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2018年７月 31日～8月 1日 

都民世論調査、憲法、政局、沖縄、米朝・南北会談、

広島・長崎 

 

都民ファ「期待していない」７３％ 朝日世論調査 

朝日新聞デジタル2018年8月1日06時17分 

２０年東京

五輪・パラリンピックで最も期待していることは？

最も心配していることは？ 

 都内の有権者を対象に朝日新聞社が７月２８、２

９両日に実施した世論調査で、小池百合子知事が特

別顧問を務める都民ファーストの会に期待している

かを尋ねたところ、「期待していない」が７３％で、

「期待している」の２１％を大きく上回った。同党

は支持率も１％に満たず、躍進した都議選期間中の

昨年６月下旬に実施した前回調査の７％から下落し

た。 

 今回の調査で小池知事の支持率は４９％、不支持

率は２９％。都民ファーストに対する期待は、小池

知事支持層でも「期待しない」が５８％。「期待する」

の３７％を大きく上回った。不支持層では「期待し

ていない」が９４％に達した。 

 都民ファーストは昨年１１月の葛飾区議選で、公

認５人のうち当選が１人にとどまるなど地方議会選

で低迷があらわになっている。同会幹部は取材に「小

池氏の『風』に頼らず着実に政策を進めるしかない」

と話した。 

 小池氏の支持率を政党支持層別にみると、都議会

で小池知事と敵対している自民党の支持層（３７％）

で、小池知事を「支持する」とした人が５４％。無

党派層の小池知事の支持率は全体と同じ４９％だっ

た。 

 昨秋、「希望の党」を立ち上げ、衆院選に臨んだ小

池氏の一連の対応について、小池氏の評価が「よく

なった」と答えた人は４％だったが、「悪くなった」

は５８％。「悪くなった」と回答した人のうち、小池

氏を「支持する」とした人が３４％だったのに対し、

「支持しない」は４１％に上った。支持率低下に影

響したことがうかがえる。 

東京五輪・パラ ボランティア 消極派が６割占め

る 

 調査では、開催まであと２年となった２０２０年

東京五輪・パラリンピックについても尋ねた。大会

への関心は「大いにある」が３０％、「ある程度ある」

が４８％。ボランティアへの意欲について聞くと、

「ぜひしたい」は５％、「できればしたい」は３０％。

一方、「まったくしたくない」が３３％、「あまりし

たくない」が２８％で消極派が計６割を占めた。 

 今年９月から計１１万人のボランティアの募集が

始まる予定。都の担当者は「より参加しやすいよう

環境を整えていきたい」と話す。 

 大会で期待することを四つの選択肢から一つだけ

選んでもらったところ、「日本人選手の活躍」が３

７％で最も多く、「国際交流が活発になる」が２４％

で続いた。心配なことも一つ選んでもらった。猛暑

が続くなか、「暑さの影響」が３１％と最多だったが、

「治安の悪化」が２６％、「開催費用の負担」「交通

の混雑」がいずれも２１％で、心配なことは分散し

ていた。 

 

豊洲市場「安心」が増加、５７％に 朝日新聞世論

調査 

朝日新聞デジタル2018年7月31日22時46分 

 朝日新聞社は７月２８、２９両日、東京都内の有

権者対象の世論調査を実施し、築地市場から豊洲市

場への移転について聞いた。 

 昨年４月の調査に続き、地下の汚染問題が起きて

いる豊洲市場を安心だと思うかを質問したところ、

「大いに安心」が９％（昨年４月調査は６％）、「あ

る程度安心」は４８％（同３１％）で、安心と思う

人は昨年４月調査より増えた。ただ、「あまり安心で

はない」は３５％（同４１％）、「まったく安心では

ない」は５％（同１９％）。安心と思わない人は減っ

ているものの、なお４割いた。 

 豊洲市場への移転は、小池百合子都知事が就任後

に延期を表明し、２年遅れで１０月に開場すること

になった。豊洲開場が決まったことについて「よか

った」は５４％で、「よくなかった」の２４％を上回

った。一方で、こうした小池氏の一連の対応を「評

価しない」は５０％で、「評価する」の４０％を上回

った。 

     ◇ 

 〈調査方法〉 ７月２８、２９の両日、コンピュ

ーターで無作為に作成した固定電話番号に調査員が

電話をかけるＲＤＤ方式で、東京都内の有権者を対

象に調査した。有権者がいると判明した１４８０世

帯のうち、８６５人の有効回答を得た。回答率は５

８％。 
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世論調査―質問と回答〈東京都・７月２８日、２９

日〉 

朝日新聞デジタル2018年7月31日22時46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） 

◆あなたは、東京都の小池百合子知事を支持します

か。支持しませんか。 

 支持する ４９ 

 支持しない ２９ 

 その他・答えない ２２ 

◇（「支持する」と答えた人に）その理由は何ですか。

（選択肢から一つ選ぶ＝択一） 

 政策 １２〈６〉 

 改革の姿勢や手法 ２６〈１３〉 

 人柄や言動 １５〈７〉 

 これまでの知事よりもよい ４５〈２２〉 

 その他・答えない ２〈１〉 

◇（「支持しない」と答えた人に）その理由は何です

か。（択一） 

 政策 ２２〈６〉 

 改革の姿勢や手法 ３３〈１０〉 

 人柄や言動 ３４〈１０〉 

 これまでの知事のほうがよい ８〈２〉 

 その他・答えない ２〈１〉 

◆小池知事が就任して２年になります。あなたは、

この２年で都政はよくなったと思いますか。悪くな

ったと思いますか。それとも変わらないと思います

か。 

 よくなった １７ 

 悪くなった １１ 

 変わらない ６９ 

 その他・答えない ３ 

◆小池知事は昨年、国政政党「希望の党」を立ち上

げ、衆議院選挙に臨みました。衆院選での一連の対

応をみて、あなたの小池知事の評価はよくなりまし

たか。悪くなりましたか。それとも変わりませんか。 

 よくなった ４ 

 悪くなった ５８ 

 変わらない ３４ 

 その他・答えない ４ 

◆あなたはいま、地域政党「都民ファーストの会」

に期待していますか。期待していませんか。 

 期待している ２１ 

 期待していない ７３ 

 その他・答えない ６ 

◆あなたは、２０２０年の東京オリンピック・パラ

リンピックにどの程度関心がありますか。（択一） 

 大いに関心がある ３０ 

 ある程度関心がある ４８ 

 あまり関心はない １４ 

 まったく関心はない ７ 

 その他・答えない １ 

◆東京オリンピック・パラリンピックのボランティ

ア募集が今年の秋から始まります。あなたはボラン

ティアをしたいと思いますか。（択一） 

 ぜひしたい ５ 

 できればしたい ３０ 

 あまりしたくない ２８ 

 まったくしたくない ３３ 

 その他・答えない ４ 

◆東京オリンピック・パラリンピックに関して、あ

なたが最も期待していることは何ですか。（択一） 

 日本人選手の活躍 ３７ 

 景気がよくなる １６ 

 国際交流が活発になる ２４ 

 街の整備が進む １８ 

 その他・答えない ５ 

◆東京オリンピック・パラリンピックに関して、あ

なたが最も心配していることは何ですか。（択一） 

 開催費用の負担 ２１ 

 交通の混雑 ２１ 

 治安の悪化 ２６ 

 暑さの影響 ３１ 

 その他・答えない １ 

◆築地市場の豊洲移転についてうかがいます。豊洲

市場は１０月にオープンすることが決まりました。

あなたは豊洲への移転が決まったことは、よかった

と思いますか。よくなかったと思いますか。 

 よかった ５４ 

 よくなかった ２４ 

 その他・答えない ２２ 

◆あなたは、豊洲市場はどの程度安心だと思います

か。（択一） 

 大いに安心 ９ 

 ある程度安心 ４８ 

 あまり安心ではない ３５ 

 まったく安心ではない ５ 

 その他・答えない ３ 

◆あなたは築地市場の豊洲移転をめぐる小池知事の

一連の対応を評価しますか。評価しませんか。 

 評価する ４０ 

 評価しない ５０ 

 その他・答えない １０ 

◆東京都では、国より厳しい独自の受動喫煙対策と

して、従業員を雇っている飲食店などを原則禁煙と
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する条例が成立しました。あなたは、この条例がで

きたことは、よかったと思いますか。よくなかった

と思いますか。 

 よかった ７７ 

 よくなかった ２０ 

 その他・答えない ３ 

◆ところで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 ４３ 

 支持しない ４２ 

 その他・答えない １５ 

◆あなたはいま、どの政党を支持していますか。政

党名でお答えください。 

 自民党 ３７ 

 立憲民主党 ７ 

 国民民主党 １ 

 公明党 ５ 

 共産党 ３ 

 日本維新の会 ０ 

 自由党 ０ 

 希望の党 ０ 

 社民党 ０ 

 日本のこころ ０ 

 都民ファーストの会 ０ 

 その他の政党 ０ 

 支持する政党はない ４１ 

 答えない・わからない ６ 

〈調査方法〉７月２８、２９の両日、コンピュータ

ーで無作為に作成した固定電話番号に調査員が電話

をかけるＲＤＤ方式で、東京都内の有権者を対象に

調査した。有権者がいると判明した１４８０世帯の

うち、８６５人の有効回答を得た。回答率は５８％。 

 

豊洲市場移転で安全宣言＝小池知事「開場の条件整

った」－東京都 

 

豊洲市場の安全宣言を行った小池百合子東京都知事

＝３１日午後、都庁 

 東京都は３１日、築地市場（中央区）から移転す

る豊洲市場（江東区）に関する局長会議を開き、小

池百合子知事が「安全、安心な市場として開場する

条件を整えることができた」として安全宣言を行っ

た。都は１０月１１日の開場に向け、近く農林水産

相への認可手続きに入る。 

 小池知事は、会議後の記者団の取材に「これから

もさまざまなモニタリングは引き続き行い、公表す

る」と、環境対策に万全を期す姿勢を強調。「これで

移転準備にさらに腰が入るのではないかと期待して

いる」と述べた。（時事通信2018/07/31-20:50） 

 

豊洲市場の安全宣言に安堵＝築地業者、移転準備を

加速 

 東京都の小池百合子知事が、１０月１１日に開場

する豊洲市場（江東区）の安全宣言を行ったことで、

移転を控える築地市場（中央区）の水産業者からは

安堵（あんど）の声が上がった。新市場開場まで２

カ月余り、業者らは移転準備を加速させる意向だ。 

 築地の業界団体は、土壌汚染問題が浮上した豊洲

市場の風評被害を払拭（ふっしょく）するため、知

事による安全宣言を要望。移転延期から２年が経過

し、卸業者は「待ち望んでいた安全宣言がようやく

出されて良かった。安心して移転できる」と歓迎し

た。（時事通信2018/08/01-09:49） 

 

法曹界の護憲派を「新興宗教」 稲田氏が投稿、後

に削除 

朝日新聞デジタル2018年7月31日19時26分 

 自民党の稲田朋美元防衛相が、法曹界の護憲派を

「憲法教という新興宗教」と批判するコメントを自

身のツイッターに投稿し、その後、削除していたこ

とがわかった。 

 稲田氏は２９日、改憲団体「日本会議」の東京都

中野支部の集会に参加。同日、支部長の弁護士につ

いて「法曹界にありながら憲法教という新興宗教に

毒されず安倍総理を応援してくださっていることに

感謝！」と投稿していた。 

 削除した理由について、稲田氏は３１日、朝日新

聞の取材に「『憲法を変えさえしなければ平和という

のは違う』と書いたつもりだったが、投稿後に読み

直して表現がきついと思い、自発的に削除した」と

語った。 

 

１人区は一本化目指す＝参院選共通政策は消極姿

勢－立憲代表 
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記者会見する立憲民主党の枝野幸男代表＝３１日午

後、国会内 

 立憲民主党の枝野幸男代表は３１日の記者会見で、

来年夏の参院選での「１人区」の対応について、「野

党第１党として、自民党との一騎打ち構造をつくる

ことに汗をかく責任がある」と述べ、野党候補の一

本化を目指す考えを重ねて示した。 

 一方、「複数区では逆に野党第１党として選択肢を

示す責任がある。独自候補を擁立する基本線で進め

ている」と強調。野党間の共通政策についても、「比

例代表や複数区は各政党間で競い合う。それぞれの

党が明確に党の主張を掲げるべきだ」と語り、消極

的な姿勢を示した。 （時事通信2018/07/31-17:13） 

 

強力な調査権の活用を＝文書改ざん「議院内閣制揺

るがす」－衆院議長 

 

記者会見する大島理森衆院議長＝３１日午後、国会

内 

 大島理森衆院議長は３１日、財務省決裁文書改ざ

んなどが問題となった通常国会を振り返り、「（立法

府は）国政調査権のより一層の活用を心がけるべき

だ。実効性を担保するため、関係諸法規の改正も視

野に入れつつ、真摯（しんし）で建設的な議論を望

む」とする所感を発表した。 

 文書改ざんなどについて「立法府の判断を誤らせ

る恐れがあり、議院内閣制の基本的な前提を揺るが

す」とも指摘。所感は菅義偉官房長官や与野党各党

にも示した。 

 大島氏は同日、国会内で記者会見し、調査権の活

用に関して、「もっと政府も緊張して対応することに

なる」と強調。政府に対し、再発防止などを強く求

めた。（時事通信2018/07/31-18:44） 

 

衆院議長、安倍政権に異例の所感 「民主主義根幹

揺るがす」 

共同通信2018/7/31 20:29 

 大島理森衆院議長は31日、国会内で記者会見し、

相次ぐ政権不祥事が問題となった通常国会を振り返

り、安倍政権に反省と改善を促す異例の所感を公表

した。森友学園を巡る財務省の決裁文書改ざんや自

衛隊日報隠蔽などを挙げ「民主主義の根幹を揺るが

す問題だ。立法府の判断を誤らせる恐れがある」と

指摘。菅義偉官房長官に所感を渡し、再発防止のた

めの制度構築を求めたと明らかにした。 

 

記者会見する大島理森衆院議長＝31日午後、国会 

 厚生労働省の労働時間調査での不適切データ問題

に言及し、加計学園問題や前財務次官のセクハラ問

題を念頭に「個々の関係者の一過性の問題として済

ませずに、深刻に受け止めていただきたい」と強調

した。 

 

参院竹下派、安倍首相追従に不安＝来夏にらみ石破

氏を選択－自民総裁選 

 ９月の自民党総裁選をめぐり、参院竹下派が石破

茂元幹事長を支持する方向となったのは、来年夏の

参院選への危機感からだ。森友・加計学園問題を抱

える安倍晋三首相への国民の不信は根強く、安易に

「安倍１強」に追従することへの不安がある。一方、

首相支持が大勢の衆院側とは亀裂が深まりそうだ。 

 同派参院幹部は３１日の協議で吉田博美参院幹事

長に対応を一任し、石破氏支持の方向を確認した。

会合後、出席者の一人は「参院選にいかに良い状況

で臨むかが第一だ」と指摘した。 

 同派参院議員２１人のうち、１０人が来年の参院

選で改選を迎える。一連の疑惑・不祥事を受けて安

倍内閣の不支持率は高止まりしており、参院幹部は

「党全体が国民から批判に鈍感だと受け止められれ

ば、参院選は相当厳しい」と語る。 

 参院側の最終的な判断には、政界引退後も竹下派

に影響力を保つ青木幹雄元参院議員会長の意向が働

いたようだ。吉田氏は２５日に青木氏と会談、石破

氏支援の方針を伝えられていた。 

 島根出身の青木氏と鳥取選出の石破氏は「お隣さ

ん」の関係。前回参院選で合区された「鳥取・島根」

で石破氏は党鳥取県連会長として青木氏の長男、一

彦氏の再選に尽力した。青木氏には石破氏支援の見

返りに、一彦氏の選挙基盤を固める思惑もあるとみ

られる。 

 これに対し衆院側からは不満の声も漏れる。中堅

議員は「ＯＢの口出しで方向が決まるのは時世に合

わない」と顔をしかめた。竹下亘会長は３１日、竹

https://www.jiji.com/jc/giin?d=d862b7b6d4a0ba024379d7e8d12f959c&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2c4aa0ecb026cf6342b08f262cca50d6&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=b334c077923a6c2bdfb633e7ca50ba4a&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=b334c077923a6c2bdfb633e7ca50ba4a&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=6a697284d144d2ee3c718ca2b8ab9c07&c=san&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=4773aba195fbc69dbc2b4853b0abbb9d&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018073101127&p=0180731at66&rel=pv
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下派の衆院議員パーティーで「これからきちんと集

約していかないといけない」と述べた。 

 石破氏は大阪市で講演し、加計問題などを念頭に

「政策は全ての人に公平でなければいけない。国民

はそう評価しているか」と述べ、参院側の懸念に同

調してみせた。（時事通信2018/07/31-19:57） 

 

竹下派、分裂選挙濃厚＝参院側石破氏支持へ－自民

総裁選 

 ９月の自民党総裁選で、自民党竹下派の参院議員

（２１人）は３１日、石破茂元幹事長（６１）を支

持する方向となった。派閥会長の竹下亘総務会長は

８月９日までに、同派の対応を表明する見通し。た

だ、同派の衆院側（３４人）は安倍晋三首相（６３）

支持が大半を占めており、派内で対応が割れること

が濃厚だ。 

 参院竹下派は３１日、トップの吉田博美党参院幹

事長ら幹部８人による会合を東京都内のホテルで開

き、石破氏支持の方向を確認。一任を受けた吉田氏

が竹下氏と話し合うことになった。参院側は当選期

別の意見集約を既に終えており、同日の会合でも異

論は出なかった。 

 今回の総裁選で、石破氏へのまとまった支持を打

ち出すのは、石破派（２０人）以外で初めてとなる。

細田、麻生、岸田、二階の４派の支持を取り付けた

首相の優位は変わらないが、参院竹下派の動きは態

度未定の議員らの行動に影響を与えそうだ。（時事通

信2018/07/31-17:59） 

 

参院竹下派、広がる石破支持 「竹下さんの方針に

従う」 

朝日新聞デジタル久永隆一、南彰 2018年 8月 1日

08時34分 

 ９月の自民党総裁選をめぐり、党内第３派閥の竹

下派（５５人）の参院議員の間で、石破茂・元幹事

長を推す流れが強まっている。３１日の幹部会合で、

同派の参院側２１人を率いる吉田博美・党参院幹事

長が、青木幹雄・元党参院議員会長から石破氏支持

の要請があったことを説明し、対応について一任を

取り付けた。 

 東京都内のホテルで開かれた幹部会合の冒頭、吉

田氏は、政界引退後も同派に影響力のある青木氏と

２５日に面会した内容について説明。「青木さんから

『石破でやれないか』と相談があった」と明かす一

方、「青木さんの相談は指示ではない。言うことを何

でも聞くわけじゃない」と強調した。青木氏の石破

氏支持の要請に対し、吉田氏の説明を受けた幹部７

人から異論は出なかったという。 

 「自民党は『安倍１強』と言われるが、健全な政

策論争ができる、開かれた政党であると国民に理解

してもらう機会にもなる」とも述べ、安倍晋三首相

と石破氏の一騎打ちになる見通しの総裁選での論争

が、来年夏の参院選にプラスになるとの認識を示し

た。出席者から賛同の声が出たという。 

 そのうえで、派閥会長の竹下亘・総務会長の方針

を確認するため、近く直接会談する考えを示し、「竹

下さんの方針に従う。竹下さんが、石破さんと言え

ば石破さん。安倍さんと言えば、安倍さん」と述べ

た。 

 一方、竹下氏は３１日、同派衆院議員のパーティ

ーで講演し、派の対応について「迷っていないとい

えばウソになるが、近々決めなければいけない」と

語った。「どんなに苦しい時でも、向かい風でも、自

らの信じるところを一緒に歩んでいこう」とも話し、

対応次第で総裁選後、非主流派になったとしても派

の結束を図る考えを強調した。（久永隆一、南彰） 

 

竹下派の参院側、吉田博美氏に対応一任 自民党総

裁選 

朝日新聞デジタル2018年7月31日11時37分 

吉田博美氏 

 自民党総裁選で石破茂・元幹事長を推す動きが出

ている竹下派（５５人）の参院側（２１人）幹部が

３１日午前、東京都内で会合を開き、参院側をまと

める吉田博美・党参院幹事長に対応を一任すること

決めた。 

 派閥を率いる竹下亘・党総務会長は衆参の所属議

員から意見を聴取し、８月上旬には派としての対応

を決める方針だ。吉田氏は今後、竹下氏と会談し、

竹下氏の方針を確認する。 

 竹下派の対応をめぐっては吉田氏が２５日、政界

引退後も同派に強い影響力がある青木幹雄・元参院

議員会長と面会。青木氏が、３選をめざす安倍晋三

首相と一騎打ちになるとみられる石破氏を支持する

よう求め、同派の参院側で石破氏支持の動きが出て

いる。一方、衆院側は、茂木敏充経済再生相ら首相

支持の議員が多いとみられる。 

 

子供作らない＝生産性ない「ありえない」 自民・

小泉氏 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=b334c077923a6c2bdfb633e7ca50ba4a&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=4773aba195fbc69dbc2b4853b0abbb9d&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=6a697284d144d2ee3c718ca2b8ab9c07&c=san&rel=ja
http://www.asahi.com/topics/word/自民党総裁選.html
http://www.asahi.com/topics/word/石破茂.html
http://www.asahi.com/topics/word/吉田博美.html
http://www.asahi.com/topics/word/青木幹雄.html
http://www.asahi.com/area/tokyo/
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.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/竹下亘.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731001340.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党総裁選.html
http://www.asahi.com/topics/word/石破茂.html
http://www.asahi.com/area/tokyo/
http://www.asahi.com/topics/word/吉田博美.html
http://www.asahi.com/topics/word/竹下亘.html
http://www.asahi.com/topics/word/青木幹雄.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/茂木敏充.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731001340.html
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朝日新聞デジタル2018年8月1日00時31分 

ニコニコ動画の番組に出演

した自民党の小泉進次郎・筆頭副幹事長＝２０１８

年７月３１日、東京都港区六本木、南彰撮影 

小泉進次郎・自民党筆頭副幹事長（発言録） 

 （自民党の杉田水脈〈みお〉衆院議員が月刊誌で、

同性カップルを念頭に「子供を作らない、つまり『生

産性』がない」などと主張した問題で）あれはあり

えない。いかに人生１００年時代をそれぞれ多様な

価値観で支えていくかということをめざして、人生

１００年時代（の議論）や働き方改革などをやって

いるなかで、やっぱりあれは違う。 

 ああいう発言が（自民）党内から出てしまうこと

が悲しい。一方で、本当に「多様性とは何なのか」

ということを深く突き詰めて考えたことが日本はあ

まりないんじゃないかなと思う。（ニコニコ動画の番

組と終了後の記者団の取材に） 

 

枝野氏、地上イージス見直しを 費用高騰で 

共同通信2018/7/31 19:17 

 立憲民主党の枝野幸男代表は31日の記者会見で、

防衛省が地上配備型迎撃システム「イージス・アシ

ョア」の取得費が当初の想定を上回る 1 基約 1340

億円になると発表したことに関し、導入を見直すべ

きだとの考えを示した。「費用に見合う効果があるの

か、ゼロベースで見直すのは当然だ」と述べた。 

 国民民主党の玉木雄一郎共同代表は会見で「全体

像がよく分からない。付随する経費が、さらに出て

くるのではないか」と批判した。配備候補地である

秋田、山口両県の理解を得る努力を怠っているとの

認識を示した上で「国会でしっかり議論し、導入の

是非を決めるべきだ」と語った。 

 

埋め立て承認撤回への聴聞を通知 沖縄県、米軍飛

行場の移設で 

共同通信2018/7/31 17:12 

 沖縄県は31日、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の

名護市辺野古移設を巡る辺野古沿岸部の埋め立て承

認撤回に向け、弁明を聞くための聴聞を実施すると

防衛省沖縄防衛局に通知した。8月 9日の午後に県

庁で聴取し、撤回は同月中旬以降になる見込み。 

 通知では、辺野古沖で進む工事が、承認の条件と

なっていた環境保全対策などの留意事項に反してい

るなどと指摘したとみられる。 

 一方、防衛局側は仲井真弘多前知事による承認の

正当性を主張する方針。撤回すれば直ちに処分取り

消しの行政訴訟などの法的措置で対抗する構え。撤

回で工事は一時中断されるが、国の主張が認められ

れば、再開される。 

 

ソウル安保対話へ北朝鮮参加要請 南北将官級会

談で韓国 

共同通信2018/7/31 21:18 

 【ソウル共同】韓国と北朝鮮は31日、板門店の韓

国側施設「平和の家」で将官級軍事会談を開いた。

韓国側は9月に実施される多国間の国際会議「ソウ

ル安保対話」への北朝鮮代表団の派遣を要請し、北

朝鮮側は上層部に報告し回答すると答えた。韓国側

が明らかにした。同対話への北朝鮮参加が実現すれ

ば初めて。 

 ソウル安保対話は韓国国防省が主催し、各国の国

防当局高官を招いて開かれる。6 回目の昨年は日本

からも防衛省幹部が参加した。北朝鮮の軍事当局者

を国際会議に招き、緊張緩和につなげたい意向とみ

られる。 

 

緊張緩和へ南北将官級軍事会談 首脳会談以来2度

目 

共同通信2018/7/31 11:55 

 

板門店で開かれた南北将官級会談で握手する韓国の

金度均・国防省対北政策官（右）と北朝鮮のアン・

イクサン陸軍中将＝31日（聯合＝共同） 

 【ソウル共同】韓国と北朝鮮は31日、板門店の韓

国側施設「平和の家」で将官級軍事会談を開催した。

4 月の南北首脳会談以来、2 度目。首脳間で合意し

た朝鮮半島の軍事的緊張の緩和に向け、板門店の共

同警備区域（JSA）の非武装化などを議論するとみ

られる。 

 JSAでは現在、南北の軍人が拳銃を携帯。昨年11

月、北朝鮮軍人が韓国に亡命した際には北朝鮮の追

っ手に銃撃される事件も起きた。 

 非武装地帯（DMZ）に点在する南北の監視所の一

部を試験的に撤収する案や、黄海の南北境界周辺を

「平和水域」にするとの合意の実現が議題に上る可

能性もある。 

 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801000042.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801000042.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801000042.html
http://www.asahi.com/topics/word/小泉進次郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/働き方改革.html
http://www.asahi.com/topics/word/ニコニコ動画.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801000042.html
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米朝首脳会談を歓迎 ASEAN共同声明案 

共同通信2018/7/31 23:53 

 【シンガポール共同】8月 2日にシンガポールで

開かれる東南アジア諸国連合（ASEAN）外相会議の

共同声明案が31日、判明した。6月の米朝首脳会談

を歓迎し、朝鮮半島の非核化に向けた努力を続ける

よう全ての関係国に促している。ASEAN外交筋が

明らかにした。 

 声明案は、米国や北朝鮮を含む全ての関係国に、

米朝首脳が署名した共同声明の「完全で迅速な履行」

など「朝鮮半島での持続的な平和と安定の実現に向

けた努力」を続けるよう促した。 

 また「北朝鮮が示した完全な非核化へのコミット

メントとさらなる核・ミサイル実験を自制するとの

約束」に「留意する」とした。 

 

板門店宣言「実質的進展ない」＝韓国の制裁順守非

難－北朝鮮 

 【ソウル時事】３１日付の北朝鮮の朝鮮労働党機

関紙・労働新聞（電子版）は論評で、４月の南北首

脳会談で署名された「板門店宣言」の履行状況につ

いて、韓国当局が「非核化の進展」を条件としてい

るため、「実質的に進んでいることはほとんどない」

と強い不満を表明した。 

【特集】南北首脳会談（18年4月）～朝鮮半島、完

全非核化を宣言～ 

 また、韓国当局が「対北制裁順守という無謀な行

動」を取っていると非難。中断している北朝鮮南西

部・開城の工業団地の操業や、南東部・金剛山の観

光の再開を要求した。南北関係をてこに制裁の緩和・

解除を目指す立場を鮮明にし、文在寅政権に揺さぶ

りをかけた形だ。（時事通信2018/07/31-17:53） 

 

北朝鮮、ＩＣＢＭ製造継続か＝平壌近郊施設で－米

紙 

 

平壌で開催された軍事パレードで披露された北朝鮮

の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星１５」＝２

月８日撮影、朝鮮中央通信が配信（ＥＰＡ時事） 

 【ワシントン時事】米紙ワシントン・ポスト（電

子版）は３０日、米情報機関の分析として、北朝鮮

が平壌近郊山陰洞の研究施設で、大陸間弾道ミサイ

ル（ＩＣＢＭ）１～２発の製造を続けている兆候が

あると報じた。過去数週間に撮影された人工衛星画

像などに基づくという。 

 トランプ政権は、北朝鮮が２７日、朝鮮戦争（１

９５０～５３年）で死亡した米兵の遺骨を返還した

ことを「信頼醸成措置」として評価するが、ＩＣＢ

Ｍ製造が事実なら北朝鮮の非核化実現に向けた米朝

交渉の先行きは不透明感が増しそうだ。 

 北朝鮮はこれまで、核実験や弾道ミサイル実験の

中止を発表。金正恩朝鮮労働党委員長は６月の米朝

首脳会談で「非核化に向けた取り組み」を約束して

いる。ただ弾道ミサイルの開発中止には言及してい

ない。（時事通信2018/07/31-10:46） 

 

北朝鮮、ICBM開発を継続 米紙報道、平壌郊外で 

共同通信2018/7/31 12:07 

 
7 日に撮影された北朝鮮・山陰洞のミサイル工場の

衛星写真（プラネット・ラブズ/ミドルベリー国際大

学院モントレー校ジェームズ・マーティン不拡散研

究センター提供、共同） 

 【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子

版は 30 日、北朝鮮が平壌郊外の山陰洞にある施設

で、液体燃料を使用した大陸間弾道ミサイル（ICBM）

の開発を続けている形跡があると報じた。全米を射

程に収める火星 15 が含まれているとみられる。米

情報当局関係者の話としている。 

 北朝鮮は金正恩朝鮮労働党委員長が6月の米朝首

脳会談で「朝鮮半島の完全な非核化」を約束したが、

弾道ミサイル開発には言及していない。 

 ポンペオ国務長官は 7 月 25 日の議会公聴会で、

北朝鮮が核物質生産を継続していると証言、秘密の

ウラン濃縮施設の存在も指摘されている。 

 

北朝鮮、日本の防衛白書原案非難 脅威論は「笑止」

と 

共同通信2018/7/31 19:27 

 【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は 31 日の論

評で、日本政府が 2018 年版「防衛白書」原案で北

朝鮮の脅威に「変化はない」と評価したことに対し、

「朝鮮半島と地域に平和の新時代が到来している今

も古くさい『脅威』を騒ぎ立てるのは、実に笑止な

ことだ」と非難した。 

 論評は、安倍政権が災害対策の不備などで「国内

統治の危機」に直面し、外交的にも厳しい状況にあ

https://www.jiji.com/jc/v4?id=201804nbk
https://www.jiji.com/jc/v4?id=201804nbk
https://www.jiji.com/jc/article?g=int&k=2018073100307&p=0180731at18&rel=pv
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るとして「突破口を『北朝鮮脅威』論に見いだそう

としている」と主張。日本は「国際社会に不協和音

を起こすのではなく、大勢に合流する方途について

熟考すべきだ」とした。 

 

国連総長、長崎平和式典初出席へ＝被爆者と面会、

核軍縮アピール 

 
国連のグテレス事務総長＝７月１５日、サンホセ（Ａ

ＦＰ時事） 

 【ニューヨーク時事】国連は３１日、グテレス国

連事務総長が８月７～９日に訪日し、９日に長崎市

で開かれる平和祈念式典に出席すると発表した。国

連事務総長としては、２０１０年に当時の潘基文事

務総長が広島の平和記念式典に初めて出席したが、

長崎の式典への参加はグテレス氏が初めてとなる。 

 グテレス氏は７日に東京に到着し、８日午前に安

倍晋三首相と会談。午後に長崎へ移動して田上富久

長崎市長と会談するほか、被爆者とも面会する。９

日の式典前には長崎原爆資料館や国立長崎原爆死没

者追悼平和祈念館も視察する。 

 昨年１月に事務総長に就任して以来、核軍縮・不

拡散の推進に意欲を示してきたグテレス氏は今回の

式典出席を機会に、停滞する核軍縮の進展に向けた

決意を改めて世界にアピールしたい考えだ。昨年９

月の核兵器禁止条約の署名式の際には、「広島と長崎

の英雄的な被爆者が、核兵器の破滅的な人道的影響

を想起させ続けている」と述べ、核廃絶を目指す被

爆者の活動を称賛していた。（時事通信2018/08/01-

00:45） 

 

国連総長の長崎訪問発表 原爆の日式典に初出席 

共同通信2018/7/31 23:29 

 

アントニオ・グテレス国連事務総長（ロイター＝共

同） 

 【ニューヨーク共同】国連は31日、長崎への原爆

投下から 73年となる 8月 9日に長崎市で開かれる

「原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」に、グテレス事務

総長が出席すると正式に発表した。国連事務総長に

よる長崎の平和式典出席は初めて。国連として「核

兵器なき世界」を目指す決意をアピールする。 

 グテレス氏は 8 月 7～9 日の日程で訪日する。滞

在中、安倍晋三首相や長崎市の田上富久市長と会談

するほか、被爆者とも面会する。長崎原爆資料館も

訪れる予定。日程の調整がつかなかったため広島訪

問は見送った。 

 

広島市長、平和宣言の骨子発表 冷戦期の緊張再現

を懸念 

共同通信2018/8/1 11:10 

 広島市の松井一実市長は1日の記者会見で、原爆

の日の8月6日に平和記念式典で読む平和宣言の骨

子を発表した。核兵器を巡る現状を、被爆者の思い

が広がりつつあると評価しながらも「世界で自国第

一主義が台頭し、冷戦期の緊張関係が再現しかねな

い」と懸念を表明する。 

 昨年成立した核兵器禁止条約を「核なき世界への

一里塚」とするよう主張。日本政府には国際社会が

核廃絶に向け、対話と協調を進めるため役割を果た

すよう求める。 

 朝鮮半島の非核化について、市民社会は緊張緩和

が今後も平和裏に進むことを心から希望していると

述べる。 

 

幻の原発ゼロ法案をいかせ 小泉・枝野…地動説な

るか 

朝日新聞デジタル小森敦司 2018年 8月 1日 10時

39分 

「原発ゼロ基本法案」の

国会審議を求める議員らの緊急集会＝６月８日、東

京・永田町 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
http://www.asahi.com/sns/reporter/komori_atushi.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731002996.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731002996.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731002996.html
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018080100001&p=0180731atg7&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731002996.html
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原発ゼロをたどって 

 「原発ゼロ」の実現をめざした運動は永田町を動

かすことができるのか。ある法案をめぐる動きを追

った。（文中敬称略） 

 元首相・小泉純一郎（７６）が顧問の「原発ゼロ・

自然エネルギー推進連盟（原自連）」がいま熱心に取

り組むのが、原発を廃止する「原発ゼロ基本法」制

定の運動だ。 

 きっかけは昨年１０月の第４８回衆院選の投票日

翌日（２３日）、立憲民主党代表・枝野幸男（ゆきお）

（５４）の発言だった。 

 夜の報道番組でコメンテーターが枝野に問うた。

「公約で原発ゼロ基本法制定をうたわれています。

工程表は？」 

 枝野は答えた。「民進党時代に仲間たちで、ある程

度まで、つくってきたものがあります。それを再チ

ェックして、リアリティーがあるものとしてお示し

したい」 

 これを見た原自連事務局次長の… 

 

保有プルトニウム、原子力委が削減方針 米などが

要求 

朝日新聞デジタル小川裕介2018年7月31日16時

26分 

 内閣府の原子力委員会は３１日、日本が保有する

プルトニウムについて、現在の約４７トンを保有量

の上限とし、今後は増やさずに削減するとした新た

な方針を決定した。原発の使用済み核燃料からプル

トニウムを取り出す再処理は、ふつうの原発で燃料

として再利用する分量に限って認める。 

 

 方針の改定は１５年ぶり。２００３年の方針で「利

用目的のないプルトニウムは持たない」として国際

社会に説明してきたが、保有量は高止まりを続けて

おり、米国などから削減の具体策を示すよう求めら

れていた。新方針では「現在の水準を超えることは

ない」として、初めて保有量の削減に踏み込んだ。

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）に報告する。 

 日本はプルトニウムを国内に約１１トン、再処理

を委託した英仏に約３６トンを持つ。だが、燃料に

プルトニウムを使う高速増殖炉は原型炉もんじゅ

（福井県）の廃炉が決まり、ウランをまぜた「ＭＯ

Ｘ燃料」をふつうの原発で燃やすプルサーマル発電

も計画通り進んでいない。３年後に完成予定の六ケ

所再処理工場（青森県）がフル稼働すれば、年間約

８トンのプルトニウムが取り出される。 

 新方針はこうした状況をふまえ、五つの対策を示

した。経済産業省が六ケ所の工場の計画を認可する

際、プルサーマルに必要な分だけ再処理量を認める。

そのうえで、保有量が必要最小限となるよう電力会

社を指導する。特に英仏で保有する分については、

先に再稼働した原発でプルサーマル発電を行い、他

電力の保有分も減らすといった電力会社間の連携で

削減を促す。 

 一方、日本原子力研究開発機構などが国内に持つ

研究用のプルトニウムについては、当面の使い道が

ない場合は、具体的な処分法の検討を求める。 

 今後、電力会社や機構に対し、プルトニウムを使

う量や場所、時期を明記した利用計画を毎年公表す

http://www.asahi.com/topics/word/永田町.html
http://www.asahi.com/topics/word/小泉純一郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/自然エネルギー.html
http://www.asahi.com/topics/word/民主党代表.html
http://www.asahi.com/topics/word/枝野幸男.html
http://www.asahi.com/topics/word/内閣府.html
http://www.asahi.com/topics/word/原子力委員会.html
http://www.asahi.com/topics/word/プルトニウム.html
http://www.asahi.com/topics/word/使用済み核燃料.html
http://www.asahi.com/topics/word/プルトニウム.html
http://www.asahi.com/topics/word/プルトニウム.html
http://www.asahi.com/topics/word/再利用.html
http://www.asahi.com/topics/word/プルトニウム.html
http://www.asahi.com/topics/word/国際原子力機関.html
http://www.asahi.com/topics/word/ＩＡＥＡ.html
http://www.asahi.com/topics/word/プルトニウム.html
http://www.asahi.com/topics/word/プルトニウム.html
http://www.asahi.com/topics/word/高速増殖炉.html
http://www.asahi.com/topics/word/高速増殖原型炉もんじゅ.html
http://www.asahi.com/topics/word/高速増殖原型炉もんじゅ.html
http://www.asahi.com/area/fukui/
http://www.asahi.com/topics/word/廃炉.html
http://www.asahi.com/topics/word/ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料.html
http://www.asahi.com/topics/word/ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料.html
http://www.asahi.com/topics/word/プルサーマル.html
http://www.asahi.com/topics/word/再処理工場.html
http://www.asahi.com/area/aomori/
http://www.asahi.com/topics/word/プルトニウム.html
http://www.asahi.com/topics/word/経済産業省.html
http://www.asahi.com/topics/word/プルサーマル.html
http://www.asahi.com/topics/word/電力会社.html
http://www.asahi.com/topics/word/電力会社.html
http://www.asahi.com/topics/word/プルサーマル.html
http://www.asahi.com/topics/word/電力会社.html
http://www.asahi.com/topics/word/日本原子力研究開発機構.html
http://www.asahi.com/topics/word/プルトニウム.html
http://www.asahi.com/topics/word/電力会社.html
http://www.asahi.com/topics/word/プルトニウム.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731002989.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731002993.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731002991.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731002994.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731002995.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731003013.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731003006.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180731004017.html
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ることも求める。（小川裕介） 

 

米軍、放射性物質を下水に流す 大震災後トモダチ

作戦 厚木・三沢で12万リットル超 

沖縄タイムス2018年7月30日 05:28 

 【ジョン・ミッチェル特約通信員】在日米軍が２

０１１年６月、厚木基地（神奈川県）と三沢基地（青

森県）で放射性物質を含む汚染水１２万リットル以

上を下水道に流していたことが分かった。本紙が米

軍の内部資料を入手した。 

（資料写真）厚木基地 

 

東日本大震災の被災地

支援を終え、強襲揚陸艦エセックス（後方）から降

り立つ米海兵隊員＝２０１１年４月１２日、うるま

市・ホワイトビーチ 

 汚染水は東日本大震災と東京電力福島第１原発事

故後の「トモダチ作戦」に参加した軍用車両や装備

品の除染で発生していた。 

 米太平洋軍（当時）と在日米軍の内部討議資料に

よると、１１年５月３日時点で「液体低レベル放射

性廃棄物」が厚木に９万４６３５リットル（２万５

千ガロン）、三沢に３万２８３リットル（８千ガロン）

あった。 

 本紙の取材に対し、在日米軍はこの時の保管量よ

り多い量を翌月、厚木と三沢で投棄したことを認め

た。同時に「投棄は日本政府の基準で安全と認めら

れていた」と説明した。 

 汚染水は「低レベル」と分類されているものの、

実際の放射性物質の濃度は明らかでない。内部資料

には、装備品の中に除染しきれないほど深刻に汚染

された物があったと記されている。 

 トモダチ作戦で出た固形や液体の「低レベル放射

性廃棄物」は在日米軍基地６カ所で保管されていた

ことが公表されている。厚木と三沢のほかは普天間

飛行場、横田基地（東京都）、横須賀基地（神奈川県）、

佐世保基地（長崎県）。普天間では除染に使った布な

どの固形物がドラム缶に詰められていた。 

 本紙の取材に、在日米軍は横田と横須賀では１８

年３月時点でも固形廃棄物の保管が続いていたこと

を明らかにした。横田の廃棄物は表面線量が日本政

府が定める通常の被ばく限度、毎時０・２３マイク

ロシーベルトを上回る２・１マイクロシーベルト、

横須賀では下回る０・１マイクロシーベルトだった。

横田にあった汚染水は東電が回収して廃棄したとい

う。 

ことば 

 トモダチ作戦 東日本大震災と東京電力福島第１

原発事故の後に米軍が実施した被災地支援活動。在

沖米軍からもヘリや兵士が参加した。一方、原子力

空母の元乗組員が放射線被ばくによる健康被害が出

ているとして、東京電力などを相手に救済基金設立

を求める訴えを米裁判所で起こしている。 

 

辛淑玉さん、番組制作会社を提訴 MX「ニュース

女子」は名誉毀損 

共同通信2018/7/31 20:47 

 
提訴後に記者会見する辛淑玉さん（左）＝31日午後、

東京・霞が関の司法記者クラブ 

 沖縄県の基地反対運動を取り上げた東京MXテレ

ビの情報バラエティー番組「ニュース女子」で名誉

を毀損されたとして、ヘイトスピーチ反対団体の辛

淑玉共同代表が 31 日、制作会社と番組の司会を務

めたジャーナリスト長谷川幸洋氏に計 1100 万円の

慰謝料などを求めて東京地裁に提訴した。 

 対象の番組はDHCテレビジョンが制作し、2017

年1月2日と同9日に放送された。訴状では「番組

は、辛代表が暴力をいとわぬ人たちの活動をあおり、

経済的支援もしているとの内容で、社会的評価を低

下させた」と主張。長谷川氏は否定も訂正もしなか

ったとしている。 

 

動画で「助けてください」＝オレンジ色の服着用、

安田さんか 

 

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/gallery/290652?ph=2
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/gallery/290652?ph=1
https://www.jiji.com/jc/article?g=soc&k=2018073101208&p=0180731at68&rel=pv
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シリア入国後に行方不明になっているジャーナリス

トの安田純平さんとみられる男性（動画共有サイト

Ｖｉｍｅｏより） 

 【エルサレム時事】シリアで行方不明になってい

るジャーナリストの安田純平さん（４４）とみられ

る男性が日本語で助けを求める動画が３１日までに、

インターネット上で公開された。ただ、この男性は

「ウマル」と名乗り、国籍は「韓国人」と主張して

おり、安田さん本人かどうかは不明だ。 

家族に「あきらめないで」＝安田純平さんか、動画

で訴え 

 動画は約２０秒で、タイトルは「シリアの日本人

人質からの訴え」。男性は、過激派組織「イスラム国」

（ＩＳ）の映像で殺害される人質が着ている囚人服

に似たオレンジ色の服を着用し、背後には銃を構え

た覆面の男２人が立っている。男性は、撮影日は７

月２５日だと言い、「とてもひどい環境にいます。今

すぐ助けてください」とかすれ声で訴えている。 

 安田さんは２０１５年６月、取材目的でトルコ南

部からシリア北部に渡った後、消息が途絶えた。シ

リア北西部イドリブ県でイスラム過激派組織「シリ

ア征服戦線」（旧ヌスラ戦線）に拘束されたとみられ

ていた。これまで安田さんとみられる動画や画像を

入手してきたシリア人男性によれば、安田さんは最

近、同組織からの分派としてできた別の過激派組織

に拘束されているといい、「精神的にも病んでいる可

能性がある」と指摘した。（時事通信 2018/07/31-

19:30） 

 

安田純平さんか「すぐ助けて」 ネット上に新映像、

窮状訴え 

共同通信2018/7/31 21:027/31 21:04updated 

 
新たにインターネット上で公開された、安田純平さ

んとみられる男性の映像 

 【カイロ共同】内戦下のシリアで 2015 年に行方

不明になった日本人ジャーナリスト、安田純平さん

（44）とみられる男性が「今すぐ助けてください」

と訴える内容の新たな映像が 31 日までに、インタ

ーネット上に公開された。安田さんを拘束している

犯人グループ撮影の可能性があるが、信ぴょう性や

詳細は不明。 

 政府高官は 31 日夜、映像について「本人の映像

とみられる」と述べた。 

 映像は約 20 秒。安田さんとみられる男性は日本

語で「私の名前はウマルです。韓国人です」と述べ

た上で「とてもひどい環境にいます。今すぐ助けて

ください」と訴えた。 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018070700520&g=soc
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018070700520&g=soc

