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2018年 8月 1～2日 

イージスアショア、自民党総裁選、野党、杉田発言、政局、

米朝・南北、原発、ヒロシマ・ナガサキ、安田さん 

 

憲法を知りたい  １９８９年「法廷メモ訴訟」最高裁判決 

「開かれた裁判」の一歩 

毎日新聞2018年8月2日 東京朝刊 

 

最高裁判決後、作家の佐木隆三さんと握手して喜ぶローレ

ンス・レペタさん（右） 

 ＜くらしナビ おとなへステップ＞  

 全国の裁判所では日々さまざまな裁判が開かれており、

公開の法廷では誰（だれ）でも傍（ぼう）聴（ちょう）す

ることができます。法廷での録音録画は禁止されています

が、メモは可能です。私（わたし）のような裁判を担当す

る記者は連日、裁判の内容を一言一句書き落とすまいと、

ペンを握（にぎ）りしめています。  

 しかし、わずか３０年前まで法廷でのメモは禁じられて

いました。これを可能にしたのが、米国人弁護士のロ…  

 

巨額コスト、全体像不透明＝ＦＭＳ調達で－防衛省の陸上

イージス配備計画 

 

ルーマニアでの陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージ

ス・アショア」の建設当時の様子＝２０１５年１月、ルー

マニア（米海軍提供） 

 秋田、山口両県への配備計画が進められる陸上配備型迎

撃ミサイルシステム「イージス・アショア」。防衛省が選定

した米ロッキード・マーチン社製の最新鋭レーダー「ＬＭ

ＳＳＲ」を含む本体は１基当たり約１３４０億円で、当初

の見積もりより５００億円以上高くなった。今後、垂直発

射装置（ＶＬＳ）の調達などに加え、迎撃ミサイル配備費

を含めるとさらに数百億円必要となる可能性もあり、コス

トの全体像は不透明だ。 

 防衛省は、巨額の税金を投入する必要性と安全保障上の

有用性を明確に説明する責務がある。 

 弾道ミサイルを探知、追尾するＬＭＳＳＲは日本が米政

府を介さずロッキード社と直接交渉し輸入する。しかし、

本体に含まれる「ベースライン９」と呼ばれるイージス防

空システムの頭脳に当たる射撃管制や情報処理を行う装備

品は、取引条件が米側に有利な米政府の有償軍事援助（Ｆ

ＭＳ）で調達するため増額される可能性もある。 

 

 今後、レーダー・管制用の「デッキハウス」と呼ばれる

建物なども必要になる。米軍などによると、陸上イージス

を配備したルーマニアの場合、施設建設費は１５０億円以

上とみられ、建設には米国の大手軍需会社が関わった。 

 日本が陸上イージスに配備予定の新型迎撃ミサイルＳＭ

３ブロック２Ａは、ＦＭＳ調達で１発３５億円前後とみら

れる。ミサイルを一斉に撃ち込んで迎撃を難しくする「飽

和攻撃」に対処するため、ＶＬＳには２４発搭載すること

が検討されており、「弾代」だけで護衛艦１隻分の建造費（７

００億円前後）に相当する。（時事通信2018/08/01-15:35） 

 

日露２プラス２ 露が陸上イージス懸念 日本は反論 

毎日新聞2018年8月1日 10時37分(最終更新 8月1日 

11時14分) 

 【モスクワ大前仁】日本、ロシア両政府は７月３１日、

外務・防衛担当閣僚協議（２プラス２）をモスクワで開い

た。日本が配備を進める陸上配備型迎撃ミサイルシステム

「イージス・アショア」について、ロシアが改めて懸念を

表明したのに対し、日本は「防衛システムだ」と反論した。

６月の米朝首脳会談を受け、北朝鮮の非核化実現に向け連

携することで一致した。  

 日露２プラス２開催は２０１７年３月以来、１年４カ月

ぶり。河野太郎外相、小野寺五典防衛相、ラブロフ露外相、

ショイグ露国防相が出席した。２国間の外相と防衛相の会

談もそれぞれ開いた。  

 ２プラス２後の共同記者発表で、ラブロフ氏は「米国の

地球規模のミサイル防衛の配備について、我々は再び注意

を喚起した」と言明。ショイグ氏が日本のイージス・アシ

https://mainichi.jp/ch170463123i/%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84
https://mainichi.jp/ch170255347i/%E6%97%A5%E9%9C%B2%EF%BC%92%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%EF%BC%92
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018080100718&p=0180801at39&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018080100718&p=20180801ax04&rel=pv
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ョア導入に懸念を伝えたことに、小野寺氏は記者発表で「純

粋な防衛システムであり、ロシアに脅威を与えないと説明

した」と強調した。  

 一方、小野寺氏は、北方領土でのロシアの軍備強化▽日

本周辺におけるロシア軍機の頻繁な飛行▽ロシア軍が極東

で計画している今夏の大規模演習－－を取り上げ、「ロシア

側に冷静な対応を求めた」と明らかにした。河野氏も「日

露間では立場が異なる問題があり、受け入れられないもの

もある」と述べたうえで、両国の協力の重要性を説いた。  

 北朝鮮情勢に関し、ラブロフ氏は「関与している全勢力

に自制を求める」と言明。河野氏は「日露の共通目標であ

る非核化に向け連携することで一致した」と説明した。  

 一連の会談では、外務・防衛当局の次官級協議を年１回

開催▽シリアにおける人道支援に関する協議開催▽河野克

俊統合幕僚長の年内訪露の調整▽ロシアのアジア太平洋艦

隊による１０月の函館寄港の調整－－などで一致した。北

方領土における共同経済活動については、事業者主体の一

行が８月１６～２０日に現地訪問することで合意した。  

 

新型迎撃ミサイル配備 政務官「住民理解なしに無理に進

めず」 

ＮＨＫ2018年8月2日 12時32分 

 

新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」をめぐ

り、大野防衛政務官は、配備の候補地となっている山口県

萩市の藤道市長と防衛省で会談し、住民の理解を得るため

今後も説明会を開くなど、丁寧に対応する考えを伝えまし

た。 

北朝鮮の弾道ミサイルへの対策として、政府は、新型迎撃

ミサイルシステム「イージス・アショア」を山口県萩市と

秋田市にある自衛隊の演習場にそれぞれ１基ずつ配備する

方針です。 

こうした中、大野防衛政務官は萩市の藤道市長と防衛省で

会談し、藤道市長は、市民からレーダーによる健康への影

響や水質の変化などを懸念する声があがっているとして対

応を求めました。 

これに対し大野政務官は「住民の理解が得られないかぎり、

無理に進めることにはならない。具体的で客観的な説明を

目指したい」と述べ、今後も住民説明会を開くなど、丁寧

に対応する考えを伝えました。 

会談のあと藤道市長は記者団に対し「適切な説明がなされ

れば、市民の不安や懸念は収まると思うので、そういうこ

とを期待したい」と述べました。 

 

しんぶん赤旗2018年8月2日(木) 

陸上イージス 広がる反対 配備候補地の住民 「北朝鮮

情勢変わったのに」 

 陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」

の配備候補地とされる、秋田市と山口県萩市。自治体や住

民の中

に、批

判や不

安の声

が強ま

ってい

ます。 

保守系

議員も

批 判 

秋田市 

 秋田

市で防

衛省が

「イージス・アショア」の「最適候補地」とするのは、住

宅密集地の新屋勝平（あらやかつひら）地区にある陸上自

衛隊新屋演習場です。 

 ７月２５日には、近隣の１６町内会で構成される新屋勝

平地区振興会が、配備反対を決議。「住宅密集地にミサイル

基地は必要ない」と確認し、防衛省や県に今後、意見書を

提出する予定です。 

 防衛省は２４日に開いた秋田市議会に対する説明会で、

北朝鮮の脅威論など従来と変わらない説明の繰り返しに終

始。強引に計画を推し進める姿勢に保守系議員からも批判

が相次ぎ、傍聴した市民から「何の答えにもなっていない」

「傍聴した意味がない」と怒りが噴出しました。 

 住民の不満の声に、佐竹敬久（のりひさ）知事や穂積志

（もとむ）秋田市長も、防衛省に適地調査の延期を要請。

防衛省は２５日に調査延期を表明しました。 

 ２８日に開かれた防衛省の第２回住民説明会では、参加

者が次々に手を挙げ、「必要性の説明がでたらめだ」「孫を

呼ぶこともできなくなる」と配備撤回を求める訴えが続き

ました。 

 説明会に参加した勝平地区の男性（６９）は「防衛省は、

北朝鮮情勢が変わってきていることを認めながら『イージ

スは必要』と言う。矛盾だらけだ」と話しました。 

市町が国に要請 山口・萩市 

 陸上自衛隊むつみ演習場がある、山口県萩市や隣接する

阿武町では、「イージス・アショア」への住民の根強い批判

や不安の声が市や町を動かし、国の強行を許さない動きが

強まっています。 

 ７月上旬から中旬にかけ、演習場がある同市むつみ地区

 

（写真）県庁に入る防衛相に抗議する市民

ら＝６月22日、秋田県庁前 
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の住民や、演習場に近い同町福賀地区の全１６自治会と全

４農事組合法人などが、市や町に計画の撤回を相次いで申

し入れました。 

 両市町での防衛省の２回目の住民説明会（同２１～２３

日）でも不安や批判の声が多数で、「（説明の）回を追うご

とに不

安が増

す」と

指摘す

る人も

いまし

た。 

 こう

した住

民の声

を 受

け、高

橋博史

副市長

は２３日、同省を訪れ、現地調査入札の開札延期などを要

請。花田憲彦町長は２５日、同省で政務官に住民からの要

望書を手渡し、同じく延期と配備先の再検討を求めました。

同省は同日、開札の延期を発表しました。 

 県と同市による同省への５２項目にわたる再照会（同１

８日）は、６月の住民説明会での参加者の質問を反映した

内容も含んでいます。 

 同市の「総がかり行動萩実行委員会」や「『イージス・ア

ショア』配備計画の撤回を求める住民の会」も撤回を求め

る署名にそれぞれ取り組むなど、活動を強めています。 

 

日本、北方領土演習けん制 モスクワで2プラス2 

共同通信2018/8/1 08:15 

 

写真撮影に応じる日ロの閣僚。（左から）小野寺防衛相、ラ

ブロフ外相、河野外相、ショイグ国防相＝31日、モスクワ

（ロイター＝共同） 

 【モスクワ共同】日本、ロシア両政府は 7月31日夕（日

本時間同日深夜）、モスクワで外務・防衛閣僚協議（2プラ

ス 2）を開いた。ロシアは日本がミサイル防衛の強化策と

して導入を目指す地上配備型迎撃システム「イージス・ア

ショア」への懸念を表明。日本側はロシア軍の北方領土で

の軍事演習や軍備強化をけん制した。北朝鮮の非核化に向

けた緊密連携や安全保障分野の協力の拡大では合意した。 

 北朝鮮など北東アジアの課題で協力を確認しつつ、日ロ

間の懸案の北方領土問題を巡っては双方の隔たりが改めて

浮き彫りとなった。 

 

首相、総裁選へ地方票固め要請 竹下派幹部、青木氏と協

議 

共同通信2018/8/1 19:48 

 
南北の軍事境界線がある板門店を視察する自民党の二階幹

事長（手前）＝1日（代表撮影・共同） 

 9 月の自民党総裁選に向け、安倍晋三首相（党総裁）は

1 日、自身に近い西田昌司参院国対委員長代行と官邸で会

い、地方票を固めるよう要請した。竹下派の参院側を率い

る吉田博美会長代行（党参院幹事長）は東京都内で青木幹

雄元党参院議員会長と会い、石破茂元幹事長への支持を巡

る対応を協議した。首相の連続3選を推す二階派は韓国・

ソウルでの研修会で政策提言骨子をまとめた。 

 首相は、政策を進言した西田氏に対し「しっかり応援し

てほしい」と述べた。6 年前の総裁選の際、西田氏の地元

京都の地方票は石破氏が首相を上回った。これとは別に、

党所属の浜松市議18人の表敬訪問を受けた。 

 

竹下派、石破氏支持へ集約進む 衆院側は対応分裂か 

朝日新聞デジタル南彰、久永隆一 2018年 8月 2日 05時

01分 

 自民党総裁選をめぐり、党内第３派閥の竹下派（５５人）

で、石破茂・元幹事長支持に向けた意見集約が進んでいる。

竹下派会長の竹下亘・党総務会長は、石破氏支持の青木幹

雄・元党参院議員会長と会談を重ねる。竹下派関係者は「青

木氏と竹下氏の意見は一致している」と語り、竹下氏が石

破氏を支持するとの見通しを示した。 

 竹下氏は７月３０、３１両日、政界引退後も同派に強い

影響力を持つ青木氏と会談し、総裁選への対応について協

議を重ねた。同派関係者によると、青木氏は石破氏を支持

する理由に来夏に控える参院選を挙げ、「政権運営の問題点

も出ている。安倍（晋三）首相の独走ではなく、総裁選で

議論を戦わせた方がいい」と話しているという。 

 また、竹下派の参院側２１人を束ねる吉田博美・党参院

幹事長も１日、青木氏の事務所を訪れた。青木氏から石破

 

（写真）住民説明会で疑問を訴える参加者

＝７月21日、山口県萩市 

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/竹下亘.html
http://www.asahi.com/topics/word/青木幹雄.html
http://www.asahi.com/topics/word/青木幹雄.html
http://www.asahi.com/topics/word/吉田博美.html
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氏支持の要請を受けた吉田氏は７月３１日に参院側の幹部

会で今後の対応一任を取り付けている。１日も青木氏と昼

食を取りながら、総裁選や参院選で意見交換した。吉田氏

は最終的な対応は、竹下氏の判断に従う考えを示している。 

 一方、同派の衆院側は安倍首相の連続３選を支持する議

員が多いとみられている。竹下氏が石破氏支持を打ち出し

た場合、衆院側は茂木敏充経済再生相や山口泰明・党組織

運動本部長ら首相支持を公言する議員と、竹下氏に従って

石破氏を支持する議員の間で対応が割れる可能性が高い。 

 同派参院幹部は「今回は派の独自候補ではない。首相と

の関係でどうしても石破氏を支援できない人は無理しなく

ていい」と強調。一部議員が首相支持に回ることは容認す

る考えを示している。 

 竹下氏は２、７日に同派の所属議員と意見交換を行う。

そうした議論を踏まえ、８日の派閥幹部会を経て９日にも

派としての対応を正式決定する見通しとなっている。（南彰、

久永隆一） 

 

「総裁選、派閥は同じ方向を」 竹下派巡り二階氏  

日経新聞2018/8/1 21:00 

 自民党の二階俊博幹事長は１日のフジテレビ番組で「み

んなで同じ方向に向かうのが派閥だ。一人ひとり別々の意

見を言って（領袖の）足を引っ張ることがあれば、それは

派閥ではない」と述べた。９月の党総裁選の対応が衆参で

割れる可能性がある竹下派を念頭に置いた発言だ。 

 二階氏は、総裁選で安倍晋三首相（党総裁）を支持する

考えを改めて強調した。「今日までの業績からして、当然、

安倍さんが自民党のこれからを担うにふさわしい」と語っ

た。総裁選には首相のほか、石破茂元幹事長も正式な出馬

表明に向けた準備を進めている。 

 

参院竹下派、吉田氏が青木氏と会談 総裁選対応巡り  

日経新聞2018/8/1 19:00 

 自民党竹下派の参院トップで会長代行を務める吉田博美

参院幹事長は１日、都内で青木幹雄元参院議員会長と会談

した。総裁選を巡る参院竹下派の対応について意見交換し

たもようだ。青木氏は議員引退後も参院に影響力を持ち、

総裁選では石破茂元幹事長を推すよう促している。21人い

る参院竹下派は吉田氏への対応一任を確認済みだ。 

 竹下派の衆院側は安倍晋三首相の３選を支持する声が多

く、派内で対応が割れたり、自主投票としたりする可能性

もある。派閥会長の竹下亘総務会長は２日、衆院側の所属

議員を集め意見を聞く。参院側からも聴取し、９日に派閥

の態度を表明する見通しだ。 

 

野党３党 立憲、自由、社民が党首会談 連携を確認 

毎日新聞2018年8月1日 17時58分(最終更新 8月1日 

18時28分) 

 立憲民主党の枝野幸男代表、自由党の小沢一郎共同代表、

社民党の又市征治党首が７月３１日夜、東京都内のホテル

で会談した。  

 働き方改革関連法の付帯決議などを巡り参院野党第１会

派の国民民主党と、立憲など他の野党の対応が分かれたこ

とを念頭に「衆参両院で立憲が野党第１会派になるのが望

ましい」との認識で一致。秋の臨時国会での連携も確認し

た。会談には立憲の福山哲郎幹事長らも同席した。【立野将

弘】  

 

立民 自由 社民 野党連携の在り方模索へ 

ＮＨＫ8月1日 4時49分  

 

立憲民主党の枝野代表、自由党の小沢代表、社民党の又市

党首が31日夜、会談し、さきの通常国会では、野党側の足

並みが一致せず政府・与党を利するところがあったとして、

次の国会に向けて、３党が協力して、野党連携の在り方を

模索していくことになりました。 

31日夜の会談には、立憲民主党の枝野代表、自由党の小沢

代表、社民党の又市党首のほか、３党の幹事長らも出席し

ました。 

この中では、先の通常国会では、野党第１党の立憲民主党

と野党第２党の国民民主党が国会対応で足並みが一致せず、

政府・与党を利するところがあったという認識で一致しま

した。 

そして、次の国会に向けて、３党が協力して、野党連携の

在り方を模索していくことになりました。 

会談のあと立憲民主党の福山幹事長はＮＨＫの取材に対し、

「野党６党派が国会で共闘するにも、まずは３党が連携を

強めることが重要だ。立憲民主党としては、『参議院で野党

第１党を』という思いだが、そのことも含め、３党の連携

が重要だ」と述べました。 

 

無所属の長島議員が会派結成呼び掛け＝保守系新党視野、

難航も 

 無所属の長島昭久衆院議員が秋の臨時国会に向け、保守

系無所属議員に会派結成を呼び掛けている。国民民主党に

加わらず、行き場をなくした旧希望の党出身者の受け皿づ

くりが狙い。新党結成も視野に入れるが、広がりはいまひ

とつだ。 

 「二極化した不毛な対決構造から一線を画し、今の日本

に必要な改革をけん引できる政策を発信したい」。長島氏は

７月下旬、記者団に、穏健な中道勢力の結集へ意欲を示し

た。 

http://www.asahi.com/topics/word/安倍晋三.html
http://www.asahi.com/topics/word/茂木敏充.html
https://mainichi.jp/ch151018842i/%E9%87%8E%E5%85%9A%EF%BC%93%E5%85%9A
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f43cac7e0649c420660c251805fb9ad6&c=syu&rel=ja
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 長島氏は６月に地域政党「未来日本」を旗揚げし、７月

には地方議員らを対象に政治塾を開講。将来の新党移行へ

の布石とみられている。（時事通信2018/08/01-17:01） 

 

無所属の会 旧民進系結集へ 地方で足場作り 

毎日新聞2018年8月1日 21時43分(最終更新 8月1日 

21時43分) 

 衆院会派「無所属の会」（岡田克也代表）が、来年の参院

選や統一地方選に向けて旧民進系地方議員が参加できる地

域政党などのプラットフォーム作りを進めている。旧民進

系の立憲民主党と国民民主党との溝が広がるなか、地方か

ら勢力結集を促す狙いがある。  

 三重県では中川正春元文部科学相や岡田氏らが地域政党

「三重民主連合」を設立。千葉県では野田佳彦前首相が代

表を務める政治団体「千葉民主連合」が旗を揚げた。安住

淳元財務相の地元、宮城県では「宮城民主連合（仮称）」が

近く発足する予定だ。いずれも無所属の会の議員が「地方

レベルで野党の大きな塊を作る」（岡田氏）ことを狙ってい

る。  

 同会は１日には国会内で会派総会を開き、参院選の「１

人区」（改選数１）を中心に野党系候補の擁立を後押しする

ことを確認した。ただ、立憲の枝野幸男代表は改選数２以

上の選挙区で「独自候補を擁立する」と強気の姿勢で、国

民など野党の候補と競合する可能性がある。同会の所属議

員は１３人にとどまるため「立憲と統一会派を組むべきだ」

との声もある。【影山哲也、遠藤修平】  

 

産経新聞2018.8.2 05:00更新  

【自民党総裁選 中堅・若手に聞く】石破派・平将明衆院

議員「石破派をつくっておいてよかった」「党、日本のため

ガチンコの総裁選を」 

自民党の平将明議院議員＝東京都千代田区

（宮川浩和撮影） 

 ９月の自民党総裁選で、竹下派（平成研究会、５５人）

の参院議員が石破茂元幹事長の支持を検討しているとの報

道があります。党内には雪崩を打って安倍晋三首相（党総

裁）を支持する空気感がありますが、その中でも応援して

いただけるなら大変ありがたい。私も政治家なので、この

状況で「石破さんをやる」というのは勇気がいると思いま

す。 

 石破さんは、平成２７年９月の総裁選で安倍首相が無投

票再選を決めた当日、石破派（水月会、２０人）の結成を

表明しました。安倍首相の時代が今後３年続くのに「非主

流派宣言」したようなものです。権力者の顔色をうかがっ

て政策論争が低調になることを避け、党内の風通しをよく

する目的がありました。今の状況をみるにつけ、本当に派

閥を作っておいてよかった。石破派がなければ、今回は安

倍首相の無投票３選の可能性が大だったのですから。 

 形勢は圧倒的に不利ですが、“ガチンコ”の総裁選を実現

するのは、自民党にも日本にとってもよいことです。党の

政策を磨きますから。石破さんは近く正式に出馬表明する

でしょう。 

■   ■  

 優先的に論じるべき争点は、何より政府や党の運営、ガ

バナンスです。私は総裁任期が「連続３期９年まで」に延

長された昨年の党大会のころから、党内の空気が「ミッシ

ョン型の政府」を目指す姿勢から「延命型の政府」に変わ

った気がします。財務省の決裁文書改竄をはじめ、役所の

不祥事がありましたが、政治家は誰も明確に責任を取って

いません。民主主義の根幹に関わることです。 

 政策面でも対立軸はあります。トランプ米大統領とは、

安全保障政策で「百パーセントともにある」でいいですが、

輸入車に関税を２５％かける通商政策にはどう向き合うの

か。日本はルールによって世界の秩序を作ってきましたが、

トランプ氏は力を背景に２国間交渉を優先させます。われ

われの世界観と違うのに、今の日本は「まあまあ」と言っ

ているだけに見える。 

■   ■  

 成長戦略のあり方でいえば、今は地方創生が停滞してい

ます。第１次産業やサービス業、観光、伝統文化を成長戦

略として、付加価値を増大させていく。農業の輸出産業化

だけでなく、資源管理をしっかり行って「もうかる漁業」

もできる。ニシキゴイや盆栽、ワインも海外で再評価され

価値が高まる例が多い。欧州に当てはめれば、日本はこれ

まで工業機械で稼ぐ「ドイツ型」でしたが、芸術や食、歴

史を武器にした「フランス型」、農業の「オランダ型」、漁

業の「ノルウェー型」もできるのです。 

 日本は、欧州よりはるかに大きいアジア市場を有するの

ですから、もうかる国になると思うのです。人口減を補う

付加価値を生み出せる。これは東京より地方に伸びしろが

ある。 

 石破さんは出馬表明したら、メディアを通じ安倍首相に

政策議論を呼びかけます。事実上、首相を決める選挙です

から、ちゃんとした議論が日本のため、自民党のためにな

ると信じています。（奥原慎平） 

◇  

【プロフィル】たいら・まさあき 

 昭和４２年２月、東京都生まれ。５１歳。早大卒業後、

平成３年に家業の東京・大田青果市場の仲卸「山邦」に入

社し、１５年に東京青年会議所理事長に就任。１７年の衆

院選で東京４区から出馬し初当選。内閣府副大臣などを歴

https://mainichi.jp/ch180618628i/%E7%84%A1%E6%89%80%E5%B1%9E%E3%81%AE%E4%BC%9A
http://www.sankei.com/politics/photos/180802/plt1808020002-p1.html
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任。衆院当選５回。 

 

産経新聞2018.8.1 17:35更新  

【自民党総裁選】二階派が政策提言を発表 安倍晋三首相

支持を意識し「戦後レジーム脱却の完成」 

板門店の施設を視察す

る自民党の二階俊博幹事長＝１日午後（代表撮影） 

 自民党の二階俊博幹事長率いる二階派（志帥会、４４人）

は１日、ソウルでの研修会で政策提言を公表した。「強くて

しなやかな美しい国日本の創出を目指す」とし、重点施策

として戦後レジーム脱却の完成や北朝鮮による日本人拉致

問題の全面的解決などを盛り込んだ。 

 提言は６つの柱で構成している。９月の党総裁選で連続

３選を目指す安倍晋三首相（総裁）を支持する立場から「謙

虚な保守政治を堅持し、戦後レジームからの脱却を完成さ

せる」を最初の柱として掲げた。 

 外交では、二階氏が中国や韓国などアジアを中心とした

近隣外交に積極的に取り組むことを踏まえ「アジア外交を

強化するとともに拉致問題の全面解決を目指す」と明記し、

拉致問題解決に向けて首相を後押しする姿勢を示した。 

 このほか、二階氏がライフワークに掲げる国土強靱化や

地方創生、財政健全化を軌道に乗せることを盛り込んだ。

子供や女性に優しい施策を徹底し、少子化に歯止めをかけ

ることも提唱した。提言は、二階派の議員の署名とともに、

７日に首相に提出する。 

 一方、二階氏は１日、南北軍事境界線がある板門店を視

察した。二階氏は視察後、記者団に「大変意義の深いとき

に訪問することができた。（北朝鮮の非核化などの問題は）

一朝一夕に解決するとは思わないが、努力を常日頃からや

っておく必要がある」と語った。 

（ソウル 大島悠亮） 

 

自民総裁選 竹下派 意見隔たり大きく難しい判断も 

ＮＨＫ2018年8月2日 5時30分 

自民党総裁選挙への対応を決めていない竹下派は、２日か

ら所属議員に意向の聞き取りを始めますが、参議院側が石

破元幹事長を支持することで調整を進めているのに対し、

衆議院側には安倍総理大臣を支持する議員も多く、難しい

判断が迫られることになりそうです。 

９月の自民党総裁選挙で党内第３派閥の竹下派は、参議院

側が石破元幹事長を支持することで調整を進めている一方、

衆議院側には安倍総理大臣を支持する議員も多く、派内で

意見が分かれていて対応を決めていません。 

こうしたなか参議院側の対応を一任されている吉田参議院

幹事長は１日、今も派閥に影響力を持つ青木幹雄元自民党

参議院議員会長と会談し、近く派閥の会長を務める竹下総

務会長と対応を協議する考えを伝えました。 

一方、竹下氏は２日、派閥に所属する衆議院議員から、来

週７日には参議院議員からそれぞれ意向の聞き取りを行っ

たうえで９日には派閥としての対応を表明したい考えで、

調整を急ぐことにしています。 

竹下氏は、総裁選挙では、結束した対応をとりたいという

考えを示してきましたが、誰を支持するか派内の意見の隔

たりは大きく難しい判断を迫られることになりそうです。 

 

首相は会ってない、言ってない…伏せる・否定する官邸 

朝日新聞デジタル太田成美 斉藤太郎 2018年 8月 2日 05

時00分 

首相官邸で記者団の

質問にこたえる安倍晋三首相 

官邸が否定する首相面会や発

言 

 

 安倍晋三首相と面会した事実が伏せられたり、首相官邸

が否定したりする事態が相次いでいる。面会中に首相が語

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801005821.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801005821.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801005338.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801005338.html
http://www.asahi.com/topics/word/安倍晋三.html
http://www.sankei.com/politics/photos/180801/plt1808010012-p1.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801005821.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801005338.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801005817.html
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ったとされる発言が、後で否定されることもある。「あった

ことをないことに」する姿勢は、政治不信を招きかねない。 

口つぐむ県議ら 

 ７月２５日夕、首相公邸。首相の地元・山口から訪れた

県議ら約３０人が首相の秘書らに案内されて、公邸内のソ

ファで談笑していた。官邸での公務を終えた首相も午後６

時４２分、公邸に入った。 

 首相動静を追う報道各社の総理番の記者たちは、県議ら

が首相と面会すると考え、会合の終了を待って出席者への

取材を始めた。そもそも官邸は政府の行事は事前公表する

が、首相の政治家としての政務は普段から積極的に発信す

ることはない。 

 代表して取材に応じた自民党山口県連の友田有・幹事長

は記者団に「首相は不在。公邸を見学させてもらった。会

っていない」と断言。何度確認しても面会を認めず、朝日

新聞は２６日付朝刊で、首相動静への掲載を見送った。 

 他の県議たちも「私の口からは言えない」と口をつぐん

だ。官邸側も「（山口県議とは）会っていない」と説明した。 

 その後、朝日新聞の取材に対し… 

 

「首相動静」記者が面会確認 入り口複数、秘密の会談も 

朝日新聞デジタル2018年8月2日05時01分 

首相官邸の外観 

 首相の面会や動向を記録する首相動静は、総理番の記者

が主に首相官邸の正面玄関や首相が出席する会合の会場前

で、出入りする面会者に確認して執筆している。最高権力

者たる首相の動きや発言を確認するのは、国民が政治の動

きを知る上で必要な情報であり、権力監視の基本だ。 

 通信社の記者だけが代表取材を認められるケースがある

ほか、官邸や公邸の入り口は正面玄関以外にも複数あるた

め、面会のすべてを完全に把握できるわけではない。通信

社の記事を引用したり、首相秘書官に面会の有無や相手を

問い合わせたりして、間接的な情報で記事化することもあ

る。 

 歴代首相の中には、面会の一部を公にしないために、ホ

テル内で秘密裏に移動したり、秘書官との食事の際に別室

で面会したりするケースがあった。しかし、過去の政権で

首相秘書官を務めた一人は「記者から問い合わせを受けれ

ば、ごまかしたり、答えなかったりすることはあっても、

ウソをついたことはない」と語る。 

 

杉田議員問題 稲田氏「少数派を思いやるのが本当の保守」 

毎日新聞2018年8月1日 19時43分(最終更新 8月2日 

02時01分) 

 

毎日新聞のインタビューに答える自民党の稲田朋美元政調

会長＝２０１８年７月３０日、川田雅浩撮影 

 

杉田水脈氏 

 自民党の杉田水脈（みお）衆院議員が月刊誌「新潮４５」

への寄稿で、性的少数者（ＬＧＢＴなど）を「生産性がな

い」などと主張した問題で、同党の稲田朋美元政調会長が

毎日新聞のインタビューに応じた。同じ保守派の稲田氏は、

寄稿が問題化してすぐに自身のツイッターで「多様性を認

め、寛容な社会をつくることが『保守』の役割だ」と指摘。

インタビューでは「少数派を思いやるのが本当の保守だ」

と語った。  

 寄稿を巡っては、二階俊博幹事長は問題視しない考えを

示したが、「『生産性がない』なんて言ってはいけない」（石

破茂元幹事長）、「あれはあり得ない」（小泉進次郎筆頭副幹

事長）など厳しい批判が出ている。ＬＧＢＴを巡る問題は

９月の党総裁選でも議論されることになりそうだ。  

 主な一問一答は以下の通り。  

「特命委、首相にも相談し設置」  

 －－ＬＧＢＴについてツイッターで発言した。  

 ◆多様性を認め、寛容な社会をつくることが保守の役割

だと信じている。２０１６年には党政調会長として「性的

指向・性自認に関する特命委員会」を設置した。今秋の臨

時国会に向け、ＬＧＢＴへの理解を増進する法案を作って

いこうという矢先でもある。批判するということでなく、

明確に自分の考えを述べておくべきだと考えた。  

 －－なぜ特命委を設置したのか。  

 ◆ＬＧＢＴに関心を持ったきっかけは息子の友人が当事

者だったから。１５年秋に米ワシントンの講演でＬＧＢＴ

の人権問題を取り上げたら、当事者の方々から反応があっ

た。「ＬＧＢＴ問題に取り組みたい」と言ったら、自民党を

応援している保守系から「どうして」という声が起きたが、

保守派で論客の古屋圭司衆院議員に特命委の委員長になっ

ていただいた。もちろん党総裁の安倍晋三首相に相談し、

了承をいただいている。  

 －－特命委で検討する「理解を増進する法案」とは。  

 ◆ＬＧＢＴのカップルに税金を投入することを考えてい

http://www.asahi.com/topics/word/首相公邸.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/area/yamaguchi/
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801005823.html
http://www.asahi.com/topics/word/首相秘書官.html
http://www.asahi.com/topics/word/首相秘書官.html
https://mainichi.jp/ch180804816i/%E6%9D%89%E7%94%B0%E8%AD%B0%E5%93%A1%E5%95%8F%E9%A1%8C
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801005823.html
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るわけではない。理解を進めていくことに財政措置するこ

とができるというもので、ＬＧＢＴ当事者を特権的な存在

として扱うとか優遇するということではない。  

 －－首相の出身派閥の細田派に杉田氏と共に所属してい

る。「保守」をどう考えるか。  

 ◆「保守」の役割は、他者を尊重し、寛容な社会、共に

支え合える社会をつくることだと思っている。人が人とし

て尊重される。自分らしく生きるには他者が自分らしく生

きることに寛容であるべきだ。  

 －－ＬＧＢＴに批判的な人は家族の形にこだわる。  

 ◆私も保守政治家として家族を大切に考えている。しか

し、「人生１００年時代」で、家族の在り方も柔軟に考えて

いい。子供のいない家庭もあるし、シングルマザーやシン

グルファーザーの家庭もある。いろんな形の家庭、いろん

な対応があっていいのではないか。  

 －－杉田氏の発言はＬＧＢＴの人たちの立場をなくすの

ではないか。  

 ◆障害があってもなくても、子供がいてもいなくても、

また、性別に関わりなく、人が人として尊重されるべきだ。

少数派を思いやることができるのが本当の意味での保守だ。  

 －－党総裁選でも議論のテーマになるか。  

 ◆議論されたらいいと思う。首相も理解されてますから。

【聞き手・田中裕之】  

杉田水脈衆院議員の「『ＬＧＢＴ』支援の度が過ぎる」と題

した寄稿の抜粋  

 「しかし、ＬＧＢＴだからといって、実際そんなに差別

されているものでしょうか」  

 「例えば、子育て支援や子供ができないカップルへの不

妊治療に税金を使うというのであれば、少子化対策のため

にお金を使うという大義名分があります。しかし、ＬＧＢ

Ｔのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるも

のでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生

産性』がないのです。そこに税金を投入することが果たし

ていいのかどうか。にもかかわらず、行政がＬＧＢＴに関

する条例や要綱を発表するたびにもてはやすマスコミがい

るから、政治家が人気とり政策になると勘違いしてしまう

のです」  

 

同性愛「趣味みたいなもの」＝自民・谷川氏 

 

谷川とむ 衆院議員 

 自民党の谷川とむ衆院議員（比例近畿、当選２回）がイ

ンターネット番組で、同性婚のための法整備は不要との見

解を示した上で、同性愛を念頭に「趣味みたいなもの」と

述べたことが１日分かった。同党の杉田水脈衆院議員のＬ

ＧＢＴ（性的少数者）をめぐる主張が批判を浴びる中、無

理解な発言が続いた形だ。 

 発言があったのは７月２９日放送のインターネット放送

局「Ａｂｅｍａ ＴＶ」の番組。他の出演者が同性婚を可

能にする法整備を容認したのに対し、「多様性を認めないわ

けではないが、法律化する必要はない。趣味みたいなもの」

と語った。（時事通信2018/08/01-22:51） 

 

同性愛、趣味みたいなもの 自民・谷川とむ氏 

共同通信2018/8/2 01:08 

 自民党の谷川とむ衆院議員が、インターネット番組に出

演した際、同性婚に関し「多様性を認めないわけではない

が、それを法律にする必要はない。（同性愛は）趣味みたい

なものだ」と述べていたことが分かった。性的少数者

（LGBT）への理解が足りないとの批判が出る可能性があ

る。 

 番組は7月29日にインターネットテレビ局「AbemaTV」

で放送された。谷川氏は「女性が女性を好き、男性が男性

を好きだという事実があればそれでよいが、わざわざ同性

婚を認める法律を作る必要はない」と指摘した。 

 LGBTを巡っては、行政支援に対する疑問を寄稿した杉

田水脈衆院議員に批判が強まっている。 

 

同性愛「趣味みたいなもの」 ネット番組で自民・谷川氏 

朝日新聞デジタル二階堂友紀2018年8月1日19時05分 

谷川とむ氏 

 自民党の谷川とむ衆院議員（４２）＝比例近畿、当選２

回＝が７月２９日のインターネット放送で、同性婚のため

の法整備は不要との見解を示す中で、同性愛を念頭に「『趣

味』みたいなもの」と発言した。同性カップルをめぐる杉

田水脈（みお）衆院議員の主張に批判が高まるなか、同性

愛者への無理解な発言が続いた形だ。 

 谷川氏が出演したのはネットテレビ「Ａｂｅｍａ（アベ

マ）ＴＶ」の討論番組。作家の乙武洋匡さんが同性婚や夫

婦別姓を認めない政府に疑問を呈したのに対し、谷川氏は

「多様性を認めないわけではないが、法律化する必要はな

い。『趣味』みたいなもので」と述べた。 

 自民党は２０１６年作成の党内啓発用のパンフレットで、

性的少数者について「本人の意思や趣味・嗜好（しこう）

の問題との誤解が広まっている」と注意している。 

 谷川氏はさらに、異性間だけに婚姻制度がある理由につ

https://www.jiji.com/jc/giin?d=a7edab7ac4ec6fc01caf9752ce6b98a9&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=1a5afa5e7a84cefc066201b3ffa2adbd&c=syu&rel=ja
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801004742.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/比例近畿.html
http://www.asahi.com/topics/word/インターネット放送.html
http://www.asahi.com/topics/word/同性婚.html
http://www.asahi.com/topics/word/同性愛.html
http://www.asahi.com/topics/word/同性愛者.html
http://www.asahi.com/topics/word/同性愛者.html
http://www.asahi.com/topics/word/討論番組.html
http://www.asahi.com/topics/word/乙武洋匡.html
http://www.asahi.com/topics/word/同性婚.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/性的少数者.html
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018080101259&p=0180801at88&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801004742.html
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いて「『伝統的な家族』のあり方は、男が女と結婚し、子を

授かって、家族ができ、大昔から同じようなことをして、

国を衰退させないように、国が滅びないようにしてきた」

とも主張した。続けて「男が男だけ、女が女だけ好きにな

るとなったら、多分この国は……」と言いかける場面もあ

った。 

 共演していたＳＥＡＬＤｓ（シールズ）元メンバーの諏

訪原健さんは取材に対し、「国家の維持や繁栄に必要ないも

のに対し、政治は何もしなくてよいという発想。子どもを

つくらない同性カップルは生産性がない、と主張した杉田

氏の価値観に通じている」と批判した。 

 谷川氏は１日、７月３１日の朝日新聞の取材に書面で回

答。「ＬＧＢＴの方々を差別するつもりもなく、多様性を認

めていないわけでもありません」とした上で、「申し上げた

かったのは、（婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する

と定めた）憲法２４条により現状では同性婚の容認は困難

であるということ」と釈明した。朝日新聞は、党見解との

食い違いや、杉田氏の寄稿との価値観の共通性について質

問したが、それへの回答はなかった。（二階堂友紀） 

… 

 

今回はＬＧＢＴ、次の排除の対象は 荻上チキ氏の危機感 

朝日新聞デジタル聞き手・田中聡子2018年8月1日17時

37分 

荻上チキさん 

 ＬＧＢＴのカップルを「彼ら彼女らは子供を作らない、

つまり『生産性』がない」などとした杉田水脈（みお）・自

民党衆院議員の月刊誌への寄稿に反発や抗議が広がってい

る。何が問題なのか、こうした主張を生む社会的背景は何

なのか。評論家の荻上チキ氏に聞いた。 

評論家 荻上チキ氏 

 杉田氏の寄稿「『ＬＧＢＴ』支援の度が過ぎる」では、子

どもを産まず「『生産性』がない」ＬＧＢＴのカップルのた

めに税金を使っていいのか、と問うています。 

 ですが、そもそも「支援の度が過ぎている」とは思えま

せん。例えば同性愛者が求めるものに、「異性カップルと同

じように結婚を認めて欲しい」「パートナーとして認めて欲

しい」という声があります。異性愛者だけの特権を、すべ

ての人の普遍的な権利にして欲しいと求めているだけなの

です。お金もそうかからないでしょう。差別されている人

たちの生きづらさを取り除くための支援は、国や自治体が

実施すべきことです。 

 自殺や自傷行為のデータを見れば、性的少数者はその他

の人より発生率が高い。人権問題である差別をなくすよう

啓発するのは政治の役割のはずです。政治家が杉田議員の

ように「自分は差別しないから、みんなもしないはずだ」

としてしまえば、多くの差別を政治的課題から退けること

になります。 

 憲法が保障する権利は、誰にも平等に与えられています。

「生産性があるかないか」といった条件はありません。政

治の場や学校などでは「権利と義務」をセットで扱いがち

ですが、両者は片方が犠牲になる「トレードオフ」の関係

ではない。「勤労の義務を果たさない者は、生存権がないか

ら死刑にしてもいい」なんてことはありませんよね。結局、

権利を求める人に「黙れ」と言いたいだけです。 

 杉田議員に賛同する人は、少な… 

 

「弱者らしくしておけ」という本音 杉田氏寄稿を考える 

朝日新聞デジタル聞き手・高橋美佐子2018年8月1日17

時36分 

安田浩一

さん 

  

 ＬＧＢＴのカップルを「彼ら彼女らは子供を作らない、

つまり『生産性』がない」などとした杉田水脈（みお）・自

民党衆院議員の月刊誌への寄稿に反発や抗議が広がってい

る。何が問題なのか、こうした主張を生む社会的背景は何

なのか。ジャーナリストの安田浩一氏に聞いた。 

ジャーナリスト 安田浩一氏 

 今回の杉田議員の寄稿には、不快や不愉快を通り越して

憤りを感じています。でも、残念ながら、杉田議員の発信

は一部の保守層や右派の間で共有されている考え方で、決

して突出したものではありません。 

 記憶に新しいのは昨年、自民党の総務会長が、宮中晩餐

（ばんさん）会に国賓の同性パートナーが出席することに

ついて「私は反対だ。日本国の伝統には合わない」と発言

したこと。その後「言わなきゃよかった」と反省を口にし

たものの、今回だって自民党幹部は「いろんな人生観もあ

る」などと言って動かない。大臣クラスで杉田議員に同調

する人がいるとしても、私はちっとも不思議には思いませ

ん。 

 背景にある「本音」は「弱者は弱者らしく、少数者は少

数者らしくしておけ」ということではないでしょうか。 

 例えば、外国人労働者が人手不… 

http://www.asahi.com/topics/word/ＳＥＡＬＤｓ.html
http://www.asahi.com/topics/word/ＬＧＢＴ.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/同性婚.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180730002176.html
http://www.asahi.com/topics/word/ＬＧＢＴ.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/荻上チキ.html
http://www.asahi.com/topics/word/荻上チキ.html
http://www.asahi.com/topics/word/ＬＧＢＴ.html
http://www.asahi.com/topics/word/ＬＧＢＴ.html
http://www.asahi.com/topics/word/同性愛者.html
http://www.asahi.com/topics/word/性的少数者.html
http://www.asahi.com/topics/word/憲法.html
http://www.asahi.com/topics/word/生存権.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180730002179.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180730002179.html
http://www.asahi.com/topics/word/ＬＧＢＴ.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/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180730002176.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180730002179.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180730002170.html
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福井氏、北方領土巡り失言 「戦争、千島列島から」 

共同通信2018/8/1 23:28 

 
福井照沖縄北方担当相 

 福井照沖縄北方担当相は1日、北海道中標津町で開かれ

たシンポジウムで北方領土を巡り、日本政府の公式見解と

は異なる失言をした。「千島列島で始まり千島列島で終わっ

た太平洋戦争」と述べた。その後、記者団から指摘を受け

「言い間違いだった」と釈明した。関係者が明らかにした。 

 太平洋戦争が始まった米ハワイ・真珠湾攻撃の際、北方

領土の択捉島から旧日本軍の艦隊が向かった。しかし、政

府は千島列島の範囲について「択捉島、国後島、色丹島お

よび歯舞群島は含まれていない」としている。 

 福井氏は今年2月の就任後初の記者会見で、北方領土の

色丹島を「しゃこたん」と言い間違え、訂正した。 

 

福井北方相 戦争の始まり「千島列島」 事実誤認で失言 

毎日新聞2018年8月1日 21時56分(最終更新 8月2日 

08時44分) 

 福井照・沖縄・北方担当相は１日に北海道中標津町で開

かれたシンポジウムで、太平洋戦争が「千島列島で始まり、

千島列島で終わった」と述べた。ハワイの真珠湾攻撃に向

かう日本の連合艦隊が集結したのは択捉島単冠（ひとかっ

ぷ）湾で、「北方四島は千島列島に含まれない」とする政府

見解と異なる発言。終了後に指摘を受け、間違いを認めた。  

 シンポは内閣府が、修学旅行などの誘致事業の一環で開

催。福井氏は「二度と戦争をすべきでない」と語る中で「千

島列島で始まって千島列島で終わった太平洋戦争が日本の

最後の戦争」と述べた。  

 政府はサンフランシスコ平和条約で千島列島の権利を放

棄したが、日本固有の領土の北方領土は千島列島に含まれ

ないとしている。  

 福井氏は２月、大臣就任記者会見で色丹島（しこたんと

う）を「しゃこたんとう」と言い誤ったほか、約１カ月後、

この誤りを釈明する際「昭和８（１９３３）年まで斜古丹

島（しゃこたんとう）と呼ばれていた」と事実誤認の発言

をしている。【本間浩昭】 

 

今月末の南北首脳会談検討＝前倒しで米朝対話促進狙う

－韓国紙 

 【ソウル時事】韓国紙・朝鮮日報は１日、今秋に見込ま

れている文在寅大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長

の会談を８月末に前倒しすることが検討されていると報じ

た。徐薫国家情報院長が近く訪朝し、調整に当たる可能性

が高いという。 

 ４月２７日の首脳会談で署名された「板門店宣言」は、

「文大統領の今秋訪朝」を明記している。しかし、非核化

と朝鮮戦争の終結宣言の優先順位をめぐり、米朝間の見解

の相違が表面化する中、韓国政府内では「早期の南北首脳

会談開催を通じ、対話を促進する役割を果たすべきだ」と

いう判断が働いているという。 

 聯合ニュースも１日、南北首脳会談の８月開催説が流れ

ていると報道。「首脳会談というビッグイベントを局面打開

のための弾みにもできるという分析もある」と伝えた。（時

事通信2018/08/01-16:03） 

 

対北朝鮮、制裁維持目指す＝米国務長官が東南アジア歴訪 

 

ポンペオ米国務長官（写真右）と北朝鮮の李容浩外相（Ａ

ＦＰ時事） 

 【ワシントン時事】ポンペオ米国務長官は１日から５日

までの日程で東南アジア３カ国を歴訪する。シンガポール

で開かれる東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連会合な

どで、融和路線をアピールする北朝鮮に対する国連制裁を

緩和しないよう呼び掛ける方針だ。４日のＡＳＥＡＮ地域

フォーラム（ＡＲＦ）閣僚会議に出席する見通しの北朝鮮

の李容浩外相と会談するかどうかも焦点となる。 

 米国務省高官は７月３１日、記者団に、北朝鮮が船舶間

の洋上積み替え「瀬取り」で石油精製品を違法に調達し続

けていることを挙げ、「一連の会合を各国に国連安保理決議

の（北朝鮮制裁の）義務を再認識させる機会にしたい」と

強調した。 

 また、国務省のナウアート報道官は３１日、李氏との会

談予定について問われ「予定された会談はない」と述べつ

つ、米朝接触の可能性は排除しなかった。李氏は３日にシ

ンガポール入りするとみられる。 

 北朝鮮は、朝鮮戦争で死亡した米兵の遺骨返還など「信

頼醸成措置」に応じる一方、核物質の生産や大陸間弾道ミ

サイル（ＩＣＢＭ）製造を継続している可能性がある。北

朝鮮の「非核化の意志」を疑問視する声が米国内で高まる

中、トランプ政権は、北朝鮮への圧力維持を図りながら、

高官協議を重ねて非核化の具体策づくりを加速したい考え

とみられる。（時事通信2018/08/01-14:39） 

 

https://mainichi.jp/ch180805034i/%E7%A6%8F%E4%BA%95%E5%8C%97%E6%96%B9%E7%9B%B8
https://www.jiji.com/jc/article?g=int&k=2018080100638&p=0180801at28&rel=pv
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北返還の米兵遺骨、ハワイへ＝在韓米軍基地で式典 

 

１日、ソウル南方の米空軍烏山基地で、北朝鮮から返還さ

れた遺骨に敬礼する米兵（ＡＦＰ時事） 

 【ソウル時事】米軍は１日、北朝鮮が米国に返還した朝

鮮戦争（１９５０～５３年）で死亡した米兵の遺骨の一部

について、ハワイへの移送を開始した。米軍は同日、ソウ

ル南方の米空軍烏山基地で式典を開催。在韓米軍のブルッ

クス司令官やハリス駐韓大使、韓国の宋永武国防相が出席

した。 

 ブルックス司令官は式典で、「どんなに時間がかかっても、

（遺骨が）すべて発見されるまでわれわれの任務は終わら

ない」と強調した。式典では、遺骨が納められたひつぎが

次々と２機の軍輸送機に運び込まれた。 

 遺骨はハワイ州パールハーバー・ヒッカム統合基地へ移

される。ハワイでも現地時間１日に遺骨返還の式典が予定

されており、ペンス米副大統領と米インド太平洋軍のデー

ビッドソン司令官が出席する。 

 遺骨は今後、米国防総省捕虜・行方不明者調査局（ＤＰ

ＡＡ）が身元確認を進める。米当局者はＣＮＮテレビに対

し、「過去の経験によれば、身元確認には数カ月から数年か

かる」と語った。（時事通信2018/08/01-18:53） 

 

北朝鮮非核化を支援＝ＡＲＦ議長声明案が判明 

 【シンガポール時事】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）

と日本や米国、北朝鮮など域外国がアジア太平洋地域の安

全保障問題を話し合う４日のＡＳＥＡＮ地域フォーラム

（ＡＲＦ）閣僚会議の議長声明案が１日、明らかになった。

北朝鮮の核開発問題に関し、「朝鮮半島の完全で検証可能か

つ不可逆的な非核化の実現に向けた国際的取り組みへの支

援」を表明している。 

 声明案は、４月の南北首脳会談と６月の米朝首脳会談を

評価。「北朝鮮による完全非核化や核・ミサイル実験中止の

約束に留意する」と明記している。また、米朝を含む関係

国に対し、朝鮮半島の恒久平和と安定、非核化の実現に向

けた取り組みを続けるよう促している。（時事通信

2018/08/01-06:03） 

 

ＡＲＦ閣僚会議 米朝外相会談の可能性「排除せず」 

毎日新聞2018年8月1日 20時34分(最終更新 8月2日 

00時03分) 

 【ワシントン工藤哲】米国務省のナウアート報道官は７

月３１日の記者会見で、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）

地域フォーラム（ＡＲＦ）閣僚会議に合わせて、ポンペオ

国務長官が北朝鮮の李容浩（リ・ヨンホ）外相と会談する

可能性について「排除しない」と述べた。  

 報道官はまた、北朝鮮が大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）

開発を続けているとの米紙報道について「承知している」

としつつ評価は避ける一方で、「金正恩（キム・ジョンウン）

朝鮮労働党委員長が首脳会談で示した非核化の意思を、北

朝鮮側が履行することを想定している」と述べた。  

 

ＡＳＥＡＮ外相会議 対北朝鮮、関係改善を模索 

毎日新聞2018年8月1日 20時31分(最終更新 8月1日 

20時56分) 

 【シンガポール西脇真一、ソウル渋江千春】東南アジア

諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連の一連の外相会議が、１日夜

の夕食会を皮切りにシンガポールで始まった。朝鮮半島情

勢は主要議題の一つで、最終日となる４日のＡＳＥＡＮ地

域フォーラム（ＡＲＦ）閣僚会議には北朝鮮の李容浩（リ・

ヨンホ）外相が出席する見込みだ。６月に当地で初の米朝

首脳会談が開催されるなど「対話ムード」が広がる中、Ａ

ＳＥＡＮと北朝鮮双方から関係改善を模索する動きが出て

いる。  

 ＡＳＥＡＮ加盟１０カ国は北朝鮮と国交があり、伝統的

な友好国も多い。しかし昨年は、マレーシアで金正恩（キ

ム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長の異母兄、金正男（キ

ム・ジョンナム）氏が殺害された上、弾道ミサイル発射実

験など北朝鮮による挑発行為が相次ぎ、双方の関係は冷却

化。昨年８月のＡＳＥＡＮ外相会議では通常の共同声明と

は別に、朝鮮半島情勢に「重大な懸念」を表明する声明を

発表した。  

 しかし、今年は４月に南北首脳会談、６月に米朝首脳会

談が開かれ緊張は緩和。今回の外相会議共同声明案やＡＲ

Ｆ議長声明案は、こうした動きを「歓迎」し、「完全かつ検

証可能で不可逆的な非核化に向けた国際的な努力」をＡＳ

ＥＡＮとしても後押しすることを表明している。  

 また、１８日にジャカルタで開幕するアジア大会では南

北合同チームが結成される予定で、インドネシアのジョコ

大統領は開会式に南北首脳を招待。マレーシアのマハティ

ール首相は、金正男氏殺害事件による関係悪化を受けて閉

鎖された平壌のマレーシア大使館を再開する方針をメディ

アに語っている。  

 一方、北朝鮮も５月に外務省代表団をタイなどＡＳＥＡ

Ｎ各国に派遣。さらに、朝鮮中央通信によると、６月７日

にシンガポールで開かれたＡＲＦの実務者会合で、北朝鮮

代表は朝鮮半島の緊張緩和の動きは「ＡＲＦの理念にも全

面的に合致する」などと発言した。北朝鮮を取り巻く「圧

力」を緩めさせたい狙いとみられる。  

 聯合ニュースは１日、李容浩外相が３日にシンガポール

https://mainichi.jp/ch151147887i/%EF%BC%A1%EF%BC%B2%EF%BC%A6%E9%96%A3%E5%83%9A%E4%BC%9A%E8%AD%B0
https://mainichi.jp/ch151146842i/%EF%BC%A1%EF%BC%B3%EF%BC%A5%EF%BC%A1%EF%BC%AE%E5%A4%96%E7%9B%B8%E4%BC%9A%E8%AD%B0
https://www.jiji.com/jc/article?g=int&k=2018080100772&p=0180801at58&rel=pv
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入りする予定だと伝えた。  

 

ＡＲＦ議長声明案 「北朝鮮非核化に留意」 

毎日新聞2018年8月1日 06時30分(最終更新 8月1日 

06時30分) 

 【シンガポール西脇真一、北京・河津啓介】シンガポー

ルで４日に開催される東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）

地域フォーラム（ＡＲＦ）閣僚会議の議長声明案を毎日新

聞が入手した。同案は朝鮮半島情勢について、６月の米朝

首脳会談の成果を歓迎し、「北朝鮮による『完全な非核化』

の約束について留意する」と表明。昨年の声明と同様に「拉

致問題の早期解決」も盛り込まれた。  

 声明案は、米朝を軸とした緊張緩和の動きを評価する一

方、国連安全保障理事会による制裁決議の「完全履行」も

明記。「完全かつ検証可能で不可逆的な非核化（ＣＶＩＤ）

に向けた国際的な努力を支える」ことを確認する内容とな

っている。  

 ＡＲＦはＡＳＥＡＮ諸国や日米中韓露、北朝鮮など２７

カ国・機関の外相らが集まり、アジア太平洋地域の安全保

障問題を議論する。北朝鮮からは、李容浩（リヨンホ）外

相の出席が見込まれており、米朝首脳会談後に半島情勢の

当事国が一堂に会する場で、北朝鮮側がどのような外交姿

勢を打ち出すかが焦点の一つ。  

 河野太郎外相も、シンガポールで２日から始まる一連の

ＡＳＥＡＮ関連会議に出席。河野外相は昨年８月のＡＲＦ

前日、会場のマニラで、北朝鮮の李外相と言葉を交わして

おり、米朝会談後に初めて日朝外相が接触するかが注目さ

れる。  

 

外相 ＡＳＥＡＮ外相会議で北朝鮮への制裁維持を訴えへ 

ＮＨＫ2018年8月2日 4時21分 

河野外務大臣は、２日からシンガポールで開かれるＡＳＥ

ＡＮ＝東南アジア諸国連合の一連の外相会議などに出席し、

北朝鮮の完全な非核化に向けて制裁措置の維持を訴えるこ

とにしています。一方、会議への出席が見込まれる北朝鮮

の外相との接触も模索し、拉致問題の解決などを求める日

本の立場を伝える考えです。 

日本とロシアの外務・防衛の閣僚協議に出席するためモス

クワを訪れていた河野外務大臣は１日夜、シンガポールに

到着しました。 

今月５日までの滞在中は、ＡＳＥＡＮの一連の外相会議に

出席するほか、アメリカや中国、韓国など各国の外相と個

別に会談する方向で調整しています。 

この中で河野大臣は、北朝鮮問題について、完全な非核化

の実現に向けて国連安保理決議に基づく制裁措置を維持す

る必要性を訴えることにしています。 

また中国による南シナ海への進出などを念頭に、ＡＳＥＡ

Ｎ諸国などと海洋安全保障の分野での連携も確認したいと

しています。 

一方、４日に予定されるＡＲＦ＝ＡＳＥＡＮ地域フォーラ

ムの閣僚会合には、北朝鮮のリ・ヨンホ外相の出席も見込

まれることから河野大臣は、各国の外相が集まる夕食会の

場や会議の合間などに、リ外相と接触することも模索して

います。 

そして接触が実現すれば日朝ピョンヤン宣言に基づいて、

拉致問題をはじめ核・ミサイル問題の包括的な解決を求め

る日本の立場を伝える考えです。 

 

米司令官 北朝鮮ミサイル開発に歯止めも 警戒緩めず 

ＮＨＫ2018年8月2日 10時05分 

 

アメリカ軍で弾道ミサイル防衛を担う司令官は、北朝鮮が

弾道ミサイルを発射していないことは、ミサイル開発に一

定の歯止めをかけているという認識を示す一方、北朝鮮の

ミサイルの脅威がなくなったわけではないとして、警戒態

勢を緩めない考えを示しました。 

アメリカ戦略軍のハイテン司令官は１日、電話会見を行い、

北朝鮮が去年 11 月を最後に弾道ミサイルを発射していな

いことについて、発射実験を行わなければデータなども得

られないと指摘したうえで、「ミサイル開発に重要な変化を

与えるものだ」と述べて、ミサイル開発に一定の歯止めを

かけているという認識を示しました。 

その一方で「北朝鮮が地上で何をしているかは、われわれ

の情報機関の機密を明らかにすることになり、コメントし

ない」と述べて、北朝鮮が地上の関連施設でミサイル開発

を継続している可能性を示唆しました。 

そのうえで「われわれの部隊は、北朝鮮のあらゆる脅威に

対応するための万全の態勢を整えている」と述べて、警戒

態勢を緩めない考えを示しました。 

一方、ハイテン司令官は、日本が導入に向けて調整を進め

ている新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」

にロシアが強い懸念を示していることについて、「北朝鮮の

脅威への防衛システムを向上させる日本の賢明な戦略であ

り、ロシアとはなにも関係ない。ロシアは単に騒いでいる

だけだ」と述べて、ロシア側の懸念を一蹴しました。 

 

英国連大使「北朝鮮への制裁 大多数が継続の立場」 

ＮＨＫ2018年8月2日 9時43分 

国連安全保障理事会の今月の議長を務めるイギリスの国連

大使は、北朝鮮に対する制裁について「大多数は非核化へ

の措置が取られるまで圧力を継続する立場だ」と強調しま

した。ただ、制裁の実施状況に関する国連の報告書が近く

https://mainichi.jp/ch180804864i/%EF%BC%A1%EF%BC%B2%EF%BC%A6%E8%AD%B0%E9%95%B7%E5%A3%B0%E6%98%8E%E6%A1%88
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まとまるのをきっかけに、安保理内で制裁の緩和も議論さ

れる可能性がありそうです。 

 

安保理の今月の議長を務めるイギリスのピアース国連大使

は１日、国連本部で記者会見を開きました。 

そして、北朝鮮に対する制裁を緩和すべきだという声が出

ているかという質問に、「大多数の理事国は非核化に向けた

確かな措置が取られるまで圧力の継続が必要だという立場

だ。現時点で、それに真っ向から挑戦する国はない」と述

べ、安保理内では制裁の維持でほぼ一致しているという認

識を示しました。 

ただ安保理では、先月アメリカが北朝鮮とそれを支援する

国による制裁違反が続いているとして取締りを求めたのに

対して、中国とロシアが「情報が足りない」として異議を

唱えるなど、意見の対立も表面化しています。 

中ロ両国は、もともと北朝鮮の非核化への取り組みを後押

しするために、制裁の緩和を検討すべきだという立場です。 

さらに今月中には、各国による制裁の実施状況をまとめた

報告書が安保理に提出される予定で、その中で「制裁が北

朝鮮への人道支援に影響を及ぼしている」といった指摘が

盛り込まれれば、安保理で制裁緩和も議論される可能性が

ありそうです。 

 

安倍首相 イギリスのＴＰＰ参加実現に向け情報提供へ 

ＮＨＫ2018年8月1日 23時50分 

 

安倍総理大臣は、１日イギリスのフォックス国際貿易相と

総理大臣官邸で会談し、イギリスがＴＰＰ＝環太平洋パー

トナーシップ協定への参加に関心を示していることを歓迎

し、その実現に向けて必要な情報提供を行っていく考えを

示しました。 

この中で安倍総理大臣は、「世界で保護主義的な動きがある

なか自由貿易を推進し、日本とイギリスの貿易や投資を促

進するため、両国の協力のさらなる強化を期待する」と述

べました。 

またイギリスのＥＵ＝ヨーロッパ連合からの離脱をめぐり、

安倍総理大臣が、「離脱交渉の進展を期待する。日系企業の

声に引き続き耳を傾けてもらいたい」と述べたのに対し、

フォックス国際貿易相は、「イギリスが先月発表した新たな

交渉方針は実行可能で、皆の利益になるものだ」と述べま

した。 

さらに会談で安倍総理大臣は、フォックス国際貿易相から

イギリスとしてＴＰＰ＝環太平洋パートナーシップ協定へ

の参加に関心を示していることを伝えられ、「歓迎したい。

わが国として必要な情報提供を行っていく」と述べました。 

 

新潟 花角知事が就任後初めて東電社長と会談 

ＮＨＫ2018年8月2日 12時56分 

 

柏崎刈羽原子力発電所の再稼働について、現時点で慎重な

姿勢を示している新潟県の花角知事が、就任後初めて東京

電力の小早川社長と会談し、東京電力の原発事故への備え

が不十分だと国から指摘されていることは非常に残念で、

強い意志をもって改善してほしいと要望しました。 

ことし６月に就任した花角知事は、新潟県が独自に実施し

ている福島第一原発の事故についての検証作業が終わるま

では、柏崎刈羽原発の再稼働を認めるかどうか判断しない

という考えを示しています。 

２日は、東京電力の小早川社長が新潟県庁を訪れ、花角知

事と初めて会談しました。 

この中で、小早川社長は「新潟県が進めている検証作業は、

再稼働の理解を得るうえで重要なプロセスだと考えており、

引き続き最大限協力させてほしい」と述べました。 

また、東京電力が実施した原発事故の訓練について、原子

力規制委員会が先月、情報共有に不十分な点があるとして

最低ランクの評価を示したことについて、小早川社長は「私

が先頭に立って改善にしっかり努めたい」と述べ、原発事

故への備えを徹底し地元の信頼回復に努める考えを示しま

した。 

これに対し、花角知事は「訓練の評価は非常に残念なこと

で、強い意志をもって改善してほしい」と強く要望しまし

た。 

東電社長「原発事故の反省と教訓生かし 対策進めたい」 

東京電力の小早川智明社長は新潟県の花角知事との会談の

あと、記者団に対し「柏崎刈羽原発の再稼働に向けては、

県民の皆様のご理解が非常に重要だと考えている。米山前

知事も花角知事も、その意味で原発事故の検証が重要だと

言っているので、最大限協力していきたい」と述べました。 

また、ことし３月に柏崎刈羽原発で行われた事故を想定し

た訓練で、原子力規制委員会の評価が最低だったことにつ

いて、小早川社長は「一つ一つ結果を出していくことが信

頼の醸成につながるので、しっかり改善に努めたい。事故
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を起こした当事者として反省と教訓を生かして対策を進め

ていきたい」と述べ、安全対策の改善に努める考えを示し

ました。 

 

柏崎原発の事故訓練「最低評価」に 原子力規制委が改善

計画求める 

新潟日報2018/08/01 11:13 

 原子力規制庁柏崎刈羽原子力規制事務所の水野大所長は

３１日の定例会見で、東京電力が柏崎刈羽原発での事故を

想定して３月に実施した対応訓練で情報共有に関する評価

が最低ランクだったことを受け、東電に対し改善計画の提

出を求めていることを明かした。 

 訓練は原子力規制委員会と合同で行い、規制委が評価し

た。規制委事務局の規制庁が東電の担当者と７月２６日に

面談し、８月中に改善計画を提出するよう要請したという。

訓練で東電の情報伝達が不十分だった点を念頭に、水野所

長は「どう事態が進展し、対応するのかという情報がなか

った」と述べた。 

 

島根3号機申請、県了解へ 東日本大震災以降2例目 

共同通信2018/8/1 22:41 

 

中国電力島根原発3号機（手前）、（奥左から）1号機、2号

機＝松江市 

 建設がほぼ完了した島根原発3号機（松江市、出力137

万3千キロワット）の新規稼働に必要な原子力規制委員会

審査の申請に関し、中国電力から事前了解の申し入れを受

けた島根県の溝口善兵衛知事が申請を了解する方針を固め

たことが1日、分かった。2011年の東日本大震災当時建設

中だった原発が稼働に向けた手続きに入るのは電源開発

（Jパワー）の大間原発（青森県）に続き 2例目。 

 溝口知事はこれまで「（了解するかの）判断の根拠は立地

自治体、周辺自治体だ」とし、これらの自治体が全て了解

すれば島根県も容認する意向を表明。1 日までに、周辺自

治体が事実上全て容認したため方針を固めた。 

 

日本海新聞2018年8月1日 

島根原発３号機 米子市、審査申請容認へ 

 中国電力島根原発３号機（松江市鹿島町、１３７万３千

キロワット）の新規稼働に向け、原子力規制委員会への審

査申請の事前報告を受けた米子市が、１日の市議会全員協

議会で申請を認める考えを示すことが３１日、複数の関係

者への取材で分かった。中電に対し、立地自治体と同等の

対応を求めるなど六つの意見を添える。 

 

日本海新聞2018年8月1日 

賛成８、反対６、保留１ 境港市議、全協で意見表明 

 中国電力島根原発３号機の新規稼働に向けた審査申請に

ついて、境港市議会は３１日の全員協議会で議長を除く議

員１５人が意見を表明した。申請に８人が賛成し、６人が

反対、１人が態度を保留。中村勝治市長は「議会や市原子

力発電所安全対策協議会などの意見を踏まえ、できるだけ

早く市の考えをまとめたい」と述べ、判断の表明を持ち越

した。 

 

東奥日報2018年8月1日 

「六ケ所しっかり動かして」 委員長、削減と両立求める  

 プルトニウムの利用に関する新たな指針の決定を受け、

原子力委員会の岡芳明委員長は 31 日の会見で、六ケ所再

処理工場の稼働に言及した。「しっかり動かしてもらわない

といけないが、プルトニウムがたまると六ケ所自身にも非

常に大きな国際的な圧力がかかることになる」と述べ、電

力会社をはじめ民間事業者に対し、再処理とプルトニウム

削減の両立を求めた。 

 

東奥日報2018年8月1日 

再処理「必要量だけ認可」 プルトニウム削減へ新指針決

定  

 

新たな指針に意見を述べる原子力委の岡委員長＝31日、東

京・永田町 

 

https://www.toonippo.co.jp/articles/gallery/63881?ph=1
https://www.toonippo.co.jp/articles/gallery/63881?ph=2


15 

 

 原子力委員会（岡芳明委員長）は31日、プルトニウムの

利用に関する指針を 15 年ぶりに改定し、日本が国内外で

抱える 47.3トン（2017年末）のプルトニウムの削減を明

示した新たな指針を決定した。電力会社間による保有量の

融通を念頭に、燃料として原発で燃やすプルサーマルで削

減を図る。一方、使用済み核燃料からプルトニウムを取り

出す再処理は「必要な量だけ認可」とし、削減が進まなけ

れば六ケ所再処理工場（青森県六ケ所村）の稼働を事実上

制限することを決めた。 

 

沖縄・普天間第二小 １学期の避難は４５５回 米軍機接

近で 屋根付き避難所整備 

毎日新聞2018年8月2日 東京朝刊 

 

夏休み中に校庭で野球が行われている時でも、学校周辺上

空を米軍輸送機オスプレイが飛ぶ様子がみられた＝沖縄県

宜野湾市の市立普天間第二小学校で２０１８年７月２６日

午後３時２８分、比嘉洋撮影 

 昨年１２月に米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）所属

の大型ヘリコプターから窓が校庭に落ちる事故があった市

立普天間第二小学校で、米軍機の接近によって校庭にいる

児童が避難した回数が１学期で４５５回に上った。防衛省

沖縄防衛局がまとめた。防衛局は落下物から児童を守る屋

根付きの避難所を校庭に設置する工事を進めている。  

 普天間飛行場に隣接する普天間第二小では、事故後の２

月１３日から校庭の使用が全面再開された。その後は…  

 

国連総長、７～９日来日 

 菅義偉官房長官は１日の記者会見で、国連のグテレス事

務総長が７～９日の日程で来日すると発表した。グテレス

氏は現職の国連事務総長として初めて長崎の原爆犠牲者慰

霊平和祈念式典に出席するほか、安倍晋三首相と会談する。

菅氏は「わが国と国連との協力関係が一層深まることを期

待する」と述べた。（時事通信2018/08/01-11:42） 

 

「対話と協調、役割を」＝核禁止条約で政府に－広島平和

宣言骨子 

 広島市の松井一実市長は１日、８月６日の原爆の日に平

和記念式典で読み上げる平和宣言の骨子を発表した。核兵

器禁止条約に賛同していない日本政府に対し、直接署名と

批准を求める文言は盛り込まないものの、「核なき世界の実

現に向けた対話と協調を進めるよう役割を果たすこと」を

求める。 

 市長は記者会見で、宣言には「政府に条約批准を求める

ことを含意している」と説明。条約が１２２カ国の賛成で

採択された経緯を紹介し、「条約発効に向けた流れがある。

日本政府がやるべき条約への対応はおのずと決まる」と述

べた。（時事通信2018/08/01-12:30） 

 

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 13:04 

 

記者会見で平和宣言の骨子を発表した広島市の松井一実市

長＝1日午前、広島市役所 

 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。 

 

冷戦期の緊張再現懸念 広島市長、平和宣言で  

日経新聞2018/8/1 11:14 

記事保存 

 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。 

 当時 20 歳だった被爆者２人の体験談も引用。人類は歴

史を忘れ過ちを犯してしまうと指摘し、「ヒロシマを継続し

て語り伝え、核廃絶の取り組みが各国の為政者の理性に基

https://mainichi.jp/ch180805046i/%E6%B2%96%E7%B8%84%E3%83%BB%E6%99%AE%E5%A4%A9%E9%96%93%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%B0%8F
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
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づく行動で継続するようにしなければ」と訴える。〔共同〕 

 

核禁止条約巡り明確な要求避ける 広島市の平和宣言骨

子 

朝日新聞デジタル松崎敏朗2018年8月1日12時57分 

 広島市の松井一実市長は１日、６日の平和記念式典で読

み上げる「平和宣言」の骨子を発表した。昨年に続いて核

兵器禁止条約に触れ、核兵器のない世界の実現に向けて、

日本政府に国際社会が対話と協調を進めることを促す役割

を求めた。一方で、条約に署名・批准するよう政府に明確

に訴えることは避けた。 

 宣言では、条約の採択に尽力した国際ＮＧＯ「核兵器廃

絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ〈アイキャン〉）」のノーベ

ル平和賞受賞に触れ、「被爆者の思いが世界に広まりつつあ

る」と評価。一方で「自国第一主義」が台頭し、東西冷戦

さながらの緊張が再現しかねない状況を懸念。世界の政治

的指導者に対し、理性的な行動を促している。 

 ９日の長崎の平和宣言には、日本政府に条約の署名・批

准を求める文言が盛り込まれる予定。１日の会見で松井市

長は、「（広島の平和宣言にも）政府に署名・批准を求める

意味合いは含まれている」とした上で、「直接言うのではな

く『やらざるを得ないのではないでしょうか』と投げかけ、

政府には理性的に判断してほしい」と述べた。（松崎敏朗） 

 

広島市長 平和宣言で「核なき世界へ役割果たせ」政府に要

請へ 

ＮＨＫ8月1日 13時21分  

 

広島市の松井市長は今月６日の原爆の日の式典で読み上げ

る平和宣言の概要について日本政府に対し、国際社会が核

兵器のない世界の実現に向けた対話と協調を進めるための

役割を果たすよう求めることを明らかにしました。 

これは松井市長が１日の記者会見で明らかにしました。 

それによりますと、核兵器をめぐる状況について「核兵器

禁止条約の採択に貢献したＩＣＡＮがノーベル平和賞を受

賞し、被爆者の思いが世界に広まりつつある一方で世界で

は自国第一主義が台頭し核兵器の近代化が進められている」

と指摘したうえで、各国に対し、核兵器禁止条約を、核兵

器のない世界への一里塚とするために取り組んでほしいと

訴えることにしています。 

そして、アメリカの核の傘に守られて条約に反対の姿勢を

崩していない日本政府に対しては「条約の発効に向けた流

れの中で、日本国憲法が掲げる崇高な平和主義を体現する

ためにも、国際社会が核兵器のない世界の実現に向けた対

話と協調を進めるようその役割を果たすことを求める」と

しています。 

松井市長は会見で、「禁止条約はすでに出来上がり、一歩進

んで批准に向けた流れがある。日本政府の対応も変わるは

ずだと訴えたい」と述べました。 

 

福岡県 「被爆なし」記載も手帳交付 差別の恐れ考慮 

毎日新聞2018年8月2日 07時00分(最終更新 8月2日 

09時49分) 

 

交付された被爆者健康手帳の記載内容を、妹（右）ととも

に確認する平山さん＝福岡市で２０１８年７月２０日、樋

口岳大撮影 

 福岡県が今年５～６月、男女２人の被爆者健康手帳の申

請について、亡くなった親族が過去に手帳を取得した際の

申請内容などを基に手帳を交付していたことが分かった。

うち１人の女性は、１９６０年に父が自らの手帳を申請し

た書類には「被爆なし」と記載されていたが、県は「差別

を恐れて子どもの被爆を隠していた可能性がある」などの

事情を考慮して被爆者と認めた。  

 国は手帳申請者に対し、罹災（りさい）証明などの公的

書類や「第三者２人以上の証明」などの提出を求めている

が、被爆から７３年となる中で申請者自身が捜し出すのは

困難になっている。２人の手帳取得を支援した福岡市原爆

被害者の会は、福岡県の判断を「被爆者の実態を踏まえた

柔軟な対応だ」と評価している。  

 福岡県大野城市の平山美穂子さん（７６）は３歳の時に

長崎市の爆心地から約２．４キロの自宅で被爆したが、第

三者の証人が見つからなかった。一方、被爆当時に同居し

ていた父（７２年に死去）は長崎市職員として勤務先で被

爆し、１５年後に手帳を取得していた。  

 平山さんは、支援者の協力を得て父が申請した際の書類

を長崎市への開示請求で入手。父は家族の被爆の有無を記

載する欄に「被爆なし」と記していたことが分かった。父

は生前、平山さんたちが差別を受けることを恐れてか、被

爆についてほとんど話さなかったが、平山さんは姉や亡き

母から被爆時の状況を聞かされていた。  

 福岡県は平山さんについて、父の申請書類には「被爆な

し」の記載があったものの▽一般的に被爆者が子どもの結

婚などに支障が出ることを心配し被爆を隠すことがある▽

当時３歳だった平山さんが１人で自宅を離れていたとは考

えにくい－－などとして６月に手帳を交付した。免疫が低

http://www.asahi.com/topics/word/広島市.html
http://www.asahi.com/topics/word/松井一実.html
http://www.asahi.com/topics/word/核兵器禁止条約.html
http://www.asahi.com/topics/word/核兵器禁止条約.html
http://www.asahi.com/topics/word/核兵器.html
http://www.asahi.com/topics/word/核兵器廃絶国際キャンペーン.html
http://www.asahi.com/topics/word/核兵器廃絶国際キャンペーン.html
http://www.asahi.com/special/nobel/
http://www.asahi.com/special/nobel/
http://www.asahi.com/topics/word/被爆者.html
https://mainichi.jp/ch150912381i/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C
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下する病気を抱えている平山さんは「手帳はありがたい」

と話す。  

 また、５歳の時に長崎市で被爆した福岡市博多区の男性

（７８）は、差別を恐れる両親から「被爆したことは誰に

も言ってはいけない」と口止めされていた。ともに被爆し

た兄は滋賀県から手帳交付を受けていたが、２００４年に

死亡。男性は、兄から生前にもらっていた申請書の下書き

に「（男性も）被爆時に自宅にいた」との記載があったこと

を手がかりに昨年８月に福岡県へ申請。今年５月に手帳の

交付を受けた。福岡県は、滋賀県に兄の申請内容を確認す

るなどしたとみられる。  

 厚生労働省によると、被爆者健康手帳の申請は１７年度

に全国で３９２件あり、交付は９８件。認定のハードルは

高く、多くが却下されている。【樋口岳大】  

 

西日本豪雨 原爆関連行事の中止相次ぐ 広島 

毎日新聞2018年8月1日 10時25分(最終更新 8月1日 

12時35分) 

 

西日本豪雨で出た災害ゴミや土砂が仮置きされている公園

に建つ原爆死没者の追悼碑＝広島市安芸区で２０１８年８

月１日午前９時１１分、山崎一輝撮影 

 西日本豪雨で死者１０８人、行方不明者６人と甚大な被

害が出た広島県。６日の広島原爆の日に向け、自治体や住

民が例年営んでいる慰霊行事やイベントが、今年は相次い

で中止されている。行方不明者の捜索や復旧活動が続き、

避難も長期化しているためだ。一方で、戦争犠牲者の追悼、

平和への祈りの場を守り続けようと、規模を縮小して開催

する動きもある。  

 豪雨で８人が犠牲になった三原市では、８月４日に計画

していた原爆死没者の追悼式が中止になった。市と市教委

による共催で、毎年４００人ほどの市民が集まる式典だが、

市職員が災害対応に追われて準備に手が回らなかったとい

う。  

 呉市は、７月末から開催する予定だった原爆被害を紹介

するパネル展を取りやめた。会場となる市役所１階のスペ

ースを急きょ、罹災（りさい）証明書の受け付け業務など

に使用しなければならなくなった。同市の小山成則総務課

長は「少しでも原爆について知ってもらう機会としたかっ

たが、この状況では仕方ない」と肩を落とした。  

 一方で、被爆者の慰霊の場だけは設けようという地域も

ある。土砂災害が相次いだ広島市安芸区の瀬野川地区では

豪雨の後、１９９４年から毎年続く追悼式の中止が検討さ

れた。しかし、被爆者らでつくる実行委員会の中から「平

和への思いを途切れさせてはいけない」との声が上がり、

先月２３日に例年よりも簡素化して実施した。  

 会場となった公園は土砂やがれきの仮置き場となってお

り、式典では豪雨の犠牲者に対しても黙とうをささげたと

いう。被爆２世で実行委メンバーの山野井恵子さん（６７）

は「四半世紀の取り組みを途絶えさせたくなかった」と振

り返った。  

 江田島市では先月２８日に予定していた慰霊祭が中止と

なった。しかし、「何もしないのは申し訳ない」と数人の有

志が慰霊碑の前に集まって供養したという。【佐藤英里奈】  

 

広島の被爆者ら、世界と連携の動き「平和の願い発信」  

日経新聞2018/8/1 15:00 

 平成最後の「原爆の日」を８月６日に迎える広島で、悲

惨な記憶の伝承や核兵器廃絶に取り組む人々が海外との連

携を強めている。被爆者らはノーベル平和賞を受賞した国

際機関を招いて講演会を開き、広島平和記念資料館（原爆

資料館）は各国との交流を広げる。被爆地を訪れる外国人

が増える中、関係者は「今こそ平和を願う広島の思いを発

信したい」と話す。 

 

ティム・ライト氏(右)に体験を語る岡田恵美子さん（７月

22日、広島市中区） 

 ７月下旬、平和記念公園（広島市中区）の広島国際会議

場で開かれた講演会。2017年12月にノーベル平和賞を受

賞した非政府組織（ＮＧＯ）「核兵器廃絶国際キャンペーン

（ＩＣＡＮ）」の創設メンバー、ティム・ライト氏（33）が

「受賞は世界中の市民の取り組みの結果。核廃絶には被爆

者の声が欠かせない」と訴えた。 

 ＩＣＡＮの中心メンバーを招いた同市内での講演会は１

月に続き２回目。今回は外国人を含む約260人が参加した。 

 ＩＣＡＮと意見交換を重ねてきた広島市東区の被爆者、

岡田恵美子さん（81）も被爆体験を語り、「核廃絶には被爆

地の市民が存在感を発揮しなければならない。海外では広

島や長崎で起きたことは今でもあまり知られていない」と

指摘した。 

 16年に米国のオバマ前大統領が訪問したことで、広島市

を訪れる外国人は増えた。しかし滞在時間は短く「被爆者

の声を直接聞く機会が少ない」という声もある。一方、被

爆者の高齢化は進み、18年３月時点の平均年齢は82歳。

「悲惨な体験の伝承を急がなければ」（岡田さん）との思い

https://mainichi.jp/ch180702040i/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B1%AA%E9%9B%A8
javascript:void(0)
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は平和活動に携わる多くの人々が共有する。 

 原爆資料館の志賀賢治館長（65）は 17 年から、各国の

資料館や博物館を訪ねている。目的は現地での原爆展の開

催。志賀館長は「核戦争の悲惨さをより広く伝えるには、

広島で外国人を迎えるだけでなく、我々が出向くことも重

要だ」と話す。 

 
海外との連携を説明する志賀賢治館長（７月 23 日、広島

市中区） 

 資料館は 1995年以降、米国や欧州を中心に 18カ国 47

都市で原爆展を開いたが、継続的な取り組みにはつながっ

ていなかった。 

 17年６月に訪れたポーランドでは、第２次世界大戦中の

ユダヤ人の大量虐殺を伝えるアウシュビッツ・ビルケナウ

博物館側へ職員間の交流も打診。「海外とのつながりを深め、

世界におけるヒロシマの存在感を強めていきたい」（志賀館

長） 

 広島では核兵器の廃絶を訴えて 16 年４月に始まった国

際的な署名活動「ヒバクシャ国際署名」を推し進める動き

も盛んだ。18年３月に県内の被爆者団体など77団体が参

加する連絡会が発足。これまでに県内だけで 41 万人を超

える署名を集めた。 

 国際署名は 17 年７月に採択された核兵器禁止条約への

参加を呼び掛ける意味を込めて年１回、国連に提出してい

る。連絡会の事務局長で前原爆資料館長の前田耕一郎さん

（69）は「被爆した方々が自ら訴えられる機会は減ってい

く。平和への願いを広島から発信したい」と話した。 

■広島市訪問の外国人 17年は151万人、５年で４倍に 

 広島市によると、2017年に同市を訪れた外国人観光客は

約151万人で、12年（約36万人）と比べて4.2倍になっ

た。16年のアンケート調査によると、ほとんどの観光客が

平和記念公園を訪れて原爆ドームや原爆資料館を見学して

いた。 

 だが、続く訪問先は広島城（43％）や世界平和記念聖堂

（41％）。市内には他にも被爆者に治療を施した病院や、救

護場所になった小学校などの原爆遺構があるが、１日しか

滞在しない外国人観光客が４割を占める中、足を運ぶ人は

少ない。 

 市は 17 年から遺構を巡る旅程「ピースツーリズム」を

提唱。周遊ルートの策定や、遺構の付近に行くとスマート

フォンに情報が表示される仕組みづくりなどに取り組んで

おり、実用化を目指している。 

 

「司法の役割を放棄」 日弁連が会長談話 

共同通信2018/8/1 12:288/1 12:33updated 

 日弁連（菊地裕太郎会長）は７月３０日、国営諫早湾干

拓事業の開門命令を事実上「無効」とした同日の請求異議

訴訟控訴審判決について会長談話を発表した。「国が開門義

務を怠りながら、裁判所が免れさせるような判断をするの

は不合理で、司法の役割を放棄した」とし、開門に向けた

手段を講じるように求めた。 

 判決で福岡高裁は、漁業者５１人の開門請求権の前提と

なる共同漁業権が２０１３年８月末で１０年の存続期間終

了に伴い消滅したとして、開門請求権を認めなかった。 

 

「朝鮮人追悼文 今年も控える」 小池都知事、市民団体

再考要請へ 

東京新聞2018年8月2日 朝刊 

 

 東京都の小池百合子知事＝写真、潟沼義樹撮影＝は一日、

知事就任から二年の節目となる二日を前に本紙の単独イン

タビューに応じた。毎年九月に都内で営まれる関東大震災

で虐殺された朝鮮人犠牲者追悼式で、歴代知事が送ってき

た追悼文の送付を昨年取りやめた問題で、今年も送付しな

いと明言した。追悼文送付を求めて署名を集めている市民

団体は近く、小池氏に面会を要請して署名を手渡し、再考

を訴えたいと希望している。 

 小池氏は、都慰霊協会が主催する関東大震災の大法要で、

「都知事として全ての犠牲者に哀悼の意を示している。個

別の形での追悼文の送付は控える」と、昨年と同じ理由を

説明。「慰霊の気持ちには変わりはない」とも付け加えた。 

 都民らからは反発の声が上がる。追悼式を主催し、署名

に取り組む市民団体の一つ、日朝協会都連合会の赤石英夫

さん（７７）は「震災の犠牲者と、人の手で虐殺された死

は違う。その事実を認めず、埋没させるのは負の歴史を反

省せず、現代において民族排外主義やヘイトスピーチの容

認にもつながる」と批判する。 

 署名は約八千人と百三十近い団体から集まっている。「事

実を忘却させず、二度と同じ過ちを繰り返させない」と訴

える内容だ。 

 朝鮮人虐殺を伝える劇を東京都世田谷区で上演中の劇団

「燐光群（りんこうぐん）」の坂手洋二（さかてようじ）さ

ん（５６）は「五輪の国際協調の精神を尊ぶのなら、送付

をやめるのは問題。加害者であった事実を葬り去り、歴史

を捏造（ねつぞう）する動きに拍車をかける」と憂える。 

 朝鮮人虐殺を扱う企画展を開催中の認定ＮＰＯ法人高麗

javascript:void(0)
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博物館（新宿区）の新井勝紘（かつひろ）館長（７３）は

「朝鮮人というだけで殺してしまった、その歴史の中での

重みを知事は理解されてないのか」と残念がった。 （川

田篤志、辻渕智之） 

 

＜東京の空襲＞関東大震災参考に空爆 米軍、下町狙い焦

土作戦 

東京新聞2018年8月2日 朝刊 

１９４３年１０月に米軍が作成した東

京焼夷区画図。濃い赤色が米軍が集中的

に爆撃した「ゾーン１」、薄い赤色が「ゾ

ーン２」。ゾーン１は関東大震災の復興

図で示された、消失部分とほぼ一致する

＝米空軍歴史資料室の資料から 

 

 太平洋戦争末期の一九四五（昭和二十）年三月十日未明、

米軍の無差別爆撃により十万人が死亡した東京大空襲は、

米軍が二三（大正十二）年九月の関東大震災の被害を参考

に、周到に計画を立てて実行していたことが、米軍の公文

書の分析から分かった。東京市（当時）が発行した震災復

興図などを参考に、燃えやすい地域を選んでいたとみられ、

米軍が市街地を効率的に焦土化する計画を練り上げていた

ようだ。 （中尾吟） 

 「空襲・戦災を記録する会全国連絡会議」の事務局長で、

「日本の都市を焼き尽くせ！」の著書がある工藤洋三さん

（６８）＝山口県周南市＝が、米国立公文書館が開示して

いる米軍資料などを分析した。その中から、東京市が関東

大震災復興十年目に刊行した英文記録誌「Ｔｈｅ Ｒｅｃ

ｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｔｏｋｙｏ（東京の復興）」

に掲載された地図が見つかった。 

 地図には、震災での火災の発生場所と延焼の方向、焼か

れた地域などが記されていた。地震後一時間で発生した火

災の場所が黒い点で示され、米軍は、こうした地点で消防

の消火力を上回る火災を発生させれば大火を起こせると想

定し、焼夷（しょうい）弾による重点的な爆撃地点とした

とみられる。現在の中央、千代田、台東、墨田、港区など

に当たる。 

 米軍の焼夷弾爆撃の計画を記した「東京焼夷区画図」（四

三年十月作成）では、これらの地域を、最も燃えやすく、

爆撃による効果が得られやすい「ゾーン１」に指定した。

関東大震災後、復興は進んだが、都市の構造上、火の広が

りやすさは変わらないと判断したとみられる。米軍は東京

大空襲ではゾーン１に集中的に焼夷弾を投下。下町エリア

が一夜で焼き尽くされ、住民ら十万人が死亡した。 

 米軍はその後、ゾーン１に次いで燃えやすい「ゾーン２」

に指定した現在の北、荒川、文京、新宿、品川、大田区な

ども段階的に爆撃し、焦土化した。 

 日本の戦争継続能力を奪うため、米軍は早い段階から、

日本の各都市の燃えやすいエリアを選定。東京の場合は関

東大震災であらわになった弱点を突いたとみられる。工藤

さんは「米軍は、人口密集度合いや建物の構造など、各都

市のさまざまな情報を収集した上で、爆撃する場所を確定

していた」と指摘する。 

＜東京の空襲＞ 太平洋戦争末期の１９４４（昭和１９）

年１１月から米軍は爆撃機Ｂ２９による東京への無差別爆

撃を本格化させ、終戦まで１００回を超える空襲を加えた

とされる。木造家屋が密集する当時の日本の都市攻撃には、

建物を焼く目的で油などを詰めた焼夷弾が有効とされ、特

に４５年３月１０日未明の東京大空襲では、下町エリアを

中心に焼夷弾を集中投下した。犠牲者は１０万人に上ると

され、原爆投下を除けば、国内最大の空襲被害を出した。 

 

人吉基地跡、資料館が開館＝「平和目的軽視」懸念も－熊

本 

 

開館した「人吉海軍航空基地資料館」。愛称の「ひみつ基地

ミュージアム」などに疑問の声が上がっている＝１日午後、

熊本県錦町 

 第２次世界大戦末期に特攻隊訓練などが行われた基地の

歴史を紹介する「人吉海軍航空基地資料館」が１日、熊本

県錦町で開館した。戦時中の写真やパネルなどを展示する

が、地元市民団体からは「平和目的が軽視されている」と

懸念する声が上がっている。 

 資料館には、１９４５年６月に同基地付近で撃墜された

戦闘機「ゼロ戦」の破片なども展示。基地跡には総延長３

８００メートルの壕（ごう）や魚雷調整場、作戦室など５

https://www.jiji.com/jc/article?g=soc&k=2018080100902&p=0180801at50&rel=pv
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０以上の地下施設がある。 

 
戦争資料館に展示されている戦闘機「ゼロ戦」の破片。１

９４５年６月、基地付近で米軍機に撃墜された＝１日午後、

熊本県錦町 

 一方、資料館の愛称は「山の中の海軍の町 にしき ひ

みつ基地ミュージアム」で、設置条例に平和目的の記載は

ない。地元市民団体「人吉球磨の戦争遺跡を伝えるネット

ワーク」は、「子どもの遊園地を想像させ、戦争の悲惨さが

伝わらない。観光が優先されている」と修正を求めていた。 

 森本完一町長は１日の開館式で、「平和の尊さを見つめ直

す施設であるとともに、観光拠点となるよう努める」と、

平和と観光の両方を目的とする考えを強調。資料館を見学

した同ネットワークの多田喜一郎事務局長は「今は問題な

いが、今後の運営が心配。引き続き訴えていく」と話した。

（時事通信2018/08/01-17:55） 

 

しんぶん赤旗2018年8月2日(木) 

表現の自由 奪わないで デモ規制撤回求めデモ 東京・

新宿 

 東京

都新宿

区がデ

モの出

発地点

として

使用で

きる公

園を４

カ所か

ら１カ

所に制限することに抗議する市民らが７月３１日、新宿駅

周辺で「区立公園使わせて！ 新宿アピールデモ」を行い

ました。主催は同実行委員会です。 

 翌日の８月１日からデモ使用の許可対象外とされた柏木

公園に約３００人が集合。委員会代表で石黒之俐子（のり

こ）さんが「憲法で認められた表現や言論の自由を保障し

ないやり方を一日も早くやめさせるために、あきらめずに

運動を続けましょう」と訴えました。 

 日本共産党の沢田あゆみ新宿区議は、立民、社民など超

党派の区議１５人で区長に規制を撤回するよう申し入れた

ことを報告。立民・無所属クラブの三雲崇正新宿区議が、

東京の二つの弁護士会が、憲法違反の疑いがあるとの会長

声明を出していることを紹介しました。 

 集会後、参加者は、「デモって民主主義の基本でしょ？！」

「規制すべきはヘイトデモだけ」などのプラカードを掲げ

ながら新宿駅周辺を行進。ダンス音楽に合わせたコールで、

沿道の人々から大きな注目を集めました。 

 日本共産党の新宿区議団、大山とも子都議、山添拓参院

議員が参加しました。 

 

新映像はジャーナリスト安田さん 菅氏、情報網駆使し全

力で対応 

共同通信2018/8/1 12:32 

 

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 

 菅義偉官房長官は 1 日の記者会見で、2015 年にシリア

で行方不明になった日本人ジャーナリスト安田純平さんと

みられる男性の新たな映像がインターネット上に公開され

たことに関し「さまざまな情報網を駆使し、全力で対応に

努めている」と強調した。男性が安田さんかどうか問われ

「そのように思っている」と述べた。 

 具体的な対応については「事案の性質上、控えたい」と

言及を避けた。 

 

安田さん？動画、相次ぐ公開 身代金狙いの組織に焦りか 

朝日新聞デジタル其山史晃＝イスタンブール、清宮涼 

2018年8月1日23時50分 

安田純平さん

とみられる男性の動画の一場面 

 
（写真）「公園規制は今すぐ撤回」「多様性守

る新宿つくろう」とデモ行進する参加者＝

７月31日、東京・新宿駅前 

http://www.asahi.com/sns/reporter/kiyomiya_ryo.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801003413.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801003413.html
https://www.jiji.com/jc/article?g=soc&k=2018080100902&p=0180801at49&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180801003413.html


21 

 

 

 内戦下のシリアで行方不明になった日本人フリージャー

ナリストの安田純平さん（４４）とみられる男性の動画が、

７月に２回公開された。安田さんはシリア北西部の反体制

派支配地域で拘束されているとみられ、アサド政権は近く

同地域に総攻撃をかける構えだ。相次ぐ動画公開の目的は

不明だが、安田さんを拘束している組織には焦りがあると

みられる。 

 「とてもひどい環境にいます。今すぐ助けてください」。

７月３１日にインターネット上に公開された動画で、安田

さんとみられる男性はかすれた声で訴えた。過激派組織「イ

スラム国」（ＩＳ）の動画に出る人質をほうふつさせるオレ

ンジ色の囚人服をまとい、背後には黒装束で顔を隠した男

２人が銃を構えて立つ。 

 安田さんは２０１５年６月、トルコからシリア北西部イ

ドリブ県に越境後、行方不明になった。以来、安田さんと

みられる男性の動画や写真が公開されたのは４回。最初の

２回は１６年の３月と５月。それから２年以上経った１８

年７月、動画が２回公開された。囚人服を着て、背後に銃

を持つ男がいたのは最後の４回目だけだ。いずれも拘束す

る組織や目的、身代金などの要求については情報がない。 

 安田さんの動画や写真をネットで公開してきたトルコ在

住のシリア人男性は、安田さんを拘束しているのは反体制

派の過激派組織、シャーム解放委員会（旧ヌスラ戦線）だ

と語る。 

 旧ヌスラ戦線はＩＳと同じように内戦下のシリアで勢力

を拡大し、シリアに来た外国人のジャーナリストや人道支

援関係者を誘拐してきた。ＩＳは人質を殺害することが多

いのに対し、旧ヌスラ戦線は身代金を得られれば人質を解

放することが多いことで知られる。 

 １６年５月には、ヌスラ戦線（当時）はシリア北部で１

５年７月に拘束したスペイン人ジャーナリスト３人を解放

した。トルコ紙などによると、スペイン政府はトルコ、カ

タール両政府を通じて交渉し、１人につき３７０万ドル（約

４億円）を払うことで決着したという。 

 ただし、シリアの反体制派関係者によると、安田さんは

旧ヌスラ戦線から分派した組織に身柄を移されたとの情報

もある。 

 アサド政権はロシアとイランの支援を受けて、内戦で優

位に立つ。反体制派の主要支配地域をほぼ制圧し、次は同

派唯一の大規模支配地域で、旧ヌスラ戦線が活動拠点とす

るイドリブ県に総攻撃をかける構えを見せている。安田さ

んを拘束している組織は、政権のイドリブ県総攻撃が始ま

る前に身代金を得る必要があると考え、動画を相次いで公

開した可能性もある。 

 一方、菅義偉官房長官は１日の記者会見で、７月３１日

に公開された動画に映る男性を安田さんと認定しているこ

とを明かした。だが、安否については、「政府として邦人の

安全確保は最大の責務だ。様々な情報網を駆使して、全力

で対応に努めている。これ以上のことは事案の性質上、控

えさせていただきたい」と述べるにとどめた。（其山史晃＝

イスタンブール、清宮涼） 

安田純平さんのシリア入国後の経緯 

２０１５年６月 安田さんがトルコ南部からシリア北西部

へ越境入国。反体制派支配地域で行方不明に 

１６年３月 安田さんとみられる男性が英語で「私はジュ

ンペイ・ヤスダです」「『メッセージを送っていい』と言わ

れた」などと語る動画がインターネット上に投稿される。

拘束が明らかに 

５月 「助けてください これが最後のチャンスです 安

田純平」と手書きの日本語で書かれた紙を持った安田さん

とみられる男性の写真がネット上に投稿される 

１８年７月上旬 安田さんとみられる男性が家族に向けて、

英語で「会いたい。あきらめないでほしい。忘れないでほ

しい」などと語る動画が日本メディアに提供される。男性

は「撮影日は１７年１０月１７日」と述べる 

７月３１日 安田さんとみられる男性が日本語で「私の名

前はウマルです。韓国人です。今日の日付は２０１８年７

月２５日」「今すぐ助けてください」などと語る動画がネッ

ト上に投稿される。男性はオレンジ色の囚人服姿。背後に

は銃を構える黒装束の男２人が立っている 

 

「韓国人」主張に関心＝安田さん推定動画で現地メディア 

 【ソウル時事】韓国メディアは１日、シリアで行方不明

になっている日本人ジャーナリスト安田純平さんとみられ

る男性が助けを求める動画がインターネット上で公開され

たことを報じた。男性が「韓国人です」と主張している点

に関心が集中している。 

 聯合ニュースなどは「自ら『韓国人』と話しながら、発

言はすべて日本語だった」「韓国式の名前ではない『ウマル』

だと名乗っていることも疑わしい点だ」と伝えた。（時事通

信2018/08/01-14:25） 

 

動画、行方不明の安田さん＝菅官房長官 

 
記者会見する菅義偉官房長官＝１日午前、首相官邸 
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 菅義偉官房長官は１日午前の記者会見で、シリアで行方

不明となっているジャーナリストの安田純平さんとみられ

るインターネット動画について、映っている男性は安田さ

ん本人との認識を示した。菅氏は「政府としては、邦人の

安全確保は最大の責務だ。引き続き、さまざまな情報網を

駆使して全力で対応に努めている」と述べた。（時事通信

2018/08/01-11:50） 

 

菅長官、動画男性は安田さんと認定 シリアで行方不明 

朝日新聞デジタル2018年8月1日12時08分 

 シリア入国後、行方不明になっている日本人フリージャ

ーナリストの安田純平さん（４４）とみられる男性の動画

がネット上に公開されたことについて、菅義偉官房長官は

１日午前の記者会見で、安田さんと認定していることを明

かした。 

 動画では、男性が日本語で助けを求めている。記者会見

で、男性を安田さん本人とみているのか問われた菅氏は「そ

のように思っている」と述べた。安否については「様々な

情報網を駆使して、全力で対応に努めている。これ以上の

ことは、事案の性質上、控えさせていただきたい」とした。 

 

シリアで不明の安田さん「新映像は本人と認識」官房長官 

ＮＨＫ8月1日 11時59分  

 

シリアで武装組織に拘束されていると見られる、フリージ

ャーナリストの安田純平さんと見られる映像が投稿された

ことについて、菅官房長官は記者会見で、安田さん本人と

見られるという認識を示し、解放に向け引き続き全力を尽

くす考えを示しました。 

内戦が続くシリアで武装組織に拘束されていると見られる、

フリージャーナリストの安田純平さんと見られる男性が、

およそ 20 秒間、日本語で話す様子を撮影した新たな映像

が30日、インターネット上に投稿されました。 

これについて菅官房長官は、午前の記者会見で、記者団が

「映像の男性は安田さん本人と見ているか」と質問したの

に対し、「そのように思っている」と述べ、映像の男性は安

田さん本人と見られるという認識を示しました。 

そのうえで菅官房長官は、「政府としては、邦人の安全確保

は最大の責務で、こうした認識の下に、引き続きさまざま

情報網を駆使して全力で対応に努めている」と述べ、解放

に向け引き続き全力を尽くす考えを示しました。 

 

安田さんと親交あるジャーナリスト「解放に向けた働きか

けを」 

ＮＨＫ2018年8月1日 16時46分 

シリアで武装組織に拘束されていると見られる、フリージ

ャーナリストの安田純平さんを撮影したとされる映像が、

インターネット上に投稿されたことについて、安田さんと

親交があるフリージャーナリストの常岡浩介さんは、解放

に向けた働きかけを粘り強く続けるべきだと訴えました。 

 

内戦が続くシリアで、武装組織に拘束されていると見られ

る、フリージャーナリストの安田純平さんが日本語で話す

様子を撮影したとされる新たな映像が 30 日、インターネ

ット上に投稿されました。 

安田さんの解放に向けて国内外への働きかけを続けるフリ

ージャーナリストの常岡浩介さんによりますと、ことし春、

シリアにいる協力者から「安田さんは病気にもなっておら

ず元気だ」という情報が日本の支援者などに寄せられたと

いうことです。常岡さんは「投稿された映像の顔は本人に

間違いない」とする一方で、映像については「顔の輪郭が

不自然にぼやけていて、映像が加工されているようにも見

える」と話しています。 

そのうえで常岡さんは「安田さんに一日も早く会いたいと

いう気持ちを強く持っている。武装組織側との交渉は停滞

しているのが現状で、情報収集や働きかけを冷静に粘り強

く続けるべきだ」と訴えました。 

安田さん これまでの情報 

安田純平さんは、埼玉県出身のフリージャーナリストです。 

３年前の６月、シリアの内戦を取材するため、トルコ南部

から国境を越えてシリアに入ったあと行方がわからなくな

り、現地の武装組織に拘束されていると見られます。 

おととし３月、安田さんと見られる人物の映像がインター

ネット上で公開されたほか、その２か月後には「助けてく

ださい。これが最後のチャンスです」などと日本語で記さ

れた紙を持った画像が、インターネット上に投稿されまし

た。 

先月７日、安田さんと見られる人物が家族への呼びかけな

どを英語で話す映像が、インターネット上に投稿されたの

に続いて、今回の新たな映像が投稿されていました。 
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