物がさく裂し、さらなる被害が出た可能性が

ある」と説明。詳細は調査中としながらも「罪のない人々の命が

失われた可能性があるのなら、深い悲しみを覚える」と表明した。 

 一方、アフガンに残る米国や同盟国の国民、米軍に協力したア

フガン人らの国外脱出は続いている。ホワイトハウスによると、

３０日までの２４時間に約１２００人が脱出し、１４日以降に退

避したのは１１万６７００人となった。ロイター通信は当局者の

話として、カブールに残っていた米外交団の「中核的スタッフ」

も、３０日にアフガンを離れたと報じた。 

 日米や欧州などの約１００カ国・機関は２９日の共同声明で

「外国人や外国への入国を認められたアフガン人の安全で秩序

だった出国について、タリバンから確約を得た」と表明。タリバ

ンが退避に協力することに期待を示した。 

 

アフガン米軍、きょう撤収期限…「イスラム国」と攻撃の応酬で

民間人巻き添えも 

読売新聞2021/08/31 00:19 

 【ワシントン＝田島大志、テヘラン＝水野翔太】アフガニスタ

ンに駐留する米軍は３１日、撤収期限を迎える。首都カブールの

空港付近などでは、米軍とイスラム過激派組織「イスラム国」が

断続的に攻撃を続け、緊張が高まっている。日本を含む各国は、

米軍撤収後もアフガン人協力者らの国外退避を進める方針だが、

現地情勢が今後、一層混乱する可能性がある。 

カブールの空港で避難民のボディーチェ

ックをする米兵（２８日、ＡＰ） 

 米軍は２９日、カブールの空港西側で「イスラム国」の車両を

無人機で空爆した。２６日に空港付近で起き、米兵１３人を含む

約１８０人が死亡した自爆テロ後、２度目の報復攻撃だった。米

軍は空港での新たな自爆テロの阻止を図ったとしている。 

 

 米ＣＮＮは、この攻撃の巻き添えで子供６人を含む民間人９人

が死亡したと報じた。米陸軍幹部は記者会見で、空爆後、テロ目

的のため車両に積載されていた爆発物による二次爆発が起きた

との見方を示し、「民間人犠牲者の報道を深刻に受け止めている」

と述べた。 

 ３０日には空港に向けて複数のロケット弾が発射され、「イス

ラム国」が犯行声明を出した。米軍によると、ロケット弾は計５

発で、１発を米軍が迎撃した。ほかの４発による目立った被害は

なかったという。 

 バイデン政権は予定通り、３１日に米軍をアフガンから完全撤

収し、残る米国民やアフガン人協力者の退避に全力を挙げる構え

だ。ブリンケン国務長官は２９日、米ＮＢＣの番組で「９月１日

に（米国が）現場での外交的な存在感があるかといえば、そうな

https://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AC%E8%81%B4%E4%BC%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B1%B3%E7%A9%BA%E8%BB%8D.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9C%81.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%9B%BB%E7%A3%81%E6%B3%A2.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9C%81.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081600629&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081600629&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021083000597&g=int&p=20210830at51S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021083000597&g=int&p=20210830at21S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021083000597&g=int&p=20210830at22S&rel=pv
https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20210830-OYT1I50178/
https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20210830-OYT1I50176/
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りそうにない」と述べ、８月末で外交官も撤収することを示唆し

た。 

 米軍撤収後、空港付近ではイスラム主義勢力タリバンが治安維

持を担うことになる。退避作業を続ける各国には更に困難な状況

が予想される。 

 米政府は３０日、同盟国の日本や英国、欧州各国などの計１１

か国・機関による閣僚級会合をオンライン形式で開催した。ブリ

ンケン氏が出席し、米国の方針に理解を求めるとともに、撤収後

のタリバンへの対処などを巡って、各国などと連携を保つ考えを

示した。 

 

アフガン米軍、31日撤退期限 「最長の戦争」終幕で混乱 

2021/8/30 19:01 (JST)8/30 19:03 (JST)updated共同通信社 

ロケット弾が発射されたカブールの国

際空港付近＝30日（ゲッティ＝共同） 

 【ワシントン共同】アフガニスタン駐留米軍は31日、バイデ

ン政権が定めた撤退期限を迎え、米中枢同時テロ後の攻撃開始か

ら20年に及んだ駐留を終える。撤退完了前にイスラム主義組織

タリバンが復権した上に、過激派組織「イスラム国」（IS）系の

自爆テロで米兵を含む多数が死傷。「米史上最長の戦争」は終幕

で混乱に陥った。アフガンが再びテロの温床となる懸念が強まっ

ている。 

 ブリンケン国務長官は30日、アフガン情勢への対応を協議す

るため、日本など先進7カ国（G7）や欧州連合（EU）などとオ

ンライン形式で閣僚会合を開催。米軍撤退後を見据え、国際社会

との連携を急ぐ。 

 

米軍空爆、市民9人犠牲か 住宅近く、子どもら巻き添え 

2021/8/30 10:19 (JST)共同通信社 

29日、米軍の無人機による空爆後に集まった

人たちと、破壊された車＝カブール（AP＝共同） 

 【ワシントン共同】アフガニスタンの首都カブールで米軍が29

日に行った無人機空爆で、米CNNテレビは遺族の話として、6

人の子どもを含むアフガン人の一家 9 人が巻き添えとなり死亡

したと報じた。AP通信は地元当局者の話として、子ども3人が

犠牲になったと報道。空爆の標的となった車両は住宅近くに止め

られ、爆発物を積んでいたため二次的な爆発が起きたとみられる。

米中央軍は調査を進めていると説明した。 

 米メディアによると、中央軍のマッケンジー司令官は7月、地

上部隊の撤退により市民の被害回避に必要な情報収集が困難に

なるとの認識を示していた。 

 

米軍、アフガンで再び空爆 無人機で自爆攻撃阻止 

2021/8/30 01:17 (JST)共同通信社 

アフガニスタンの首都カブールで立ち上る煙＝

29日（ゲッティ＝共同） 

 【ワシントン、イスラマバード共同】米国防総省は29日、ア

フガニスタンの首都カブールで、米軍が爆発物を積んだとみられ

る車両を無人機で空爆したと発表した。過激派組織「イスラム国」

（IS）系勢力の「IS ホラサン州」による差し迫った脅威を排除

したと説明。AP通信によると、イスラム主義組織タリバン報道

官は空港を自爆攻撃しようとしていた何者かを標的に米軍が空

爆したと話した。 

 29 日にはカブールの空港近くで爆発音が聞こえ、何者かによ

るロケット弾攻撃で子ども1人が死亡したとの情報もある。 

 

アフガンの空港にロケット弾攻撃 防衛システムで迎撃か 

朝日新聞デジタルバンコク=乗京真知、ワシントン=合田禄2021

年8月30日 16時35分 

アフガニスタンの首都カブールで8月30日、国際

空港に向けてロケットが発射された車両から炎が立ち上ってい

る。SNSの動画から。AAMAJ通信社提供=ロイター 

 アフガニスタンの地元メディアは30日朝、首都カブールの国

際空港に向けて複数のロケット弾が発射されたと伝えた。誰が発

射したかは分かっていない。米ホワイトハウスもロケット弾によ

る攻撃を確認した。 

 ロイター通信は米当局者の話として、米軍の撤退作業が大詰め

を迎えた空港に向けて、最大で5発のロケット弾が飛んだが、空

港のミサイル防衛システムによって迎撃されたと報じた。 

 また、目撃者は地元メディアに、ロケット弾は空港付近の車か

ら発射されたと語った。被害者が出たという報告は確認されてい

ない。 

 ホワイトハウスのサキ報道官は30日の声明でロケット弾によ

る攻撃に触れ、「大統領は、地上部隊を守るために必要なことは

何でも優先して実施するように再度指示を確認した」とした。空

港での退避作戦は中断されずに続いているという。 

 米国は過激派組織「イスラム国」（IS）の支部組織によるテロ

の恐れがあるとして、米国民に対して「空港から直ちに離れて」

と脅威情報を流している。IS 支部は自爆テロのほか、ロケット

弾も多用してきた。 

 空港付近では26日に大規模な爆破テロが起き、ISが犯行声明

を出した。米軍が無人機を使って報復攻撃に乗り出している。（バ

ンコク=乗京真知、ワシントン=合田禄） 

 

米軍のカブール空爆、子ども6人含む9人死亡か CNN 

朝日新聞デジタルワシントン=合田禄2021年8月30日 8時27

分 

https://www.asahi.com/sns/reporter/norikyo_masatomo.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830001627.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830001627.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830001627.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830001627.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%80%8C%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%9B%BD%E3%80%8D.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E7%88%86%E3%83%86%E3%83%AD.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%84%A1%E4%BA%BA%E6%A9%9F.html
https://www.asahi.com/sns/reporter/norikyo_masatomo.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830001627.html
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アフガニスタンの首都カブールで29日、米軍

による空爆があった後、住宅に集まった人たち=AP 

    

 アフガニスタンの首都カブールであった米軍による空港に向

かう車両をねらった空爆について、米CNNは29日、この空爆

で子ども 6 人を含む 9 人の家族が亡くなったと報じた。亡くな

った家族の兄弟が CNN と協力する地元のジャーナリストに話

したという。 

 米中央軍報道官の29日の声明によると、米軍は空港に向かう

車両を標的とした無人機による空爆を実施。過激派組織「イスラ

ム国」（IS）の支部組織による、国際空港での差し迫った脅威を

取り除いたとしていた。 

 車両から二次的な爆発が起きたが、民間人の死傷者の可能性に

ついては調査中で、声明の時点では兆候がないとしていた。 

 CNNによると、亡くなった9人の家族のうち、6人は2～10

歳だった。取材に応じた家族の兄弟は「彼らは普通の家族だった」

と涙を流し、「我々は ISではない。ここは家族の家だ」と話した

という。 

 一方、AP通信はこの空爆による被害について、アフガニスタ

ンの当局者の話として、無人機による空爆は空港近くの住居ビル

に駐車していた車両 2 台が標的となり、民間人数人が死傷した

と伝えた。 

 空爆による被害を受けた家族の親族はAP通信の取材に、子ど

もを含む数人の家族が亡くなったと話したという。地区の代表者

によると、空爆によって火災が起こり、救出するのが難しかった

という。近隣の住民は、空爆の後、子どもたちの遺体を運び出し

たと話した。 

 バイデン大統領は 28 日声明で、「現地の状況は極めて危険な

ままだ」とし、空港周辺で「今後24～36時間で（テロ）攻撃が

ある可能性が高い」と報告を受けたことを明らかにしていた。現

地の米大使館は28日、確度の高い脅威情報があるとして米国民

らに、空港から直ちに離れるよう注意を呼びかけていた。 

 カブールでは 26 日に空港付近で爆破テロがあり、米兵13 人

やアフガニスタン人 170人が死亡した。バイデン政権は 27日、

報復としてアフガニスタン東部で ISの支部組織を攻撃し、2人

を殺害。カブールでの攻撃は2回目の報復攻撃だった。（ワシン

トン=合田禄） 

 

伝統衣装やヒゲで変装し徒歩で 6 時間…元将軍警護官がアフガ

ン脱出の困難語る 

東京新聞2021年8月29日 20時59分 

トルコのイスタンブールで２３日、脱出の際に着てい

たアフガンの伝統衣装を見せるムラディンさん＝蜘手美鶴撮影 

 アフガニスタンにいる外国人の出国が困難を極める中、２１日

にトルコ軍のヘリで首都カブールから退避した反タリバンのウ

ズベク人軍閥指導者、ドスタム将軍の警護担当者ナギブラ・ムラ

ディン氏（３５）が脱出先のトルコのイスタンブールで本紙の取

材に応じた。ムラディン氏は「空港近くにたどり着くのが最も難

しい」と現地の状況を語った。（イスタンブール・蜘手美鶴） 

◆妻子は残さざるを得ず 

 ムラディン氏は出国前まで、ドスタム将軍の警護官を長年務め

てきた。ドスタム氏は今月１４日の北部バルフ州陥落後にウズベ

キスタンに逃れ、現在はウズベク人と民族的に近いトルコに滞在

中とされる。この関係でトルコ側からムラディン氏のようなドス

タム氏の関係者ら２６０人に出国の打診があった。 

アフガンの首都カブールで２１日、トルコ軍の駐

留基地の入り口に詰め掛ける人たち＝ムラディンさん提供 

 空港近くのトルコ軍駐留基地に２１日に来るよう指定された。

パスポート以外、何も持ち出すことは許されず、妻と４人の子ど

もはカブールに残す以外、方法はなかった。 

反タリバンのウズベク人軍閥指導者、ドスタム

将軍（左）とムラディンさん＝ムラディンさん提供 

 最も難しかったのは、「どうやって基地までたどり着くか」だ

った。カブール陥落直後から空港には出国希望者が押し寄せ、混

乱が続いていた。イスラム主義組織タリバンが各地に検問所を設

けており、ドスタム氏の軍閥関係者と分かれば拘束は必至。脱出

に備えて、ヒゲを伸ばし、当日は普段着ない伝統衣装に袖を通し

た。頭部に布も巻き、タリバンの目をかいくぐった。「基地に着

くまでに徒歩で６時間かかった。見つからないよう、祈るような

気持ちで歩き続けた」と話す。 

 無事に基地内に入ると少し気持ちが緩み、同様に集まった軍閥

の仲間１２人と１枚だけ写真を撮った。その後は１０人乗りの軍

用ヘリに３０人近くが乗せられ、パキスタンのイスラマバードへ。

２２日にイスタンブールに到着した。 

◆誰か、家族を連れ出してほしい 

 現在は同郷のアフガン人の部屋に身を寄せるが、カブールの家

族が気掛かりで、食事や睡眠もままならない。妻に電話すると「一

緒に連れて行ってほしかった」と泣いた。家族を呼び寄せたいが、

手だてが思い付かない。「誰でもいい、どこの国でもいい、私の

家族をアフガンから連れ出してほしい」と訴える。 

 空港周辺では２６日に自爆テロがあり、１８０人以上が死亡し

た。それでも出国を望む人は絶えず、ムラディンさんは「私は運

がよかっただけ。（ウズベク人の）軍閥の人間でなかったら今も

アフガンだろう」と話した。 

 

中国、タリバン支持もイスラム過激派流入を警戒 アフガン情

勢巡りロシアと軍事演習も 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830000578.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830000578.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830000578.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830000578.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/special/matome/journalism01/
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%84%A1%E4%BA%BA%E6%A9%9F.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%80%8C%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%9B%BD%E3%80%8D.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%80%8C%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%9B%BD%E3%80%8D.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%84%A1%E4%BA%BA%E6%A9%9F.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830000578.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830000577.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830000621.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830000549.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210830000548.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=127646&pid=443192&rct=world
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=127646&pid=443193&rct=world
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=127646&pid=443194&rct=world
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東京新聞2021年8月29日 21時33分 

 

 【北京＝坪井千隼】アフガニスタン情勢を巡り中国政府は、イ

スラム過激派による自国へのテロの流入に警戒を強めている。ア

フガンを制圧したタリバンにはアフガン復興を支援する考えを

示す一方、周辺諸国とテロ対策で相次いで連携を確認。ロシアと

の軍事演習でイスラム過激派組織をけん制するなど外交、軍事両

面で封じ込めに躍起だ。 

 アフガンの首都カブールの空港周辺で起きた自爆テロについ

て、中国外務省の 趙 立 堅
ちょうりつけん

副報道局長は２７日、「強く非難

する」とし、「国際社会と協力しアフガンがテロの拠点となるの

を防ぐ。タリバンが安定を達成できると信じる」とタリバン支持

を強調した。 

◆テロ拠点とさせないことが協力の条件 

 中国は国境を接する 新 疆
しんきょう

ウイグル自治区へのテロ流入を

警戒。人権問題でタリバンに厳しい姿勢を続ける欧米と異なり、

アフガンを中国に対するテロ拠点とさせないことを条件に、新政

権構築に協力する構えだ。 

 中国の王愚
おうぐ

・駐アフガン大使は２４日、タリバン幹部と会談。

中国外務省報道官は会談内容について明かさなかったが「アフガ

ン再建に建設的役割を果たしたい」とした。 

◆習氏、イラン・イラク首脳と電話協議 

 習 近 平
しゅうきんぺい

国家主席は２５日、ロシアのプーチン大統領と電

話協議し、アフガン情勢を巡る連携を確認。１８日にはイラン、

イラクの首脳とテロ対策を電話で協議した。王毅
おうき

国務委員兼外

相もパキスタンなどの外相と相次いで協議した。 

 軍事面での圧力も。中国国防省は２７日、ロシア南部で９月に

実施する対テロ合同軍事演習に参加すると発表。中ロは８月にも

中国内で合同軍事演習を実施しており、テロへの対抗姿勢を誇示

する。 

 アフガンは中国の経済圏域構想「一帯一路」の要衝で、復興支

援は経済上のメリットも大きい。中国メディア「環球時報」は、

中国企業が情勢安定後にアフガンへの投資を検討していると報

じた。 

 ただ先行きは不透明だ。７月には隣国パキスタンで中国人労働

者１０人が死亡するテロも発生。今後テロが沈静化しなければ、

周辺国での「一帯一路」にも影響が及ぶ恐れがある。 

 

自衛隊活動「情勢見極め検討」 アフガン退避めぐり―加藤官房

長官 

時事通信2021年08月30日12時41分 

記者会見する加藤勝信官房長官＝３０日午前、首相

官邸 

 加藤勝信官房長官は３０日の記者会見で、アフガニスタンから

の邦人退避に向け、隣国パキスタンで待機中の自衛隊について

「必要な出国支援のため引き続き全力で対応する」と強調した。

米軍が完全撤収する３１日以降は「現地の情勢を見極めつつ、米

国など関係国と連携しながら対応を検討する」と説明。ただ、米

軍撤収後は空港の安全が確保できず、自衛隊の活動は困難とみら

れる。 

 

自衛隊、綱渡りの退避任務 「限られた時間に全力」―アフガン

派遣・防衛省 

時事通信2021年08月28日07時13分 

アフガニスタンの邦人らを国外退避させる

ため、航空自衛隊のＣ１３０輸送機に搭乗する自衛隊の派遣隊員

＝２４日、埼玉県の空自入間基地（防衛省統合幕僚監部提供） 

 

 アフガニスタンの首都カブールの空港周辺で２６日に起きた

爆発テロは、在留邦人らの退避支援のため自衛隊機を派遣してい

る防衛省に大きな衝撃を与え、幹部らは隊員の安全確認に追われ

た。自衛隊は２７日に退避支援を実施。自衛隊機が最後にカブー

ルを飛び立つまで、テロの脅威にさらされる綱渡りの任務だった。

幹部は「限られた時間に全力を尽くした」と語った。 

 派遣部隊は、空自と陸自計約２６０人で編成。活動場所は、空

港内や空輸拠点となる隣国パキスタンの首都イスラマバードだ。

岸信夫防衛相は２７日の記者会見で、「空港の安全は引き続き確

保されている」「派遣隊員は現地から総員無事との報告を受けた」

と強調した。 

 しかし、自衛隊内では混乱に乗じたテロ組織による、離着陸す

る輸送機への攻撃を警戒する声もあった。カブールの空港では空

自機最終便の運航まで、米軍などと調整に当たる隊員と防衛・外

務両省の職員の任務が続いた。 

 活動区域周辺でテロの脅威が現実になり、自衛隊法８４条の４

「在外邦人等の輸送」が前提にしている「安全に実施することが

できる」との要件は風前の灯だった。数千人規模の米軍は月末ま

でに段階的に撤収するとみられ、空港警備も徐々に脆弱（ぜいじ

ゃく）になるのは避けられない。 

 各国とも退避希望者が空港にたどり着くことが一層、困難にな

った現実もあるが、岸防衛相は「基本的に当事者に来ていただか

なければならない」とした。命令を変更して、陸路の移動を自衛

https://www.jiji.com/jc/giin?d=762e7a2d67b81a20930405271eeea8cc&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=ecd4767649ddcab4a4331d6e09d363d8&c=syu
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=127658&pid=443132&rct=world
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021083000461&g=pol&p=20210830at13S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021082700459&g=pol&p=20210827at81S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021082700459&g=pol&p=20210827at19S&rel=pv
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隊が支援する可能性はゼロだった。 

 自衛隊幹部は「もう少し早く派遣していれば、結果も違ったか

もしれない。隊員の安全も確保しなければならず、現場は非常に

厳しい判断を強いられたはずだ」と話した。 

 

アフガン派遣の自衛隊撤収へ 退避できたのは日本人1人 

朝日新聞デジタル8/30(月) 20:54配信 

アフガニスタンに残る日本人らを退避さ

せるため、航空自衛隊入間基地で準備するC130輸送機=2021年

8月24日午後0時47分、埼玉県狭山市、朝日新聞社ヘリから、

関田航撮影 

 アフガニスタンにいる日本人や大使館の外国人スタッフらの

国外退避をめぐり、政府は今月末が期限の米軍の撤退に合わせ、

自衛隊を撤収させる方針を固めた。近く国家安全保障会議（NSC）

を開いて方針を決める。対象はスタッフの家族も含めて約 500

人いるが、自衛隊機で退避できたのは日本人1人にとどまる。撤

収後はイスラム主義勢力タリバン側と交渉し、退避の機会を探る

考えだ。 【写真】空港テロに注目すべき伏線 タリバンが示し

た遺体写真  複数の政府関係者が明らかにした。菅義偉首相が

議長を務めるNSCを開いた後、岸信夫防衛相が撤収命令を出す

方針だ。隣国パキスタンに待機させている航空自衛隊のC130な

ど輸送機計3機は、近く日本に引き揚げる。  派遣命令は23日

付。輸送機や支援の隊員約300人が派遣され、27日にはアフガ

ニスタンの首都カブールの空港から日本人 1 人を国外に輸送し

た。26 日には米国の要請に基づき、旧政権の政府関係者らアフ

ガニスタン人14人を運んだ。  派遣の根拠である自衛隊法84

条の4「在外邦人等の輸送」は「輸送を安全に実施することがで

きると認めるとき」が要件。米軍の撤退後は、カブールの空港の

安全確保の面から派遣継続は難しい、と判断した。  来月1日

以降について、加藤勝信官房長官は30日の記者会見で「米国を

はじめとする関係国と連携をしながら、その対応を検討していく」

と述べるにとどめた。 

 

アフガン退避支援、週内に自衛隊撤収 政府方針 

日経新聞2021年8月30日 22:35 

アフガニスタンに残る邦人らの退避支援の

ため、航空自衛隊入間基地を出発するC2輸送機（23日） 

政府は週内にアフガニスタンからの邦人らの退避支援にあたっ

ていた自衛隊を撤収させる方針だ。米軍が31日に首都カブール

の空港から撤退するのを受け、最終判断する。茂木敏充外相が任

務終了を依頼し、岸信夫防衛相が自衛隊に命令を出す。 

自衛隊は26～27日にかけ、共同通信の通信員の邦人1人とアフ

ガン人 14 人を隣国パキスタンまで輸送した。23 日の出動命令

を受け、輸送機「C130」2 機と「C2」1 機をパキスタンに派遣

している。 

アフガン人の日本大使館職員や家族ら最大 500 人を輸送する想

定だった。26 日にはカブール空港周辺で発生した自爆テロに阻

まれ、実現しなかった。 

 

自衛隊９月１日にも帰国へ 邦人退避、多国間枠組みで目指す 

産経新聞2021/8/30 22:21 

政府がイスラム原理主義勢力タリバンが実権を掌握したアフガ

ニスタンに残る邦人らの国外退避をめぐり、隣国パキスタンに待

機させている自衛隊輸送機と隊員を９月１日にも帰国させる方

針を固めたことが８月３０日、分かった。岸信夫防衛相が命令す

る。 

政府は今後、多国間の枠組みでタリバン側に輸送の安全確保を求

め、希望する邦人や在アフガン日本大使館の現地職員らの国外退

避を目指す。 

 

政府 アフガニスタン駐留米軍の撤退期限迎え自衛隊機撤収へ 

ＮＨＫ2021年8月31日 4時33分 

  

アフガニスタンに駐留するアメリカ軍が、31 日、撤退期限を迎

えることから、政府は、日本人などの国外退避のため派遣した自

衛隊機を近く、撤収させる方針です。引き続き外務省職員などが

周辺国にとどまり、退避を希望する人たちの支援にあたることに

しています。 

アフガニスタン情勢の悪化を受けて、政府は先週、日本人女性1

人と、アフガニスタン人14人を自衛隊の輸送機で隣国パキスタ

ンの首都イスラマバードに退避させ、これに伴い、派遣していた

外務省職員や自衛隊員もイスラマバードに移動しました。 

政府は、状況の変化に対応するためとして、自衛隊機をイスラマ

バードで待機させていましたが、アフガニスタンに駐留するアメ

リカ軍が、31日、撤退期限を迎えることから、自衛隊機を近く、

日本に撤収させる方針です。 

ただアフガニスタン国内では、大使館や国際機関で働くアフガニ

スタン人のスタッフなど 500 人以上が退避を希望していて、茂

木外務大臣は昨夜オンライン形式で開かれた閣僚級会合で、各国

に対し、出国を希望する人の安全な退避に向けた緊密な連携を呼

びかけました。 

政府は、引き続き外務省職員などの要員を周辺国にとどめ、カタ

ールなどタリバンとのパイプを持つ国にも協力を求めながら、退

避を希望する人たちの支援にあたることにしています。 

 

＜独自＞アフガン退避、民間機から作戦変更 想定以上にタリ

バン制圧早く 

産経新聞2021/8/29 21:20 

イスラム原理主義勢力タリバンが実権を掌握したアフガニスタ

ンに残る邦人らの国外退避をめぐり、日本政府は８月上旬から輸

送に向けた準備を始めていた。当初は、海外の民間航空機をチャ

ーターして１８日にも首都カブール入りさせ、邦人らを運び出す

計画だった。ところが、タリバンが各地の主要都市を制圧してい

https://news.yahoo.co.jp/articles/2e8645d82b356d38e97257a2c481397926599184/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e8645d82b356d38e97257a2c481397926599184/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e8645d82b356d38e97257a2c481397926599184/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e8645d82b356d38e97257a2c481397926599184/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e8645d82b356d38e97257a2c481397926599184/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e8645d82b356d38e97257a2c481397926599184/images/000
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210827001499.html?oai=ASP8Z5S45P8ZUTFK013&ref=yahoo
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210827001499.html?oai=ASP8Z5S45P8ZUTFK013&ref=yahoo
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e8645d82b356d38e97257a2c481397926599184/images/000
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くスピードが想定以上に速く、１５日にはカブールが陥落した。

民間機から自衛隊機の派遣へと作戦変更を余儀なくされた。 

政府が自衛隊機の派遣を正式に決めたのは２３日だ。同日午前に

開いた国家安全保障会議（ＮＳＣ）での協議をふまえ、岸信夫防

衛相が自衛隊に輸送機の派遣を命令した。 

ただ、政府はカブールが陥落する前に邦人らの退避計画に着手し

ていた。輸送対象を邦人のほか、大使館や国際協力機構（ＪＩＣ

Ａ）で働く現地スタッフおよびその家族とし、事前の希望調査で

５００人規模となることをつかんでいた。 

その段階では、国際空港があるカブールはタリバンの手に落ちて

おらず、民間チャーター機で退避は可能と判断。菅義偉（すが・

よしひで）首相も「ぜひやるように」と指示し、１８日にチャー

ター機を飛ばす手はずを整えていた。 

しかし、想定よりも早く１５日にカブールが陥落し、チャーター

機の選択肢が消えた。この段階で、外務省から防衛省に自衛隊機

派遣を打診する可能性が内々に伝えられたという。 

大使館の日本人職員１２人は１７日に英軍機でアラブ首長国連

邦に退避した。この間、カブール空港には市民が殺到し、米軍機

にしがみついたアフガン人が死亡した。日本の大使館員は２日間

空港で足止めされている間に、この惨劇を目撃したという。 

日本政府は米国と連携しつつ、自衛隊機が離着陸できることを確

認し、岸氏が２１日に自衛隊機派遣を決断した。２２日には首相

が了承して、同日夜に先遣隊が日本を出発した。決断から派遣す

るまでの過程は早かった。 

もっとも、実際の現地でのオペレーションは思うように進まなか

った。タリバンが空港に至るルートに検問を敷いたため、自衛隊

機がカブール空港に到着しても、輸送対象者らを集めることがで

きなかった。 

政府は現地で車両を手配し、輸送対象者らの検問突破を試みたが、

２６日にはカブール空港付近で自爆テロが起きるなど、空港周辺

の治安は悪化していった。タリバンの検問も次第に厳しくなる中

で、米軍撤収期限の３１日が迫る事態となっている。 

 

タリバン新政権へ準備進む 民主派排除、実力者の動向に注目

―アフガン 

時事通信2021年08月29日07時13分 

タリバンの最高指導者アクンザダ師＝２０１６年

５月にタリバンが公表（ＡＦＰ時事） 

 【ニューデリー時事】アフガニスタンの実権を掌握したイスラ

ム主義組織タリバンが、新政権樹立に向けた体制づくりを進めて

いる。これまでに治安や財務を担当する閣僚人事の動きが伝えら

れたほか、タリバン最高指導者の副官を務める３人の実力者の動

向に注目が集まる。 

 ロイター通信によると、当面の間の国防相代行に、初代最高指

導者の故オマル師側近で、キューバ・グアンタナモ米軍基地のテ

ロ容疑者収容施設に収監された経験を持つアブドゥル・カイユ

ム・ザキル氏が任命された。警察などを担当する内相代行には、

有力司令官サドル・イブラヒム氏の名前が挙がっている。 

 新政権をめぐっては、タリバン幹部はロイターに「民主制は全

く存在しなくなるだろう」と指摘している。新政権の中枢から民

主派は排除され、最高指導者アクンザダ師を頂点にタリバン幹部

で構成する評議会が国家運営に当たる可能性があるとされる。 

 アクンザダ師は、前任者が米軍の空爆で死亡したのを受け、２

０１６年に最高指導者に就任した。イスラム法学者出身で人望は

厚いが、戦闘経験には乏しいとされる。現在はパキスタンで保護・

監視下にあるとみられている。 

 実際にタリバンの組織を動かしてきたのは３人の副官。うち１

人が大統領に当たる職に就く可能性がある。 

 副官の一人で政治部門トップのバラダル師は、パキスタンに拘

束されたものの、タリバンとの和平合意を目指した米国の計らい

で１８年に釈放され、タリバン側責任者として米側との和平交渉

に当たった。このほか、国際テロ組織アルカイダとの関係が指摘

されるタリバン最強硬派「ハッカニ・ネットワーク」を率いるハ

ッカニ氏と、軍事部門の総責任者でオマル師の息子ヤクーブ師が

副官を務めている。 

 

｢取り戻したい日常の景色｣ 都内でミャンマーの写真展 

朝日新聞デジタル荒ちひろ2021年8月29日 19時30分 

ミャンマーの民族衣装ロンジーをまとう三田崇

博さん（左）とメイさん=東京都新宿区四谷1丁目 

    

 ミャンマーで国軍がクーデターを起こし、権力を握ってから、

まもなく7カ月となる。2015年から現地を撮影してきた奈良の

写真家が「本来のミャンマーの美しい姿を見て、関心を持ち続け

てほしい」と願い、都内で写真展「Pray for Myanmar」を開

いている。9月1日まで。 

 色鮮やかな民族衣装や伝統的な祭り、荘厳な寺院、昔ながらの

漁をする人々やろうそくを手にした僧院の子どもたち――。 

 撮影したのは、奈良県生駒市の三田崇博さん（46）。会社員だ

った33歳のころ、旅と写真好きが高じて写真家に転じた。世界

遺産をテーマに100カ国・地域の350カ所以上をめぐってきた。 

 ミャンマーとの出会いは2015年。ピュー古代都市群が同国で

初の世界遺産に登録された翌年のことだ。民主化が進み、旅行者

が入国しやすくなったことも背中を押した。 

 普段は主に風景を撮るが、ミャンマーでは「自然と人を撮りた

くなる」。心引かれた理由をそう話す。訪れる度に人から人へ縁

がつながり、渡航を重ねた。昨年1月までに計12回。現地で出

会ったメイさん（37）と結婚し、さらに身近で大事な国になった。 

 昨年11月の総選挙の際、メイさんは「絶対に投票しないとい

けない」と、奈良から東京の大使館まで在外投票に出かけた。選

挙結果をひっくり返した今年 2 月 1 日のクーデターは、衝撃だ

った。 

 今回展示する36点の大半は、ミャンマー各地の伝統的な風景

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081600697&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081600629&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081600629&g=tha
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829000975.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829000975.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829000975.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%B0%91%E6%97%8F%E8%A1%A3%E8%A3%85.html
http://www.asahi.com/area/nara/
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%94%9F%E9%A7%92%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%9C%A8%E5%A4%96%E6%8A%95%E7%A5%A8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021082800368&g=int&p=20210828at28S&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829000975.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829000976.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829000977.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829000978.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210829000979.html
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が被写体だ。その中で一つだけ、ヤンゴンの都市部を写した作品

がある。18 年、メイさんが働いていた日系企業の入るビルの屋

上から撮ったスーレーパゴダ通りの夜景だ。 

 「返して我々の美しいヤンゴンの夜景」 

 メイさんが必ず展示したいと望んだ一枚で、題名も自らつけた。

「にぎやかだったヤンゴンの街は、クーデター直後は抗議する

人々であふれ、半年経った今はコロナの影響もあって静かになっ

てしまった。失われた美しい景色を戻したい」 

 三田さんも「写真を通じて美しいミャンマーの姿を知り、関心

をもってもらえたら」と語る。 

 会場ではポストカードや写真集を販売し、売り上げの一部をミ

ャンマーの支援団体に寄付する。入場無料。東京都新宿区四谷1

丁目の日本写真会館5階「ポートレートギャラリー」（03・3351・

3002）で、午前10時～午後6時（最終日は午後3時まで）。検

温や手指消毒などのコロナ対策をとっている。 

 ミャンマーで撮った作品を集めた写真集には展示作品のほか、

クーデター後にメイさんの兄が撮影した現地の写真なども収め

られている。三田さんの公式サイト（http://photosanda.com ）

からも購入できる。（荒ちひろ） 

 

クーデターとコロナの二重苦 ミャンマーで進む生活困窮 

朝日新聞デジタルバンコク=福山亜希 2021 年 8 月 30 日 21 時

00分 

第2の都市マンダレーで8月8日、1988年の

民主化運動の記念日に、国軍のクーデターに抗議して行進するデ

モ参加者。ソーシャルメディアの映像から=ロイター 

 
 ミャンマー国軍のクーデターから、9月1日で7カ月になる。

市民の抵抗と国軍による弾圧、新型コロナウイルスの感染拡大な

どで社会の混乱が続き、多くの人が失業や所得の落ち込みに見舞

われている。世界食糧計画（WFP）は「飢餓の深刻化」に警鐘

を鳴らした。 

 「家族5人の1日の食費に約5千チャット（約330円）かか

るが、1日の稼ぎは3千チャット程度。仕事は1日も休めず、生

活は苦しくなる一方だ」。ミャンマー最大の都市ヤンゴンのライ

ンタヤ地区でバイクタクシーの運転手をするフォンミンウィン

さん（26）は、朝日新聞の現地助手にこう語った。 

 ラインタヤには地方からの出稼ぎ労働者ら貧困層が多く住み、

国有地に無許可で建てた家々が並ぶ。電気や水道が整備されてい

ない場所も多い。2月のクーデター後、国軍への抗議デモが激し

かった場所の一つでもある。 

 国軍は 3 月にラインタヤに戒厳令を出し、周辺でバイクの運

転を厳しく取り締まるようになった。フォンミンウィンさんは兵

士の目を盗んで仕事を続けているが、クーデター前は 1 日で 1

千円以上稼げる日もあった収入は、国軍の弾圧で多くの住民がヤ

ンゴンを離れたこともあり、激減した。 

 住民らは寄付金を募って助け合っているが、フォンミンウィン

さんは「収入が途絶えた人に比べればまだ恵まれているから」と

受け取っていない。 

 職場を放棄して国軍に抗議す… 

残り：700文字／全文：1279文字 

 

衣類のみそ漬け実験に検察が反論 袴田巌さん再審請求審 

朝日新聞デジタル新屋絵理、植松敬2021年8月30日 19時19

分 

会見する袴田巌さんの姉の秀子さん（右から

2番目）と弁護団。7月には早期の審理終了を求める意見書を提

出した=2021年8月30日午後3時54分、東京・霞が関、新屋

絵理撮影 

  

 静岡県で 1966 年にみそ製造会社の一家 4 人が殺害された強

盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さん（85）=釈放=の第2次

再審請求審の審理が30日、東京高裁であった。弁護側が証拠の

捏造（ねつぞう）を疑う衣類の血痕について検察側が提出した意

見書に対し、弁護側がさらに説明を求めた。 

 袴田さんの犯行着衣とされた衣類は逮捕から 1 年後にみそタ

ンクから見つかり、血痕の赤みが残っていた。しかし、弁護側の

実験では血痕はみそに漬けて 1 カ月で黒褐色に変わり、弁護側

は発見直前に別人が投入した捏造証拠だと主張した。最高裁は昨

年、血痕が変色する化学反応に絞って審理のやり直しを命じた。 

 検察側は 7 月末に意見書を出した際、食品衛生学などの専門

家2人が「タンクのみそが淡い色だったため、化学反応はあまり

進行しなかったと考えられる」などとの見解を示した報告書を提

出。みそによっては長期間漬けても赤みが残りうると反論した。 

 弁護側はこの日、検察側が以前に行った実験でも血痕は 1 カ

月で黒くなった点との矛盾を指摘し、さらなる説明を求めた。（新

屋絵理、植松敬） 

 

「袴田事件」再審 3者協議 血痕の色の変化で検察と弁護側主張 

ＮＨＫ2021年8月30日 18時29分 

いわゆる「袴田事件」で死刑が確定した袴田巌さんが求めている、

再審＝裁判のやり直しに関して、裁判所で3者協議が行われ、争

点となっている血痕の色の変化について、検察と弁護側の双方が

主張を交わしました。 

袴田巌さん（85）は、昭和41年に今の静岡市清水区で一家4人

が殺害された事件で、死刑が確定しましたが、無実を訴えて再審

を申し立てています。 

30 日は裁判所と弁護士、検察による非公開の協議が東京高等裁

判所で行われ、終了後に弁護団が会見を開きました。 

審理では、袴田さんが逮捕された1年余りあとに、現場近くのみ
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そタンクから見つかった、犯人のものとされる衣類に付いた血痕

の色の変化が争点となっています。 

弁護団によりますと、検察が 2 人の専門家の見解をもとにした

意見書を先月提出し「当時のタンクのみその色が淡い色にとどま

っていることなどから、血痕の赤みを失わせるような化学反応が

進行していたとは認められない」などと主張したのに対し、弁護

側は「過去に検察が行った実験の内容と矛盾する」と反論したと

いうことです。 

弁護団は、1年以上みそに触れると赤みが消えることが分かれば、

袴田さん以外の何者かが発見直前に衣類をタンクに入れたこと

になるとして、今後、改めて専門家に見解を聞いて、意見書を提

出するとしています。 

 


