2021 年 11 月 15 日～13 日
世論調査（時事、毎日）
、改憲策動、軍拡・自衛隊、総選挙・立
憲民主党・政局、瀬戸内寂聴没

調査は全国の１８歳以上の男女２０００人を対象に個別面接
方式で実施。有効回収率は６３．５％。
行動制限緩和、６割が不安 経済政策「財政再建優先」過半数―
時事世論調査
時事通信 2021 年 11 月 12 日 17 時 51 分

内閣支持増４７．１％ 優先課題「年金・医療」トップ―時事世
論調査
時事通信 2021 年 11 月 12 日 18 時 51 分

営業時間の短縮要請が全面的に解除された
東京・有楽町の飲食店街＝１０月２５日、東京都千代田区
時事通信の１１月の世論調査で、
新型コロナウイルス感染者数
の減少を踏まえた政府の行動制限緩和を不安に感じると答えた
割合が６割超に上ることが分かった。
内訳は
「大いに」
１３．
５％、
「多少は」５０．６％で、
「あまり感じない」は２５．６％、
「全
く感じない」は８．０％だった。
コロナ感染拡大をめぐる政府の取り組みについては、
「評価す
る」
（４６．６％）が、
「評価しない」
（３２．０％）を上回った。
「どちらとも言えない・分からない」は２１．４％。
一方、政府の経済政策に関し、
「国の借金が増えないよう財政
再建を優先すべきだ」と答えた割合は５５．８％で、
「国の借金
が増えても経済対策を優先すべきだ」は３３．１％だった。
調査は全国の１８歳以上の男女２０００人を対象に個別面接
方式で実施。有効回収率は６３．５％。

【図解】内閣支持率
の推移

【図解】政党支持率の推移

眞子さん結婚、4 割「良かった」 時事世論調査
時事通信 11/12(金) 17:03 配信
時事通信が行った 11 月の世論調査で、秋篠宮家の長女眞子さ
んと小室圭さんの結婚について尋ねたところ、
「良かったと思う」
が 43．7％、
「良かったと思わない」が 26．5％だった。 「ど
ちらとも言えない・分からない」は 29．8％。調査は全国の 18
歳以上の男女 2000 人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率
は 63．5％。

時事通信が５～８日に実施した１１月の世論調査で、
岸田内閣
の支持率は発足後初の前回調査に比べ６．８ポイント増の４７．
１％だった。不支持率は２．５ポイント増の２１．３％。
「分か
らない」は３１．６％で９．２ポイント減少した。
先月末の衆院選で政権を維持した岸田文雄首相に対し、
今後の
政策実行への期待が一定程度示されたものとみられる。
新型コロ
ナウイルスの国内感染者数が急減したことも影響した可能性が
ある。
内閣を支持する理由（複数回答）は、
「他に適当な人がいない」
１６．８％、
「首相を信頼する」１１．３％、
「印象が良い」１０．
８％の順だった。支持しない理由（同）は、
「期待が持てない」
１１．１％、
「首相の属する党を支持していない」５．４％、
「リ
ーダーシップがない」４．６％の順。
政府に優先して取り組んでほしい政策は、最多が「年金・医療・
介護」６９．７％で、
「景気・雇用」６１．４％、
「環境・エネル
ギー」
「子育て支援・教育」がともに４４．２％、
「新型コロナ対
策」４１．１％と続いた。
「憲法改正」は１２．５％。
政党支持率は自民党が前月比０．２ポイント減の２７．２％、
立憲民主党が同１．６ポイント増の５．４％、日本維新の会が同
３．２ポイント増の４．７％。以下、公明党３．５％、共産党１．
８％、国民民主党０．８％、れいわ新選組０．６％、社民党０．
４％、
「ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で」０．１％
だった。
「支持政党なし」は同５．７ポイント減の５３．１％だ
った。

岸田内閣支持率横ばい 48％ 10 万円「反対」44％ 毎日新聞調
査
毎日新聞 2021/11/13 17:59（最終更新 11/13 19:52）

内閣支持率の推移
毎日新聞と社会調査研究センターは 13 日、全国世論調査を実
施した。岸田内閣の支持率は 48％で、10 月 4、5 日の前回調査
（49％）から横ばいだった。不支持率は 43％（前回 40％）だっ
た。
衆院選を経て、今月 10 日に第 2 次岸田内閣が発足した。内閣
を支持すると答えた人に理由を尋ねたところ、
「政策に期待が持
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てそうだから」は 29％、
「首相の人柄に好感が持てるから」が
27％、
「自民、公明の連立内閣だから」が 15％だった。支持しな
い理由では「政治が変わりそうにないから」が 39％で、
「政策に
期待が持てそうにないから」が 31％で続いた。
政府は新型コロナウイルスの経済対策の柱として、18 歳以下
の子供に現金やクーポンで10 万円相当を給付することを決めた。
年収 960 万円の所得制限を設けたことについて、
「妥当だ」との
回答は 28％にとどまり、
「所得制限は必要ない」は 20％だった。
「10 万円の給付自体に反対だ」が 44％で最も多かった。
「妥当
だ」や「所得制限は必要ない」を選び給付自体に賛成する割合は
40 代以下の世代では 5 割を超えたが、50 代以上は 5 割を切っ
た。
岸田文雄首相に、
安倍晋三元首相や菅義偉前首相の路線の継承、
転換のどちらを期待するかも尋ねた。
「転換」が 53％にのぼり、
「継承」は 14％にとどまった。
「どちらとも言えない」は 18％、
「何も期待していない」も 15％あった。
自民党の幹事長を甘利明氏から茂木敏充氏に交代させた人事
については、
「評価する」
は51％に上った。
「評価しない」
は19％、
「わからない」は 29％だった。甘利氏は金銭授受など「政治と
カネ」の問題で批判を受けており、前回調査では、甘利氏の幹事
長起用を「評価しない」が 54％で、
「評価する」は 22％だった。
衆院選の小選挙区で敗北（比例で復活）したため幹事長を辞任し
ていた。
政党支持率が最も高かったのは、自民党の 32％（前回 34％）
。
日本維新の会は 16％で前回の 8％から倍増し、立憲民主党の
12％（同 13％）を上回った。その他の政党は、共産党 5％（同
6％）▽国民民主党 4％（同 2％）▽れいわ新選組 4％（同 1％）
▽公明党 4％（同 6％）――などで、
「支持政党はない」と答えた
無党派層は 20％（同 28％）だった。
調査は、携帯電話のショートメッセージサービス（SMS）機能
を使う方式と、
固定電話で自動音声の質問に答えてもらう方式を
組み合わせ、携帯 747 件・固定 325 件の有効回答を得た。
【伊藤
奈々恵】

ではない」が最も多かった。衆院選では両党を含む野党 5 党が候
補者の一本化を進めたが、立憲、共産両党は議席を減らした。立
憲は枝野幸男代表が辞任し、30 日投開票の代表選では、共産と
の選挙協力の是非が争点となる見通しだ。
日本維新の会は衆院選で、公示前勢力から約 4 倍の 41 議席を
得て第 3 党となった。維新は「改革」を主張する一方で、他の野
党からは「与党の補完勢力」と批判されている。どちらのイメー
ジに近いかとの質問では、
「改革政党」は 47％、
「与党の補完勢
力」が 32％、
「わからない」は 21％だった。維新の支持層は「改
革」と答えた人が 9 割弱だった。無党派層では「改革政党」37％、
「与党の補完勢力」30％と意見が割れた。
この記事は有料記事です。
残り 500 文字（全文 1071 文字）

立憲・共産の選挙協力「続けるべきでない」43％ 毎日新聞調査
毎日新聞 2021/11/13 19:09（最終更新 11/13 19:10）

毎日新聞世論調査 質問と回答
毎日新聞 2021 年 11 月 13 日

「市民連合」との会合で言葉を交わす立憲民主党
の枝野幸男代表（右）と共産党の志位和夫委員長（左）＝参院議
員会館で 2021 年 9 月 8 日午前 8 時 43 分、竹内幹撮影
毎日新聞と社会調査研究センターが13 日に実施した全国世論
調査で、立憲民主党と共産党との選挙協力についても聞いた。先
の衆院選で選挙協力したが、
来年の参院選でも続けるべきかとの
問いでは、
「続けるべきではない」が 43％で、
「続けるべきだ」
の 19％を大幅に上回った。
「どちらとも言えない」は 22％、
「関
心がない」は 16％だった。立憲支持層では「続けるべきだ」が
39％で、
「続けるべきではない」の 34％を少し上回った。共産支
持層では「続けるべきだ」が 6 割強で、
「続けるべきではない」
の 1 割弱を大きく上回った。一方で、無党派層では「続けるべき
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次の立憲代表は？ 1 位蓮舫氏、2 位小川淳也氏 毎日新聞世論
調査
毎日新聞 2021/11/13 21:48（最終更新 11/13 21:48）

立憲民主党の蓮舫代表代行
毎日新聞と社会調査研究センターが13 日に実施した全国世論
調査では、
立憲民主党代表を辞任した枝野幸男氏の後任にふさわ
しいと思う人を尋ねた。
具体的な候補者名を選択肢に示すことは
せず、携帯電話で回答した 747 人に自由に名前を挙げてもらっ
たところ、29 人（4％）が挙げた蓮舫元民進党代表がトップ。小
川淳也元総務政務官が 28 人（4％）で 2 位。18 人（2％）が続
投を望んだ枝野氏が 3 位に入った。
突出して名前の挙がった政治家はおらず、
「いない」
「わからな
い」
「関心がない」との趣旨の回答が…
この記事は有料記事です。
残り 147 文字（全文 386 文字）

若者が期待する政党ランキング！ 1 位「自由民主党」58.2％、
「立憲民主党」やその他政党は何％？
AllAbout2021.11.11
CCC マーケティングと T ポイント・ジャパンは、若者を対象に
「期待する政党」についてのアンケートを実施しました。調査期
間は 2021 年 9 月 13 日～10 月 31 日です。投票対象は 10～29
歳で、投票数は 3 万 572 票でした。
若者が期待する政党ランキング！ 1 位は「自由民主党」

若者が「期待する政
党」の割合
若者が期待する政党ランキングの 1 位は
「自由民主党」
（58.2％）
でした。
9 月 29 日に岸田文雄氏が第 27 代自由民主党総裁に就任し、10
月 4 日には第 100 代総理大臣に。その後 11 月 10 日に内閣総辞
職し、岸田文雄氏を総理大臣に再選出。第 2 次岸田内閣が発足し
ました。
2 位は「立憲民主党」
（12.6％）
、3 位以下は接戦
2 位は、
「立憲民主党」
（12.6％）でした。野党第 1 党であり、代
表は枝野幸男氏。衆院選の結果から、11 月 2 日に辞任を表明し
ました。
3 位は、
「公明党」
（5.8％）
。次いで「日本維新の会（4.6％）
」
「国
民民主党（4.5％）
」
「日本共産党（4.2％）
」と続きます。
6 割近い若者が「自由民主党」に投票し、2 位の「立憲民主党」
に大きく水をあける結果となりました。
若者が期待する政党とその「理由」
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若者が期待する政党とその「理由」
自由民主党に期待する若者からは、
「政党を変えると大幅に変わ
ってしまうので今の状態をなるべく維持して欲しいから（21 歳
女性）
」
「女性議員が総裁選に出馬し、日本の考え方が変わってき
たのが目に見えた瞬間だったから（29 歳女性）
」といったコメン
トが寄せられました。
立憲民主党に期待する若者からは、
「自民党政権が続くけど暮ら
しはなかなか良くならない。
国民が選べるもう一つの選択肢とし
て頑張ってほしい（26 歳男性）
」
「平等な政治を行いそうな政党
だから｡男女平等参画も 1 番進んでいると思う（20 歳女性）
」と
いった声が見られました。

が期待する政党とその「理由」
中国の人は日本のことをどう思っている？最新の世論調査から
NHK2021 年 11 月 12 日 8 時 18 分

このところ良くなっていた中国人の日本に対する印象が、
大幅に
悪化したことが最新の世論調査でわかりました。
この 1 年、両国関係で大きな動きはなかったはずなのに。
関係者は驚きを隠せません。
なぜでしょうか？
原因として考えられているのは、
「あの」影響です。
「日中共同世論調査」とは
世論調査を行ったのは、日本の民間団体「言論 NPO」と中国の
メディアグループ「中国国際出版集団」です。
2005 年から共同で毎年行っていて、ことしで 17 回目です。
調査を始めたきっかけは、この年、中国各地で激しい反日デモが
相次いだことでした。

若者
が「期待する政党」の割合

当時、
日本による国連安全保障理事会の常任理事国入りの動きや、
教科書検定の結果などに対して反日感情が高まり、
デモが起きた
とされます。
「言論 NPO」の工藤泰志代表は、このときの様子を目の当たり
にして、
中国人の対日感情やその原因を調べることが日中の関係
づくりに役立つと考え、
毎年、
中国側と協力して世論調査を行い、
結果の分析を続けてきました。
ことしは日中両国で 8 月から 9 月にかけて実施され、合わせて
2547 人が回答しました。
どれだけ悪化したの？

ことしの調査で注目されたのは、中国人の日本への印象が、この
1 年で大幅に悪化したことでした。
日本への印象が「良くない」
（35.7％）
「どちらかといえば良くな
い」
（30.4％）と回答した中国人の割合は、合わせて 66.1％に上
り、去年の 52.9％から 13.2 ポイント増加したのです。
中国人の日本への印象がこれほど急激に悪化に転じたのは、
日本
政府が尖閣諸島を国有化した翌年（2013 年）の調査以来、8 年
ぶりのことです。
もう一方の日本人の中国への印象ですが、
「良くない」
「どちらか
といえば良くない」とした人は 9 割を超えていて、高止まりの状
態がここ数年続いています。
若者
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しかし、
なぜ中国人の日本への意識は悪化したのでしょうか？こ
の 1 年で、両国関係で大きな動きはなく、
「言論 NPO」の工藤
代表は「結果は驚きだった」と語ります。
詳しく聞きました。
原因はやっぱり…
工藤代表は、
中国人の日本に対する印象が大幅に悪化した背景に
は、さまざまな原因があるとしながらも、最も大きいのは新型コ
ロナウイルスの感染拡大の影響だとみています。

「構築すべき」
と回答した中国人は70％を超え、
日本人も42.8％
となっています。

そのうえで、相手国の印象は、その国を訪れた経験や、国民どう
しの直接交流、
自国のテレビなどのメディアを中心とした情報源
に依存することが明らかだとしています。
例えば、
相手国を訪れた人がインターネットや携帯アプリなどで、
グルメや観光地などの楽しかった思い出を発信するなど多様な
情報が届けられれば、相手国の「印象」にプラス効果があるとい
います。
実際に、感染拡大前の数年間は、日本を訪れる中国人は急増して
いたため、これが日本への印象を良くしてきたということです。

こうした結果をもとに、言論 NPO は、
「双方の国民は、対立よ
りも協力を求めているという結果が浮かび上がった」
と結論づけ
ています。
また、調査を分析したひとりで、中国の政治外交史を研究してい
る東京大学大学院の川島真教授は、調査の「日中関係は、自国に
とって重要だと思いますか」との問いに、
「重要だ」と回答した
日本人の割合が、ことし、わずかながら増えたことに注目してい
ます。
中国への印象が「良くない」と答える人が 9 割いるのに、なぜ増
えたのか。
この理由について、川島教授は、
「日本では、一面では中国から
のプレッシャーを感じながらネガティブな感情を持っているが、
経済面をはじめとして中国との関係は重要だという認識がある
ためだ」と分析しています。
来年は日中国交正常化 50 年の節目。
次の世論調査が示す日中関係は、
果たしてどのような結果になる
のでしょうか。
（国際部・関谷智）
岸田内閣の支持率は低調な出だし 10 月世論調査まとめ
選挙ドットコム編集部 2021/11/11

しかし、感染拡大の影響で、去年、日本への訪問者はピーク時の
10 分の 1 近くまで減少、いまだに両国間の往来は低調です。
つまり、
中国人が日本への印象を良くするきっかけが激減したの
です。
さらには、日中両政府の間で対話の機会が少なかったことも、調
査結果に影響したとしています。
何が問題なの？
工藤代表は、新型コロナウイルスの感染拡大が収束し、両国間の
往来が増えるようになれば、
相手への印象は再び改善に向かうと
期待しています。
しかし、中国人の対日印象の悪化は、特に注意すべきだといいま
す。
中国で国民感情が悪化して、
再び激しい抗議デモや暴動が起きれ
ば、政府どうしの話し合いは機能しなくなり、民間交流や経済活
動もストップし、私たちの暮らしにも、大きな影響が出るおそれ
があるということです。
日本と中国、お互いの印象をよくするためには
ただ、調査結果はネガティブなものだけではありません。
日本の人たちも中国の人たちも、
両国関係の未来や協力への期待
を失っていないことがわかります。
例えば、
「世界経済の安定的な発展と東アジアの平和を実現する
ために、日中は新たな協力関係を構築すべきか」との質問には、

10 月中に行われ、有効回答数や回答を公開している報道機関 9
社、および選挙ドットコムの世論調査の結果をまとめ、比較しま
した。なお、各社の調査日や手法は異なるため、あくまでも参考
値としてご覧ください。
岸田内閣の最初の支持率は、平均して 5 割弱
菅義偉首相の退陣を受け、10 月 4 日に発足した岸田文雄内閣。
先日の第 49 回衆議院議員選挙で自民党は 15 議席減となったも
のの、絶対安定多数の 261 議席を確保し、岸田氏の首相続投は
決定しました。公明党の 32 議席を含め、与党にとってまずは勝
利と呼べる結果に終わったと言えるでしょう。
では、発足当時の支持率をまずは振り返ってみましょう。岸田内
閣発足後の最初の調査では、そのほとんどが 4 割～5 割台に落ち
着きました。
岸田内閣発足後の最初の調査では、
もっとも支持率が高かったの
は日本経済新聞・テレビ東京の調査で 59.0%。次いで JNN（TBS
テレビ）の 58.6%になっています。
反対に、最も低かったのは選挙ドットコムの調査で 38.5%。次い
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は 6.1%から 8.0%にそれぞれ上昇し、読売新聞・日本テレビは
7.0%から 6.0%に低下しました。
衆議院議員総選挙が終わり、まずは岸田氏が首相の座を、自民党
が与党の地位をそれぞれ維持する形にはなりました。しかし、選
挙が間近になった際には自民党の支持率低下も見られたりと、
そ
の置かれた状況が盤石かどうかはまだ判断できません。
新しい体
制のもとで、岸田内閣の打つ次の一手は何でしょうか。引き続き
注目です。
＜参考＞
読売新聞・日本テレビ 世論調査（10 月 4～5 日実施、回答数
1124、10 月 14～15 日実施、回答数 1044）
共同通信 世論調査（10 月 4～5 日実施、回答数 1087）
毎日新聞・社会調査研究センター 世論調査（10 月 4～5 日実
施、回答数 1035）
朝日新聞 世論調査（10 月 4～5 日実施、回答数 972、10 月 19
～20 日実施、回答数 3107）
日本経済新聞・テレビ東京 世論調査（10 月 4～5 日実施、回答
数 854）
NHK 世論調査（10 月 8～10 日実施、回答数 1921、10 月 22～
24 日、回答数 3157）
JNN（TBS テレビ） 世論調査（10 月 9～10 日実施、回答数
1225）
時事通信 世論調査（10 月 8～11 日実施、回答数 1280）
ANN（テレビ朝日） 世論調査（10 月 16～17 日実施、回答数
1051）
選挙ドットコム 世論調査
（10 月16～17 日実施、
回答数1002）
（データ分析・執筆協力：若林良）

で低かった時事通信の調査では、40.3%になっています。
ちなみに、昨年 9 月に発足した菅内閣の最初の調査と比較する
と、この数値はいずれも大幅に低いものとなっています。たとえ
ば、当時の日本経済新聞・テレビ東京の調査（2020 年 9 月 1617 日）は 74.0%。JNN の調査（2020 年 10 月 3-4 日）が 70.7%。
平均値としても菅内閣の最初の調査が 60%強であったことに比
べて、岸田内閣の最初の調査は 50%弱と、低迷ぶりが目立つ結
果になりました。
一方、内閣不支持率に目を向けてみます。もっとも高かったのは
毎日新聞・社会調査研究センターの調査で 40.0%。次いで高かっ
たのは JNN の調査で、34.7%となりました。
反対に、最も低かったのは時事通信の調査で、18.8%。次いで低
かった朝日新聞の調査（10 月の第 1 回目）では 20.0%になって
います。
内閣不支持率は、昨年の菅内閣の発足当時と比較すると、より数
値の高さが目立つ結果になっています。たとえば当時の毎日新
聞・社会調査研究センターの調査
（2020年9月17日）
では27.0%。
JNN の調査では 24.2%となっており、それぞれ 10 ポイント以
上の上昇となっています。
平均値としては昨年の菅内閣の最初の
調査が約 19%であったことに対して、岸田内閣の最初の調査は
約 27%となりました。
なお、10 月は選挙が間近であったこともあってか、複数回世論
調査が行われた社もありました。ここでは暫定的に朝日新聞、
NHK、読売新聞・日本テレビを参照しますが、いずれも 10 月の
最初に行われた調査と最後に行われた調査では、
内閣支持率には
低下がみられました。朝日新聞は 45.0%から 41.0%に、NHK は
49.0%から 48.0%に、読売新聞・日本テレビは 56.0%から 52.0%
になっています。
自民党、立憲民主党ともに支持率は上昇傾向
政党支持率は、与党である自民党の支持率はやや上昇という結
果になっています。
もっとも上昇したのは読売新聞・日本テレビの調査（10 月の第
1回目）
で、
前回9月4-5日の調査より7.0ポイント上昇の43.0%。
次いで上昇したのは共同通信の調査で、前回 9 月 4-5 日の調査
より 4.8 ポイント上昇の 50.8%となっています。
反対に、もっとも低下したのは毎日新聞・社会調査研究センター
の調査で、前回より 3.0 ポイント減少の 34.0%となっています。
なお、朝日新聞、NHK、読売新聞・日本テレビの、10 月初めか
ら終わりの調査の変化を参照すると、
いずれも自民党の支持率は
低下しています。朝日新聞では 37.0%から 34.0%に、NHK では
41.2%から 38.6%に、読売新聞・日本テレビでは 43.0%から
40.0%となりました。
野党第一党である立憲民主党も、
支持率はやや上昇という結果に
なっています。
もっとも上昇したのは、毎日新聞・社会調査研究センターの調査
で、前回より 3.0 ポイント上昇の 13.0%。それ以外の調査も基本
的には上昇～変化なしとなっており、
唯一前回より減少した共同
通信の調査は、前回より 0.7 ポイント減少の 11.6%になっていま
す。
こちらも朝日新聞、NHK、読売新聞・日本テレビの 10 月中の調
査の変化を参照すると、朝日新聞は 5.0%から 7.0%に、NHK で

保守層意識、首相改憲に前のめり 自公＋維新＋国民＝衆参 3
分の 2 超
西日本新聞 2021/11/14 6:00 河合 仁志

臨時閣議に臨む岸田首相＝11 日午後、首相官邸
自民党内で、
憲法改正に向けた現実的な議論の加速を期待する
ムードが高まってきた。
今回の衆院選では改憲に前向きな野党の
日本維新の会、国民民主党がともに勢力を伸ばし、自民と与党・
公明党を加えると、衆参両院で国会発議に必要な 3 分の 2 を優
に上回る議席数を確保。
岸田文雄首相は、
改憲を党改革と並ぶ
「重
要課題」と位置付け、自民内の体制強化や国民的議論の喚起にア
クセルを踏み込む構えだ。
第 2 次政権を始動させた 10 日の記者会見で、首相は「党是で
ある憲法改正を進める」
「国会の議論と国民の理解が、
車の両輪。
両方がそろわないと実現しない」と強調し、国会対応などに関し
て茂木敏充幹事長に指示を出したことを明らかにした。
これに先
立つ党の両院議員総会でも「結果を出していきたい」と意欲を示
した。
自民内の保守リベラルの牙城である「宏池会」
（現岸田派）領
袖
（りょうしゅう）
ながら、
改憲に前のめりな姿勢を見せる首相。
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背景には、
衆院選が示した民意の一つである改憲勢力の上積みに
加え、9 月の党総裁選で相当の善戦を見せた高市早苗政調会長と、
高市陣営の采配を振った安倍晋三元首相の存在がある。
中長期政権を目指して党内基盤を固めるためには、
首相は最大
派閥を名実ともに率いることになった安倍氏と、
その膝下に連な
る高市氏をはじめとする保守層のつなぎ留めが不可欠となる。
す
なわち、
「安倍陣営」の宿願である改憲に「取り組まざるを得な
くなった」
（党関係者）というのが永田町の相場観だ。
衆院選では、改憲を明確に掲げる維新が公示前から 4 倍近く
の 41 議席に躍進した。
9 日夜、
首相の意を受けた茂木氏は早速、
維新の馬場伸幸幹事長と膝を突き合わせ、
「何としても
（改憲の）
国民投票を実施したい」と協力を要請。馬場氏は、逆に「
（国会
の衆参の）憲法審査会をしっかり動かしてほしい」と茂木氏の背
中を押してみせた。
首相はまた、
新たな衆院憲法審査会長に温厚な人柄で知られる
森英介元法相を起用し、円滑、丁寧に審議を運営するというシグ
ナルを野党側に送った。自民中堅は「具体的な議論が動きだす環
境は整った」と歓迎する。
■
今年の通常国会。
数年来の懸案だった憲法改正手続きに関する
改正国民投票法がようやく成立し、自民は第一関門を越えた。と
はいえ、憲法審の開催は実際には、改憲に慎重な野党第 1 党の立
憲民主党などの抵抗でしばしば停滞した経緯がある。現在、立民
は新たな党代表選出プロセスに入っており、
次の執行部がどうい
う姿勢で改憲論議に臨むのかは見えていない。
また、自民党の改憲案 4 項目に含まれる緊急事態条項の新設
や 9 条への自衛隊明記を巡っては、公明内にも異論が根強い。公
明の山口那津男代表は
「直ちに議論がどうこうなるとは考えてい
ない」
。次の政治決戦となる来夏の参院選前に、自公間のギャッ
プがあらわになる改憲行程を急げば、
選挙協力に影を落とす可能
性がある。
果たして、幸か不幸か－。首相にとって越えるべきハードルは
少なくない。
（河合仁志）
自衛隊違憲論は現実乖離 公明代表、学者に注文
2021/11/13 10:10 (JST)11/13 11:09 (JST)updated 共同通信社
公明党の山口那津男代表は 13 日の読売テレビ番組で、憲法学
者の自衛隊違憲論に対し「現実と乖離している。むしろ学者の皆
さんが自衛隊の存在を率直に認め、
それに応じた憲法の考え方を
深めてもらいたい」と注文を付けた。
自民党が改憲案 4 項目で掲げる 9 条への自衛隊明記について
は「書くことによってどういう方向に国が行くのか。国民の意見
や諸外国の反応も視野に入れながら深みのある議論が必要だ」
と
語った。
【独自】
「緊急事態条項」創設を優先的に、自民・茂木氏が方針
…改憲論議を加速
読売新聞 2021/11/13 05:00
自民党の茂木幹事長は１２日、
読売新聞のインタビューに応じ、
衆院選で憲法改正に前向きな日本維新の会や国民民主党が議席
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を伸ばしたことを踏まえ、改憲論議を加速し、緊急時に政府の権
限を強化する「緊急事態条項」の創設を優先的に目指す方針を示
した。

今後の取り組みについて語る自民党の茂木幹
事長（１２日、同党本部で）＝大石健登撮影
茂木氏は「新型コロナウイルス禍を考えると、緊急事態に対す
る切迫感は高まっている。様々な政党と国会の場で議論を重ね、
具体的な選択肢やスケジュール感につなげていきたい」
と述べた。
各党との協議では、
「一般論で憲法を議論しようというよりも、
どの項目の優先順位が高いかについてまとめ、
国民に判断しても
らう」とも語った。自民党は２０１８年、
〈１〉自衛隊の根拠規
定の明記〈２〉緊急事態条項の創設〈３〉参院選の合区解消〈４〉
教育充実――の４項目の改憲案をまとめている。
敵のミサイル発射基地などを自衛目的で破壊する
「敵基地攻撃
能力」の保有については、
「ミサイル能力の向上で脅威が深刻化
しており、厳密な言葉で言えば、
『敵基地反撃能力』も含めて様々
な選択を検討する必要がある」と強調。公明党が保有に慎重であ
ることに関しては、
「公明党もスタンド・オフ・ミサイル（長射
程巡航ミサイル）能力には理解を示しており、認識は共有できる
のではないか」と指摘した。
しんぶん赤旗 2021 年 11 月 14 日(日)
改憲論議 加速の考え示す 自民・茂木氏
自民党の茂木敏充幹事長は１３日付
「読売」
のインタビューで、
総選挙で改憲に前向きな政党の国会議員が増えたとして、
改憲論
議を加速する考えを示しました。総選挙後、岸田文雄首相を先頭
に改憲をめざす発言が相次ぐ中での重大な発言です。
茂木氏はインタビューで、
岸田首相が３年間の党総裁任期中に
改憲にめどをつける考えを示していることを問われ、
「党の考え
はまとまっているので、主戦場は国会の場に移っていく」とし、
「様々な党と議論を重ね、
具体的な選択肢やスケジュール感につ
なげていきたい」と述べました。
改憲にむけた議論の進め方について、
「どの項目の優先順位が
高いかについて各党の考えをまとめ」
ることが必要だとしながら、
「新型コロナウイルス禍を考えると、
緊急事態に対する切迫感は
高まっている」と述べています。国民の関心事であるコロナ危機
を口実に「緊急事態条項」創設を優先し、改憲論議を加速させる
考えです。さらに、
「
（憲法）審査会の頻度を…増やすことは全く
やぶさかではない」と、憲法審査会で改憲論議を推進させると表
明しました。
「緊急事態条項の創設」とは、安倍晋三首相（総裁）のもとで
自民党が２０１８年３月にまとめた改憲４項目の一つで、
９条改
憲への突破口として盛り込まれたものです。日本共産党は、新型
コロナ対策を口実とした緊急事態条項を憲法に明記しようとい
う動きについて、
「災害に乗じて改憲を図ろうとする火事場泥棒
ともいうべき暴挙」と批判しています。
インタビューで茂木氏はまた、
「敵基地攻撃能力」の保有につ
いて問われ、
「ミサイル能力の向上で脅威が深刻化して」いると

述べ、
「
『敵基地反撃能力』も含めて様々な選択肢を検討していく
必要がある。党としては有力な選択肢だ」と語りました。
「敵基地攻撃能力」の保有は安倍首相（当時）が検討を指示し、
自民党の総選挙政策にも明記され、
岸田政権が新たに着手する安
全保障政策の焦点の一つとなっています。茂木氏の発言は、改憲
と
「敵基地攻撃能力」
保有を並行して進める考えを示すものです。
自衛隊違憲論は「現実と乖離」 公明・山口代表
産経新聞 2021/11/13 11:31
公明党の山口那津男代表は１３日の読売テレビ番組で、
憲法学者
の自衛隊違憲論に対し「現実と乖離している。むしろ学者の皆さ
んが自衛隊の存在を率直に認め、
それに応じた憲法の考え方を深
めてもらいたい」と注文を付けた。
自民党が改憲案４項目で掲げる９条への自衛隊明記については
「書くことによってどういう方向に国が行くのか。
国民の意見や
諸外国の反応も視野に入れながら深みのある議論が必要だ」
と語
った。

だった。
一方、
知識を問う設問では日本の防衛力整備が国家安全保障会議
と閣議によって決定される「防衛計画の大綱」で規定されている
ことを「知らない」と答えた人が７７・２％に上った。
憲法９条への明記
「あくまで客観的データを提示しただけで、
解釈や分析はこれか
らです」というのは、今回の調査をまとめた一人、京都大の吉田
純教授だ。
「今後の軍事や安全保障問題に関する討議のための基
礎データとして多くの人に見てもらえたら」と話す。
興味深かったのは、
憲法９条の条文を示した上で自分の考えに近
いものを選ぶ設問だ。
結果は、
「憲法９条を変えない」
（２１・６％）▼「憲法９条２項
をそのままに、自衛隊の保持その他を書き加える」
（１８・３％）
▼
「専守防衛に徹する自衛隊を憲法９条に明記する」
（２２・３％）
▼
「集団的自衛権を行使できる自衛隊を憲法９条に明記する」
（１
０・５％）▼「憲法９条を削除する」
（３％）▼「わからない」
（２３・８％）―となった。
わずかの差ながら最多は「わからない」だった。全体として意見
は割れたが、自衛隊を憲法に「明記する」ことに賛成の人の合計
は「憲法９条を変えない」とする人より多かった。
個人と国家の関係
もう一つ、興味深い数字があった。
「もし、日本が武力紛争にま
きこまれた場合、あなたはどう行動すると思うか」という安全保
障上の脅威への問いだ。
最も多かった答えは
「その時になってみないとまったくわからな
い」
（３０・１％）で、次に「もっぱら自分自身や家族の安全を
考えて行動する」
（２５・８％）だった。
「政府の指示のとおりに
行動する」
（１３・５％）
、
「自衛隊に志願はしないが、自衛隊の
作戦を積極的に支援する」
（１０・１％）と続いた。
見えてくるのは、極めて現実主義的な現代日本の姿だ。戦後の日
本人が培ってきた健全さともいえるが、
自分だけがよければいい
のかという疑問も生じた。
「公」という意識の希薄さも感じる。
個人と国家、そして個人と社会。その関係は今どうあって、今後
どう位置づけられるべきか。
戦後の日本社会が避けてきたテーマ
に、
そろそろもう少し真剣に向き合う時期に来ているのではない
か。さまざまな意見を聞きたいと思う。
（やまがみ なおこ）

日本の現実映す自衛隊観 論説委員・山上直子
産経新聞 2021/11/14 15:00
衆院選で改憲勢力が発議に必要な３分の２を超え、
憲法改正論議
の活性化を期待する声が高まっている。
そんななか自衛隊に関心がある人は６割超、
その存在を肯定する
人も８割を超える一方で、
日本の防衛力整備が
「防衛計画の大綱」
によることを知らない人も８割近くに上る―。そんな調査結果が
明らかになった。
京都大などの研究者らによるミリタリー・カルチャー研究会が
「日本社会は自衛隊をどうみているか」
（青弓社）を刊行した。
現代社会での市民の戦争観や平和観、それと相関する価値観、社
会意識、知識などを客観的・学術的に体系化したデータを提供す
るのが狙いという。
災害救助の浸透
今年１～２月、
日本に住む１５歳以上の人を対象に無作為抽出に
よる郵送調査で実施した「自衛隊に関する意識調査」の結果概要
をまとめたものだ。
それによると、
「自衛隊に関心がありますか」との問いに、
「非常
に関心がある」
（１０・６％）
、
「ある程度関心がある」
（５４％）
と合わせ、全体の６割強が関心があると答えた。
「あまり関心が
ない」
（２６・７％）
、
「まったく関心がない」
（７・９％）を合わ
せ、関心がない人は約３５％だった。
次に、関心があると答えた人に関心を持つようになった理由を、
１１の答えを提示して聞いた。２つまで選べる形式で、特に多か
ったのが「自衛隊による災害救助活動に関心がある」と、続く「日
本の安全保障や防衛政策に関心がある」だった。
近年、災害派遣で自衛隊の活動を見る機会が増えていること、ま
た米中対立や台湾情勢など日本の安全保障をめぐる環境が大き
く変化していることなどがその背景にあるだろう。
また
「自衛隊の存在そのものを肯定しているか、
否定しているか」
を聞いたところ、
「肯定している」が５２・３％、
「どちらかとい
えば肯定している」が２８・６％で、合わせて８割を超えた。
「ど
ちらともいえない」とした人は１７・２％で、
「どちらかといえ
ば否定」
（１％）
、
「否定」
（０・７％）と否定派はわずか１・７％

自衛隊違憲論は現実乖離 公明代表、学者に注文
共同通信 11/13(土) 10:10 配信
公明党の山口那津男代表は 13 日の読売テレビ番組で、憲法学
者の自衛隊違憲論に対し「現実と乖離している。むしろ学者の皆
さんが自衛隊の存在を率直に認め、
それに応じた憲法の考え方を
深めてもらいたい」と注文を付けた。 自民党が改憲案 4 項目
で掲げる 9 条への自衛隊明記については「書くことによってど
ういう方向に国が行くのか。
国民の意見や諸外国の反応も視野に
入れながら深みのある議論が必要だ」と語った。
来年の参院選に向けて憲法論議 活発化も
NHK2021 年 11 月 15 日 5 時 36 分
憲法改正をめぐって、岸田総理大臣が、国会で精力的に議論を進
める考えを示す一方、
衆議院選挙で議席を増やした日本維新の会
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など野党側の一部も議論の加速を求めていて、
来年の参議院選挙
に向けて憲法論議が活発になることも予想されます。
憲法改正をめぐって、岸田総理大臣は、第 2 次岸田内閣の発足に
伴う記者会見で、党の体制を強化し、国会で精力的な議論を進め
るよう指示したことを明らかにしました。
また、新たに就任した細田衆議院議長が、国会での率直な意見交
換が必要だと指摘したほか、
公明党の北側憲法調査会長も衆参両
院の憲法審査会を定期的に開催すべきだという考えを示しまし
た。
一方、
先の衆議院選挙で議席を増やした日本維新の会と国民民主
党は、
憲法改正に向けた議論を加速させるよう与党側に働きかけ
ることで一致しました。
国会では、自民・公明両党に加え、日本維新の会と国民民主党を
合わせると、憲法改正に前向きな勢力が、衆参両院ともに、改正
の発議に必要な 3 分の 2 を超えています。
自民党でも
「新型コロナで切迫した課題となっている緊急事態へ
の対応から議論を始めてはどうか」という意見が出ていて、来年
の参議院選挙に向けて憲法論議が活発になることも予想されま
す。

諸島の軍事要塞（ようさい）化反対などと訴える「沖縄のたたか
い」
、生理の貧困、保健・医療従事者、農民、業者、青年らの「コ
ロナ禍のもとでのたたかい」
、
日本政府は核兵器禁止条約に署名・
批准をとの被爆者の訴えなど「今日の運動」が紹介されました。
玉城デニー沖縄県知事が激励のメッセージを寄せました。
次の大会は来年１０月１５、１６両日に埼玉、群馬両県で開く
と発表されました。

しんぶん赤旗 2021 年 11 月 14 日(日)
改憲・基地ノー 熱い連帯 日本母親大会ｉｎ沖縄 初のオン
ライン開催

林芳正外相は 13 日午前、米国のブリンケン国務長官と就任後
初めてとなる電話協議をした。日本側の発表によると、日米が提
唱する「自由で開かれたインド太平洋」の重要性を確認し、外務・
防衛担当閣僚会合（2 プラス 2）の早期の開催に向けて調整する
ことで一致したという。
林氏によると、
ブリンケン氏とは中国を含む地域情勢について
意見を交わし、台湾海峡の平和と安定が重要との認識を共有。日
米同盟の抑止力、対処力の強化を進めることを確認したという。
また、ブリンケン氏は、日米安保条約第 5 条の尖閣諸島への適
用を含む対日防衛の関与は揺るぎない、と表明。林氏が、北朝鮮
による拉致問題についての協力を求め、
ブリンケン氏から支持を
得たという。
林氏は電話協議後、記者団に「自分もブリンケン長官もバンド
を組んでいたこともあり、
日米同盟の一層の強化に向けて長官と
の間でも良いハーモニーを奏でていければ」
と述べた。
（菅原普）

日米外相が初の電話協議 2 プラス 2 の早期開催調整で一致
朝日新聞デジタル菅原普 2021 年 11 月 13 日 11 時 45 分

林芳正外相=2021 年 11 月 11 日、東京都千
代田区の外務省

（写真）東京会場
（左）と沖縄会場（右）など全国を結んで開かれた日本母親大会
＝13 日
第６６回日本母親大会ｉｎ沖縄
（同実行委員会主催）
が１３日、
初めてオンラインで開かれました。エイサーや琉球舞踊、戦跡な
ど沖縄の文化、歴史に触れ、岸田政権が進める米軍辺野古新基地
建設などに反対するたたかいを学び、
熱い連帯の思いを一つにし
ました。
１万２０００人超が参加。大会決議、
「子どもたちに核兵器も
基地も原発もない平和で明るい未来を手渡そう」
との大会アピー
ルと、特別決議「憲法９条を守り、憲法が生きる社会を実現する
ために」を採択しました。
同大会代表委員の米山淳子さん（新日本婦人の会会長）は主催
者あいさつで、
女性たちの声と行動がジェンダー平等を総選挙の
大きな争点に押し上げたと指摘。
「政権交代で私たちの要求実現
をと、さらに求め続けていきましょう」とのべ、戦争はしないと
誓った憲法を守り抜くたたかいをさらに大きく広げることを呼
びかけました。
沖縄県の仲山忠克弁護士が
「生命の尊厳が保障される社会をめ
ざして」と題して記念講演。自民党政権の改憲策動は非戦国家か
ら戦争国家への国家改造計画だと告発し
「生命の尊厳を保障する
ために憲法９条を死守し、
改憲策動に終止符を打つことは喫緊の
課題です」と語りました。
沖縄戦の戦没者の遺骨が眠る土砂を新基地建設に使うな、
南西

林外相 就任後初めて米国務長官と電話会談 緊密な連携を確認
NHK2021 年 11 月 13 日 11 時 47 分
林外務大臣は就任後初めてアメリカのブリンケン国務長官と電
話会談を行い、日米同盟をいっそう強化し「自由で開かれたイン
ド太平洋」の実現や、新型コロナなどの地球規模の課題への対応
で、緊密に連携していくことを確認しました。
電話会談は 13 日午前およそ 30 分間行われ、林大臣が「茂木元
大臣と同様によい関係を築いていきたい」と述べたのに対し、ブ
リンケン長官は大臣就任への祝意を伝えました。
そのうえで、両外相は日米同盟をいっそう強化し「自由で開かれ
たインド太平洋」の実現に加え、新型コロナウイルスや気候変動
などの地球規模の課題への対応で、
緊密に連携していくことを確
認しました。
会談では地域情勢をめぐっても意見が交わされ、
中国による東シ
ナ海や南シナ海での力による一方的な現状変更の試みに強く反
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対するとともに、
台湾海峡の平和と安定が重要だという認識で一
致しました。
また、
両外相は北朝鮮の完全な非核化に向けて連携して対応して
いくことを確認し、
林大臣が拉致問題の解決への理解と協力を求
めたのに対し、ブリンケン長官は支持する考えを伝えました。
さらに、
できるだけ早期に岸田総理大臣のアメリカ訪問を実現す
るため調整を進めていくことでも一致しました。
このほか、ブリンケン長官からは日米安全保障条約第 5 条の沖
縄県の尖閣諸島への適用を含む対日防衛コミットメントは揺る
ぎないという表明がありました。
会談のあと林大臣は記者団に対し
「信頼関係を築くうえで大変重
要な一歩になった。
自分もブリンケン長官もバンドを組んでいた
こともありいいハーモニーを奏でていければいいと思っている」
と述べました。
防衛省、敵基地議論で初会合 岸氏「あらゆる選択肢排除せず」
時事通信 2021 年 11 月 12 日 17 時 42 分

「防衛力強化加速会議」で発言する岸信夫防衛相
＝１２日午後、防衛省
防衛省は１２日、敵基地攻撃能力保有の是非などを議論する
「防衛力強化加速会議」
（議長・岸信夫防衛相）を新設し、初会
合を開催した。政府が改定を表明している「国家安全保障戦略」
や「防衛計画の大綱」に反映させる。
岸氏は冒頭、
中国や北朝鮮が極超音速や変則軌道で飛行するミ
サイルの開発を進めていることを念頭に、
「国民の命や平和な暮
らしを守るために必要なものは何なのか。
あらゆる選択肢を排除
せず、
冷静かつ現実的な議論をしっかり突き詰めていくことが重
要だ」と強調した。
防衛省で「防衛力強化加速会議」初会合 敵基地攻撃能力検討へ
JNN2021 年 11 月 12 日 18 時 09 分
岸田総理による防衛力強化の指示を受け、防衛省では「防衛力
強化加速会議」の初会合が開かれました。
「敵基地攻撃能力」の
保有が議論の焦点となりそうです。
岸信夫 防衛相
「我が国の防衛を全うするため、いわゆる敵基地攻撃能力の保
有も含め、
あらゆる選択肢について私のもとで議論してまいりま
す」
会議は、“防衛力の強化に取り組むように”との岸田総理の指示
に基づいて開催されました。
厳しさを増す安全保障環境に対応す
るため、
「敵基地攻撃能力」の保有も含めて検討されます。防衛
省によりますと、第１回となる今回は、会議の進め方について議
論されたということです。
会議の議長である岸防衛大臣は、
議論の内容が岸田総理が指示
する「国家安全保障戦略」などの改定に反映される見通しだと明
らかにしています。
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「敵基地反撃能力」は有力な選択肢…自民・茂木幹事長、ポスト
岸田にも意欲
読売新聞 2021/11/13 07:00
自民党の茂木幹事長は１２日、
読売新聞のインタビューに応じ
た。主なやり取りは次の通り。
――岸田首相は憲法改正について、３年間の党総裁任期中にめ
どをつける考えを示している。

今後の取り組みについて語る自民党の茂木
幹事長（１２日、党本部で）＝大石健登撮影
党の考えはまとまっているので、
主戦場は国会の場に移ってい
く。衆院選によって我が党以外にも、
（改憲に）前向きな政党の
議員が増えた。国民はこれまで自分たちで（改憲を）判断する機
会が一度もなく、機会を待っているのではないか。様々な党と議
論を重ね、
具体的な選択肢やスケジュール感につなげていきたい。
――どう議論を進めるべきか。
新型コロナウイルス禍を考えると、
緊急事態に対する切迫感は
高まっている。衆参の憲法審査会で手順を決めることになるが、
具体的な議論に入ることが必要だ。
一般論で憲法を議論しようと
いうよりも、
どの項目の優先順位が高いかについて各党の考えを
まとめ、最終的には国民に判断してもらう。審査会の頻度を国会
全体のスケジュールを考えながら増やすことは全くやぶさかで
はない。
――首相が検討する「敵基地攻撃能力」の保有をどう考えるか。
ミサイル能力の向上で脅威が深刻化しており、
厳密な言葉で言
えば、
「敵基地反撃能力」も含めて様々な選択肢を検討していく
必要がある。党としては有力な選択肢だと思っている。
――連立を組む公明党は保有に慎重だが。
公明党もスタンド・オフ・ミサイル（長射程巡航ミサイル）能
力には理解を示している。認識は共有できるのではないか。
――来夏の参院選にどう臨むか。
衆院選で勝利できなかった地域の敗因や課題を分析すること
が参院選につながる。
（小選挙区で全敗した）大阪は地方議員が
とても少なく、
こういった地域では地方組織の立て直しも課題に
なる。都道府県を回り、候補者選定、地方組織の活動をどうして
いくかよく議論したい。
ＳＮＳを使った発信も強化しなければな
らない。積極的な議員とそうでない議員の差が出ており、全員が
活用する方向に持っていきたい。
――首相が掲げる党改革をどう進めるか。
３か月ぐらいで改革の方向性を出す。
できるものから実行する
形をとる。国民との距離を縮めるため、ネットを活用してテーマ
別に対話集会を開いて意見交換し、
出てきた意見を反映していく
ことも一つの手段だ。自民党が変わり、進化している姿を示した
い。
――首相が言及した「１期１年・連続３期」の党役員の任期制
限は。
やっていきたい。企業であれば、
「ガバナンスコード」
（企業統
治指針）がある。近代政党としてのルール作りで自民党が先行で
きればと思っている。

――「ポスト岸田」への意欲は。
今は幹事長で、岸田政権を全力で支えることに尽きる。そのう
えで、グループの仲間や地元、支持者の期待にいつか応えていか
なければならないという自覚はしっかり持っている。

実施したのは初めて。
防衛省によると、10～12 日に海上自衛隊と豪海軍が四国の南
方海域で共同訓練を実施。豪軍から要請を受け、豪フリゲート艦
「ワラマンガ」の周辺を海自の護衛艦「いなづま」が警戒監視す
るなどして防護した。防護に当たっては、岸田文雄首相が議長を
務める国家安全保障会議（NSC）で審議を経たという。
武器等防護を巡っては、2020 年 10 月の日豪防衛相会談で豪
軍を対象に加える調整に入ることで合意。さらに今年 6 月の日
豪外務・防衛担当閣僚協議（2 プラス 2）で、実施体制の整備を
確認していた。
【畠山嵩】

防衛力強化会議が初会合 敵基地攻撃含め議論
産経新聞 2021/11/12 20:17
防衛省は１２日、国家安全保障戦略や防衛計画の大綱、中期防衛
力整備計画（中期防）の戦略３文書の改定に向け「防衛力強化加
速会議」を設置し、初会合を同省で開催した。同会議は岸田文雄
首相の指示で設置され、敵基地攻撃能力の保有も含めて議論。令
和３年度補正予算案などへの反映を目指す。
岸信夫防衛相は記者
会見で「あらゆる選択肢を検討する」と説明した。
会議は岸氏をトップに防衛省局長級幹部や各自衛隊の幕僚長ら
で構成。岸氏は会議冒頭で「急速なスピードで技術が進化してい
る。変化の中で命や平和を守るために必要なものは何か、冷静か
つ現実的な議論を突き詰めることが重要だ」と強調した。
第２次岸田内閣が発足した１０日、
首相が岸氏に会議設置を指示
した。首相は戦略３文書の改定方針を示し、敵基地攻撃能力を含
めた検討についても明言している。

海自、訓練で豪軍艦を「武器等防護」 米軍以外で初
産経新聞 2021/11/12 20:13
防衛省は１２日、海上自衛隊の護衛艦「いなづま」がオーストラ
リア海軍のフリゲート艦「ワラマンガ」と共同訓練を行った際、
安全保障関連法に基づく「武器等防護」を実施したと発表した。
米軍以外を対象とした実施は初めて。
共同訓練は１０～１２日に四国南方で実施し、
武器を使用する事
態は生じなかった。
武器等防護は平時から他国の艦艇や航空機を
守る活動で、
平成２８年の安保法施行で自衛隊の新たな任務とな
ったが、
これまでは同盟国の米軍を対象に行ったケースしかなか
った。
日豪両政府は今年６月の外務・防衛閣僚協議（２プラス２）で、
武器等防護の実施に向けた準備が整ったことを確認していた。
今
後も豪軍から要請があれば行うという。防衛省は「部隊間の相互
運用性が向上した。日豪防衛協力にとって極めて重要な進展だ」
としている。

海自が豪軍艦警護 米軍以外は初―防衛省
時事通信 2021 年 11 月 12 日 20 時 01 分

四国南方沖で共同訓練を行う海上自衛隊の
護衛艦「いなづま」
（右奥）と豪海軍のフリゲート艦「ワラマン
ガ」
（海自提供）
防衛省は１２日、
海上自衛隊の護衛艦がオーストラリア海軍の
艦艇を警護する「武器等防護」を実施したと発表した。自衛隊が
米軍以外を警護するのは初めて。日豪は「特別な戦略的パートナ
ー」として連携を深めており、同省担当者は「両国の防衛協力に
とって、極めて重要な進展だ」と話している。
同省によると、
１０日から四国南方海域で行われていた海自と
豪海軍との共同訓練中、豪側からの要請で、海自の護衛艦「いな
づま」が自衛隊法に基づき豪海軍のフリゲート艦「ワラマンガ」
を警護した。武器使用などはなかった。
オーストラリア軍に「武器等防護」 艦艇周辺を警戒 米軍以外
では初
毎日新聞 2021/11/12 20:05（最終更新 11/12 20:05）

海自、英空母と訓練 アフリカ沖で護衛艦
産経新聞 2021/11/12 18:06
防衛省統合幕僚監部は１２日、
海上自衛隊の護衛艦ゆうぎりがア
フリカ東部ソマリア沖アデン湾で１１日、
英海軍の最新鋭空母ク
イーン・エリザベスを中核とする空母打撃群と共同訓練をしたと
発表した。
空母打撃群は太平洋派遣から英国への帰途で、
自衛隊と重ねてき
た訓練は今回で最後となった。
岸信夫防衛相は１２日の閣議後記
者会見で
「新たな段階に入った英国との防衛協力を一層強化して
いく」と述べた。
クイーン・エリザベスは５月に英国を出港。９月には、神奈川県
の米海軍横須賀基地に寄港した。
自衛隊とは７月のアデン湾を皮
切りに、日本近海や南シナ海などで訓練を重ねた。
最後となったアデン湾での訓練には、
空母とともに英海軍の駆逐
艦２隻と補給艦２隻が参加した。
ゆうぎりはアデン湾の海賊対処
行動の任務で派遣されている。
P1 哨戒機、飛行試験を再開へ 防衛装備庁 滑走路逸脱トラブ
ル
毎日新聞 2021/11/12 20:48（最終更新 11/12 20:49） 航空自衛
隊岐阜基地（岐阜県各務原市）で 9 月に P1 哨戒機が滑走路を逸
脱したトラブルを巡り、防衛装備庁は 12 日、その後実施してい
なかった飛行試験を早ければ来週にも再開すると発表した。

防衛省＝東京都新宿区で、小川昌宏撮影
防衛省は 12 日、安全保障関連法に基づき、自衛隊が他国の艦
艇や航空機を守る「武器等防護」任務をオーストラリア軍に対し
て初めて実施したと発表した。
自衛隊が米軍以外に武器等防護を
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急いでいる。

航空自衛隊岐阜基地の滑走路を逸脱した
P1 哨戒機＝岐阜県各務原市で2021 年9 月7 日午後6 時12 分、
本社ヘリから大西達也撮影
トラブルがあったのは川崎重工業が新造した P1 哨戒機。9 月
7 日、海上自衛隊に納入する前の飛行試験で着陸した際に滑走路
から外れて停止した。
トラブルについて、
防衛装備庁はタイヤを進行方向に制御する
機能に不具合があったため発生し、
操縦ミスの可能性は低いと判
断。同様の不具合がすでに運用されている他の P1 哨戒機では起
きていないため、入念な点検・整備を経て、別の新造機を使った
飛行試験を再開する。
飛行試験は定期整備が完了した機体も含め
た少なくとも計 3 機で実施する予定。
このトラブルは事故につながりかねない「重大インシデント」
として、国土交通省運輸安全委員会が原因を調査している。
【松
浦吉剛】
山口・防府北に宇宙作戦隊 岸防衛相が表明
時事通信 2021 年 11 月 14 日 18 時 04 分

航空自衛隊防府北基地を視察し、訓示する岸信夫防
衛相＝１４日、山口県防府市
岸信夫防衛相は１４日、
航空自衛隊防府北基地
（山口県防府市）
を訪れ、日本の人工衛星への妨害行為を監視する「第２宇宙作戦
隊」を２０２２年度中に同基地に新設すると表明した。２０人規
模で発足する見通し。
岸氏は訓示で
「宇宙空間の安定的な利用の確保が極めて重要だ。
引き続き一丸となってしっかり準備を進めてほしい」と述べた。
第２作戦隊の発足に合わせ、空自府中基地（東京都府中市）に
ある宇宙作戦隊を「第１宇宙作戦隊」に改編。関連組織を含め全
体を「宇宙作戦群」とする方針だ。
第 2 宇宙作戦隊を山口に配備へ 人工衛星への電波妨害監視
岸防衛相
朝日新聞デジタル松山尚幹 2021 年 11 月 14 日 15 時 26 分

航空自衛隊防府北基地での訓示で、新たに第 2

岸氏は同基地視察後の訓示で、
「宇宙空間の安定的な利用の確
保が極めて重要だ。我々のプレゼンスを高めるため、しっかり準
備を進めて欲しい」と語った。
第 2 宇宙作戦隊は 20 人規模で発足する予定で、来年度予算の
概算要求に庁舎などの建設費として 7 千万円を盛り込んでいる。
日本の衛星と地上の通信に対する電波妨害があった際、
その出ど
ころや特性を探知する役割を担うという。
防衛省は20 年5 月に宇宙を専門に扱う自衛隊初の部隊として
宇宙作戦隊を空自府中基地（東京都）に発足。宇宙ごみなどから
人工衛星を守るために監視する部隊で、来年度にはこれを「第 1
宇宙作戦隊」に改編する。加えて、宇宙に関する装備品を維持管
理する「宇宙システム管理隊」も新設し、第 2 宇宙作戦隊とあわ
せて全体で 120 人程度の「宇宙作戦群」とする方針だ。
宇宙空間をめぐっては、
中国やロシアが衛星と地上との間の通
信を妨害する電波妨害装置や、
衛星に近づいてアームで捕獲する
対衛星兵器などを開発していると指摘されていて、
その対策が急
務とされている。
（松山尚幹）
山口に「第 2 宇宙作戦隊」 来年度新設、衛星妨害監視
日経新聞 2021 年 11 月 14 日 18:46
岸信夫防衛相は 14 日、日本の人工衛星の働きを電磁波で妨害す
る行為の監視を担う「第 2 宇宙作戦隊」を 2022 年度中に航空自
衛隊防府北基地（山口県防府市）に新設する方針を表明した。安
全保障の「新領域」と呼ばれる宇宙や電磁波の分野での能力向上
を中国やロシアが進めており、対応を強化する。
同基地での訓示で明らかにした。宇宙ごみ（スペースデブリ）の
警戒活動も担う「宇宙作戦隊」は、20 年 5 月の空自府中基地（東
京都府中市）に続く設置となる。防衛省は、防府北基地を宇宙空
間監視の「西の拠点」にしたい考えだ。
岸氏は訓示で「われわれの活動のフィールドが宇宙、サイバー、
電磁波といった新領域に拡大する中、
宇宙空間の安定的な利用の
確保が極めて重要だ」
と述べ、
部隊編成に向けた準備を指示した。
記者団の取材に「わが国の防衛を全うするため、積極的に宇宙領
域における能力強化に取り組む」と語った。
山口県の山陽小野田市では23 年度の運用開始を目指して宇宙監
視用レーダーを建設中で、宇宙作戦隊が活用する見通しだ。
防衛省は、22 年度予算の概算要求で宇宙関連経費として 840 億
円を計上した。宇宙関連部隊の規模を全体で約 120 人に拡充す
る。
〔共同〕
「第 2 宇宙作戦隊」来年度 自衛隊防府北基地に新設方針 防衛
相
NHK2021 年 11 月 14 日 17 時 38 分
宇宙領域での防衛能力強化に向けて岸防衛大臣は、
専門で対応に
あたる「第 2 宇宙作戦隊」を来年度、山口県防府市の航空自衛隊
防府北基地に新設する方針を明らかにしました。

宇宙作戦隊を配備する考えを示した岸信夫防衛相=2021 年11 月
14 日午前、山口県防府市、松山尚幹撮影
岸信夫防衛相は 14 日、視察先の航空自衛隊防府北基地（山口
県）で、人工衛星に対する電波妨害を監視するための「第 2 宇宙
作戦隊」
を来年度中に同基地に配備する考えを示した。
宇宙を
「戦
闘領域」と位置づける動きが各国で広がるなか、防衛省も対策を
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宮古島の弾薬庫 ミサイルとみられる弾薬搬入 市民 50 人余が
抗議
NHK2021 年 11 月 15 日 2 時 00 分
岸防衛大臣は 14 日、防府市の航空自衛隊防府北基地を視察しま
した。
岸大臣は隊員への訓示で、宇宙領域の専門部隊「第 2 宇宙作戦
隊」を来年度、防府北基地に新設する方針を明らかにし「宇宙空
間の安定的な利用の確保が極めて重要で、
しっかり準備を進めて
ほしい」と指示しました。
「宇宙作戦隊」は、日本の人工衛星を他国からの攻撃や妨害、そ
れに宇宙ごみから守るための部隊で、
防府北基地は東京の航空自
衛隊府中基地に次いで 2 か所目になります。
防衛省によりますと、およそ 20 人の体制で発足し、山口県山陽
小野田市に整備を進めているレーダーなどを活用しながら監視
にあたる予定だということです。
視察のあと岸大臣は、記者団に対し「宇宙・サイバー・電磁波と
いった新たな領域と陸海空という従来の領域の組み合わせが死
活的に重要だ。わが国の防衛を全うするため、積極的に宇宙領域
における能力強化に取り組んでいく」と述べました。

陸上自衛隊のミサイル部隊の配備に伴って新たに宮古島に建設
された弾薬庫に 14 日、ミサイルとみられる弾薬が運び込まれま
した。宮古島の港や弾薬庫の前では、ミサイルの搬入に反対する
市民合わせて 50 人余りが抗議の声をあげました。
宮古島市の平良港には 14 日午前 7 時すぎ、海上自衛隊の輸送艦
が入港し、ミサイルとみられる弾薬を積んだ自衛隊の車両 10 数
台が次々に降ろされました。
港にはミサイルの搬入に反対する市民およそ 20 人が集まり、車
両が港から出ないように立ちふさがるなどしましたが、
警察が強
制的に排除しました。
その後、車両は保良地区にある陸上自衛隊の弾薬庫へと移動し、
市民およそ30 人が抗議の声をあげるなか弾薬が運び込まれまし
た。
関係者によりますと、
今回運び込まれたのは地対艦ミサイルとみ
られるということです。
弾薬庫の近くに住む住民の男性は
「弾薬庫は住宅地に近く万が一、
爆発したらと心配しています。この島が今後、どのような状況下
におかれるか心配です」と話していました。
中国が海洋進出を強めていることを背景に、
陸上自衛隊は南西諸
島の防衛強化のためとして、
宮古島や石垣島などにミサイル部隊
の配備を進めています。
このうち宮古島には、去年およそ 200 人の部隊が置かれ、こと
し 4 月からは新たな弾薬庫の使用が始まり、すでに少量の弾薬
が運び込まれていました。

防衛省、宮古島に弾薬を搬入 過去の説明違いで住民の間には
反発
朝日新聞デジタル 2021 年 11 月 14 日 14 時 44 分

沖縄県の宮古島市=本社機から、堀英治
撮影

防衛省は 14 日、陸上自衛隊宮古島駐屯地（沖縄県宮古島市）
の関連施設の弾薬庫に地対艦・地対空ミサイルを含む弾薬を本格
搬入した。弾薬をめぐっては、住民に説明せずに迫撃砲弾などを
駐屯地に搬入したことが発覚し撤去した経緯があり、
住民が反発
していた。
関係者によると、この日朝、弾薬を積んだとみられる海上自衛
隊の輸送艦が島西部の平良港（ひららこう）に到着。自衛隊車両
で島東部の弾薬庫に運んだとみられる。
防衛省は 2019 年 3 月に宮古島駐屯地を新設。住民には「小銃
弾や発煙筒など」を保管すると説明したが、中距離多目的誘導弾
と81 ミリ迫撃砲弾も搬入したことが明らかになり、
住民が反発。
4 月に島外に撤去したため、弾薬がない状態が続いていた。
だが今年 3 月、駐屯地とは別の場所に弾薬庫が完成し、6 月に
弾薬の一部を空輸。8 月にも運ぼうとしたが、市が新型コロナの
感染拡大を理由に搬入延期を求めた。
今回の搬入で弾薬の態勢が
整ったことになる。
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しんぶん赤旗 2021 年 11 月 14 日(日)
辺野古リポート 再開後最多、１００人抗議

（写真）マイクを持つ県統一連・瀬長事
務局長＝12 日、沖縄県名護市
●１１月８日 軽石の影響で辺野古工事中断
小笠原列島の海底火山の影響で沖縄県などの沿岸に大量の軽
石が漂着し、漁業や観光に大打撃を与えています。大浦湾や辺野
古の海でも軽石の影響で沖縄防衛局は、
土砂の陸揚げやサンゴの
移植作業を一時中断しました。
●９日 新基地より軽石除去の優先を
本部町塩川港にも軽石が漂着し、
９日から同港と安和港での埋
め立て用土砂の搬出作業も中断。キャンプ・シュワブゲート前で
は約４０人が座り込み「新基地より軽石除去の優先を」との声が

上がりました。
●１１日 各地島ぐるみがゲート前に再結集
沖縄市やうるま市の島ぐるみ会議から団体として７カ月ぶり
に参加したほか、本土から学生ら二十数人も加わり、抗議行動再
開の１０月２５日以降最多の約１００人がゲート前で座り込み
ました。
「止めよう辺野古新基地！沖縄市民会議」の前川誠治事
務局次長が
「衆院選沖縄３区は残念だったがオール沖縄が源流の
野党共闘は大いに前進した。今後いっそう発展させよう」と発言
しました。
●１２日 今後も現場から感染者出さずに
ゲート前で約４０人が抗議。県統一連の瀬長和男事務局長が
「今後も現場からコロナ感染者を出さないように機動隊と接触
を避け抗議を続けましょう」と訴えました。

政府・与党は臨時国会を来月６日を軸に召集する方向で調整に
入った。会期は２週間程度を想定している。与党幹部が明らかに
した。
新たな経済対策の財源を盛り込む２０２１年度補正予算案
を提出し、年内成立に全力を挙げる。
政府は１８歳以下への１０万円相当の給付、
マイナンバーカー
ド保有者に最大２万円分を付与する新たなマイナポイント制度
の実施を柱とする経済対策を１９日に決定する。これを受け、補
正編成作業を急ぐ。
臨時国会、12 月 6 日召集で検討 補正予算案審議、予算委開催
へ
毎日新聞 2021/11/12 10:50（最終更新 11/12 20:54）

公明党・山口代表 自民党の防衛費２％公約にも「おおむね１％
枠保つべき」
デイリー11/13(土) 10:08 配信

国会議事堂＝川田雅浩撮影
第 206 特別国会は 12 日、岸田文雄首相の指名選挙など 3 日間
の日程を終えて閉会した。これを受けて政府・与党は、次期臨時
国会を 12 月 6 日に召集し、2 週間程度の会期とする検討を始め
た。衆参両院の予算委員会が予定され、岸田政権の発足後初とな
る与野党の本格論戦が展開される見通しだ。
臨時国会では、
新型コロナウイルス禍に対応する経済対策の裏
付けとなる 2021 年度補正予算案が審議される。18 歳以下の子
供を対象とする計 10 万円相当の給付の一部財源や、マイナンバ
ーカード普及に向けた最大 2 万円相当を付与するマイナポイン
ト事業などが含まれる。政府は 19 日に経済対策を閣議決定し、
月内に補正予算案を策定する方針。年末に控える 22 年度予算編
成を考慮し、政府・与党は 2 週間程度の会期にとどめる考えだ。
12 日閉会の特別国会は首相指名選挙の実施のみにとどまり、
10 月の臨時国会でも各党の代表質問は行われたが、予算委員会
の開催は見送られていた。
立憲民主党も代表を辞任した枝野幸男
氏の後任を選ぶ党代表選を今月 30 日に実施するため、次期臨時
国会の予算委員会は自民、
立憲両党の新執行部による初めての論
戦の舞台となる。補正予算案のほか、首相の政治姿勢や 12 日に
政府が発表した新型コロナ対応の「全体像」なども論点になりそ
うだ。
【野間口陽】

山口那津男代表
公明党の山口那津男代表が１３日、日本テレビ系「ウェークア
ップ」にリモート出演。自民党は先の衆院選の政権公約で防衛費
をＧＤＰ（国内総生産）比１％から２％に拡大すると発表したも
のの、改めて「おおむね１％程度という枠は保った方がいい」と
主張した。 キャスターで弁護士の野村修也氏から「山口代表
も１％を超えることを必ずしも否定しているわけではないとお
っしゃっていましたが」と、どのぐらいまでだったら許容範囲だ
と考えているかを聞かれた山口代表は
「おおむね１％程度という
枠は保った方がいいと思っています」と回答。 「何％という
のはあえて申しませんけれども、
やはり安全保障の環境が変わっ
ていきますから、
それに対する防衛力の整備というのは適切に行
っていかなければなりません。
しかし急激に増やしていくという
ことになると、
他の使い道が減らされるということになっても困
る。この限られた国家の財政資源をどう配分していくか、そうし
た全体観に立って適切な防衛費のあり方、
おおむね１％程度とい
うことで対応していくべきだと思っている」と述べた。 ただ
「海上保安庁の活動というのは警察行動の範囲ということで、
軍
事力の行使ではありません。
特に日本はこの軍事部門と警察部門
を立て分けて海上保安庁の整備をやり、
また国際協力もその方向
でリードしてきた。そういう意味で立て分けて、海上保安庁の能
力拡充はしっかり行うべきだと考えます」と、海上保安庁への予
算増強は行うべきだという考えを示した。

「社会の閉塞破る将来像を」 若者に政治参加を促す「NO
YOUTH NO JAPAN」代表の能條桃子さんに聞く
東京新聞 2021 年 11 月 14 日 06 時 00 分

一般社団法人「NO YOUTH NO JAPAN」代表の

臨時国会、来月６日召集が軸 会期２週間、補正予算審議―政
府・与党
時事通信 2021 年 11 月 12 日 16 時 25 分

能條桃子さん（本人提供）
＜検証・野党共闘㊦＞
先の衆院選で、自民、公明両党の与党に対抗するため、立憲民
主党や共産党などが多くの小選挙区で候補者を一本化した野党
共闘。与野党が１対１で対決する構図に持ち込むことで、立民が
小選挙区で議席を増やし、一定の成果を得たが、比例代表は伸び

首相官邸
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悩んだ。
立民の枝野幸男代表が衆院選敗北の責任を取って１２日に辞
任。来夏の参院選に向けて野党の連携はどうあるべきか、本紙は
３人の識者らにインタビューした。
―先の衆院選は戦後３番目の低投票率だった。
「若い世代にとって、与党も野党も上の世代が政治をやってい
るように映り、みんな同じようで違いが見えづらい。立憲民主党
も共産党も政治を変えると言うけど、党首らは変わらず、本当に
変えられるのかなと思った。野党が対立軸を示せず、受け皿にな
りきれていないから投票率が上がらないように感じる」
―野党共闘が受け皿にならなかった理由は。
「
『反自公政権』というだけで、共通ビジョンが見えなかった。
小選挙区の候補一本化は大事だけど、
そもそも投票用紙に野党と
書けないわけだから、
有権者へのメッセージとして野党共闘と打
ち出すことがおかしい。何年かごとに政権交代が起きる国なら、
そんな言葉にはならなかったと思う。
野党マインドが染み付いて
しまっていたのでは」
―野党共闘でジェンダー平等や消費税減税などの共通政策を
掲げたが。
「バラバラに並べただけで、全体像が分かりにくかった。ジェ
ンダー平等や気候変動対策など、
社会的な課題は底辺でつながっ
ていて、それらの課題が解決されることは、人にとって、経済に
とっていいこと。自民、公明両党の与党とは違う社会、経済のあ
り方を『１枚の絵』で見たかった」
―野党の訴えが若者らに響いていない。
「自分たちの負担が減るのかどうか、社会保障や外交は大丈夫
かという疑念がぬぐえていない。
何となく自民に任せるしかない
という消極的支持がほとんどではないか。
選挙戦で争点となった
『分配』
も、
今、
生活に困っている人への対応は当然必要だけど、
２０年後、
３０年後の将来が不安だと思う人たちには施策として
伝わらない」
―求められる政策は。
「ジェンダー平等や気候変動対策など世界的に叫ばれている課
題を反映しようとはしているが、
与野党とも声になっていない社
会へのもどかしさや不安を拾えていない気がする。
格差が広がる
中、自助が先に来る自民の保守政治に対抗して、より再分配機能
を強め、
さまざまな自由を保障するために生活の安定を確保する
といったリベラル勢力の対抗軸が必要ではないか」
―来夏の参院選に向けて野党はどうあるべきか。
「野党には権力監視の役割はあるが、与党を責めるだけではな
くて、いかに自民がつくってきた社会に問題があり、自分たちは
どんな社会をつくるかを見せるのが大事。
経済成長しないと私た
ちの世代に果実は来ないという自民と同じ土俵に乗るのではな
く、
社会の閉塞感を打開する将来像を違う形で示してほしい」
（聞
き手・市川千晴）
のうじょう・ももこ １９９８年生まれ。大学時代に若者の投
票率の高いデンマークに留学中、
「ＮＯ ＹＯＵＴＨ ＮＯ Ｊ
ＡＰＡＮ」
（現在は一般社団法人）を発足させた。若者の政治参
加を促す情報をオンラインを中心に発信している。
慶応大院で財
政学を専攻。
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浜矩子氏が岸田政権の経済政策を「アホダノミクス」と命名「ア
ホノミクスのパクリで新鮮味なし」
日刊ゲンダイ DIGITAL2021/11/15 06:30

© 日刊ゲンダイ DIGITAL 同志社大教授・浜
矩子氏（Ｃ）日刊ゲンダイ
【注目の人 直撃インタビュー】浜矩子（同志社大教授）
「新しい資本主義」とは結局、何なのか--。岸田首相の衆院選で
の訴えを聞いても、政府の会議の提言を見ても、いまひとつよく
分からない。安倍政権と菅政権の経済政策を「アホノミクス」
「ス
カノミクス」と命名して断罪してきた闘うエコノミストは、岸田
政権の経済政策に何を見るのか、何と呼ぶのか。
◇◇◇
――岸田政権については何かネーミングされましたか？
「アホダノミクス」にしました。
「アホノミクス」のパクリであ
るという意味と、
「困ったときのアホ頼み」の 2 つを掛け合わせ
て。
どうしてもアホノミクスの大将が背後霊のように見えてしま
う。所信表明演説のひとつの軸になっていた「成長と分配の好循
環」
は、
2016 年からアホノミクスの大将が使い始めた言葉です。
それ以前は「成長による富の創出」という言い方をして、
「分配
ばかりだった民主党政権の下では、
経済が縮小均衡で全然ダメだ
ったじゃないか」と批判していたのですが、あまりにも分配に冷
たいので評判が悪いと察知したと見えて、選挙向けに「成長と分
配の好循環」という言葉を使い始めたんですね。アホダノミクス
男はそれをそのままパクっているわけで、
新鮮味は全くないです
し、基本的にアホノミクスと同じ路線だということです。
――岸田さんは当初、
「分配」に重きを置いているように見えまし
たが。
「成長なくして分配なし」
「分配なくして成長なし」
。いずれにし
ても、そういう言い方はやはり、成長することが基本的な狙いで
す。一見路線を変えているように見せながら、実は何も変わって
いない。もうひとつ、パクリといえば「分厚い中間層の復活」も
そうです。
あれは民主党政権で野田首相が盛んに使っていた言葉。
本当にパクリ男だなあと思いました。
――独自性も新しさもなく、安倍路線の踏襲に過ぎないと。
アホノミクスの大将のように21 世紀版の大日本帝国を構築する
というような野望はなさそうですが、
憲法改正はやるんだと言っ
ている。ただ、それも引っ込め気味。そういう意味では、構えが
よく分からない面もある。まあ、スカノミクス親父もあまり分か
らなかったけれど、
アホダノミクス男は基本的に弱虫なんですか
ね。
だから決然として自分がやるべきことを貫くという感じがな
い。いろいろ言われると、すぐ既定路線に戻ってしまう。
■「丁寧な説明」を多用するワケ
――覚悟の問題ですか？
「丁寧な説明」
ということを所信表明で繰り返し言っていました。
これもアホノミクス以来使われる言葉ですけれど、
岸田さんは宏
池会ですよね。それで、大平正芳さん（元首相・宏池会第 3 代会
長）の所信表明演説とちょっと読み比べてみたんです。格調も何

もまるで違うのですが、
「ああ、なるほど」と思ったのは、大平
さんは「国民に率直に真実を語って参ります」と言っているんで
すね。一方、岸田演説には「率直」も「真実」も、どこにも出て
こない。あまりにも不都合な真実が多すぎるから、率直には語れ
ないのでしょう。
「丁寧な説明」をあれほど多用するのは、率直
に語れば済むことなのに不都合で語れないから、
ああでもないこ
うでもないと言って、説明でごまかす。大平演説を読んで非常に
よく分かりました。
――大平元首相との比較は興味深いですね。
「ロッキード問題」などがあった時代ですからね。自分がどんな
に泥をかぶっても、やらなきゃいけないことがある。国民の政治
に対する不信感に強い危機意識を持ち、
経済運営のあり方も変え
なくちゃいけない、もはや今まで通りではいかない、と言ってい
ました。
そういう危機意識がアホダノミクス男からは全然伝わっ
てこない。だから、今の日本の資本主義体制の回り方ではダメだ
という強い思いを持って「新しい資本主義」というものを打ち出
しているとは到底思えません。ただ、体裁を整えているだけで、
コミットメントの浅さというか、軽さというか。
「新しい資本主義」は定義矛盾です
――その「新しい資本主義」ですが、いったい何なんでしょう？
資本主義が限界に来ているという議論はありますが。
「新しい資本主義実現会議」というのが発足したけれど、メンバ
ーに新しい人ってあまりいない気がします。
この人たちで新しい
資本主義の形が考えられるとは到底思われないような、
安倍政権
時代の「未来投資会議」とか、今までと同じような方向性を持っ
た人々がそこにいる。
「新しい資本主義」という言い方自体が、
定義矛盾というか、資本主義は資本主義なので、それを新しくす
るって、たぶんできないんだと思うんですね。
――定義矛盾ですか？
そもそも資本主義という言葉で何を言い表そうとしているのか
さえ定かではありません。資本主義的生産体制のことなのか。そ
うであるはずですけれど、
資本主義的生産体制というものを岸田
さんが分かっているのかも非常に疑問です。
「なんとか資本主義」
のような言葉が盛んに使われていますが、
資本主義は資本主義な
ので、そういう尾ひれをくっつければ、また資本主義を生き永ら
えさせることができる、活性化することができる、と考えること
自体、ちょっと的外れかなと思います。資本主義が限界に来てい
るということであれば、
そうでないものを持ってこないといけな
い。資本主義の延命にしがみついていることが、
「新しい資本主
義」という言葉を生み出しているのではないかと思います。
――問題は、資本主義を新しくすることではないと？
資本主義が資本の力を封じ込めることができなくなっていると
ころに、問題があるんじゃないかと思うんですよね。経済がグロ
ーバル化し、金融化し、フィンテック化し、IT 化している中で
は、
資本主義の仕組みに資本を封じ込めることができなくなって
いて、資本が縦横無尽に国境を超えて増殖し、凶暴性を発揮して
いるわけです。この資本の凶暴性をどうコントロールするのか、
というような議論をする場をつくるのであれば意味があります
が、
資本をコントロールできなくなった資本主義の延命のために、
新しい飾りつけをしようと考えているのでは、
非常にまずいと思
います。
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■フワフワした「体裁整え方男」
――「分配」政策として、保育士や介護士などの給料を引き上げ
るとか、賃上げした企業には税制優遇するなどについては、どう
お考えですか？
エッセンシャルワーカーの待遇改善も、
非正規雇用者やフリーラ
ンスに対する保護を手厚くするのも、
当然ながらやらなくてはい
けない。問題は、どう政策が関わっていくのかです。まず、賃上
げした企業に減税するのはおかしい。内部留保のある企業に、さ
らに減税という形で余り金を与えるのは、
いかにも安直な人気取
りで筋が通りません。こういう場面でこそ必要なのが、アホダノ
ミクス男が得意だという「聞く力」ですよ。どのような政策対応
や環境整備を政策にすれば賃金を上げられるのか、
待遇を改善で
きるのか。
「やりたいけれどできないんです。この障害を取り除
いていただければできます」
というのをきちんと聞き取って、
「さ
あ、おっしゃる通りにしましたから、もう賃上げできないとは言
わせませんよ」というところまで詰めていく。こうした姿勢や構
えこそが、本当に「聞く」
「耳を傾ける」ことだと思うんです。
ご用聞きを全国一斉に派遣するようなことを言ってもらえば、
少
しは成果に期待する感じになりますよね。
――最後に、岸田首相の一番の懸念材料は？
「体裁整え方男」だという感じがするのが非常に心配です。アホ
ノミクスもスカノミクスもおぞましかったけれど、
アホダノミク
スは、腰がなく、押されたら押された方向に流れて行ってしまう
フワフワ感がある。
吹けば飛ぶような存在の軽さ、
中身のなさが、
わずか 1 カ月で露呈してしまったことが懸念材料ですね。
（聞き手=小塚かおる／日刊ゲンダイ）
▽浜矩子（はま・のりこ） 1952 年、東京生まれ。一橋大経済学
部卒業後、三菱総合研究所に入社し英国駐在員事務所長、主席研
究員を経て、2002 年から現職。
「EU メルトダウン」
「さらばア
ホノミクス 危機の真相」など著書多数。
衆院選 比例代表 立民と国民の略称「民主党」に約 200 万票
NHK2021 年 11 月 14 日 14 時 14 分
先の衆議院選挙の比例代表で、
立憲民主党と国民民主党がともに
略称として使用した「民主党」と書かれた票が、少なくとも 34
の都道府県で約 200 万票にのぼることがわかりました。
これらの都道府県に限ると、全国の比例代表で 3 議席を獲得し
たれいわ新選組の得票を大きく上回りました。
先の衆議院選挙の比例代表では、
立憲民主党と国民民主党が略称
をいずれも「民主党」として届け出ました。
公職選挙法は、複数の政党が同じ略称を使うことを認めていて、
総務省は公示後の先月 22 日、都道府県の選挙管理委員会に「民
主党」と書かれた票は規定に基づいて有効票として扱い、得票数
に応じて両党に比例配分するよう注意を求める趣旨の連絡を出
していました。
NHK が各地の選挙管理委員会に取材したところ、両党に比例配
分された「民主党」と書かれた票は、少なくとも 34 の都道府県
で合わせて 197 万 3362 票にのぼることがわかりました。
これは、これらの都道府県で両党が獲得した票の合計のおよそ
24％を占めました。
さらに、これらの都道府県に限って、ほかの党が獲得した票と比

較すると、全国の比例代表で 9 議席を得た、共産党のおよそ 236
万票には及ばないものの、3 議席を得た、れいわ新選組のおよそ
127 万票を大きく上回りました。
都道府県別では、東京都で 28 万 3783 票、北海道で 17 万 9084
票、静岡県で 14 万 2788 票、などとなっています。
九州地方の自治体の担当者は「有権者から『略称が同じで紛らわ
しい』
という意見や問い合わせが連日寄せられた」
と話したほか、
東北地方の自治体の担当者は「
『投票所の略称の表示が間違って
いるのではないか』という問い合わせを何度も受けた」と話しま
した。
立民 福山幹事長「来年の参院選は『りっけん』で」

立憲民主党の福山幹事長は NHK の取材に対し「1 年前に新しい
立憲民主党を結党した時『略称を民主党にしてほしい』という声
が非常に大きかったため、略称を民主党で届け出た。衆議院選挙
の前に略称をひらがなの『りっけん』にしようという議論はあっ
たが、時間の壁もあり、間に合わなかった。混乱させたことは申
し訳なく思う。来年の参議院選挙にはひらがなの『りっけん』で
戦えるよう略称を変えていく予定だ」と述べました。
国民 玉木代表「有権者から見て判別がつきやすいものに」

国民民主党の玉木代表は記者会見で「われわれは結党以来、略称
はずっと民主党だ。ただ、両党で話し合って、有権者から見て判
別がつきやすいものに変えていく必要がある」と述べました。
総務省「法律の規定に則り処理」
総務省は「公職選挙法で、同一の略称は案分すると定められてお
り『民主党』の略称が 2 つある以上、法律の規定に則って処理す
るしかない」としています。

っていない。
サンクチュアリは１２日、国会内で会合を開き、代表選の対応
を協議した。会長の近藤昭一衆院議員は終了後、記者団に「枝野
氏が進めたリベラルな政治をより具現化する候補を応援する」
と
述べた。
旧立民系の同グループは、
引退した赤松広隆前副議長が率いて
きた。旧社会党系や労働組合出身の議員らが多く、枝野氏を支え
てきた。
所属議員は２７人。
出馬に必要な推薦人２０人を上回る。
グループ内で出馬に意欲を示す小川淳也・元総務政務官
（５０）
は今月上旬に前会長の赤松氏と会談。
支持取り付けを図ったとみ
られるが、グループ内には女性候補の擁立を求める声が多い。１
２日に開いた会合でも、結論は出なかった。
同じ旧立民系で菅直人元首相が率いる「国のかたち研究会」も
１２日、国会内で、同会所属の西村智奈美・元厚生労働副大臣（５
４）の擁立を念頭に対応を協議した。同会事務局長でサンクチュ
アリにも参加する石橋通宏参院議員は記者団に
「女性代表に賛同
する議員に幅広く声をかけたい」と語った。
党内には旧立民系グループが連携し、
西村氏擁立の可能性を指
摘する声がある。一方で「サンクチュアリが影響力を持ち続けれ
ば、衆院選で失った中道票を取り戻すのが難しくなる」
（中堅）
との懸念もくすぶる。
旧国民民主党出身の泉健太政調会長（４７）は自ら設立したグ
ループ「新政権研究会」を足場に立候補を模索する。今月中旬に
はサンクチュアリ会長代行の水岡俊一・党参院議員会長と会談し
た。サンクチュアリのベテラン議員は「代表選対応は何も決めて
いない。状況を見定める」と語る。
枝野氏が立憲代表辞任 「選挙戦術や党運営の力不足」陳謝
毎日新聞 2021/11/12 20:44（最終更新 11/12 20:44）

立憲民主党の代表を辞任し、記者会見する枝野
立民代表選、党内グループ「サンクチュアリ」の動向が焦点…所
属議員は２７人
読売新聞 2021/11/14 22:28

枝野幸男代表の辞任に伴う立憲民主党の代表選（１９日告示、
３０日投開票）を巡り、リベラル系で党内最大のグループ「サン
クチュアリ」の動向が焦点となっている。グループ内に出馬を模
索する動きがあるが、女性候補擁立を推す声も多く、対応は定ま

17

幸男氏＝衆院第2 議員会館で2021 年11 月12 日午後5 時5 分、
竹内幹撮影
立憲民主党は 12 日の常任幹事会で、枝野幸男代表の辞任を了
承し、後任を決める代表選を「19 日告示、30 日投開票」の日程
で実施すると決定した。新代表は 30 日の臨時党大会で選出され
る。来夏の参院選に向け、共産党との連携のあり方や党の世代交
代、党勢の立て直しなどが争点となる。
枝野氏は両院議員総会で、衆院選で議席を公示前の 110 から
96 に減らしたことについて、
「私の選挙戦術や党運営の力不足だ」
と陳謝。
「新代表の下、政権獲得に向け一致結束してほしい」と
呼びかけた。その後の記者会見では、共産との連携を「正確に伝
わりにくかった」と反省の弁を述べつつ、野党の候補者一本化の
方針自体には「後悔はない」とも語った。
代表選は党所属国会議員に加え、地方議員、党員・サポーター
らも投票する方式。党員らの投票は郵送に加え、インターネット
投票も初めて導入し、地方での候補者討論会も計画する。
立候補には党所属国会議員 20 人の推薦が必要だが、現時点で
正式な表明者はいない。
出馬が取りざたされる泉健太政調会長は

12 日、
「党の最適な姿を作るため貢献したい」
、小川淳也元総務
政務官は「次世代として新たな可能性を開きたい」と記者団に述
べた。大串博志役員室長は検討中とし、西村智奈美元副厚生労働
相は「週明けに判断しなければならない」と語った。
【宮原健太】
辞任の立憲・枝野氏「地元の活動も取り返したい」 会見要旨
毎日新聞 2021/11/12 22:49（最終更新 11/12 22:49）

立憲民主党の代表を辞任し、記者会見する枝野幸男
氏＝衆院第 2 議員会館で 2021 年 11 月 12 日午後 4 時 49 分、竹
内幹撮影
立憲民主党は 12 日の常任幹事会で、枝野幸男代表の辞任を了
承し、後任を決める代表選を「19 日告示、30 日投開票」の日程
で実施すると決定した。
立憲民主党の代表を辞任した枝野幸男氏の12 日の記者会見の
要旨は次の通り。
この 4 年間、立憲に集った皆さんがさまざまな困難を乗り越
え、
（衆院選で）政権選択選挙という言葉を使われるような構え
まで作ることができた。自分なりに一定の充実感がある。
ただ、
議席という結果につなげられなかったことは大変残念で、
力不足を申し訳なく思う。
綱領や基本政策で掲げた旗は決して間
違っていなかったし、
今回の選挙でそのことを否定されたとは思
っていない。
＜共産党などとの野党共闘＞
私は一貫して野党連携という言葉を使ってきた。
（自身が主張
した）共産党との「限定的な閣外からの協力」と「閣外協力」は
全く違う。残念ながら十分伝えきれず、実態以上に近い関係と受
け止められてしまった。
小選挙区での戦いには大きな意義があっ
たし、今回の選挙で違う選択肢はなかった。後悔はない。小選挙
区が衆院の選挙制度の軸である以上、
政権を取ろうとする勢力同
士の連携が必然的に求められている。
＜連合との関係＞
（共産との連携など）我が党の行動について理解をいただき、
選挙戦を戦うことができた。各地で連合の応援をいただき、当選
した仲間がたくさんいる。
＜代表としての 4 年間と今後＞
早い段階で野党第 1 党になったのは正直、想定外だった。結党
の時の約束と初心と、
最大野党としての責任を両立させるため努
力してきた。最大限やってきたという思いだ。政治に声が届けに
くい、届けられない、あるいは政治に意識すら持っていない人た
ちの声に寄り添うのが我々の立場。
我々が聞かなければならない
声を受け止めにくい、
新型コロナウイルスの状況があったことは
残念に思う。自民党総裁選の候補の誰よりも私は若い。役に立つ
ことがあれば全国各地で仲間を応援し、4 年間帰れなかった地元
での活動も取り返したい。
「首相の器では…」立民・枝野代表辞任に地元有権者
産経新聞 2021/11/12 22:00 深津 響中村 智隆
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「無責任」
「当然だ」―。立憲民主党の枝野幸男代表の辞任が党
の両院議員総会で了承された１２日、
枝野氏が地盤とする衆院埼
玉５区（さいたま市大宮区、同市北区など）の有権者はさまざま
な思いを口にし、新体制に移行する党に望むことなどを語った。
（深津響、中村智隆）
「無責任だと思った。あの人が作った政党でしょ」
先の衆院選で枝野氏に投票したという北区の男性（６５）は、枝
野氏が旧立憲民主党を結党した経緯を踏まえこう不満を漏らし
た。
「枝野さんは首相の器ではなかった」
と口惜しさもにじませ、
次の代表にふさわしい人物として馬淵澄夫元国土交通相を挙げ
た。
北区の女性会社員（２３）は衆院選で、枝野氏に５区で敗れて比
例復活当選した自民党の牧原秀樹元経済産業副大臣に投票した。
「枝野さんが悪いとは思わないけど、いいイメージはなかった。
批判ばかりだな、という印象だった」
衆院選で立憲民主党が共産党と共闘したことにも疑問を感じた
といい、
「批判だけではない政党と手を組むなら前向きに考える
ことができた」と訴えた。
大宮区の税理士の男性（６４）は、枝野氏の代表辞任は「当然だ」
と断じ、
「二大政党制を目指そうというのに、なぜ共産党と組む
のか」
。その上で、新体制の立憲民主党に対し「国民のためなら
自民党にも『悪くない』と言える、是々非々の政党でなければな
らない」と注文をつけた。
◇
参院選へ正念場
枝野幸男氏の後任を選ぶ立憲民主党代表選の日程が決まったこ
とで、
党埼玉県連関係者の関心は、
来年夏の参院選埼玉選挙区
（改
選数４）での戦いを見据えた党の再建へと移った。同選挙区で改
選を迎える立憲民主党の現職はおらず、今後、候補の選定作業が
本格化する。党首の交代によって党勢が上向かなければ、参院選
での巻き返しには黄信号がともる。
「自公の枠組みに対抗し得る組織を作れていなかった。
政権交代
には程遠い結果だった」
先月の衆院選の結果について、
党県連代表代行を務める熊谷裕人
参院議員（埼玉選挙区）はこう語る。
衆院選の県内１５選挙区では自民党が１２選挙区を制し、
立憲民
主党は３選挙区にとどまった。
平成２９年の衆院選で自民党が勝
利したのが１３選挙区
（追加公認含む）
だったことを考慮すると、
野党がわずかに押し返したともいえるが、
複数の選挙区で野党共
闘勢力が候補者を一本化した割には戦果は乏しかった。
熊谷氏は「枝野氏が強烈なリーダーシップを持っていながら、こ
うした結果になった」と指摘し、今後は「党所属議員の一人一人
が力を持ち、国民に政権交代を本気で考えてもらえるよう、党の
地力を高めなければならない」と強調する。
衆院埼玉１２区で自民党候補に競り勝った森田俊和衆院議員は
「支援者の一部には、共産党との共闘に拒否感があった」と明か
す。ただし、今後の国政選挙でも場合によっては共闘の余地を否
定すべきではないとの認識を示し
「選挙区の事情や候補者の考え
を勘案すべきだ」と述べた。
一方、党県連幹事長の田並尚明県議は、参院選では「社会保障や
エネルギー、安全保障について党の政策をアピールして戦い、勝

ち残れる組織にしないといけない」
と語る。
参院選での
「党の顔」
となる可能性が高い次期代表について、田並氏は「党は変わらな
ければならない。
旧民主党政権で失敗した顔ぶれがトップに就く
のはやめてほしい」と持論を述べた。

氏=2021 年 11 月 12 日午後 4 時 44 分、国会内、上田幸一撮影

立憲民主党、枝野幸男代表の辞任を承認 11 月 30 日に代表選
毎日新聞 2021/11/12 15:29（最終更新 11/12 16:27）

立憲民主党の枝野幸男代表が12 日に開いた記者会見の主なや
りとりは次の通り。
――衆院選で共産党と「限定的な閣外からの協力」を打ち出し
たことや、候補者を一本化して戦った戦略への評価は。
最終的には、
科学的な分析を基にして新執行部でしていただき
たいが、実際に小選挙区の当選者の数は増えていて、少なくとも
今回の選挙での小選挙区での戦いには、
かなり大きな意義があっ
た。大きな方向性について、今回の選挙で違う選択肢をとりよう
がなかったと思う。選択に後悔はない。
――新代表にも同じ方向性を…
残り 673 文字

立憲民主党の枝野幸男代表
立憲民主党は 12 日の常任幹事会で、枝野幸男代表の辞任を承
認した。枝野氏の後任を選出する代表選を「19 日告示、30 日投
開票」とする日程も決定した。2020 年 9 月の初の代表選は党所
属国会議員のみによる投票で実施したが、今回は地方議員や党
員・サポーターの投票も含めて実施する。
【宮原健太、古川宗】

“一強”を続けてきた枝野氏の功罪、一新は期待薄？ 立憲民主党
が 30 日に新代表選出へ
ABEMATIMES11/13(土) 11:51 配信

立民代表辞任の枝野氏、共産党と共闘「後悔ない」
産経新聞 2021/11/12 21:42
衆院選敗北で代表を引責辞任した立憲民主党の枝野幸男氏は１
２日、記者会見し、自身が衆院選で推進した共産党などとの連携
強化路線は間違っていなかったと強調した。
「結果につなげられ
なかったのは大変残念だが、
今回の選挙で違う選択肢を選びよう
がなかった。この戦略、方向性を選択したことに後悔はない」と
述べた。
立民は衆院選で９６議席と公示前の１１０議席から減らした。
２
８９ある選挙区のうち２１３選挙区で、
共産や国民民主党などの
４野党と候補者を一本化し、与党系の候補と対決した。枝野氏は
「選挙区で接戦に持ち込み、当選者は増えている。かなり大きな
意義があった」と説明した。
立民が政権交代を実現した場合に共産が
「限定的な閣外からの協
力」をするとの両党の合意については「閣外協力とは全く違うと
いうことを言葉の上で明確にしたが、
有権者に十分伝えきれなか
った。私の力不足だ」と振り返った。

枝野氏が立憲民主党の代表を辞任
枝野氏の辞任を受け、
立憲民主党の代表選挙に向けた動きが本
格化する。 小川衆院議員は、立候補に必要な 20 人の推薦人
確保に向けた活動を本格化させる考えだ。一方、出馬を模索して
いる泉政調会長や大串役員室長、西村議員はそれぞれ「仲間と相
談する」と述べるに留め、構図が固まるのは来週以降となる。
代表選挙は 30 日に投開票が行われるが、立憲民主党はこの先
どうなっていくのか。テレビ朝日政治部の今野忍記者が伝える。
Q.立憲民主党にとって枝野氏はどういう存在だった？ 枝野
さん一強と言われていたが、功罪あると思う。
「功」の部分とい
うのは、4 年前に民進党（旧民主党）がばらばらになって、希望
の党に合流するという騒動があった。
そこで希望の党にいく人た
ちと、小池（百合子）さんがリベラル派を“排除”するというこ
とで、
その排除された彼らを集めるかたちで枝野さんがある意味
1 人で立ち上げたのが立憲民主党。

「立民、共産と共闘」連合の苦言 譲れない労組闘争の歴史
産経新聞 2021/11/12 09:30 田中 一世
労働組合の中央組織「連合」
（総組合員数約７００万人）は旧民
主党の結成に深く関わり、その後、民主党―民進党―立憲民主党
と党名が変わっても選挙で応援してきた。ところが最近、その関
係に異変が生じている。立憲民主党が先の衆院選で、連合が対立
する共産党と手を組んだことが一因だ。
連合傘下の有力労組の立
憲民主党離れの動きも表面化した。
行き場失う組合票

旧民主党以来の代表
立憲・枝野氏「実態以上に共産と近い関係と受け止められた」
朝日新聞デジタル 2021 年 11 月 13 日 8 時 00 分

ただ、選挙をしてみると、希望の党が失速して、立憲民主党が
戦後最小の野党第 1 党になった。その後、希望の党は国民民主党
になるなど野党が乱立して、
安倍一強政治を許すかたちが長く続
いた。その中で、枝野さんが一生懸命、玉木（雄一郎）さんに働
きかけたり、社民党に働きかけたりして、バラバラになった野党
を 4 年かけて、特にここ 2 年で政権交代する前の民主党の規模

代表を辞任し、会見する立憲民主党の枝野幸男
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まで戻した。これは枝野さん最大の功績だ。 一方で「罪」と
いうのは、立憲民主党は枝野さんが 1 人で立ち上げたベンチャ
ー企業のようなかたちで、
みんなが入って大きくなっていく過程
で、枝野さんに文句を言いづらい環境があった。ベテラン議員の
岡田（克也）さんとか、総理経験者の菅（直人）さんや野田（佳
彦）さんが戻ったりしたが、
“枝野さんあっての立憲民主党”と
いうことで、オーナー社長に逆らえない企業のようになった。去
年 9 月、立憲民主党に国民民主党が合流した時に、1 つの大きな
政党の制度になればよかったが、
個人商店を引きずったまま選挙
戦に突入してしまった。 選挙が終わった後、東大などの政治
を研究する先生方とシンポジウムで話す機会があった。
今回、
「共
産党と組んだことで負けた」とよく言われているが、世論調査を
研究しているある先生は
「それは違う」
と。
立憲民主党は去年 110
議席に戻ったが、政党支持率はほとんど戻らなかった。100 議席
を超えているのにずっと一桁台で、
「そのまま選挙に突っ込めば
100 議席を割るのは、統計学的には当然だ」と説明されて、その
とおりだと思った。
枝野さんは会見で政党支持率の低さについて
聞かれた時、
「選挙結果を見てほしい」とドヤ顔で言い返してい
たが、
自民党は支持率が下がるや否や総理を変えて選挙に臨んだ。
小選挙区で 1 万票差以内が 31 あったという意味では、自民党の
方が上手だった。
Q.代表選の争点は？ 2 つしかなく、世代交代と共産党との野
党共闘だ。実際に選挙を戦った人の話を聞くと、みんなの党から
維新の党、
今は立憲民主党で代表代行をやっている江田憲司さん。
横浜の青葉区が選挙区で、
自民党の支持層からけっこう票をとっ
ている。立憲民主党と共産党が共闘することについて、
「立憲共
産党」
と自民党や日本維新の会から散々言われて、
枝野さんは
「閣
外から強力するだけで、連立ではない」と言うが、説明するより
も「立憲共産党」というフレーズが強かった。江田さんは「自分
にこれまで入れてくれた方に電話をすると、
『共産党と組む立憲
民主党だから、江田さんに入れたいけど入れられない』という人
がかなりいた」と言っていた。一本化したことで共産党の票が入
る分、逃げていく票もあった。

小川さんは、元総務官僚で 50 歳。この方も当選 6 回で、旧希
望の党から一度無所属になって、立憲民主党に入った。この方は
映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』が話題になった人。
西村さんは新潟出身の女性で、当選 6 回、旧立憲民主党からの流
れになる。これはどうかと思うが、立憲民主党はジェンダーや多
様性を推しているので、
「女性候補が出ないのはまずい」という
かたちになっている。立憲民主党の中では、
「そう言わなくても
済むようになりたいよね」と言っている女性議員もいた。それで
白羽の矢が立っているのが西村さんで、
性交同意をめぐる失言で
議員辞職した本多平直さんの妻。 大串さんは、枝野さんの最
側近の 1 人と言われている。今も役員室長といって、秘書室長の
ような、枝野執行部を支えていた 1 人だ。佐賀県出身の元財務官
僚で、当選 6 回、非常に政策に通じている。 一新への期待に
対して、
「若手や女性であれば誰でもいいというのはおかしい」
「そんなことをやったらまた党が分裂する。枝野さんが 100 人
超の党にしたのがまた元に戻ってしまう」と懸念する声がある。
一方で、
枝野さんや旧民主党政権で大臣や党幹部を経験した人た
ちで 4 年間やってきて、古い顔に戻せばいいのかというと「思い
切って世代交代すべきだ」という声もある。当選回数で言えば、
自民党なら大臣経験者にあたるような泉さんがいるわけで、
これ
は結局は鶏と卵。
下が育たないからずっと同じ人がやっているの
か、同じ人がやっているから下が育たないのか。自民党でも岸田
さんに総理が務まるのかと言われていた時代もあったが、
今はそ
れなりに総理らしくなっている。
若手に任せるのはリスクもある
が、それは企業なども同じ話で、議論が分かれるところだ。
（ABEMA／『アベマ倍速ニュース』より）
『なぜ君』監督に聞く「小川議員は、立憲の代表になれるのか？」
FRIDAYDIGITAL11/12(金) 13:02 配信
映画を巡って起こった大激論…！

（写真：アフロ）
2021 年衆議院選挙で最注目区の一つと言われてきた
「香川 1 区」
。
その選挙戦を盛り上げた要素の一つに、
小川淳也氏が被写体かつ
主人公となった大島新監督のドキュメンタリー映画
『なぜ君は総
理大臣になれないのか』
（通称 なぜ君）があった。
なぜなら、同選挙区のライバルであり、前デジタル担当相の平井
卓也氏が選挙活動中に『なぜ君』について「PR 映画」
「あれが選
挙活動だとしたら、日本中の国会議員が映画を作るようになる」
などと批判し、小川氏へのネガティブキャンペーンを展開。大島
監督がTwitter で反論するという“場外乱闘”が起こっていたから
だ。 ちなみに、四国新聞 10 月 6 日の「
『小川氏主役』の映画を
上映 県教委、
『不適切』と謝罪 高 3 生の世界史授業で」と題
した記事では、大島監督のコメントとして「映画については、
『結
果的に映画によって小川さんの知名度が上がった』
（同監督）
」と
書いてある。 これはフライデーデジタル（9 月 2 日公開）で、
『なぜ君』続編の『香川 1 区』について大島監督にインタビュー
した記事「
『なぜ君』大島新監督はなぜいま『続編』を撮り始め

左から、泉健太議員、大串博志議員、西村ち
なみ議員
Q.代表選に出馬する顔ぶれはどうなっている？ 一新は期待で
きる？ 立憲民主党の両院議員総会後、ぶら下がり取材をした
のが 4 人で、泉健太さん、小川淳也さん、西村ちなみさん、大串
博志さん。ただ、この 4 人の名前を聞いて、
「あの 4 人ね」とい
う方はほとんどいないだろう。 泉さんは、旧国民民主党から
立憲民主党に移ってきて、今は政調会長をやっている。立憲民主
党も去年に代表選をやっているが、
その時に枝野さんの対抗馬で
出たのが泉さんだ。今回も、正式には表明していないが出ると言
われている。47 歳だが当選は 8 回で、自民党なら大臣経験者と
いうけっこうなベテランになる。

小川淳也議員
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たのか」の一文にそっくりだ。四国新聞は、大島監督本人に取材
もしていなければ、弊サイトについての言及もない。 しかも、
平井氏は大島監督の取材に対し、
「映画は観ていません。ただ、
とてもキャッチーなタイトルで良いですよね」
と語っていたとい
うが……。 知らず知らずのうちに弊媒体も巻き込まれた気分だ
が、香川 1 区ではどんなことが起こっていたのか。現地で選挙戦
の模様を取材し続けた大島監督は、この結果をどう見たか。改め
てお話を伺った。
「小川さんが勝つだろうとは思っていました。
ただ、日本維新の会の候補者（町川順子氏）が出たことにより、
小川陣営は少しナーバスになっていて、
維新の候補者に出馬を取
りやめてほしいと小川さんが交渉したといった報道がされたこ
とにより、
風向きが少し厳しくなるかなとは思ったんですね。そ
の一方、平井陣営への取材は途中から塩対応になり、個別取材が
できなくなりました。それでも、公示日などオープンな場所で行
われた演説は撮影しました。
岸田総理が駆けつけた応援演説には、
ホールに 2500 人もの人、それも小川陣営に来る人とは明らかに
違うタイプの黒いスーツの人などが大勢集まる様子を見ると、
こ
れはこれですごいな、と。 ただし、小川陣営の熱は特に終盤に
は非常に高まっている感がありました。
選挙戦最終日などは 4 年
前とは比べられないくらいの人数が集まり、20 時のマイクおさ
めの時などは、ちょっとした祭りみたいな熱気があったんです。
ここまで盛り上がっているのだから、
小川さんが勝つだろうと思
っていました。とはいえ、20 時当確、いわゆる『ゼロ打ち』と
は驚きましたね」 当日夕方には、地元メディアの知り合いなど
から「意外と（当確が出るのは）早いかも」と耳打ちされたり、
NHK のアナウンサーがインタビューの段取りをしていたりと、
4 年前には見られなかった光景もあったという。とはいえ、4 年
前は午前 1 時過ぎまでかかり、大島組のカメラマンは決定の瞬
間をおさえるため、トイレに行かずに済むよう、昼間から水分を
控えておくなどの準備もしていたほどだった。 「それで、今回
もてっぺん（深夜 0 時）くらい覚悟した方がいいですかねと言っ
ていたら、
『もしかしたら 21 時とか 22 時に出るかもよ』という
話がまわってきて、ほんまかいなみたいな感じで。 そしたら、
まさかの 20 時当確で、最終的に 2 万票近い差が出たんです。前
回は 2183 票差の負けで、今回は勝つだろうとは思っていました
が、ここまで差がつくとは。しかも、野党がもともと弱い島しょ
部でも完勝したという結果には、驚きました」
◆平井氏が負けたのは映画のせいなのだろうか… ところで、大
島監督が『香川 1 区』で取材した際には、正面から応じ、余裕す
ら見せていた平井氏本人とその陣営が、
いったいどのあたりから
「塩対応」に変わっていったのだろうか。 「私が平井氏を取材
したのは 8 月 24 日でした。つまり、デジタル庁発足の 1 週間前
で、菅前首相もまだ辞めるタイミングではなく、ある種平井さん
の絶頂期のタイミングだったんですよね。それで、取材の帰り際
には秘書の方にデジタル庁の会見に入れてもらえないかとお願
いし、便宜を図ってもらって、9 月 1 日のデジタル庁発足時の取
材もできているんです。それはある種余裕というか、大人の構え
だと感じました。 ところが、10 月 4 日に岸田総理が誕生し、平
井氏はデジタル大臣を外れ、わずか 1 ヵ月程度の大臣となった
わけですよね。しかも、平井氏は岸田派で、総裁選のときも真っ
先に岸田さんの支持を打ち出した方なのに、
大臣を外されたのは、
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朝日新聞や週刊文春による『脅し発言報道』や、その後の『NTT
接待疑惑報道』
などで叩かれまくった影響があったのではないか
と思います。 実際、朝日新聞の香川県内版に出ていた出口調査
では、自民党支持層の約 26％、公明党支持層の約 37％を小川さ
んが食っているんですよね。自民公明の支持層の 2 割強から 3
割強食われているということは、平井氏の一連の報道が、特に女
性層から嫌われたんじゃないかなと。 平井氏が負けたのは映画
のせいではなく、
ご自分のスキャンダルの影響も大きかったと私
は思います。いや、映画かスキャンダルか、ということ以上に、
小川さんが有権者との間で積み重ねてきた信頼関係が一番大き
かったのではないかと」 大臣を外れたあたりから、平井陣営は
取材に対して「個別対応はしかねる」などとピリピリした様子を
見せ始め、次第に「なんで撮っているんだ？」などという対応に
変わっていったという。
さらに、
戦略にも変化が現れ始める。
「平
井さんの演説を聞いていると、選挙戦前半は、一つはデジタルを
自分がしっかりやったということと、もう一つは“立憲共産党”で
良いのかという 2 本柱でした。 しかし、四国新聞（10 月 21 日）
に『小川先行』と出たり、他の新聞でも『小川やや優勢』みたい
な論調が出たりしてから、24 日に瓦町という繁華街の駅前で演
説をするとき、突然映画に絡めて『PR 映画』だなどと、小川さ
んの批判を始めたんですね。 私もびっくりしまして、たまたま
撮影もしていたので、演説が終わった後、距離はあったのですが
『平井さん！ ＰＲ映画っていう言い方はないんじゃないです
か』と声をかけました。もちろん平井さんは無言で去っていかれ
ましたが、その後も閉ざされた会場で映画の批判をし、Twitter
にあげていたんですね。 それで岸田総理が香川に応援に来たと
きが 28 日で、そのときはホールだったので、報道受付で取材依
頼をしたところ、担当の方から帰ってくださいと言われました。
理由を聞くと『映画は報道じゃない』の一点張りで、それが平井
さんサイドの取材の最後になりました」 小川氏サイドは、映画
きっかけで関連本が多数生まれ、SNS チームが作られ、芸能人
をはじめとした著名人が次々に応援の声をあげ、
県外からもボラ
ンティアの人が大勢集まっていった。
利害関係にない支持者たち
が集う場はまさしく「祭り」のようだったのだろう。 一方、強
大な地盤・看板・カバンを持つ平井氏は、映画は観ていないと言
い、タイトルを褒める余裕を見せていたにもかかわらず、途中か
ら明らかな矛盾をさらけ出し、露骨に批判した挙句、敗北する。
その対比には、つい寓話的な哀愁すら感じてしまうほどである。
◆代表選の行く末はわかりませんね… ところで、衆院選が終わ
るや、
公示前勢力に届かなかった責任をとって枝野幸男氏が立憲
民主党の代表辞任を表明。そこで、小川氏はいち早く代表選に意
欲を示している。衆院選での圧勝を考えると、その可能性はやは
り……？ 「いや、どうでしょうね。小川さんが当初『代表選に』
と言っていたのは、規定の任期を終えた後のことでしたが、枝野
さんが辞任を表明されたのは選挙の 2 日後ですから、この展開
はまたすごいなと。 それに、党内の力学などいろいろあると思
うので、代表選の行く末はわかりませんね。また、知名度が上が
ったり、階段を上がったりすればするほど、批判の数が増えるの
は間違いがないので、自分の信念・政策をきっちり話していくし
かないと思います」 『香川 1 区』は 12 月 24 日公開が決定して
おり、立憲民主党代表選の結果が、映画のエピローグになるだろ

う。今後も大島監督は小川氏を撮り続けるのだろうか。 「そこ
はまだなんとも言えないですね。
『なぜ君』はこんな風に注目さ
れるとも思っていませんでしたし、
被写体が小川さんとその周辺
だったこともあり、
そこまで悩まなかったのですが、
『香川1 区』
は平井さん側も取材しようということになり、
そこに難しさを感
じたことはありました。 18 年に及ぶ付き合いの中で、私は小川
さんに対して深い友情を感じています。しかし、
『何事も 51 対
49』という小川さんの言い方を借りると、たぶん映画を撮ってい
る間は私にとって小川さんは被写体としての存在が 51 で、友人
の部分は 49 なんです。そこに難しさ、しんどさはやっぱりあり
ました。まず今は『香川 1 区』をどう編集するか。その先を考え
るのは、その後です」 大島 新（おおしま・あらた） ドキュメ
ンタリー監督。1969 年神奈川県藤沢市生まれ。1995 年早稲田大
学卒業後、フジテレビ入社。
『NONFIX』
『ザ・ノンフィクショ
ン』などのディレクターを務める。1999 年フジテレビを退社、
以後フリーに。
2007 年
『シアトリカル 唐十郎と劇団唐組の記録』
（第17 回日本映画批評家大賞ドキュメンタリー作品賞）
を監督。
2009 年、映像製作会社ネツゲンを設立。2016 年『園子温という
生きもの』を監督。プロデュース作品に『ぼけますから、よろし
くお願いします。
』
（2018/文化庁映画賞 文化・記録映画大賞）な
ど。 取材・文：田幸和歌子 1973 年生まれ。出版社、広告制作
会社勤務を経てフリーランスのライターに。週刊誌・月刊誌等で
俳優などのインタビューを手掛けるほか、
ドラマコラムを様々な
媒体で執筆中。主な著書に、
『大切なことはみんな朝ドラが教え
てくれた』（太田出版）、『KinKiKids おわりなき道』
『Hey!Say!JUMP 9 つのトビラが開くとき』
（ともにアールズ
出版）など。
FRIDAY デジタル
落選の辻元清美氏「維新の突風吹いた。立憲の主張、明確でなか
った」
朝日新聞デジタル浅沼愛 2021 年 11 月 13 日 15 時 40 分

記者団の取材に応じる辻元清美氏=2021 年
11 月 13 日、大阪市中央区、浅沼愛撮影

立憲民主党大阪府連の常任幹事会が13 日に大阪市内で開かれ、
10 月の衆院選で落選した辻元清美氏が府連代表の辞任を表明し
た。20 日の府連の臨時大会で、代表ら新役員を決める。
立憲は、衆院選で府内 13 選挙区に公認候補を擁立したが、選
挙区では全員が落選し、
森山浩行氏だけが比例近畿ブロックで復
活当選した。
辻元氏や平野博文氏は選挙区で日本維新の会の候補
に敗れ、比例復活もできずに、議席を失った。
辻元氏は幹事会後、
記者団に
「維新の突風のような風が吹いた。
立憲民主党の立ち位置、
主張が明確ではなかった」
と敗因を分析。
「野党第 1 党なので、政権交代を目指して自公政権と対峙（たい
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じ）しなければならないが、大阪では第 1 党の維新と対峙する非
常に難しい選挙だった」とも語った。
今後については「一党員として府連を支えていく。
（府連は）
地方議員を増やさなければいけない。
地域でがんばる人たちを増
やし、日ごろの活動を強化することが大事だ」と語った。
（浅沼
愛）
公明議員秘書、国税に再三要望 知人会社の税務調査巡り「顔立
てて」
朝日新聞デジタル 11/13(土) 5:00 配信
公明党選対委員長の高木陽介衆院議員（61）=比例東京=の公
設秘書が昨年 12 月から今年 2 月にかけて、知人が顧問を務める
会社の税務調査をめぐり、会社側の要望を電話で 10 回以上、国
税庁に伝えていたことが関係者への取材でわかった。秘書は、国
税側と会社側との面会の場を設けたほか、
同庁職員を議員会館に
呼んで会社側の不満を伝えていた。
秘書は朝日新聞の取材に、
会社側の要望を繰り返し国税庁に伝
えた事実を認めたうえで、
「納税者の意見を伝えただけで、圧力
をかけたわけではない」と説明。一方、個別の税務調査への介入
ではないかとの指摘については
「真摯
（しんし）
に受け止めたい」
と答えた。
東京国税局の税務調査を受けたのは、
「若返りサプリメント」
を販売する会社「健康医学研究所」
（東京都新宿区）
。 関係者
によると、同社は、仕入れ時に支払った消費税が売上時に受け取
った消費税を上回った場合に差額が還付される制度を使い、
還付
を申請していた。だが昨年 8 月に税務調査が始まり、申し立てて
いた消費税約 1 億円の還付手続きがストップ。同社の顧問は還
付されないことなどへの不満を知人の秘書に相談した。
秘書は昨年 12 月下旬以降、調査中を理由に止まっていた消費
税の還付を求める同社の要望を、国税庁に電話で繰り返し伝え、
社長らと面会するよう求めた。国税側は同月 24 日に東京上野税
務署（台東区）で社長らと面会。だが社長らが対応に不満を持っ
たため、秘書は同庁に「うちの顔を立てて下さい」と伝えた。そ
の後、同 28 日には東京国税局（中央区）で再度の面会が行われ
た。
その後も続いた税務調査の中で、国税側は今年 1 月 27 日、社
長らに調査結果の見通しを説明し、
課税処分する可能性を示した。
秘書は会社側からこの説明内容への不満を聞き、翌 28 日、国税
庁の課長補佐 2 人を議員会館に呼び、還付が行われていないと
いった同社の不満を直接伝えた。
同社側に不正の根拠を明確に示
すことを求めたうえで、
「気をつけてもらいたい」と述べたとい
う。 税務調査の結果、東京国税局は今年 4 月、同社がサプリ
原料の仕入れ額を過大に計上し、2019 年 10 月までの 1 年間で
約 11 億円の所得隠しをし、消費税の還付額も過大に申し立てた
と認定。重加算税を含む法人税と消費税計約 7 億円を追徴課税
（更正処分）した。同社はこれを不服とし、7 月に国税不服審判
所に審査を請求した。
同社は朝日新聞の取材に応じていない。同社の税理士は「消費
税還付がされず、資金繰りが厳しくなった窮状を訴えるため、代
議士事務所に国税庁への働きかけを求め、動いてもらった、と社
長から聞いている」と話した。

国税庁は「個別の税務調査にはコメントしない。一般論として
議員や議員秘書からの問い合わせに関わらず、国税庁としては、
個々の事実関係に基づき、法令等に照らし適切に対応している」
としている。
（中野浩至、浦野直樹）
■税務調査を巡る主な動き
＜昨年＞
8月
東京国税局が健康医学研究所への税務調査を開始
12 月下旬 高木陽介衆院議員の公設秘書が国税庁に同社の要望
を伝える
24 日 東京上野税務署で同社と国税側が面会
28 日 東京国税局で再度の面会
＜今年＞
1 月 27 日 国税側が税務調査の中で同社に課税処分の可能性を
示す
28 日 秘書が国税庁の課長補佐 2 人を議員会館に呼び、同
社の不満を直接伝える
４月
東京国税局が約 11 億円の所得隠しなどを認定、同社
に約 7 億円の追徴課税
7 月
同社が課税処分を不服として国税不服審判所に審査
請求 （関係者への取材による）
■高木議員「金銭的な授受も不当な働きかけもない」 高木陽
介衆院議員は12 日までに朝日新聞の取材に複数回文書で回答し、
「秘書は、困っている方の市民相談に応じて、国税当局には公正
かつ適正な対応を求めると共に、
当事者に丁寧な説明をしてもら
いたいと伝えました。もとより金銭的な授受もなければ、不当な
働きかけや圧力をかけた事実もありません。
『健康医学研究所』
関係者とは、私は面識もありません」とした。
◇
高木氏の事務所は 12 日夕、朝日新聞の取材に対し、公設秘書
について「既に退職しております」と回答した。
■国税 OB「こうした行為が許されれば、公平性が損なわれる」
国税 OB の朝長英樹税理士の話 今回の公設秘書による一連の
行為は、
個別の税務調査に介入して特定の納税者が有利になるよ
うに口利きをしたと思われても仕方がない。
こうした行為が許さ
れれば、税制の公平性が損なわれることになる。
遠山清彦元議員立件へ 無登録で融資仲介容疑 東京地検
産経新聞 2021/11/14 07:09
日本政策金融公庫からの融資を無登録で仲介した疑いが強まっ
たとして、東京地検特捜部が貸金業法違反容疑で、元財務副大臣
で公明党の遠山清彦元衆院議員（５２）を立件する方針を固めた
ことが１３日、関係者への取材で分かった。特捜部は、遠山氏が
繰り返し融資に関わり、
それが１００件近くに及んでいたことな
どから、
貸金業法が禁じる無登録の仲介業に当たると判断したも
ようだ。
特捜部は遠山氏を複数回にわたって任意聴取し、
関係証拠を精査
するなど詰めの捜査を進めている。
関係者によると、
遠山氏は
「無
登録の貸金業などには関与していない」
などと説明しているとい
う。
関係者によると、遠山氏が仲介した疑いがあるのは、新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴う公庫の特別融資など。遠山氏は、東京都
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内で環境関連会社を経営する男性会社役員
（７４）
の依頼を受け、
元秘書らを通じて公庫などの担当者名を照会。
元秘書から男性会
社役員経由で、
融資を申請する業者に伝えるなどした疑いが持た
れている。
特捜部は、
男性会社役員が融資額に応じた手数料を業者から受け
取っていたことを示す資料を押収。
男性会社役員が遠山氏の元秘
書と連絡を取り、
約３０業者に対して公庫などの金融機関の担当
窓口を紹介し、申請件数は延べ１００件前後、融資総額は１０億
円以上に上ることが判明した。
一部は融資が成立しなかったとい
う。
男性会社役員は特捜部に手数料を取っていたことを認めてい
る。
男性会社役員は特捜部の調べに対し、
「遠山氏側に年間現金数百
万円を渡した」と供述。特捜部は、こうした供述内容や押収した
資料により、
遠山氏側が融資仲介の対価を受け取っていたとみて
捜査している。
一方、遠山氏は「現金は受け取ったが、融資に関してではない」
と説明。男性会社役員も「融資とは無関係だ」と主張している。
特捜部は８月、男性会社役員らに対する貸金業法違反容疑で、遠
山氏の自宅や元秘書２人が当時所属していた公明党の衆院議員
事務所などを家宅捜索していた。
斉藤鉄夫国土交通相はかつて「公明党のホープ」 穏やかな人格
者すぎて出世は微妙
日刊ゲンダイ 11/13(土) 9:06 配信

学者肌の斉藤鉄夫国交相（Ｃ）共同通信社
【岸田内閣の大臣を“丸裸”にする】 斉藤鉄夫国土交通相
（広島 3 区・衆院 10 回） 自公「10 万円給付」に不満噴出！岸
田首相のっけから大コケ、所得制限 960 万円にも“落とし穴”
◇
◇
◇
2012 年の第 2 次安倍政権以降、国交相は公明党の指定ポスト
だ。前任の赤羽一嘉氏の再任説が流れたが、組閣直前に斉藤氏が
浮上し、就任した。斉藤氏は 08 年の福田康夫内閣で環境相の経
験があるが、選挙区を比例中国ブロックから、
「政治とカネ」の
河井克行・案里事件の震源地である広島3 区へ鞍替えしたため、
目前に迫った総選挙での“必勝態勢”を固めるための再入閣だっ
た。 理系出身、博士号を持つ学者肌。原発事故や新型コロナ
対策で露呈したように、
「日本の政治には科学がない」と常々嘆
いているというが、
「論理的で理屈っぽい」のは永田町では面倒
くさがられる。50 代で政調会長に抜擢され、初入閣した頃は「公
明党のホープ」と呼ばれたが、その後の“出世”は微妙。
「政治
家として駆け引きする力が足りない」
（政治記者）との評も。
■父は自民党村会議員「私の血の 95％が自民党です」と選挙中、
選挙協力する自民党主催の演説会で訴えかけた。
広島県境にある
島根県邑南町（旧・羽須美村）生まれ。父は自民党員の村会議員
だった。妻と娘 3 人。今年、孫も生まれた。
■亀井静香は先輩 広島の名門、
男子の中高一貫校
「修道学園」
に高校から入学。高 2 の時に創価学会に入信した。 政治家の

先輩には亀井静香氏がいる。自公連立以前、公明党が亀井を「仏
敵」扱いしていた頃でも、
「先輩として立ててくれた」と亀井氏
は自身の週刊誌コラムで振り返る。斉藤氏の人物像について「亀
井静香の逆。つまり穏やかな人格者である。一目見てもらえばわ
かるが、仏様のような人なんだ」と記している。 東工大理学
部応用物理学科卒、同大学院応用物理学専攻。工学博士。清水建
設の技術研究所に勤めていた。
東工大の同学科の先輩は菅直人元
首相。
■不可解な 1 億円超の記載漏れ 今月 5 日、突然、過去に提出
した資産報告書の訂正を衆院事務局に届け出た。
「記載漏れ」が
あったと自ら説明したが、有価証券の金銭信託 1 億 379 万円や
株式 5 銘柄 3200 株というから、額が大きすぎる。
「姉からの遺
産相続が驚くほど多額で全貌を理解できなかった」とわびたが、
1 億円超もあるのに本当に分からなかったのか。訂正のタイミン
グも選挙後。ちょっと不可解だ。
■日本版グリーン・ニューディールを提唱 09 年に麻生内閣の
環境相として「緑の経済と社会の変革」構想を公表。経済誌で「日
本の環境・省エネは世界一のレベルにあるが、世界中の国々が環
境分野にあらん限りの人知を投入しており、
今ある優位性を拡大
していかないと追いつかれてしまう。今、低炭素社会づくりに向
けた歯車がゆっくりでも動き出せば、
国際競争力を高めていける」
と訴えていた。それから 10 年。日本は「化石賞」常連国だ。

だ。 国会会議録で「万死に値する」の発言を検索すると、あ
っという間に 208 件みつかり、うち、2 割強に当たる 49 件の発
言者の所属会派が「自民党」だ。昨年 11 月 24 日の参院財政金
融委でも、
「カミソリ西田」と呼ばれる自民党の西田昌司議員（63）
が「私は、今日は麻生大臣来られていませんけれど、この間の麻
生大臣、財務省のこの財政政策は、本当にこれは、申し訳ないで
すけど、万死に値すると思っています」と発言している。 ち
なみに、山本氏が“口撃”したもう一人の「太郎」である麻生氏
も、2013 年 11 月 7 日の参院財政金融委で、消費税をめぐる答
弁で「万死に値する」という言葉を使っていた。 確かに政治
家が「万死に値する」という発言を軽々に使うべきではないだろ
う。が、それよりも問題視するべきは、一国の首相が国会質疑で
118 回も虚偽答弁し、
「責任は私にある」と言うばかりで一度も
何の責任も取らない政治家の姿勢の方ではないのか。
衆院選で落ちててほしかった世襲政治家ランキング 2 位は安
倍晋三氏…圧倒的 1 位は？
女性自身 11/13(土) 6:06 配信
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山本太郎氏は麻生太郎氏を“口撃”し炎上…国会議員は「万死に値
する」と言うのが実は大好き
日刊ゲンダイ 11/13(土) 9:06 配信

「万死に値する」という言い回しが好き!?
（Ｃ）日刊ゲンダイ
＜ちょっと言い過ぎ＞＜人として礼節を欠いているのではない
か＞ 国会内で会見した際、自民党の麻生太郎副総裁（81）に
対して「万死に値する人間である」などと発言してネット上など
でバッシングを受けている「れいわ新選組」の山本太郎代表（46）
。
山本氏は、麻生氏が 10 月下旬に北海道小樽市で衆院選の公認候
補と街頭演説した際、
「温暖化のおかげで北海道のコメがうまく
なった」と発言したことに触れ、
「
（麻生氏は）この衆院選におい
て落選していただくというのが一番正しい花道だったと思うの
ですけど……そのチャンスを逃してしまった」
と言い、
さらに
「も
うすでに万死に値する人間であるとしかいいようがない。
政治の
世界から一刻も早く身を引くべき人間である」と締めくくった。
麻生太郎氏「温暖化もいいことがある」を地元福岡はどう受け止
めた？ 県は温暖化対策の真っ最中 国語辞典によると、
「万死
に値する」とは＜単に死ぬだけでなく、何度も死ぬべき、という
程に罪が重いさま＞とある。 発言が報じられると、ネット上
では＜国会議員が国会議員に向かって『万死に値する』ってどう
なの＞＜いくら何でもひどい＞といった声が続出。
自民党支持者
などは＜山本は議員失格だ＞などと気炎を上げているが、この
「万死に値する」
という単語は国会議員が大好きな言葉のひとつ
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11 月 10 日に召集された特別国会で、岸田文雄首相（64）が第
101 代首相に選出され、第 2 次岸田内閣が発足した。 10 月末に
行われた衆議院選挙では、立憲民主党の辻元清美氏（61）など意
外な大物議員が落選。
硬直化が進む日本の政治にも変化の風が吹
くかと思いきや、依然、強い勢力を誇っているのが世襲議員だ。
河野洋平氏（84）を親に持つ河野太郎氏（58）や、かつての総理
大臣である小泉純一郎氏（79）の次男・小泉進次郎氏（40）とい
った有名二世議員が続々と当選。
親の地盤を引き継いだ議員らの
底力を見せつける結果となった。 そこで、本誌は WEB 上で「落
選してほしかった世襲議員」についてのアンケートを実施し、ラ
ンキングを作成した。約 200 人から回答を得た結果は、以下の
通りだった。
【今回の衆院選で落選してほしかった世襲の衆議院議員は誰で
すか？】
（回答：2021 年 11 月 2 日～11 月 7 日） 1 位：麻生太
郎氏
（40.4％）2 位：安倍晋三氏
（25.5％）3 位：甘利明氏
（7.5％）
3 位：小泉進次郎氏（7.5％） 5 位：小沢一郎氏（5％） 6 位：
鳩山二郎氏（3.1％） 7 位：河野太郎氏（2.5％） 8 位：小渕優
子氏（1.9％） 40％と圧倒的 1 位だったのは麻生太郎氏。 “九
州の帝王”とも呼ばれる麻生家出身で、父親は衆議院議員を 3 期
務めた麻生太賀吉さん（享年 69）
。昨年 10 月に菅内閣の閣僚の
家族分を含めた資産が公開された際、麻生氏は 6 億 4845 万円と
トップだった。
そんな庶民離れした感覚が、
「
（カップ麺について）
1 個 400 円くらい？」
「温暖化で北海道の米がうまくなった」と
いった、これまでの失言を招いていると批判を受けたようだ。以
下のようなコメントが寄せられた。 「数々の失言から見える本
音が受け入れがたい。国民を馬鹿にしている。
」
（60 代女性・専

業主婦） 「金銭感覚が金持ちのものさしなので。考え方や発言
に同意できない。
」
（50 代女性・専業主婦） 「裕福なご家庭に育
ち、国民に対して『下々の皆さん』などと口を滑らすような国民
に寄り添えない人に国政は無理」
（50 代女性・専業主婦）
■2 位は“説明責任を果たしていない”あの人 25.5％の得票率
で 2 位に選ばれたのは安倍晋三氏（67）
。父親は衆議院議員を 11
期務め、
自由民主党幹事長や内閣官房長官などを歴任した安倍晋
太郎さん（享年 67）だ。総理大臣在職中に発覚した森友・加計
問題や、桜を見る会をめぐる問題にたいして、説明が不十分であ
ると厳しい指摘が相次いだ。「森友学園問題・桜を見る会など、
不透明なお金の流れが多すぎる。
」
（40 代女性・会社員） 「モリ
カケ問題を筆頭に不透明過ぎることが多いから」
（50 代女性・専
業主婦） 「説明責任を果たしていないから。
」
（30 代女性・会社
員） 同率 3 位となったのは、小泉進次郎氏と甘利明氏（72）
。元
総理大臣の純一郎氏を親に持つ進次郎氏だが、
実力不足と指摘す
る声が。 「親の七光りだと思うから。中身のない発言ばかりで
信用できない。
」
（20 代その他・学生） 「国会議員、大臣の器と
は到底思えない」
（30 代女性・会社員） 2 期衆議院議員を務め
た甘利正さん（享年 72）を父にもつ甘利氏。やはり、報じられ
ている金銭問題についての不十分な説明で信頼を大きく損なっ
ているようだ。 「金銭問題についてしっかり説明されてないか
ら。
」
（20 代女性・会社員） 「有耶無耶な問題を説明せずに当選
すると思っていたのか疑問。
」
（30 代女性・会社員） 果たして、
彼らは任期中に親譲りではない政治家としての”底力”を見せる
ことができるのかーー。
【点描・永田町】
「山口３区の乱」舞台裏の策謀
時事通信 2021 年 11 月 14 日 18 時 30 分

衆院山口３区へのくら替え出馬を表明し、記
者会見を行った林芳正元文部科学相＝７月１５日、
山口県宇部市

与野党が激突した１０・３１衆院選は、自民党が単独で絶対安
定多数の２６１議席を獲得、公明党（３２議席）を加えた与党合
計でも公示前勢力（３０５議席）に迫る２９３議席と、事前の苦
戦予想を覆して勝利した。国民の信任を受けた岸田文雄首相は、
１１月１０日召集予定の特別国会冒頭での首相指名を受け、
同日
中に第２次岸田政権を発足させる。
そうした中、
衆院山口３区では参院からくら替えした自民党の
林芳正元文部科学相が圧勝し、
「次回以降の総裁選への挑戦権を
手に入れた」
（自民幹部）として注目された。当初は、くら替え
出馬への党内の賛否が入り乱れ、
当選１０回で現職だった河村建
夫元官房長官との激しい公認争いは
「山口３区の乱」
と呼ばれた。
しかし、衆院選公示直前に河村氏が不出馬・政界引退を表明した
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ことで、表向きは“円満決着”の形となった。ただ、対立と迷走
を繰り返した公認争いの舞台裏は、党内の権力闘争に加え、次期
衆院選やポスト岸田も絡めた「策謀が渦巻く政争」
（自民長老）
だったのが実態だ。
そもそも、林氏は岸田派ナンバー２の座長で、河村氏は二階派
の会長代行だった。このため、公認争いは「岸田ＶＳ二階」の代
理戦争となったが、
幹事長だった二階俊博氏が総裁選での岸田氏
勝利を受けて「自民最高実力者」の座を失ったことで、それまで
の「現職優先」方針が覆り、後ろ盾を失った河村氏が涙をのむ結
果となった。
加えて、河村氏の後継者の長男・建一氏は、当選確実な比例中
国ブロック単独候補としての上位登載がかなわず、
縁もゆかりも
ない同北関東ブロックでの３２位に追いやられ、
次点で落選した。
しかも、この党本部決定につながったのは、山口県連会長の岸信
夫防衛相らが提出した「
（建一氏は）県連と何ら関わりのない候
補」とする抗議文書。岸氏は安倍晋三元首相の実弟で、党内では
「山口のドンの安倍さんが河村家を地元から追い出すための陰
謀」との臆測が飛び交う。
◇次期衆院選とポスト岸田で思惑
というのも、
次期衆院選では山口県の小選挙区がこれまでの４
から３に減る予定で、現職の安倍（４区）と岸（２区）の両氏、
高村正大氏（１区）
、林氏のうちの３人が小選挙区公認候補とな
る。
高村氏の父・正彦元副総裁は安倍氏と極めて親しい関係だが、
林氏は安倍家と肩を並べる山口の名門政治家一家の４代目。
安倍
氏の父・晋太郎元外相（故人）と林氏の父・義郎元蔵相（同）は、
中選挙区時代に「安倍家ＶＳ林家」の激しい覇権争いを展開した
だけに、
「次は高村氏がはじき出される」とのうわさもささやか
れている。
さらに事情を複雑にしているのは、すでに林氏が岸田派（宏池
会）の次期総裁候補として、ポスト岸田での総裁選出馬を目指し
ていることだ。林氏は近い将来、首相の後継者として岸田派を林
派に衣替えするとみられている。しかも、来夏の参院選での与党
勝利で首相が３年の任期を全うできる状況となれば、
「任期満了
まで解散せずに退陣する意向」
（側近）だとされる。
もちろん、安倍氏周辺はこうした動きに不快感を隠さない。山
口の自民党参院議員を見れば、
１０月２４日の参院山口補選で当
選した北村経夫氏や来夏参院選で改選予定の江島潔氏も安倍氏
側近で、
「林氏の総裁選出馬など許さない雰囲気」
（安倍氏側近）
とされる。しかし、林氏は１０月発売の月刊誌で「次の総理はこ
の私」と宣言し、首相も今後、同氏を党・内閣の要職に起用する
構えだ。このため、３年間は首相を輩出してきた山口県の覇権を
めぐる「安倍・林戦争」が激化することは、間違いなさそうだ【政
治ジャーナリスト・泉 宏／「地方行政」１１月８日号より】
。
１０万円給付、歓迎と疑問 「働く貧困層が対象外」―支援団体、
下支え拡充要望
時事通信 2021 年 11 月 14 日 07 時 13 分

「つくろい東京ファンド」が連携するＮＰ

Ｏ法人「ＴＥＮＯＨＡＳＩ」による配食に並ぶ生活困窮者ら＝１
３日、東京都豊島区
１８歳以下への１０万円相当の給付などを柱とする政府の経
済対策が１９日、策定される。新型コロナウイルス禍で、子育て
家庭や生活困窮者の支援団体は「ありがたい」と歓迎する一方、
「１度の給付では解決しない」
「ワーキングプアが排除された」
など懸念の声も上がる。
最大３０万円、
再支給へ コロナ困窮世帯の自立支援金―厚労省
自民、
公明両党は親の年収が９６０万円未満の１８歳以下を対
象に、年内に現金５万円、来春までにクーポン５万円分を支給す
ることで合意した。
子育て家庭の貧困対策に取り組む認定ＮＰＯ法人
「キッズドア」
（東京都中央区）の渡辺由美子理事長は「困窮世帯はその日食べ
る物がなく、年を越せない。年内の現金給付はありがたい」と評
価。約９割の世帯が対象となるが、
「収入が途絶えた人もいて、
クーポンで家賃は払えない。
困窮者に絞った方がよかったのでは」
と指摘する。
同法人が９月、
食料支援した７２３世帯の経済状況を分析した
ところ、７５％が年収２００万円未満だった。渡辺さんは「１０
万円給付で解決する問題ではない。
児童手当を高校卒業まで延長
するなど恒久的な制度の改善に踏み込む第一歩にしてほしい」
と
注文した。
「子育て支援か困窮者支援か、マイナンバーカード普及が目的
なのかはっきりしない」
。困窮者を支援する一般社団法人「つく
ろい東京ファンド」
（中野区）の稲葉剛代表理事はこう話す。経
済対策には住民税非課税世帯への現金１０万円給付も盛り込ま
れる予定だが、
「東京２３区の場合、単身世帯で年収約１００万
円以下が対象。
年収１００万～２００万円で暮らすワーキングプ
ア層が排除されている」と懸念する。
コロナ禍で貧困の裾野は広がる。厚生労働省によると、生活保
護の８月分申請件数は前年同月と比べ１０．０％増えており、稲
葉さんは
「非常に深刻な状況が続いている」
と危機感を募らせる。
その上で「一律給付し、富裕層に課税強化するのが迅速でいい」
と提案し、
「生活保護や住居確保給付金など従来のセーフティー
ネットを強化しないと貧困拡大に対策が追いつかない」
と訴えた。
年収 960 万の線引き、どこからきた？ 18 歳以下への 10 万円
給付
朝日新聞デジタル榊原謙、伊沢友之 2021 年 11 月 13 日 10 時
00 分

政府が 19 日にも決定する新たな経済対策で、最大の目玉であ
る 18 歳以下の子どもへの 10 万円相当の給付は、いったいどう
いう家庭の子どもが対象になるのか。
実際の細かな線引きは政府
が検討中だが、
給付対象の所得制限をめぐる自民党と公明党の協
議をもとに、線引き論議の現状をまとめた。
子ども向けの給付はもともと、公明がさきの衆院選の公約で
「未来応援給付」と名付け、訴えたもの。0 歳から高校 3 年生ま
でを対象に一律 1 人 10 万円相当の給付を掲げた。
公明の山口那津男代表は当初、
「親の所得によって子どもを分
断すべきではない」などと、所得制限を設けない考えを示してい
たが、バラマキ批判などを懸念した自民側との協議で、親の年収
が 960 万円以上の子どもを対象から除くことで合意。対象の子
どものうち、1 割程度がもらえないとされる。
この年収水準は何に基づくものなのか。
自公協議で出ていたのは「児童手当に準じる」ということだっ
た。児童手当は原則、3 歳未満は 1 人月 1 万 5 千円、3 歳から中
学校卒業までは 1 人月 1 万円受け取れる制度。子どもを養育し
ている父母などに原則、市区町村を通じて支給されている。
ただ、所得の高い人は支給額を月 5 千円に減額する「特例給
付」
という仕組みがある。
その線引きのモデルケースとされる
「子
ども2 人と年収103 万円以下の配偶者」
の場合の年収目安が960
万円以上で、これに準じたという。
では、だれの年収で判断するのか。特例給付の場合、これは「世
帯の中で所得が最も高い人」の年収となる。つまり、共働き家庭
では、夫と妻の収入を合計した世帯全体の年収ではなく、夫か妻
の年収が高い方の年収で判断する。
このため、今回の給付もこの基準を単純に使うなら、夫も妻も
年収950 万円の共働き家庭の子どもには支給されても、
年収970
万円の世帯主以外の収入がない家庭の子どもには支給されない。
岸田文雄首相は 12 日夜、東京都内の訪問先で記者団の問いに
答え、
「世帯主への支援だ」と語った。記者団が夫婦で 800 万円
ずつ稼ぎ、世帯収入が 1600 万円でも給付対象か問うと、
「世帯
主ごと（の収入）で判断する。
（対象に）なります」と語った。
実際の特例給付の場合は、扶…
残り 1047 文字
高市氏、10 万円給付「非常に不公平が起きてしまう」
朝日新聞デジタル楢崎貴司 2021 年 11 月 13 日 7 時 00 分

19 日にも決定される経済対策には、18
高市早苗氏

歳以下の子どもへの給付金が盛り込まれる=2020 年 12 月、東
京・霞が関、伊藤裕香子撮影

自民党と公明党が合意した 18 歳以下の子どもを対象にした
10 万円相当の給付について、
自民党の高市早苗政調会長は 12 日
のインターネット番組で、
「共働き家庭でそれぞれが 960 万円ぐ
らい稼いでいたらすごい金額になる。
個人の収入だと非常に不公
平が起きてしまう」と語った。
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10 万円相当の給付をめぐっては、所得制限について児童手当
に準じ、親の年収が 960 万円以上の子どもを対象から除くこと
で合意。岸田文雄首相は同日、記者団に世帯主の年収で給付を判
断すると説明。例えば夫婦で 800 万円ずつの年収計 1600 万円
の世帯でも給付の対象になるか問われ、
「世帯主ごと（の収入）
で判断する。
（対象に）なります」と述べた。
これに関連し、高市氏は、
「財務省がまとめているペーパーに
も世帯という書き方をしている。共働きのご家庭が多い現状だ」
と指摘。週明けの自民党内で政策を議論する会議で「そこのとこ
ろは意見が出てくると思う」と述べ、今回の所得制限のあり方に
異論が出る可能性を述べた。
（楢崎貴司）
上限 960 万円は「世帯主」 首相、18 歳以下給付金で
朝日新聞デジタル小手川太朗 2021 年 11 月 12 日 21 時 33 分

第 2 次岸田内閣が発足し会見する岸田文雄
首相=2021 年 11 月 10 日午後 9 時 26 分、首相官邸、恵原弘太
郎撮影
自民党と公明党が 18 歳以下の子どもを対象にした 10 万円相
当の給付で、親の年収が 960 万円以上の子どもを給付対象から
除くことで合意したことに関連し、岸田文雄首相は 12 日、世帯
主の年収で給付を判断することを明らかにした。
東京都内で記者
団の取材に応じた。
首相は記者団から給付の基準が世帯主かを問われ、
「世帯主単
位」だと説明。さらに、例えば夫婦で 800 万円ずつの年収計 1600
万円の世帯でも給付の対象になるのかとの問いに、
「世帯主ごと
（の収入）で判断する。
（対象に）なります」と述べた。
給付をめぐり、自公協議で「児童手当に準じる」としており、
児童手当は所得の高い人は支給額を月 5 千円に減額する「特例
給付」という仕組みがある。
「特例給付」の場合、
「世帯の中で所
得が最も高い人」の年収となっており、共働き家庭では夫妻の収
入を合計した世帯年収ではなく、
どちらか年収が高いほうで判断
する。
また首相は、デジタル技術習得などのための人材投資として、
「3 年間で 4 千億円の政策パッケージを創設する」との方針を明
らかにした。
「中身は民間企業や個人からアイデアを広く募って
決めたい。
非正規や子育てを終えた女性などあらゆる方々に用意
する」などと語った。19 日に決定する政府の経済対策に盛り込
み、
今年度補正予算や来年度以降の当初予算に反映させる考えを
示した。
首相は 10 日の記者会見で、
「働き手がデジタルなどの新しい
時代のスキルを身につけられるよう人への投資を抜本的に強化
する。職業訓練や能力開発、正社員化や処遇改善への支援を拡充
させ、女性や高齢者が活躍しやすい職場環境作りを進めていく」
などと話していた。
（小手川太朗）
平野啓一郎氏、瀬戸内寂聴さん悼む「寂しいです。僕は、どれほ
ど感謝してもしきれないです」
スポーツ報知 11/12(金) 11:15 配信

平野啓一郎氏
芥川賞作家の平野啓一郎氏が１２日、
自身のツイッターを更新。
９日に心不全のため京都市内の病院で死去した作家で天台宗の
尼僧の瀬戸内寂聴（せとうち・じゃくちょう、旧名・瀬戸内晴美
＝せとうち・はるみ）さんを悼んだ。 「瀬戸内寂聴さんの訃
報に接し、ショックを受けています。追悼文を幾つか書くことに
なっています。寂しいです。僕は、どれほど感謝してもしきれな
いです。どうぞ、ゆっくりされてください」とつづった平野氏。
連続ツイートすると、
「２０１５年８月２９日に飯田橋文学会で
行った瀬戸内寂聴さんへのインタヴューです。聴き手は僕です。
１１月２６日まで無料公開します。
この機会に是非、
ご覧下さい」
と自身による瀬戸内さんのインタビューを貼り付け、
無料公開と
した。
「褒め上手になったのに…」寂聴さん死去、徳島の親族が思い出
語る
毎日新聞 2021/11/12 10:48（最終更新 11/12 10:48）

「瀬戸内神佛具店」の一角にある瀬戸内寂聴さん
関連の書物が並ぶコーナーと瀬戸内啓資さん＝徳島市東大工町
2 で、2021 年 11 月 11 日午後 4 時 46 分、三野雅弘撮影
徳島市出身で文化勲章受章者の作家、瀬戸内寂聴さん（99）が
9 日に亡くなった。源氏物語現代語訳などに加え、
「モラエス恋
遍路」
といった徳島にゆかりある人物を題材にした作品もあった
ほか、ユーモアあふれる語り口の講演にファンも多かった。徳島
ラジオ商殺し事件（1953 年）では無実の罪を訴えた被害者妻の
再審を支援したほか、憲法 9 条の堅持を訴えるなど、社会問題に
も積極的に発言した。死去の知らせに、惜しむ声や冥福を祈る声
が県内で相次いだ。
【三野雅弘、岩本桜】
瀬戸内さんの親族で、徳島市内にある実家の仏具店「瀬戸内神
佛具店」会長の瀬戸内啓資さん（57）は「
（死去の）連絡は 9 日
に受けた。まだまだ元気だと思っていたので驚いた」と話した。
ここ 2 年はコロナ禍で会えていなかったというが、
「京都で一緒
に食事した時は『テレビタレントの服がダサい』とか言う一方、
初対面の人にも
『あら、
その髪形いいわね』
とぱっと声をかけて、
褒め上手になったと感じた」
と瀬戸内さんの思い出を懐かしく語
った。店の一角には、瀬戸内さんの本やグッズ商品を置いたコー
ナーがあり、訪れた観光客がよく買っていくという。

徳島市ラジオ商殺し事件の再審決定に
涙をぬぐう瀬戸内さん（右）と市川房枝・参院議員＝徳島市の徳
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島地裁前で 1980 年 12 月 13 日
出身高校の奨学金制度「深く感謝」
瀬戸内さんが卒業した県立城東高校（徳島市中徳島町 1）には
「瀬戸内寂聴奨学金」という制度が残る。同校が 2002 年に創立
100 周年を迎えた際、瀬戸内さんが寄付した 1000 万円を原資に
創設された。
生計が苦しい家庭の生徒を支援する制度となってお
り、中野敏章校長は「突然の訃報に接し、驚いています。多大な
支援をいただき、深く感謝します」とコメントした。

に寂しい。まだまだお元気で活躍してほしかった」と話した。
この日は市役所も 1 階国際親善コーナーに記帳所を設けた。26
日までの平日午前 8 時半～午後 5 時。

寂聴さん「うなぎパイ」とコラボも 担当者「人生の大きな経験」
毎日新聞 2021/11/12 08:30（最終更新 11/12 09:10）

共同開発したクッキーを手にする瀬戸内寂
聴さん（中央）と春華堂社員ら＝春華堂提供
9 日、99 歳で亡くなった作家で僧侶の瀬戸内寂聴さん。多才
さを発揮し、2019 年に「うなぎパイ」で知られる浜松市の菓子
製造販売業・春華堂と商品を共同開発したこともあった。
春華堂商品開発担当の雪島知佳さん（26）が寂聴さんと共同開
発したのが「しあわせクッキー」
（12 枚入り、税込み 3024 円）
だった。若い女性が気軽に手に取れる菓子をつくろうと、寂聴さ
んが暮らす京都市を何度も訪れ、
アドバイスや試食をお願いした
という。
「寂聴さんはお酒好きで、塩味が利いた菓子を好んだ」
（雪島さん）ため、塩キャラメル味のクッキーが誕生した。
しあわせクッキーの包装は寂聴さんの言葉を記していた。
雪島
さんは「
『青春は恋と革命。
』というフレーズが、恋愛に生きた寂
聴さんらしくて一番に好きだった」としのぶ。駆け出しの社会人
として寂聴さんの才能に触れた雪島さん。
「人生の大きな経験で、
その後の仕事にも生きている」と生前の交流に感謝した。
【太田
圭介】
寂聴さん ファンら哀悼 県立文学書道館・徳島市役所で記帳始
まる
徳島新聞 11/13(土) 9:01 配信

瀬戸内寂聴さんの写真パネルが飾られた
記帳所で名前を記す来館者=徳島市の県立文学書道館
徳島市出身の作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんが死去したのを受
け、寂聴さんが名誉館長を務めていた県立文学書道館（徳島市）
で 12 日、記帳が始まり、生前に親交のあった関係者やファンら
県内外の 154 人が別れを惜しんだ。21 日まで。 ＞瀬戸内寂聴
さんの関連記事はこちら 開館後から来館者が次々と訪れ、寂
聴さんの写真パネルとともに 1 階ロビーに設けられた記帳所で
名前を記した。涙ぐみながら手を合わせたり、スマートフォンで
パネルを撮影したりする人もいた。 京都市の寂庵で開かれた
俳句会に参加したことがあるという、徳島市中常三島町、公務員
藤岡値衣（ちえ）さん（61）は「自分の親が亡くなった時のよう
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