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2018年 4月 12～16日 

世論調査（時事、共同、朝日、ＮＮＮ）、4・14デモ（国会

前、全国各地）、憲法（希・民合同と 9条含む）、政局 

 

内閣支持、続落３８％＝森友説明「納得できず」７割超－

時事世論調査 

 

 時事通信が６～９日に実施した４月の世論調査で、安倍

内閣の支持率は前月比０．９ポイント減の３８．４％とな

り、先月に続き下落した。不支持率は２．２ポイント増の

４２．６％で、２カ月連続で支持を上回った。学校法人「森

友学園」をめぐる財務省決裁文書改ざん問題や防衛省・自

衛隊の日報隠蔽（いんぺい）疑惑などが影響したとみられ

る。 

 ただ、学校法人「加計学園」の獣医学部新設計画をめぐ

り柳瀬唯夫首相秘書官（当時）が「首相案件」と述べたと

される面会文書が見つかった問題は、調査期間後で反映さ

れていない。 

 森友問題での安倍晋三首相の説明について聞いたところ、

「納得していない」との回答が７８．３％に上り、「納得し

ている」は１１．０％にとどまった。昨年４月調査でほぼ

同じ質問をした際は「納得していない」が６８．３％で、

１０ポイント増加した。 

 森友学園が開学を予定していた小学校の名誉校長に一時

就いた安倍昭恵首相夫人は国会で説明すべきかを尋ねたと

ころ、「必要」５４．２％、「必要ない」３２．０％、「どち

らとも言えない・分からない」１３．８％だった。 

 内閣を支持する理由（複数回答）は、「他に適当な人がい

ない」１８．９％、「首相を信頼する」９．８％、「リーダ

ーシップがある」９．６％の順。一方、支持しない理由（同）

は、「首相を信頼できない」が最も高く２７．９％、「期待

が持てない」１７．９％、「政策が駄目」１３．３％などと

続いた。（時事通信2018/04/13-15:16） 

 

政党支持率、自民は２５．３％＝時事世論調査 

時事通信2018年4月13日 

 政党支持率は、自民党が０．１ポイント増の２５．３％、

立憲民主党が０．２ポイント減の５．１％。以下、公明党

３．９％、共産党２．４％、日本維新の会１．０％、民進

党０．７％、希望の党０．４％などとなった。支持政党な

しは５８．３％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６３．４％。 

 

「首相説明納得できず」79％ 「加計、柳瀬氏喚問を」66％ 

共同通信2018/4/15 19:36 

 
安倍内閣支持率の推移 

 共同通信社が 14、15 両日に実施した全国電話世論調査

によると、学校法人「加計学園」の獣医学部新設計画を巡

る「首相案件」文書に関する安倍晋三首相の説明に「納得

できない」との回答が 79.4％に上った。「納得できる」は

13.2％。野党が求めている元首相秘書官の柳瀬唯夫氏の証

人喚問が必要との答えは66.3％、不要は27.6％だった。政

府の手続きが「不適切だった」は68.6％で、適切（21.1％）

を大きく上回った。 

 内閣支持率は 37.0％で、3 月 31日、4月 1日両日の前

回調査より5.4ポイント減。 

 

加計問題 首相の説明「納得できない」７９％ 共同通信 

毎日新聞 2018年 4月15日 16時 47分(最終更新 4月15

日 20時36分) 

 共同通信社が１４、１５両日に実施した全国電話世論調

査によると、学校法人「加計学園」の獣医学部新設計画を

巡る「首相案件」文書に関する安倍晋三首相の説明に「納

得できない」との回答が７９．４％に上った。納得できる

は１３．２％。野党が求めている元首相秘書官の柳瀬唯夫

氏の証人喚問が必要だとする答えは６６．３％、不要は２

７．６％だった。  

 内閣支持率は３７．０％で、３月３１日、４月１日両日

の前回調査より５．４ポイント減。不支持は５２．６％で、

支持を上回る逆転状態は続いた。  

 次の自民党総裁に誰がふさわしいかを問うと、石破茂元

幹事長が２６．６％でトップを維持した。  

 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://mainichi.jp/ch170569213i/%E5%8A%A0%E8%A8%88%E5%95%8F%E9%A1%8C
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018041300838&p=20180413ax02&rel=pv
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産経新聞2018.4.15 17:11 

安倍晋三首相の説明「納得できず」７９％ 加計・柳瀬唯

夫氏「喚問を」６６％、内閣支持３７％に下落 共同通信

世論調査 

 共同通信社が１４、１５両日に実施した全国電話世論調

査によると、学校法人「加計学園」の獣医学部新設計画を

めぐる「首相案件」文書に関する安倍晋三首相の説明に「納

得できない」との回答が７９．４％に上った。納得できる

は１３．２％。野党が求めている元首相秘書官の柳瀬唯夫

氏の証人喚問が必要だとする答えは６６．３％、不要は２

７．６％だった。 

 内閣支持率は３７．０％で、３月３１日、４月１日両日

の前回調査より５．４ポイント減。不支持は５２．６％で、

支持を上回る逆転状態は続いた。 

 ９月に実施される自民党総裁選について次の総裁に誰が

ふさわしいかを問うと、石破茂元幹事長が２６．６％でト

ップを維持。小泉進次郎筆頭副幹事長２５．２％、安倍首

相１８．３％と続き、前回と同様の順位だった。 

 

安倍内閣支持、低迷３１％ 不支持５２％ 朝日世論調査 

朝日新聞デジタル2018年4月15日22時21分 

安倍内閣

の支持率の推移 

加計学園の獣

医学部新設、安倍政権の説明に… 

 朝日新聞社が１４、１５両日に実施した全国世論調査（電

話）で、安倍内閣の支持率は３１％で前回調査（３月１７、

１８日実施）と並び、第２次安倍内閣発足以来最低だった。

不支持率は５２％（３月調査は４８％）で最も高かった。

学校法人「加計（かけ）学園」の獣医学部新設の問題につ

いて、首相秘書官だった柳瀬唯夫氏を国会で証人喚問する

必要があるかと尋ねたところ、７２％が「必要がある」と

答えた。 

 最近の安倍晋三首相の発言や振る舞いをみて、どの程度

首相を信用できるかを聞くと、「大いに」４％と「ある程度」

２７％を合わせた「信用できる」が３１％。「あまり」３７％

と「まったく」２９％を合わせた「信用できない」が６６％。

「信用できない」は、同じ質問を昨年７月にした際の６１％

より増えた。安倍政権に長期政権の弊害を感じるかについ

ては「大いに」と「ある程度」合わせて５９％が「感じる」

と答えた。「あまり」と「まったく」を合わせた「感じない」

は３７％。自民支持層でも５６％が弊害を「感じる」と答

えた。 

 加計学園の問題では、首相秘書官当時の柳瀬氏が愛媛県

職員らと会い、「本件は、首相案件」と述べたと記された県

の文書が見つかった。一方、柳瀬氏は面会の記憶はないと

否定し、安倍首相も、指示や関与を否定している。政権の

こうした説明に納得できるかを尋ねると、７６％が「納得

できない」と答えた。柳瀬氏について野党は、うそをつい

た場合に偽証罪に問える証人喚問を求めているが、自民支

持層でも、証人喚問が「必要」は５６％にのぼった。 

 学校法人「森友学園」への国有地売却問題についても尋

ねた。地下のごみの撤去について、財務省が学園に、うそ

の説明を求めた対応には、８３％が「大きな問題だ」。同省

が取引の決裁文書を改ざんした当時の理財局長、佐川宣寿

（のぶひさ）氏が証人喚問で、安倍首相らからの指示はな

かったなどと説明したことには７７％が「納得できない」

と答えた。この問題の解決のため、安倍首相の妻昭恵氏が

国会で説明することは、「必要がある」が６１％だった。 

 イラク派遣の際の陸上自衛隊の記録「日報」の問題につ

いて、シビリアンコントロール（文民統制）ができている

と思うかを尋ねると、「できていない」が７５％で、「でき

ている」は１３％だった。１７日から予定されている安倍

首相と米国のトランプ大統領との首脳会談については、「期

待する」５０％、「期待しない」４４％だった。 

 

世論調査―質問と回答〈４月１４、１５日実施〉 

朝日新聞デジタル2018年4月15日22時22分 

（数字は％。小数点以下は四捨五入。◆は全員への質問。

◇は枝分かれ質問で該当する回答者の中での比率。〈 〉内

の数字は全体に対する比率。丸カッコ内の数字は、３月１

７、１８日の調査結果） 

安倍内閣支持、低迷３１％ 不支持５２％ 朝日世論調査 

◆いまの政治などについてうかがいます。あなたは、安倍

内閣を支持しますか。支持しませんか。 

 支持する３１（３１） 

 支持しない５２（４８） 

 その他・答えない１７（２１） 

◇（「支持する」と答えた人に）それはどうしてですか。（選

択肢から一つ選ぶ＝択一） 

 首相が安倍さん１０〈３〉 

 自民党中心の内閣１９〈６〉 
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 政策の面１８〈６〉 

 他よりよさそう５０〈１６〉 

 その他・答えない２〈０〉 

◇（「支持しない」と答えた人に）それはどうしてですか。

（択一） 

 首相が安倍さん２９〈１５〉 

 自民党中心の内閣２１〈１１〉 

 政策の面３３〈１７〉 

 他のほうがよさそう１１〈６〉 

 その他・答えない６〈３〉 

◆あなたは今、どの政党を支持していますか。政党名でお

答えください。 

 自民３３（３２）▽立憲１０（１１）▽希望０（１）▽

公明４（３）▽民進２（１）▽共産３（３）▽維新１（１）

▽自由０（０）▽社民０（０）▽日本のこころ０（０）▽

その他の政党０（０）▽支持する政党はない４０（３６）

▽答えない・分からない７（１２） 

◆今年の秋に自民党の総裁選挙があります。あなたは、次

の自民党総裁にふさわしいのは誰だと思いますか。（択一） 

 安倍晋三さん２２ 

 石破茂さん２７ 

 岸田文雄さん６ 

 野田聖子さん６ 

 この中にはいない３４ 

 その他・答えない５ 

◆第２次安倍政権が発足して、５年以上たちました。あな

たは、安倍政権に長期政権の弊害をどの程度感じますか。

（択一） 

 大いに感じる２３ 

 ある程度感じる３６ 

 あまり感じない２６ 

 まったく感じない１１ 

 その他・答えない４ 

◆最近の安倍首相の発言や振る舞いをみて、あなたは、安

倍首相のことをどの程度信用できると思いますか。（択一） 

 大いに信用できる４ 

 ある程度信用できる２７ 

 あまり信用できない３７ 

 まったく信用できない２９ 

 その他・答えない３ 

◆「森友学園」に国有地を値引きして売却した問題をめぐ

り、財務省の職員が森友学園に、地下のごみの撤去につい

て、うその説明をするよう求めていたことがわかりました。

あなたは、財務省のこうした対応は、大きな問題だと思い

ますか。それほどではないと思いますか。 

 大きな問題だ８３ 

 それほどではない１２ 

 その他・答えない５ 

◆財務省が「森友学園」との国有地の取引に関する決裁文

書を改ざんしたことをめぐり、当時の局長だった佐川宣寿

さんへの証人喚問が先月、国会で行われました。佐川さん

は、改ざんの経緯などの証言を拒否する一方、安倍首相や

その周辺からの改ざんの指示はなかった、と話しました。

あなたは、こうした佐川さんの説明に納得できますか。納

得できませんか。 

 納得できる１５ 

 納得できない７７ 

 その他・答えない８ 

◆あなたは、森友学園への国有地売却の問題を解明するた

め、安倍首相夫人の昭恵さんが国会で説明する必要がある

と思いますか。その必要はないと思いますか。 

 説明する必要がある６１（６５） 

 その必要はない３３（２７） 

 その他・答えない６（８） 

◆「加計学園」の獣医学部新設についてうかがいます。安

倍首相の秘書官だった柳瀬唯夫さんが、愛媛県の職員らに

会って、「本件は、首相案件」と話した、と記された愛媛県

の文書が見つかりました。一方、柳瀬さんは「記憶する限

りはお会いしていない」と話し、安倍首相は獣医学部の新

設について、指示や関与を否定しています。あなたは、安

倍政権の説明に納得できますか。納得できませんか。 

 納得できる１４ 

 納得できない７６ 

 その他・答えない１０ 

◆加計学園の獣医学部の問題を解明するため、あなたは、

安倍首相の秘書官だった柳瀬唯夫さんを国会で証人喚問す

る必要があると思いますか。その必要はないと思いますか。 

 証人喚問する必要がある７２ 

 その必要はない１９ 

 その他・答えない９ 

◆陸上自衛隊の記録、「日報」についてうかがいます。防衛

省が、存在しないと国会で説明したイラク派遣の日報が、

陸上自衛隊で１年前に見つかっていましたが、今年３月ま

で大臣に報告されていませんでした。あなたは、政治家が

自衛隊をコントロールする「文民統制」ができていると思

いますか。できていないと思いますか。 

 できている１３ 

 できていない７５ 

 その他・答えない１２ 

◆政府は、働き方改革関連法案の成立を今の国会で目指し

ています。この法案は、残業時間の上限を罰則付きで定め

る一方、専門職で年収の高い人を労働時間の規制の対象か

ら外す「高度プロフェッショナル制度」を盛り込んでいま

す。あなたは、この法案を今の国会で成立させるべきだと

思いますか。その必要はないと思いますか。 

 今の国会で成立させるべきだ２０ 
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 その必要はない６１ 

 その他・答えない１９ 

◆政府は、ギャンブルができるカジノの入場料などを定め

た法案の成立を今の国会で目指しています。この法案が成

立すると、カジノが実際に国内でできるようになります。

あなたは、この法案を今の国会で成立させるべきだと思い

ますか。その必要はないと思いますか。 

 今の国会で成立させるべきだ２２ 

 その必要はない７１ 

 その他・答えない７ 

◆安倍首相は今月、アメリカのトランプ大統領と会談を行

い、日米の貿易問題や北朝鮮の拉致問題などを話し合いま

す。あなたは、日米首脳会談に期待しますか。期待しませ

んか。 

 期待する５０ 

 期待しない４４ 

 その他・答えない６ 

    ◇ 

 〈調査方法〉 コンピューターで無作為に電話番号を作

成し、固定電話と携帯電話に調査員が電話をかけるＲＤＤ

方式で、１４、１５の両日に全国の有権者を対象に調査し

た（固定は福島県の一部を除く）。固定は、有権者がいる世

帯と判明した番号は１９７３件、有効回答９４５人。回答

率４８％。携帯は、有権者につながった番号は１９２３件、

有効回答９６６人。回答率５０％。 

 

内閣支持率２６．７％ “発足以来”最低に 

ＮＮＮ2018年4月15日 19:43 

この週末に行ったＮＮＮの世論調査で安倍内閣の支持率は

２６．７％となり、第２次安倍政権発足以来、最低を更新

した。 

この週末に行ったＮＮＮの世論調査で安倍内閣の支持率は

２６．７％となり、第２次安倍政権発足以来、最低を更新

した。 

安倍内閣を支持すると答えた人は前月より３．６ポイント

下落して２６．７％となった。内閣支持率が２割台にまで

落ち込んだのは第２次安倍政権発足以来、初めてのこと。 

森友学園や加計学園の問題に対して安倍首相はどう対応す

べきかについては「責任をとって辞任する」が最も高い３

４．８％、「真相究明と再発防止に全力をあげる」が３１．

７％だった。 

また、安倍首相が加計学園の獣医学部新設を初めて知った

時期について、愛媛県の職員が作成した文書より安倍首相

の国会答弁の方が信ぴょう性が高いと答えた人は８．６％

にとどまった。 

次の自民党の総裁に誰がふさわしいかは、小泉進次郎議員

が石破元幹事長を上回り初めてトップとなった。 

＜ＮＮＮ電話世論調査＞ 

【調査日】４月１３日～１５日 

【全国有権者】１９５２人 

【回答率】３９．５％ 

※詳細は日本テレビ・ホームページ「ニュース・情報」（ｈ

ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｔｖ．ｃｏ．ｊｐ／ｙｏｒｏｎ／） 

⇒別紙 

 

産経新聞2018.4.15 23:57更新 

内閣支持率２６・７％に ＮＮＮ調査 朝日調査は３１％ 

 ＮＮＮ（日本テレビなど）が１３～１５日に行った世論

調査で、安倍晋三内閣の支持率が３月の前回調査より３・

６ポイント減の２６・７％、不支持率は同０・４ポイント

増の５３・４％となった。ＮＮＮのサイトが報じた。 

 朝日新聞のサイトによると、朝日の世論調査（４月１４、

１５日実施）では、支持率が前回の３月調査と同じ３１％、

不支持率は４ポイント増の５２％だった。 

 

国会前で行われた市民集会 

時事通信2018年04月14日 

 １４日午後、国会前で安倍政権批判と打倒を訴える市民

集会が行われ、立憲民主、共産、社民の野党３党の幹部が

出席、森友・加計学園などをめぐる一連の問題を批判した。 

 

森友など抗議、国会前で市民集会 「国家の私物化許さな

い」 

共同通信2018/4/14 21:03 

 

国会前で行われた集会で、安倍内閣の総辞職を訴える大勢

の参加者たち＝14日午後 

 森友学園を巡る財務省の決裁文書改ざんや自衛隊イラク

派遣部隊の日報隠蔽など相次ぐ問題に抗議する市民集会が

14日、国会前であった。「国家の私物化許さない」「文書改

ざん徹底追及」とシュプレヒコールを上げ、安倍内閣の総

辞職を訴えた。 

 「当たり前の政治を」といったプラカードを持った市民

が国会正門周辺の歩道を埋め尽くした。高齢者や学生、親

http://www.asahi.com/topics/word/安倍晋三.html
http://www.asahi.com/topics/word/ドナルド・トランプ.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/拉致問題.html
http://www.asahi.com/topics/word/日米首脳会談.html
http://www.asahi.com/area/fukushima/
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子連れの姿もあった。主催者は3万人超の参加があったと

している。 

 あいさつに立った立憲民主党の長妻昭代表代行は日報問

題に触れ「シビリアンコントロールについて一から見直す

必要があるが、原因をつくった安倍内閣ではできない」と

訴えた。 

 

加計、森友…「平気でウソ」 怒る市民が国会前占拠 

東京新聞2018年4月15日 朝刊 

 国会前で安倍内閣総辞職を求めて声を上げる人た

ち＝１４日、東京・永田町で 

 

 加計（かけ）学園に森友学園、自衛隊イラク派遣部隊の

日報隠蔽（いんぺい）。相次ぐ問題に不満を募らせた人々が

国会正門前を埋め尽くした。「国民をなめるな」「もううん

ざりだ」。大規模デモの参加者は十四日、安倍内閣の総辞職

を求めて怒りの声を上げた。 （神野光伸、内田淳二） 

 「森友学園を巡る財務省の文書改ざんが発覚する直前に

は、国の裁量労働制のデータでも誤りが見つかっていた。

根は同じ。国民をだましている」。東京都町田市の大学生條

大樹さん（１９）は、不満をぶちまけた。 

 国会前の歩道は、デモが始まる午後二時前から、大勢の

人が集まり、すれ違うのも難しいほど。千葉市の大学四年

高橋郁臣さん（２１）は「政府が政府として機能せず、権

力が暴走している。権力は上が腐ると下も腐る」と訴えた。 

 都内の会社員小磯友香さん（２７）も「平気でウソをつ

いたり、ごまかしたりしている」と憤った。掲げたのは「Ｄ

ｏｎ’ｔ ｔｅｌｌ ｌｉｅｓ（うそをつくな）」と書かれた

紙。「以前、安保法制に反対するデモのときに使ったもの。

残念ながら状況は、それからずっと変わっていない」 

 午後三時半ごろには、主催者側の「国会前へ」との声に

促され、柵で隔てられていた車道にまで人があふれた。 

 神奈川県鎌倉市のアルバイト桜井俊也さん（６２）は「平

然と国民にうそをつく安倍政権にいいかげんにしろと言い

たい。政権交代し、新しい政治をつくり直す必要がある」

と求めた。静岡市葵区の無職梶山さよ子さん（６８）は「安

倍政権の下で、何が真実か分からない状況になっている。

国民を愚弄（ぐろう）している」と話した。 

 

しんぶん赤旗2018年4月15日(日) 

「安倍退陣」５万人 怒りの声 国会包む 全国２０カ所

以上で行動 

 

（写真）「安倍はやめろ」「総辞職」などと国

会前の車道をうめつくして抗議する人たち

＝１４日 

 森友・加計疑惑の真相究明、内閣総辞職を求める行動が

１４日、全国２０カ所以上で行われ、安倍内閣に対する国

民の怒りが列島を包みました。国会正門前の抗議行動には

のべ５万人（主催者発表）が参加。国会前の車道まで参加

者で埋め尽くされ、「安倍はやめろ」「総辞職、総辞職」の

大コールがわき起こりました。 

 「安倍内閣は今すぐ退陣！」―午後３時３５分、ふくれ

あがった参加者で国会正門前の車道にも人々があふれまし

た。これは、２０１５年夏の安保法制反対の大行動以来の

ことです。マイクを持った抗議スタッフらを中心に何カ所

も人だかりができ、地鳴りのようなコールが響きわたりま

した。ベビーカーを押した人や若者、大きなスーツケース

などを手に各地から参加した人の姿が目立ちました。 

 東京都内の大学３年生の女性は、友人を誘って参加。「今

の社会に対して自分が思うことを表明したいと考えてきま

した。政府に都合のいい人たちのためだけの政治ではなく、

一人ひとりが大切にさせる政治をしてほしい」 

 国会前の抗議行動は、「総がかり行動実行委員会」「未来

のための公共」「Ｓｔａｎｄ Ｆｏｒ Ｔｒｕｔｈ」の３団

体が主催。 

 代表してあいさつした総がかり行動実行委共同代表の福

山真劫（しんごう）さんは、安倍政権によって憲法破壊と

政治の私物化が進んでいると指摘。「これ以上、安倍政権を

延命させたら、日本の平和と民主主義、誇りは地に落ちて

しまう。今度こそ市民と野党の共闘で退陣させよう」と呼

びかけると、「そうだ」の声と拍手が起こりました。 

 京都市から夜行バスで参加した男性は、「今の政治につい

て自分の言葉で語る人の声を直接聞きたくて来ました。公

文書の改ざんが明らかになり、すべての問題に対して疑惑

をもっています。その疑惑を晴らす責任は内閣にあります」

と話しました。 
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 大阪府から参加した男性（２６）＝団体職員＝は「公文

書の改ざんや隠ぺいが明るみに出ても『自分は悪くない』

というような安倍首相の態度に腹が立ちます。野党はあき

らめないで追及して、この国をよくしてほしい」 

 立憲民主党、日本共産党、社民党の国会議員がスピーチ。

共産党から志位和夫委員長が訴えました。 

志位委員長がスピーチ 

 日本共産党の志位和夫委員長はスピーチで、森友・加計

疑惑、自衛隊のイラク「日報」隠ぺいなど一連の疑惑につ

いて国会で徹底究明する決意を表明。市民と野党の力を合

わせて「安倍内閣を即刻退陣させよう」と呼びかけると、

参加者は割れるような拍手と歓声で応えました。 

 志位氏は、森友・加計疑惑について、「首相夫妻の関与の

疑惑は真っ黒に近いグレーだ。首相は『ウミを出す』とい

うが、出すべき『ウミ』は首相自身ではないか」と痛烈に

批判。「希望は市民と野党の共闘です」と述べ、「安保法制

のときに国会前を埋めた新しい市民の運動が伏流水のよう

に続き、今またここにわき起こっている」と強調しました。 

 志位氏は市民と野党の共闘の力によって、厚労省のデー

タねつ造を認めさせて「働き方改革」一括法案から裁量労

働制を削除させ、森友公文書改ざん事件では佐川宣寿前国

税庁長官の証人喚問を実現させたと指摘。「一歩一歩、追い

つめている。この力で安倍政権を倒し、ウソのない正直な

政治、日本の民主主義を取り戻そう」と呼びかけました。 

 

しんぶん赤旗2018年4月15日(日) 

出すべき「ウミ」は首相自身 安倍政権を倒し、ウソのな

い政治、民主主義を取り戻そう 国会前大行動 志位委員

長のスピーチ 

 安倍政権の退陣を求めて１４日に行われた国会前大行動

で、日本共産党の志位和夫委員長が行ったスピーチは次の

通りです。 

 みなさん、こんにちは（「こんにちは」の声）。日本共産

党の志位和夫です。今日は小池晃書記局長、高橋千鶴子衆

院議員、畑野君枝衆院議員、吉良よし子参院議員、山添拓

参院議員と一緒にまいりました。頑張りましょう。（「おー」

の歓声、拍手） 

森友疑惑――８億円値引きの根拠はいよいよ崩壊、昭恵氏

に国会に出てきてもらおう 

 安倍政権のもとでの一連の疑惑は“底なし沼”の状況じ

ゃないでしょうか。（「そうだ」の声、拍手） 

 森友疑惑では、公文書改ざん事件に続いて、８億円の（国

有地）値引きの根拠がいよいよ大本から崩壊する事態とな

ってきました。２０１６年、財務省近畿財務局が国土交通

省大阪航空局に“地中のゴミの積算量を増やしてくれ”と

依頼した。そのことによって８億円の（国有地の）値引き

が決まりました。 

 みなさん。背任罪に問われるような、こんなとんでもな

いことを財務省と国交省がグルになってやっていた。背後

に政治的圧力がなければ、おこりえないことではないです

か(「そうだ」の声、拍手)。昭恵さんの関与がいよいよ濃厚

ではありませんか。国会に出てきてもらおうではありませ

んか。(「その通り」の声、拍手) 

加計疑惑――愛媛県文書の真実性は極めて高い、「関与はな

い」という首相の言明は崩壊 

 加計疑惑については、柳瀬唯夫元首相秘書官が「本件は、

首相案件」と発言したと明記した愛媛県の文書が出てまい

りました。安倍晋三首相は、「秘書（の柳瀬氏）が記憶の限

りでは会っていないと言っている。それを信用する」と言

っている。どちらかがウソをついているわけですけれども、

愛媛県の文書の真実性が限りなく高いのではないでしょう

か。（「そうだ」の声、太鼓の音、拍手） 

 なぜならば、愛媛県にはウソをつく動機がない。しかし

首相サイドには動機が十分にあるじゃないですか（「その通

り」の声、拍手）。そしてその後、起こった出来事は、愛媛

県の文書の通りになった。国家戦略特区に申請する。「申請

書は２、３枚でインパクトのあるものを」という（官邸・

政府側の）“指南”通りになっているじゃないですか。あれ

が真実ということになりますと、「関与していなかった」と

いう首相の言明は大本から崩れることになります。 

 みなさん。森友も加計も首相夫妻の疑惑は“真っ黒に近

いグレー”になっているのではないでしょうか（「そうだ」

の声、拍手）。安倍首相は「ウミを出す」と言っている。し

かし出すべき「ウミ」は首相自身ではないでしょうか（「そ

の通り」の声、大きな拍手）。徹底した真相究明を国会でや

 

（写真）スピーチする志位和夫委員長＝１４日、国会

正門前 
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っていきたいと思います。（大きな拍手） 

自衛隊の「日報」隠ぺい――憲法違反の海外派兵、「戦場の

真実」を隠すことが目的 

 そして、自衛隊の「日報」の隠ぺい問題です。「ない」と

言っていたイラク（派兵）の「日報」が出てきました。こ

の国は、安倍内閣が「ない」というものは大体あるんです

よ。(笑い) 

 なぜ、「日報」を隠ぺいしたか。「戦場の真実」を隠すた

めだったのではないでしょうか。（「そうだ」の声、拍手） 

 南スーダン（派兵）の「日報」には「戦闘」という言葉

がたくさん書かれておりました。 

 イラク（派兵）の「日報」についても、今日の報道では、

やはりこちらにも「戦闘」という言葉が記載されていると

いう。結局、「非戦闘地域」が建前だったけれども、戦場に

行ったのではないか。憲法違反の海外派兵が「戦場の真実」

だったのではないか。 

 みなさん。強大な軍事組織が国民にこういう重要な情報

を隠ぺいするなどということは恐ろしいことですよ(「そう

だ」の声)。それをコントロールしない政府も恐るべきこと

ですよ(「そうだ」の声)。即刻、退陣させようではありませ

んか。(「おー」の歓声、大きな拍手) 

希望は市民と野党の共闘――安倍政権を一歩一歩追い詰め

ている 

 みなさん。希望は、市民と野党の共闘です。 

 あの安保法制（戦争法）のときに、この国会前を連日の

ように埋めた新しい市民の運動は、一時見えなくなってい

ましたが、ちゃんと伏流水のように続いておりました。そ

していま、またここにわき起こっているじゃないですか

（「そうだ」の声）。全国でわき起こっているではありませ

んか。（拍手） 

 この市民のみなさんの運動と野党の共闘の力が合わさり、

厚労省の裁量労働制のねつ造データを認めさせ、（「働き方

改革」一括法案から）削除させた。佐川宣寿・前理財局長

の証人喚問も実現させた。一歩一歩追い詰めているじゃな

いですか。 

 この力で安倍政権を倒して、ウソのない政治、正直な政

治、日本の民主主義を取り戻していこうではありませんか

（「おー」の歓声）。頑張りましょう。ありがとうございま

した。（長く続く拍手） 

 

改憲抗議のキャンドルデモ 「アベ政治を許さない」手に 

朝日新聞デジタル2018年4月14日20時57分 

 森友学園をめぐる公文書改ざんや、憲法９条に自衛隊を

明記する自民党の改憲案にキャンドルを掲げて抗議するデ

モが１４日夜、国会前であった。作家の澤地久枝さんが中

心になって呼びかけ、小雨の降るなか、数百人が参加した。 

 オレンジ色の小型ライトを持つ参加者らのもう片方の手

には、「アベ政治を許さない」のプラカード。２月に死去し

た俳人の金子兜太さんに澤地さんが頼んで揮毫（きごう）

してもらった言葉だ。 

ロウソクを模した発光ダイオードによるあかりを手に国会

前に集まり、安倍政権に疑義を唱える人たち＝２０１８年

４月１４日午後６時２５分、東京都千代田区、角野貴之撮

影 

 澤地さんは、民主主義を支える公文書が改ざんされる政

権下で、９条改憲論議が進むことに「言い表しようのない

怒り」を感じてきたという。数時間前には同じ場所で数万

人規模のデモもあったが、別の形での意思表示を模索して

いた。韓国の市民が朴槿恵（パククネ）政権に抗議するた

め、ろうそくを手に集会をしていたのを参考にしたという。 

 参加した東京都内の生原美典（はいばら・よしのり）さ

ん（５４）は、「政治も行政もめちゃくちゃ。民主主義の根

幹が壊れるなかで、９条改憲を問う資格はない。いても立

ってもいられず、駆けつけた」と語った。 

改憲派学生、渋谷駅で訴え 

 東京・ＪＲ渋谷駅前で１４日、若者グループ「にっぽん

憲法プロジェクト」が「今こそ若者から改憲議論を」と訴

えた。 

 この団体は憲法を語るイベントやネット上で改憲の機運

づくりを試みてきた。都内の大学３年生で、予備自衛官補

として訓練を受けているという木原祥利さん（２１）は、

自民党による９条への自衛隊明記案について、「国土を必死

に守っている自衛隊が憲法によって存在を否定され、差別

されている。自衛隊への恩返しのためにも、憲法を変えよ

う」と訴えた。 

 静岡県から駆け付けた大村篤志さん（２９）は、緊急事

態条項の必要性を強く訴えた。「憲法の財産権保障は大切だ

が、大災害の発生時、それが人命救助の足かせになる場合

もある。緊急事態を想定した条文が憲法にあれば、救える

命を救えると思う」と通行人らに呼びかけた。 

 

国会前デモ 「キャンドル」で沈黙の抗議 

毎日新聞 2018年 4月14日 20時 59分(最終更新 4月15

日 01時00分) 

 東京・永田町の国会正門前で１４日夕、ろうそくの形を

した小型ライトを片手に、安倍晋三首相の退陣を求める「キ

ャンドルデモ」が行われた。憲法改正に反対する「九条の

会」の呼びかけ人の一人でノンフィクション作家の澤地久

http://www.asahi.com/topics/word/大阪の国有地売却問題.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法９条.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/澤地久枝.html
http://www.asahi.com/topics/word/金子兜太.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180414003007.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180414003007.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180414003007.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180414003007.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180414003007.html
http://www.asahi.com/topics/word/朴槿恵.html
http://www.asahi.com/area/tokyo/
http://www.asahi.com/topics/word/渋谷駅.html
http://www.asahi.com/topics/word/渋谷駅.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/自衛官.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/area/shizuoka/
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/財産権.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
https://mainichi.jp/ch150913966i/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E5%89%8D%E3%83%87%E3%83%A2
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180414003007.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180414003006.html
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枝さんが提唱し、５００人以上が参加。森友・加計両学園

問題を抱える安倍政権に「沈黙」で抗議の意思を示した。  

 

国会前でキャンドルやプラカードを手に、政権批判の集会

を行う作家の澤地久枝さん（手前）＝東京都千代田区で２

０１８年４月１４日午後６時２３分、手塚耕一郎撮影 

 韓国で朴槿恵（パク・クネ）前大統領の退陣につながっ

た「ろうそく集会」を参考に、「日本でも沈黙で抗議を」と

実施。国会前では日中、「戦争させない・９条壊すな！総が

かり行動実行委員会」などが主催した大規模な抗議運動が

繰り広げられたが、夕方から始まったキャンドルデモは対

照的に穏やかな雰囲気で実施された。  

 約１時間に及んだデモは「沈黙」をはさみながら、有識

者や著名人がマイクを握って進められた。途中、雨が降り

出したが、作家の落合恵子さんは「『ファイア・イン・ザ・

レイン』という言葉があります。雨の中の炎は消えやすい。

でも、私たちが志を持って次の世代に手渡せば、燃え続け

ることが可能であると思っています」と語った。  

 デモを呼びかけた澤地さんは８７歳。１９４５年の敗戦

を旧満州（現中国東北部）で迎えた経験を持つ。軍隊が住

民を置き去りにして逃げ出すのを目の当たりにし、ノンフ

ィクション作家として「昭和」や「戦争」を問い続けてい

る。２０１５年１１月から毎月３日、俳人の故金子兜太（と

うた）さんが「アベ政治を許さない」と揮毫（きごう）し

たポスターを掲げて国会前に立ち続けている。  

 キャンドルデモを終えるにあたり、澤地さんは「『沈黙』

していても意思表示はできる」と話し、参加者に感謝の言

葉を述べた。  

 澤地さんが次に国会前で「沈黙」の抗議をするのは５月

３日午後１時から。キャンドルデモの次回開催日は未定で、

韓国のように大規模な運動に発展するかは未知数だ。【沢田

石洋史】  

 

警視庁 国会前デモで男逮捕 機動隊員の胸押した疑い 

毎日新聞 2018年 4月14日 21時 30分(最終更新 4月14

日 21時36分) 

 警視庁麹町署は１４日、国会議事堂前で開かれた安倍政

権に退陣を迫る集会に参加していた３０代の男を公務執行

妨害容疑で現行犯逮捕した。  

 

安倍政権の退陣を求めて国会前に集まった人たち＝東京都

千代田区で２０１８年４月１４日午後５時２３分、丸山博

撮影 

 逮捕容疑は同日午後３時４５分ごろ、東京都千代田区永

田町１の路上で、歩道沿いに置かれたパイプ柵を乗り越え

て車道に出ようとした際、制止しようとした機動隊員の胸

を押したとしている。「やっていない」と容疑を否認してい

るという。【金森崇之】  

 

改ざん、隠蔽「安倍政権退陣を」 札幌でデモ、国会前で

集会 

北海道新聞04/15 05:00  

 

怒りの声をぶつけるデモの参加者＝１４日午後、札幌市中

央区（北波智史撮影） 

 

 公文書の改ざんや隠蔽（いんぺい）などの疑惑の絶えな

https://mainichi.jp/graphs/20180414/hpj/00m/010/001000g/1
https://mainichi.jp/graphs/20180414/hpj/00m/010/001000g/1
https://mainichi.jp/ch150914112i/%E8%AD%A6%E8%A6%96%E5%BA%81
https://www.hokkaido-np.co.jp/article_photo/list?article_id=180452&p=1149305&rct=n_hokkaido
https://www.hokkaido-np.co.jp/article_photo/list?article_id=180452&p=1149305&rct=n_hokkaido
https://www.hokkaido-np.co.jp/article_photo/list?article_id=180452&p=1149305&rct=n_hokkaido
https://www.hokkaido-np.co.jp/article_photo/list?article_id=180452&p=1149305&rct=n_hokkaido
https://www.hokkaido-np.co.jp/article_photo/list?article_id=180452&p=1149305&rct=n_hokkaido
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い安倍政権に退陣を求めるデモや集会が１４日、札幌市中

心部や国会議事堂前で開かれ、参加者が「国民をだます内

閣はいらない」と訴えた。 

 札幌市中央区では、国会前での大規模な抗議行動に北海

道でも連帯しようと、札幌圏の２０～３０代の若者による

グループ「ユニキタ」がデモを主催。約３００人が「改ざ

ん内閣は総辞職」などと書かれたポスターを掲げ、ラップ

調の音楽に合わせて声を張り上げた。 

 北区の男性会社員（３３）は「今の政権は国民の声を聴

いていない。自分も何かしたいと思った」。ユニキタのメン

バーで豊平区の団体職員更科ひかりさん（３２）は「安倍

政権は腐っている。辞めないなら私たち国民の声で辞めさ

せるしかない」と力を込めた。 

 国会議事堂前では車道を埋め尽くした３万人超（主催者

発表）が「今すぐ退陣を」と怒りの声を上げた。２０１６

年に解散した若者グループ「ＳＥＡＬＤｓ（シールズ）」の

元メンバーらが設立した新団体「スタンド・フォー・トゥ

ルース」などが主催。歩道上のステージで次々と「公文書

を改ざんするな」と訴えた。 

 

安倍内閣の退陣求め抗議活動 全国に呼応 新潟でも市民

団体 

新潟日報2018/04/14 21:00 

 安倍内閣の退陣を求める抗議活動は１４日、新潟市中央

区の古町十字路でも行われた。国会前などであった抗議活

動に呼応する形で行われ、約１８０人が抗議の声を... 

 

 

抗議活動 「安倍政権は退陣を」 野党議員ら街頭で 新

潟 ／新潟 

毎日新聞2018年4月15日 地方版 

 学校法人「森友学園」の文書改ざん問題や「ない」とさ

れていた自衛隊イラク派遣時の日報発見など度重なる国の

不祥事を受け、新潟市中央区で１４日、市民らが安倍政権

退陣を求める街頭活動を行った。野党議員や弁護士ら約７

０人が「森友公文書改ざん 真相の徹底究明を」などと書

かれたプラカードを手に抗議の声をあげた。  

 活動は、県平和運動センターなどによる「総がかり行動

新潟実行委員会」などが主催。この日は国会前で大規模な

抗議活動が行われ、各地の市民団体がこれに呼応して全国

一斉活動が行われた。  

 やや肌寒い風が吹く中、地元の野党議員ら弁士がかわる

がわるマイクを握った。県労働組合総連合の佐藤一弥議長

は「財務省の公文書改ざん、厚労省のデータ捏造（ねつぞ

う）、文科省の議事録削除、防衛省の底なしの日報隠しと、

安倍内閣の下で異常な事態がまかり通っている」と現政権

を糾弾。年収１０７５万円以上で専門職に就く人を労働時

間規制から除外する高度プロフェッショナル制度などを盛

り込んだ働き方改革法案についても、「１年に１０４日休ま

せればどれだけ働かせても違反にならないこの法案は過労

死・過労自殺促進法だ」と批判を強めた。【南茂芽育】  

 

中日新聞2018年4月15日 

 安倍政権の退陣訴え 名古屋で市民ら２００人デモ 

安倍政権の退陣を訴え、シュプレヒ

コールを上げる人たち＝名古屋・栄

で 

 

 市民らの集会「安倍政権いますぐ退陣！ 大街宣」が十

四日、名古屋市中区の栄スカイル前であった。森友学園、

加計学園問題や、自衛隊日報問題などを受け、集まった市

民らは「安倍やめろ」「憲法守れ」と書かれたプラカードを

掲げつつ安倍晋三首相の早期退陣を訴えた。 

 同日に国会議事堂前で開かれる市民集会に呼応し、市民

団体「憲法と平和を守る愛知の会」が企画。県内から約三

十団体、二百人が集まった。 

 自治労連県本部長坂圭造委員長（５５）は森友問題を指

摘し、「首相に気に入られたら国有財産を安く買える。政府

により行政がゆがめられている」と主張。ストップ改憲マ

マアクション＠あいちの共同代表の中沢和子さん（４９）

は「安倍政権下で憲法が改悪されたら、自衛隊は海外で殺

し合いができるようになる。憲法変えるな、政治を変えろ」

と集まった人たちに呼び掛けた。  

 （小沢慧一） 

  

抗議行動 「安倍内閣は総辞職を」 津、伊勢市で市民団

体が ／三重 

毎日新聞2018年4月15日 地方版 

 安倍政権の退陣を求める国会前での抗議行動に合わせ、

県内でも１４日、津、伊勢市で市民団体が街頭で内閣総辞

https://mainichi.jp/ch180307452i/%E6%8A%97%E8%AD%B0%E6%B4%BB%E5%8B%95
https://mainichi.jp/ch170983772i/%E6%8A%97%E8%AD%B0%E8%A1%8C%E5%8B%95
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20180414386957.html
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職などを訴えた。参加した市民は、森友・加計学園問題や

イラクなどへの自衛隊派遣の日報問題などを巡って相次い

で新事実が発覚する安倍政権に批判の声を上げた。  

 津市大門の津センターパレス前での抗議行動には、護憲

を訴える「憲法を守り生かすみんなの会・津」と「憲法共

同センター・みえ」の呼びかけで市民約４０人が参加した。  

 参加者らは「安倍内閣は総辞職せよ！」などと書かれた

プラカードや横断幕を掲げ、次々とマイクを握って「公文

書改ざんは民主主義の精神を根本からゆがめる大問題だ」

「国政が私物化されている」などと安倍政権を批判。「こん

なとんでもない政治をやめさせるために安倍政権を退陣に

追い込もう」と訴えた。  

 市民連合いせなどが主催し、伊勢市勢田町の交差点付近

で行われた抗議行動には市民約７０人が参加した。  

 平和団体「ベテランズ・フォー・ピース・ジャパン」代

表の井筒高雄代表が、元自衛官の立場から安倍政権の防衛

政策や、自衛隊派遣の日報問題などを批判し、市民と野党

の共闘の必要性を訴えた。  

 母親代表の市民は、安倍政権の原発政策や共謀罪、安保

関連法などへの懸念を示し、「子どもや孫に豊かな自然や自

由な思想が許される社会、平和な日本を残していきたい。

安倍政権は、もうアウトだ」と訴えた。【田中功一】  

〔三重版〕  

 

横田基地のオスプレイ配備 市民団体 抗議の座り込み 

ＮＨＫ4月15日 17時04分  

 

アメリカ軍の輸送機オスプレイが、東京の横田基地に、こ

としの夏ごろ正式に配備される見通しとなる中、１５日、

反対する市民団体が座り込みを行って配備に抗議しました。 

アメリカ軍の輸送機、ＣＶ２２オスプレイは、今月５日に

東京の横田基地に飛来し、１３日に訓練に参加するため、

いったん基地を離れましたが、ことしの夏ごろ正式に配備

される見通しです。 

１５日は、市民団体「横田基地の撤去を求める西多摩の会」

が、基地の近くの広場で配備に抗議する座り込みを行い、

主催者の発表で４５０人が参加しました。 

参加した人は、「オスプレイはいらない」と書かれたうちわ

を手に持ったり、「オスプレイの配備は許さないぞ」などと

大きな声で訴えたりしながら、２時間にわたってオスプレ

イの横田基地への配備に抗議しました。 

昭島市から参加した７７歳の主婦は「いても立ってもいら

れず、参加しました。孫もいるので、オスプレイの飛行は

やめてほしい」と話していました。 

横田基地をめぐっては、今月１０日、訓練中のパラシュー

トが東京 羽村市の中学校に落下し、地元の自治体が訓練の

中止などを申し入れましたが、アメリカ軍は安全が確認さ

れたとして、落下の２日後に訓練を再開しています。 

 

井上ひさしさんの憲法観に理解 川西・吉里吉里忌で講演 

山形新聞2018年04月15日 10:12  

 

井上ひさしさんの憲法観に触れた遅筆堂文庫・生活者大学

校＝川西町農村環境改善センター  

 川西町出身の作家・劇作家井上ひさしさんをしのぶ「吉

里吉里忌（きりきりき）2018」が 14日、始まった。初日

は町農村環境改善センターで井上さんが校長を務めた「遅

筆堂文庫・生活者大学校」が開校し、県内外の約310人が

井上さんの憲法観への理解を深めた。 

 「大人が学ぶ『子どもにつたえる日本国憲法』」をテーマ

に、生活者大学校教頭で農民作家の山下惣一さん、元京都

大原子炉実験所助教の小出裕章さん、憲法学者で東京大名

誉教授の樋口陽一さんがそれぞれ講演した。 

 樋口さんは「作家としての井上ひさしは直接、憲法を語

ることはないが、作品の中にその憲法観は表れている」と

強調。東京裁判三部作の「夢の痂（かさぶた）」や巌流島の

戦いから 6 年後を描いた「ムサシ」を挙げ、「自ら血を流

し、他国民に血を流させた体験をきちんと受け止めて対処

するところや、暴力の連鎖を断ち切るという思想は 9条そ

のものだ」と述べた。 

 また「吉里吉里人」では国ありきでなく、一人一人の個

人から出発して世界を構成するという視点に立っているこ

とから「世の中をつくるのは人々の志だということを伝え

たかったんだろう」と語った。 

 15日は午前 9時半から生活者大学校が引き続き行われ、

3人が意見交換する。午後 1時からは町フレンドリープラ

ザで、井上さんの学生時代からの友人・小川荘六さんと演

出家栗山民也さんがそれぞれ井上さんとの思い出を語る。 
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公明代表、改憲より国民投票法改正を  

日経新聞2018/4/15 13:51 

 公明党の山口那津男代表は 15 日放送のラジオ日本番組

で、憲法改正よりも先に、改憲手続きを定めた国民投票法

の改正を議論すべきだとの考えを示した。 

 

公明党の山口代表 

 洋上投票の対象拡大などの公職選挙法改正を念頭に「国

民投票法もそれに合わせて変えざるを得ない部分が出てき

ている。それをやらないで国民投票に臨む（憲法改正の）

発議をしても意味がない」と述べた。 

 憲法改正を巡る国会の議論は「深まっていない」と強調。

「国民は何もよく分からない状況だ。時間もかかるのでは

ないか」と話した。 

 欧州連合（ＥＵ）離脱の是非を問う 16 年の英国の国民

投票を示し、「政権の信任にすり替わるようなリスクをあえ

て冒さないように（国民投票は）慎重にやった方がいい」

とも指摘した。 

 番組は４日に収録された。 

 

安倍首相 改憲発議に向け党内の議論加速に期待 

ＮＨＫ4月14日 20時38分 

 

憲法改正をめぐって、安倍総理大臣は大阪市で開かれた会

合で「長年の課題である憲法改正に取り組むときがやって

きた」と述べ、国会での憲法改正の発議に向けて自民党内

の議論が加速することに期待を示しました。 

この中で安倍総理大臣は、「いまだに多くの憲法学者は自衛

隊を憲法違反と言う。しっかりと憲法に日本の独立と平和

を守る自衛隊と明記し、違憲論争に終止符を打とうではな

いか。長年の課題である憲法改正に取り組むときがやって

きた」と述べました。 

そのうえで安倍総理大臣は、「自民党内で『自衛隊の明記』

などの４項目について議論が深まった。今後、最終的に国

会に提案する成案を得ていきたい」と述べ、国会での憲法

改正の発議に向けて自民党内の議論が加速することに期待

を示しました。 

 

首相、憲法改正「文民統制の議論ある」 

日経新聞2018/4/11 19:30 

 安倍晋三首相は 11 日の衆院予算委員会で、自衛隊の日

報問題で焦点になっている文民統制（シビリアンコントロ

ール）と憲法改正との関係について「自民党でも憲法にシ

ビリアンコントロールを明記すべきだとの議論がある」と

強調した。「改憲は基本的に国会で発議するものだ」とも語

った。日本維新の会の丸山穂高氏への答弁。 

 

9条改正「必要ない」 元法制局長官が強調 

共同通信2018/4/14 19:28 

 

長崎市で講演する元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏＝14 日

午後 

 第1次安倍政権で内閣法制局長官を務めた宮崎礼壹氏は

14日、長崎市で講演し、憲法9条に自衛隊を明記する安倍

晋三首相の憲法改正案について「国民投票で否定されても

自衛隊の合憲性は変わらないと言うのならば、する必要は

ない」と述べ、首相の認識に疑問を呈した。 

 講演は、安全保障関連法の違憲性を問う長崎地裁訴訟の

弁護団などが主催した。宮崎氏は「改憲は大プロジェクト

だ。国民投票で否決されたら安保法制も無効だ、との覚悟

で国民を説得しなければ、いんちきだ」と指摘した。 

 

（教えて 憲法）憲法改正、どうして国民投票で決めるの 

朝日新聞デジタル編集委員・松下秀雄 2018 年 4 月 14 日

01時58分 

 憲法改正で、最終的な決定権をもつのは私たち国民です。

国会がまとめた改正案に賛成・反対の意思を国民投票でし

めします。投票を通じ、民意をきちんと反映できるかどう

か。いま、国会の内外で関心が高まりつつあるその手続き

と課題を、全８回で紹介します。 

国民がつくり国民が変える 

 なぜ、憲法を改正するかどうかを国民投票できめるのか。

そのことを考えるには、だれが憲法をつくったかをみると

わかりやすい。 

 日本国憲法のもとになった案は、戦後の日本を占領した

連合国軍総司令部（ＧＨＱ）がまとめた。このため、「押し

http://www.asahi.com/sns/reporter/matsushita_hideo.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法改正.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/日本国憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/連合国軍総司令部.html
javascript:void(0)
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つけられた憲法だ」と批判する人もいる。それでも、帝国

議会が国民の代表として審議し、修正したうえで憲法がで

きたことは疑いのない事実だ。 

 

日本国憲法にさだめ

られた改正手続き 

 

教えて！憲法 国民投票：１ 

 憲法には、どうしるされているか。前文をみてみよう。

最初の文章はこのように始まり、終わっている。 

 「日本国民は……この憲法を確定する」 

 一方、大日本帝国憲法は「朕（ちん）」で始まり、天皇が

主語になっている。天皇が国民にあたえた憲法というかた

ちをとったのだ。これと対照的な日本国憲法の書きだしは、

国民がつくった憲法だという宣言にあたる。 

 つくったのが国民であれば、変えられるのも国民という

ことになる。 

 日本国憲法を制定した当時、憲法担当の国務大臣だった

金森徳次郎氏は、憲法９６条にしるす改正手続きについて、

「ひとり憲法の安定性を確保する目的ばかりではなく、元

来、憲法は国民の定むるところであり、国会みずからの定

むるものではないという精神」（『憲法遺言（いげん）』から）

によるものと説明していた。 

 憲法をつくったり変えたりすることは、国のあり方の選

択にほかならない。それをきめる力をもつのが主権者。国

民投票は「国民主権」を具体化する、象徴的な手続きなの

だ。 

ハードルを高く 

 前述の金森氏の言葉には、「憲法の安定性を確保する目的」

ともある。どういう意味だろう。 

 ９６条の手続きでは、①衆議院と参議院でそれぞれ、３

分の２以上の賛成をえる②国民投票で過半数の賛成をえる、

という二つのハードルを越えなければならない。法律が両

院の過半数の賛成で成立するのにくらべ、ずっとむずかし

い。 

 なぜなら、憲法は簡単に変えるべきではないこと、変え

てはならないことをさだめているからだ。 

 国会で多数の議席をえていても、数の力で少数派の人権

をうばってはいけない。だれかに権力が集中し、好き勝手

にふるまえる状況を生んではならない。そのために憲法で

基本的人権を保障し、権力を分立させているのに、その規

定が簡単に変えられるようでは歯止めにならなくなる。 

 このように、法律よりも改正しにくい憲法を硬い憲法、

「硬性憲法」とよび、ほとんどの国の憲法がこれにあたる。

国民投票は、憲法を硬くするためのハードルのひとつでも

ある。 

改正手続き、各国の歴史を反映 

 改憲手続きは国のなりたちや歴史によってもことなり、

国民主権を掲げる国がすべて国民投票をするわけではない。

連邦国家の場合は国民投票の代わりに、くわわっている国

や州の承認を必要とする例がめだつ。 

 ドイツは議会の議決だけできめる。ナチスが国民投票を

乱用した苦い経験をもつからだ。首相だったヒトラーが大

統領を兼ねたり、ドイツがオーストリアを併合したりした

あとなどに、賛否を問う国民投票をおこない、いずれも圧

倒的な賛成票をあつめた。 

 そのころ、ナチスは独裁体制をつくりあげ、他の政党は

解散、メディアも指導下においていた。ユダヤ系国民らの

政治的な権利もうばった。つまり反対する者を黙らせて国

民投票をおこない、自分たちに都合のよい「民意」を引き

だしたのだ。主権者の判断をあおぐのではなく、支持され

ていると内外にみせつけるための悪用だった。 

 国民投票を語るとき、しばしばあげられるのがこのドイ

ツの経験だ。国民投票をするのであれば、都合のよい「民

意」にされないよう、念入りにルールや環境を整えなけれ

ばならない。政治が真摯（しんし）に主権者に向きあう。

判断材料となる情報が十分いきわたる。自由に意見を交わ

し、じっくり考える。それらの条件を欠いては、国民主権

の名にふさわしいものにはならない。 

 日本では、国民投票法と国会法でルールをさだめている。

次回以降は改正手続きに沿って、どんなルールになってい

るのか、課題をふくめて紹介する。（編集委員・松下秀雄） 

 

改正自衛隊法が成立＝「予備自」雇用企業に給付金 

 民間企業で働きながら有事や災害時に自衛官として任務

に従事する予備自衛官らを雇用する企業に対する給付金制

度の創設を盛り込んだ改正自衛隊法が１３日の参院本会議

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180412003941.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180412003941.html
http://www.asahi.com/topics/word/oshiete.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/大日本帝国憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/日本国憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/日本国憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/国務大臣.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法９６条.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民主権.html
http://www.asahi.com/topics/word/衆議院.html
http://www.asahi.com/topics/word/参議院.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/基本的人権.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民主権.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/連邦国家.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/ドイツ.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/ドイツ.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
http://www.asahi.com/topics/word/ドイツ.html
http://www.asahi.com/topics/word/ドイツ.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民投票.html
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で、与党などの賛成多数で可決、成立した。今秋に制度が

スタートする。 

 制度は、招集などで従業員に欠員が生じた場合、任務日

数に応じて日額３万４０００円の給付金を雇用企業に支払

う内容。企業の負担を和らげ、定員割れが続く予備自衛官

を確保しやすくするのが狙い。（時事通信2018/04/13-10:28） 

 

自衛隊明記に条件＝安保法は「必要な見直し」－民・希新

党 

 

新党協議会に臨む民進の大塚耕平代表（中央右）、希望の玉

木雄一郎代表（同左）ら＝１２日午後、国会内 

 民進、希望両党は１２日、新党結成に向けた協議会を開

き、基本政策や綱領の骨子案をまとめた。安倍晋三首相が

目指す憲法９条への自衛隊明記に関し、自衛権の限界を示

すことが条件と指摘。集団的自衛権行使を認める安全保障

関連法については「必要な見直しを行う」などの表現にと

どまった。両党のリベラル派からは不満が出ており、新党

への不参加者を誘発する可能性がある。 

 骨子案は９条改憲について「自衛権を行使できる限界を

曖昧にしたまま、自衛隊を明記することは認めない」とし

た。個別的自衛権までか、集団的自衛権まで容認するのか

は明示しなかった。 

 安保法に関しても「違憲と指摘される部分を削除するこ

とを含め、必要な見直しを行う」とし、どの部分が違憲に

当たるかは明確にしなかった。民進党がこれまで訴えた「白

紙撤回」との文言は入らなかった。安保法を「憲法違反」

と批判し、廃止を訴える立憲民主党や共産党との溝が深ま

りそうだ。 

 エネルギー政策では、「原発ゼロ」を明記したが、目標年

限は示さなかった。綱領の骨子案は、民進党の綱領を踏襲

した上で「中道民主政党を結党する」とした。 

 両党は党内手続きを経て月内に合意し、５月上旬の新党

結成を目指す。（時事通信2018/04/12-19:04） 

 

希望と民進、9 条に自衛隊認めず 新党の基本政策骨子案

を提示 

共同通信2018/4/12 18:58 

 希望、民進両党は 12 日、新党協議会で議論した基本政

策の骨子案をそれぞれの党所属国会議員、地方組織の幹部

に提示した。骨子案では憲法改正について「わが国が自衛

権を行使できる限界を曖昧にしたまま、憲法9条に自衛隊

を明記することは認めない」と記した。戦力不保持規定を

残したまま、自衛隊の明記を提案する安倍晋三首相（自民

党総裁）との違いを明確にした。 

 憲法の基本的理念と立憲主義を維持しつつ、時代の変化

に対応した未来志向の憲法を積極的に議論するとも強調。

首相による衆院解散権の制約に関しては「国民と共に議論

を深める」とした。 

 

希望・民進 ９条に自衛隊、認めず 基本政策で合意 

毎日新聞 2018年 4月12日 21時 00分(最終更新 4月13

日 01時54分) 

 希望の党と民進党は１２日、新党結成に向けた協議会を

国会内で開き、新党の基本政策や綱領の骨子案をまとめた。

安全保障関連法について、１月に統一会派結成でいったん

合意した際の「違憲と指摘される部分を削除することを含

め、必要な見直しを行う」との文言を踏襲するなど玉虫色

の表現が目立った。  

 憲法は「未来志向の憲法を積極的に議論」とし、解散権

の制約などを具体項目に挙げた。憲法９条に自衛隊を明記

する安倍晋三首相の方針は容認しない。「原発ゼロ」は残っ

たが、目標年限は明示しなかった。【樋口淳也】  

 

安保法「違憲部分見直し」 希望・民進新党、基本政策了

承 

日経新聞2018/4/12 20:15 

 希望、民進両党は12日、国会内で新党協議会を開き、新

党の基本政策や綱領の骨子案を了承した。集団的自衛権の

行使を認めた安全保障関連法については憲法違反と指摘さ

れる部分の見直しを掲げた。両党は党所属議員や地方組織

から意見を募り、来週以降に党内手続きを進める。５月の

新党結成に向けて、４月中に新党協議会で綱領や基本政策

の合意をめざす。 

 新党協議会には希望の党の玉木雄一郎、民進党の大塚耕

平両代表ら党幹部が出席。協議会の下に設けた検討会がま

とめた案を議論し、了承した。 

 基本政策で、安保関連法について「違憲と指摘される部

分を削除することを含め、必要な見直しを行う」と指摘し

た。「専守防衛を堅持する」とも記したが、安保法のどの部

分が違憲に当たるかは示さなかった。民進党が訴えた「白

紙撤回」は盛り込まず、安保法廃止を主張する立憲民主党

とは違いがある。 

 憲法改正に関しては「未来志向の憲法を積極的に議論」

と記した。そのうえで「自衛権を行使できる限界を曖昧に

したまま、９条に自衛隊を明記することは認めない」と、

自民党の改憲案に反対する姿勢を明確にした。 

 エネルギー政策を巡っては「原発に依存しない社会の実

現に向け、明確な現実的シナリオを提示」すると明記。た

だ、いつまでに「原発ゼロ」を達成するかは示していない。 

 党綱領の骨子案は「国民全世代の生活を向上させる中道

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://mainichi.jp/ch180199576i/%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%83%BB%E6%B0%91%E9%80%B2
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018041200649&p=0180412at65&rel=pv
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民主政党を結党する」ことを基本理念に据えた。「人への投

資を重視し、公正な再分配により、持続可能な経済を実現

する」と訴える。 

 玉木、大塚両代表は 12 日、支持団体である連合の神津

里季生会長と都内で会談し、新党の検討状況を報告した。 

 

産経新聞2018.4.12 15:27更新 

【民進・希望合流】新党協議会が基本政策・綱領の骨子案 

「９条堅持」盛る 

新党協議会に臨む希望

の党の玉木代表（中央左）と民進党の大塚代表（同右）ら

＝１２日午後、国会 

 民進党と希望の党は１２日午後、両党の幹部で構成する

「新党協議会」の会合を国会内で開き、５月上旬の結成を

目指す新党の基本政策と綱領の骨子案をまとめた。各党内

での意見聴取を経て、４月中の最終合意を目指す。 

 骨子案では、集団的自衛権の限定的行使を認めた安全保

障法制について「違憲と疑われる部分を見直す」と訴えた。

憲法改正に関しては、９条を堅持すべきだとの認識を盛り

込んだ。 

 

産経新聞2018.4.12 07:30更新 

【民進・希望合流】新党の基本政策・綱領案判明 安保法

制「白紙撤回」唱えず 

民進党全国幹事会で挨拶する大塚耕平代

表＝４月１日午後、東京・永田町の民進党本部（桐山弘太

撮影） 

 民進党と希望の党が５月上旬の結成を目指す新党の基本

政策と綱領の骨子案が１１日、判明した。基本政策では、

集団的自衛権の限定的行使を認めた安全保障法制について

「違憲と疑われる部分を見直す」との表現を採用した。白

紙撤回を唱える立憲民主党との差別化を図り、「中道的な新

しい党」（民進党の大塚耕平代表）の姿勢を示す構えだ。 

 エネルギー政策に関しては、年限を明示せず将来的な「原

発ゼロ」を掲げた。また、憲法改正議論の前提として自衛

権の制約などに関する議論の必要性を訴えた。綱領は、現

在の民進党の綱領を大筋で踏襲した上で「中道民主政党」

「人への投資など再分配政策により持続可能な経済成長を

実現する」などの新たな文言を加えた。 

 両党の代表や幹事長らで構成する新党協議会を１２日に

開き、了承する運び。連合の神津里季生会長にも同日中に

内容を伝える。 

 

産経新聞2018.4.12 21:28更新 

【民進・希望合流】連合が狙う「民進党再結集」…しかし

分裂の責任の一端は連合にも 

新党協議会に臨む希望

の党の玉木雄一郎代表（左）と民進党の大塚耕平代表＝１

２日午後、国会内（春名中撮影） 

 民進党と希望の党は１２日、両党幹部による「新党協議

会」の会合を国会内で開き、５月上旬の結成を目指す新党

の基本政策と綱領の骨子案をまとめた。両党内での意見聴

取を経て４月中の最終合意を目指す。民進党の分裂を憂慮

する連合が後押しした「再結集」が現実味を帯びてきた格

好だが、そもそも、分裂の責任の一端は連合にもある。 

 民進党の大塚耕平、希望の党の玉木雄一郎両代表は協議

会後、東京都内で開かれた連合の中央執行委員会に出向き、

神津里季生会長らに協議の状況を伝えた。 

 神津氏は委員会後、記者団に「野党がしっかり力を持た

なければいけない。そのことに向けた大事なステップだ」

と語り、再結集の意義を重ねて訴えた。 

 連合が合流を強く促したのは、来年の統一地方選や参院

選を見据え、組織内候補らが選挙準備に入ることができる

環境を整える目的が大きい。両党も、合流協議の大枠合意

のメドを労働者の祭典であるメーデーの前に据える。連合

の地方組織などがメーデー前後に開催する集会で候補者を

紹介できるようにするためだ。 

 とはいえ、民進党が衆院が解散された昨年９月２８日の

両院議員総会で希望の党への合流を満場一致で決めたのは、

「民進の看板では戦えない」という声が上がったためだ。

神津氏も当時の前原誠司代表から事前に合流構想を伝えら

れ、連合との政策協定の内容が踏襲されることを条件に賛

意を示していた。 

 しかし、衆院選で希望の党は伸び悩み、民進党の３分裂

という混迷した状況だけが残った。連合傘下の日教組や私

鉄総連はすでに、来年の参院選では立憲民主党から組織内

候補を擁立することを決め、新党と一線を画す姿勢だ。 

 自民党に対抗できる「二大政党的体制」を求めてきた連

合は、存在意義すら問われかねない。（松本学） 

 

民・希、連合に新党協議を報告＝神津会長、結成後押し 

http://www.sankei.com/politics/photos/180412/plt1804120029-p1.html
http://www.sankei.com/politics/photos/180412/plt1804120008-p1.html
http://www.sankei.com/politics/photos/180412/plt1804120048-p1.html
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 連合は１２日、東京都内で臨時中央執行委員会を開き、

新党結成に向けて協議を進めている民進党の大塚耕平、希

望の党の玉木雄一郎両代表から状況報告を受けた。神津里

季生会長はこの中で「野党が力を持たなければいけない。

それに向けての非常に大事なステップだ」と述べ、新党結

成を後押しする考えを伝えた。 

 大塚氏はこの後、記者団に「新党でも『国民生活を守る』

という大きな方向性を維持し、連合の皆さんとしっかり連

携していきたい」と強調。玉木氏も「働く者の立場を重視

する政党を目指したい」と語った。 

 連合は民進党の最大の支持団体。傘下の一部組織は立憲

民主党への支持を鮮明にしている。来年の参院選に臨む方

針について、神津氏は記者団に「新党の状況も見極めなが

ら決めていく」と述べるにとどめた。（時事通信2018/04/12-

19:59） 

 

産経新聞2018.4.12 21:45 

立憲民主・枝野幸男代表と自由・小沢一郎代表が会談 国

会活動での連携確認 

立憲民主党の新たなポスターを発表す

る枝野幸男代表＝１２日、国会内 

 立憲民主党の枝野幸男代表は１２日夜、自由党の小沢一

郎代表と東京都内の日本料理店で会談し、国会活動での連

携を確認した。立憲民主党の福山哲郎幹事長と辻元清美国

対委員長、自由党の青木愛副代表が同席した。 

 小沢氏は、公文書管理をめぐる不祥事などが安倍晋三政

権を直撃している状況を踏まえ「政権側もしんどいのでは

ないか。大型連休までがヤマ場だ」と語った。 

 会談後、枝野氏は記者団に「昨今の政治状況についてし

っかりと最大限の連携、協力ができるように頑張っていこ

うという趣旨で楽しく食事した」と述べた。福山氏は「安

倍政権に厳しく国会で対峙（たいじ）していくことを確認

した」と説明した。 

 枝野氏は、旧民主党時代は小沢氏と距離を置いてきたが、

最近は定期的に会食している。 

 

イラク日報にも「戦闘」文言＝複数箇所、来週公表へ－防

衛省 

 防衛省が存在しないとしていた陸上自衛隊イラク派遣部

隊の日報が見つかった問題で、日報の中に「戦闘」という

文言が複数箇所で記載されていたことが１３日、同省幹部

への取材で分かった。これまでに４３５日分、１万４００

０ページ以上の日報が見つかっており、同省は来週にも公

表する方向で調整しているもようだ。 

 陸自イラク派遣は、イラク復興支援特別措置法に基づき、

部隊が２００４～０６年にイラク南部サマワへ派遣され、

医療や給水、公共施設の復旧整備などの支援を実施した。 

 活動地域は「非戦闘地域」に限定していたが、当時のイ

ラク情勢から「全土が戦闘地域の状態で、派遣は憲法９条

違反」との指摘もあった。「戦闘」の記載を受けて、改めて

派遣の妥当性が問われそうだ。 

 防衛省は日報の不開示部分を精査中。同省幹部によると、

部隊運用の詳細や隊員のプライバシーに関係する部分など

は黒塗りにするが、「戦闘」の文言は開示される可能性が高

いという。（時事通信2018/04/14-01:05） 

 

稲田氏答弁は「不適切」＝イラク日報で政府答弁書 

 政府は１３日の閣議で、防衛省が存在しないとしていた

陸上自衛隊イラク派遣部隊の日報が見つかった問題で、昨

年の国会で当時の稲田朋美防衛相が「確認したが、見つけ

ることはできなかった」と答弁したことについて「適切で

はなかった」とする政府答弁書を決定した。立憲民主党の

逢坂誠二氏の質問主意書への回答。 

 稲田氏は昨年２月２０日の衆院予算委員会で「見つける

ことはできなかった」と発言。その後、陸自は同３月に日

報の存在を把握したが、１年以上も公表しなかった。野党

は「虚偽答弁だ」と批判していた。（時事通信2018/04/13-

12:41） 

 

イラク日報、稲田朋美元大臣に聞く 探索指示「あいまい

さなかった」 

福井新聞2018年4月13日午前7時20分 

 
自衛隊のイラク派遣部隊の日報問題について語る元防衛相

の稲田朋美衆院議員＝１１日夜、衆院議員会館 

 「ない」とされた自衛隊のイラク派遣部隊の日報（活動

報告）が１年以上公表されなかったり、南スーダン国連平

和維持活動（ＰＫＯ）派遣部隊の日報が新たに見つかった

りするなど、防衛省・自衛隊の隠蔽（いんぺい）が次々と

明らかになる中、当時防衛相だった稲田朋美衆院議員（福

https://www.jiji.com/jc/giin?d=e3f07edd5670c3b0df8857dd52307574&c=san&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=6ce55e00530f14fd5b3af2165f19a293&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=0ccacbbfe95d5a6d063c8c4455a115ed&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=b37274a8141819039936ec7630d37cb4&c=syu&rel=ja
http://www.sankei.com/politics/photos/180412/plt1804120049-p1.html
http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/gallery/317069?ph=1
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井１区）が４月１１日夜、福井新聞のインタビューに応じ

た。昨年２月、防衛省幹部に日報探索を求めた指示に「あ

いまいさはなかった」と強調。だがシビリアンコントロー

ル（文民統制）については「重大な問題があると疑念を抱

かれても仕方がない」と述べた。 

 ―防衛相だった昨年２月、「イラクの日報は本当にないの

か」と防衛省幹部に発言した。探索の指示だったのか。 

 「事実をしっかり確認を、との趣旨だ。確認するには実

際に探さないといけない。その場にいた統幕総括官は『再

探索の指示として認識した』と言っているので、そごはな

い。口頭であろうが何であろうが、指示にあいまいさもな

ければ、不明確さもない」 

 ―南スーダンＰＫＯの日報を巡る特別防衛監察（昨年３

～７月）の過程でイラク日報が確認されたのに、１年以上

公表されなかった。さらにイラク日報が各部署で次々と見

つかっている。 

 「非常に驚いている。どういった事実関係で、なぜとい

うことを、防衛省が現在調査している。ただ１年間も公表

しないのは、あまりにもおかしいんじゃないかと思う。南

スーダンＰＫＯの日報も２０１６年１２月の段階で破棄し

たとのことだったが、それから１カ月以上たってから、あ

ったと公表した。そのことを踏まえ『イラクの日報は本当

にないのか』と確認をした。それだけに非常に遺憾だ」 

 ―国会で文民統制が機能していないと追及されている。 

 「日報の存在が分かっているのに、それを報告しない。

イラクに関しては１年以上報告しない。文民統制に重大な

問題があると疑念を抱かれても仕方がないぐらいの大きな

問題だと思う」 

 ―当時は防衛相として防衛省・自衛隊の体質をどう見て

いたのか。 

 「昨年７月、（南スーダンＰＫＯの日報隠蔽で）大臣を引

責辞任した。防衛省はすぐに再発防止策、日報の統幕一元

化を打ち出した。にもかかわらず、今に至る。イラクの日

報について、南スーダン日報の反省が生かされていたのか

ということも検証する必要がある」 

 ―（稲田氏は）大臣離任式で「風通しのよい組織に」と幹

部らにあいさつした。 

 「制服組と背広組の間でもっとコミュニケーションや意

思の疎通があれば、こんなことにはならない。国会答弁に

対する認識だったり、（日報などの）文書に対する認識だっ

たり、少し温度差がある」 

 ―今後、調査結果やイラク日報が公表される予定だ。 

 「活動中の部隊の日報は、安全保障に関わるためどこま

でを黒塗りにしなければならないか、その基準が重要にな

る。日報のあり方、文書管理のあり方、どの部分を安全保

障上重要なことにするかなど、もう一度検証することも重

要だろう」 

 

産経新聞2018.4.16 01:26更新  

【政論】日報公開で自衛官に危機 「行政文書」扱いは世

界の非常識 

 陸上自衛隊のイラク日報問題で防衛省が批判の的になっ

ている。国会や情報公開請求に「存在しない」とした日報

が見つかったのだから、文書管理のあり方が厳しく問われ

るのは当然だが、そもそも自衛隊の日報は開示の対象とさ

れるべきなのか。最前線の自衛官をみすみす危険にさらす

行為を、国民は本当に望んでいるのだろうか。 

 「日報には警備要領、弾薬の数、隊長、副隊長の分刻み

の行動予定、さらには週間の業務予定表が書いてある。こ

れをどんどん公開することが本当にいいのか。私がテロリ

ストだったら最も欲しい情報だ」 

 １２日の衆院安全保障委員会で、こう訴えたのは自民党

の中谷真一衆院議員だ。元陸上自衛官で、最精鋭部隊「第

１空挺団」に所属していた中谷氏の危機感は全自衛官に共

通するだろう。 

 日報とは、現地部隊が上級部隊に対して行う日々の定期

報告を指す。最前線の生の活動記録で、軍事的には「戦闘

速報」に位置づけられる。それがまとめられて「戦闘詳報」

となり、やがては平和への教訓を含む「戦史」に編み込ま

れる。 

 初代イラク復興業務支援隊長を務めた自民党の佐藤正久

外務副大臣は、こう語る。「日報がなければ防衛相や上級部

隊の指揮官は的確な状況判断ができない。それは現場部隊

にとっても、食料や装備品などで適切な補給支援を受けら

れないことを意味する。死活的に重要だからこそ、イラク

派遣時にはどんなに任務が厳しく寝不足の中でも正確に日

報を送り続けた」 

 海外では軍事に関する文書は一定期間は完全不開示とし、

数十年後に開示するケースが主流だ。それに対し自衛隊の

日報は、ほかの省庁の書類と同じように「行政文書」とし

て扱われる。国会議員の要求や情報公開請求があれば基本

的に開示しなければならない。 

 防衛省のイラク日報問題は、昨年稲田朋美防衛相が辞任

に追い込まれた南スーダン国連平和維持活動（ＰＫＯ）の

日報問題に続く失態で、ずさんな文書管理には閉口するし

かない。 

 小野寺五典防衛相は「膿を出し切る」と強調し、早期の

全容解明と再発防止の徹底を約束した。発見した日報を連

日のように公表し、約１万４千ページのイラク日報を近く

開示する方針だ。 

 一方で、自衛隊の日報が開示対象となるリスクについて

の議論は置き去りにされたままだ。 

 中谷氏が指摘するように、敵対勢力からすれば自衛隊の

日報は垂涎の的だ。わざわざ手の内を明かしてくれるのだ

から、日本は「おめでたい国」に映っているに違いない。

情報開示の際に「国の安全や外国との信頼関係を害する情
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報」は黒塗りにできるが、ささいな情報であっても敵を利

することに変わりはない。 

 情報公開請求への対応も大きな負荷になっている。防衛

省には年間約５千件もの請求が寄せられ、そのたびに開示、

不開示の判断や黒塗り作業に多くの時間と労力が割かれる。

請求は１件につき３００円でできるため、意図的、波状的

に開示請求を起こし、防衛省・自衛隊の機能をパンクさせ

ることも不可能ではない。 

 佐藤氏はこんな懸念も口にする。「日報は貴重な資料であ

るにもかかわらず、悪い形で注目されてしまった。部隊が

日報を簡素化したり、国会提出用に二重日報を作成するよ

うなことが起きなければよいが…」。そうなれば本末転倒だ。 

 情報公開は民主主義の根幹で、自衛隊の活動にも透明性

が求められる。しかし国防を担う組織である以上、一定の

機密があることを国民もメディアも理解すべきではないか。 

 小野寺氏にも注文を付けたい。スピード対応で再発防止

に取り組む方針には賛同するが、問題のない日報まで即日

公表する姿には、どこか浮足だった印象も受ける。「情報公

開に失敗した稲田氏の二の舞いは避けたい」との保身から

の行動とは思わないが、腰を据えた対応が必要だ。 

 小野寺氏は１３日の記者会見で、日報が行政文書として

扱われることの是非を問われ「法制度の中で情報公開が位

置付けられている以上、それに従って自衛隊を運用してい

く」と答えた。法やルールに問題があれば、それを正すこ

とも政治の責任だ。文書管理の徹底とともに、そうした本

質論にも踏み込んでほしい。（石鍋圭） 

 

「柳瀬氏、分が悪い」＝自民・柴山氏 

 自民党の柴山昌彦筆頭副幹事長は１３日のＢＳ日テレ番

組で、学校法人「加計学園」の獣医学部新設を当時首相秘

書官だった柳瀬唯夫経済産業審議官が「首相案件」と述べ

たとする文書が愛媛県と農林水産省で見つかったことに関

し、「物証が出てきたので相当、柳瀬氏の分が悪くなった」

との認識を示した。柳瀬氏が「記憶の限りではない」とし

ている県職員との面会についても「客観的に、そう（会っ

たと）認められてもしようがない（状況へ）と傾きつつあ

る」と述べた。（時事通信2018/04/14-00:04） 

 

愛媛文書 「安倍首相の意思表示あった」前川前次官が見

解 

毎日新聞 2018年 4月14日 21時 41分(最終更新 4月14

日 22時11分) 

 学校法人「加計学園」の獣医学部新設について柳瀬唯夫

首相秘書官（当時）が学園側に「首相案件」などと発言し

たと記載した愛媛県の文書について、文部科学省の前川喜

平前事務次官は１４日、「安倍さんの明確な意思表示がなけ

ればあんな文書は出てこない」と述べ、安倍晋三首相の直

接的な関与があったとの見解を示した。北九州市での講演

会で発言した。  

 

ステージ上にもあふれかえった来場者を背に講演する前川

氏＝戸畑区で２０１８年４月１４日午後５時５４分、宮城

裕也撮影 

 前川氏は「愛媛県庁から出てきたのは決定的証拠だと思

う。安倍さんの明確な意思表示がなければあんな文書はつ

くれない。出てこない。説明責任は満載」と指摘した。  

 加計学園の問題を巡っては、前川氏は国家戦略特区での

獣医学部新設に関し、文科省が特区担当の内閣府から「総

理のご意向」と早期開学を迫られていた文書が存在してい

たと証言。「文科省に首相官邸から圧力がかかり、行政がゆ

がめられた」などと批判していた。【比嘉洋】  

 

与党、柳瀬氏の国会招致容認＝政府、「加計」調査を継続 

 

記者会見する菅義偉官房長官＝１３日午前、首相官邸 

 公明党の井上義久幹事長は１３日午前の記者会見で、学

校法人「加計学園」の獣医学部新設をめぐり、「首相案件」

と発言したとされる元首相秘書官の柳瀬唯夫経済産業審議

官らの国会招致について「必要だという判断があれば尊重

したい。現場で合意できれば国会招致もあり得る」と述べ、

容認する考えを示した。野党は柳瀬氏らの証人喚問を要求

しており、与党は１６日に回答する。 

 柳瀬氏が「首相案件」と発言したとされる文書は農林水

産省でも発見された。政府は内閣府、文部科学省、厚生労

働省で引き続き調査を続ける方針で、菅義偉官房長官は閣

議後の会見で「国民の疑念を招くことがないよう努力する。

今一生懸命やっている。（調査期限の）期日はない」と語っ

た。 

 国家戦略特区を担当する梶山弘志地方創生担当相は内閣

府の担当者約３０人を対象に確認作業を進めていると説明。

公表時期については「来週ぐらいの時点と思っている」と

述べた。林芳正文科相は「現在、事実関係を確認している

ところだ」と語った。 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=3db0dfc4d5127f8983bacddbbeb35319&c=syu&rel=ja
https://mainichi.jp/ch180410790i/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E6%96%87%E6%9B%B8
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8421268c2234d42b40c6eb539006c379&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=9891c2860d33a9ed86cf43d19263af92&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=78f2b1770a6ac6397ab64cd50db9dc0a&c=san&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018041300521&p=0180413at22&rel=pv
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 一方、野田聖子総務相は会見で「国民が不満や怒り、疑

いを持っているのは十分承知している。うやむやにならな

いように注視していく覚悟だ」と真相究明を求めた。自民

党の吉田博美参院幹事長は党会合で「しっかり説明責任を

果たすことが大事だ」と述べた。（時事通信 2018/04/13-

12:07） 

 

加計疑惑、柳瀬氏招致へ＝偽証罪適用の喚問で攻防－野党

「首相案件」追及 

 与党は１３日、国家戦略特区による学校法人「加計学園」

の獣医学部新設問題で、元首相秘書官の柳瀬唯夫経済産業

審議官の国会招致に応じる方向で調整に入った。１６日に

野党側へ回答する。ただ、うその証言をすれば偽証罪に問

われる証人喚問の形式とするのは避けたい考えで、喚問を

迫る野党とのせめぎ合いが激化しそうだ。 

 招致されれば野党は、愛媛県と農林水産省の文書で、柳

瀬氏が獣医学部新設を「首相案件」と発言したと記されて

いる点をただし、安倍晋三首相の関与の有無を徹底追及す

る方針だ。 

 公明党の井上義久幹事長は１３日の記者会見で、「必要だ

という判断があれば尊重したい。現場で合意できれば国会

招致もあり得る」と述べ、容認する考えを示した。 

 与党は招致を拒否してきたが、１３日に愛媛県とほぼ同

じ内容の文書が農水省で見つかり、「応ぜざるを得ない」（首

相周辺）との判断に傾いた。時期は柳瀬氏が１７～２０日

の首相訪米に同行する予定のため、２３日以降を想定。虚

偽の発言をしても罪に問われない参考人招致にとどめて、

事態の収束を急ごうとしている。 

 これに対し立憲民主党など野党側は、あくまで喚問が前

提との強気の構えだ。 

 内閣府で国家戦略特区を担当した藤原豊経済産業省貿易

経済協力局審議官や首相の長年の友人である加計孝太郎学

園理事長の招致も求めている。愛媛県の中村時広知事は１

３日、要求があれば自ら応じる考えを表明した。これに関

し、立憲幹部は「柳瀬氏と一緒に来てもらおう」と語った。 

 国会招致での焦点は、柳瀬氏が１０日に発表したコメン

トで、「記憶の限りでは、愛媛県や今治市の方にお会いした

ことはない」と主張、「首相案件」発言も否定したことの信

ぴょう性だ。 

 文書は２０１５年４月に作成されたとされ、柳瀬氏が県

関係者らとの面会を認めれば、昨年１月２０日に学園の計

画を知ったとする首相答弁は整合性が問われることになる。 

 文書には首相が加計孝太郎氏と会食した際、当時の下村

博文文部科学相が「学園は課題の回答もなくけしからん」

と語ったと、首相から伝えたとの記述もある。県関係者も

招致され、その内容を肯定すれば、首相は厳しい立場に追

い込まれそうだ。（時事通信2018/04/13-20:31） 

 

加計問題 柳瀬氏国会招致へ 来週は衆院予算委で集中審

議も 

ＮＨＫ4月15日 15時29分  

 

加計学園の獣医学部新設などをめぐり、自民党の森山国会

対策委員長は、野党側が求める衆議院予算委員会の集中審

議を来週行うとともに、柳瀬元総理大臣秘書官の国会招致

に応じる方向で、今後、形式などを協議したいという考え

を示しました。 

加計学園の獣医学部新設などの問題をめぐり、野党側が、

柳瀬元総理大臣秘書官らの証人喚問や、衆議院予算委員会

での集中審議を求めているのに対し、与党側は１６日に今

後の対応を回答することにしています。 

こうした中、自民党の森山国会対策委員長は、鹿児島県中

種子町で記者団に対し「集中審議は、安倍総理大臣があさ

ってから訪米し、１週間いないので、２３日の週でどうす

るのかが、１つの具体的な課題だ」と述べ、安倍総理大臣

が帰国したあとの来週、集中審議を行うことで調整を進め

る意向を明らかにしました。 

そのうえで「参考人招致なのか、証人喚問なのか、また、

誰を呼ぶのかが１つの焦点だ。柳瀬氏の国会招致は非常に

強い要請なので、そのことをわきまえて対応する」と述べ、

柳瀬氏の国会招致に応じる方向で、今後、その形式などを

野党側と協議したいという考えを示しました。 

公明 山口代表「きちんと説明責任尽くして」 

「加計学園」の獣医学部新設をめぐり、愛媛県の担当者が

記したとする文書が農林水産省で見つかったことを受けて、

公明党の山口代表は、文書の内容が事実かどうか明らかに

するため、柳瀬元総理大臣秘書官を国会招致すべきだとい

う考えを示しました。 

公明党の山口代表は青森市で開かれた党の会合で講演し、

「『首相案件』などという言葉も出てくる文書が現に出てき

たわけで、そのまま見過ごすわけにはいかない。残されて

いた備忘録が、どういう性質のもので、書かれていること

が本当に事実を表しているのかどうか、国会で解明しなけ

ればならない」と指摘しました。 

そのうえで、山口氏は、野党側が文書に記載されている柳

瀬元総理大臣秘書官の証人喚問を求めていることに関して、

「国会に来てもらい、文書の内容や経緯について、きちん

と説明責任を尽くしてもらいたい。政府に説明責任を尽く

させるために、リードしていきたい」と述べ、柳瀬氏を国

会招致すべきだという考えを示しました。 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=fc5827f6bb5e82662b1cf1dd34527e0e&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=6a697284d144d2ee3c718ca2b8ab9c07&c=san&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8421268c2234d42b40c6eb539006c379&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=10d72ae42c2253d61cbf491ebfd37085&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=10d72ae42c2253d61cbf491ebfd37085&c=syu&rel=ja
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一方、山口氏は、財務省の福田事務次官が、女性記者にセ

クハラと受け取られる行為を繰り返していたと報じられた

ことについて、「音声や映像や文字で、国民に恥をさらけ出

すことがないうちに、正すべきではないか」と述べ、厳正

な対処が必要だという認識を示しました。 

立民 長妻氏「証人喚問以外にない」 

立憲民主党の長妻代表代行は、東京都内で記者団に対し、

野党側が求めている柳瀬元総理大臣秘書官の証人喚問につ

いて「柳瀬氏はすでに国会で『記憶の限りでは会っていな

い』という非常に不可解な話をしており、うその証言をし

た場合に罰せられる証人喚問でなければ、また同じことに

なって時間のむだになる。あすの与党側からの回答が『参

考人招致でどうか』ということであれば、絶対に認めるこ

とはできず、証人喚問でやる以外にない」と述べました。 

 

安倍首相「全容解明し信頼回復」＝面会記録発見受け 

 安倍晋三首相は１３日、学校法人「加計学園」の獣医学

部新設をめぐる愛媛県作成の面会記録が農林水産省で見つ

かったことを受け、「行政に対する国民の信頼が揺らいでい

る。まずは徹底的に調査し、全容を明らかにし、うみを出

し切って、信頼を得るためにしっかり立て直していきたい」

と語った。 

 首相は「『信なくば立たず』が政治の基本だ。信頼を回復

するために全力を尽くしていく決意だ」と強調した。出張

先の大阪府東大阪市で記者団の質問に答えた。（時事通信

2018/04/13-18:07） 

 

【予算委詳報】首相「柳瀬氏を信頼」 「首相案件」文書 

朝日デジタル2018年4月11日19時02分 

衆院予算委で、

立憲民主党の枝野幸男代表の質問に答弁する安倍晋三首相

＝２０１８年４月１１日午後１時３１分、岩下毅撮影 

安倍晋三首相らが出席して衆院予算委員会の集中審議が開

かれました。テーマは「公文書管理問題等」。森友・加計学

園問題や自衛隊日報問題などをめぐって論戦が交わされま

した。タイムラインで追うとともに、朝日新聞政治部で国

会を担当する斉藤太郎記者が解説しました。 

「首相案件」の面会、加計・獣医学部新設への起点に 

「本件は、首相案件」と首相秘書官 加計めぐり面会記録 

加計学園の学部新設計画で２０１５年４月、愛媛県や今治

市の職員、学園幹部が首相秘書官（当時）らと面会した際

に、県が作成したとされる記録文書が明らかに… 

口裏合わせ要求、その頃何が？ 文書改ざんと重なる構図 

森友学園への国有地売却問題をめぐり、財務省が９日の参

院決算委員会で、学園側へ口裏合わせを求めていたことを

認めた。同委では自民党議員が「ばかか」と怒声を… 

○斉藤太郎記者の経歴 ２００５年から政治部記者となり、

０９年に民主党が政権奪取する際の国会対応などを取材。

与党の「ごり押し」、野党の「ちゃぶ台返し」の攻防を幾度

となく見てきたが、的を射た野党の追及が国会のだいご味

だと思っている。１９７５年、米国アラスカ州生まれ、東

京育ち。学習院大学卒。 

野党、追及も「分裂」 自民幹部「あんなもんじゃないか」 

○寸評（斉藤記者） 加計（かけ）、森友、自衛隊の日報、

厚生労働省の是正勧告――。政権を揺るがす問題が同時に

噴出する中、１１日の衆院予算委員会集中審議で、野党は

安倍晋三首相を攻め立てた。だが、どうももの足りない。

攻めどころが多すぎることを差し引いても、民進党の分裂

が響き、追及がバラバラだったためだろう。 

 この日の最大の焦点は、加計学園の獣医学部新設計画を

めぐり、柳瀬唯夫首相秘書官（当時）が愛媛県職員らに「首

相案件」と述べたと記された県の文書が発覚した問題。確

かにヒリヒリとした緊張感が漂う論戦もあった。 

 首相が愛媛文書の内容を否定する柳瀬氏を「信頼してい

る」と答弁すると、立憲民主党の枝野幸男代表は「おかし

い」と一喝。柳瀬氏と愛媛県の担当者の双方を証人喚問し、

どちらがウソをついているか解明するよう求めた。ただ、

あらゆる疑惑を追及しようと、森友問題や日報問題にテー

マを移していった。 

 続く希望の党の玉木雄一郎代表は、首相が獣医学部の事

業者が加計学園だといつ知ったかを繰り返し問うた。首相

は従来、昨年１月２０日の計画の正式決定の際に認識した

と説明してきたが、この日はいったん「１月２０日に承認

した」と発言。その後、「１月２０日に初めて承知した」と

従来の言い回しに戻した。なぜ首相が「承認」という言葉

を使ったかを深掘りせず、話題を森友問題に切り替えた。 

 枝野氏、玉木氏らがかつて集った民主党はどうだったか

――。憲法なら枝野氏、年金なら長妻昭氏、政治改革なら

岡田克也氏、外交なら前原誠司氏といった具合に、「論客」

が得意分野をすみ分け、効率的に自公政権を攻め立てた。

だが民主党の系譜を引き継ぐ政党はいま、民進、立憲、希

望に３分裂。追及を調整する手立ては失われ、全般的に質

問が重複していた。 

 自民党の幹部は「あんなもんじゃないか。（愛媛県の文書

をもとにした議論では）おのずと限界がある」と振り返り、

余裕も漂わせた。 

 かつて民主党は政権を奪取し、「事業仕分け」で行政の無

駄の削減と効率化に取り組んだ。党を超えた自分たちの「質

問仕分け」を本気で考えた方がいい。（斉藤太郎） 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180411002567.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180411002567.html
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首相、加計問題への関与を否定 集中審議終わる（１７：

１６） 

 安倍晋三首相らが出席した衆院予算委員会の集中審議は

午後５時１６分、終了した。加計（かけ）学園の獣医学部

新設計画をめぐり「首相案件」と記された文書の存在が発

覚したことを受け、立憲民主党の枝野幸男代表、希望の党

の玉木雄一郎代表らが厳しく追及したが、首相は自らの政

治的な関与を一貫して否定した。 

衆院予算委で、共産党の宮本岳

志氏の質問に対する財務省の太田充理財局長の答弁を聞く

安倍晋三首相（右）＝１１日午後５時９分、岩下毅撮影 

首相「シビリアンコントロールも大きな議論」（１６：３５） 

【憲法改正】憲法９条に自衛隊を明記する自民党の改憲案

をめぐり、安倍晋三首相は自衛隊の日報問題により反発が

広がるとみるかどうかを問われ、「政府や行政文書に対する

信頼が揺らいでいるなか、信頼を回復するために全力を傾

けていかなければいけない」と強調した。丸山穂高氏（維

新）への答弁。 

 首相は「我が国の安全を守るため命を賭して任務を遂行

している自衛隊の存在を憲法に明記し、正当性を明確化す

ることは我が国の安全の根幹に関わる」と述べ、９条改正

への意欲を改めて表明。日報問題を受けて「シビリアンコ

ントロール（文民統制）も大きな議論になっている」との

認識を示し、自民党内の状況について「シビリアンコント

ロールも（改憲案に）明記すべきだという議論がある」と

説明した。 

自民・岸田氏「真実の証明、当事者でなければできない」

（１５：００） 

（定例会見で）岸田文雄・自民党政調会長「（『首相案件』

と記された文書を作成した）愛媛県側の発言と、当事者で

ある元首相秘書官の発言が食い違っているとのことだ。関

係省庁において調査する努力をしていると承知している。

少なくとも事実の確認、真実を明らかにするのは当事者で

なければできない。政府の努力を見守りたい。そのうえで、

国民の疑念払拭のために何が必要かを考えていくことにな

る」 

玉木氏「秘書官ですか。ヤジはやめてもらいたい」（１４：

３０） 

【加計問題】白熱する与野党のヤジ合戦が、首相秘書官に

も飛び火した。 

 「秘書官ですか。あなたは。後ろに座っている右から２

番目のあなた。ヤジを飛ばすのはやめてもらいたい」。玉木

雄一郎氏（希望）が加計（かけ）問題で安倍晋三首相を追

及するなか、首相の後方に向けて唐突に声を張り上げた。 

 玉木氏に「あなた」呼ばわりされたのは、佐伯（さいき）

耕三秘書官。加計問題で「首相案件」と述べたと愛媛県の

文書に記された柳瀬唯夫・元秘書官と同じ、経済産業省の

出身で、４２歳という異例の若さで秘書官に抜擢（ばって

き）されて話題になった人物だ。 

 玉木氏から「私の方に言うべきではない。総理に言うべ

きだ。分をわきまえていただきたい」と指摘されると、佐

伯氏は何度も頭を下げていた。 

 いったん落ち着いたものの、その後も与野党のヤジ合戦

は再燃。予算委を仕切る河村建夫委員長は悲鳴を上げるよ

うに呼びかけた。「ちょっと！ 静かにしないと答弁が聞こ

えないじゃないですか！」 

①県文書コメントせず②柳瀬氏を信頼③特区会議で決定 

三つの答弁作戦 

○寸評（斉藤記者） 加計（かけ）学園の獣医学部新設計

画をめぐり、柳瀬唯夫首相秘書官（当時）が「首相案件」

と述べたと記された愛媛県の文書が発覚した問題。安倍晋

三首相は「三つの答弁」で野党の追及を切り抜ける算段の

ようです。 

 ①文書と政府の説明の食い違いについて、「愛媛県が作成

した文書にコメントする立場にない」と言及を避ける 

 ②柳瀬氏が文書の内容を否定するコメントを出している

ことを踏まえ、「柳瀬氏を信頼している」と述べることで、

暗に愛媛文書に反論する 

 ③「計画は国家戦略特区諮問会議で決定されたものであ

り、私の指示がないのは明らか」と自らの関与を明確に否

定する 

 首相は過去の経緯を記した答弁メモに目を落としながら、

「時間稼ぎ」のように延々と答弁を続けたりしていますが、

最終的にはこの３点を主張する戦略のようです。 

衆院予算委で、麻生太

郎財務相と言葉を交わす安倍晋三首相＝２０１８年４月１

１日午後２時２３分、山本壮一郎撮影 

玉木氏「日本の総理がウソ、疑念持たざるを得ない」（１４：

５０） 

【加計問題】「こんなことをしていると、内閣総理大臣を証

人喚問に呼ばざるを得なくなりますよ」。加計（かけ）学園

の獣医学部新設計画で「首相案件」と記された文書をめぐ

る論戦が続く中、安倍晋三首相への証人喚問を求めるよう

な発言が玉木雄一郎氏（希望）から飛び出した。 
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 愛媛県の中村時広知事が１０日に会見し、職員が書いた

メモだと認めた。だが政府側は「愛媛県が作成した文書で、

政府としてコメントすることは控える」と存否の確認をし

ておらず、立場が食い違っている。 

 こうした状況を受けて、玉木氏は「私、残念です。日本

の総理がウソをついているかもしれないと思って質問する

のは。でも、そういう疑念を持たざるを得ないのが現状だ」

と指摘し、証人喚問を持ち出した。 

 ただ、この発言に首相もたまりかねた様子。問われても

いないのに、自ら「ウソつきというなら証拠を示してもら

わないといけない。わきまえていただきたい」と玉木氏を

たしなめた。 

衆院予算委で質問する希望

の党の玉木雄一郎代表＝２０１８年４月１１日午後２時４

７分、山本壮一郎撮影 

共産・穀田氏「すべての問題は安倍さんに通ずる」（１４時

３０分、国会内で） 

 穀田恵二・共産党国会対策委員長「裁量労働制にかかわ

るデータ捏造（ねつぞう）、自衛隊の日報、森友学園での公

文書改ざん、さらに今日は加計学園の問題で平気でうそを

言う。こういうことはすべて、ローマに通ずるではないが、

安倍さんに通ずる。安倍さんに端を発しているのが最大の

ポイント。それが今の政治状況だ。安倍政権ある限り、こ

の事態が解決しないということが一層明らかになった。（決

裁文書に）はんこを押して『いや、見ていなかった』とい

う発言を総理も官房長官もとがめない。一般社会では通用

しないことですよね。それが通用すること自体、根が深い。

すべては安倍さんから発している。ここの根を断ち切らな

ければならないということが鮮明になった」 

「首相いつ知ったか」 希望・玉木氏とやりとり１５分 

【加計問題】安倍晋三首相が、国家戦略特区の獣医学部新

設計画の事業者が加計学園だと認識したのはいつか――。

この時期をめぐって、１５分間を超す堂々巡りが続いた。

学園の理事長は首相の長年の友人。特区指定に忖度（そん

たく）などなんらかの力が働いた可能性を野党側が追及し

ているためだ。 

 首相はこれまで、昨年１月２０日の計画の正式決定の際

に初めて、事業者が加計学園だと知ったと説明してきた。

この日、玉木雄一郎氏（希望）の質問に対し、首相はいっ

たん「１月２０日に認定を承認した」と答弁。１月２０日

に承認したのは単なる手続きの説明で、認識したのはそれ

よりも前だとも受け取れるため、委員室内は「ならば、い

つ知ったのか！」と騒然となった。 

 玉木氏に「答弁を修正したのか」と繰り返し問われた首

相は、最終的に「１月２０日に国家戦略特区諮問会議で認

定することになりますが、その際私は初めて加計学園の計

画について承認した。すみません、承知した。１月２０日

に初めて承知した」と、従来の答弁の言い回しに戻した。 

佐川氏喚問受けた集中審議、与党渋々 衆院は２週間遅れ 

○寸評（斉藤記者） 安倍晋三首相が論戦に立っているの

は衆院予算委員会の「集中審議」です。しかし予算案や法

案を審議しているわけではありません。重要課題が出た時

に質疑する場を設けることがあるのです。今回のテーマは

「公文書管理問題等」です。 

 野党の批判にさらされるのを承知で、なぜ首相はこの日

国会に出てきたのでしょうか。 

 話は３月にさかのぼります。予算案成立に向けて野党の

譲歩を引きだそうと、与党は参院で３月２８日の予算委集

中審議の開催に応じ、文書改ざん問題に関する佐川宣寿（の

ぶひさ）・前財務省理財局長の証人喚問を受けて集中審議を

開きました。 

 「参院でやったことを衆院でやらないのはおかしい」と

いう感覚は多くの議員が持つものです。そうした要求を受

け、与党は衆院でも開催することを２週間遅れで渋々、応

じました。 

 ただ、この２週間で加計（かけ）学園の獣医学部新設計

画をめぐる「首相案件」文書、自衛隊の日報、財務省の口

裏合わせ要求と、新たな問題が次々と発覚。改ざん問題の

沈静化どころか、結果的に追及の間口を広げた感がありま

す。 

衆院予算委で、立憲民主党

の枝野幸男代表の質問をめぐり与野党の議員が委員長席に

詰め寄るのを見つめる安倍晋三首相（中央）＝２０１８年

４月１１日午後１時２８分、山本壮一郎撮影 

首相「柳瀬氏を信頼」 枝野氏「おかしいでしょ！」（１３：

３０） 

【加計問題】枝野幸男氏（立憲民主党）の追及で、委員会

の論戦が白熱してきた。加計（かけ）学園の獣医学部新設

計画で、柳瀬唯夫首相秘書官（当時）が愛媛県職員らに「首

相案件」と述べたと記された同県作成の文書をめぐり、た

びたび質疑が止まった。 

 安倍晋三首相は「県の文書にコメントする立場にない」
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としつつ、柳瀬氏が「あり得ない」と文書の内容を否定す

るコメントを出したことを踏まえて「部下である当時の柳

瀬秘書官を信頼している」と答弁。これに対し、枝野氏は

「おかしいでしょ！ 事実上、愛媛県がウソをついている

と言っている。だが多くの国民は総理がウソをついている

と思っている」とまくし立てた。 

 枝野氏は「どちらがウソをついているか」を明らかにす

るため、柳瀬氏と同県の担当職員の双方を証人喚問するよ

う、仕切り役である河村建夫・予算委員長に要求。河村氏

が「理事会で協議する」としゃくし定規に答えると、枝野

氏は河村氏にも「あなたはどういう見識なんですか」とく

ってかかり、審議が一時中断した。 

 その後、枝野氏は森友学園と財務省の間の「口裏合わせ」

にテーマを移して質問を続けている。 

東京労働局長更迭「処分軽すぎる」 立憲・枝野氏（１３：

０５） 

【労働局長更迭】記者会見で「是正勧告」発言をして、厚

生労働省東京労働局長を更迭された勝田（かつだ）智明氏

への処分について、加藤勝信厚労相が「不適切な発言によ

り、監督行政に対する国民からの信頼を著しく損ねた。厳

しい処分だと思っている」と述べた。枝野幸男氏（立憲民

主）への答弁。 

 勝田氏への懲戒処分は、減給１０分の１（３カ月）と、

部長級から課長級に降格させる内容。ただ、枝野氏は「公

権力を恣意（しい）的に乱用して、使いますということを

ほのめかして（記者を）脅かした。職権を乱用してもこの

程度の処分で済むのが内閣の方針なのか。軽すぎる」と指

摘した。 

麻生氏、決裁「読んでない人もあり得るかな…」（１３：０

５） 

【森友問題】「ん？ 読んでいない人もあり得るかな……」。

決裁文書の改ざんが明らかになった財務省のトップ、麻生

太郎財務相が、文書の中身を精査せずに決裁をしている実

態を半ば認める答弁をした。枝野幸男氏（立憲民主党）か

ら「決裁担当者が決裁文書を読んでいなかったと公然とお

っしゃる。役所としてタガが外れすぎじゃないか」と詰め

寄られ、反論する中で飛び出した。 

 枝野氏が持ち出したのは、森友問題をめぐる安倍昭恵首

相夫人の名前が記載された財務省の文書。太田充理財局長

が午前の質疑で、省内の文書決裁者の一人に、昭恵氏の記

載があることを認識していたかどうか確認したところ、「そ

こまでちゃんと見ていなかったので、覚えていないという

ことだった」との説明があったと答弁した。 

 これを受けて、枝野氏は「懲戒処分の対象ではないか。

決裁権者が責任を持つ前提で社会は成り立っている。行政

機関の建前が崩壊する」と強い口調で批判した。 

２月１４日の不完全燃焼 立憲・枝野氏、リベンジなるか 

○寸評（斉藤記者） 立憲民主党の代表、枝野幸男さんが

質問に立っています。立憲は昨年１０月の衆院選で野党第

１党に躍り出て、その後も野党で唯一、１０％台の政党支

持率を維持しています。枝野さんは押しも押されもせぬ「野

党の盟主」と言っていいでしょう。 

 枝野さんは弁護士出身の理論派。中学時代に合唱部で全

国優勝したことがあり、声量にも自信があります。 

 枝野さんは今年２月１４日、今回と同じ衆院予算委員会

の集中審議の場で、安倍晋三首相と論戦を交わしています。

立憲が２時間近くの持ち時間を全て枝野さんに託し、党首

討論のような状況を演出したのです。ところが憲法から待

機児童、森友問題までテーマを広げ、担当閣僚ばかりに質

問をぶつけ、不完全燃焼に終わりました。 

 それから約２カ月。今回の質問時間は１時間余りで、前

回より短くなりますが、首相との直接対決に打って出てリ

ベンジを果たさないと、「盟主」の論戦力に疑問符が付きか

ねません。 

衆院予算委で質問する立

憲民主党の枝野幸男代表＝２０１８年４月１１日午後１時

２９分、山本壮一郎撮影 

野党の「論客」続々、政権追及へ 午後の審議再開（１３：

００） 

 衆院予算委員会の集中審議が休憩をはさんで、午後１時

に再開しました。立憲民主党の枝野幸男代表、希望の党の

玉木雄一郎代表、無所属の会の原口一博・元総務相、共産

党の宮本岳志氏ら野党の「論客」が次々に登場します。 

 加計（かけ）学園の獣医学部新設計画をめぐる「首相案

件」文書、森友学園への国有地売却問題をめぐる財務省の

文書改ざんや口裏合わせ要求、存在しないとしてきた自衛

隊の活動報告（日報）問題などについて、野党は政権批判

を強める構えです。 

衆院予算委で、立憲民主

党の川内博史氏の質問に答弁する麻生太郎財務相（左）。右

は財務省の太田充理財局長の答弁内容に関して委員長席に

詰め寄る野党理事ら＝１１日午後１時３分、岩下毅撮影 

昭恵氏の名「決裁者はちゃんと見ていなかったと」（１１：

５５） 

【森友問題】国会で連日のように謝罪している財務省の太
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田充理財局長が、またも苦しい答弁で頭を下げた。川内博

史氏（立憲民主党）が問いただしたのは、財務官僚が昨年

２月、菅義偉官房長官に森友問題の経過説明をしたとされ

る場面。ここに同席した財務官僚が、決裁文書に安倍昭恵

首相夫人の名前が記されていたことを認識していたかを問

われ、こう答えた。 

 「本人に確認しました。『責任はありますが、正直に言う

とそこまでちゃんと見ていなかったので、覚えていません

でした』というのが彼の正直な発言でございます」 

 太田氏は「私は『決裁に判子をついた人間は書類を把握

しておく責任がある』と答弁して参りました」とも率直に

述べたが、委員室は騒然となった。川内氏は「決裁したけ

ど中身は知りませ～ん。というのは恥ずかしい答弁だと思

う」と断じた。 

衆院予算委の休憩

中、財務省の太田充理財局長（左）と言葉を交わす、立憲

民主党の川内博史氏＝１１日午後０時５３分、岩下毅撮影 

柳瀬・藤原両氏の証人喚問を要求 立憲・川内氏（１１：

４０） 

【加計問題】加計（かけ）学園の獣医学部新設計画をめぐ

り当時の柳瀬唯夫首相秘書官が「首相案件」と発言したと

記された愛媛県の文書が明るみに出た問題で、川内博史氏

（立憲民主党）は「常識では理解できない」と追及し、柳

瀬氏らの証人喚問を要求した。 

 柳瀬氏は２０１５年に同県職員に「首相案件」と述べた

と文書に記されており、現在は経済産業審議官。川内氏は、

「要請の内容は総理官邸から聞いている」と発言したとさ

れる当時の藤原豊・内閣府地方創生推進室次長（現・経産

省貿易経済協力局審議官）の喚問も要求。「ウソをつけない

証人喚問で証言していただく必要がある」と強調した。 

 柳瀬氏、藤原氏をめぐっては１１日朝、自民、公明両党

の幹事長と国会対策委員長が会談し、国会招致を検討する

ことを申し合わせた。衆院予算委の集中審議の様子を見き

わめたうえで判断するという。 

首相「新しいことに挑戦したい 加計氏は言っていたが…」

（１１：３５） 

【加計問題】質疑の中で、安倍晋三首相と加計学園の加計

孝太郎理事長との「親密」ぶりが改めて焦点となっている。 

 元首相秘書官が「首相案件」と述べたと記された愛媛県

の文書で、２０１５年４月２日の少し前に首相と加計氏が

会食したなどの記述がある。川内博史氏（立憲民主党）は、

こうした場で「獣医学部の設置を目指しているんだよ、が

んばれよ、という会話はなかったのか」と２人の関係性を

問うた。 

 首相は「加計氏とは学生時代からの友人で今日まで続い

ているが、獣医学部の新設について相談や依頼があったこ

とは一切ない」。川内氏が「話題にもならないとは考えにく

い」と問い詰めると、「（加計氏は）常に新しいことに挑戦

したいとは言っていたが、具体的なことは一切、話してい

ない」と反論した。 

立憲・川内氏、あだ名は「隊長」 切り込めるか 

○寸評（斉藤記者） 午前１１時３３分、野党議員に質問

の順番が回ってきました。トップバッターは立憲民主党の

川内博史さん。民主党出身の当選６回です。川内さんは、

かつての同僚から「隊長」と呼ばれることがあります。２

００８年、民主がガソリン税の暫定税率の延長阻止を掲げ

て結成した「ガソリン値下げ隊」の隊長となり、自民党政

権に徹底抗戦した「戦歴」があるからです。 

 「なんで？」「おかしいじゃん」――。格式が高いとは言

えないかもしれませんが、軽いタッチで小気味よく質問を

繰り出すのが川内さんのスタイルです。 

 与えられた質疑時間は約３０分。かつて民主の「値下げ

隊長」、今は立憲の「切り込み隊長」の突破力が問われます。 

菅長官「愛媛県作成の文書、コメント控える」（１１：０２） 

（首相官邸での記者会見で）菅義偉官房長官「（愛媛県が存

在を認めたと）報道された文書は愛媛県が作成した文書の

ことであり、自治体の文書について政府としてコメントす

ることは控えるべきだと思います」「（文書に登場する柳瀬

唯夫・元首相秘書官が改めて国会で説明する場は必要か問

われ）国会のことは国会でお決めになることです」 

愛媛県知事「柳瀬氏の『記憶の限り』、ちょっと気になる」

（１１：００） 

（愛媛県庁での記者会見で）中村時広知事「（国に対しては）

正直に丁寧に、ということに尽きる。国がしっかりと検証

し、丁寧に説明されるということなので、していただけれ

ば。（柳瀬唯夫・元首相秘書官が愛媛県などとの面会を否定

したコメントで）『記憶の限り』という言葉は、ちょっと気

になる。どうなのかなと、聞いた方は感じてしまう」 

首相「県文書、コメント控えたい」加計問題、指示は否定

（１０：５５） 

【加計問題】加計（かけ）学園の獣医学部新設計画をめぐ

り、柳瀬唯夫首相秘書官（当時）が愛媛県職員らに「首相

案件」と述べたと記された同県作成の文書が明るみに出て

初めて、安倍晋三首相が答弁に立った。柴山昌彦氏（自民）

から所感を問われると、「県が作成した文書に関しコメント

を控えたい。（新設の認可へ）私から指示を受けたと言った

人は一人もいない。獣医学部新設はプロセスにおいても問

題ない。４月からすでに開校しているという事実もある」

と述べ、問題はないとの考えを繰り返した。 
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「安倍チルドレン」柴山氏、政権から切り離す姿勢見え隠

れ 

○寸評（斉藤記者） 最初の質問者となった自民党の柴山

昌彦さんは、いわば「元祖・安倍チルドレン」です。安倍

晋三首相が幹事長を務めていた２００４年、弁護士から転

じ、同党初の公募候補として衆院補選に挑戦。安倍氏の全

面支援を受けて初当選した後、「党を挙げて応援したのに」

という党内の反発を押し切り、安倍氏の出身派閥（当時の

森派、現細田派）に入りました。 

 「当時の安倍幹事長の改革姿勢に共感、新たな保守政治

の実現をめざし、政治に身を投じた」。１１年の朝日新聞の

取材に、柴山さんはこう振り返っています。 

 さて、「親分」の安倍首相がピンチです。政権が苦しむ不

祥事の追及はほどほどに、今後の再発防止に向けた公文書

管理の改善に向けた電子決裁の導入、人事制度の改革とい

った観点に軸足を移し、問題を政権の責任から切り離そう

という姿勢が見え隠れしていました。 

麻生財務相「ふざけた話だ」森友学園への口裏合わせ依頼

（１０：４５） 

【森友問題】森友学園への国有地売却のためのごみの撤去

をめぐり財務省が学園側に口裏合わせを依頼していた問題。

柴山昌彦氏（自民）から質問された麻生太郎財務相は「ふ

ざけた話で、誤った対応だったと、率直に思っている」と

述べた。ただ、「誰の指示で、どの範囲の職員が了解したう

えでやっていたのか引き続き調査し、きっちり解明したい」

と詳細な説明は避けた。 

 この日の質問者トップバッターの柴山氏はイラク日報問

題、森友学園の口裏合わせ問題、続いて加計学園の「首相

案件」文書について順に質問している。 

森友・加計問題や日報問題が焦点 集中審議スタート（１

０：２９） 

 安倍晋三首相らが出席する衆院予算委員会の集中審議は

午前１０時２９分、開会した。加計（かけ）学園の獣医学

部新設計画をめぐり「首相案件」と記された文書の存在が

明るみに出た中、野党は首相への追及を強める構えだ。 

 森友学園への国有地売却問題をめぐる財務省の文書改ざ

んや口裏合わせ要求、存在しないとしてきた自衛隊の活動

報告（日報）が次々と見つかっている問題なども焦点とな

る。 

衆院予算委の開会前、

言葉をかわす（右から）安倍晋三首相、麻生太郎財務相、

小野寺五典防衛相＝１１日午前１０時２５分、岩下毅撮影 

 質疑は午後５時ごろまでの５時間半。与党議員の質問は

午前１１時半ごろまでで、昼休みを挟んだ午後１時から立

憲民主党の枝野幸男代表、午後２時１０分ごろからは希望

の党の玉木雄一郎代表が質問に立つ予定だ。 

立憲・辻元氏「柳瀬氏らの証人喚問、今日中の返答迫る」

（１０：１２） 

（国会内で）辻元清美・立憲民主党国会対策委員長「（元首

相秘書官の柳瀬唯夫氏、元内閣府次長の藤原豊氏の証人喚

問について）早急に開くように今日中に返事をしていただ

くよう求めていく。引き続き、（首相夫人の）安倍昭恵氏な

どの証人喚問も求めていくが、柳瀬氏については参考人と

して国会で言っていたことと違うことが事実になってきた。

いま経済産業省の幹部を務めている人でもあるので、今日

中に予算委員会理事会で返答を（与党側に）迫っていくこ

とを野党間で確認した」 

希望・泉氏「『首相案件』文書は自然体、意図的と思えず」

（１０：０４） 

（国会内で）泉健太・希望の党国会対策委員長「（『首相案

件』と記された愛媛県の文書は）自然体の文書というか、

意図して誰かを陥れるために作った文書とは思えない。愛

媛県知事がそれが備忘録であるということを認めたという

ことは、そこに書かれている中身、『首相案件』をはじめと

した言葉というのは基本的に発言があったものを記録した

んだと認識している。公文書の改ざん、隠蔽（いんぺい）、

一つひとつ原因を探ると、指示ではなくても政治家の存在

というものが明らかだ。多くの国民も同じ認識でいると思

う。いつまで安倍総理はそれをごまかすのかということに

尽きるのではないか」 

獣医学部新設

をめぐり、愛媛県が作成したとされる記録文書 

 

首相「秘書官発言を信頼」 獣医学部新設への介入を否定 

朝日デジタル2018年4月11日20時52分 

衆院予算委で、野党議員ら

が委員長席に詰め寄る様子を見つめる安倍晋三首相（中央）
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＝２０１８年４月１１日午後５時９分、山本壮一郎撮影 

 加計（かけ）学園の獣医学部新設計画をめぐり、安倍晋

三首相は１１日の衆院予算委員会で、２０１５年４月に愛

媛県職員らと面会した記憶はないとする元首相秘書官の発

言を「信頼している」と述べた。愛媛県の文書では元首相

秘書官が面会時に「首相案件」と発言したと記されている。

野党は森友学園への国有地売却や自衛隊の日報問題でも追

及した。 

 加計学園の問題では、１５年４月に当時の柳瀬唯夫首相

秘書官（現・経済産業審議官）が愛媛県や同県今治市の職

員らと首相官邸で面会し、「本件は、首相案件」と述べたと

される同県の文書が焦点になった。 

 首相は文書について「コメントは差し控えたい」と直接

の答弁は避けつつ、愛媛県や今治市の職員に会った記憶は

ないとしている柳瀬氏について「柳瀬（元）秘書官の発言

を私は信頼している」と言及。獣医学部新設に至る過程に

ついても「私から指示を受けたという方は一人もいない」

と述べ、介入を改めて否定した。 

 長年の友人である学園理事長の加計孝太郎氏からの働き

かけについて、首相は「獣医学部新設について相談や依頼

があったことは一切ない」と指摘。計画を初めて知った日

付は、加計学園が事業者として認められた１７年１月２０

日だと従来の答弁を繰り返した。 

 一方、愛媛県や今治市の職員が１５年４月に官邸に訪れ

たことについては、政府は入邸記録は破棄されて確認でき

ないとしていた。首相は「もう一度、確認させて頂きたい」

と改めて調べる考えを表明した。 

 愛媛県の文書と柳瀬氏の主張とが食い違っていることか

ら、野党は予算委終了後の理事会で柳瀬氏の証人喚問を要

求。引き続き、与野党で協議することになったが、与党内

には国会招致に容認論も出ている。 

 森友学園への国有地売却問題では、財務省が地中から出

たごみの撤去に関し、当時の佐川宣寿（のぶひさ）・理財局

長の国会答弁との整合性をはかるため、学園側に口裏合わ

せを要求したことが明らかになっている。首相は「こうし

た対応は全く考えられない」と批判した。 

 存在しないとしていた自衛隊の日報が相次いで見つかっ

ている問題については首相は「シビリアンコントロール（文

民統制）にもかかわりかねない重大な問題であり、極めて

遺憾だ」と述べ、改めて陳謝。信頼回復に努力する姿勢を

示した。 

     ◇ 

安倍晋三首相による答弁のポイント 

【加計学園】 

・当時の首相秘書官と愛媛県職員らが面会したとされる同

県の文書について「コメントは差し控えたい」とし、面会

した記憶がないとする秘書官発言を「信頼している」と答

弁 

・加計孝太郎理事長から獣医学部新設について相談や依頼

があったことは改めて否定 

【森友学園】 

・森友学園側にごみの撤去について口裏合わせを求めた財

務省に対して「こうした対応は全く考えられない」と批判 

【自衛隊日報】 

・存在しないとされた日報が相次ぎ見つかったことに「シ

ビリアンコントロール（文民統制）にもかかわりかねない

重大な問題」 

 

ＪＮＮ11日17時25分 

加計学園問題「首相案件」だったのか、国会紛糾 

 加計学園の獣医学部新設は「首相案件」だったのか？ １

１日の国会は与野党の議員から怒号が飛び交う、激しいも

のになりました。 

 「これじゃ質問できない状況ですから、速記を止めてく

ださい。時計を止めてください」 

 「時間を止めろ！ 時間を止めろ！」 

 「速記を止めてください」（河村委員長） 

 大混乱の原因は、愛媛県の職員が作成したとされる文書。

２０１５年の４月２日、総理官邸で当時の総理秘書官、柳

瀬唯夫氏がこう言ったと書かれています。 

 「本件は首相案件。自治体がやらされモードではなく死

ぬほど実現したいという意識を持つことが最低条件」（柳瀬 

元首相秘書官） 

 総理秘書官は総理大臣の「側近中の側近」。問題の文書に

ついて、安倍総理の見解が問われました。 

 「総理の周辺の皆さん、秘書官などは総理に相談も報告

もなく“総理の意向”だとかいうことを周りに言うような

人たちがいるんですか？」（立憲民主党 枝野幸男 代表） 

 「私が意図していないことについて、あるいは私的なこ

とについて、総理の意向だということで、私の秘書官が、

その意向というものを振りまわすということはあり得ない

と、このように考えております」（安倍首相） 

 渦中の柳瀬氏は１０日、コメントを発表しました。 

 「自分の記憶の限りでは愛媛県や今治市の方にお会いし

たことはありません。私が外部の方に対して、この案件が

首相案件になっているといった具体的な話をすることはあ

り得ません」（柳瀬唯夫 元首相秘書官） 

 愛媛県の職員が作ったという文書の内容を全面的に否定

した形です。 

 「愛媛県の担当者が聞いてもいないこと書いたんです

か？ そうでなかったとすれば柳瀬さんがうそついている

か、どっちかしかないんですよ。違いますか？ 総理」（立

憲民主党 枝野幸男 代表） 

 「愛媛県が作成した文書の評価について、国としてコメ

ントする立場にはないわけでございます。政府としては今

後とも国民の疑念を招くことのないように、文書の正確性
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を確保するための努力を行っていく考えでございます」（安

倍首相） 

 「論理的に柳瀬さんがうそをついているか、愛媛県の担

当者が聞いてもいないことを勝手に書いたか、２つに１つ

じゃないかと聞いているんです」（立憲民主党 枝野幸男 代

表） 

 「改めて申し上げますが、県の文書管理についてコメン

トする立場にはございませんが、政府としては今後とも国

民の疑念を招くことのないよう、文書の正確性を確保する

ための努力を行っていく考えでございます」（安倍首相） 

 「関係ない答弁で時間稼ぐなよ」 

 安倍総理は問題の文書についてはコメントを避ける一方、

柳瀬氏の説明については「元上司として信頼している」と

強調しています。問題の文書が間違っているのでしょうか。

１１日朝、改めて柳瀬氏を直撃しました。 

Ｑ．面会した記憶がないということですが？ 可能性として

はあり得るんじゃないでしょうか？ 

 「・・・」（柳瀬唯夫 元首相秘書官） 

 「午前７時前です。柳瀬審議官を乗せた車が経済産業省

に入ります」（記者） 

Ｑ．野党は証人喚問を要求する方針ですが、お考えを？ 

 「・・・」（柳瀬唯夫元首相秘書官） 

 １１日は明確なコメントを避けた柳瀬氏ですが、この人

からは疑問の声が・・・ 

 「経済産業省の柳瀬さんは“記憶の限りでは会っていな

い”という、普通“記憶の限りでは”という注釈をつけな

きゃいけないんだったら、『会ってはない』と言い切ること

ができるはずがないじゃないですか。ちょっと考えられな

いですよね」（自民党 小泉進次郎 筆頭副幹事長） 

 立憲民主党など野党６党は、柳瀬氏の証人喚問を要求し

ていますが、自民党内からも柳瀬氏自身が説明すべきだと

いう声もあがり始めています。 

 「事実の確認、真実を明らかにするのは、やはり当事者

でなければできません。政府の努力をまずしっかり見守り

たいと思います」（自民党 岸田文雄 政調会長） 

 一方、１１日の国会では安倍総理自身の発言の整合性も

議論になりました。 

 「安倍総理大臣が加計学園の獣医学部の創設について知

ったのは、初めて知ったのは昨年の１月２０日である。こ

のことをまず確認させてください」（希望の党 玉木雄一郎 

代表） 

 焦点は安倍総理がいつ、加計学園の計画を知ったのか。

愛媛県の職員が作成したとされる文書には、こんな記述が

ありました。 

 「先日、安倍総理と同学園理事長が会食した際に、下村

文科大臣が『加計学園は課題への回答もなくけしからん』

と言っているとの発言があった」 

 この記述について、名前が挙がった下村氏は・・・ 

 「非常に驚きましたし迷惑です。“加計学園の課題に対す

る回答ができていない”“けしからん”と発言したことは全

くありません」（自民党 下村博文 元文科相） 

 文書の内容を否定した下村氏。ただ、文書の内容が事実

だとすれば、２０１５年４月２日以前に安倍総理と加計理

事長の間で獣医学部の新設が話題となっていたということ

になります。一方で、安倍総理はこれまで「加計理事長と

獣医学部の話はしていない」と主張していて、１１日も、

加計学園の計画を初めて知ったのは去年１月２０日だと強

調しました。 

 「１月２０日に諮問会議で認定することになるが、その

際、私は初めて加計学園の計画について承知をしたところ」

（安倍首相） 

 ただ、野党側は安倍総理の説明に納得していません。 

 「内閣総理大臣が日本国の“うそをついているかもしれ

ない”と思って質問するのは残念です。でもそういう“疑

惑”“疑念”を持たざるを得なくなっているのが今の現状じ

ゃないですか」（希望の党 玉木雄一郎 代表） 

 「私に対して“うそつき”ということを明確におっしゃ

った。“うそつき”という以上は明確に私がうそをついてい

る証拠を示していただかなければいけない」（安倍首相） 

 「うそ」という言葉には、猛然と反論した安倍総理。今

後、数々の疑問にどのように答えていくのでしょうか。 

 

与党「政府に説明責任」 国会審議などへの影響懸念 問

題連鎖収まらず 

日経新聞2018/4/12 23:20 

 学校法人「加計学園」の獣医学部新設や自衛隊の日報問

題などを巡り、政府の説明責任を求める声が与党で広がっ

てきた。混乱が収まらず与党に批判が向かえば、国会審議

や来年の参院選に影響を与えるとの危機感が強い。安倍晋

三首相への不満が募り、苦言も増えてきた。 

 伊吹文明元衆院議長は12日の自民党二階派の会合で「首

相には大変な道義的責任がある」との認識を示した。「役所

全体のこの雰囲気を行政の長として首相が直していかなく

てはいけない」とも語った。額賀福志郎元財務相は額賀派

会合で「それぞれの省が責任を持って国民に対して説明責

任を果たしていくことが大事だ」と訴えた。 

 自民党と連立政権を組む公明党の山口那津男代表は同日

の党中央幹事会で「政府の側で起きたことだ。政府が責任

をもって自らの守備範囲のことについて、きちんと説明責

任を果たしてもらいたい」と注文をつけた。 

 学校法人「森友学園」への国有地売却を巡る財務省の決

裁文書改ざん問題などを受け、報道各社の世論調査で安倍

内閣の支持率は落ち込んだ。防衛省が「存在しない」と説

明してきた自衛隊の日報も続々と見つかり、野党は政府の

これまでの説明に疑いの目を向け、追及姿勢を強めている。 

 自民党の岸田文雄政調会長は 12 日の岸田派会合で「国
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会では次から次へと様々な問題が指摘されている。年明け

から一体何があったのだろうと数えるだけでも時間がかか

る」と指摘。「国会の混乱で働き方改革関連法案など重要法

案が成立しないことがあってはならない」と懸念を示した。 

 自民党内には来春の統一地方選や来夏の参院選を前に、

国民の批判の矛先が党に向くことへの懸念がある。「党自体

の支持率が下がる事態は最も避けなければならない」（自民

党中堅議員）。真相究明が進まなければさらなる世論の離反

を招きかねないとの危機感も、政府に説明を求める声に結

びついている。 

 「ポスト安倍」を狙う石破茂元幹事長は「『批判するな』

と言う方がいるが、自浄作用を失うことの方がよっぽど怖

い」と語った。 

 今週に入り、財務省や厚生労働省の幹部が女性に不適切

な言動をした疑いが報じられた。立憲民主党の辻元清美国

会対策委員長は 12 日、国会内で自民党の森山裕国対委員

長と会談し、両幹部の厳正な処分を求めた。問題が広がれ

ば、国会審議に影響を与える可能性もある。 

 

安倍内閣の退陣求めることで一致…野党６党 

読売新聞2018年04月14日 08時43分 

 

加計学園問題などを巡る野党合同集会で気勢を上げる議員

ら（１３日午後、国会内で）＝今野絵里撮影 

 立憲民主、希望など野党６党は１３日、加計学園や森友

学園問題などの真相解明を目指す集会を国会内で開き、安

倍内閣の退陣を求めていくことで一致した。 

 集会は、各党議員が相次ぐ政府による不祥事の現状につ

いて報告。民進党の桜井充参院議員は、加計学園の獣医学

部新設を巡る面会記録文書が農林水産省でも見つかったこ

とに言及し、「首相の政治の私物化だ。政権を退陣に追い込

む」と批判した。共産党の辰巳孝太郎参院議員も「野党が

一致結束して、頑張る決意だ」と述べた。 

 野党６党は集会後、森友学園や加計学園問題を巡る省庁

への合同ヒアリングをそれぞれ行った。 

 

加計問題 野党、愛媛文書で気勢 総辞職、衆院解散要求

も 

毎日新聞 2018年 4月13日 22時 31分(最終更新 4月13

日 22時31分) 

 学校法人「加計学園」の獣医学部新設について、柳瀬唯

夫首相秘書官（当時）が学園側に「首相案件」などと発言

したと記載された文書が農林水産省内で見つかったことを

受け、野党は１３日、「『記憶にない』という説明に説得力

がなくなった」などと安倍晋三首相や柳瀬氏への批判を強

めた。証人喚問による真相究明にとどまらず、内閣総辞職

や衆院解散・総選挙も求める構えだ。  

 立憲民主党など野党６党は１３日、国会内で合同集会を

開催し、約１００人が参加した。加計問題に加え、森友学

園や防衛省の日報問題などを巡る政府側の説明や今後の追

及方針などを共有。自由党の玉城デニー幹事長が「解散・

総選挙をして野党が一致すれば政権が代わる」と気勢をあ

げて締めくくった。立憲の福山哲郎幹事長は党の会合で「も

はや政権を維持できる状況ではない。安倍政権は政権を担

う資格がないと国民に訴えたい」と批判した。  

 一方、衆院予算委員会の与野党筆頭理事は電話で協議し

た。立憲の逢坂誠二氏は柳瀬氏を早期に証人喚問するよう

要求。自民党の菅原一秀氏は「もう自分の判断を超えてい

る。党国会対策委員会と相談する」と述べるにとどめた。

参院側でも、自民党の関口昌一、民進党の那谷屋正義両参

院国対委員長が国会内で会談。那谷屋氏が柳瀬氏らの証人

喚問を重ねて要求したが、結論は出なかった。１６日に再

会談する。【遠藤修平、立野将弘】  

 

しんぶん赤旗2018年4月14日(土) 

６野党が合同院内集会 安倍政権退陣要求 隠ぺい・改ざ

ん許さない 

 日本共産党、立憲民主党、民進党、希望の党、自由党、

社民党は１３日、「隠ぺい、改ざん、ねつ造、圧力 安倍政

権退陣へ」と題した野党合同院内集会を開き、森友公文書

改ざん、自衛隊「日報」の隠ぺい、裁量労働制のデータね

つ造など、不正が後を絶たない安倍政権を退陣に追い込も

 

（写真）安倍政権退陣へ向けてガンバローをする野党

議員ら＝１３日、衆院第１議員会館 

https://mainichi.jp/ch170569213i/%E5%8A%A0%E8%A8%88%E5%95%8F%E9%A1%8C
http://www.yomiuri.co.jp/photograph/news/article.html?id=20180414-OYT1I50007
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うと、結束を固め合いました。 

 各党の議員が諸問題について分担して報告。森友疑惑に

ついて、共産・辰巳孝太郎参院議員は、国有地８億円値引

きの根拠とされたゴミの量をめぐり、相次いで発覚する国

の説明のうそを挙げ、「安倍晋三首相は昨年、“ゴミがある

から値引きは当然だ”と答弁したのに、今や答弁に立てず、

部下に責任を押し付けている」と批判しました。 

 決裁文書の改ざんをめぐっても、「官邸ぐるみで行われた

重大な疑いが持ち上がっている」と指摘。「根は全て安倍政

権を守るためだ。安倍政権が続くほど日本の民主主義が傷

つく」として、「６野党が一致結束して安倍政権を退陣に追

い込もう」と呼びかけました。 

 加計疑惑について民進・桜井充参院議員は、「一番の問題

は安倍首相による政治の私物化だ。韓国では友人を優遇し

た大統領を、野党と国民の力で退陣に追い込んだ。日本で

も安倍政権を退陣に追い込み、解散・総選挙で政権交代し

ないといけない」と訴えました。 

 防衛省の「日報」隠ぺいについて立民・本多平直衆院議

員は、政府は昨年、野党の追及や国民の情報開示請求に対

して「不存在」とうそをついてきたと強調。「当時、稲田朋

美防衛相が自らの関与や責任を認めないまま辞任したこと

が、今の事態を生んでいる。隠ぺいの“主犯”が加わる小

野寺五典防衛相下の内部調査にも、ごまかされてはいけな

い」と述べました。 

 厚労省による過労死隠ぺいについて希望・岡本充功衆院

議員は、政府が裁量労働制の拡大ありきで不適切事例の取

り締まりだけを強調し「世論を誤った方向に誘導しようと

している。過労死を軽んじている」と批判。教育への不当

介入について社民・吉川元幹事長は、「教育基本法と憲法の

侵害だ。この政権が続く限り日本の教育に未来はない」と

力を込めました。 

 ６野党は最後に、自由・玉城デニー幹事長の音頭で、諸

問題の徹底究明と安倍政権退陣へ気勢を上げました。 

 

野党６党 安倍政権を退陣に追い込むため追及強化へ 

ＮＨＫ4月13日 14時59分 

 

「加計学園」の獣医学部新設や「森友学園」への国有地売

却などをめぐり、野党６党が国会内で集会を開き、安倍総

理大臣に政権を担う資格はないとして、安倍政権を退陣に

追い込むため、結束して追及を強める方針を確認しました。 

「加計学園」の獣医学部新設や「森友学園」への国有地売

却などをめぐり、１３日午後、国会内で立憲民主党、希望

の党、民進党、共産党、自由党、社民党の野党６党の国会

議員らが出席して集会が開かれました。 

この中で、民進党の櫻井充氏は「いちばん大きな問題点は、

安倍総理大臣の『政治の私物化』だ。安倍総理大臣のお友

達だけが優遇され、多額の税金が使われている問題を改め

なければならない。安倍政権を退陣に追い込むだけでなく、

衆議院の解散・総選挙に持ち込まなければならない」と訴

えました。 

また、共産党の辰巳孝太郎氏は「『森友学園』への特例の認

可や、ただ同然での国有地の払い下げが、安倍総理大臣の

お友達だからこそ、行われたことがはっきりしてきた。こ

んな人物が日本の総理大臣でいいのか」と批判しました。 

そして、６党は安倍総理大臣に政権を担う資格はないとし

て、安倍政権を退陣に追い込み、衆議院の解散を迫るため、

結束して追及を強める方針を確認しました。 

 

小泉元首相、安倍３選「難しいな」＝森友・加計対応をば

っさり 

 小泉純一郎元首相は１４日、秋の自民党総裁選で安倍晋

三首相が３選する可能性について「まあ、難しいだろうな。

信頼がなくなってきてね。何を言っても言い逃れに取られ

ちゃう」と述べ、３選は厳しいとの見方を示した。水戸市

内で記者団の質問に答えた。 

 小泉氏は学校法人「加計学園」の獣医学部新設をめぐり、

当時の首相秘書官が「首相案件」と述べたとする文書が愛

媛県などで見つかったことに関し「早く本当のこと言えと。

記録が残っていたら認めるしかない。記録の方を信用する

でしょう、国民は」と指摘した。 

 学校法人「森友学園」問題で首相が「私や妻が関係して

いたなら、首相も国会議員も辞める」と国会で発言したこ

とに関しても「あれから端を発している。（首相夫人の昭恵

氏が）名誉校長をしているのになんで関係ないと言えるの

か。言葉というのは大事だよ」と疑問を呈した。 

 森友問題で財務省決裁文書改ざん当時の佐川宣寿理財局

長を国税庁長官に起用したことについては「適材適所と言

ったのに、何で懲戒処分にするんだ。言葉がもう言い逃れ

なんだよな」と批判した。（時事通信2018/04/14-17:38） 

 

小泉元首相「安倍3選難しい」 自民党総裁選 

共同通信2018/4/14 19:15 

 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
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水戸市で講演後、記者団の取材に応じる小泉元首相＝14日

午後 

 小泉純一郎元首相は 14 日、水戸市で講演後、記者団の

取材に応じ、安倍晋三首相が再選を目指す 9月の自民党総

裁選について「3選は難しい。信頼がなくなってきている」

と述べ、森友問題や学校法人「加計学園」の獣医学部新設

計画に関する疑惑への対応を批判した。 

 小泉氏は森友問題について「安倍首相が『関わっていれ

ば首相も議員も辞める』と発言したことに端を発した」と

指摘。森友学園が建設を目指した小学校の名誉校長に安倍

昭恵首相夫人が一時就任したことに触れ「なぜ関係ないと

言えるのか」と非難した。 

 

茨城新聞2018年4月15日(日) 

小泉純一郎元首相「安倍氏3選難しい」 森友・加計問題

巡り批判「言い逃れ、言い訳ばかり」 

 

講演で脱原発への転換を訴える小泉純一郎元首相=水戸市

千波町の県民文化センター 

小泉純一郎元首相は 14 日、水戸市内で講演後、取材に応

じ、安倍晋三首相が目指す自民党総裁選について「3 選は

難しい。信頼がなくなってきた」と述べ、森友・加計学園

を巡る一連の問題への政府の対応を批判。「言い逃れ、言い

訳ばかり」と突き放した。 

森友問題で「私や妻が関係していたならば、首相も国会議

員も辞める」と安倍首相が昨年2月に発言したことを挙げ、

小泉氏は「あれから端を発した。奥さんが名誉校長なのに、

なんで関係ないと言えるのか。どうしてあんなことを言っ

たのか」と批判した。 

加計問題では、焦点の首相秘書官と愛媛県職員らの面談の

有無について「記録と記憶。記録の方が正確と思う人が大

半だ」と述べ、「どちらがうそをついているかは想像がつく」

と指摘。同県の残した記録を重視し、「記憶にない」とする

首相秘書官側を非難した。 

佐川宣寿前国税庁長官の就任時、安倍首相と麻生太郎財務

相が「適材適所」と言及した点についても「そりゃないで

しょう。適材を懲戒処分はしない。言い逃れだ」と断じた。 

 

小泉元首相、安倍首相の総裁３選「難しい」 

日経新聞2018/4/14 17:43 

 小泉純一郎元首相は14日、安倍晋三首相（自民党総裁）

の９月の自民党総裁選での３選について「難しいだろう」

との認識を示した。学校法人「森友学園」「加計学園」を巡

る一連の問題を受け「（国民からの）信頼がなくなってきた」

と指摘した。水戸市内で記者団の質問に答えた。 

 安倍首相は小泉政権時代に官房長官や自民党幹事長など

要職を務めた。小泉氏は森友学園問題に関して「安倍首相

が『妻や私が関係していたら首相、議員を辞める』と話し

た。あれに端を発している」と語った。 

 森友学園が建設を目指した小学校の名誉校長に安倍昭恵

首相夫人が一時就任した点に触れ「なぜ関係ないと言える

のか。言い訳しているような状況だ」と述べた。 

 加計学園の獣医学部新設を巡り当時の柳瀬唯夫首相秘書

官と愛媛県職員との面会記録が見つかったことには「記憶

と記録では記録の方が正確だと思っている人は圧倒的に多

いだろう」と話した。 

 

産経新聞2018.4.14 21:02更新 

【自民党総裁選】小泉純一郎元首相が「安倍３選難しい」

と断言するワケとは やりとり詳報 

 小泉純一郎元首相は１４日、水戸市で記者団の取材に応

じ、安倍晋三首相（自民党総裁）が３選を目指す党総裁選

について「３選は難しい。信頼がなくなってきている」と

述べた。「政局の小泉」がそう断言する根拠は何か。主なや

りとりは以下の通り。 

 －－安倍内閣でさまざまな問題が浮上しており、野党は

安倍内閣の総辞職を求めているが、国会の状況をどうみる

か 

 「これはね、（学校法人）『森友学園』だったかな、安倍

首相が最初に『妻や私が関係していたら、総理も辞める、

国会議員も辞める』って。あれから端を発した。野党も真

剣になって。あのころだって、昭恵夫人が森友学園の名誉

学長（原文ママ）していた。名誉学長していながら、なん

で関係ないと言えるのか。あれに端を発したんだよ。だか

ら、言い訳しているような状況だからね。言葉っていうの

は大事だよ。関係していたのは分かっていたのに、なんで

あんなことを言ったのか」 

 －－学校法人「加計学園」問題では、愛媛県関係者と柳

瀬唯夫元首相秘書官が首相官邸で面会していたという記録

文書が、ないと言っていたものが、政府側で見つかった。

どちらかがうそをついている状況だが、ここもかなり問題

になっている 

「記録と記憶ね、記録のほうが正確だと思っている人が圧

倒的に多いと思うけどね。記憶にないということは人間あ

りますよ。でも、記録残っちゃっているんだからね。これ

はどっちがうそをついているかは、大体、みんな想像しち

ゃうよね。早く本当のことを言え、と。本当に忘れている
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んなら、仕方ない。でも、記録に残っていたら仕方ないよ

な。記録を信用するでしょう、記憶よりも。私も記憶悪く

なってきたから、しょっちゅう忘れるけど、記録残ってい

るっていうのは、自分はこんなことを言ったというよりも、

こんなことが残っているというと、そっちを信用せざるを

えないだろうな。記憶はね、記憶力というのは衰えてきた

な」 

 －－安倍首相は「記憶」と言っている柳瀬氏を信用する

と言っているが、安倍政権の体質はどうか 

 「これは個人的な関係で分からないけど、あの問題は佐

川（宣寿前国税庁）長官のときに質問で、『この人事はどう

なんだ』となったときに、国会で安倍総理も『この佐川長

官の人事は適材適所だ』と言った。『そりゃないだろう』と

みんな思った。麻生太郎副総理兼財務相もそうだよな。適

材適所。じゃ、なんで懲戒処分するの。適材適所の人物を

懲戒処分なんかするわけないでしょ。言葉がね、言い逃れ

なんだよな」 

 －－今日の講演の中で、ご自身が戦われた総裁選の話を

された。今年９月の総裁選で、安倍首相は「信なくば立た

ず」という言葉を使っていたが、まさに小泉氏の座右の銘

だ。総裁選３選はどうみているか 

 「まぁ、難しいだろうな。信頼がなくなってきたから、

何言っても言い逃れに取られてしまう。言い訳、適材適所

の人材、関係したらやめるとか、日本語をその通り取れば、

誰だって関係しているのを知っている。名誉学長とか、あ

いさつまでして、関係していないなんて言えない」 

 －－防衛省が不存在としていた自衛隊のイラク派遣の日

報を公開する方針だ。小泉氏が首相のときに「非戦闘地域」

以外には派遣しないと言っていたが、日報には「戦闘」と

いう文言が含まれている可能性が非常に高い。受け止めを 

 「戦闘地域には行かないという前提で出した。いいじゃ

ないですか」 

 －－ただ、日報の中には 

 「見てみれば、どうなっているか分かる。戦闘地域とい

うのは何かというのは、それは解釈はいろいろある。憲法

９条だって自衛隊に（ママ）戦力ではないと言っているで

しょ。曖昧なのが日本は好きだ。自衛隊に（ママ）戦力が

ないと思っている人ほとんどいないでしょ。守ろうとして

いる人が沢山いるんだから、どういう風に解釈しているか」 

 －－当時の答弁との矛盾は？ 

 「なんで矛盾しているの？ 非戦闘地域に派遣する、人

道、復興支援、喜ばれたわけだ」 

 －－ただ、現地に派遣された自衛官は「戦闘」という認

識だった 

 「でも、戦闘している報告は一切なかったね」 

 －－矛盾はなかった 

 「なかった！」 

 

「安倍総裁３選は難しいだろう」小泉元首相 

ＮＨＫ4月14日 18時35分  

ことし秋の自民党総裁選挙をめぐり、小泉元総理大臣は記

者団に対し、「森友学園」への国有地売却などで政権への信

頼がなくなってきたとして、安倍総理大臣の３選は困難だ

という見方を示しました。 

この中で、小泉元総理大臣は森友学園への国有地売却につ

いて「これは安倍総理大臣が『関係していたら総理も国会

議員も辞める』と発言したことに端を発している。夫人の

昭恵氏が開校を計画していた小学校の名誉校長をしながら、

なぜ関係ないと言えるのか」と指摘しました。 

また加計学園の獣医学部新設をめぐり、愛媛県の担当者が

３年前に総理大臣官邸を訪問した際のやり取りを記したと

する文書に記載のある柳瀬元総理大臣秘書官と、愛媛県側

の見解が異なっていることについて「記録が残っていたら、

どっちがうそをついているか、だいたい想像できる。官邸

での面会を認めるしかない」と述べました。 

そのうえで小泉氏は、記者団からことし秋の自民党総裁選

挙での安倍総理大臣の３選について見通しを問われ「難し

いだろう。もう信頼がなくなってきた。何を言っても言い

逃れや言い訳に聞こえる」と述べました。 

一方、自衛隊のイラク派遣の日報の中に「戦闘」という文

言が複数記載されていたことが明らかになったことについ

て、派遣当時、総理大臣だった小泉氏は「非戦闘地域に派

遣しており、当時の答弁と矛盾はない。戦闘をしていると

いう報告は一切なかった」と述べました。 

 

産経新聞2018.4.15 23:45 

停滞国会、世界と隔たり 政府相次ぐ不祥事で「働き方」

法案審議も厳しく 

 学校法人「森友学園」に関する財務省の決裁文書改竄や

自衛隊の海外派遣部隊の日報問題などの不祥事が相次ぎ、

国会で野党が攻勢を強めている。国会は安倍晋三政権が成

立を目指す働き方改革関連法案などの審議が控えるが、法

案とは関係のない問題で審議日程が見通せず、与党は難局

の打開に頭を悩ませている。 

 「森友・加計学園は大事な課題だが、それだけをやって

いては世界の情勢についていけない」 

 自民党の森山裕国対委員長は１５日、鹿児島県中種子町

の講演でこう訴え、米英仏によるシリア攻撃など緊迫化す

る国際情勢と国会論戦の隔たりを嘆いた。 

 一方で森山氏は、加計学園の獣医学部新設をめぐる柳瀬

唯夫元首相秘書官の国会招致に前向きな姿勢も示した。背

景には、柳瀬氏が「首相案件」と発言したとする愛媛県職

員らの文書と同じ内容のメモが１３日に農林水産省で見つ

かったことが分かり、与党内でも説明責任を求める声が強

まったことがある。国会の混乱を収束させ、働き方改革関

連法案などの審議に注力したい考えだ。 
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 働き方法案の審議入りは想定から１カ月遅れ、５月上旬

にずれ込みそうだ。法案を扱う衆院厚生労働委員会では、

東京労働局が実施した野村不動産への特別指導に関する問

題や、東京労働局長による報道機関への「是正勧告」発言

などを受け、先に審議入りした別の法案が滞っている。 

 ただ、野党は柳瀬氏について参考人招致ではなく証人喚

問を強く求めている。立憲民主党の長妻昭代表代行は１５

日も「偽証罪に問える証人喚問しかない」と記者団に語っ

た。野党が働き方法案の審議入りの「人質」として、証人

喚問を迫る可能性もある。 

 ６月２０日の会期末まで残り１カ月半。働き方法案の審

議は衆参で少なくとも３週間ずつ必要と見込まれており、

日程は極めて厳しい。今月下旬からの大型連休を控え、森

山氏は「このままでは連休中日（５月１、２日）も審議日

程を入れざるを得ない」と周囲に漏らすほど危機感を募ら

せている。（田中一世） 

 

政権の状況「かなり深刻」＝岸田派と旧谷垣グループが一

致 

 自民党の岸田派と旧谷垣グループ幹部が１２日夜、東京

都内で会談した。複数の出席者によると、学校法人「加計

学園」の獣医学部新設や「森友学園」への国有地売却、財

務省の決裁文書改ざんなど不祥事が相次いでいることを踏

まえ、「政権の置かれた状況はかなり深刻だ」との認識で一

致した。 

 会合には岸田派の望月義夫事務総長、旧谷垣グループの

遠藤利明元五輪担当相らが出席。秋の党総裁選をめぐって

も意見交換したとみられる。（時事通信2018/04/13-00:08） 

 

麻生氏「ど真ん中で政権支持」＝派閥パーティーで結束訴

え 

 
自民党麻生派のパーティーで、握手する麻生太郎副総理兼

財務相（左）と安倍晋三首相＝１２日午後、東京都千代田

区 

 自民党麻生派は１２日、東京都内のホテルで政治資金パ

ーティーを開いた。会長の麻生太郎副総理兼財務相は「わ

れわれは引き続き、ど真ん中で政権を支える」と表明。相

次ぐ不祥事で政権への逆風が強まる中、秋の党総裁選で盟

友である安倍晋三首相の３選を支持する姿勢を改めて示し

た。 

 麻生氏は「政権が安定していたからこそ経済政策に継続

性を持たせることができ、日本という国のプレゼンスを世

界の中で大きく上げられた」と指摘し、党内の結束を訴え

た。 

 麻生派は所属議員５９人で、党内第２派閥。パーティー

には首相も駆け付け、「今後も麻生氏としっかりとタッグを

組み、先の衆院選の公約を必ず実行していく決意だ」と語

った。財務省の決裁文書改ざんにも触れ、「真実を究明し、

うみを出し切り、態勢を立て直したい」と強調した。（時事

通信2018/04/12-20:41） 

 

疑惑続出に与党危機感＝首相苦境、３選困難の声も 

 安倍政権を揺るがす不祥事の続発に、与党が危機感を募

らせている。自衛隊日報、森友学園への国有地売却と財務

省文書改ざん、加計学園の獣医学部新設をめぐり、新たな

事実や疑惑が連日表面化し、政権の対応が後手に回ってい

るためだ。自民党各派や公明党からは厳しい批判が相次ぎ、

安倍晋三首相は一段と苦境に追い込まれている。 

 「状況はどんどん悪くなっている」。首相周辺はこう頭を

抱えた。政権は日報や文書改ざんについて、あくまで財務、

防衛両省の問題と位置付けて収束を図ろうとしたが、加計

問題で当時の首相秘書官が「首相案件」と発言したとする

愛媛県文書が明るみに出て、首相本人に対する野党の追及

が強まっている。 

 首相の３選が懸かる秋の総裁選について、党関係者の１

人は「首相を支持できないという声が大きくなり、不出馬

が常識的な線ではないか。任期満了前の退陣もあり得る」

との見方を示した。 

 首相の支持基盤である麻生派の１２日の会合でも、山東

昭子会長代行が「緩みやおごりがあれば堅城も崩れ去る」

と戒めた。森友問題で麻生太郎副総理兼財務相の辞任論が

党内でくすぶる中、同派中堅は「首相が麻生氏に罪をかぶ

せるのは許さない。総裁選での首相支持は無理だという空

気がある」とけん制してみせた。 

 首相の求心力低下に伴い、これまで様子見の構えだった

「ポスト安倍」候補らも、政府への批判を展開し始めた。

岸田文雄政調会長は岸田派総会で「（疑惑を）数えるだけで

時間がかかってしまう」と皮肉を口にした上で、「行政、政

治の信頼が問われる事態だ。政府はしっかりと説明責任を

果たしてほしい」と強調した。 

 石破茂元幹事長は石破派総会で「真実を解明し、行政の

信頼を回復することは与党の責任だ。批判するなという方

もいるが、自浄作用を失う方がよっぽど怖い」と訴えた。

石原伸晃元幹事長も石原派総会で「（疑惑が）いろいろ出て

くる。あきれている方も多い」と語った。 

 一方、公明党の井上義久幹事長は代議士会で、文書改ざ

https://www.jiji.com/jc/giin?d=3c0f2188f1b6a293d5563dbba3e1d758&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=77bbe52a72745c36240c96bdaa99734e&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=40258b4428f029a6cda7bdde576d8872&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=dc1ae130b45a9046b4d1644eb5c5ac9f&c=san&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=dc1ae130b45a9046b4d1644eb5c5ac9f&c=san&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=40258b4428f029a6cda7bdde576d8872&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=dba4f5099178787d6398d1695161b9ed&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=b334c077923a6c2bdfb633e7ca50ba4a&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=0b315ff4f53f87733422f7a5c5893f21&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8421268c2234d42b40c6eb539006c379&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018041201107&p=0180412at68&rel=pv
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んなどについて「とんでもないことで極めて遺憾だ。厳正

に対応してもらいたい」と主張した。 

 菅義偉官房長官は記者会見で「（各問題には）丁寧に誠意

をもって答えていく」と守勢を強いられた。（時事通信

2018/04/12-20:29） 

 

国会招致求められれば「私が矢面に」 愛媛知事 

朝日デジタル大川洋輔2018年4月13日17時33分 

 加計学園の獣医学部新設計画をめぐり、２０１５年４月

に愛媛県職員らが当時の柳瀬唯夫首相秘書官らと面会した

とする文書が農林水産省内で見つかったことを受け、１３

日午後に報道各社の取材に応じた同県の中村時広知事は、

国会に招致された際の対応について「私が矢面に立つ」と

述べ、自らが応じる考えを示した。 

 「県職員が国会招致を求められたらどう対応するか」と

いう報道陣の質問に、「職員に精神的なプレッシャーをかけ

るのはどうかと思う。私が職員に話を聞いて、全て矢面に

立つ」と答えた。「（１０日の）記者会見の中身しか言える

ことはないが、いつでも説明できると思う」とも述べた。

（大川洋輔） 

 

自民から「首相に道義的責任」 加計巡り苦言続出 

共同通信2018/4/12 21:13 

 

麻生派のパーティーであいさつする安倍首相＝12 日午後、

東京都内のホテル 

 自民党から12日、学校法人「加計学園」の獣医学部新設

や「森友学園」への国有地売却、自衛隊の日報隠蔽の問題

を巡り、安倍晋三首相の道義的責任や政権の危機を指摘す

る苦言が相次いだ。野党は、愛媛県作成文書で加計問題を

「首相案件」と説明したとされる柳瀬唯夫元首相秘書官（現

経済産業審議官）らの証人喚問を迫り、疑惑追及を最優先

とする構えだ。 

 一連の疑惑への首相側の対応が不十分との声が与党にも

広がっている形。求心力低下が進めば、首相が連続 3選を

にらむ 9 月の自民党総裁選に影響しそうだ。首相は 12 日

夜の麻生派パーティーで「態勢を立て直して期待に応えた

い」と理解を求めた。 

 

立民「政権維持の状況でない」 加計文書発見で 

共同通信2018/4/13 10:49 

 立憲民主党の福山哲郎幹事長は 13 日の党会合で、学校

法人「加計学園」の獣医学部新設計画を巡り、愛媛県職員

が作成した柳瀬唯夫首相秘書官（当時）との面会のやりと

りを記した文書が見つかったことに関連し「もはや、政権

を維持できる状況にない」と批判した。 

 柳瀬氏が「首相案件」と発言したとする文書内容に関し

て安倍晋三首相が事実上否定していることを踏まえ、福山

氏は「説得力のない反論をしているのは、首相と柳瀬氏だ

けだ」と指摘した。 

 

立憲・福山氏「与党がまずいことをやった時には…」 

朝日新聞デジタル2018年4月15日16時39分 

街頭演説をする立憲民主党・福山哲郎幹事

長＝福岡市内 

立憲民主党・福山哲郎幹事長（発言録） 

 与党がまずいことをやった時には、その収拾は政府・与

党に責任がある。「福ちゃん、そのことはよく覚えておきな

さい」と、昔、自民党の先輩議員に教えてもらった。 

 まさに１年間、国会で虚偽答弁を繰り返し、文書を改ざ

んし、文書を隠蔽（いんぺい）した責任は政府・与党にあ

る。我々は、こんなことばかりやりたいわけではない。ア

ベノミクスで、国民生活が分断されている。今、シリアで

はミサイルが発射され国連は緊迫している。北朝鮮問題は、

もうすぐ南北・米朝の首脳会談が行わる。 

 国民から見れば、森友、加計、防衛省の日報問題しかや

っていないように映っている国会は、非常に不健全だ。不

健全さの原因は、すべて安倍首相と政府・与党が作った。

（福岡市内の街頭演説で） 

 

公文書管理、法改正論が加速 罰則規定も浮上 

朝日新聞デジタル2018年4月15日14時47分 

公文書問題をめぐる主な流れ 
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 財務省の決裁文書改ざんや防衛省が「ない」としてきた

自衛隊のイラク派遣の際の活動報告（日報）が次々に見つ

かるなど、公文書をめぐる問題が相次ぐなか、公文書管理

法の改正も視野に入れた議論が加速してきた。安倍晋三首

相は国会答弁で法改正に言及し、与野党はそれぞれ具体的

な再発防止策の検討を進めている。 

 首相は９日、参院決算委員会で「再発防止のため組織・

制度の見直しの必要があれば、法改正も含め、公文書のあ

り方について政府を挙げて見直しを行ってまいりたい」と

語った。公文書管理についての集中審議となった１３日の

衆院内閣委員会では、梶山弘志・規制改革担当相が「法改

正も視野に入れた上でしっかりと取り組む」と答弁した。 

 財務省の改ざん問題が発覚した３月の段階では、政府は

新年度から適用される各省庁ごとの新たな文書管理規則を

徹底することで当面は対応する考えだった。だが、４月に

なってイラク日報問題が噴き出し、加計学園をめぐっても

愛媛県作成の文書に焦点が当たり、信頼回復に向けた早急

な対応を迫られている。 

 厳しい世論を意識し、与党も動き始めた。自民党は１３

日、公文書管理に関する改革検討委員会を開催。委員長の

新藤義孝・元総務相は「行政に対する不信が増す事態を、

一刻も早く止めなければいけない。作業を加速させたい」

と強調した。出席議員の一人は「もはや小手先では無理。

法改正を含めて抜本的な改革をするべきだ」と話す。同党

は公明党とともに月内にも中間報告をまとめ、政府に提言

する方向だ。 

 一方、野党は安倍政権のもとで現行の公文書管理法の趣

旨が守られていないと批判を強め、具体的な改正案をまと

め始めた。希望の党は３月末、同法を改正して罰則規定を

設ける案のほか、電子決裁の義務化や各省の公文書管理を

監視する役職の設置などを盛り込んだ「公文書改ざん防止

法案」の骨子をまとめた。 

 希望の具体案には立憲民主党も賛同。日本維新の会を除

く野党６党での今国会中の法案提出をめざす。 

 公文書管理法に罰則を設ける案について、政府内では「虚

偽公文書作成罪など罰則はすでに刑法にある」（内閣府関係

者）などと慎重な意見が強い。ただ、公文書をめぐる問題

が後を絶たない状況が続き、「徹底した対応を取らないと収

まらないだろう」（内閣官房職員）との声もある。 

 

イラク日報 「戦闘」表現が複数 来週公表分に 

毎日新聞 2018年 4月14日 00時 59分(最終更新 4月14

日 10時30分) 

 防衛省が国会で「不存在」としていた自衛隊イラク派遣

時の日報が見つかった問題で、日報に「戦闘」という表現

が複数記載されていることが防衛省幹部への取材で明らか

になった。同省は来週にも保管されていた１万４０００ペ

ージ以上の日報のうち、他国軍から得た情報などを黒塗り

にした上で、「戦闘」との表記がある部分を公開する可能性

が高いという。自衛隊の活動地域を「非戦闘地域」として

きた政府答弁との整合性が改めて問われそうだ。  

 イラク派遣を巡っては、他国軍の武力行使との一体化を

禁じる憲法との整合性を図るため、自衛隊の活動地域は「非

戦闘地域」に限定されていた。  

 しかし、２年半にわたった活動では派遣部隊の宿営地に

ロケット砲が撃ち込まれるなどしており、自衛隊の内部資

料「イラク復興支援活動行動史」（２００８年５月）にイラ

ク派遣が「純然たる軍事作戦であった」と記されていたこ

とも明らかになっている。【前谷宏、秋山信一】  

 

小泉元首相「戦闘の報告なかった」 陸自イラク派遣巡り 

朝日デジタル2018年4月15日05時04分 

 防衛省が存在しないとしてきた自衛隊のイラク派遣の際

の活動報告（日報）の中に「戦闘」という文言が複数箇所

記されていたことについて、小泉純一郎元首相は１４日、

「戦闘地域には行かないという前提で出した。戦闘をして

いる報告は一切なかった」と述べた。水戸市内で記者団に

語った。 

 小泉元首相は在任中の２００４～０６年、イラク復興支

援特別措置法に基づき陸自をイラク南部のサマワに派遣。

国会では「自衛隊が活動している地域は非戦闘地域」と明

言していた。 

 小泉元首相はこの日、「（戦闘の）解釈は色々だから」と

も話し、当時の答弁との矛盾は「なかった」と強調した。 

 

米英仏 シリア攻撃 化学兵器を「抑止」 米、根拠示さ

ず 正当性、議論呼ぶ可能性 

毎日新聞2018年4月15日 東京朝刊 

 米英仏３カ国がシリアのアサド政権に対する軍事攻撃を

実施した１３日、トランプ米大統領は演説で、攻撃の意義

を化学兵器に対する「抑止力の確立」で「米国の安全保障

上の利益に不可欠だ」と強調した。攻撃理由として自衛権

の発動を示唆した発言とも受け取れるが、法的根拠は明確

にしておらず、攻撃の正当性について議論を呼ぶ可能性も

ある。  

 化学兵器を使用したのがアサド政権だとすれば、シリア

も加盟する化学兵器禁止条約（１９９７年発効）に違反す

る。条約違反国については、化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ）

が国連総会と国連安全保障理事会（安保理）に注意喚起を

するが、それによって軍事行動が容認されるわけではない。  

 国連憲章が他国への武力行使を認めるのは二つの場合に

限られる。安保理の決議を得た場合と、他国から武力攻撃

を受けるなどして自衛権を発動する場合だ。安保理の決議

に関しては、ロシアがシリア関連について拒否権を行使し

続けており、決議を得るのは事実上不可能な状態だ。  

 自衛権の発動については、マティス米国防長官は攻撃前
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日の１２日の米下院公聴会で、シリアに２０００人の米兵

を展開していることを挙げ、攻撃について「自衛権の行使

として正当化される」と主張した。オバマ前米大統領が２

０１４年に決定したシリア領内での過激派組織「イスラム

国」（ＩＳ）に対する空爆の際には自衛権を根拠とした。Ｉ

Ｓが米国民２人を殺害したことを米国への攻撃と見なすと

いう論法だった。  

 一方、アサド政権が猛毒神経ガス・サリンを使用したと

して米軍が昨年４月にシリア西部シャイラット空軍基地を

攻撃した際、米国は法的根拠を明確にしなかった。トラン

プ氏は「米国の死活的な安全保障上の利益にかなう」など

と説明するにとどめ、安保理決議のないまま単独軍事行動

に踏み切った米国の姿勢に一部の国連加盟国からは懸念も

表明された。  

 安保理決議を伴わなくとも、深刻な人道危機を防ぐため

の「人道的介入」が必要との主張もある。国連の政務官を

２５年間務めた川端清隆・福岡女学院大教授（国連外交論）

は「安保理が機能不全のなか、（化学兵器攻撃を受けたとさ

れる）反体制側の住民を誰が守るのかという問題がある」

と現状の問題点を指摘したうえで「法的根拠があいまいだ

からといって、それが直接的に米国への国際的非難につな

がるとは言えない。今回の軍事行動についても前回と同様、

米国は法的根拠を明確にしないのではないか」と話してい

る。【鈴木一生】  

 

英仏、相次ぎ攻撃発表 メイ首相「唯一の選択肢」 マク

ロン大統領「シリアは一線越えた」 

日経新聞2018/4/14 11:02 

 【ロンドン＝小滝麻理子、パリ＝白石透冴】英国とフラ

ンスの両国は 14 日、シリアのアサド政権への攻撃を軍に

命じたと相次ぎ発表した。アサド政権による化学兵器の使

用を阻止するのが狙いだと説明し、内戦への介入や体制転

換が目的ではないとの立場を示した。 

 

英軍にシリア攻撃を命令したメイ首相（14 日、ロンドン）

＝ＡＰ 

 メイ英首相は声明で「外交手段を尽くしたが、（軍事行動

が）シリア政権による化学兵器の使用を減らし、阻止する

唯一の選択肢だ」と述べた。 

 一方、中東地域の緊張を高めたり、市民の犠牲者を増や

したりしないように「攻撃は限定的で絞ったものになる」

とも強調した。 

 マクロン仏大統領も 14 日声明を出し、シリア攻撃に参

加したことを認めた。「シリアの政権が化学兵器を使ったと

いう事実と責任に疑いはない。踏み越えてはいけないライ

ンを越えた」と攻撃の理由を述べた。 

 マクロン氏は「化学兵器が平然と使われる事態は許され

ない。シリア国民や我々の集団安全保障にとって危機とな

る」と主張した。フランスにとっての優先順位は過激派組

織「イスラム国」（ＩＳ）との戦闘を終わらせること、一般

市民を救済すること、政治的な合意に全体で臨むことなど

だとも指摘した。 

安倍首相「決意支持」  

 安倍晋三首相は１４日、米英仏軍によるシリア攻撃を受

け、「化学兵器の使用は非人道的で断じて許せない。拡散と

使用を許さないとの米英仏の決意を支持する」と表明した。

一方で、軍事的な行動については「これ以上の事態の悪化

を防ぐための措置と理解している」と語り、「支持」ではな

く「理解」という表現にとどめた。  

 昨年４月に米軍が単独でシリア攻撃に踏み切った際とほ

ぼ同じ対応で、同盟国である米国への支持を表明する一方、

国際法上の根拠が明確でない軍事攻撃自体への支持表明は

見送った。  

 日本政府は９日にトランプ米大統領がシリア攻撃を示唆

したことを受け、対応を協議。支持表明の段取りも検討済

みだった。首相は１７日から訪米する予定で、攻撃開始の

約３時間後という速やかな支持表明は「日米同盟に配慮し

たもの」（外務省幹部）だった。首相は首相官邸で１４日夕、

情勢を分析するための国家安全保障会議（ＮＳＣ）を開催

した後、日米首脳会談でもシリアへの対応や中東情勢につ

いて意見を交わす考えを記者団に示した。  

 一方、首相は「東アジアにおいても、核・生物・化学兵

器といった大量破壊兵器の脅威が深刻さを増している」と

強調。「強固な日米同盟の下、国際社会と連携、協力しなが

ら、地域の平和と安定の維持のために役割を果たしていく」

と語り、核・ミサイル開発を進める北朝鮮を強くけん制し

た。  

 防衛省幹部は「今回の攻撃は『すべての選択肢がテーブ

ルの上にある』という強いメッセージになる」と指摘。日

本政府内には、米朝首脳会談を前にした米軍などによるシ

リア攻撃は、北朝鮮に非核化を迫るテコになるとの意見が

ある。【古川宗、光田宗義】  

 

安倍首相、シリア攻撃「決意支持」＝政府、安保会議で対

応協議 

 米英仏によるシリア攻撃を受け、日本政府は１４日夕、

国家安全保障会議（ＮＳＣ）の４大臣会合を首相官邸で開

き、今後の対応を協議した。安倍晋三首相はこの後、記者

団に「化学兵器の拡散と使用は決して、絶対に許さないと

の米英仏の決意を日本政府として支持する」と表明した。 

 首相は「化学兵器の使用は極めて非人道的であり、断じ

て許すことはできない。今回の３カ国の行動は、事態のこ
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れ以上の悪化を防ぐための措置と理解している」と指摘。

「東アジアでも核・生物・化学兵器といった大量破壊兵器

の脅威が深刻さを増している。強固な日米同盟の下、日本

が果たすべき役割を果たしていく」とも語った。 

 「決意を支持する」との立場は米国による昨年４月のシ

リア空爆の際の談話を踏襲したものだ。日本政府はシリア

のアサド政権による化学兵器使用を断定しておらず、攻撃

自体への支持には踏み込まなかった。米英仏と激しく対立

するロシアへの配慮もあるとみられる。（時事通信

2018/04/14-20:00） 

 

「日米は１００％一体だそうですから…」 立憲・枝野氏 

朝日デジタル2018年4月14日18時48分 

記者団の質問に答える枝野幸男・立憲

民主党代表＝宮崎市内 

枝野幸男・立憲民主党代表（発言録） 

 （米英仏によるシリア攻撃について）化学兵器が使用さ

れて、市民に被害が出ているとほぼ思われるような状況に

あり、３カ国の行動はやむを得ない側面もある。この軍事

行動によって、さらに市民の被害が広がっては本末転倒。

日本政府は、しっかりと情報を集めて、必要最小限の人道

的なシリアの市民の命を守るという観点からの行動である

かということを、見極めながら対応していく必要がある。 

 （安倍晋三首相が３カ国の決意を支持すると表明したこ

とに対し）安倍首相によると、米国と日本は１００％一体

だそうですから、当然さまざまな情報をいただき、軍事外

交上の機密以外は、国民にも国際社会にも説明いただける

と思います。（宮崎市内で記者団に） 

 

安倍首相「戦争知る平和の番人」＝故野中氏のお別れ会 

 
故野中広務氏のお別れの会で弔辞を述べる安倍晋三首相＝

１４日午前、京都市下京区 

 官房長官や自民党幹事長を歴任し、今年１月に死去した

元衆院議員野中広務氏のお別れの会が１４日、京都市内の

ホテルで営まれた。安倍晋三首相は弔辞を述べ、「戦争を知

る最後の世代で、平和の番人たる先生の発する言葉の一つ

一つは心の奥まで響くすごみがあった」としのんだ。 

 首相は１９９４年の自民党政権復帰などに触れ、「先生が

いなければ自民党の下野（の時代）を乗り越えることはで

きなかった。今に続く自公連立の礎を築いてくださった」

とたたえた。 

 実行委員長を務めた自民党の二階俊博幹事長は式辞で、

２００１年に野中氏と訪中した思い出を振り返り、「（日中

関係が）難しい時こそ行動することが、今を生きる私たち

の責任だと身をもって教えていただいた」と語った。（時事

通信2018/04/14-13:19） 

 

野中広務氏のお別れの会 安倍首相「平和の番人」しのぶ 

共同通信2018/4/14 12:35 

 官房長官や自民党幹事長などを歴任し、1月 26日に 92

歳で死去した元衆院議員野中広務氏の「お別れの会」が 14

日、京都市のホテルで開かれた。約3千人が出席。安倍晋

三首相は追悼の辞を述べ「平和の番人たる先生の言葉の一

つ一つは心の奥まで響くすごみがあった」としのんだ。 

 実行委員長を務めた二階俊博自民党幹事長は「激動の昭

和から平成へ日本のため、政治に全身全霊をささげられた」

とし「道しるべとなってくれた先生を失ってしまったこと

は国民にとって大きな損失だ」と惜しんだ。 

 野中氏は中央政界入りは遅かったが、次々に要職をこな

し、「影の首相」とまで呼ばれた。 

 

野中広務さん死去 「平和の番人」しのぶ お別れの会に

３０００人 

毎日新聞2018年4月15日 東京朝刊 

官房長官や自民党幹事長を歴任し、１月２６日に９２歳で

死去した元衆院議員、野中広務氏のお別れの会が１４日、

京都市内のホテルで営まれた＝写真・小出洋平撮影。安倍

晋三首相は追悼の辞を述べ、「戦争を知る最後の世代で、平

和の番人たる先生の発する言葉は心の奥にまで響くすごみ

があった」としのんだ。実行委員長を務めた自民党の二階

俊博幹事長は「徹底的に弱者に寄り添う政治を目指した」

と悼んだ。  

 お別れの会には、大島理森衆院議長、森喜朗元首相、自

由党の小沢一郎共同代表、中国の程永華駐日大使ら約３０

００人が参列した。【竹内望】  

 

産経新聞2018.4.14 17:33更新 

野中広務元自民党幹事長お別れの会に３０００人 安倍

晋三首相のほか石破茂、古賀誠元幹事長が参列 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180414002660.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180414002660.html
http://www.asahi.com/topics/word/枝野幸男.html
http://www.asahi.com/topics/word/民主党代表.html
http://www.asahi.com/topics/word/シリア.html
http://www.asahi.com/topics/word/軍事行動.html
http://www.asahi.com/topics/word/軍事行動.html
http://www.asahi.com/topics/word/シリア.html
http://www.asahi.com/topics/word/安倍晋三.html
http://www.asahi.com/topics/word/安倍晋三.html
http://www.asahi.com/topics/word/宮崎市.html
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=9b93822c0f6c0e0b1479be94227642dd&c=syu&rel=ja
https://mainichi.jp/ch180101239i/%E9%87%8E%E4%B8%AD%E5%BA%83%E5%8B%99%E3%81%95%E3%82%93%E6%AD%BB%E5%8E%BB
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180414002660.html
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018041400161&p=0180414at25&rel=pv
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故野中広務氏のお別れの会で追悼

の辞を述べた安倍晋三首相＝１４日午前、京都市下京区（寺

口純平撮影） 

 １月に９２歳で死去した自民党の野中広務元幹事長の

「お別れの会」が１４日、京都市で営まれ、安倍晋三首相

（党総裁）ら約３千人が故人をしのんだ。 

 首相は追悼の辞で「党派や思想を超え（野中氏の）ファ

ンは本当に多かった」と指摘。「平和の番人たる先生の言葉

の一つひとつは、心の奥まで響くすごみがあった」とたた

えた。実行委員長を務めた二階俊博幹事長も「平和で豊か

な日本をつくり、徹底的に弱者に寄り添う政治を目指した」

と悼んだ。 

 ただ、野中氏は晩年、首相の政治姿勢を批判する場面が

目立っていた。お別れの会には、９月の党総裁選で首相に

挑む石破茂元幹事長に加え、森喜朗元首相や青木幹雄元参

院議員会長、古賀誠元幹事長ら党の重鎮も参列。自由党の

小沢一郎代表や立憲民主党の辻元清美国対委員長ら多くの

野党議員も姿をみせた。 

 

元自民幹事長 野中広務氏お別れの会 

ＮＨＫ4月14日 14時28分  

 

k10011403381_201804141811_201804141812.mp4 

自民党の元衆議院議員で、党の幹事長や官房長官などを歴

任し、ことし１月に亡くなった野中広務氏のお別れの会が

京都市内のホテルで営まれ、政界関係者などが別れを惜し

みました。 

ことし１月に９２歳で亡くなった野中広務氏は、みずから

の戦争体験から一貫して反戦を訴え、弱者に対するまなざ

しを大切にする政治家として知られ、お別れの会には、安

倍総理大臣や自民党の二階幹事長をはじめ、親交のあった

与野党の政界関係者などおよそ３０００人が参列しました。 

安倍総理大臣は追悼の辞で「大正生まれの野中先生は戦争

を知る最後の世代で、わが国が不確実な世界情勢に直面す

る今、『平和の番人』たる先生のことばは心の奥まで響く、

すごみがあった。もう助言に接することができないと思う

と痛恨の極みだ。先生が引き継いでくださった日本を守り

抜くことをお誓い申し上げる」と述べました。 

野中氏の長女の河合多恵子さんは「父の姿にもう二度と会

うことはできないが、遠い空から、ある時は皆さまのそば

で、戦争のない平和な日本を願い、見守ってくれていると

信じている」と述べました。 

参列者は祭壇に掲げられた遺影の前で花を手向け、手を合

わせて野中氏との別れを惜しんでいました。 

 

野中氏 各界から惜しむ声 

ＮＨＫ04月14日 15時20分 

野中広務氏のお別れの会には、京都の政界関係者や親交の

あった人たちが大勢参列し、それぞれ別れを惜しんでいま

した。 

このうち、昭和５３年から野中氏とともに京都府の副知事

を務めた荒巻禎一前京都府知事は、「兄以上に尊敬し、お世

話になったので寂しいです。『日本のため、地方のために苦

労されたのでゆっくり休んでください』とお別れしました」

と話していました。 

また、京都府の山田啓二知事は、「いまの京都をつくり上げ

た偉人であり日本の平和を愛された方でした。心からご冥

福を申し上げたい」と話していました。 

衆議院京都１区選出の伊吹文明元衆議院議長は、「『権力は

自分の思い込みで使ってはいけない、権力はすべての人た

ちに公平に使わないといけない』ということをしっかりわ

きまえておられた人でした」と話していました。 

親交のあった作家の瀬戸内寂聴さんは、「私が病気のときに

はいつもお見舞いに来ていただきましたが、野中さんが病

気のときには一度もお見舞いに行けなかったのが非常に心

残りで申し訳ないと思っています。とても寂しいです」と

話していました。 

また、歌手の由紀さおりさんは、「野中先生は歌が好きでコ

ンサートにお越しいただいたり、みんなでお肉を食べに連

れて行っていただいたり、本当にかわいがっていただきま

した。祭壇の前で、『ありがとうございました』という一言

をしっかりと心の中で言わせていただきました」と話して

いました。  

 

首相、北朝鮮の「段階措置」拒否 トランプ氏との会談で 

共同通信2018/4/15 02:00 

 安倍晋三首相は、17～20日の訪米で予定するトランプ米

大統領との会談で、朝鮮半島の非核化は「段階的で歩調を

合わせた措置」が必要だとする北朝鮮の要求について、拒

否すべきだとの認識を確認する方向で調整に入った。「完全

http://www.sankei.com/politics/photos/180414/plt1804140018-p1.html
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かつ不可逆的で検証可能な非核化（CVID）」実現のため、

まずは核関連施設の無能力化と、国際原子力機関（IAEA）

による査察の無条件受け入れを求めることでも一致する見

通し。複数の日米関係筋が14日、明らかにした。 

 
想定される非核化行程 

 段階的措置については、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員

長が 3 月 26 日、中国の習近平国家主席との会談で言及し

た。 

 

首相、米英仏決意を支持 トランプ氏との協調重視 

共同通信2018/4/14 18:34 

 
米英仏3カ国のシリア攻撃について、取材に応じる安倍首

相＝14日午後、大阪市内のホテル 

 安倍晋三首相は 14 日、米英仏 3 カ国によるシリア攻撃

について「化学兵器の使用は断じて容認できない。化学兵

器の拡散と使用を許さないとの米英仏の決意を支持する」

と表明した。北朝鮮の核・ミサイル開発問題への連携対処

や日米同盟強化の観点から、トランプ米大統領との協調を

維持する必要があると判断した。国家安全保障会議（NSC）

関係閣僚会合を官邸で開催し、シリア情勢の動向などを分

析。今後も情報収集に全力を挙げる方針を確認する。 

 首相は大阪市内で記者団の質問に答えた。首相の発言は、

米軍が昨年4月にシリアを巡航ミサイルで攻撃した際の見

解を基本的に踏襲した。 

 

産経新聞2018.4.14 14:55更新 

【シリア情勢】共産党・志位和夫委員長「国連憲章と国際

法を踏みにじる行為」 

 共産党の志位和夫委員長は１４日、米英仏３カ国による

シリアのアサド政権への軍事攻撃に抗議する談話を発表し

た。「国際社会による事実の確認もなく国連の授権もないま

ま、一方的に軍事攻撃を開始したことは、国連憲章と国際

法を踏みにじる行為であり厳しく抗議する」と訴えた。 

 

しんぶん赤旗2018年4月15日(日) 

米英仏、シリア攻撃  

 【ワシントン＝遠藤誠二】米英仏３カ国は、シリアのア

サド政権が化学兵器を使用したとしてシリア時間１４日未

明、首都ダマスカス近郊などの化学兵器関連施設を攻撃し

ました。巡航ミサイル「トマホーク」が発射されたもよう

です。トランプ米大統領は米東部時間１３日午後９時ごろ、

シリアに軍事攻撃を行うよう、米軍に指示したと発表しま

した。 

 今回の攻撃は、国連決議も、米国議会の承認もないもと

で強行されました。マティス米国防長官は同日、シリアが

化学兵器を使用したことを「確信している」と述べました

が、国際社会が確認したわけではありません。 

 トランプ氏は１３日夜ホワイトハウスで声明を読み上げ、

「われわれの行動の目的は化学兵器の生産、拡散、使用に

対する強力な抑止の確立だ」と攻撃を正当化。「シリアが化

学物質の使用を中止するまでこの対応を維持する」と述べ、

今後も軍事攻撃をする可能性を示唆しました。また「犯罪

的なアサド政権を支持している」と、ロシア、イランを名

指しで批判しました。 

 米国防総省によると標的となったのは化学兵器研究開発

施設や化学兵器貯蔵施設など３カ所。シリア国営テレビは

発射されたミサイルを１３発、撃ち落としたと発表しまし

た。 

 シリア内戦をめぐっては、アサド政府軍が７日に、反政

府組織が支配している首都ダマスカス近郊の東グータ地区

ドゥーマを空爆。この攻撃で、化学兵器が使用された疑惑

がもたれ、米国や欧州諸国は一斉に非難していました。シ

リアはこれを否定し、ロシアは「証拠がない」と反論して

いました。 

 

しんぶん赤旗2018年4月15日(日) 

米英仏によるシリアへの軍事攻撃に厳しく抗議する 日

本共産党幹部会委員長 志位 和夫 

 日本共産党の志位和夫委員長は１４日、「米英仏によるシ

リアへの軍事攻撃に厳しく抗議する」と題した談話を発表

しました。 

 一、米トランプ政権は、１３日（日本時間１４日午前）、

シリア政府側が化学兵器を使用したと断定し、英仏ととも

に、シリアへの軍事攻撃を行った。 

 化学兵器の使用は誰によるものであれ、人道と国際法に

反する残虐行為であり絶対に許されない。シリア現地では

１４日にも、化学兵器禁止条約の実施機関である化学兵器

禁止機関（ＯＰＣＷ）が調査を開始する予定だった。 

 国際社会による事実の確認もなく、国連の授権もないま

ま、米英仏が一方的に軍事攻撃を開始したことは、国連憲

章と国際法をふみにじる行為であり、厳しく抗議する。 

 一、米国は、昨年４月にも、化学兵器使用を理由にシリ
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アを攻撃しているが、軍事攻撃では問題解決にならないば

かりか、シリアと中東の情勢をいっそう悪化させることに

しかならないことは、事実が証明している。 

 国際社会が協力して、化学兵器使用の真相をつきとめ、

化学兵器を全廃させ、シリアに関する国連安保理決議が提

起しているように政治対話による内戦解決にむけた外交努

力を強めることを求める。 

 

「核禁止条約に署名を」 川崎哲氏ら政府に要請 

共同通信2018/4/13 20:174/13 20:18updated 

 

外務省との意見交換会に出席したICANの川崎哲氏（中央）

ら＝13日午後、外務省 

 核拡散防止条約（NPT）再検討会議の第2回準備委員会

がスイスで4月下旬から始まるのを前に、ノーベル平和賞

を昨年受賞した核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）の主

要メンバー、川崎哲氏らが13日、外務省を訪れ、核兵器禁

止条約への署名と批准を求める要請書を岡本三成政務官に

手渡した。 

 訪れたのは、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）な

どでつくる核兵器廃絶日本NGO連絡会のメンバー。 

 要請書は、米国が2月に公表した核兵器の使用条件を緩

和した新たな核戦略指針「核体制の見直し（NPR）」につい

て、「NPT合意事項に反する疑いが強い」と批判。 

 

森友・加計学園 与党「再発防止に全力」 野党「徹底究明

を」 

ＮＨＫ4月15日 11時49分  

 

ＮＨＫの「日曜討論」で、「森友学園」や「加計学園」など

をめぐる一連の問題について、与党側が、全容を解明し、

再発防止に全力を挙げる考えを強調したのに対し、野党側

は、政治の関与がなかったのか明らかにすべきだとして追

及する考えを示しました。 

自民党の新藤政務調査会長代理は「問題が相次いでいるこ

とは痛恨の極みだ。行政の信頼が揺らぐのは、国の運営の

根幹に関わることなので、まずは、しっかりと全容解明し、

再発防止のためきちんとした文書管理のルールを作らなけ

ればならない。一刻も早く、公務員が仕事に専念できるよ

うにしなければならないし、私たちも国民から信頼を取り

戻すべく、最大の努力をしたい」と述べました。 

公明党の石田政務調査会長は「いったい真実は何なのかを

解明しないと、再発を防ぐ有効な手だてはできない。与党

でも、わが党でも、公文書の管理について、『改革すべきは

何か』ということは検討しているので、当然、法改正が必

要であれば、考えていかなければならない」と述べました。 

一方、立憲民主党の長妻代表代行は「民主主義の底が抜け

たような問題で、安倍総理大臣の取り巻きやお友達によっ

て、国家中枢に大きな混乱を招いた国家の危機だ。最大の

再発防止策は、徹底した全容解明であり、まだ徹底究明が

必要だ。公文書だけの問題にわい小化させてはならない」

と述べました。 

希望の党の階幹事長代理は「柳瀬元総理大臣秘書官は、『記

憶の限りでは、お会いしたことはない』と述べているが、

論理的には会ったこと自体はほぼ明らかで、記憶にない人

が『首相案件ではない』と明確に言うのも変なことだ。徹

底的に真相究明すべきだ」と述べました。 

民進党の足立政務調査会長は「官僚の問題にわい小化され

る危険性がある。政治家の思いつきのような答弁や発言か

らスタートし、つじつまを合わせるように官僚の話になっ

て右往左往している状況だ。官僚の文書だけの問題ではな

く、政治全体の姿勢と捉えるべきだ」と述べました。 

共産党の笠井政策委員長は「安倍政治の核心部分に行き着

く問題だ。都合の悪いことは、改ざん、隠蔽、うそをつく

となると政権担当能力はない。与党は証人喚問に反対して

ふたをするのではなく、週明け直ちにやるべきだ」と述べ

ました。 

日本維新の会の浅田政務調査会長は「財務省で調査してい

るというが客観的な信頼性がおけない。第三者機関を作り、

徹底的に真相究明する必要がある。改ざんができないよう

にする新しい公文書管理規則を作るべきだ」と述べました。 

 

働き方法案の審議入りで与野党対立 「脱時間給」焦点 

日経新聞2018/4/15 12:32 

 与野党７党の政策担当者らは 15 日のＮＨＫ番組で、政

府が今国会の最重要法案と位置付ける働き方改革関連法案

を巡って討論した。与党は早期審議入りを強く求めた。一

方、立憲民主党の長妻昭政調会長は「過労死が間違いなく

増える脱時間給制度（高度プロフェッショナル制度）の条

文を削除しない限り、審議入りは認められない」と述べ、

議論は平行線だった。 

 脱時間給制度は、高収入の一部専門職を労働時間規制か
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ら外し、労働時間ではなく成果で賃金を払う。野党は長時

間労働を助長すると反発している。希望の党の階猛幹事長

代理は「報酬は一定で働かせ放題になりかねないという危

惧がある」と述べた。共産党の笠井亮政策委員長は法案自

体の撤回を求めた。 

 与党は月内の審議入りを目指している。自民党の新藤義

孝政調会長代理は「今国会でやることが今の世代の私たち

の責任だ」と強調。公明党の石田祝稔政調会長は「（国会の）

委員会で議論してしっかりしたものをつくっていけばいい」

と呼びかけた。 

 学校法人「森友学園」への国有地売却や自衛隊の日報の

問題などを巡る公文書管理のあり方についても議論した。

自民党の新藤氏は「しっかりと全容解明し、文書管理のル

ールをつくらなければいけない」と述べ、自民、公明両党

のワーキングチームで電子決裁の導入などの再発防止策の

協議を急ぐ考えを示した。 

 立憲民主党の長妻氏は「最大の再発防止策は徹底した全

容解明だ。公文書だけの問題に矮小（わいしょう）化して

はならない」と強調し、関係者の証人喚問などを改めて求

めた。 

 


