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2018年 10月 18～19日➁ 

改憲問題、沖縄、消費税・政局、外交、靖国参拝 

 

しんぶん赤旗2018年10月19日(金) 

憲法９９条違反、憲法私物化の安倍政権に憲法論じる資格

なし 臨時国会で憲法審査会動かすな 志位委員長が会

見 

 日本共産党の志位和夫委員長は１８日、国会内で記者会

見し、臨時国会（２４日召集）に自衛隊明記の９条改憲を

含む自民党改憲案を提出するとの安倍晋三首相の表明につ

いて、「もとより改憲には反対だ」としつつ、改憲の内容以

前の問題として、憲法９９条の憲法尊重擁護義務違反に加

え、憲法を私物化している安倍内閣には「憲法を論じる資

格はない」と厳しく批判

しました。 

 志位氏は、この間の安

倍首相による９条改憲へ

の暴走は「常軌を逸して

いる」と強調。首相が９

月の自衛隊高級幹部会同

や今月１４日の観閲式で

９条改憲を事実上宣言し

たのは、「自民党総裁とし

てではなく、内閣総理大

臣としての発言であるこ

とは明瞭だ。政治的中立

性が最も厳格に求められ

る実力組織である自衛隊

に、その最高指揮官の内閣総理大臣が持論である改憲の号

令をかけるなど、自衛隊の最悪の政治利用であり、自衛隊

を自らの私兵として扱うような態度だ。絶対にやってはい

けない異常な暴走だ」と批判。「閣僚の憲法尊重擁護義務を

規定した憲法９９条違反であることは明瞭だ」と強調しま

した。 

 志位氏は、安倍首相が昨年５月に改憲宣言をしたもとで

も、同会同（昨年９月）の訓示では改憲発言をしていなか

ったと指摘。「今年はまったく抑えがきかなくなっている。

これは一種の焦りだと思うが、大変に危険な状況だ」と警

鐘を鳴らしました。 

 また志位氏は、この間の報道各社の世論調査で、秋の臨

時国会への自民党改憲案提出に「反対」が多数だと紹介し、

「国民は今度の臨時国会で改憲を進めることなど誰も望ん

でいない。国民が誰も望んでいないところで、政権与党・

内閣総理大臣がひとり、改憲へ暴走するというのは、憲法

の私物化だ」と厳しく批判しました。 

 その上で、「憲法９９条を平気で破るような政権に、憲法

審査会で憲法を論じる資格はない」と強調し、臨時国会で

憲法審査会を動かすべきではないと主張しました。 

 志位氏は、憲法審査会を動かせば「必ずそこに自民党は

改憲案を提起し、ずるずると改憲議論を始めることになる。

憲法審査会を利用するということになる」と指摘し、「しか

し、そんなことをする資格はこの内閣にはない。憲法審査

会を動かさない、この点で野党が力を合わせて今国会をた

たかいたい」と意気込みを語りました。 

 

しんぶん赤旗2018年10月19日(金) 

「３０００万人署名」やりきる 改憲阻止へ運動強化 全

労連が幹事会で方針 

 全労連は１７、１８の両日、幹事会を開き、７月の大会

以降の情勢を踏まえて憲法闘争方針を補強し、安倍９条改

憲阻止をめざす「３０００万人署名」の早期達成などを打

ち出し

ま し

た。 

 方針

は、国

民世論

と運動

が安倍

改憲戦

略を追

い詰め

て お

り、臨時国会を改憲発議の場にさせないこと、来年の参院

選で改憲派による３分の２の議席獲得を許さず、安倍政権

を退陣に追い込むことを強調しています。 

 署名を訴える人、宣伝に参加する人、「憲法を語る人」を

増やすことが運動のカギになるとして、▽憲法学習を広げ

「職場で憲法を語る人」を育てる▽宣伝行動を旺盛に展開

する▽「１１・３国会前大行動」を成功させる▽国会議員

への要請をすすめる―ことなどを提起しています。 

 東京都内で会見した野村幸裕事務局長は、「『３０００万

人署名』に関わるたたかいの手を緩めれば、安倍政権はい

つでも国会に対して改憲案の提示を行う」と危機感を示し、

臨時国会と次の通常国会に向けてたたかいの山をつくるこ

とを訴えました。 

 また、沖縄県知事選挙で玉城デニー氏が勝利したことに

ついて、「（米軍の）新基地建設に反対するたたかい、改憲

をとめるたたかいの起爆剤になった」と指摘し、勝利を確

信に安倍政権を退陣に追い込むと強調しました。 

 ２０１９年の国民春闘構想案では、改憲策動と「戦争す

る国」づくりの阻止をはじめ、消費税１０％増税反対、「ア

ベ働き方改革」への総反撃、ハラスメントの一掃、災害対

策の強化を提起しています。 

 外国人労働者の受け入れ拡大政策について野村氏は、権

利保障をまずやるべきであり、「入管法の改正案は拙速だ」

 

（写真）記者会見する志位

和夫委員長＝18 日、国会

内 

 

（写真）会見する全労連の野村事務局長

（右）＝18日、東京都内 
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と指摘。この課題で連携した運動を呼びかける連絡団体を

つくることを報告し、移住労働者の働き方についての検討

をすすめていきたいと話しました。 

 政府に対して、日本人と同等の権利を外国人労働者に保

障する法制度を確立することや、人権侵害、長時間不払い

労働などの問題が横行している外国人技能実習制度を廃止

することなどを求めると強調しました。 

 

しんぶん赤旗2018年10月19日(金) 

那覇市長選「三日攻防」へ 沖縄 城間候補「デニー知事

と連携」 

 那覇市長選（２１日投票）は１８日、「三日攻防」に突入

しました。翁長雄志・前沖縄県知事の遺志を継ぐ「オール

沖縄」で現職の城間みきこ候補は、玉城デニー新知事と連

携して市を発展させるとの決意を述べ「もう一度、市政を

託していただきたい」と訴えました。 

 城間氏は保育所増設や保育士の確保など待機児童ゼロに

向けた実績を挙げ、中小企業支援や観光産業に力を入れた

経済政策を打ち立てると強調しました。 

 翁長前知事が命をかけて取り組んだ同県名護市辺野古の

米軍新基地建設を止めるための埋め立て承認の撤回に、政

府が対抗措置をとったことについて「政府の理不尽で腹立

たしい行為に抗議したい」と述べ、市長選で新基地ノーの

圧倒的民意を示すことを呼びかけました。 

 豊見城（とみぐすく）市長選に勝利した山川仁氏が応援

演説に立ち「新基地建設を止め、市民の安全を守るために

は城間市長しかいない」と訴えました。 

 訴えを聞いていた女性（７０）は「中学校教師の同僚だ

ったみきこさんは、当時から頑張り屋さん。市長を続けて

ほしい」と述べました。 

 相手候補を推薦する自民党の市議は同日、中心市街地で

「現市長を応援している共産党は暴力で解決する政党だ」

などと事実無根の訴えをしていました。 

 

野党、消費増税で攻勢＝参院選の争点化狙う 

 立憲民主党など主要野党は１８日、来年１０月の消費税

率１０％への引き上げに関する合同ヒアリングを国会内で

開き、政府の対応をただした。来年夏の参院選での争点化

を狙っており、２４日召集の臨時国会で追及を強める構え

だ。 

 合同ヒアリングでは、消費税増税分の使途とされる幼児

教育・保育無償化について、出席者が高所得者の優遇につ

ながるとして「格差を拡大するような使い道は問題だ」と

疑問視。駆け込み需要の反動減を抑えるため政府が打ち出

した「ポイント還元」制度にも内容を問いただす声が相次

いだが、政府側は「検討中」と繰り返すにとどまった。（時

事通信2018/10/18-18:37） 

 

 

ポイント還元制度「極めて不公平」野党側から指摘相次ぐ 

NHK2018年10月18日 17時02分 

消費税率の引き上げをめぐって野党側のヒアリングが行わ

れ、出席した議員からは、政府が検討しているポイント還

元制度について、「クレジットカードを使わない高齢者など

には還元されず、極めて不公平な制度だ」といった指摘が

相次ぎました。 

来年10月に予定されている消費税率の10％への引き上げ

をめぐって、立憲民主党など野党側は 18 日、国会内で財

務省などからヒアリングを行いました。 

この中で、出席した議員からは「安倍政権になってから、

法人税は減税している一方、消費税を増税するのはアンバ

ランスだ」といった意見が出されました。 

また、政府が検討しているクレジットカードなどのポイン

ト還元制度について、「２％増税し、２％還元するなら、引

き上げの先送りと同じだ」とか、「クレジットカードを使わ

ない高齢者などには還元されず、極めて不公平な制度だ」

 

（写真）握手する城間候補（右）＝18日、那覇市 
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といった指摘が相次ぎました。 

これに対し、経済産業省の担当者は「円滑に進むよう、さ

まざまな取り組みを行っているが、詳細な制度は年末に向

けしっかり検討したい」などと説明しました。 

 

商品券検討に前向き＝消費増税対策で－山口公明代表 

 公明党の山口那津男代表は１８日の記者会見で、２０１

９年１０月の消費税率１０％への引き上げに合わせたプレ

ミアム付き商品券について、「効果も実証済みだ。より効果

のあるやり方はどうかということは検討する必要がある」

と述べ、前向きに検討する考えを示した。 

 プレミアム付き商品券は、購入金額に一定のプレミアム

分を上乗せした額面の商品券。最近では１４年度補正予算

に計上した交付金を活用して、自治体や商工団体が発行し

た。 

 山口氏は、政府が検討する中小企業でのキャッシュレス

決済と増税分２％のポイント還元に関しては「効果がなか

なか及びにくい、利用しにくい人たちは確実にいる」と指

摘。現金給付については「どれだけ効果があるか、限界を

考えながら検討していく」と述べた。（時事通信2018/10/18-

18:29） 

 

公明 山口代表 消費税引き上げの景気対策「商品券など検

討も」 

NHK10月18日 14時16分  

 

来年10月に予定されている消費税率の10％への引き上げ

に伴う景気対策について、公明党の山口代表は、政府が検

討しているクレジットカードなどのポイント還元制度は利

用しにくい人もいるとして、商品券の発行なども検討すべ

きだという考えを示しました。 

政府は、来年10月に予定されている消費税率の 10％への

引き上げに伴って、中小の小売店での消費の落ち込みを防

ぐため、現金を使わずにクレジットカードなどキャッシュ

レス決済で買い物をした人に対し、購入額の２％分をその

後の買い物で使えるポイントとして還元する制度の導入を

検討しています。 

これについて、公明党の山口代表は記者会見で、クレジッ

トカードなどを持っていない人もいることを念頭に「仮に

ポイント還元の仕組みを取り入れたとしても、その効果が

およびにくい人や、利用しにくい人は確実にいる。そうし

た人たちへの配慮として、それ以外の方法はいろいろ考え

られるのではないか」と指摘しました。 

そのうえで山口代表は「過去の例で言えば『プレミアムつ

き商品券』を発行したことがあり、その効果は実証済みだ。

現金給付についても、どれだけ効果があるか、よく考えな

がら検討していく」と述べ、商品券の発行なども検討すべ

きだという考えを示しました。 

 

公明 商店街団体から消費増税対策を聞き取り 

NHK2018年10月18日 19時36分 

 

消費税率の引き上げに伴う景気対策を検討するため、公明

党は商店街の団体などからヒアリングを行い、団体側から

は商品券の発行など消費の落ち込みを抑える対策を求める

意見が相次ぎました。 

公明党は、来年10月に予定されている消費税率の 10％へ

の引き上げに伴う景気対策を検討する会合を開き、全国商

店街振興組合連合会などからヒアリングを行いました。 

この中で団体側は、政府が検討しているクレジットカード

などのポイント還元制度について、商店街を訪れる客がカ

ードを使って買い物をするケースは少なく、消費の落ち込

みを抑える対策としては不十分だと指摘しました。 

そして消費を喚起するため、購入価格よりも高い金額の買

い物ができる「プレミアム付き商品券」を発行するなどの

対策を求める意見が相次ぎました。 

このあと公明党の西田税制調査会長は記者団に対し、「『プ

レミアム付き商品券』は、これまでも実施して効果があっ

たが、どういう人を対象とするのかなど、まだ生煮えの状

態だ。党としての対策を引き続き検討したい」と述べまし

た。 

 

しんぶん赤旗2018年10月19日(金) 

消費税増税 「低所得者に配慮」と言うが 複数税率でも

格差拡大 本紙試算 

 安倍晋三首相が改めて表明した来年１０月の消費税増税

で、食料品などを８％に据え置く「複数税率」を導入して

も、貧富の格差がさらに拡大することが、本紙の試算で明

らかになりました。 

 消費税率８％の段階で、年収２０００万円以上の世帯に

おける消費税負担率は１・５％、同２００万円未満の世帯

では８・９％と７・４ポイントの差でした。一方、消費税

率を１０％（複数税率適用)にした場合、年収２０００万円

以上の世帯では１・８％、同２００万円未満の世帯では１

０・５％でその差は８・７ポイントと開きます。 

 試算は総務省「全国消費実態調査」（２０１４年）を使い、
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２人以上の世帯について年収に対する消費税の負担率を算

出しました。 

 なお、年収２００万円未満の世帯で消費税負担率が消費

税率を超えるのは、貯蓄を取り崩して生活しているためで

す。 

 政府は消費税率１０％への増税を強行するにあたって、

「低所得者に配慮する」ために「複数税率」を導入すると

していますが、収入の低い世帯ほど高負担となる「逆進性」

がさらに悪化することは明白です。 

 

片山氏「口利き」疑惑が浮上＝本人は事実誤認と否定 

 

インタビューに答える片山さつき地方創生担当相＝１８日

午後、東京都千代田区 

 片山さつき地方創生担当相が入閣前に民間業者の依頼で

国税当局に口利きし、見返りに金銭を受け取っていた疑惑

が浮上した。１８日発売の週刊文春が報じた。事実ならあ

っせん利得処罰法に抵触する可能性がある。片山氏は同日、

報道内容を否定し、名誉毀損（きそん）で文春を提訴する

構えを示した。 

 文春によると、片山氏は２０１５年、確定申告で優遇さ

れる青色申告の承認を取り消されそうになった会社経営者

から依頼され、旧知の国税当局者に電話。私設秘書だった

男性を介して１００万円を受け取った疑惑がある。結局、

承認は取り消されたという。 

 あっせん利得処罰法は、国会議員などが請託を受け、権

限に基づく影響力を行使して公務員に口利きし、報酬とし

て財産上の利益を得た場合、３年以下の懲役に処すると規

定している。（時事通信2018/10/18-17:36） 

 

片山さつき氏、口利き疑惑否定 「名誉毀損で提訴準備」 

共同通信2018/10/18 19:53 

 

グループインタビューに臨む片山地方創生相＝18 日午後、

東京・永田町 

 片山さつき地方創生担当相は 18 日、週刊文春が報じた

国税庁に対する口利き疑惑を否定した。報道各社の取材に

「非常に事実誤認かつ不正確な内容が掲載されたことは残

念。政治家としての社会的評価が著しくおとしめられてお

り、名誉毀損で訴える準備をしている」と語った。 

 今週発売の週刊文春は、片山氏側が会社経営者から 100

万円を受け取り、この会社の確定申告に絡み国税庁関係者

に電話をした、と報じた。片山氏は「100万円を受け取っ

たことも全くない」と主張した。 

 経営者に「大した問題じゃない」などと発言したとの指

摘には「訴訟準備に入っているので」と述べ、明確な説明

を避けた。 

クリップボードにコピー  

 

片山さつき氏、現金授受否定 企業は「口利き依頼した」 

朝日新聞デジタル2018年10月18日18時51分 

会見する片山さつき

地方創生相＝２０１８年１０月１８日午後、東京・永田町、

山本裕之撮影 

 片山さつき・地方創生相をめぐり、１８日発売の週刊文

春が、国税庁への口利き疑惑を報じた。片山氏は同日、「口

利きしたことはない」と否定。口利きの謝礼として１００

万円の授受があったとの記事中の指摘についても「まった

くない」と話した。 

 週刊文春の記事では、税務調査を受けた企業の経営者が

２０１５年６～７月、片山氏側に国税庁への働きかけを依

頼し、見返りとして片山氏の私設秘書の税理士に１００万

円を支払った、としている。片山氏が企業経営者との面会

時、企業を管轄する国税局の局長に電話をかけた、とも報

じた。 

 片山氏は記事の内容について「特定の企業への税務調査

 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=b5cd190a143fb1131fdd12bea0bc7652&c=san&rel=ja
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018003998.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018003998.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018003998.html
http://www.asahi.com/topics/word/片山さつき.html
http://www.asahi.com/topics/word/週刊文春.html
http://www.asahi.com/topics/word/週刊文春.html
http://www.asahi.com/topics/word/国税庁.html
http://www.asahi.com/topics/word/週刊文春.html
http://www.asahi.com/topics/word/税務調査.html
http://www.asahi.com/topics/word/国税庁.html
http://www.asahi.com/topics/word/私設秘書.html
http://www.asahi.com/topics/word/国税局.html
http://www.asahi.com/topics/word/税務調査.html
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018101800971&p=0181018at38&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018003998.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018003994.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018004000.html
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について口利きしたことはないし、１００万円を受け取っ

たこともない。事実誤認かつ不正確」と反論。「政治家とし

ての社会的評価がおとしめられた」として、週刊文春側を

名誉毀損（きそん）で訴える準備を進めていると話した。 

 記事では、私設秘書と書かれていた税理士の経歴につい

て、片山氏の事務所は「１５年５月に私設秘書を退職して

います」と答えている。片山氏は、その部分は事実と認め

た。 

 一方、企業経営者は朝日新聞の取材に「税制上の優遇が

ある青色申告の承認の取り消しを免れるため、片山氏の事

務所に口利きを依頼し、私設秘書にもその説明をしたうえ

で１００万円を支払ったことに間違いはない」と話した。 

 税理士は朝日新聞の取材に「１００万円は受け取ったが、

国税局への口利きが目的だとは知らなかった」と説明。片

山氏に現金を渡したかどうかについては、「通帳を見て確認

する」と語った。 

 

しんぶん赤旗2018年10月19日(金) 

片山地方創生相の口利き疑惑 「説明責任果たせ」 志位

委員長が見解 

 日本共産党の志位和夫委員長は１８日の記者会見で、『週

刊文春』１０月２５日号で報じられた、確定申告をめぐる

片山さつき地方創生相の国税庁への「口利き」疑惑につい

て問われ、「事実なら刑事罰に問われる深刻な問題であり、

大臣はおろか国会議員の資格にかかわる。片山氏には国民

が納得のいく説明をする責任がある」と述べ、片山氏に説

明責任を果たすよう求めました。 

 

菅氏「片山氏が説明責任を」 公明・山口氏も、口利き疑

惑報道 

共同通信8/10/18 13:26 

 菅義偉官房長官は 18 日の記者会見で、片山さつき地方

創生担当相の国税庁に対する口利き疑惑を週刊誌が報じた

ことを巡り「片山氏が政治家として、自らの政治活動につ

いて説明責任を果たしていくと思う」と述べた。公明党の

山口那津男代表も会見で、同様の見解を示した。 

 菅氏は、片山氏から事実関係の説明を受けたのかとの質

問には「片山氏がしっかり説明するだろう」として直接答

えなかった。 

 山口氏は、政治団体の集会収入を政治資金収支報告書に

記載しなかった工藤彰三国土交通政務官を含め「国民への

説明責任を尽くすことが大切だ」と指摘した。 

 

片山地方創生相 私設秘書の疑惑否定 法的措置の考え 

ＮＨＫ10月18日 19時07分  

片山地方創生担当大臣は報道各社のインタビューで、みず

からの私設秘書を務めていた男性が、会社経営者から税制

上の優遇措置が継続されるよう働きかけを依頼され、現金

を受け取ったなどと一部で報じられたことについて、関与

を否定し、法的措置を取る考えを示しました。 

18日発売の「週刊文春」は、３年前の平成 27年当時、片

山地方創生担当大臣の私設秘書を務めていた男性が、会社

経営者から税制上の優遇措置が継続されるよう働きかけを

依頼され、100万円を受け取ったあと、片山大臣自身が依

頼に応じて国税庁に電話をかけたなどと報じました。 

これについて、片山大臣は 18 日午後、報道各社のインタ

ビューで、「あたかも私が 100 万円を要求して、国税の税

務調査に介入したかのように誤解されかねない記事が出て

いるが、特定の企業への税務調査に口利きをしたことはな

いし、100万円を受け取ったことも全くない」と述べ、み

ずからの関与を否定しました。 

そのうえで、片山大臣は「非常に事実誤認かつ不正確な内

容が掲載されていることは大変残念だ。この記事で政治家

としての社会的評価が著しくおとしめられており、現在、

当該、週刊誌を可及的、速やかに名誉毀損で訴える準備を

進めている」と述べ、法的措置をとる考えを示しました。 

報道の内容は 

18日発売の「週刊文春」は、３年前、片山さつき地方創生

担当大臣や私設秘書だった男性が、会社経営者から税制上

の優遇措置が継続されるよう国税当局への口利きを依頼さ

れ、100万円を受け取ったなどと報じています。 

記事では３年前の平成 27 年７月に、会社経営者に送られ

た片山氏と私設秘書が差出人となっている文書を入手した

としていて、「着手金 100 万円を、至急下記にお願い申し

上げます。ご確認後、国税に手配させて頂きます」と記さ

れているとしています。 

また、その年の９月には、片山氏と会社経営者が参議院議

員会館で面会し、片山氏がこの会社の地元を管轄する旧知

の国税庁の局長に直接電話をしたほか、11月には私設秘書

が社長とともに税務署を訪れたなどと報じています。 

会社経営者「片山氏との面会も事実」 

ＮＨＫの取材に対し、片山氏側に口利きを依頼したと報じ

られた製造業の会社経営者は「片山氏と私設秘書にうちの

会社に入った税務調査をめぐって、国税当局への口利きを

依頼し、私設秘書に100万円を渡したことは事実だ」と話

しています。そして、議員会館で片山氏と面会したことも

事実だとしたうえで「片山氏は『100万円で済むなら高く

ないでしょう』と言っていたし、秘書も『なんとかしまし

ょう』と話していた」と述べました。 

また、片山氏や私設秘書が差出人となっている文書につい

ては「文書があるのは事実で、弁護士にコピーを渡してい

る」と説明しています。 

元私設秘書「文書は偽造されたもの」 

ＮＨＫの取材に対し、片山氏の私設秘書だった税理士の男

性は、３年前に会社経営者から100万円を受け取ったこと

を認めたうえで、「会社経営者から国税局の税務調査につい

http://www.asahi.com/topics/word/週刊文春.html
http://www.asahi.com/topics/word/私設秘書.html
http://www.asahi.com/topics/word/私設秘書.html
http://www.asahi.com/topics/word/青色申告.html
http://www.asahi.com/topics/word/私設秘書.html
http://www.asahi.com/topics/word/国税局.html
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て相談され、税理士としての正当な報酬として現金を受け

取った。不正な口利きの見返りなどではなく、片山氏が国

税当局に電話したのかどうかも知らなかった」と話してい

ます。 

また、週刊文春が入手したとしている、みずからや片山氏

が差出人となっている文書については「個人の税理士とし

て受けた仕事なのに、議員の名前や議員事務所の住所を記

すことはありえない。会社に対して送付した記憶はなく、

偽造されたものではないか」と反論しています。 

一方、会社経営者から受け取った100万円が片山氏に渡っ

たかどうかについては「当時の帳簿や通帳などを確認でき

ておらず、回答を保留させてほしい」と述べるにとどまり

ました。 

国税庁「コメントする立場にない」 

ＮＨＫの取材に対し、国税当局への口利きを依頼された片

山氏からの電話を受けたと報じられた当時の国税庁の局長

は「国税庁に所属していた時の話なので、国税庁に聞いて

ほしい」とコメントしています。 

また、国税庁は「記事の内容についてコメントする立場に

ない。守秘義務もあり、個別事案についてはお答えできな

い」としています。 

官房長官「説明責任果たしていくだろう」 

菅官房長官は午後の記者会見で、「片山大臣がそう答えたと

いうことであれば、そのとおりだろうと思う。今後もしっ

かり説明責任を果たしていかれるだろうと思う」と述べま

した。 

立民 福山幹事長「自身がしっかり説明すべき」 

立憲民主党の福山幹事長は記者会見で、「週刊誌の報道だけ

でコメントするのが適切かどうか分からないが、疑惑を持

たれている大臣自身がしっかりと説明すべきことだ。進退

についてはご自身が判断されることで、今の段階で私がと

やかく言う段階には至っていない」と述べました。 

共産 志位委員長「事実なら刑事罰問われる問題」 

共産党の志位委員長は記者会見で、「片山大臣は、国民に対

し、納得のいく説明を行う責任がある。事実であれば、大

臣の資格はおろか、国会議員の資格もなく、刑事罰に問わ

れる深刻な問題だ」と述べました。 

社民 又市党首「直ちに説明責任を果たすべき」 

社民党の又市党首は記者会見で、「疑惑を持たれたら、直ち

に説明責任を果たすべきで、事実だとすると、あっせん利

得処罰法違反になる。説明のうえ、事実であれば、直ちに

閣僚は辞任すべきで、当然、任命した安倍総理大臣の責任

も問われなければならない」と述べました。 

 

私設秘書の現金授受疑惑「片山大臣が説明責任果たす」官

房長官 

ＮＨＫ2018年10月18日 12時18分 

 

片山地方創生大臣の私設秘書が、会社経営者から税制上の

優遇措置が継続されるよう依頼を受け、現金を受け取って

いたなどと一部で報じられたことについて、菅官房長官は

午前の記者会見で、片山大臣自身が説明責任を果たすこと

になるという認識を示しました。 

 

18日発売の「週刊文春」は、片山地方創生担当大臣が、み

ずからの私設秘書が３年前の平成 27 年、会社経営者から

税制上の優遇措置が継続されるよう依頼され、100万円を

受け取ったことを踏まえ、依頼に応じて国税庁に電話をか

けていたなどと報じました。 

これについて、菅官房長官は午前の記者会見で、「片山大臣

が政治家として、みずからの政治活動なので、説明責任を

果たしていくだろうと思う」と述べました。 

また、記者団が「片山大臣から報告を受けているか」と質

問したのに対し、「大臣がしっかり説明されると思っている」

と述べました。 

片山大臣は18日午後、この報道について、記者団に対し、

みずからの認識を説明することにしています。 

 

沖縄北方相側に談合業者が献金 3 年分 36 万円、返還意

向 

共同通信8/10/19 02:00 

 宮腰光寛沖縄北方担当相が代表を務める自民党富山県第

2 選挙区支部が、関西電力発注の送電線工事で談合してい

たとして、2014年に公正取引委員会から行政処分を受けた

地元企業から、14～16年に計36万円の献金を受け取った

ことが18日、同支部の政治資金収支報告書で分かった。 

 宮腰氏の事務所は取材に、業者の談合への関与は知らな

かったとした上で「行政処分後に受け取った献金を返還す

ることで（業者と）合意した」とのコメントを出した。 

 政治資金規正法には、談合企業からの献金を禁じる規定

はないが、発覚後に道義的な観点から返還するケースが多

い。 

 

立憲・青山氏が離党 

 立憲民主党の青山雅幸衆院議員（比例代表東海ブロック）

は１８日、党本部に離党届を提出し、受理された。週刊誌

でセクハラ問題が報じられ、無期限党員資格停止処分とな

っていた。 

 静岡県庁で記者会見した青山氏は、セクハラ問題に絡ん

https://www.jiji.com/jc/giin?d=6c64ede0520bf9a36b5eab401ad1e829&c=syu&rel=ja
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で近く訴訟を起こす考えだとして「党に迷惑を掛ける恐れ

もあり、やむを得ず離党する」と説明。今後は無所属で活

動する意向を示した。（時事通信2018/10/18-17:25） 

 

青山雅幸衆院議員が立民離党 セクハラ指摘に法的措置 

共同通信2018/10/18 21:05 

 

立憲民主党に離党届を提出し、記者会見する青山雅幸衆院

議員＝18日午後、静岡県庁 

 青山雅幸衆院議員（比例東海、立憲民主党員資格停止中）

は 18 日、地元の静岡県庁で記者会見し、離党届を党本部

に提出したと発表した。県内の女性市議から指摘された元

支援者女性へのセクハラは事実無根だとして法的措置を取

る考えを示した。「党に迷惑を掛ける恐れもあり、やむを得

ず離党する」と述べた。離党届は同日、受理され、今後は

無所属で活動する。 

 立民の福山哲郎幹事長は国会内で会見し、青山氏に数日

前、離党を促したことを明らかにした上で「静岡県民に心

からおわびする。（地方組織の）態勢を立て直したい」と語

った。 

 青山氏は弁護士で、昨年10月の衆院選で初当選した。 

 

セクハラ疑惑の立憲・青山氏が離党届「冤罪を晴らす」 

朝日新聞デジタル2018年10月18日17時49分 

 立憲民主党の青山雅幸衆院議員（比例東海）が１８日、

静岡市内で記者会見し、同日、党本部に離党届を提出した

と発表した。当面、無所属で活動するという。 

 青山氏は元秘書へのセクハラ疑惑で、無期限の党員資格

停止処分を受けた。その後、元支援者の女性からセクハラ

の告発があり、党が調査していた。青山氏は「今後、訴訟

でセクハラ冤罪（えんざい）を晴らす。相当時間がかかり、

党に迷惑がかかる恐れがあるため、やむを得ず離党する」

と説明した。 

 

立民 日吉氏と青山氏が離党 日吉氏は自由党へ 

ＮＨＫ2018年10月18日 18時59分 

 

立憲民主党は日吉雄太衆議院議員と青山雅幸衆議院議員か

らそれぞれ提出された離党届を受理し、２人は 18 日付け

で離党しました。このうち日吉氏は、18日付けで自由党に

入党しました。 

立憲民主党は 18 日の常任幹事会で、いずれも衆議院比例

代表東海ブロック選出の日吉雄太衆議院議員と青山雅幸衆

議院議員から、それぞれ提出されていた離党届の扱いを協

議しました。 

その結果、いずれの離党届も受理することを決め、２人は

18日付けで立憲民主党を離党しました。 

日吉氏は自由党に入党したいとして、先月、離党届を提出

していて、青山氏は去年、みずからの元秘書に性的な嫌が

らせをしたなどと週刊誌で報じられ、無期限の党員資格停

止処分を受けていて、18日、離党届を提出しました。 

このうち、日吉氏は 18 日付けで自由党に入党し、記者会

見を行い、「衆議院で自由党の会派を残していくことが重要

で、野党側が１つにまとまっていく役割を果たしたい」と

述べました。 

青山議員「法的手続きに時間」 

青山議員は 18 日、静岡県庁で記者会見し、離党した理由

について、「セクハラと非難される行為があったかなかった

か、民事、刑事の法的手続きを通して、公明正大に徹底的

に決着を付け、えん罪を晴らしていくこととした」と述べ

ました。 

そして、法的な手続きには相当の時間がかかることが想定

され、党に迷惑をかけるおそれがあるため、やむをえず離

党するとしたうえで、「投票していただいた皆様の期待に背

く選択をしなければならないことについて、心よりおわび

申し上げる」と話していました。 

 

国民との統一会派否定＝社民党首 

 社民党の又市征治党首は１８日の記者会見で、国民民主

党の玉木雄一郎代表が協議を持ちかけた統一会派の結成に

関し、「今のところ念頭に全くない」と述べ、否定した。 

 又市氏は、１７日に玉木氏と面会した際、「野党は国会、

選挙で共闘を強めることで国民の信頼を高めることが大事

だ」と伝えたことも明らかにした。（時事通信2018/10/18-

19:34） 

 

希望と維新 臨時国会での参院統一会派は結成せず 

ＮＨＫ2018年10月18日 18時22分 

 

希望の党の松沢代表は記者会見で、来週 24 日に召集され

る臨時国会では、日本維新の会に打診していた参議院での

統一会派は結成しないことを明らかにしました。 

希望の党は党所属の国会議員が衆議院で２人、参議院で３

http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
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http://www.asahi.com/topics/word/セクシャル・ハラスメント.html
http://www.asahi.com/topics/word/党員資格.html
http://www.asahi.com/topics/word/党員資格.html
http://www.asahi.com/topics/word/セクシャル・ハラスメント.html
http://www.asahi.com/topics/word/セクシャル・ハラスメント.html
http://www.asahi.com/topics/word/セクシャル・ハラスメント.html
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8bc83a62656fbe6528dbe9e60a612863&c=san&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=6ce55e00530f14fd5b3af2165f19a293&c=syu&rel=ja
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人となっており、単独で法案を国会に提出することなどが

できないことから、日本維新の会に対し、参議院での統一

会派の結成を打診し、両党が協議してきました。 

これについて、希望の党の松沢代表は記者会見で、「『もう

少し時間をかけて協議を続けていこう』ということになっ

た。来年の通常国会で統一会派が結成できるよう、今後も

協議していく」と述べ、来週 24 日に召集される臨時国会

では、日本維新の会との統一会派は結成しないことを明ら

かにしました。 

そのうえで、松沢氏は「臨時国会でもお互いに議員立法を

検討したいと考えているので、『一緒にできるか相談してい

こう』ということになった」と述べ、日本維新の会と協力

していきたいという考えを示しました。 

 

日吉氏が自由党入り＝長島氏らは会派「未来日本」結成 

 立憲民主党は１８日の常任幹事会で、離党届を提出して

いた日吉雄太衆院議員（比例代表東海ブロック）について、

厳重注意処分の上で離党を認めた。日吉氏は同日付で自由

党に入党。同党代表の小沢一郎氏と会派「自由党」の結成

を衆院事務局に届け出た。同党の衆院会派は玉城デニー氏

の沖縄県知事選出馬に伴い消滅していた。 

 一方、無所属の長島昭久、笠浩史両衆院議員も１８日、

新会派「未来日本」の結成を衆院事務局に届け出た。新た

な勢力分野は次の通り。 

 自民２８３▽立憲・市民クラブ５７▽国民・無所属クラ

ブ３８▽公明２９▽無所属の会１３▽共産１２▽維新１１

▽社民・市民連合２▽希望２▽未来日本２▽自由２▽無所

属１３▽欠員１。（時事通信2018/10/18-18:34） 

 

衆院で新会派「未来日本」結成 長島、笠氏 

共同通信18/10/18 13:19 

 

長島昭久衆院議員（左）、笠浩史衆院議員 

 無所属の長島昭久衆院議員（東京21区）は18日、無所

属の笠浩史衆院議員（神奈川 9 区）と新会派「未来日本」

を結成し、衆院事務局に届け出た。衆院の会派別勢力分野

は次の通り。 

 【衆院】 

 自民党283▽立憲民主党・市民クラブ58▽国民民主党・

無所属クラブ 38▽公明党 29▽無所属の会 13▽共産党 12

▽日本維新の会 11▽社民党・市民連合 2▽希望の党 2▽未

来日本2▽無所属14▽欠員1 

 

長島昭久氏と笠浩史氏、衆院会派「未来日本」を結成 

朝日新聞デジタル2018年10月18日14時56分 

長島昭久氏 

 

 旧民進党系で無所属の長島昭久（東京２１区）、笠浩史（り

ゅうひろふみ）（神奈川９区）両衆院議員は１８日、衆院で

新たな会派「未来日本」を結成すると衆院事務局に届け出

た。ともに昨年の衆院選の前に旧民進党を離れ、旧希望の

党に結成メンバーとして参加。今年５月に希望が国民民主

党に移行する際に加わらず、無所属となっていた。同じく

無所属の細野豪志元環境相（静岡５区）にも参加を呼びか

けているという。 

 笠氏は朝日新聞の取材に「無所属では十分な議会活動が

できない。会派を組むことで質問する機会を得たい」と語

った。 

 

日本の制裁は信頼損なう＝領土先決に否定的－プーチン

大統領 

 

１８日、ソチで、ロシア専門家らが集まるバルダイ会議に

出席したプーチン大統領（ＡＦＰ時事） 

 【モスクワ時事】ロシアのプーチン大統領は１８日、日

本の対ロ制裁が日ロの信頼醸成を損なっていると述べた。

その上で、北方領土問題を解決後に平和条約を締結すると

いう日本の方針に懐疑的な見方を示した。 

 南部ソチで開かれた内外のロシア専門家が集まる「バル

ダイ会議」で語った。安倍晋三首相はプーチン氏と年内に

首脳会談を２回行い、北方領土問題を含む平和条約締結交

渉の進展を目指しているが、会談は厳しいものとなりそう

だ。 

 プーチン氏は、ウクライナ危機を受けて欧米と共に日本

が発動した対ロ制裁を「信頼向上に向けた歩みと考えられ

https://www.jiji.com/jc/giin?d=9f6593bbe3d80b7f700b5ab0993f20ac&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=675ec40889e8436ee4896c7b293893fe&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f43cac7e0649c420660c251805fb9ad6&c=syu&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f15d132c3e5c09cc19ef985764d03491&c=syu&rel=ja
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018001556.html
http://www.asahi.com/topics/word/長島昭久.html
http://www.asahi.com/topics/word/笠浩史.html
http://www.asahi.com/topics/word/民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/細野豪志.html
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018001556.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018001557.html
https://www.jiji.com/jc/article?g=pol&k=2018101801305&p=0181018at87&rel=pv
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るだろうか」と批判した。（時事通信2018/10/19-00:27） 

 

日本とＥＵ ＥＰＡ早期発効へ 年内に国内手続き努力を

確認 

ＮＨＫ2018年10月19日 5時11分 

ベルギーを訪れている安倍総理大臣は、ＥＵ＝ヨーロッパ

連合のユンケル委員長と会談し、ＥＰＡ＝経済連携協定の

早期発効に向け、双方の国内手続きを年内に終えるよう最

大限努力することを確認しました。 

ＡＳＥＭ＝アジア・ヨーロッパ首脳会合に出席するため、

ベルギーのブリュッセルを訪れている安倍総理大臣は、日

本時間の 19 日未明、首脳会合の議長を務める、ＥＵのユ

ンケル委員長と会談しました。 

この中では、ことし７月に日本とＥＵが署名した、世界最

大規模の貿易協定となるＥＰＡ＝経済連携協定について、

多国間での自由貿易体制を発展させていくために重要だと

して、協定の早期発効に向け、双方の議会承認などの国内

手続きを年内に終えるよう、最大限努力することを確認し

ました。 

そのうえで両首脳は、ＷＴＯ＝世界貿易機関の改革に向け、

緊密に連携していくことで一致しました。 

また会談で安倍総理大臣は、５か月後に迫ったイギリスの

ＥＵ離脱をめぐり、交渉がこう着状態に陥っていることに

憂慮を伝えるとともに、現地の日本企業への影響を最小限

に抑えるため、交渉の透明性を確保し、制度変更などの移

行期間を設定することが必要だとして協力を求めました。 

 

首相 東欧４か国首脳と会談 北朝鮮制裁履行で連携 

ＮＨＫ2018年10月19日 4時46分 

ベルギーを訪れている安倍総理大臣は、東ヨーロッパ４か

国の首脳とそろって会談し、北朝鮮の非核化や拉致問題の

解決には、国連安保理決議に基づく制裁措置を完全に履行

することが重要だとして、今後緊密に連携していくことを

確認しました。 

ＡＳＥＭ＝アジア・ヨーロッパ首脳会合に出席するため、

ベルギーを訪れている安倍総理大臣は、日本時間の 18 日

夜遅く、スロバキア、チェコ、ポーランド、ハンガリーの

東ヨーロッパ４か国の首脳とそろって会談しました。 

安倍総理大臣と４か国の首脳は、北朝鮮情勢について意見

を交わし、北朝鮮の非核化や拉致問題の解決には、国連安

保理決議に基づく制裁措置を完全に履行していくことが重

要だという認識で一致し、今後緊密に連携していくことを

確認しました。 

また会談で、双方は普遍的価値を共有するパートナーだと

して、人的交流を拡大することや、科学技術や経済分野な

どでの協力を強化していくことを確認しました。 

 

超党派７１人が靖国参拝 

 超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」

（会長・尾辻秀久元参院副議長）は１８日午前、東京・九

段北の靖国神社を集団参拝した。磯崎仁彦経済産業副大臣

や山田宏防衛政務官ら政府関係者を含め、自民党や日本維

新の会などから計７１人が参加した。 

 参拝後に記者会見した尾辻氏は「内外ともに騒がしいと

きだ。そんなときだからこそ、きょうは静かにみんなでご

一緒にお参りをさせていただいた」と語った。 

 塚田一郎国土交通副大臣は１８日午後、超党派議員の会

とは別に靖国神社を参拝した。（時事通信2018/10/18-17:39） 

 

超党派議連70人が靖国参拝 例大祭、3人の副大臣も 

共同通信/10/18 13:39 

 

集団で参拝に向かう「みんなで靖国神社に参拝する国会議

員の会」のメンバーら＝18日午前、東京・九段北 

 超党派の議員連盟「みんなで靖国神社に参拝する国会議

員の会」（会長・尾辻秀久元参院副議長）の約 70人が18日

午前、靖国神社（東京・九段北）を集団参拝した。17～20

日の秋季例大祭に合わせた。安倍内閣から左藤章内閣府、

高鳥修一農林水産、磯崎仁彦経済産業の 3 人の副大臣と、

大西英男総務、山田宏防衛ら4人の政務官が参加した。 

 衛藤晟一首相補佐官、自民党の加藤勝信総務会長と森山

裕国対委員長も参拝。同党のほか、日本維新の会や希望の

党の議員らが加わった。議連とは別に塚田一郎国土交通副

大臣も訪れた。 

 

靖国参拝、衆参議員の７１人 秋季例大祭に合わせ 

朝日新聞デジタル2018年10月18日10時43分 

靖

国神社に参拝する「みんなで靖国神社に参拝する国会議員

の会」の議員ら＝２０１８年１０月１８日午前８時、東京

都千代田区、伊藤進之介撮影 

 超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」

（会長＝尾辻秀久・元厚生労働相）の衆参議員７１人が１

https://www.jiji.com/jc/giin?d=e6c3a2ea48846ebf3e4c1d6fc450c89d&c=san&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=0323fb4d30620f51293cfb560e59965d&c=san&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=60efc2ae26008dfeeaa394261d77919b&c=san&rel=ja
https://www.jiji.com/jc/giin?d=839cecc4cb828e8c4f56a174b756e2a3&c=san&rel=ja
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018000862.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018000862.html
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https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181018000862.html
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８日朝、秋季例大祭が開かれている東京・九段北の靖国神

社に参拝した。 

 自民党の加藤勝信総務会長（前厚労相）や森山裕国会対

策委員長のほか、安倍内閣の政務三役では磯崎仁彦経済産

業副大臣や大西英男総務政務官らが参加した。 

 内訳は自民６８人、日本維新の会１人、希望の党１人、

日本のこころ１人。参拝後に会見した尾辻氏は、参拝しな

かった安倍晋三首相について「（今後）お参りがあることを

願う」と述べた。 

 

超党派議員の会が靖国神社に参拝 

ＮＨＫ2018年10月18日 11時38分 

靖国神社の秋の例大祭に合わせて、超党派の国会議員でつ

くる「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」の衆参

両院の国会議員71人が18日、そろって参拝しました。 

 

「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」は毎年、春

と秋の例大祭と、８月15日の「終戦の日」に合わせて、東

京 九段の靖国神社に参拝しています。 

18 日は会長を務める自民党の尾辻元参議院副議長や加藤

総務会長、森山国会対策委員長のほか、日本維新の会の東

総務会長や、希望の党の中山恭子元拉致問題担当大臣ら、

衆参両院の国会議員 71 人が午前８時に靖国神社の本殿に

昇殿し、そろって参拝しました。 

安倍内閣からは、衛藤総理大臣補佐官や、高鳥農林水産副

大臣、山田防衛政務官らが参拝しました。 

このあと尾辻氏は記者会見し「内外ともに騒がしい時だか

らこそ、静かにお参りした。安倍総理大臣のお参りがある

ことを願っている」と述べました。 

靖国神社の秋の例大祭に合わせて衆参両院の国会議員たち

が参拝したことについて、韓国外務省は 18日、「侵略戦争

の歴史を美化している靖国神社への参拝を繰り返したこと

に対して深い憂慮と失望を禁じえない」という論評を出し

ました。 

論評ではまた、「日本の政治家たちが歴史に対する真摯（し

んし）な反省を行動で示し、未来志向の日韓関係の発展に

寄与することを求める」として遺憾の意を示しています。 

 

国際法学者の大沼保昭さんが死去 戦争責任などを研究 

朝日新聞デジタル2018年10月18日22時26分 

 戦争責任の研究や慰安婦問題などに取り組んだ国際法学

者で東京大名誉教授の大沼保昭（おおぬま・やすあき）さ

んが１６日、腎盂（じんう）がんのため死去した。７２歳

だった。通夜、告別式は親族で営んだ。喪主は妻清美さん。

後日、偲（しの）ぶ会が行われる予定。長女は自民党の大

沼瑞穂・参院議員。 

 山形市生まれ。東大法学部在学中、全共闘運動やベトナ

ム反戦運動に影響を受け、在日韓国・朝鮮人の指紋押捺（お

うなつ）撤廃やサハリン残留朝鮮人の帰還などの運動に参

加した。９５年に設立された「女性のためのアジア平和国

民基金」（アジア女性基金）の理事として、元日本軍慰安婦

への「償い事業」に取り組んだ。 

 東大大学院教授を０９年に退職し、１６年まで明治大特

任教授。国際法を専攻し「国際条約集」の編集代表も務め

た。経済摩擦についての論文で８７年に石橋湛山賞。戦争

責任などの研究で１７年に内海愛子、田中宏の両氏ととも

に日本平和学会平和賞を受賞した。 

 安倍晋三首相が１５年に戦後７０年の談話を出した際に

は、国際政治学者ら７０人余の発起人代表として声明をま

とめ、「日本の戦争は違法な侵略戦争だったと明確にすべき

だ」と訴えた。 

 

国際法学者の大沼保昭さん死去 

ＮＨＫ2018年10月18日 21時23分 

 
日本の戦争責任や平和主義などを積極的に論じた国際法学

者で東京大学名誉教授の大沼保昭さんが、16日に腎うがん

のため都内の病院で亡くなりました。72歳でした。 

大沼さんは昭和 21 年に山形県で生まれ、東京大学法学部

を卒業したあと助手や助教授をへて昭和 59 年に東京大学

の教授となり、長年、国際法の研究に取り組んできました。 

特に、日本の戦争責任や戦後の補償などをめぐって積極的

に問題提起を続けてきたほか、在日韓国人や在日朝鮮人の

社会的地位の向上や慰安婦問題の解決に向けた運動にも携

わってきました。 

また、平和主義や国際協調の重要性を訴え、現在の憲法を

戦後の日本の発展や平和を支えたものとして高く評価した

うえで、その精神を引き継ぐには時代や国際社会の現実に

あわせた改正が必要だとする「護憲的改憲論」を唱えまし

た。 

家族によりますと、大沼さんは５年ほど前からがんを患っ

ていましたが、戦後 70 年となった３年前には国際法や歴

史学などの研究者 74 人で共同声明を出すなど、最近まで

治療を受けながら論文の執筆や講演などを行っていたとい

うことです。 

 

喜界島で爆発、不発弾か けが人なし、鹿児島 

共同通信8/10/18 21:47 
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爆発があった民家の敷地＝18日午後、鹿児島県喜界町（同

町役場提供、車のナンバーを画像加工しています） 

 18 日午後 2 時 10 分ごろ、鹿児島県・喜界島（喜界町）

の民家の敷地内で爆発があり、民家に隣接する倉庫が半壊

し、深さ約3メートルのすり鉢状の穴ができた。地元消防

と町役場によると、民家には所有者の 60 代男性と妻がい

たが、けが人はいなかった。県警は不発弾による爆発の可

能性があるとみて自衛隊に調査を依頼した。 

 喜界町などによると、爆発があったのは、農業用倉庫周

辺の地中とみられる。爆発を目撃した地元消防職員がその

まま現場に駆け付け、県警や町に連絡した。 

 同町では年に1回程度、戦時中に米軍が投下した不発弾

が発見され、処理されているという。 

 

戦時中の不発弾？ 喜界島で爆発、住宅地に深さ３ｍの穴 

大崎浩義 

朝日新聞デジタル2018年10月18日20時09分 

 １８日午後２時１０分ごろ、鹿児島県喜界町湾の農業、

厚生三（あつしいくぞう）さん方で爆発が起きたと、喜界

消防分署から同町役場に通報があった。けが人はなかった。

町総務課によると、戦時中の不発弾が爆発した可能性があ

るという。 

 爆発があったのは厚さん方の住宅敷地内で、農機などを

保管する木造平屋建ての倉庫そば。倉庫横の住居にいた厚

さんは、「ドーンドーン」と短時間に大きな爆発音が２回聞

こえたと話しているという。 

 爆発で倉庫下の土が吹き飛ばされ、深さ約３メートル、

長さ５メートルにわたって穴ができ、倉庫の木製の壁が壊

れて半壊したという。現場は町道沿いの住宅地。喜界幹部

派出所の警察官が捜査のため、ロープを張って町道を通行

止めにしたという。（大崎浩義） 

 

不発弾爆発か 倉庫が半壊 けが人なし 鹿児島 喜界島 

ＮＨＫ2018年10月18日 22時49分 

 

18日午後、鹿児島県の喜界島で、何かが爆発したような大

きな音がして地面に穴が開き、倉庫が半壊するなどの被害

が出ましたが、けが人はいませんでした。町などは、現場

の状況から、不発弾が爆発した可能性もあると見て調べて

います。 

18日午後２時ごろ、鹿児島県喜界島の喜界町湾で、何かが

爆発したような「ボン」という大きな音がして砂ぼこりが

舞い上がるのを、近くにいた消防署員が目撃しました。 

町によりますと、けが人はいませんでしたが、地面に深さ

３メートル、直径４メートルの穴が開き、木造平屋の倉庫

が半壊したほか、軽トラックが穴に転落したり近くにとめ

てあった軽乗用車のフロントガラスにひびが入ったりしま

した。 

喜界島では、ことしになって、不発弾が合わせて２発見つ

かっていて、町などは現場の状況から、不発弾が爆発した

可能性もあると見て調べています。 

 

（ナガサキノート）被爆直後、忘れられない静けさ 

朝日新聞デジタル田中瞳子・２５歳2018年10月18日16

時18分 

南側から見た浦上天主堂の残骸。崩れ落ちたドームも見え

る＝松本栄一撮影 

片岡仁志さん。本原教会の前で＝２

０１８年９月１３日、長崎市三原２丁目 
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片岡仁志さん（１９３６年生まれ） 

 《声ひとつない静けさ。誰も叫んだり泣いたりしません

でした。本当にあんな静けさがあるんですかね》 

 片岡仁志（かたおかひとし）さん（８２）は私に「その

瞬間」のことを、そう語った。「原爆」と「静けさ」――。

私は、その二つの言葉を結びつけることができなかった。 

 片岡さんは９歳のとき、爆心地から約１・８キロにある

長崎市本原町２丁目（今の辻町）の自宅で被爆した。「原爆

そのものについては知らないんです。覚えているのは一瞬

の強い光だけです」。そして、少し時間が経って意識を戻し

た時のことを、こう表現した。「阿鼻叫喚（あびきょうかん）

もない、忘れられない静けさ」 

 カトリックの司祭として、長崎や東京、福岡などの修道

院で６０年近く過ごした片岡さん。１０年ほど前からは本

原教会（長崎市三原２丁目）の修道院で暮らす。 

 私はこの夏、被爆者と宗教の関わりを取材する中で片岡

さんと出会った。その印象的な「言葉」とともに、被爆体

験をつづりたい。 

 《一つだけ、楽しい思い出があるんですよ》 

 原爆に遭う前の話を聞かせてほしいと頼むと、片岡さん

は穏やかにほほえんだ。 

 「それは、授業の代わりに先生が紙芝居をしてくれたこ

とです」。国民学校１年生のとき、担任の先生が時々、紙芝

居が入った大きな木の箱を持って教室に入ってきたという。

「お話の内容は覚えていないけれど、昔話だったと思いま

す」。子どもたちはみんな拍手をして、大盛り上がり。「や

ったー！ どころじゃない喜びでした。他に娯楽がないで

しょう」 

 子どものころは勉強がきらいだったという片岡さん。戦

争の影響で、まともに授業があったのは国民学校の２年生

ごろまでだったという。３年生になったころからは授業の

代わりに山王神社や護国神社に行き、「戦争で勝つように」

とお参りをしていたという。 

 「子どもながら、日本に勝ってほしいという一心で。宗

教が違ってもきちんと祈っていました」 

 《浦上は思い出の地。だから、離れたくないんですね》 

 原爆の記憶が強く残る浦上にいるのはつらくないのかと

尋ねると、片岡さんは意外そうな顔をして答えた。「ただ、

ふるさとでしょう。その思いが強いです」 

 １９４５年８月９日。片岡さんは二つ年上の兄、凉さん

や近所の友人たち６人で、浦上天主堂に行った。カトリッ

クの祭日である８月１５日の「聖母の被昇天」を前に、神

父に罪を告白して許しを得るためだ。すでに天主堂には行

列ができていたが、「ガキ大将」的な存在の近所のお兄ちゃ

んが周りに「先にやらせろ」と言ったため、片岡さんらは

早めに懺悔（ざんげ）を終えて、自宅に帰ることができた。 

 浦上小教区の沿革史によると、原爆によって天主堂の中

にいたと思われる数十人の信者と神父２人が即死したとさ

れる。 

 「もう少し遅ければ、浦上天主堂の下敷きになるか、帰

り道で死んでいたかもしれません」 

 《入れって言うたろが》 

 片岡さんが兄・凉さんにかけた最後の言葉だ。 

 １９４５年８月９日午前１１時２分。片岡さんは爆心地

から約１・８キロの自宅で被爆した。懺悔のために行った

浦上天主堂から帰宅してまもなくのことだった。 

 先に帰宅していた凉さんはセミを捕りに行こうと庭に出

ていた。天主堂からの帰り道、「飛行機が来ているらしいぞ」

と聞いた片岡さんは凉さんに家の中に入るよう促したが、

「俺はセミを捕る」と中に入らなかった。 

 直後、飛行機のような大きな音が聞こえ、勝手口から空

を見ると、ものすごい光を浴びて片岡さんは意識を失った。 

 少しして目を覚ますと、片岡さんは４～５メートルほど

離れた、凉さんがいた場所まで吹き飛ばされていた。凉さ

んの髪の毛や着ていたはずのグレーの半袖シャツは燃えて

なくなっていた。はいていた短パンも煙がくすぶっていて、

凉さんはぼうぜんと立ち尽くしていた。 

 《自分が不幸だとか、悲しいだとか考えている余裕はあ

りませんでした》 

 被爆のことを語る片岡さんには「重苦しさ」がない。私

は、それが不思議に感じた。 

 片岡さんは原爆で大やけどを負った兄、凉さんのために

近くの井戸に何度も水をくみに行った。しかし、凉さんは

８月９日夜、防空壕（ごう）の中で息を引き取った。 

 「坊ちゃん、水を飲ませてください」と声をかけてきた

男性。川の中で、何も身につけずに震えていた知り合いの

夫婦。浦上第一病院（現在の聖フランシスコ病院）が燃え

上がる姿。あの日の光景は今もはっきりと目に焼き付いて

いるという。 

 「普通なら泣いたりわめいたりするのに、何の怖さも悲

しみもなかった。無感覚になっているんですね」 

 この言葉を聞き、私は感じていた不思議さの理由が分か

った気がした。そして改めて、原爆の残酷さを感じずには

いられなかった。 

 《情緒や感性が奪われました》 
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 原爆によって兄の凉さんを亡くした片岡さん。自身に大

きなけがはなかったものの、被爆後しばらくは下痢や嘔吐

（おうと）などが続いたという。「体がだるかったのは覚え

ているけど、悲しい、苦しいとか、どうしようもない落ち

込み、そういう人間の感情は奪われていたのだと思います」 

 それは戦後も続いたようだ。 

 片岡さんは戦後、近所の三つの家族で、竹や丸太で作っ

た小屋で暮らした。雨が降ってもさえぎるものはなく、床

の下を水がどんどん流れていく様子を見て、近所のおじさ

んがこう漏らした。「ノアの方舟（はこぶね）に乗っている

みたいだ」。それを聞いた人々は大笑いした。 

 私は片岡さんに「つらい状況を笑いに変えようとしてい

たのですか？」と尋ねた。 

 片岡さんの答えはこうだった。 

 「普通なら、親も死に子も死に、この状況で笑わないで

しょう。人間の感性がおかしくなっていたんです」 

 《これからは電気をつけて明るいところで生活できるん

だなあ》 

 １９４５年８月１５日。終戦を知った片岡さんはまず、

そう感じたという。「家も電気も何もない状況なのにねぇ」

と片岡さん。「灯火管制がよほど嫌だったのでしょう」 

 原爆によって自宅を失った片岡さんは数週間、近所の人

たちとともに防空壕で寝泊まりしていた。その後、地元の

隣組の組長の知り合いだった大工が小屋を建ててくれた。 

 自宅があった場所に丸太を立てて床をあげ、壊れた家の

トタンや板などを敷いた。家のすぐ近くに生えていた竹を

壁代わりに何本も立てたが、２、３日もすると竹の葉が落

ちてしまい、家の中がほぼ丸見えの状態になったという。 

 そんな「新居」の前をアメリカの進駐軍が通り、ニコニ

コしながら眺めていたことを覚えている。 

 「何を感じていたんでしょうね。今となっては知る由も

ありませんが」 

 《ほとんどみんな、死んでしまいました》 

 片岡さんは終戦後の１９４５年９月、山里国民学校に登

校した。長崎原爆学校被災誌によると、原爆が投下される

前の同校の児童数は１６００人ほど。しかし、片岡さんの

記憶では、登校日に集まった生徒は２０人いるかどうかだ

ったという。 

 「原爆の前は、ほんとににぎやかな学校でしたからねぇ。

あれだけおった生徒が……。先生は生徒を見て泣いていま

した」 

 コの字形だった山里国民学校の北側校舎の２階部分は焼

け残り、机やいすは残っていたが、まともに授業ができる

環境ではなかった。そのため、１キロほど離れた師範学校

の教室まで机やいすを担いで運び、そこで授業をした。教

科書もノートも鉛筆もない子どもばかりだった。 

 しばらくたって給食が始まったが、茶わんほどの大きさ

のアルミ製のボウルに粉ミルクと、サイコロ大に細かく切

られたサツマイモが入っているだけだったという。 

 《学びの場であり、憩いの場であり、祭りの場であり。

何より私たちの遊び場でした》 

 カトリック信徒の片岡さんにとって、浦上天主堂は信徒

の中心地であり、魂のよりどころだという。 

 生まれてすぐに洗礼を受け、日曜日には必ずミサへ。平

日の放課後は週２回、カトリックの教え「公教要理」を勉

強した。 

 原爆投下後はコンクリートの天井や外壁が残っていた浦

上第一病院（現在の聖フランシスコ病院）の修道士食堂が

チャペルになり、ミサも行われるようになった。そこで片

岡さんはミサの奉仕者を務めるようになった。チャペルの

隣の図書室で、結婚式も行われていたという。 

 １９４６年１２月には浦上天主堂の仮聖堂が完成。そこ

で聖歌の練習もした。 

 ６年生のとき、修道士に神学校への進学を勧められた。

中学１年生のときに福岡の神学校への進学が決まり、初め

て親元を離れて博多へ向かった。 

 《もし原爆が落ちていなかったら、司祭になっていなか

ったかもわかりませんね》 

 片岡さんは取材に、そう漏らしたことがある。「もし原爆

がなかったら、もし天主堂が壊れていなかったら、たくさ

んの信徒がいる中で私は神学校を勧められなかったかもし

れません」。司祭への道を勧めてくれたことを感謝している

という。 

 中高６年間の小神学校生活では毎日、ラテン語を勉強し

た。卒業後は２年間、修道院で過ごし、従順（目上に従う）・

清貧（ぜいたくをしない）・貞潔（結婚しない）の三つの誓

願を立てた。その後、東京の大神学校へ進み、哲学と神学

を７年間住み込みで学んだ。 

 １９６２年、２６歳で司祭になった片岡さんは、両親に

十字架の印をきって最初の祝福を与えたときをこう振り返

る。「両親にとっては最高の喜びであり、最高の心配だった

と思います」。わが子が司祭になったうれしさと同時に、最

後まで務められるのかという不安を痛いほど感じたという。 

 《黄色い花だけでは、美しくないんです》 

 修道院の外に咲く花の群れを指し、片岡さんは話した。

「平和とは何か」という私の問いに対する答えの一つだっ

た。「黒人、白人、黄色人種、赤ちゃん、大人……。世界に

は色々な個性があり、多様性がある。だから美しいんです」 

 片岡さんは「平和運動」という言葉を好まない。「『運動』

をすると、必ず何かにぶつかってしまうでしょう」。世の中

には、必ずと言っていいほど意見の相違や対立がある。そ

れでも、自分たちと違う考え方も受け入れなければ平和は

訪れない。片岡さんはそう考えている。 

 積極的には自身の被爆体験を語らない片岡さん。司祭と

して、皆が心の安らぎを得る助けをすることが役割だとい

う。「私の言う平和は、戦争のない世界という意味ではあり
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ません。平和とは、皆が安らかに生きることです」。そう言

ったあとにこう続けた。「無理かもしれないけど、願ってい

ます」（田中瞳子・２５歳） 

 

“死の鉄道”旧日本軍建設から75年 動員で死亡の捕虜ら

追悼 

ＮＨＫ2018年10月18日 8時21分 

 

第２次世界大戦中に旧日本軍がタイとビルマ、現在のミャ

ンマーとを結ぶ泰緬鉄道を建設してから、ことしで 75 年

を迎え、過酷な鉄道建設工事に動員されて命を落とした連

合国軍の捕虜らを追悼する式典がタイ西部で開かれました。 

旧日本軍による泰緬鉄道の建設工事には、イギリスなど連

合国軍の捕虜や東南アジアからの労働者合わせて 20 万人

以上が動員されました。 

鉄道は 1943 年に完成しましたが、過酷な突貫工事や伝染

病などによって命を落とした人は捕虜でおよそ１万 3000

人、労働者は少なくとも数万人とされ「死の鉄道」とも呼

ばれています。 

17日は建設から75年という節目に合わせて、追悼式典が

連合国軍の墓地があるタイ西部で開かれ、日本は参列しま

せんでしたが、泰緬鉄道と関わりがある国々の代表らおよ

そ100人が参列しました。 

式典では、イギリス王室のメンバーが「多くの捕虜が栄養

失調や病気などで命を落とし、線路沿いに埋められた」な

どと述べたあと、黙とうと献花が行われました。 

式典の主催者で墓地を管理する国際組織は「悲惨な歴史を

繰り返さないため、将来の世代に伝えていく必要がある。

この墓地は戦争のコストを気付かせるものだ」と話してい

ます。 

泰緬鉄道をめぐっては、タイ政府や地元の県が世界遺産へ

の登録を目指していますが、国民の一部からは「死の鉄道」

という名称で登録を目指すべきだという意見も出ています。 

 

サウジの調査「さらに数日」＝記者殺害疑惑で米長官 

 【ワシントン時事】ポンペオ米国務長官は１８日、サウ

ジアラビア人記者がトルコにあるサウジ総領事館で殺害さ

れた疑惑について、サウジ側にさらに数日間の調査を認め

るようトランプ大統領に進言したことを明らかにした。米

国は、調査結果を受け、疑惑への対応を決める方針だ。 

 ポンペオ氏は、サウジ、トルコを歴訪し、両国首脳と疑

惑をめぐり会談した結果をホワイトハウスでトランプ氏に

報告。ポンペオ氏はその後、記者団に「サウジは完全で徹

底的な調査を行うと確約した」と強調した。さらにサウジ、

トルコ双方の取り組みで真相が明らかになるだろうと指摘

した。（時事通信2018/10/19-01:01） 

 

記者殺害疑惑、サウジ皇太子関与説強まる＝「改革者」の

強権に懸念も 

 

サウジアラビアのムハンマド皇太子＝６月６日にサウジ王

室提供、ジッダ（ＡＦＰ時事） 

 【カイロ時事】サウジアラビア人記者のジャマル・カシ

ョギ氏がトルコにあるサウジ総領事館で殺害された疑惑で、

サウジのムハンマド皇太子（３３）の濃厚な関与を疑わせ

る情報が次々と浮上している。「次期国王」の威信が失墜す

れば、対外的な印象悪化に加え、国内の反発から権力闘争

も再燃しかねない。皇太子は関与を強く否定。サウジ側も

王位継承者の保身に必死だが、疑惑の払拭（ふっしょく）

は日増しに難しくなっている。 

 高齢のサルマン国王（８２）に代わりほぼ全権を掌握す

る皇太子は、カショギ氏の拘束指示や、尋問も承認したと

伝えられている。米メディアは、殺害に関与したとされる

サウジ国籍１５人のうち、複数が外遊の同行や護衛などで

皇太子と深くつながっていると指摘。皇太子と同時に写っ

た写真も出回っている。 

 ムハンマド皇太子は、自由が制限されてきたサウジ社会

と経済の規制緩和を推進。女性の運転解禁など長年のタブ

ーに切り込み、一時は「改革者」と称賛された。国民の多

数を占める若者らの支持は厚い。 

 ただ、一段の自由化を求める活動家には厳しく対処し、

相次いで拘束。汚職摘発を名目に王族や大物実業家らも容

赦なく弾圧し、「政敵排除」も辞さない強権手法が懸念を招

いた。頑固で衝動的な性格といわれ、「荒れ狂う雄牛」とも

やゆされる。（時事通信2018/10/18-22:00） 

 

サウジ皇太子関与説に傾く 記者不明で米情報機関 

共同通信018/10/18 18:3210/18 18:33update 

 【ワシントン、イスタンブール共同】サウジアラビア政

府を批判してきた米国在住のサウジ人著名記者がトルコで

行方不明になった事件で、米紙ニューヨーク・タイムズ電

子版は17日、米情報機関がサウジのムハンマド・ビン・サ

ルマン皇太子が事件に関与した可能性が高いとの確信を強

めていると報じた。 

https://www.jiji.com/jc/article?g=int&k=2018101800840&p=0181018at25&rel=pv
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 皇太子の関与が決定的になれば国際社会の非難が集中す

るのは必至。トランプ政権は敵対するイランに対抗するた

めサウジとの関係強化を図ってきただけに、難しい差配が

求められそうだ。 

 トルコのギュル法相は 18 日、事件の捜査結果が近く明

らかになるとの見通しを示した。アナトリア通信が伝えた。 

 

サウジ総領事館を再捜索＝トルコ 

 

１８日、トルコ・イスタンブールで、サウジアラビア総領

事館を捜索したトルコ当局者ら（ＡＦＰ時事） 

 【エルサレム時事】トルコ捜査当局は１８日、サウジア

ラビア人記者ジャマル・カショギ氏の殺害疑惑をめぐり、

イスタンブールの総領事館で捜索を行った。アナトリア通

信などが伝えた。総領事館での捜索は１５～１６日に行わ

れて以来２度目。 

 同当局は、カショギ氏が総領事館で殺害された際の録音

などを入手しているとされ、１７～１８日、総領事公邸に

も捜査員を派遣して証拠物の収集に努めた。一連の捜索は

サウジの協力の下で実施された。（時事通信 2018/10/18-

18:10） 

 

米紙、不明記者「最後のコラム」掲載＝アラブ世界の表現

の自由訴え 

 【ワシントン時事】米紙ワシントン・ポスト（電子版）

は１７日、トルコにあるサウジアラビア総領事館を訪れた

後、行方不明になったサウジ人の著名記者ジャマル・カシ

ョギ氏のコラムを掲載した。カショギ氏は、総領事館内で

殺害された疑いが強まっており、同紙はカショギ氏の「最

後の記事になる」としている。 

 ポスト紙の編集担当者は、カショギ氏が２日に失踪した

後、同氏の助手を通じて原稿を受け取った。同氏が無事に

戻ることを信じて、掲載を見合わせていたが、「それは実現

しないと受け入れる必要がある」と判断した。 

 カショギ氏は「アラブ世界に最も必要なのは表現の自由」

と題したコラムで、大半のアラブ諸国では「地域や日々の

暮らしにとって重要な事柄を公に議論することさえままな

らない」現状を指摘。その上で、国家主義的な各国政府か

ら独立した国際的な言論空間をつくり出すことで、アラブ

社会が直面する構造的な問題を普通の市民が議論できるよ

うになると訴えた。（時事通信2018/10/18-16:18） 

 

失跡記者「最後のコラム」を掲載 米紙ワシントン・ポス

ト電子版 

共同通信2018/10/18 18:37 

 

ジャマル・カショギ氏＝2015年2月、バーレーン・マナマ

（AP＝共同） 

 【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は 17

日、トルコで失跡したサウジアラビア人記者ジャマル・カ

ショギ氏がアラブ世界の報道の自由を訴える「最後の」コ

ラムを掲載した。失跡が伝えられた翌日にコラムを受け取

り、扱いを留保していたが、もはや帰ってこないことを「受

け入れざるを得ない」と判断し掲載したという。 

 「アラブ世界が最も必要としているのは表現の自由」と

題するコラムでカショギ氏は、大部分のアラブ諸国には報

道の自由がなく「悲しいことにこうした状況は変わりそう

にない」と指摘。「アラブ諸国の政府はインターネットを遮

断し、地元の記者を逮捕している」と糾弾した。 

 

サウジアラビア人ジャーナリスト「最後の論評」米紙が掲

載 

NHK10月18日 16時58分  

 

アメリカの有力紙は、サウジアラビア政府を批判し、殺害

されたのではないかという見方が広がっているサウジアラ

ビア人ジャーナリストのジャマル・カショギ氏が最後に執

筆したとする論評を掲載しました。カショギ氏はこの中で、

アラブ世界の多くの国の政府が表現の自由を抑圧している

と危機感を募らせています。 

アメリカの有力紙ワシントン・ポストの電子版は 17 日、

サウジアラビア人ジャーナリストのジャマル・カショギ氏

が今月２日に行方がわからなくなる直前に執筆したとする

論評を掲載しました。 

「アラブ世界に必要なのは何よりも表現の自由だ」と題さ

れた論評で、カショギ氏は、アラブ世界の多くの国々で市

民が日々の暮らしに関わることさえ、公に議論することが

できないと嘆いています。 

そして、サウジアラビアの友人で著名な記者が５年間、服

https://www.jiji.com/jc/article?g=int&k=2018101801017&p=0181018at47&rel=pv
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役させられるなど各国政府が不当に記者を拘束したり、イ

ンターネットを遮断したりして表現の自由を抑圧している

と指摘し、危機感を募らせています。 

カショギ氏はワシントン・ポストに定期的に寄稿し、サウ

ジアラビアでは異例の政府批判を行っていて、トルコにあ

るサウジアラビア総領事館で殺害されたのではないかとい

う見方が広がっています。 

論評を掲載した編集者は、カショギ氏の行方がわからなく

なったあと、助手から草稿を受け取ったものの掲載を見合

わせていたということです。編集者は「カショギ氏は戻っ

てこないのだと認めなければならない。彼の最後の執筆で、

自由への情熱がこめられている」と、掲載した理由を記し

ています。 

 

アメリカの有力紙ワシントン・ポストの電子版は 17 日、

サウジアラビア人ジャーナリストのジャマル・カショギ氏

が今月２日に行方がわからなくなる直前に執筆したとする

論評を掲載しました。 

「アラブ世界に必要なのは何よりも表現の自由だ」と題さ

れた論評で、カショギ氏は、アラブ世界の多くの国々で市

民が日々の暮らしに関わることさえ、公に議論することが

できないと嘆いています。 

そして、サウジアラビアの友人で著名な記者が５年間、服

役させられるなど各国政府が不当に記者を拘束したり、イ

ンターネットを遮断したりして表現の自由を抑圧している

と指摘し、危機感を募らせています。 

カショギ氏はワシントン・ポストに定期的に寄稿し、サウ

ジアラビアでは異例の政府批判を行っていて、トルコにあ

るサウジアラビア総領事館で殺害されたのではないかとい

う見方が広がっています。 

論評を掲載した編集者は、カショギ氏の行方がわからなく

なったあと、助手から草稿を受け取ったものの掲載を見合

わせていたということです。編集者は「カショギ氏は戻っ

てこないのだと認めなければならない。彼の最後の執筆で、

自由への情熱がこめられている」と、掲載した理由を記し

ています。 

 

サウジ皇太子、容疑者と関係か＝トルコ当局が総領事邸捜

索－記者殺害疑惑 

 【エルサレム時事】サウジアラビア人記者のジャマル・

カショギ氏がトルコ・イスタンブールのサウジ総領事館で

殺害された疑惑で、米紙ニューヨーク・タイムズは１７日

までに、複数の容疑者がサウジのムハンマド皇太子とつな

がりがあると報じた。皇太子は関与を否定しているものの、

事情を把握していた疑いが一段と強まった。 

 
１７日、トルコ・イスタンブールのサウジアラビア総領事

公邸に到着したトルコ捜査当局者ら（ＥＰＡ時事） 

 トルコ捜査当局は１７日、サウジの協力を得て、サウジ

総領事公邸の捜索を行った。１６日にトルコから出国した

サウジのオタイビ駐イスタンブール総領事をめぐっては、

殺害現場に居合わせた疑いがもたれている。同当局は１５

日から１６日にかけ、総領事館内の捜索を実施していた。 

 捜査当局は、カショギ氏が総領事館に入ったまま行方が

分からなくなった２日、総領事館を訪れ、直後に出国した

サウジ国籍の１５人を容疑者とみている。 

 タイムズによると、１５人のうち１人がムハンマド皇太

子の外遊などに頻繁に同行。ほかの３人も皇太子の警護に

当たっていたことが目撃情報や記録から判明した。また、

別の１人はサウジ内務省の法医学者で、サウジ政権の高い

レベルから指示を受ける立場にあるという。（時事通信

2018/10/18-00:21） 

 

殺害疑惑 “サウジの捜査 数日間見守り判断” 米国務長官 

NHK2018年10月19日 4時45分 

サウジアラビア人ジャーナリストが殺害されたのではない

かという疑惑をめぐり、アメリカのポンペイオ国務長官は、

サウジアラビアなどを訪問した結果をトランプ大統領に報

告し、サウジアラビアによる捜査を今後、数日間見守った

うえで対応を判断する考えを示しました。 

トルコのイスタンブールにあるサウジアラビア総領事館を

訪れたジャーナリストのジャマル・カショギ氏が館内で殺

害されたのではないかという疑惑をめぐり、アメリカのポ

ンペイオ国務長官は今週、サウジアラビアとトルコを相次

いで訪問し、サウジアラビアでは疑惑への関与が指摘され

ているムハンマド皇太子と会談しました。 

ポンペイオ長官は帰国後の 18 日、ホワイトハウスでトラ

ンプ大統領に訪問の結果を報告し、対応を協議したあと、

記者団の取材に応じました。 

このなかでポンペイオ長官は、サウジアラビア政府が行う

捜査を今後、数日間、見守ったうえで事実関係を把握し、

アメリカ政府として対応を判断すべきだという考えを大統

https://www.jiji.com/jc/article?g=int&k=2018101701012&p=0181017at95&rel=pv
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領に伝えたことを明らかにしました。 

一方で、ポンペイオ長官はサウジアラビアについて「テロ

対策のパートナーであり、２つの聖地を擁する重要な戦略

的同盟国だ」とも強調しました。 

トランプ政権は、疑惑をめぐって徹底した捜査を求める一

方で、中東の重要な同盟国であるサウジアラビアが孤立を

さらに深める事態は避けたいというジレンマのなかで難し

い対応を迫られています。 

米財務長官 「砂漠のダボス会議」欠席へ 

サウジアラビア人ジャーナリストが殺害されたのではない

かという疑惑が国際問題にも発展するなか、アメリカのム

ニューシン財務長官は、来週、サウジアラビアで開かれる

予定の経済フォーラムへの出席を見送ることを明らかにし

ました。 

「砂漠のダボス会議」とも呼ばれるこの経済フォーラムは、

ムハンマド皇太子が主催するもので今月 23 日からサウジ

アラビアの首都リヤドで開かれることになっています。 

これについて、ムニューシン財務長官は 18 日、ツイッタ

ーに「トランプ大統領とポンペイオ国務長官に会い、サウ

ジアラビアで行われる経済フォーラムに出席しないことを

決めた」と投稿しました。 

出席を見送った理由については明らかにしていませんが、

ムハンマド皇太子は、疑惑への関与が指摘されており、Ｉ

ＭＦ＝国際通貨基金のラガルド専務理事や欧米の複数の金

融機関の幹部らが経済フォーラムへの出席を取りやめるな

どサウジアラビアへの反発が広がっていることを受けての

判断だと見られます。 

 

石油連盟会長 サウジのジャーナリスト殺害疑惑の影響な

ど注視 

NHK2018年10月18日 16時49分 

石油元売り各社でつくる石油連盟の月岡会長は、原油価格

のさらなる値上がりは世界経済への影響が大きいと指摘し

たうえで、サウジアラビア人のジャーナリストの殺害疑惑

をめぐるアメリカの対応などを注意深く見守りたいという

考えを示しました。 

石油連盟の月岡隆会長は 18 日の記者会見で、ことしの夏

から高値が続く国際的な原油価格について、「世界経済が影

響を吸収できるレベルなのかどうか、危険水域に来ている。

これ以上の値上がりは需要への影響が大きい」と述べ、さ

らなる価格の上昇は需要の減少につながるなど世界経済へ

の影響が大きいという見方を示しました。 

また、サウジアラビア人のジャーナリスト殺害疑惑が原油

価格に与える影響について、月岡会長は「来月は、イラン

への経済制裁やアメリカの中間選挙などの政治的イベント

が重なるため、これらを見極めながら原油価格の動向を注

視しなければならない」と述べ、アメリカのトランプ政権

の対応などを注意深く見守りたい考えを示しました。 

全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、原油価格の

上昇の影響で７週連続で値上がりし、１リットル当たり

159.6 円と、３年 11 か月ぶりの高値の水準となっていま

す。 

 

豊洲市場 開場１週間 渋滞は徐々に解消も照明などに課

題 

NHK10月18日 16時21分  

 

東京の豊洲市場が開場して 18 日で１週間がたちました。

開場当初に課題となった渋滞は徐々に解消されていますが、

卸売場の照明や建物内部の温度管理の面などで課題も出て

きています。 

東京・江東区にある豊洲市場は、旧築地市場に代わる卸売

市場として今月11日に開場しました。 

開場から１週間たった 18 日朝もマグロの競りなどの取り

引きが通常どおり行われていました。 

開場当初は、業者の車両による渋滞などで、これまでより

仕入れの時間がかかるという声が相次ぎましたが、業者の

人たちが新しい市場に慣れてきたこともあって渋滞は徐々

に緩和し、18日朝は、目立った渋滞は見られませんでした。 

一方、業者の間からは、「マグロの卸売場で照明の明るさが

築地市場の時と変わり、マグロの品質を見分けにくい」な

どという設備の改善を求める声も出されています。 

また、豊洲市場では、室内の温度を一定にして鮮度を保つ

ため、商品を出し入れする出入り口に開け閉めを自動で行

うシャッターや、上から空気を流すことで温度の高い外気

が入らないようにする「エアカーテン」など最新の設備を

設置しています。 

しかし、一部の出入り口では、業者が荷物を置きっ放しに

しているため、シャッターが長時間、開いたままになって

いるほか、建物の中ではなく、外で荷さばきする業者もい

て、せっかくの設備がいかされていないという声もありま

す。 

鮮魚などを取り扱う水産仲卸業者「亀谷」の亀谷直秀社長

は、「夏場のことを考えると冷気を逃さないような施設の運

用を、業界全体で考えていかなければならない」と話して

いました。 
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豊洲市場 開場から１週間 旧築地市場ではトラブル 

NHK10月18日 17時49分  

 

17日夜、閉鎖された東京・中央区の旧築地市場では、移転

に反対し営業の継続を求めている業者や支援者が、東京都

が立ち入りを禁止する中で、一時、敷地の中に入る事態が

起きました。これについて、小池知事は、「警察とも連携し

ながらしっかりと対応していかなければならない」と述べ

ました。 

豊洲市場への移転に伴い、旧築地市場は 17 日午後８時に

閉鎖され、工事関係者を除いて敷地への立ち入りができな

くなっています。 

ところが、18日午前、閉鎖された正門の前に豊洲市場への

移転に反対する一部の業者や支援者が集まり、営業の継続

を求めて敷地に入ろうとしました。 

これに対し、東京都の担当者は旧築地市場はすでに閉場し

ているため営業を行うことはできず、立ち入ることは違法

な行為だとして押し問答となりました。 

その後、集まった人たちは午前 11 時ごろに都が立ち入り

を禁止する中で、青果門の近くにある工事用の出入り口か

ら敷地に入りました。 

都によりますと、およそ100人が午後２時までの３時間に

わたって敷地の中に滞在しましたが、現在は、全員が敷地

の外に出ているということです。 

都は、19日以降の警備態勢の強化も検討しているというこ

とです。 

東京都の小池知事は都庁で記者団に対し、「旧築地市場は法

令上も閉鎖した状況にあり、敷地内での営業には法的にも

問題がある。警察とも連携しながらしっかりと対応してい

かなければならない」と述べました。 


