2022 年 2 月 14 日～10 日
「建国記念の日」集会、憲法審査会、政局、コロナ

えられる勲章で、
神武天皇の弓に金色のトビがとまって敵の目が
くらみ、たたかいに勝てたという神話にもとづいています。
朝鮮半島の支配をロシアと争った日露戦争の宣戦布告も１９
０４年２月１０日におこなわれ、１１日に新聞発表されました。
国民を侵略戦争に駆り立てるために「紀元節」を利用すること
は、１９４１年１２月８日に開始されたアジア・太平洋戦争のも
とでいっそう強められました。
「シ港要塞完全に死命を制す」
「紀元の佳節 精鋭士気高揚 敵
最高拠点を奪取」
。８０年前の２月１１日、朝日新聞の１面にこ
んな大本営発表記事の見出しが躍りました。
天皇制政府と軍部は、
当時イギリス領だったシンガポール島の攻略作戦を「紀元節」に
あわせて実施し、戦意高揚をはかりました。
シンガポールを占領した日本軍は、
抗日運動に参加した中国系
住民を大量虐殺しました。現地に立つ「血債の塔」には「深く永
遠の悲しみとともに、この紀念碑は、日本軍がシンガポールを占
領していた４２年２月１５日から４５年８月１８日までの間に
殺されたわが市民たちの追悼のために捧げられる」
と刻まれてい
ます。
４２年６月のミッドウェー海戦の日本の敗北で戦局は転換し、
太平洋地域の制空権と制海権は連合国側に移りました。
鉄鉱石な
どの軍需物資も欠乏しました。
木造船建造のために、個人の屋敷や神社仏閣、街道筋の並木を
はじめ多くの巨木・大木が切り倒されました。この「軍需造船供
木運動」が開始されたのは４３年２月１１日でした。推進したの
は大政翼賛会です。歴史学者の瀬田勝哉・武蔵大学名誉教授が著
書『戦争が巨木を伐った』で痛苦の過去を克明に記しています。
負の歴史を背負った「紀元節」は戦後、国民主権と思想・学問・
信教の自由を定め、恒久平和を掲げた日本国憲法の制定に伴い、
４８年に廃止されました。ところが佐藤栄作内閣が６６年、祝日
法を改悪して「建国記念の日」を制定し、
「紀元節」を復活させ
て今日に至っています。
歴史修正主義から脱却を
歴史を記憶にとどめるうえで大切なのは、
事実を直視すること
です。
それは岸田文雄内閣が決定した佐渡金山の世界遺産推薦に
あたっても問われています。
日本政府が侵略と植民地支配の負の歴史を認めようとしない
のは、根深い歴史修正主義の考えがあるからです。登録推薦を行
うのなら、戦時中の朝鮮人強制労働の歴史を認めるべきです。
今こそ歴史の事実と向き合い、
憲法９条にたったアジアの平和
外交への転換が求められています。

しんぶん赤旗 2022 年 2 月 12 日(土)
歴史に学び憲法生かそう 東京 「建国記念の日」反対で集会

（写真）
「建国記念の日」に反対
して開かれた２・11 集会で講演する渡辺治氏＝11 日、東京都内
歴史に学び憲法を守り生かそうと「建国記念の日」に反対する
集会が１１日、東京都内で開かれました（オンライン併用)。主
催は歴史研究団体などでつくる「２・１１連絡会」です。
鈴木敏夫・子どもと教科書全国ネット２１事務局長と、
渡辺治・
一橋大学名誉教授が講演しました。
鈴木氏は、中学・高校教科書の「従軍慰安婦」や「強制連行」
などの記述について、
２０２１年に政府が教科書会社に圧力をか
け「訂正申請」させた経過と実態を報告。次の検定を待たずに記
述を訂正させたことで
「教科書攻撃は新たな段階に入った」
とし、
「戦前の国定教科書に近くなっていく」と警鐘を鳴らしました。
渡辺氏は、国会の政党配置の変化と、バイデン政権による「日
米軍事同盟強化」の圧力のもと、
「敵基地攻撃能力」保有を積極
的に検討し、
自衛隊を明記した９条改憲を狙う岸田政権の策動の
加速化を指摘しました。
今まで以上に立憲野党を励ます市民運動
の力が重要になっていると強調し、
「敵基地攻撃能力」保有は「戦
争への道」であることを広く訴えていくことなどを提起。
「共闘
をめぐる逆流やジグザグは必ず起きるが、
憲法破壊の政治を止め
るには、共闘の道以外にはない」と述べ、参院選で改憲勢力３分
の２を阻止しようと訴えました。
首都圏青年ユニオンの原田仁希（にき）委員長が、コロナ禍の
非正規労働者の実態と運動について、
新日本婦人の会の平野恵美
子国際部長がジェンダー平等への流れと日本の妨害勢力とのた
たかいについて、それぞれ報告。誠実な歴史認識の向こうにアジ
アと世界の平和を見据え、
憲法の理念が生きる社会をつくりだそ
うと呼びかける集会アピールを採択しました。
しんぶん赤旗 2022 年 2 月 11 日(金)
主張 「建国記念の日」 負の歴史刻んだ過去の直視を
きょうは「建国記念の日」です。もともとは戦前の「紀元節」
でした。明治政府が１８７３年、天皇の権威を国民に浸透させる
ため、
「日本書紀」に書かれた建国神話をもとに、架空の人物で
ある神武天皇が橿原宮（かしはらのみや）で即位した日としてつ
くりあげたもので、科学的・歴史的根拠はありません。
国民の戦意高揚に利用
戦前の天皇制政府は一貫して、
国民を天皇崇拝と侵略戦争に動
員するために「紀元節」を利用してきました。大日本帝国憲法を
発布したのは１８８９年の２月１１日でした。９０年には「金鵄
（きんし）勲章」が制定されました。武功抜群とされた軍人に与

主張 建国記念の日 子供たちに意義を教えよ
産経新聞 2022/2/11 05:00
今年も新型コロナウイルス禍が続く中での、
建国記念の日を迎え
た。
国内で初めて患者が確認されてから２年余り、苦難は続く。この
ような時こそ国の成り立ちに思いを馳（は）せ、幾多の苦難を乗
り越えてきた先人をしのびたい。
辛（かのと）酉（とり）の年の１月１日、初代の神武天皇が大和
の橿原宮で即位した。よってこの年を天皇の元（はじめ）の年と
なす―と、日本の建国の由来が、日本書紀に記されている。
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この日は今の暦の紀元前６６０年２月１１日にあたり、
現存する
国々の中では世界最古の建国とされる。
科学的根拠がないから必
要ないという批判はあたらない。大切なのは、日本が建てられた
物語を私たちの先祖が大切に語り継いできた積み重ねである。
明治維新を経て日本は奇跡ともよばれる近代化を成し遂げ、
今も
繁栄している。国民は、国を守り、暮らしを豊かにしようと、力
を合わせてきた。
新型コロナ禍の今に求められているのも国民の結束である。
たと
えばマスクをするのは、自分を守るためだけではない。大切な家
族や社会を、そして日本を守るという気持ちで頑張りたい。
日本が生まれたこの日は、
祝日が定められた明治６年から紀元節
と呼ばれた。先の大戦後、日本を占領した連合国軍総司令部（Ｇ
ＨＱ）
の命令により廃止されたが、
昭和４１年の祝日法改正で
「建
国記念の日」として復活した。
しかし、
建国神話を軍国主義と強引に結びつけた批判が一部に残
っているのは残念である。
日教組などの影響力が強い学校現場で
も、建国の由来や意義はほとんど教えられていない。
中学校学習指導要領は「日本人としての自覚をもって国を愛し、
国家及び社会の形成者として、その発展に努めること」と定めて
いる。国の成り立ちを知らなければ、真に国を愛せようか。
貴族の世から武士の世へ、
そして明治維新から現代へと時代が移
り変わっても、
首座に天皇をいただいて国民が結束する国柄は不
変だった。そのような日本の出発をしのび、祝うのが建国記念の
日といえよう。
きょう、子供たちに日本の建国の由来と意義を教えよう。そして
私たちに繁栄した祖国、
ふるさとをバトンタッチしてくれた先人
に感謝しよう。

幌市
HBC 北海道放送 2/11(金) 18:37 配信
北海道放送（株）
「建国記念の日」の 11 日、札幌では平和を願って毛筆で書い
た書を神社に奉納する行事や、
憲法について考える集会が開かれ
ました。
札幌の北海道神宮に奉納されたのは、
「和を以って貴しと為す」
という揮毫です。
書を通じて平和の思いを伝える市民グループ
「和プロジェクト
ＴＡＩＳＨＩ」が企画したもので、全国 11 の神社で同時に奉納
されました。
書究文化書芸院・山田起雲理事長 「和の精神をもって隣人の
方を尊敬し合って、みんなで生きていけたら、コロナも超えられ
るのではないか」
一方、
憲法改正に反対する集会もオンライン上で開かれました。
靖国神社国営化阻止道民連絡会議・浦瀬佑司代表 「憲法改正
の話が、非常に大きく出てきている。なおかつ憲法というものの
位置づけが非常にあいまいになってきている」 集会にはおよ
そ 150 人が参加し、憲法を守ることの大切さを確認しました。
建国記念の日 祝う式典と反対集会開催【仙台】
TBC 東北放送 2/11(金) 19:04 配信
２月１１日は建国記念の日です。これに合わせ仙台市では、記
念日を祝う式典と反対する人たちの集会が、
それぞれ開かれまし
た。
このうち「建国記念の日を祝う県民大会」には、約２００人が
参加しました。２月１１日は、日本書紀に初代神武天皇が即位し
た日と記されていることから、建国記念の日と定められていて、
先人の努力に思いを馳せ、
さらなる国の発展を願う日とされてい
ます。参加者たちは、万歳三唱で記念日を祝いました。一方、反
対する人たちの集会は、
新型コロナの感染対策としてオンライン
配信で行われました。集会で参加者は「天皇中心主義を復活させ
るような日を、建国記念の日に定めることは信教・思想・報道の
自由を著しく損ねる恐れがある」などと訴えました。

「建国記念」反対派、オンラインで集会 札幌会場を拠点に
北海道新聞 02/11 21:00

札幌市内の会場を拠点に行われた靖国
神社国営化阻止道民連絡会議のオンライン集会
「建国記念の日」の１１日、戦前の紀元節に基づいて制定され
た祝日であることに反対する市民団体のオンライン集会が、
札幌
市内の会場を拠点に開かれた。
道内外の約２００人が参加し、
「平
和憲法を守り、生かす運動を発展させる」との宣言を採択した。
北海道平和運動フォーラムなどでつくる靖国神社国営化阻止
道民連絡会議の主催。上田絵理弁護士（札幌）は講演で、今夏の
参院選で自民党が勝利した場合、
衆院議員の任期満了の２０２５
年までの３年間で、改憲に向けた動きが加速すると指摘。
「自民
党が１２年に示した改憲草案は国民を縛る内容に変質した。
多く
の人が改憲の問題点を共有することが必要だ」と語った。
札幌市内で毎年「奉祝道民の集い」を開いている日本会議北海
道本部は、
新型コロナウイルス感染拡大を理由に開催を見送った。
（中橋邦仁）
「建国記念の日」 平和・憲法 国のあり方を考える 北海道札
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宮城で建国記念の県民大会 「もっといい日本を次世代に」
産経新聞 2/11(金) 18:05 配信

日本の建国を祝い、国歌を斉唱する
宮城県議ら＝11 日午後、仙台市青葉区（奥原慎平撮影）
建国記念の日を祝う宮城県民大会（実行委員会主催）が１１日、
仙台市青葉区の電力ホールで開かれた。
初代神武天皇は今の暦で
２月１１日に即位したとされ、
出席者らは日本の歴史を連綿と紡
いできた先人の営みに感謝し、皇室の弥栄（やさか）を祈ってい
た。 大会長を務める菊地恵一県議会議長は「悠久の国柄を次世
代へと守り伝えるため、
先人の偉業に学び、
建国の古
（いにしえ）
に思いをはせたい」と語った。 仙台市の郡和子市長は、東日本

大震災の被災者に寄り添われる天皇、皇后両陛下のお姿に「安ら
かな日々が１日でも早く戻るようにと被災地に思いを寄せてく
ださるお心は、復興への歩みを進めるわれわれにとって、大きな
支えになる」と述べた。 自民党県連会長の西村明宏衆院議員は
「多くの先人が人と人との絆を保ち、
築き上げた社会を次世代に
つないでいくのがわれわれの務めだ」と強調した。 同党の高市
早苗政調会長オンラインで記念講演し、
「保守の思想とは、長い
歴史の一時代をお預かりしていること、
つないできた命の尊さを
考えること、
自分さえよければいいのではなく公共の利益のため
に貢献していくこと、それらを重んずる考えだ」と指摘。その上
で、
「長い歴史や先人に感謝しながら、次の世代にはもっといい
日本にして引き継いでいきたい」と語った。

重
伊勢新聞 2020-02-12

【玉串を捧げる古海支部長＝四日市市安
島の市文化会館で】
【四日市】日本会議三重四日市支部（古海玲子支部長）は 11 日、
三重県四日市市安島の市文化会館で「建国記念の日 奉祝式典」
を開いた。
日本会議の会員をはじめ、桑名、いなべ、四日市、菰野町の議員
や友好団体の関係者など約百人が集まり、
奉祝祭の神事が厳かに
執り行われた。
今年で７回目の開催となり、会場を市文化会館へと移し、新たに
猪名部神社（東員町北大社）の石垣光麿宮司らが奉仕で神事を取
り仕切った。
古海支部長は「こうして続けてこられたのも、多くの人の協力が
あってこそ。
意義のある式典をこれからもずっと続けていきたい」
と話した。

建国記念の日 奉祝派と反対派が集会【岩手】
IAT 岩手朝日テレビ 2/11(金) 14:18 配信
「建国記念の日」の 11 日、各地で祝う大会や反対派の集会が
開かれました。
このうち岩手県盛岡市では「奉祝県民大会」が開かれ、県選出
の国会議員や神社関係者らおよそ 30 人が参加しました。今年も
感染症拡大防止のため出席を限定し式典の様子はオンラインで
配信されました。この中で坂本広行会長は「56 回目の建国記念
の日を皆さんとともにお祝いできることに深く感謝している」
と
述べ、出席者全員で万歳三唱しました。
一方、盛岡市内の別の会場では、いわて労連の関係者やオンラ
インを含むおよそ 50 人が参加し「建国記念の日について考える
県民のつどい」がありました。集会では、小笠原基也弁護士が先
の総選挙後に岸田総理大臣が憲法改正議論を進めていく意向を
表明したことに触れ、
「岸田政権の憲法を壊すような改正は国民
生活を破壊するものである」と指摘して、憲法改正を進める動き
に対抗していくことを確認していました。

建国記念の日でオンライン集会 祝賀や反対
中国新聞 2022/2/11 21:09
「建国記念の日」の１１日、記念日を祝う立場と、祝日の趣旨
に反対する立場の双方が、それぞれオンラインで集会を開いた。
広島県内の企業経営者や議員たちでつくる奉祝委員会は、
ユー
チューブ上で「建国を祝う集い」を生配信した。日本の歴史文化
を発信する株式会社ことほぎ（福岡市）の白駒妃登美代表が講話
し、記念日が初代の神武天皇の即位にちなむことを紹介。
「建国
から連綿と歴史を紡いでくれた先人に感謝したい」と話した。
県内のキリスト教３団体はビデオ会議システムを通じ、
記念日
に批判的な立場から「
『建国記念の日』を問う広島集会」を開催
した。関西学院大の芦名定道教授（キリスト教思想）が、自身も
任命されなかった日本学術会議の任命拒否問題を題材に講演。
「学問の自由の制限は信教の自由など基本的人権を構成する別
の自由の制限に直結する」と訴えた。

「建国記念の日」祝う 日本会議三重四日市支部が式典
伊勢新聞 2022-02-12

【建国記念の日を祝い、万歳をする参加

建国記念の日、奉祝大会や反対集会「歴史伝える」
「自由守れ」
山口新聞 2022 年 02 月 12 日 06 時 00 分

者＝菰野町千草の希望荘で】
【三重郡】日本会議三重四日市支部（伊藤正巳支部長）は 11 日、
菰野町千草の希望荘で「建国記念の日 奉祝式典」を開いた。厳
かに神事が執り行われ、参加者約 40 人が、国や地域の発展を祈
った。
今年で９回目。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、昨年に
続き規模を縮小した。
伊藤支部長は「
（神武天皇即位を紀元とする）皇紀 2682 年に、
皆さんと一緒に式典をすることができてうれしく思う」
とあいさ
つ。
「日本国万歳」の掛け声とともに、参加者全員が両手を挙げ
た。

建国祭典を執り行う県神社庁下関支部
の神職＝１１日、下関市中之町
建国記念の日の１１日、県内では昨年に続き、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に配慮した上で奉祝市民大会や反対集会など
があった。
下関市では建国記念の日奉祝市民大会が同市中之町の亀山八
幡宮儀式殿で開かれた。１９４７年から続く伝統行事で、有志で
つくる建国記念の日下関奉祝会が主催。
新型コロナウイルス感染

建国記念、神事厳かに 日本会議支部 四日市で奉祝式典 三
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拡大防止のため昨年に続いて規模を縮小し、
会の役員ら約７０人
が出席した。
県神社庁下関支部に所属する神社の神職が建国祭典を執り行
った後、式典を開催。関谷博会長が「意義深く大切な祝日。先人
の尊い精神を思い、わが国の歴史、伝統、文化を守り伝えながら
明日の日本のためにそれぞれの立場で努力していこう」
と式辞を
述べた。
出席者は君が代、奉祝歌を斉唱。
「建国記念の日に政府主催に
よる式典の開催を強く要望する」
「祝祭日に国旗を掲げ、国歌を
歌う市民運動を推進する」などの決議文を朗読し、万歳三唱で締
めくくった。
建国記念の日協賛の青少年書道展で最優秀賞に選ば
れた児童、生徒５人の表彰式も行われた。
（久岡照代）
県書道展の最優秀受賞者は次の皆さん。
新道光（向山小１年）松浦羚志（江浦小４年）岸波花歩（安岡
小６年）末光瑠羽香（日新中１年）藤川舞由（下関南高３年）
◇
山口市では、建国記念の日に反対する団体が街頭に立ち、護憲
の重要性を訴え、憲法改正の議論に批判の声を上げた。
市革新懇や日本基督教団小郡教会、憲法を活かす市民の会・や
まぐちなどでつくる実行委員会のメンバーら約４０人が同市中
央の市民会館前に集まった。
「安保法制を廃止」
「教育・学問の自
由を守れ」
「思想と信教の自由を守ろう」などと書かれたプラカ
ードや紙を掲げ、参加者がそれぞれの訴えに声をからした。
実行委員長で市民の会・やまぐちの鳥家治彦共同代表（６９）
は岸田政権による改憲の流れが既定路線になっていると指摘し、
「民主主義は形骸化し、われわれの国家像が問われている」と危
機感を強調。
「戦争する国づくりに反対し、自由と民主主義を守
る戦いを続け、前進させる」とする集会宣言を採択した。
集会は５６回目。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、屋
内会場で開く例年の形式は取りやめ、
市中心部でのデモ行進も実
施を見送った。
（岩崎新）

者組合の中村鈴枝書記長は「安保法制の成立以来、戦争する国づ
くりに反対し、
自由と民主主義を守る闘いは全国津々浦々で高ま
っている。
この集会が綿々と続けられていることもその闘いの貴
重な成果」と話した。新型コロナの感染拡大を受け、例年行って
いる集会や行進はとりやめ、ことしは参加者が「思想と信教の自
由を守ろう！」などと書かれたボードを持ち、アピールした。
建国記念の日に反対する集会【徳島】
JRT 四国放送 2/11(金) 13:28 配信
建国記念の日の１１日、徳島県徳島市でこの日を「戦争につなが
る紀元節復活の日だ」として反対する集会が開かれました。「紀
元節の復活に反対する２．１１集会」は、県内の労働組合や平和
団体など１２の団体でつくる実行委員会が毎年、開いています。
今年はリモートを含め約５０人が参加しました。実行委員会は、
建国記念の日は神話を元に作られた紀元節の日であり過去、
多く
の戦争に利用されてきたと主張しています。
メンバーは建国記念
の日に反対する思いを
「戦争の日２．
１１は祝うことが出来ない」
と訴えました。 集会では、平和委員会の川田忠明さんが外交努
力を中心とした平和の創出の重要性について講演しました。 一
方、
「奉祝派」の日本会議県本部が毎年開いていていた建国記念
の日を祝う式典は新型コロナウイルスの影響で中止となってい
ます。
護国神社で建国記念祭
佐賀新聞 2/11 21:21

新型コロナ対策で屋外のテント内に参
列した「建国記念祭」の参加者＝佐賀市の護国神社
「建国記念の日」の１１日、佐賀市の護国神社で「建国記念祭」
が行われ、県遺族会など関係者約６０人が参列した。
神事やみこによる舞を行い、德久俊彦宮司は「日本は素晴らし
い国で、もっと誇っていい。新型コロナに用心し、みんなが集ま
って生活やまつりを行うことができる時が来ることを祈念して
いる」などとあいさつした。新型コロナ対策で参加人数を例年の
半分ほどに制限し、時間も短縮して実施した。
例年、
国や憲法のあり方などについて県内各地で集会などが開
かれるが、
新型コロナウイルスの影響で活動を見送った団体もあ
った。
（北島郁男）

【山口】
「建国記念の日」山口県内でも建国記念を祝う式典や反
対集会開かれる。
KRY 山口放送 2/11(金) 19:33 配信
２月１１日は「建国記念の日」
、県内では建国記念を祝う式典や
反対する集会が開かれた。
このうち防府天満宮にはおよそ１３０人が集まり、
祝賀式典が開
かれた。
建国記念の日は神武天皇が即位したといわれる
「紀元節」
に由来していて、１９６６年＝昭和４１年に制定された。 防府
市建国記念の日奉祝会の田中宏明会長は
「一番大切なのはこの行
事を通して日本という国の誕生を祝い、
それを大切に思う心を育
むこと。
そしてその思いを次の世代に繋いでいくことが大きな役
割だと考えている」と話した。ことしは、新型コロナ対策として
式典を簡略化しおよそ３０分で終了している。式典の後、参加者
は日の丸を掲げて市内を行進した。
一方、
山口市で開かれた建国記念の日に反対する集会にはおよそ
４０人が参加した。
この集会は思想と信教の自由を守る県民集会
として１９６７年＝昭和４２年から毎年、開かれている。県年金

建国記念の日 宮崎神宮で紀元祭・宮崎県
mrt 宮崎放送 2/11(金) 19:35 配信
２月１１日は建国記念の日です。宮崎市の宮崎神宮では、毎年
恒例の「紀元祭」が行われました。 「紀元祭」は、神武天皇が
即位した建国の日に皇室の繁栄と国の発展を祈る祭りで、毎年、
建国記念の日に行われています。１１日は神事が行われ、祝詞が
奏上されたあと、２人の巫女が「悠久の舞」を奉納しました。こ
のあと参列者たちは神前に玉串を捧げ、
平和や繁栄を祈っていま
した。このほか、建国記念の祝いと世界平和を願った奉祝揮毫の
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奉納もあり、宮崎西高校２年の椎浩紀さんが、作品に込めた思い
を述べました。 （県立宮崎西高校２年・椎浩紀さん）
「１日でも
早く明るい未来が訪れ安寧な世の中になってひとりひとりが光
り輝きますようにと願いを込めて揮毫した」 奉祝揮毫を主催
した民間団体によりますと、１１日、全国１１の神宮で同様の取
り組みが行われたということです。

対策として出席人数を制限し時間を短縮した上で、
「建国記念の
日」を祝う集会を開きました。
（決議）
「輝ける日本の未来を力強く切り開くべく、神武建国の
精神をあらためて回顧し、
政府主催による奉祝行事の挙行をあら
ためて求めるとともに、
美しい日本の国づくりに邁進することを
誓う」
一方、戦前の「紀元節」の復活にあたるとして批判している県護
憲平和フォーラムは、今年は集会を中止したものの、平井一臣代
表は、その在り方や思想・信条の自由などを巡って議論が大切だ
と訴えます。
（平井代表）
「学術会議の問題であるとか、表現の不自由展をめ
ぐる混乱であるとか、そういった思想・信条に不寛容な雰囲気が
強くなってきていると思うので、
いろんな議論を戦わせることが
大事だと思う」

建国記念の日 宮崎神宮で「紀元祭」 宮崎県
UMK テレビ宮崎 2022 年 2 月 11 日 金曜 午後 7:13
2 月 11 日は建国記念の日、宮崎市の宮崎神宮では日本と皇室の
繁栄を祈る「紀元祭」が行われました。
建国記念の日は、初代天皇の神武天皇が即位した日とされ、かつ
ては「紀元節」と呼ばれていました。
今年も神武天皇を祀る宮崎神宮で紀元祭が行われ、
朝から大勢の
人が参列に訪れていました。
紀元祭では、日本と皇室の繁栄を願って祝詞が奏上された後、巫
女 2 人による「悠久の舞」が奉納されました。
春の訪れを感じさせる暖かい日差しの中、
参列者たちは日本の成
り立ちに思いを馳せていました。

建国記念の日 集会はコロナの影響で縮小または中止〈鹿児島〉
KTS 鹿児島テレビ 2/11(金) 20:16 配信
２月１１日は紀元前６６０年に初代天皇の神武天皇が即位した
日とされていて、かつては紀元節と呼ばれ、現在は建国記念の日
となっています。この日は例年、建国記念を祝う団体と２月１１
日の祝日設定に反対する団体がそれぞれ集会を開いていますが、
２０２２年は新型コロナの影響で一方は規模を縮小し、
もう一方
は集会自体を中止しました。
建国記念の日を祝う団体の集会は新型コロナ感染拡大を受け、
規
模を縮小しての実施となりました。 集会では憲法改正を含めた
法整備に向けて国民の声を結集させることなどを呼びかけるよ
う確認しました。
日本会議鹿児島 村島定行会長 「日本国憲法を７５年間も変え
ずにきたことは大きな失敗と言わざるを得ない。
建国記念の日は
このような日本のさまざまな有りようを考える日」 一方、建国
記念の日に反対の立場を示す団体は新型コロナ感染拡大防止の
観点から集会の開催を見合わせました。
県護憲平和フォーラムの代表を務める鹿児島大学の平井一臣教
授は、建国記念の日について次のように話します。 県護憲平和
フォーラム 平井一臣代表 「建国記念の日を、戦前とのつなが
りが強い紀元節に設定した。
戦後の日本は戦争の反省の上に立っ
て平和で民主的な社会をつくっていこうと出発したわけだから、
２月１１日を建国記念の日にするのはおかしいというのが私た
ちの考え」

「憲法改正へ、国民の声結集を」 建国記念の日、改憲派が集会
鹿児島市
南日本新聞 2/12(土) 8:37 配信

式典であいさつする日本会議鹿児島の村島定行
会長＝１１日、鹿児島市の黎明館
「建国記念の日」の１１日、日本会議鹿児島と鹿児島県神社庁
は「建国記念の日をお祝いする鹿児島県民の集い」を鹿児島市の
黎明館で開き、憲法改正の必要性を訴えた。新型コロナウイルス
感染防止のため式典のみと開催規模を縮小した。
同会議役員や運営関係者ら約２０人が参加した。
村島定行会長
が
「建国記念の日は日本国のさまざまな在りようについて考える
日。憲法を改正しデフレを終わらせることが重要な課題だ」とあ
いさつ。
コロナ感染拡大への懸念や北朝鮮や中国の軍事強化を踏
まえ、
「今こそ憲法改正をも含めた法整備に向け、国民の声を結
集せねばならない」とする決議が朗読された。
鹿児島県護憲平和フォーラムが例年開いている「
『紀元節』復
活に反対し、思想・信教の自由を守る県民集会」は、コロナ感染
拡大防止のため中止となった。

憲法審、異例の早期開催 「改憲勢力」議論促進狙う
時事通信 2022 年 02 月 11 日 07 時 05 分

建国記念の日 賛成派は集会 反対派は「議論必要」
MBC02/11 19:38
２月１１日は祝日の「建国記念の日」です。鹿児島市では祝う集
会が開かれました。一方、批判的な団体はコロナ禍で集会は見送
ったものの、
その在り方などを巡って議論が必要と訴えています。
鹿児島市では１１日、日本会議鹿児島と県神社庁が、新型コロナ
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衆院憲法審査会に臨む森英介会長（右）
＝１０日、国会内
衆院憲法審査会は１０日、
今国会初の自由討議を行った。
政府・
与党が最優先で取り組む新年度予算案審議中の開催は異例だ。
審
査会を定例化して議論を促進させたい自民党は、
直面する国難で

ある新型コロナウイルス禍を捉え、
緊急事態でのオンライン国会
審議の是非を検討すべきだと主張。
立憲民主党に具体化への議論
を迫った。
審査会で自民党の新藤義孝元総務相は、
国会議員の感染や自宅
待機が急増しているとして
「定足数を満たす議員が集まれない事
態が想定される」と指摘。
「現行憲法に規定がない緊急事態につ
いて早急な議論が必要だ」と訴え、議員任期の特例延長にも言及
した。
憲法は５６条で「総議員の３分の１以上の出席がなければ、議
事を開き議決することができない」と定め、オンラインでの出席
や採決は規定していない。
自民党は改憲項目として緊急事態条項
の創設を主張しており、
コロナ禍を奇貨として議論を掘り下げる
思惑もあるとみられる。
これに対し、立民の奥野総一郎氏は「コロナ禍に改憲の話をし
ても到底間に合わない。
解釈によりすぐにでもオンライン審議が
できるようにすべきだ」と反論。だが、新藤氏は「改憲が必要か、
解釈でいけるかは議論しなければならない」と畳み掛けた。
日本維新の会と公明、国民民主の３党は、オンライン国会は解
釈で可能との立場から、速やかな議論を求めた。公明党の北側一
雄副代表は「実施要件と手続きを具体的に定める必要がある」と
強調。
維新の馬場伸幸共同代表は小委員会を設置して議論を進め
るよう提案し、国民の玉木雄一郎代表も「解釈を確定するための
議論を行いたい」と同調した。
昨年１０月の衆院選で「改憲勢力」と目される維新や国民が勢
力を拡大する一方、
改憲論議に背を向けてきた立民や共産党は議
席を減らした。押され気味となった同党の赤嶺政賢氏は「審査会
は動かすべきではない」
と開催自体に反対し、
予算委を念頭に
「コ
ロナ禍で生存権が脅かされている現実を議論すべきだ」
と主張し
た。
予算審議中の審査会開催が可能になった背景には、
こうした力
関係の変化がある。立民は慣例を踏まえ、審査会は予算成立後に
開くべきだと主張したが、与党に維新と国民が加勢したため、押
し切られた。審査会では自民と維新、国民の３党が、来週以降も
開催に応じるよう求めた。
これには奥野氏も
「オンライン国会の議論は予算審議中でも必
要だ」と認めるしかなかった。ただ、予算審議が参院に移った後
の審査会開催については
「邪魔をするようなことをしてはいけな
い」と慎重姿勢を崩さなかった。

活発になることも予想されます。
10 日に行われた衆議院憲法審査会の自由討議では、新型コロナ
の感染拡大を受けて、
多くの国会議員が感染する事態になっても
国会の機能を維持する必要があるとして、
オンラインによる審議
の実現に前向きな意見が与野党双方から出されました。
憲法 56 条では、衆参両院は総議員の 3 分の 1 以上の出席がなけ
れば議決できないなどと規定されていて、
自民党は緊急事態対応
を盛り込むための憲法改正の議論の中でオンラインで審議でき
るようにすることも検討すべきだとしています。
一方、立憲民主党などは、まずは現行憲法の解釈によってオンラ
インで審議できるようにすることを優先すべきだと主張してい
ます。
また、各党からは、実現の是非などを議論する分科会の設置や学
識経験者への意見聴取を求める声も出ていることから、今後、憲
法解釈や改正の必要性などをめぐって、
議論が活発になることも
予想されます。
BLOGOS 玉木雄一郎 2022 年 02 月 11 日 13:54
オンライン国会実現のため、憲法 56 条の「出席」の解釈を憲法
審査会で明確にせよ
本日、憲法審査会が開催されました。
国会は、
コロナ禍で明らかになった憲法上の課題に速やかに解決
策を示す必要があります。特に、オミクロン株の感染拡大が続い
ている中、
「オンライン国会」を可能とする規則の改正は喫緊の
課題です。そのために、国会の定足数を定める憲法 56 条の「出
席」
の解釈について憲法審査会において速やかに合意を形成すべ
きです。
国民民主党を代表して発言した概要は以下のとおりです。
衆議院憲法審査会発言要旨
（令和 4 年 2 月 10 日）
まず、憲法審査会が定例日に開催されてよかった。憲法審査会に
は政府側の出席が不要であり、
今後も予算委員会が開催されてい
ても定例日には開催すべきだ。憲法は国民のものであり、国民民
主党は、国民のための憲法議論を積極的に進めていきたい。
■統治分野での改憲検討項目【緊急事態条項】
速やかに議論しなければならないのは、
コロナ禍で明らかになっ
た統治分野での課題である。
特に、2 つのテーマが重要だ。
①いわゆるオンライン国会を可能とすること
そして
②緊急事態発生時に、
国会議員の任期を特例で延長することを可
能とすること
である。
①オンライン国会の実現
オンライン国会を可能にすることは、
オミクロン株の感染が急拡
大し、国会議員本人、秘書、院の職員、政党職員などにも感染者
や濃厚接触者が急増している中で、
国会の機能を維持するために、
速やかに結論を得るべき課題である。
そこで、
この場にいる憲法審査会の与野党の先生方に呼びかけた
い。本日この場で、定足数等を定めた憲法 56 条に規定する「出
席」が、必ずしも物理的出席を意味するものではなく、オンライ

国会のオンライン審議 与野党から前向きな意見 衆院憲法審査
会
NHK2022 年 2 月 12 日 4 時 48 分

新型コロナの感染拡大を受けて衆議院憲法審査会ではオンライ
ンによる国会審議の実現に前向きな意見が与野党双方から出る
一方、憲法改正の必要性では意見がわかれるなど、今後、議論が
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ン国会も含み得る概念だということにつき合意を形成しようで
はないか。
その合意の上に立ち、
衆参の議院運営委員会において、
速やかに、衆議院規則及び参議院規則の改正を行おう。国民民主
党は規則の改正案を用意していることを申し添える。
国民民主党としては憲法改正は不要だと考えるが、
憲法学者の中
には、56 条の「出席」は物理的な出席が必要と主張している方
もいる。しかし、院の運営の話は、院の構成員である国会議員が
決めれば決まると考える。憲法第 4 章の国会は国会自身が解釈
権を持つ珍しい部分であり、解釈は国会で決めれば確定する。本
日この場で、56 条の解釈について確定するための議論を行いた
い。むしろ、
「出席」は物理的出席が必要であるとの意見のある
方がいれば、この場で反論いただきたいと思う。
とにかく、コロナ禍で明らかになった憲法上の課題に、憲法審査
会のメンバーとして、
立法府の一員として責任ある解決策を示し
ていこう。森会長の取り計らいをお願いしたい。
②緊急事態発生時の国会議員任期の特例延長
緊急事態発生時における衆参の国会議員の任期の特例延長を可
能とする制度創設の必要性について述べたい。
昨年秋の総選挙の
際、たまたま新型コロナの感染が抑えられていたが、仮に感染爆
発のまっただ中で任期満了を迎えていた場合、
現行憲法下では総
選挙を実施せざるを得なかった。
緊急時における任期の特例延長
と選挙期日の特例を認める議論を速やかに行うべきだ。
例えば、憲法に「緊急事態が発生した場合であって、任期満了に
よる衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実
施が困難であると認めるときは、国会は、各議員の出席議員の３
分の２以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
」
との規定を置くことも一案である。
緊急事態においても、立法機能、予算議決機能、行政統制機能と
いった国会の機能を確保し、行政に対する「国会統制」を適切に
担保する観点から、任期特例延長に加えて、
「緊急事態における
解散権の制約」についても検討してはどうかと考える。
なお、自民党の改憲 4 項目のうち「緊急事態条項」は大規模な自
然災害のみを想定しているが、コロナ禍を経た今、感染症の大規
模なまん延も緊急事態に含めるべきと考える。
国民民主党として
は、緊急事態のカテゴリーとして、①外国からの武力攻撃、②内
乱・テロ、③大規模自然災害、④感染症の大規模まん延の 4 つを
想定してはどうかと考える。
こうした緊急事態におけるルールは憲法改正ではなく法律で足
りるのではないかとの議論があるが、しかし「緊急事態という危
機において国権の最高機関である国会の機能をどのように維持
し、行政にどこまでの権力行使を認めるのか」という究極のルー
ルづくりは、国民投票を必要とする憲法改正がふさわしい。なぜ
なら憲法こそが、国民が国家に対し権力を「与えて」いる同時に
「歯止める」ことのできる唯一の最高規範だ。あえて申し上げれ
ば、緊急事態条項自体が危ないのではなく、まともな緊急事態条
項がない中、
曖昧なルールの下で憲法上の権利が制限されうる状
態こそが危ない。
国家統治の根本的なあり方を、改憲＝9 条改正＝戦争へまっしぐ
ら、というステレオタイプなレッテル貼りを乗り越えて、静かな
環境の下で議論を積み重ねよう。
■人権分野での改憲検討事項【データ基本権】

次に、
「データ基本権」について述べたい。人権分野に関しては、
デジタル時代の
「データ基本権」
の議論を速やかに深めるべきだ。
健全なデータ資本主義の発展のためには、
価値を同じくする国々
とデータ利活用の基準を共有していくことが不可欠であり、
ヨー
ロッパの GDPR（一般データ保護規則）がそのスタンダードと
目されるなかで、
日本もデータに関する基本原則を憲法にうたう
ことには意味がある。
特に、当たり前だとされていた憲法 19 条の「思想・良心の自由」
も、実は、データを活用して意図的に操作されやすい脆弱なもの
であることが浮き彫りになってきている。だからこそ、
「思想・
良心並びにその形成の自由」という「プロセスの自由度」にまで
広げて保証しなければならない。
思想や信条の形成そのものが操
作できるとなれば、
民主主義の在り方そのものが問われるからだ。
■開催の方式
最後に、今後の審査会の開催形式について 3 点申し上げたい。ま
ず、定例日には必ず開催し、政局を離れた静かな環境の中で、憲
法改正の議論を進めていくべき。その際、論点が複数ある中、論
点をしぼった議論も必要不可欠であり、
「分科会方式」を導入す
べき。
国民投票法の議論については、CM 規制・外国人寄付規制・ネッ
ト広告規制など重要な宿題が残っているが、
この国民投票法の議
論と憲法本体の議論は、同時並行で進めていくべき。
結びに、改めて、オンライン国会の実現と、定足数等について定
めた憲法 56 条の「出席」が必ずしも物理的出席を必要としない
ことについて本日、議員間の合意を得ることを求めて、発言を終
わる。

（衆議院インターネット審議中継より）
玉木氏「改革中道の仲間増やす」 参院選へ決意、国民民主党大
会
2022/2/11 16:30 (JST)2/11 16:47 (JST)updated 共同通信社

国民民主党の党大会であいさつする玉木代表＝11
日午後、東京都港区
国民民主党は 11 日、党大会を東京都内で開き、2022 年度活
動方針を採択した。国会対応を巡り、政策本位で協力できる政党
と与野党を問わず連携すると明記。夏の参院選改選 1 人区で積
極的に候補者の擁立を検討すると打ち出した。
玉木雄一郎代表は
あいさつで「参院選に勝利しなければならない。政策本位で改革
中道の仲間を増やしていく」と決意表明した。
来賓として出席した、
支援団体の連合の芳野友子会長は参院選
に向けて「幅広い有権者から得られる社会像を明確にし、与党に
挑んでいただきたい」と期待を示した。
活動方針では、参院選の複数区は原則擁立するとした。
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その存在意義を試されることになりますよ」
もっとも、
「政界、一寸先は闇」が永田町の常識。参院選で波
乱がないと思ったら大間違いだ。なんせ、岸田政権の足元には時
限爆弾がゴロゴロ転がっている。
新型コロナウイルス第 6 波は収束の兆しが見えず、泥縄のコ
ロナ対応に世間は怒り心頭だ。ワクチンの 3 回目接種分の調達
は後手に回り、
爆発的な感染拡大になす術なく、
またも医療崩壊。
感染しても軽症や無症状者が多い若者には受診回避を推奨、
「み
なし陽性」で自宅放置を容認し、国民皆保険制度は形骸化した。
その一方、飲食店イジメにしかならない、まん延防止等重点措置
はだらだら延長。内閣支持率は下落傾向に転じ始めた。

巻頭特集 岸田政権には時限爆弾がゴロゴロ 参院選で波乱が
ないと思ったら大間違い
日刊ゲンダイ公開日：2022/02/11 17:00 更新日：2022/02/11
17:00
一寸先は闇の政界でこの先何が起きるのかをシミュレーション

労働貴族「連合」に三下り半を（立憲民主
党の泉健太代表）
（Ｃ）日刊ゲンダイ
野党第 1 党の立憲民主党の失速が止まらない。泉代表が旗を
振る「追及型から提案型へ」のシフトはやっぱり裏目に出て、国
会での存在感はみるみる低下。政党支持率を見ても、ネトウヨを
たき付けて勢いを増す最大ゆ党の日本維新の会の後塵を拝すの
が常態化。元首相の「ヒトラー投稿」で攻撃材料を与え、守りに
徹する情けなさだ。来る参院選について、泉は「野党で改選過半
数の議席獲得」を目標に掲げているが、もはや冗談にしか聞こえ
ない。
挙党態勢でエンジンを吹かす自民党に水をあけられまくっ
ている。
最大のネックはグズつく野党共闘だ。
共産党を敵視する支援団
体の連合に締め上げられ、立憲はいまだに右往左往。スッタモン
ダでようやく先月末に公表した衆院選の総括で、
共産党との連携
について「想定した結果は伴わなかった」と明記。政権交代実現
に向けて枝野前代表と志位委員長が合意した「閣外からの協力」
についても、
「慎重に対応する必要がある」と事実上退け、さら
に泉が報道番組で
「連携は白紙にするということは明確にさせて
いただく」と言ったものだから、収拾がつかなくなっている。
当然、共産は納得がいかない。志位は「協議なしに一方的に白
紙にするという議論は成り立たない」とツイートし、小池書記局
長は「見過ごすことができない発言だ」などと不快感をあらわに
し、群馬、福井、鹿児島、奈良などの 1 人区で独自候補擁立を進
めている。野党がバラバラになれば、与党を利するのは言うまで
もない。そうでなくても、泉が「兄弟政党」と秋波を送る国民民
主党のゆ党化は鮮明だ。
国会対応では
「野党国会対策委員長会談」
を離脱し、維新に急接近。東京都の小池知事が率いる都民ファー
ストの会とは合流を視野に手を結ぶなど、引っかき回している。
■「是々非々」
「提案型」の欺瞞
ジャーナリストの鈴木哲夫氏はこう言う。
「泉代表の『白紙発言』は重い。立憲と共産は幹部同士で協議を
重ね、選挙区ごとに調整を進めてはいるものの、政党間の動きを
止めてしまった。野党がバラバラになってしまっては、与党に太
刀打ちできない。
保守系野党でまとまろうとする野党再編の動き
も解せません。有事ならいざ知らず、
『是々非々』とか『提案型』
は野党がやることなのか。政権を監視し、問題があれば批判する
のが野党の役割でしょう。
実現したい政策を政権に託すのではな
く、政権構想として示して有権者に問うのが筋です。波乱要因は
いくらでもあるのに敵に塩を送るのか。このままいけば、野党は

岸田首相の足元には時限爆弾がゴロゴロ（Ｃ）日
刊ゲンダイ
■放置される「コロナ難民」
政府寄りの読売新聞などの世論調査（4～6 日実施）でも、支
持率は前回 1 月調査と比べ、8 ポイント減の 58％に低下。不支
持率は 6 ポイント増の 28％に増加した。感染拡大で社会機能が
維持できなくなるという不安を感じている人は、
「大いに」と「多
少は」を合わせて 85％に達し、経済活動については「制限しな
い」が 51％で、
「制限する」の 41％を上回った。岸田政権の無
策に対する不安や不信が浮き彫りである。
今さら岸田が「ワクチン 1 日 100 万回接種」の大号令をかけ
たところで、聞く耳ナシだろう。副反応が強いモデルナの供給が
ファイザーより多いため、敬遠ムードは消えない。
「打つ頃には
第 6 波はピークアウトしている」という根拠のない楽観論も広
がる。そうなったとしても、コロナは夏と冬に流行する季節性が
ある。夏に向けて立ち上がる可能性がぬぐえない第 7 波に 3 回
目接種率がどう影響するか。
凪で迎えた昨秋の衆院選のようには
いかないんじゃないか。
「岸田首相にとってマイナス材料しかありません。
たとえコロナ
が収束したとしても、経済は停滞。コロナ前の水準への回復はほ
ど遠い。後遺症に苦しんだり、仕事を失った『コロナ難民』とも
言うべき人たちはほったらかし。
外交安保に自信があるように見
せて、その実どこを見て何をやりたいのかも定かではない。日米
関係すら不透明です。世界の動きについていけるのか。はなはだ
疑問です」
（鈴木哲夫氏=前出）
■スタグフレーションから大不況へ
岸田が首相の座を射止める原動力となったと言ってもいい
「新
しい資本主義」は影も形も見えない。
「令和版所得倍増」も「成
長と分配の好循環」も絵に描いた餅。むしろ、庶民生活は悪化の
一途だ。岸田が見切りをつけないアベノミクスの弊害で、円安に
よる物価上昇に歯止めがかからない。
欧米ではインフレ抑制を狙
った金融正常化が広がり、
日米の金利差拡大懸念から円安が加速。
ウクライナ情勢の緊迫で原油価格はうなぎ上りだ。
スタグフレー
ション（不況下の物価上昇）は目前に迫り、ヘタをすれば石油シ
ョックで大不況に陥りかねない。
どう見てもパッとしない首相の前に感染症、景気、紛争、さら

8

には党内で蠢く「反岸田」
。その代表格は言わずと知れた安倍元
首相だ。アベノミクス継承で岸田を突き上げ、
「佐渡島の金山」
の世界文化遺産登録申請をめぐっては、
「論戦を避ける形で登録
を申請しないというのは間違っている」
などと弱腰批判で大立ち
回りを演じた。
「岸田政権誕生の立役者を自任する安倍さんは、
少しずつ距離を
置こうとする岸田総理にイライラを募らせています。
だから露骨
に足を引っ張り、嫌がらせを繰り返している。参院選をめぐる公
明党との相互推薦が不調なのも、
『敵の敵は味方』の論理で関係
を修復した安倍さんと菅さんの意向とみられています」
（与党関
係者）
憲法改正が悲願の安倍は維新の勢力拡大を大歓迎し、
「だいぶ
機運は醸成されてきた」と前のめりだが、どの世論調査でも改憲
は関心薄。
維新のお膝元である大阪府では再び全国ワーストとな
った感染状況に怒りが渦巻いている。
自公維新への拒否反応は根
強い。
マトモな野党が結集しなければ、
一周回ってデタラメ自民の思
うツボ。この先 3 年間を左右する参院選の重みを甘く見たらダ
メだ。

当時の話を聞くだけでなく、
ロールプレーイング方式で当事者
の立場を体験することで、
戦争の恐ろしさや悲惨さが一人一人の
心に深く刻まれた。授業の感想を伝えるアンケート用紙には、戦
争を「自分ごと」として捉える生徒たちの言葉が並んでいた。
「あなたは１９４４年７月の沖縄県読谷村の住民です。本土決
戦に向け疎開せよと通達が来ました」－。
教室のモニターを真剣な表情で見つめる生徒たち。
沖縄県にい
る講師が話し掛ける。
「８月２１日に出航する疎開船に乗ります
か、とどまりますか」
。生徒らはＡ、Ｂの選択肢が書かれたボー
ドを頭上に掲げた。
疎開船に乗ることを選ぶと、待ち受けるのは「死」
。学童疎開
船が米軍の攻撃を受けて沈没し、約１５００人が亡くなった「対
馬丸事件」だ。疎開を選んだ生徒は着席し、
「生き残った」生徒
たちが立ったまま、次の質問に移る。どちらのガマ（洞窟）を選
ぶか、南部・北部どちらに逃げるか－。その先には集団自決や餓
死、空襲が待ち受ける。
５問のロールプレイが終わり、見渡すと「生き残った」生徒は
ごくわずか。講師はこう続けた。
「住民の４人に１人が亡くなっ
たという数字だけで見るのではなく、
戦争は自分と同じように生
きていた一人一人に起こった出来事です」
後半のワークショップの課題は「どうすれば戦争がつくれる
か」
。生徒はグループに別れ、議論を始めた。
「ＳＮＳ（会員制交
流サイト）を使おう」
「兵役を課せるよう法律を変えよう」
「戦争
を美化する漫画を作ればいいんじゃない」－。
沖縄県の平和啓発プロモーション事業「御万人（うまんちゅ）
ぴーすふるアクション」の一環として行われた今回の特別授業。
衝撃を受けたのは、生徒だけではなかった。
同校の教諭は
「どうすれば平和になるかを考える学習は今まで
たくさん行ったが、
『戦争のつくり方』を考えるのは初めて。生
徒が国民を洗脳する方法を考えながら『こんな社会、やばい』と
嫌悪感を示していて、かなり深い学びになったと思う」と話す。
特別授業は、
昨年予定していた現３年生の沖縄への修学旅行が
新型コロナウイルス禍で中止となる中、
「平和の学びを止めたく
ない」との教諭らの思いで、実現。日程の関係で沖縄への修学旅
行を５月に予定する現２年生が引き継ぐ形になったといい、
校長
は「コロナに振り回されたが、生徒と先生、沖縄とのつながりが
強くなった」と力を込める。
授業後のアンケートには、
戦争を
「自分ごと」
として受け止め、
次につなごうとする生徒たちの言葉が記されていた。
「沖縄のこ
とをもっと学びたい」
「つらい思いをして証言してくれた人の話
を受け継いでいきたい」
。３年生から渡された平和のバトンをし
っかりと受け取った２年生たちが走りだす。
（加地 紗弥香）

「戦争はいらない」掲出問題なし
神奈川新聞共同通信 2022 年 2 月 13 日(日) 16:22

レース後、テレビカメラに向け
て平和を願うメッセージを示すウクライナのスケルトン男子選
手＝１１日、北京（ロイター＝共同）
【北京共同】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のデュビ五輪
統括部長は１３日、
ロシアと緊張状態にあるウクライナのスケル
トン男子選手が北京冬季五輪でのレース後に
「ＮＯ ＷＡＲ Ｉ
Ｎ ＵＫＲＡＩＮＥ（ウクライナに戦争はいらない）
」と書かれ
た紙をテレビカメラに向けて掲げた行為について、
ＩＯＣは問題
視しないと明言した。
ＩＯＣは五輪憲章第５０条で競技会場などでの政治的な宣伝
活動を禁じているが、デュビ氏は「戦争はいらない、は皆が共感
できるメッセージだ」と理解を示した。ＡＰ通信によると、同選
手は
「私は戦争を望んでいない。
母国と世界の平和を願っている」
と訴えていた。
戦争をどうつくるか、嫌悪感が深い学びに 横浜で特別授業
神奈川新聞 2022 年 2 月 13 日(日)11:45

京都自民の資金配分、西田会長「全て適法」 マネロン文書は「確
認されず」
京都新聞 2022 年 2 月 13 日 21:17
「戦争のつくり方」を議論する生徒た
ち（横浜市立南中学校提供）
戦争の記憶を次代へ－。横浜市立南中学校（同市南区）の２年
生１８５人が１月、オンライン授業で沖縄戦について学んだ。

記者団の取材に応じる自民党京都府連の西田
会長（12 日、京都市中京区のホテル）
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自民党京都府連が国政選挙の前に候補者から集めた金を党所
属の府議や京都市議に配分していたことを巡り、
西田昌司府連会
長（参院京都選挙区）は１３日、自身のユーチューブチャンネル
に公開した動画で、
「全て適法」と選挙買収の疑いを改めて否定
した。
西田氏は前提として
「候補者は府連が一致団結して支援してお
り、買収する動機も必要もない」と強調。資金の動きは公表され
ている政治資金収支報告書に記載し、
法にのっとっていると主張
した。
府連による配分について買収目的を隠すための
「マネーロンダ
リング（資金洗浄）
」と記す府連の内部文書については、
「見たこ
とも聞いたこともない。
府連に確認したが存在は確認されなかっ
た」と話した。

によると、その単純計算では陽性率を導き出せないという。どう
いうことか―。
（鷲野史彦）
Ｑ 都の陽性率はどうやって計算しているの。
Ａ 都は医療機関に対し、新型コロナの検査後、陽性、陰性そ
れぞれの人数の都のシステムへの入力を求めている。
数日分まと
めて入力されることもあるため、
１週間平均の陽性率を計算して
いる。
Ｑ この陽性率は実態と合っているのか。
Ａ 「発熱など症状があって受診する人が多くなっているため、
陽性率は高い傾向にある」と都の担当者は説明する。
もともと陽性率は、
感染拡大の兆候をつかむ指標の１つだった。
以前に政府の分科会が示した感染状況のステージ判断では、
「１
０％以上」で最も上のステージ４としていた。
Ｑ 新規感染者数と検査件数はどう集計するの。
Ａ 都内の医療機関や保健所が、政府の情報共有システム「Ｈ
ＥＲ―ＳＹＳ（ハーシス）
」に入力した発生届の数が、都の新規
感染者数になる。

「山宣」にまつわる活動知って 地元・宇治の団体が会誌、資料
館改修など紹介
京都新聞 2022 年 2 月 11 日 11:00

資料館の改修後の様子などを掲載
した会誌「山宣」２７号を手にする宇治山宣会の薮田会長（右）
ら＝宇治市宇治・市役所
戦前に治安維持法に反対して暗殺された京都府宇治出身の政
治家、山本宣治（１８８９～１９２９年）を顕彰する「宇治山宣
会」は、昨年１年間の活動や話題を紹介する会誌「山宣」２７号
を発行した。長年の課題だった資料館の改修や、全国各地にある
山宣会の取り組みなどを掲載している。
宇治市宇治にある資料館は１９７９年に山宣の生誕９０年、
没
後５０年を迎えたのを機に一家の住居近くの土蔵を活用して設
けられたが老朽化していた。会誌では、昨年７～１０月に床や壁
の板を張り替え照明を改良するなどの改修を行った後の館内を
豊富な写真で紹介。
資金は遺族の基金や会員らの募金をあてたこ
とも説明している。
会誌ではほかに、
東京山宣会が昨年新たに会員通信の発行を始
めたことや、
毎年３月５日に宇治市内で開かれる山宣墓前祭の様
子も盛り込んだ。新型コロナの影響で、昨年はガイド活動や講演
会の中止が相次ぎ、
例年は１００ページ超の会誌は今回は５８ペ
ージとなった。
Ｂ５判。４５０部作製し、市内の図書館などに寄贈したほか、
希望者には有料配布している。１冊７００円で、送料も必要。
＜Q&A＞新型コロナ 東京都で検査した人に占める感染者の
割合 「陽性率」はどう計算しているの？
東京新聞 2022 年 2 月 11 日 17 時 49 分
東京都が１０日に発表した新型コロナウイルスの陽性率
（検査
した人に占める感染者の割合）は約４０％だった。同時に発表さ
れた新規感染者数を検査件数で割ったら約６８％になったが、
都
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一方、検査件数は、都のシステムに入力する。保健所の健康観
察に必要な新規感染者の発生届と異なり、
検査件数の入力は遅れ
がち。入力が１週間以上後のこともあるが、都は発表する日の時
点で入力された件数を発表している。例えば、１月２４日の検査
数は当初、３万３１９６件と発表されたが、２月８日時点では４
万７２７６件に増えていた。
Ｑ 入力が１週間後でもいいのか。
ひっぱく

Ａ 医療機関が 逼 迫 しているのでやむを得ない。都は、で
きる限り早く入力してほしいとお願いしている。
＜Q&A＞新型コロナ「みなし陽性」とは どんな人が対象に？
療養期間はどれくらい？
東京新聞 2022 年 2 月 9 日 19 時 29 分
新型コロナ感染者の急増に伴い、
感染者の同居家族に発熱症状
が出た場合など、検査をしなくても医師が感染者とみなす「みな
し陽性」
を東京都などが認めている。
ほかの感染者と同じように、
健康観察の対象となる。
（池田悌一）
Ｑ どうやって、みなし陽性と判断するの。
Ａ 感染者の濃厚接触者に発熱などの症状があったとき、
医師
がオンライン診療などで感染者と判断する。
厚生労働省が１月２
４日、感染者急増で検査に時間がかかる地域で、みなし陽性を認
めることにした。正式には「疑似症患者」と呼ばれる。
Ｑ 全ての濃厚接触者が対象なのか。
Ａ 同居家族が主な対象だ。厚労省は「感染者と同居している
人に症状が出れば、
感染している確率がかなり高い」
としている。

みなし陽性者は感染者として集計され、
検査で陽性となった感染
者と同様、保健所による健康観察などを受ける。

がお勧めという。

Ｑ 家族間で感染するのを防ぐには。
Ａ 斎藤氏は、感染者が自宅療養をする場合、自宅でも家族全
ひまつ

員が無理のない範囲でマスクを着けるよう促す。飛 沫感染を防
ぐためだ。ただ、子どもが息苦しくなっていないか注意が必要。
２歳未満は窒息のリスクなどがあり、
マスクは着用しない方がい
いという。
子どもはあちこちを触るので、
触った場所や遊具を定期的にア
ルコール消毒することも大事だ。トイレが２つない場合、感染者
がトイレを使った後は便座の消毒を。トイレの後だけでなく、小
まめな手洗いを心掛けることも有効という。
Ｑ 冬場の換気は大変だが。
Ａ 斎藤氏によると、常に窓を開けておく必要はなく、感染し
た子どもが大泣きした後は開け、
眠っているときには閉めるなど
メリハリが大切という。

Ｑ 療養期間はどのくらいになるの。
Ａ 通常の感染者と同じで、発症した翌日から１０日間だ。症
状がなくなってから７２時間たっていれば日常生活に戻れる。
Ｑ みなし陽性の割合はどのくらいか。
Ａ 東京都は先月２９日に運用を始め、
今月９日は６３２人だ
ったと発表した。この日の新規感染者の３．５％にあたる。都の
ほか神奈川県や千葉県、大阪府などで導入されている。
＜Ｑ＆Ａ＞コロナ感染した子どもの自宅療養はどうしたらい
い？
東京新聞 2022 年 2 月 6 日 06 時 00 分
新型コロナウイルスの子どもの感染者が急増し、
家庭内感染も
増えている。
感染を広げないためには、
どんな対策が有効なのか。
（池田悌一）
Ｑ 子どもの感染が増えているの。
Ａ 厚生労働省によると、
１日までの１週間に新たに感染した
１０歳未満は約６万７０００人で、２週間前の約５・２倍に増え
た。全世代での約３倍を上回っている。厚労省に助言する専門家
組織「アドバイザリーボード」は２日、
「感染の場は、家庭、職
場、学校などに移っている」との見解を示した。
Ｑ クラスター（感染者集団）も多いようだ。
Ａ 厚労省によると、
先月３１日までの１週間に２人以上の集
団感染は、学校で３８４件、保育所など児童福祉施設で１９６件
あった。飲食店の１３件を大きく上回る。
Ｑ 子どもが感染したらどう対応すればいいか。
Ａ 子どもは軽症が多く、自宅療養をすることがほとんど。新
潟大の斎藤昭彦教授（小児科学）は「保護者らは子どもが脱水状
態にならないよう注意してほしい」と話す。
高熱が出ると体内から水分が抜ける上、
ぐったりして水分を取
りにくくなる。そんなときは解熱剤の服用が効果的だ。のどの痛
みがひどいときは、
のど越しの良いゼリーやプリンでの水分補給
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