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2019年4月9～11日 

憲法審査会、憲法、世論調査続報、沖縄、防衛費・F35A、野党、

桜田更迭・自民党 

 

衆院憲法審、幹事懇開催を三たび見送り  

日経新聞2019/4/10 20:15 

衆院憲法審査会は10日、森英介会長（自民党）の職権で決めた

同日の与野党幹事懇談会の開催を 3 週連続で見送った。立憲民

主党など野党が欠席したため、自民、公明両党と一部野党の幹事

らによる非公式協議に切り替えた。 

野党筆頭幹事の山花郁夫氏（立民）は9日、与党が職権で幹事懇

を設定したことへの謝罪を与党筆頭幹事の新藤義孝氏（自民）に

要求。新藤氏は受け入れなかった。 

 

憲法審幹事懇、野党が３週連続で開催拒否 

産経新聞2019.4.10 19:54 

 衆院憲法審査会は１０日、日程などを協議する幹事懇談会の開

催を見送った。森英介会長（自民）が職権で開催を決めていたが、

立憲民主党など主要野党が出席を拒否し、自民、公明両党と日本

維新の会など一部野党による非公式の意見交換会に切り替えた。

決定していた幹事懇の開催見送りは３月２８日、今月３日に続き

３週連続となった。 

 与党筆頭幹事の新藤義孝氏（自民）は記者団に「極めて遺憾だ。

話し合いの場にすら出てこないなら、どうしたらよいのか、非常

に困っている」と述べ、引き続き主要野党に協議に応じるよう呼

びかける考えを示した。 

 

衆議院憲法審査会 ３週連続で懇談会見送り 

NHK2019年4月10日 19時58分 

 
衆議院憲法審査会の開催に向けて、自民党の森英介会長は、日程

を協議する懇談会を開くよう改めて呼びかけましたが、立憲民主

党や国民民主党などは応じませんでした。 

憲法改正をめぐって、自民・公明両党は、衆議院憲法審査会を早

期に開催し、国民投票法の改正案の審議を進め採決したい考えで

すが、野党側と調整がつかず、審査会の日程を協議する懇談会は

開かれていません。 

衆議院憲法審査会長の自民党の森英介氏は、11 日にも審査会を

開催したいとして、10 日、与野党の幹事らに改めて懇談会での

日程協議を呼びかけました。 

これに対し、自民・公明両党と日本維新の会や希望の党は応じた

ものの、立憲民主党や国民民主党などは、与野党の合意がなく環

境が整っていないとして応じませんでした。 

このため、懇談会は３週続けて見送られ、審査会開催の見通しは

立たないままです。 

自民 新藤元総務相「極めて遺憾な状態」 

衆議院憲法審査会の与党側の筆頭幹事を務める自民党の新藤元

総務大臣は、記者団に対し、「残念で、極めて遺憾な状態だ。国

民投票法の改正案は、趣旨説明を行ってから３国会目に入ってお

り、採決に向けて準備は整っている。何としてもいい形を作りた

いので、引き続き野党側に申し入れ、まずは懇談会を開いて話し

合いをしたい」と述べました。 

立民 山花憲法調査会長「環境が整わず」 

衆議院憲法審査会の野党側の筆頭幹事を務める立憲民主党の山

花憲法調査会長は記者団に対し、「与党側から、また幹事懇談会

を開くと連絡があったが、本来、合意して立てるべきところをそ

うではない形が続いているので、環境が整っていないと判断して

いる。改めて抗議し、しっかりとした環境整備を求めたい」と述

べました。 

維新 馬場幹事長「大義名分がない」 

日本維新の会の馬場幹事長は記者会見で、「与党側の筆頭幹事は、

丁寧に時間をかけて、野党側の筆頭幹事と話をしてきたと思う。

国会のすべての委員会が動いているのに、なぜ憲法審査会だけ開

けないのか、大義名分がないのではないか。わが党が主張する教

育の無償化と統治機構の改革などをさらに精緻なものにして、憲

法審査会に提出できるよう、準備を行いたい」と述べました。 

 

憲法審査会の幹事懇談会 またも開催見送り 

NNN2019年4月11日 00:28 

憲法改正などについて話し合う衆議院の憲法審査会をめぐり、自

民党は各党で議論の進め方を協議する、幹事懇談会を開こうとし

たが、ほとんどの野党が欠席したため開けなかった。懇談会の開

催見送りは３週連続。 

憲法審査会の会長である自民党の森英介氏は、毎週木曜日が定例

日の審査会の開会に向けて委員長の職権で１０日の幹事懇談会

の開催を決定した。 

しかし、立憲民主党などは強引に進めようとしていると反発して

先週に引き続き、１０日も欠席した。欠席は３週連続となる。 

立憲民主党などが欠席したため１０日の幹事懇談会は開催が見

送られ、出席した議員による、非公式の意見交換のみが行われた。 

立憲民主党などは当面、出席しない構えをみせているが、自民党

などは幹事懇談会の開催を呼びかけ続け野党側の欠席をアピー

ルすることで、世論に訴える狙い。しかし、今の国会で憲法審査

会を開催する見通しは立っていない。 

 

しんぶん赤旗2019年4月10日(水) 

安倍改憲発議許すな ５・３憲法集会へぜひ 東京 

 「許すな！安倍改憲発議」と訴える「平和といのちと人権を！ 

５・３憲法集会２０１９」が憲法記念日の５月３日、東京都江東

区の東京臨海広域防災公園（有明防災公園）で開かれます。同実

行委員会の主催。「戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実

行委員会」「安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション」が共催し

ます。 

 集会は今年で５回目。実行委員会は「安倍首相が目論（もくろ）
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む『２０２０年改憲』。これを阻むために、ともに『ＮＯ！』の

声を上げませんか。ぜひ、５月３日は、ご家族・ご友人とともに、

東京・有明に集まりましょう！」と呼びかけています。 

（写真）５・３憲

法集会への参加を呼びかけるビラ 

 集会が掲げる「私たちがめざすこと」では、安倍政権のもとで

の９条改憲発議は許さないとのべ、「日本国憲法を守り生かし、

不戦と民主主義の心豊かな社会をめざします」と表明。戦争法の

廃止、沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設の即時中止、原発の

ない社会、貧困のない社会、差別のない社会、共謀罪の廃止を求

め、「これらを実現するために行動し、安倍政権の暴走にストッ

プをかけます」と訴えています。 

 午後１時からのメイン集会では、音楽評論・作詞家の湯川れい

子さん、「『辺野古』県民投票の会」の元山仁士郎さん、京都大学

教授の高山佳奈子さん、ジャーナリストで武蔵大学教授の永田浩

三さんがスピーチします。政党代表があいさつし、沖縄や福島の

代表、女性、朝鮮高校生がリレートーク。「安保法制の廃止と立

憲主義の回復を求める市民連合」から、東京大学名誉教授の広渡

清吾さんが訴えます。仲里幸広さんとＡｙｕｍｉ Ｕｅｄａさん

による合唱「平和の鐘・翼をください」もあります。 

 終了後、２コースにわかれてパレードを行います。 

 集会に先立ち、正午からオープニングコンサート。小室等さん

と、こむろゆいさんによる「獄友イノセンスバンド」、うじきつ

よしさんと内田勘太郎さんによる「子供団」が登場します。 

 サブステージでは午前１１時から、「自由に話そう！トークイ

ベント」や、弁護士の角田由紀子さん、白神優理子さんと考える

「これってどうなの？それっておかしくない？ ＃ＭｅＴｏｏ 

＃ＷｉｔｈＹｏｕ」が行われます。ライブステージ、こども憲法

ひろば、ミニ映画上映会、出展ブースも設けられます。 

 会場は、りんかい線国際展示場駅から徒歩４分、ゆりかもめ有

明駅から徒歩２分。 

 

 

しんぶん赤旗2019年4月10日(水) 

「戦争への動きに反対」 東京 憲法共同センター「９の日」行

動 

（写真）安倍政権による９条改憲反対

の署名に応じる市民＝９日、東京都新宿区 

 安倍政権による改憲を許さず、憲法を守り、生かそうと９日、

全労連や全日本民医連などでつくる憲法共同センターが全国各

地で署名・宣伝行動に取り組みました。同センターが、毎月９日

を中心に行っている「９の日」行動です。 

 東京・新宿駅前では、「９条壊すな！憲法守れ」と書かれた横

断幕を手に持ちアピール。各団体の代表がスピーチしながら、「３

０００万人署名」への協力を訴えました。 

 全労連の小田川義和議長は、安倍政権による憲法無視、行政の

ねじ曲げ、政治の私物化が相ついでいると指摘。「憲法違反の法

律をつぎつぎ成立させてきたことと、忖度（そんたく）政治は不

可分の問題です。憲法を守って政治をしてほしいというみなさん

の怒りを、署名に託してください」と訴えました。 

 東京都葛飾区に住む女性（５８）は、「戦争につながる動きに

は絶対反対です」と語りながら署名にペンを走らせました。障害

を持つ子どもと２人暮らし。「日々の暮らしが苦しいです。改憲

ではなく、生活を良くするために政治をしてほしい」と話しまし

た。 

 日本共産党から吉良よし子参院議員がスピーチしました。安倍

政権は改憲の動きを加速させているが、世論は改憲反対が多数だ

と指摘。「改憲する新たな理由を持ち出すなど、自民党はあせっ

ています。憲法９条を守り、未来に手渡すためご一緒に頑張りま

しょう」と呼びかけました。 

 

自民、改憲訴える漫画作成 9条中心、若者に説明  

日経新聞2019/4/10 14:46 

自民党憲法改正推進本部は10日、幹部会合を党本部で開き、改

憲の必要性を訴える漫画を作成することを決めた。改憲を党是と

する考え方を若者らに分かりやすく説明するのが狙い。憲法9条

への自衛隊明記など、9条改正を中心とした内容を盛り込む方向

で調整を進める。 

安倍晋三首相は 9 日、下村博文憲法改正推進本部長と官邸で面
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会し、漫画の作成を了承した。自民党は2015年にも改憲に関す

る漫画冊子を作っている。 

〔共同〕 

 

自民、改憲訴えるマンガ ９条中心、若者に分かりやすく 

産経新聞2019.4.10 16:37 

 自民党憲法改正推進本部は１０日、幹部会合を党本部で開き、

改憲の必要性を訴える漫画を作成することを決めた。改憲を党是

とする考え方を若者らに分かりやすく説明するのが狙い。憲法９

条への自衛隊明記など、９条改正を中心とした内容を盛り込む方

向で調整を進める。 

 安倍晋三首相は９日、下村博文憲法改正推進本部長と官邸で面

会し、漫画の作成を了承した。 

 

「衆参ダブル」「安倍続投」自民支持層は賛成多数 ＦＮＮ調査

分析 

産経新聞2019.4.10 19:15 

 今月６、７両日に実施した産経新聞社とＦＮＮ（フジニュース

ネットワーク）の合同世論調査によると、夏の参院選に合わせて

衆院選も行う衆参同日選（ダブル選）に関して自民党支持層では

「賛成」が多かった。自民党総裁の任期の上限を連続３期から同

４期に変更して同３期目の安倍晋三首相が総裁を続投すること

について賛否を問う設問でも、自民支持層の過半数が賛成と答え

た。安倍首相の下での「衆参ダブル選」実施と、安倍総裁続投の

潜在的な期待がうかがえる。（豊田真由美） 

 衆参同日選への賛否を問う設問で、賛成は回答者全体で４２・

６％、反対は４０・３％とほぼ並んだ。自民支持層に限ると賛成

は４７・８％に上り、反対は３４・２％に減った。 

 年齢別にみると、安倍内閣の支持率が高い若い世代ほど同日選

に肯定的で、高齢層ほど否定的な傾向が出た。１０～２０代では

男性の５４・３％、女性の５８・２％が賛成と回答、３０代と４

０代の男女も賛成が反対を上回った。賛否の割合は５０代で逆転

し、６０代以上になると男性の５５・１％、女性の３９・８％が

反対と答えた。 

 他の主要政党では意外にも共産党支持層も賛成が多く、自民と

ほぼ同じ４７・１％だった。逆に、安倍政権の一員である公明党

の支持層は反対が６０・４％、賛成は２５・０％と反対が圧倒的

に多かった。 

 安倍首相の総裁４期目続投については、回答者全体では賛成３

０・０％、反対６１・６％で反対が圧倒的に多かった。自民支持

層になると賛成は５０・２％に上り、反対は４１・１％に減少し

た。公明支持層も賛成４７・９％、反対４１・７％となり、自民、

公明の両支持層は総裁任期の延長を支持する数が多かった。 

 自民党総裁の任期は平成２９年の党則改正で連続２期６年か

ら連続３期９年に延長された。安倍総裁の任期は令和３年（２０

２１年）９月までで、連続４選のためには党則の改正が必要とな

る。 

 首相はこれまで「（衆参の）ダブルということは頭の片隅にも

ない」（１月のテレビ朝日のインタビュー）、「連続３期までが党

の明確なルールなので、正真正銘、３期目が最後の任期になる」

（３月の経済団体の会合）と発言してきた。否定的な言動が、自

民支持層の声を受けて変わることがあるのか。 

 

辺野古移設は「暴走」と野党 衆院沖縄3区補選候補を後押し 

2019/4/10 19:40共同通信社 

 

米軍普天間飛行場の沖縄県名護市辺野古移設に関して質問する

立憲民主党の辻元国対委員長（左から2人目）ら＝10日午後、

那覇市 

 立憲民主など野党6党派の国対委員長らは10日、米軍普天間

飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設に関し、那覇市で

防衛省沖縄防衛局から意見聴取した。立民の辻元清美国対委員長

は「ブレーキの利かない暴走建設だ」と批判。21 日投開票の衆

院沖縄 3 区補欠選挙で移設反対を訴える野党統一候補を後押し

した。与党候補は、普天間飛行場の危険性除去を重視する立場か

ら辺野古移設を容認しており、論戦は激しさを増している。 

 意見聴取では、出席者から、埋め立て予定海域にある軟弱地盤

の調査や改良工事への質問が相次いだ。 

 

沖縄知事、辺野古代替は提示せず 「政府が説明」 

2019/4/10 17:45共同通信社 

 
日本記者クラブで記者会見する沖縄県の玉城デニー知事＝10 日

午前、東京・内幸町 

 沖縄県の玉城デニー知事は10日、日本記者クラブで記者会見

し、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設への代替

案に関し「県が提案することは考えていない。基本的に政府が考

えて地元にしっかり説明し、納得していただく手順が大事だ」と

述べた。 

 玉城氏は辺野古移設を条件としない普天間返還の方策に関し、

幅広いテーマについて有識者を交えて議論する「万国津梁会議」

で意見集約する考えだ。「専門的な知識を有する方から広く意見

を聴取し、基地問題解決に向けた取り組みにつなげたい」と強調

した。 

 

普天間停止、新期限協議へ＝政府と地元が一致 

時事通信2019年04月10日12時02分 
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普天間飛行場負担軽減推進会議で握手する玉城デニー沖縄県知

事（左から２人目）と菅義偉官房長官（同３人目）＝１０日午前、

首相官邸 

 政府は１０日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の危険性

除去について政府と県、市の３者で話し合う「普天間飛行場負担

軽減推進会議」を首相官邸で開いた。政府と仲井真弘多元知事が

合意した「５年以内の運用停止」の期限が２月に過ぎたことから、

市が期限の再設定を要請し、作業部会で協議することになった。 

 松川正則宜野湾市長が「市民の不安を取り除くためにも（期限

の再設定を）お願いしたい」と述べ、杉田和博官房副長官は「事

務方でもしっかり詰めていく」と応じた。 

 

普天間飛行場負担軽減推進会議後に、報道陣の取材に応じる沖縄

県の玉城デニー知事＝１０日午前、首相官邸 

 玉城デニー沖縄県知事は「３カ月から半年なりの期間を設けて

普天間の運用停止について辺野古の移設工事と切り離した協議

をすべきだ」と主張。日米両政府と県の３者による対話の枠組み

の設置も改めて求めたが、菅義偉官房長官は「（日米）両国政府

で話し合いを進めているから、特に必要はない」と応じなかった。 

 

沖縄県知事、普天間巡り協議要請 危険性除去で政府に 

2019/4/10 10:46共同通信社 

 

普天間飛行場負担軽減推進会議で、握手する沖縄県の玉城デニー

知事（左から2人目）と菅官房長官＝10日午前、首相官邸 

 政府は10日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の早期運

用停止に向け、県と宜野湾市とでつくる「普天間飛行場負担軽減

推進会議」を首相官邸で開いた。玉城デニー知事は、普天間の運

用停止と危険性除去に向け、3～6 カ月の期間を設定し協議の場

を設けるよう政府に申し入れた。 

 推進会議の開催は2016年7月以来、約3年ぶりで、玉城氏が

昨年10月に知事就任後は初めて。負担軽減と危険性除去などに

ついて、既に設置されている作業部会で協議を継続することで一

致した。 

 菅義偉官房長官や岩屋毅防衛相ら関係閣僚と、松川正則宜野湾

市長らが出席した。 

 

普天間飛行場、期限再設定は難航 政府と沖縄が協議へ 

朝日新聞デジタル岡村夏樹、伊藤和行 2019年 4月 11日 02時

32分  

普天間飛行場負担軽減推進会議の冒

頭、握手を交わす菅義偉官房長官（右）と沖縄県の玉城デニー知

事。左端は沖縄県宜野湾市の松川正則市長＝２０１９年４月１０

日午前８時、首相官邸、岩下毅撮影 

 

 政府と沖縄県、同県宜野湾市は１０日、首相官邸で米軍普天間

飛行場（同市）の負担軽減策を協議した。今年２月までの普天間

飛行場の運用停止が実現しなかったため、新たな停止時期につい

て作業部会で協議することで一致した。だが政府は期限を区切る

ことに難色を示しており、議論は平行線で終わる可能性が高い。 

 普天間飛行場負担軽減推進会議が開かれるのは、２０１６年７

月以来、２年９カ月ぶり。会議は約３０分間行われ、菅義偉官房

長官や沖縄県の玉城デニー知事、宜野湾市の松川正則市長らが出

席した。 

 政府が１４年２月に約束した「普天間の５年以内の運用停止」

が実現していないため、県や市は新たな運用停止時期についての

協議を要求。政府側は「事務方でしっかり詰めていきたい」と応

じた。 

 ただ、政府は具体的な運用停止時期を示すことには否定的だ。

「唯一の解決策」と位置づける辺野古への移設を県が容認しなけ

れば、「新たな運用停止時期を示すのは無理」（政府高官）として

いるためだ。 

 一方の県は、政府のこうした姿勢に反発。玉城氏は会議後に開

かれた日本記者クラブでの会見で「辺野古の建設とは切り離して、

一日も早い普天間の危険性の除去を真っ先に行うことが県民の

願いだ」と訴えた。政府が辺野古移設を議論の前提としている限

り、結論を得るのは難しい状況になっている。（岡村夏樹、伊藤

和行） 

 

普天間飛行場の運用停止時期を協議へ 玉城知事就任後初 

朝日新聞デジタル2019年4月10日11時09分  

普天間飛行

場負担軽減推進会議の冒頭、握手を交わす菅義偉官房長官（右）

https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20190410000771.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20190410000771.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20190410000771.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20190410000771.html
http://www.asahi.com/area/okinawa/
http://www.asahi.com/topics/word/沖縄県宜野湾市.html
http://www.asahi.com/topics/word/普天間飛行場.html
http://www.asahi.com/topics/word/普天間飛行場.html
http://www.asahi.com/topics/word/普天間飛行場.html
http://www.asahi.com/topics/word/普天間飛行場.html
http://www.asahi.com/topics/word/普天間飛行場.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/area/okinawa/
http://www.asahi.com/topics/word/玉城デニー.html
http://www.asahi.com/topics/word/沖縄県宜野湾市.html
http://www.asahi.com/topics/word/普天間.html
http://www.asahi.com/topics/word/辺野古.html
http://www.asahi.com/topics/word/日本記者クラブ.html
http://www.asahi.com/topics/word/辺野古.html
http://www.asahi.com/topics/word/普天間.html
http://www.asahi.com/topics/word/辺野古.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410000685.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410000685.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041000196&g=pol&p=20190410at15S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041000196&g=pol&p=20190410at20S&rel=pv
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20190410000771.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20190410000689.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20190410000692.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410000685.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410000687.html


5 

 

と沖縄県の玉城デニー知事＝２０１９年４月１０日午前８時、首

相官邸、岩下毅撮影 

 米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の負担軽減策について、

政府と沖縄県、宜野湾市が協議する普天間飛行場負担軽減推進会

議が１０日午前、首相官邸で２年９カ月ぶりに開かれた。今年２

月までの普天間飛行場の運用停止が実現しなかったため、新たな

停止時期について作業部会で協議することで一致した。 

 会議の開催は２０１６年７月以来で、沖縄県の玉城デニー知事

就任後初めて。菅義偉官房長官や玉城氏、宜野湾市の松川正則市

長らが出席した。政府は１４年２月、「普天間の５年以内の運用

停止」を約束したが実現していない。県と市が新たな運用停止時

期についての協議を求め、政府側が応じた。今後は作業部会で事

務方が具体策を話し合う。 

 玉城氏は３～６カ月間をめどに… 

残り：123文字／全文：422文字 

 

玉城知事「３～６カ月期間」 普天間問題で協議要請 

東京新聞2019年4月10日 夕刊 

  政府は十日、米軍普天間（ふてんま）飛行場（沖縄県宜野湾

（ぎのわん）市）の早期運用停止に向け、県と宜野湾市とでつく

る「普天間飛行場負担軽減推進会議」を首相官邸で開いた。玉城

（たまき）デニー知事は、普天間の運用停止と危険性除去に向け、

三～六カ月の期間を設定し協議の場を設けるよう政府に申し入

れた。 

 推進会議の開催は二〇一六年七月以来、約三年ぶりで、玉城氏

が昨年十月に知事就任後は初めて。負担軽減と危険性除去などに

ついて、既に設置されている作業部会で協議を継続することで一

致した。 

 菅義偉（すがよしひで）官房長官や岩屋毅防衛相ら関係閣僚と、

松川正則宜野湾市長らが出席。松川氏は、一四年二月を起点に五

年以内とされる普天間の運用停止期限が過ぎたことについて、新

たな期限を設定するよう求めた。岩屋氏は、国と県が共通認識を

持つことが大事だと指摘した上で「一日も早い普天間の全面返還

実現のため、全力で取り組みたい」と応じた。 

 菅氏は会議後の記者会見で「今後、沖縄県や宜野湾市と意見交

換をしながら負担軽減を進めていきたい」と述べた。 

 推進会議は普天間の早期運用停止を目指す目的で一四年二月

に初会合が開催され、過去には安倍晋三首相も出席した。 

 辺野古移設に反対の立場だった故翁長雄志（おながたけし）前

知事が出席した一六年七月の四回目の会合以降、開かれていなか

った。 

 

辺野古埋め立て停止と普天間の危険除去の協議 沖縄県が要請 

NHK2019年4月10日 11時37分 

 

アメリカ軍普天間基地の負担軽減策を話し合う、政府と沖縄県と

地元 宜野湾市による会議が開かれ、玉城知事は、辺野古沖の埋

め立て工事を停止したうえで普天間基地の危険性除去などに向

けた協議を行うよう求めました 

続きを読む 

総理大臣官邸で開かれた会議には、政府側から菅官房長官、河野

外務大臣、岩屋防衛大臣らが、沖縄側からは玉城知事と、普天間

基地がある宜野湾市の松川市長が出席しました。 

会議の中で玉城知事は、名護市辺野古沖で進められている埋め立

て工事を３か月から半年程度停止したうえで普天間基地の危険

性除去に向けて協議を行うよう求めたほか、ことし２月の期限ま

でに実現できなかった普天間基地の５年以内での運用停止目標

について新たな期限を設けるよう求めました。 

玉城知事によりますと、政府側は普天間基地の負担軽減策などを

めぐり、引き続き作業部会で協議していく考えを示したというこ

とです。 

10 日開かれた会議は、普天間基地の移設計画をめぐる政府と沖

縄県の対立の影響で、平成28年以降開かれていませんでしたが、

玉城知事の求めで３年ぶりに開かれました。 

玉城知事「真摯な協議を期待」 

会議に出席したあと、玉城知事は記者団に、「県としては、普天

間基地の名護市辺野古への移設と普天間基地の負担軽減は切り

離して考えるべきで、一日も早く危険性を除去するという立場は

変わっていない。次は実務者で協議ができるので、より具体的な

内容に話が及んでいく。真摯（しんし）な協議が進められること

を期待したい」と述べました。 

官房長官「沖縄県の理解が得られるよう取り組む」 

菅官房長官は記者会見で「残念ながら５年以内の運用停止という

ことは実現できなかったわけであり、今は何より国、沖縄県の双

方が、移設が完了するまでの間における普天間飛行場の危険性除

去について、認識を共有しうるような環境を作っていくことが大

事だ。政府としては、沖縄県からご理解、ご協力を得られるよう、

粘り強く取り組んで行く考えだ」と述べました。 

そのうえで「現に同時期に沖縄県から埋め立ての許可を頂いた那

覇空港の第２滑走路は当時、７年の予定で許可を頂いたが、もう

来年３月いっぱいくらいまでの間には供用を開始できるという

体制まで進んでいる。協力を頂ければそうしたことが進んでいく

ということだ」と述べました。 

 

普天間停止、期限設定へ ３者協議を確認 負担軽減会議 

琉球新報2019年4月11日 05:00  

 

会議に出席する玉城デニー知事（左奥）と松川正則宜野湾市長（手

前左）と菅義偉官房長官（右奥）ら＝10日、首相官邸 
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 【東京】政府と県、宜野湾市は10日、米軍普天間飛行場の負

担軽減推進会議を首相官邸で開き、政府が県に約束した「５年以

内の運用停止」の期限が２月で切れたことに関し、新たな期限設

定に向け３者で協議することを確認した。一方、玉城デニー知事

は名護市辺野古の新基地建設工事の中断を前提に、普天間の危険

性除去について３～６カ月程度期間を区切って協議することに

応じるよう求めた。これに政府側から具体的な返答はなく、政府

と県、双方の溝が改めて浮き彫りになった。 

 会議の開催は２０１６年７月以来、約２年９カ月ぶりで、玉城

知事と松川正則宜野湾市長の当選後は初めてとなる。沖縄側から

は玉城知事と松川市長が、政府側からは菅義偉官房長官と河野太

郎外相、岩屋毅防衛相、宮腰光寛沖縄担当相が出席した。 

 会議で松川市長は運用停止期限が２月で切れたことに「非常に

残念だ」と伝えた上で、新たな期限の設定を求めた。これに対し

杉田和博官房副長官は、その設定は必要だとの認識を示し「作業

部会を開き、事務的に詰めていきたい」と話したという。一方、

玉城知事が求めた普天間の危険性除去を話し合う場の設置に関

し、政府側から返答はなかった。県民投票の結果を政府へ通知し

た際に玉城知事が提案した、日米に県を加えた３者による協議機

関ＳＡＣＷＯ（サコワ）について菅長官は「両国政府で話し合い

を進めている」と述べ、設置を拒否した。 

 会談後、玉城知事は普天間の負担軽減について「次は実務者で

協議できる。真摯（しんし）な協議が進められることに期待した

い」と述べた。松川市長は「この日を新たなスタートとして、負

担軽減にしっかり取り組んでいただきたい」と語った。 

 会議は冒頭を除き非公開で行われた。 

 

米軍普天間飛行場の運用停止 新たな期限設定へ協議 国、沖

縄県、宜野湾市が会議 ２年９カ月ぶり 

沖縄タイムス2019年4月10日 10:09 

 政府と沖縄県、宜野湾市は１０日、首相官邸で米軍普天間飛行

場の負担軽減推進会議を開き、２月末で期限が切れた普天間の

「５年以内の運用停止」に変わる新たな目標期限について、作業

部会で議論していくことを確認した。 

 

（資料写真）普天間飛行場 

 菅義偉官房長官と玉城デニー知事、松川正則市長らが出席した。

両首長が出席する本会議は２０１６年７月以来、約２年９カ月ぶ

りで、玉城県政、松川市政では初めて。 

 玉城知事は会合後、記者団に「普天間の運用停止は辺野古の工

事と切り離して実施するべきだ」との認識を示し、政府に３カ月

から半年間の協議を求めたと説明。「辺野古反対という県民投票

の結果を踏まえて、普天間基地の１日も早い危険性の除去に真摯

に取り組んでいただきたい」と述べた。 

 松川市長は新たな目標期限の設定について「市民の不安を取り

除くためにも、ぜひお願いしたい」と要望。「きょうを新たなス

タートとして、負担軽減にしっかり取り組んでいただきたい」と

話した。 

 政府側から協議の要望に対する直接的な返答はなく、新たな目

標期限の設定については杉田和博官房副長官が「事務方でもしっ

かり詰めていく」と応じたという。 

 

しんぶん赤旗2019年4月10日(水) 

普天間基地内の改修工事 防衛省「３施設実施」 赤嶺氏 衆院

安保委 

（写真）質問する赤嶺政賢議員＝３月28日、

衆院安保委 

 防衛省が米軍普天間基地内の老朽化した１９施設のうち、教育

施設と工場、格納庫の３施設の改修工事を実施していたことがわ

かりました。１９施設の工事の実施状況が明らかになったのは初

めて。３月２８日の衆院安全保障委員会で、日本共産党の赤嶺政

賢議員に防衛省が明らかにしました。 

 防衛省は、辺野古の新基地が完成するまでの間、米軍の運用や

任務能力を維持するためとして２０１３年度以降、思いやり予算

で隊舎や雨水排水施設など５施設の改修工事を実施。１６年８月

には老朽度調査を実施の上、新たに１９施設の改修方針を公表し

ています。工事の全容を明らかにするよう求めた赤嶺氏に対し、

防衛省の中村吉利地方協力局長は「教育施設や工場等の補修工事、

格納庫の梁（はり）の改修を実施している」と答弁しました。 

 赤嶺氏が「当初予算には全く計上されていなかった。どうやっ

て予算を繰り出したのか」とただすと、中村氏は「既存の歳出予

算の範囲内で予算措置した」と答弁しました。赤嶺氏は、県民に

は見えないようにして、普天間基地の固定化につながる改修工事

を実施していた政府を厳しく批判しました。 

 

地位協定に基づき米軍が市民テントを撤去 岩屋防衛相が認識

示す 

琉球新報2019年4月10日 11:08  

 

岩屋毅防衛相 

 【東京】岩屋毅防衛相は９日の衆院安全保障委員会で、米軍北

部訓練場Ｎ１地区のゲート付近に設置されていた市民のテント

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/gallery/407254?ph=1


7 

 

などを今月３日に米軍が撤去したことについて「日米地位協定に

基づくものだ」と述べ、問題はないとの認識を示した。赤嶺政賢

氏（共産）に答えた。 

 岩屋氏は、米側が施設区域内での運営や警備、管理などのため

「必要な全ての措置を執ることができる」と規定している日米地

位協定の条文を根拠に挙げた。 

 米軍が撤去したのはヘリパッド（離着陸帯）建設に反対する市

民らが設置していたテント小屋や掲示物などで、岩屋氏は「米軍

の施設区域内に設置されていたことから、昨年６月に道路管理者

である県に必要な是正措置を取るよう依頼していた」と答弁した。 

 

普天間 ２８年度まで使用 海兵隊航空計画に明記 

琉球新報2019年4月10日 05:00  

 米海兵隊は９日までに作成した２０１９年航空計画で、米軍普

天間飛行場の名護市辺野古移設事業を削除し、普天間飛行場を

28米会計年度（27年10月～28年９月）まで使用し続ける計画

を盛り込んだ。同飛行場の改修計画も記載した。辺野古の新基地

建設で軟弱地盤の対応に約５年かかることが判明したことなど

が影響しているとみられる。 

 米海兵隊は18年に公表した航空計画までは建設計画に「普天

間代替施設」を明記していた。19 年発行の資料には記載されて

いない。一方、固定翼型の作戦支援輸送について計画表で、普天

間飛行場に輸送機のＵＣ35Ｄ３機とＵＣ12Ｗ１機を配備し続け

る予定を記載した。普天間飛行場の改修予定として滑走路両端の

オーバーラン（過走帯）改修や大山ゲートの改良などを挙げてい

る。 

 在沖米海兵隊の移転に関する施設建設が予定されているグア

ムのアンダーセン基地の改修事業も18年航空計画に盛り込まれ

ていたが、19年版ではなくなった。 

 沖縄防衛局は航空計画について「内容が随時変更され得ること

を前提に米海兵隊が内部の報告用資料として作成したものだ。米

国防省の公式な立場を反映したものではない」と説明した。その

上で「地盤改良工事の追加で作業には一定の期間を要するが、よ

り合理的な設計・施工を検討して早期に辺野古への移設と普天間

飛行場の返還を実現したい」と述べた。 

 

日本の防衛費、ＮＡＴＯ基準で１％超＝対ＧＤＰ比、米国向け併

用も 

時事通信2019年04月09日19時08分 

 岩屋毅防衛相は９日の衆院安全保障委員会で、日本の２０２３

年度の防衛費の国内総生産（ＧＤＰ）比について、北大西洋条約

機構（ＮＡＴＯ）加盟国の算定基準を適用すれば１．１～１．３％

程度になるとの試算を示した。また、ＮＡＴＯ基準の額も主に対

外的な説明で使うことに前向きな考えを表明した。自民党の小野

寺五典前防衛相への答弁。 

 日本は防衛費として、防衛装備品の調達費や自衛官給与など防

衛省が所管する予算に限定して算出。１９年度予算は対ＧＤＰ比

０．９２９％と発表した。一方、ＮＡＴＯは軍人恩給費や国連平

和維持活動（ＰＫＯ）関連経費、沿岸警備隊予算なども含めて計

算している。 

 防衛省によると、今回の試算では(1)海上保安庁予算(2)旧軍人

遺族恩給費(3)ＰＫＯ関連経費(4)内閣衛星情報センター予算－な

ど計９０００億円程度を新たに含めた。２３年度は現行の中期防

衛力整備計画の最終年度。 

 トランプ米大統領が同盟国に防衛費増額を求めていることを

踏まえ、予算額を見かけ上膨らませるため日本もＮＡＴＯ基準を

採用すべきだとの考えが政府・与党にある。これについて岩屋氏

は「参考として（ＮＡＴＯ基準を）持つことも必要ではないか」

と指摘。従来の「防衛省予算」と米国などに示す「防衛関連予算」

の２本立てで防衛費を表すことを 

 

防衛費試算、対ＧＤＰ比で１％超…ＮＡＴＯ基準  

読売新聞2019/4/10 

 岩屋防衛相は９日の衆院安全保障委員会で、２０１９～２３年

度の防衛費の国内総生産（ＧＤＰ）比について、北大西洋条約機

構（ＮＡＴＯ）基準では１・１～１・３％程度になるとの試算を

示した。防衛省によると、１９年度予算の防衛費はＧＤＰ比で０・

９２９％だが、ＮＡＴＯ基準で旧軍人の恩給費や国連平和維持活

動（ＰＫＯ）関連経費、海上保安庁予算などを含めると、９００

０億円程度が上積みされるためだ。 

 米国のトランプ大統領が同盟国に国防費の増額を求めている

ことを踏まえ、政府は昨年、ＮＡＴＯ基準による防衛費のＧＤＰ

比を示す方針を決めた。 

 

防衛費、GDP比最大1.3% 防衛相、NATO基準で  

日経新聞2019/4/9 20:00 

岩屋毅防衛相は 9 日の衆院安全保障委員会で、防衛費を北大西

洋条約機構（NATO）の算定基準で試算すると、対国内総生産

（GDP）比で最大約1.3%になるとの認識を示した。日本の防衛

費はGDP比約 0.9%だが、これまで組み込んでいなかった関係

経費を合算する。米国による防衛予算の増額要請を踏まえ、

NATO基準の適用で理解を求めていく。 

 

従来の防衛費に防衛省以外が所管する国連平和維持活動（PKO）

の分担金や旧軍人遺族らへの恩給費などを加えた。岩屋氏は「安

全保障に関連する経費の水準は今後 5 年の間に 1.1～1.3%程度

になる」と初めて言及した。2018年末に閣議決定した19～23年

度の中期防衛力整備計画（中期防）に沿って防衛装備品の調達費

https://www.jiji.com/jc/giin?d=a31b2ca25c2b833b0867163dffb55ea2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=78db4919f73c50e39d25735e0d2d420c&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=78db4919f73c50e39d25735e0d2d420c&c=syu
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用が増えることなども考慮した。 

日本はこれまで国内や周辺国による防衛費拡大への懸念を抑え

るため、防衛費を対GDPで1%以内におさえてきた。19年度予

算の防衛費は5兆円超で過去最高を更新したものの、GDP比で

は0.929%と1%以内に収まった。 

トランプ米大統領は日本を含む同盟国に防衛予算を増額するよ

う求めている。NATO加盟国はGDP比2%の目標を掲げている

が、届いていない国も多い。18年は米国は3.39%、英国が2.15%、

ドイツは1.23%だった。 

日本も対応を迫られている。今後 5 年間の中期防では最新鋭ス

テルス戦闘機「F35」の追加取得などで防衛装備の調達を増やし、

防衛費の予算総額を約27兆円に積み増す。GDP比では1%以内

に収まる。 

政府・与党が米国向けに検討するのが従来の防衛費とNATO基

準で算出した防衛関連費を2本立てで採用することだ。 

岩屋氏は9日の衆院安保委でNATO基準の適用に関し「日本の

場合、防衛費は厳格に計算しているが、国際会議で安全保障上ど

れほどの貢献をしているのか議論になった際、参考値として持っ

ておくことも必要だ」と述べた。米国などとの協議では、NATO

基準での防衛費の試算を示していく考えだ。 

 

最新鋭機とパイロットに何が＝「ノック・イット・オフ」、最後

の通信－Ｆ３５墜落事故 

時事通信2019年04月11日00時31分 

青森県沖の太平洋に墜落した航空自

衛隊の最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５Ａ＝航空自衛隊提供 

 航空自衛隊の最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５Ａが青森県沖の太

平洋上に墜落した事故。世界で最初のＦ３５Ａの墜落事例となり、

国内外に衝撃を与えた。行方不明になった４０代の男性パイロッ

ト＝３等空佐＝は４機編隊の１番機で、編隊長（通称４機リーダ

ー）を務めていた。機体の不具合なのか。それとも、操縦上のト

ラブルや、一時的に上下の感覚を喪失する空間識失調などが原因

なのか。自衛隊はパイロットの救出と機体の発見に全力を挙げる

とともに、訓練に参加していた僚機のパイロットから当時の状況

を詳しく聴いている。 

 ◇ＡＣＭ訓練で離陸、レーダーロスト 

 墜落したＦ３５は９日午後６時５９分に三沢基地（青森県）を

離陸。この日の訓練は「ＡＣＭ」と呼ばれる対戦闘機戦訓練だっ

た。４機で行う場合には、一般的には２対２などの組み合わせで

敵機役などを決めて行う。 

 三沢基地から同基地東方約１３５キロの現場空域までは１０

分ほどの距離。離陸から約３０分後にレーダーから航跡が消失し、

その直前にパイロットが「Ｋｎｏｃｋ ｉｔ ｏｆｆ（ノック・

イット・オフ＝訓練を中止する）」と送信したのを最後に通信は

途絶えた。訓練前半か中盤に差し掛かったと頃に、何らかの異常

があった可能性がある。座席ごと機外に脱出するベイルアウトし

たのかも含め不明だ。 

青森県沖の太平洋に墜落した航空自

衛隊の最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５Ａ。機体番号は「７９－８７

０５」。国内組み立ての初号機だった＝［航空自衛隊提供写真を

一部拡大］ 

 空自によると、飛行時間約３２００時間のベテランで、Ｆ３５

の飛行時間は約６０時間だった。 

 ◇有視界外で訓練中か 

 Ｆ３５はレーダー反射を抑え、高度なセンサーを備える機体の

特性から、敵より先に探知し、目視できない有視界外から空対空

ミサイルで相手を撃退できる。ドッグファイトと呼ばれる近接空

中戦は運用上、想定されていない。岩屋毅防衛相は事故当日の記

者会見で「夜間の訓練なので難易度が高い訓練だと思う」と語っ

たが、訓練の詳細は明らかにされていない。 

 ただ、岩屋防衛相は翌日の記者会見で、「かなり距離が離れた

ところで訓練をやっていた。つまり目視できるような距離での訓

練ではなかったと承知している」と述べている。 

横須賀基地（神奈川県）配備の米

海軍イージス艦「ステザム」＝米海軍提供 

 互いに有視界外のかなり離れたポジションに位置し、対戦闘機

訓練を実施していた可能性がある。 

 ◇機体は厳しい保全措置 

 Ｆ３５は米ロッキード・マーチン社を中心に国際共同開発され、

米、英、イタリア、イスラエル、韓国、オーストラリアなども導

入・選定。機体の管理や運用情報は厳しい保全措置がなされてい

る。空自のＦ３５は今年３月２６日に臨時飛行隊から第３０２飛

行隊に新編されたが、公表されている隊員の氏名は３０２飛行隊

長だけだ。機密性の高い機体と情報を扱うために、その他の隊員

は非公表になっている。 

 空自によると、機体は水深約１５００メートルに沈んでいる。

引き揚げは難航が予想され、回収できたとしても、機体の部位に

よっては保全上、公表されない可能性もある。米軍は三沢基地の

哨戒機Ｐ８ポセイドンと横須賀基地（神奈川県）配備のイージス

艦「ステザム」を現場に派遣し、捜索に協力している。墜落現場

付近にロシアや中国の軍用機や艦船が接近しないか警戒する目

的もあるとみられる。 

 ◇機体は日の丸初号機 

 墜落した機体は、三菱重工業が組み立てた国内製造初号機。２

０１７年９月に航空自衛隊が受領し、その後、米国で性能確認試

験を実施。翌年５月２８日に三沢基地に配備された。機体番号は

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041100020&g=soc&p=20190410ds41&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041100020&g=soc&p=20190410ds47&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041100020&g=soc&p=20190410ds43&rel=pv
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「７９－８７０５」。契約時の調達額は約１４０億円だった。（時

事通信社編集委員 不動尚史）。  

 

不明Ｆ３５、墜落と断定＝海上で尾翼発見－直前に「訓練中止」・

防衛省 

時事通信2019年04月10日12時10分 

太平洋上で消息を絶った最新鋭ステル

ス戦闘機F35A＝2017年６月、愛知県豊山町 

 太平洋上で消息を絶った航空自衛隊三沢基地（青森県）の最新

鋭ステルス戦闘機Ｆ３５Ａの捜索で、同機がレーダーから消えた

現場海域の周辺で尾翼の一部が見つかり、防衛省は１０日、墜落

したと断定した。事故の直前、パイロットが訓練中止を宣言して

いたことも明らかにした。 

 同省は機体やパイロットの捜索を継続するとともに、事故調査

委員会を設置し、一緒に訓練していた３機のパイロットから話を

聴くなど詳しい状況を調べている。 

 防衛省によると、９日夜の捜索で左右それぞれの垂直尾翼の一

部とみられる浮遊物を発見し、回収。１０日に不明機のものと確

認した。 

航空自衛隊Ｆ３５Ａ戦闘機の墜落につい

て取材に応じる岩屋毅防衛相＝１０日午前、防衛省 

 墜落したＦ３５Ａは９日午後７時ごろ、戦闘機同士の戦闘訓練

を行うため、４機編隊で三沢基地を離陸。同７時２５分ごろ、搭

乗していた編隊長の４０代３等空佐が訓練中止を宣言した直後、

同基地の東約１３５キロの太平洋上でレーダーから消え連絡が

取れなくなった。３佐は飛行約３２００時間のベテランで、機種

の配置転換後、Ｆ３５Ａの飛行時間は約６０時間だった。 

 Ｆ３５Ａはレーダーに映りにくいステルス性能を持つが、訓練

中は機体から位置情報が発信され、飛行を把握できる仕組みにな

っている。 

 墜落した機体は三菱重工業が組み立てを担当した国内製造の

初号機だった。２０１３年度に約１４０億円で取得し、１８年５

月に同基地へ配備された。 

 

 政府は老朽化したＦ１５戦闘機をＦ３５に置き換え、将来的に

１４７機体制にする方針。欧米各国が配備を進めているが、過去

にＦ３５Ａが墜落した例はなく、今後の調達計画に影響する恐れ

がある。 

 三沢基地には同型機１３機が配備されており、防衛省は残る１

２機について、当面は飛行を見合わせることを決めている。他の

空自機についても、１０日は緊急発進などを除き飛行を見合わせ

る。 

 岩屋毅防衛相は１０日、記者団に「引き続き救出に全力を尽く

したい。民間への被害は確認されていないが、地元に不安を与え

てしまい深くおわび申し上げる」と話した。  

 

F35A墜落 防衛省、原因究明急ぐ 事故機から「訓練中止」連

絡  

日経新聞2019/4/10 14:27 (2019/4/11 2:00更新) 

青森県沖の太平洋上で消息不明となった航空自衛隊の最新鋭ス

テルス戦闘機F35Aについて、防衛省は10日、墜落したと断定

した。事故直前に機体から「訓練の中止」の通信があったことな

どが判明しており、防衛省は原因究明を急いでいる。 

 

ステルス戦闘機F35A 

 

 

防衛省内に設置した航空事故調査委員会で原因究明にあたる。岩

屋毅防衛相は10日、同省内で記者団に「調査委員会で原因を究

明し、再発防止に努めたい」と述べた。関係者によると、空自が

米軍に調査協力を依頼しているという。 

F35Aは 9日午後 7時ごろ、訓練のため計 4機で所属する空自

三沢基地（青森県三沢市）を離陸し、約25分後に基地の東約135

キロの太平洋上でレーダーから消えた。 

搭乗していた40代の男性3等空佐の安否は明らかになっていな

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041000332&g=soc&p=20190409atH4S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041000332&g=soc&p=20190410at19S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041000332&g=soc&p=20190410axQ1S&rel=pv
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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い。総飛行時間が約 3200時間のベテランパイロットで、F35A

の飛行時間は約60時間だった。調査委は一緒に訓練していた3

機のパイロットを聴取するなど状況を調べている。 

防衛省によると、F35Aの事故は世界で初めてだ。当面の間、国

内に配備済みの同型機12機の飛行を停止する。ただ、いずれも

訓練のためのもので実戦配備されておらず、空の防衛の体制に影

響はないという。 

F35A は米国などが開発した最新鋭のステルス戦闘機で、2018

年 1 月から三沢基地で配備が始まった。事故を起こした機体は

米国から部品を調達し、三菱重工業小牧南工場（愛知県豊山町）

で組み立てられた1号機だという。 

政府は次期主力戦闘機に位置づける F35について、改修が難し

いF15などに代えて随時調達している。 

18 年末には、F35A と、短い滑走で離陸して垂直着陸ができる

F35Bを合計で 105機買い増し、将来的に 147機体制にする方

針を閣議了解した。トランプ米大統領は米国製の装備品の購入拡

大を求めており、これに応える狙いもあった。仮に機体のトラブ

ルが原因であれば、調達計画に影響が出かねないとの懸念もある。 

自民党は 10 日、国防部会と安全保障調査会の合同会議を開き、

防衛省に事故に関する説明を求めた。出席者から「製造段階に不

備はなかったのか」や「組み立ての工程に問題があったのではな

いか」などの意見が出た。 

自民党の閣僚経験者の一人は、墜落によって F35A の情報流出

を懸念する。機体の一部を他国が回収して解析すれば、最新鋭の

防衛システムが漏れる可能性があるとみる。 

 

野党５党派 セクハラ禁止法案を共同提出 

NHK2019年4月10日 20時00分 

 

立憲民主党や国民民主党など野党５党派は、職場でのセクハラを

禁止する法案を共同で衆議院に提出しました。 

提出された法案によりますと、職場でのセクハラを禁止し、国が

対象となる言動の具体的な内容などを定めた指針を作成すると

しています。 

そして、国や自治体に対し、加害者が行った言動に関する事実関

係を調査して、セクハラに該当するか判断し、職場環境の改善に

活用するための体制の整備などを求めています。 

法案を提出した立憲民主党の西村智奈美氏は、記者団に対し「去

年の通常国会でも、閣僚から『セクハラという罪はない』という

発言があった。泣き寝入りしている人や、声を上げても、もみ消

されることが多く、きちんと紛争解決につなげる手だてが必要だ」

と述べました。 

 

しんぶん赤旗2019年4月10日(水) 

衆院大阪１２区補選 安倍政治に終わり告げよう 市民・野党

の力で勝利へ ５野党勢ぞろい 宮本候補訴え 小池書記局長

応援 

（写真）声援に応える（左

から）小池、平松、服部、宮本、安居、広渡の各氏＝９日、大阪

府寝屋川市 

 衆院大阪１２区補選（寝屋川市、大東市、四條畷市、２１日投

票）が９日、告示され、市民と野党の統一候補の宮本たけし候補

（無所属）が立候補しました。宮本氏は、寝屋川市で行われた大

街頭宣伝で「安倍政治ノーの審判を」と力強く訴え。支援に駆け

付けた市民らと手をつなぐと、聴衆から熱い「たけしコール」が

響きました。 

 宮本候補は、立候補した決意について、「私が立たなければ、

安倍政権にノーという選択肢が示されないからだ」と述べ、「日

本の前途がかかった政治戦です。市民、野党の力を借りて、なん

としても競り勝たせてほしい。安倍政権打倒ののろしを、大阪か

ら全国に広げるために全力をつくす」と表明しました。 

 応援に駆けつけた日本共産党の小池晃書記局長は「いま多くの

人が安倍政治に怒りをもっています。市民と野党の『本気の共闘』

があれば勝利できます。宮本候補の『覚悟』をかけた大激戦を勝

ち抜かせてください」と訴えました。 

 

 大街頭宣伝では、子どもの未来を考えるママの会＠大阪の安居

裕子氏、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合（市

民連合）呼びかけ人・元日本学術会議会長の広渡清吾氏、元大阪

市長の平松邦夫氏、社民党府連代表の服部良一氏がマイクを握り、

宮本候補の勝利で「安倍政治を許さず、日本の新しい未来を開こ

う」と支持を呼びかけました。 

◇ 

 午前中に行われた出発式には日本共産党の山下芳生副委員長、

立憲民主党、国民民主党、自由党の代表も駆けつけあいさつしま

した。 

 

しんぶん赤旗2019年4月10日(水) 

大阪１２区 共同の旗 掲げて 安倍政権ノー 審判を 衆院

javascript:void(0)
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大阪１２区補選告示 宮本たけし候補の訴え 

（写真）支持を訴える宮本たけし候補＝

９日、大阪府寝屋川市 

 これから１２日間のたたかい。市民と野党の本気の共闘で山を

動かす、政治を変える。そのために、無所属でみなさんといっし

ょにたたかいぬきます。 

 私がこの選挙に立候補する決意を固めたのは、私が立たなけれ

ば安倍政権ノーの選択肢が示されないからです。自民党候補と安

倍政権と対決する立場にない維新候補、野党共闘を分断する政党

にいた候補では安倍政治にノーという審判を突きつけることに

はなりません。 

 私は衆院議員になってからは高すぎる学費の問題を取り組ん

できました。若者たちの夢や希望を応援できる政治をやりたいと

思っています。 

 今度ばかりは党派を超えて無所属で市民と野党の共同候補で

ある私へと託してください。広げてください。心からお願いいた

します。 

 そして沖縄３区とともに勝利して、安倍政権打倒ののろしを大

阪から全国に広げるために、がんばりぬくことをお誓い申し上げ

て立候補のごあいさつとします。 

宮本たけし候補に激励・連帯のあいさつ 

 「市民と野党の本気の共闘で安倍政治にさよならしよう」―。

衆院大阪１２区補選が９日告示され、無所属で立候補した宮本た

けし前衆院議員の応援に市民連合や５野党の各氏らが駆けつけ

ました。激励・連帯のあいさつ要旨を紹介します。 

危険な道歩む政治許さず 市民連合 広渡清吾さん 

 

 市民連合の目的は市民と野党の共同の旗を掲げて安倍政治を

倒すことにあります。宮本さんの立候補の決断に敬意を表します。 

 安倍政権の最後の目標は憲法９条の改悪です。それが実現する

と自衛隊は世界のどこにでも戦争するために出かけていかなけ

ればならなくなります。 

 こういう危険な道を歩む安倍政治を、これ以上許すことはでき

ないと思います。 

 安倍政治を変えるために立ちあがったのが宮本たけしさんで

す。「市民と野党の共同」の旗は大きくアピールすることができ

ます。大阪１２区で勝利することによって次の参院選で市民と立

憲野党の共同勢力が勝利し、日本に新しい未来をひらくために党

派を超えて大きな支持を寄せてください。 

日本が変わる“入り口”に 平松邦夫元大阪市長 

 

 自らの議員生活をなげうって、本当にこの国が良くなるために、

地域が良くなるために、さらにはウソがまかり通るような世の中

はイヤや、そういう思いを伝えるために大きな声をあげて下さい

ましたのが宮本さんです。 

 森友疑惑の国会答弁でウソを言った人を罪に問われないのは

おかしいと検察審査会が動き始めた。当たり前のことです。そう

した当たり前の世の中を大きく広げるためには、さらに広い市民

の連帯の力をまとめてこそ、本当の日本の民主主義が根付くこと

になります。 

 この選挙で安倍政権にノーを突きつけるために宮本さんを通

していただきたい。一人ひとりが周りに、日本が変わる最初の入

り口をこじ開けようと訴え続けていただきたい。 

野党議員 こぞって結集を 立憲民主党 村上史好衆院議員 

 

 野党共闘のために無所属でたつ宮本さんの英断に敬意を表し

ます。自分の身分をなげうつ決断はそうできるものではありませ

ん。 

 安倍政権の政治の私物化は極まっています。同時に補選が行わ

れている沖縄では、県民の民意を無視して辺野古の海を強行に埋

め立てています。やりたい放題の安倍政治にストップをかけたい。

その強い思いをわれわれ野党議員は受けとめていかないといけ

ません。 

 野党議員は宮本候補にこぞって結集しなければなりません。宮

本さんの勝利で市民と野党の共闘、野党の受け皿をつくっていた

だきたい。さらに参院選に向けて野党の結集をはかる第一歩とし

て何としても勝利していただきたい。そのために全力で応援しま

す。 

国会になくてはならない 国民民主党 小熊慎司衆院議員 
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 横暴な安倍政治を止めないといけません。安倍政治は経済政策

もエネルギー政策もめちゃくちゃです。消費税なんて「軽減税率」

などさまざまなごまかしをしています。 

 宮本たけしさんは素晴らしい質問をする人です。国会になくて

はならない議員です。その宮本さんが議員バッジをなげうって、

政党の枠を超えて無所属でたたかいに挑んでいます。戦後の歴史

上にないたたかいになっています。 

 市民と野党の統一（候補）という枠も超えて、日本の正しい政

治の総意として、宮本さんを国会の壇上に再び立たせないといけ

ません。宮本たけしさんの勝利によって、安倍政治を打倒する。

そのスタートにしようではありませんか。 

沖縄と一緒にたたかおう 社民党大阪府連代表 服部良一元衆

院議員 

 

 宮本さんの決意を聞いて、本当に勇気をいただきました。政治

家が現職をやめて、無所属として立候補するその決意に、まず心

から敬意を表したいと思います。 

 この選挙は、沖縄の３区と一緒にたたかう選挙です。沖縄の問

題は、まさに憲法の根幹である地方自治の問題。県知事も県民も

ノーという問題を国策として押し付ける。こんな政治を許すわけ

にはいかないじゃないですか。この選挙区で宮本さんがいなかっ

たら、沖縄のこと、森友問題、政権の腐敗を批判する人がいませ

ん。そんな選挙では駄目だと思います。 

 宮本さんにはしっかり頑張っていただき、そして、われわれも

支えて、必ず勝利を勝ち取っていこうではありませんか。 

自由・平和願う心 託そう 自由党大阪府連代表 渡辺義彦元衆

院議員 

 

 安倍さんにノー、大阪維新にもノー、そういう仲間が集まりま

した。 

 宮本たけしさんを、一人でたたかわせるな。この日本を変えて

いく。国民の皆さんの一人ひとりの自由や平和を願う心をしっか

り受けとめる候補者、宮本たけしさんを、押して押して押しあげ

ましょう。 

 これから１２日間、私たちもしっかりと宮本さんを支えて、押

し上げてまいりますので、皆さんのお力をお貸しください。 

 見れば見るほど、聴けば聴くほど納得できる、皆さんが推せる

候補者は、宮本さんしかいないのです。そのことを信じて、力を

あわせて歩んでまいります。 

「本気の共闘」で勝利必ず 共産党 小池晃書記局長 

 

 大阪と沖縄で、安倍政治に審判をくだす衆院補選が始まりまし

た。今日からは「共産党だけの宮本たけし」ではありません。市

民と野党の代表である宮本たけし候補へのご支援を広げてくだ

さい。 

 いま多くの人が安倍政治に怒りをもっています。市民と野党の

「本気の共闘」があれば勝利できます。宮本候補の「覚悟の勝負」

です。大激戦を勝ち抜かせてください。 

 「忖度（そんたく）」の政治は本当にひどい。下関北九州道路

建設の「忖度」問題で、昨日、国交省から会談記録が出てきまし

た。「総理、副総理と言うと国交省もやりにくいだろう」とはっ

きり書かれています。“「忖度」という言葉はない”と言い訳して

いるようですが、言葉に出さないのが忖度なんです。明らかに忖

度中の忖度ではありませんか。 

 森友・加計問題では総理の友人のために国有地を格安で払い下

げ、獣医学部を認可し、今度は総理と副総理の地元の道路のため

に２０００億円以上もの道路建設。こんな政治の私物化は許さな

いという審判をこの選挙でくだしましょう。 

 道理のない消費税１０％増税ストップ、国保料は大幅値下げへ、

立憲主義と憲法の平和主義を守る願いを宮本たけし候補にこぞ

って託してください。 

 私は１９９８年の参議院選挙で宮本さんと一緒に参議院議員

となりました。それから２０年、熱い思いで政治に取り組んでき

た姿を見てきました。国会にどうしても必要な人です。必ず勝ち

抜いて、国会に戻ってきてください。 

 

しんぶん赤旗2019年4月10日(水) 

大阪１２区補選の対決構図鮮明 安倍政治 退陣迫る市民・野

党共同か 政権支え・補完 自公・維新か 

 衆院大阪１２区補選（２１日投票）は９日の告示初日から対決

構図が鮮明になりました。 

 衆院議員を辞し無所属で立候補した宮本たけし候補の出発式

や街頭演説には日本共産党の小池晃書記局長、山下よしき副委員

長のほか、立憲民主党、国民民主党の衆院議員、社民党大阪府連

代表、自由党大阪府連代表や全国と地元の市民連合呼びかけ人が

駆けつけました。文字通り「市民と野党の本気の共闘で安倍政権

退陣を迫る」共同候補としてのたたかいのスタートとなりました。 

 一方、自民党公認・公明党推薦の新人、北川晋平候補の街頭演

説には甘利明自民党選挙対策委員長、佐藤茂樹公明党選挙対策委

員長らが応援。消費税増税、改憲、うそとごまかし、政治の私物

化などには一切言及なし。甘利氏は、国際博覧会（万博）の大阪

誘致をめぐり、「（大阪の）知事や市長が数回、外国を回ったぐら

いでは誘致できない」として安倍首相はじめ政府や政権与党の働
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きかけぶりを紹介し大阪の維新と“手柄”争い。佐藤氏は台風２

１号被害を受けた関西空港の復旧を例に「中央とのパイプ」をし

きりに強調し、自公連立政権を誇りました。 

 維新新人の藤田文武候補の街頭演説には馬場伸幸維新幹事長、

吉村洋文知事が駆けつけました。馬場氏は安倍政権の消費税増税

を批判しつつも「もっとひどいのは野党」として、スキャンダル

追及などにあけくれて審議の邪魔をすると野党批判。とくに共産

党について「態度をコロコロ変えるカメレオン」などと攻撃し、

国政では安倍政治にストップをかける共同、大阪では「『大阪都』

構想ストップ」「維新政治にさようなら」で共同を広げる共産党

に難くせをつけました。吉村氏は、自民、公明、維新で改憲勢力

が３分の２あることにふれ「本気で憲法を改正」し憲法９条に自

衛隊を明記するよう自民党をけしかけました。 

 元総務相で無所属の樽床伸二候補も野党共闘の分断に走った

政治家で安倍政治を転換する明確な足場がありません。安倍政権

の退陣を願う広範な市民と野党の共同候補である宮本候補と、安

倍政権を支える自民・公明の候補、安倍政治を補完する維新の候

補とのたたかいという対決の構図が鮮明です。（辺） 

 

しんぶん赤旗2019年4月10日(水) 

衆院沖縄３区補選 安倍政治に終わり告げよう 新基地反対 

民意を再び デニー知事ら応援 ヤラ候補訴え 

（写真）出発式で支援者の声援に応

えるヤラ候補（左端）やデニー知事（その右）ら＝９日、沖縄市 

 沖縄県の玉城デニー知事の昨年の知事選出馬に伴う衆院沖縄

３区補選（２１日投票）が９日、告示されました。デニー知事の

後継で、同県名護市辺野古米軍新基地建設に反対する「オール沖

縄」のヤラともひろ候補（５６）は、沖縄市の出発式で「辺野古

の海には絶対に一本の指も触れさせない」と新基地反対を強調し、

国政の場からデニー県政を支えること、子どもの貧困問題解決や

沖縄経済の活性化などを訴えました。 

 選挙戦は、ヤラ候補と安倍晋三政権丸抱えの島尻安伊子・元沖

縄北方担当相との一騎打ち。島尻氏は同日、各地で新基地建設の

推進を明言し、対決軸が鮮明となっています。 

 ヤラ候補の出発式にはデニー知事や、城間幹子那覇市長、瑞慶

覧長敏南城市長などの首長、金秀グループの呉屋守将会長らが参

加。必勝に向けた奮闘の決意を固め合いました。 

（写真）沖縄３区（名護市、沖縄市、うる

ま市、国頭郡、島尻郡伊是名村・伊平屋村） 

 デニー知事は「選挙の争点は、ウチナーンチュ（沖縄県民）の

（新基地反対の）民意を改めて確認すること」だと強調。「基地

の重圧をつけ回ししない、豊かな沖縄はアジア周辺諸国との平和

の関係をつくることによって成り立っていく」と訴えました。 

 平良昭一選対本部長（県議）は「民意を踏みにじる安倍政権の

終わりを告げるきっかけにする選挙にしよう」と呼びかけました。 

 ヤラ候補は、新基地反対の座り込みが続く辺野古の米軍キャン

プ・シュワブゲート前など、３区内各地で支持を訴えました。 

 

「辺野古終わらせる」 屋良氏が総決起大会 

琉球新報2019年4月11日 05:00  

 

支持者らとガンバロー三唱で気勢を上げる屋良朝博氏（前列左か

ら４人目）＝10日午後、沖縄市民会館 

 21 日投開票の衆院沖縄３区補欠選挙に「オール沖縄」候補と

して立候補した新人でフリージャーナリストの屋良朝博氏（56）

＝無所属＝は 10 日、沖縄市とうるま市で総決起大会を開いた。

屋良氏は最大の争点である米軍普天間飛行場の辺野古移設問題

を終わらせ「これまでの沖縄振興策を変える」と訴え、必勝を誓

った。 

 屋良氏は「大人の責任として新基地を阻止する」と呼び掛け「県

民一人一人が集まれば大きな力になる。難しい局面を乗り越える

パワーにしていこう」と呼び掛けた。今後の沖縄振興の在り方に

ついては「政府主導の振興策で沖縄は豊かになったのか。いま一

度点検し、沖縄が沖縄らしく生きていける経済構造にしないとい

けない」と訴えた。大会には玉城デニー知事も出席し「争点は辺

野古埋め立てに賛成か反対かだ。子や孫のために心をつなぎ、埋

め立て反対の意思を示そう」と呼び掛けた。玉城知事のほか、平

良昭一選対本部長、呉屋守将金秀グループ会長、東門美津子前沖

縄市長らが参加した。 

 

出足は鈍く２６０４人 期日前投票始まる 

琉球新報2019年4月11日 05:00  

 ９日に告示された衆院沖縄３区補欠選挙（21 日投開票）の期

日前投票が 10 日から県内の 14 市町村で始まった。初日の 10

日、取材で回答のなかった国頭村と宜野座村を除く12市町村で

計２６０４人が投票した。有権者の多い沖縄市、うるま市、名護

市では、県民投票の初日投票者数の６割にとどまった。 

 最も有権者の多い沖縄市では、市役所１階に設置された期日前

https://030b46df30379e0bf930783bea7c8649.cdnext.stream.ne.jp/archives/002/201904/large-dd0de7f2ad2dcbb44312b3db379171e6.jpg
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投票所に朝から多くの市民が投票に訪れた。取材に対し、最大の

争点である名護市辺野古への新基地建設の是非を投票の判断理

由と答える有権者が多かった。 

 

野党、参院選統一候補へしこりも 地方選で労組割れる  

2019/4/10 1:30情報元日本経済新聞 電子版 

統一地方選が夏の参院選に向けた野党共闘の障壁になっている。

県議選や市町村議選で立憲民主、国民民主両党の候補が競い、労

組や地方議員が陣営で割れるケースがあるからだ。参院選で立民、

国民民主、共産など野党 6党派は改選定数 1の選挙区の候補を

一本化する方針。地方選でしこりが残れば、選挙区で統一候補を

支える態勢づくりが難しくなる。 

 

野党6党派は参院選で32ある1人区のうち、愛媛、熊本で候補

の一本化で合意した。9日には都内で非公式の幹事長・書記局長

会談を開いたものの、残る選挙区の調整はつかなかった。7日の

地方選前半戦で野党間の争いが激しかったことも影響したとみ

られる。立民の福山哲郎幹事長は9日の記者会見で「統一地方選

で戦っているさなかに、議論はしにくい」と語った。 

地方選でしこりを残しそうなのは、立民と国民民主など旧民進党

系の候補が支持団体の労組や支持者の票を奪い合う選挙区だ。 

7日に投開票した岡山県議選の倉敷・都窪郡選挙区。定数14を

16 人で争う構図で、旧民進党系の無所属現職、三宅和広氏が落

選した。国民民主は三宅氏を含む3人に公認を出さなかったが、

JFEスチール、三菱自動車、化学系の各労組がそれぞれ支えた。

これとは別に立民と共産が現職をそれぞれ擁立。最終盤で立民の

枝野幸男代表が入るほどの激戦区となり、野党内で激しく票を奪

い合った。 

岐阜県議選の岐阜選挙区（定数9）は立民と国民民主、共産の現

職同士が争った。共産と立民が1、2位で当選し、国民民主の候

補は落選した。「非自民」でうまく票割りするような構図にはな

らなかった。栃木県議選の宇都宮・上三川選挙区（定数 13）は

旧民進系3人が立民、国民民主、無所属に分かれた。労組票を分

け合って全員当選したが、陣営をわけて戦った結果は残る。 

岡山、岐阜、栃木はいずれも参院選で1人区となる。野党第1党

の立民がすでに公認候補を擁立し、野党統一の候補とするよう求

めている。地方選で「非自民」票や労組票を奪い合った陣営同士

が、参院選まで残り短い期間でわだかまりなく協力し合うのには

抵抗が少なくない。 

 

12年に1度、統一地方選と参院選が重なる「亥（い）年選挙」

はもともと与野党の支持団体が混乱しやすい。なかでも今回、連

合傘下の産業別労働組合が複雑な事情に直面している。支持して

きた民進党が17年に分裂し、立民と国民民主に支持政党が割れ

たからだ。 

参院選の比例代表をみると、自治労や日教組など旧総評系は立民、

かつて民社党を支えた旧同盟系の民間労組は国民民主の公認で

それぞれ組織内候補を擁立する。一方、選挙区では組織内候補の

政党とは別の党の公認候補が出馬する可能性がある。1人区で統

一候補の調整が進めばこうしたケースが増える見通しだ。 

旧同盟系の UA ゼンセンや電力総連などは選挙区を含めて支持

政党を国民民主に絞る。立民が17年の衆院選で共産党との距離

を縮めたとみて違和感が消えないからだ。連合幹部は「国民民主

を支持するのは立民への抵抗感の表れだ」と話す。立民公認や無

所属の統一候補を全て容認できるわけではない。 

国民民主を軸に支持している民間労組、電機連合のアンケートで

は、17 年の衆院選で組合員の投票先は比例代表、小選挙区とも

に自民党がトップだった。「国民民主が伸び悩めば、民間労組票

は立民ではなく自民党に流れる」との見方もある。 

 

国民 玉木代表「野党は勢力争いでなく連携し 政権に対じを」 

NHK2019年4月10日 15時43分 

 

立憲民主党の菅元総理大臣がツイッターに「国民民主党は政治理

念が不明確なので、解散するのが望ましい」などと書き込んだこ

とについて、国民民主党の玉木代表は党の理念は明確だとしたう

えで、安倍政権に対じするため、野党は勢力を争うのではなく、

幅広く連携すべきだという考えを改めて示しました。 

立憲民主党の菅元総理大臣は統一地方選挙の前半戦の結果を踏

まえ、ツイッターに「国民民主党は政治理念が不明確なので、解

散し参議院選挙までに個々の議員の判断で立憲民主党との再結

集に参加するのが望ましい」などと書き込みました。 

これについて国民民主党の玉木代表は記者会見で「わが党の理念

は明確で、多様性や包摂といったことを重要視する政党だ」と述

べました。 

javascript:void(0)
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そのうえで、「『野党の中でどちらが勢力を取るのか』というのは

多くの国民にとっては関心がない。安倍政権に対する緊張感を作

るための野党の結集を多くの国民は求めている」と述べ、安倍政

権に対じするため、野党は勢力を争うのではなく幅広く連携すべ

きだという考えを改めて示しました。 

 

「れいわ新選組」を結成＝参院選に複数候補－山本太郎氏 

時事通信2019年04月10日19時49分 

 自由党共同代表の山本太郎参院議員（４４）＝東京選挙区＝は

１０日、参院議員会館で記者会見し、政治団体「れいわ新選組」

を結成したと発表した。夏の参院選に自身を含め複数候補の擁立

を目指す。「消費税廃止」「原発即時禁止」などの公約も打ち出し

た。 

 山本氏は「新しい時代に新しく選ばれる者たちだ。言論、政策

で斬りかかっていきたい」と述べた。 

 山本氏はこれに先立ち、自由党の小沢一郎代表を国会事務所に

訪ね、離党の意向を伝えた。小沢氏は慰留し、取り扱いを保留。

同党の国会議員は６人で、山本氏が離党しても「５人以上」の政

党要件は維持できる。山本氏は離党後も国民民主党と組む参院統

一会派にとどまる考えだ。  

 

山本太郎氏、政治団体「れいわ新選組」設立 自由党を離党へ 

毎日新聞2019年4月10日 20時10分(最終更新 4月10日 20

時10分) 

 

記者会見で新党結成などについて話す山本太郎参院議員＝国会

内で2019年4月10日午後6時6分、川田雅浩撮影 

 自由党共同代表の山本太郎参院議員（東京選挙区）は 10 日、

国会内で記者会見し、夏の参院選に向けて新たな政治団体「れい

わ新選組」を設立したと発表した。山本氏は「違う角度から野党

結集を促し、今の窮状を救いたい」と述べた。  

 新団体に参加する国会議員は山本氏 1 人で政党要件は満たさ

ない。「消費税減税」などを公約に掲げる予定で、賛同者を募っ

て参院選での候補者擁立を目指すという。  

 会見に先立ち、小沢一郎共同代表に離党の意向を伝えた。具体

的な離党の時期は、4月末を期限としている同党と国民民主党と

の合流話に結論が出た後にするという。【遠藤修平】  

 

山本太郎氏 今月下旬に離党 新党結成目指す 

NHK2019年4月10日 22時06分 

自由党の山本共同代表は、記者会見し、今月下旬に離党する意向

を表明したうえで、夏の参議院選挙に向けて新党の結成を目指す

考えを示しました。 

自由党の山本共同代表は、10 日午後、国会内で記者会見しまし

た。 

この中で、山本氏は、今月下旬に自由党を離党する意向を表明す

るとともに、みずからが代表を務める、政治団体を結成したこと

を明らかにしました。 

そのうえで、「違う角度からの野党結集を促したい」と述べ、夏

の参議院選挙に向けて新党の結成を目指す考えを示しました。 

山本氏は、平成25年に、参議院東京選挙区で無所属で立候補し

て初当選しました。 

現在は、自由党で、小沢代表とともに共同代表を務めています。 

 

国由合併に影響か…衆院大阪１２区補選、足並みに乱れ 

産経新聞2019.4.10 23:42 

 国民民主、自由両党の合併構想が大詰めを迎えている。玉木雄

一郎、小沢一郎両代表は１１日にも会談し、今月３０日と定めた

交渉期限に向け、合併の可否などを協議する。ただ、両党は衆院

大阪１２区補欠選挙（２１日投開票日）への対応に温度差が生じ

ており、合併構想に影響を及ぼしかねない。 

 国民民主党は１０日の拡大執行役員会で、大阪１２区補選は

「自主投票」で臨む方針を改めて確認した。一方、自由党は共産

党系の無所属候補を推薦している。 

 小沢氏は８日、共産党の志位和夫委員長とともに共産党系候補

の事務所へ激励に出向き、立候補の決断を「敬意を表する」とた

たえた。共産党との表立った協力を避けようとする国民民主党の

姿勢とは対照的だ。 

 玉木氏は１０日の記者会見で補選の対応の違いが合併構想に

与える影響は「全くない」と強調した。だが、「参院選の前哨戦」

（党幹部）での不一致は、同じ党として一体感を醸成できるかと

いう問題につながる。 

 ただでさえ小沢氏は、合併に向けた国民民主党側の党内手続き

の遅さにいらだちを募らせている。「大きな固まり」（玉木氏）と

いう掛け声とは裏腹に、両党の距離感は際立つばかりだ。（広池

慶一） 

 

女性議員の比率向上へ街頭演説 津田大介氏ら  

日経新聞2019/4/10 21:00 

女性議員の比率向上をめざして活動するパリテ・キャンペーン実

行委員会は 10日、女性の参政権行使 73周年を記念し、東京と

大阪で街頭宣伝活動を実施した。東京ではジャーナリストの津田

大介氏が演説し「男性も具体的な行動を始める必要がある」と述

べた。 

同委員会は上智大学法学部の三浦まり教授が代表を務める。パリ

テとは同等や同一を意味するフランス語。フランスは2000年に

パリテ法と呼ばれる法律を定め、男女の政治参画への平等を促し

た。 

パリテ・キャンペーン実行委員会によると、日本の国会議員に占

める女性の比率は衆議院で約9%と世界でも低水準だ。三浦氏は

「女性の意見を国会により反映させるためにも男女比率を半々

https://www.jiji.com/jc/giin?d=722243c1ef76c778524bd513b00fa05c&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=675ec40889e8436ee4896c7b293893fe&c=syu
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にまで高めたい」と話す。 

 

自民堅調、退潮止まらぬ旧民主、増える無所属 ４１道府県議選

分析  

産経新聞2019.4.11 07:17 

 平成最後の統一地方選前半戦で行われた４１道府県議選の当

選者数を各党派別に見ると、自民党が盤石な地方組織のもとに成

り立っていることを改めて印象付けた。対照的に、旧民主党は退

潮傾向が止まらず、これに反比例するかのように無所属が今回は

大幅に増加した。共産党など一部を除き、野党は時間とともに「溶

解」していっている。（坂井広志） 

 過去３回の４１道府県議選を振り返ると、総定数は徐々に減る

中、自民は逆に平成２３年に１１１９人、２７年に１１５３人、

今回１１５８人と確実に増やしてきた。２７年と今回は総定数の

過半数に達し、今回は２５道県議会で単独過半数を確保した。富

山は定数の８割を自民が占めた。 

 ２３年の統一選は、前月の３月に菅直人政権が退陣寸前に追い

込まれるところに東日本大震災が発生した状況で行われた。自民

は国政では野党だったにもかかわらず、議席占有率では、最低水

準となった１９年統一選のときよりも伸ばした。 

 ただ、今回は自民に異変もみられた。和歌山では二階俊博幹事

長の地元の御坊市で９期目を目指した現職が共産新人に敗北す

るなど、各地でベテランの落選が相次いだ。青森と埼玉では県連

幹事長、大阪では党府議団幹事長がそれぞれ落選しており、世代

交代の波が押し寄せているともいえそうだ。 

 旧民主は、２３年では３４６人しか当選できなかった。政権か

ら転落するとさらに弱体化し、２７年は２６４人。今回は民主が

民進党を経て空中分解し、現在の立憲民主党と国民民主党に大き

く分かれた。立民の１１８人と国民の８３人を合算しても２０１

人にとどまり、大幅に減少した。 

 一方、無所属は２７年と比べ７３人も増えた。立民や国民の看

板を忌避した旧民主系が相当数含まれたのだ。 

 国民の玉木雄一郎代表は１０日の記者会見で「（４１道府県議

選の）党籍を持って戦った方の当選率は７６・３％で、２７年の

民主時代７４・６％よりも高い」と胸を張った。ただし「公認、

推薦、無所属とさまざまな形態があった」とも語った。 

 公明党は、支持母体である創価学会の組織力を背景に、今回は

全候補者が当選した。それでも直近の３回を見ると当選者は微減

しており、確実な当選を目指す「守りの選挙」に徹する姿勢がみ

えてくる。 

 日本維新の会（大阪では地域政党「大阪維新の会」）は前回比

で３人減った。もっとも大阪では単独過半数を獲得し、本拠地で

の根強い支持の強さをバネに微減にとどめた格好だ。 

 共産は前回比１２人減だったが、８０人だった２３年の水準に

までは落ち込まず、確固たる支持者の存在をうかがわせる。２３

年、２７年では３０人台だった社民党は今回、２２人と衰退傾向

に拍車がかかった。 

 

自公「衆院2補選に全力」 幹部の現地応援も確認 

ANN2019/04/10 17:11 

 自民党と公明党の幹部が会談し、21 日に投開票が行われる衆

議院の 2 つの補欠選挙について与党で連携して勝利を目指す方

針を改めて確認しました。 

 自民党・森山国対委員長：「大阪 12区と沖縄 3区の補欠選挙

について全力を挙げて選挙戦に臨むということを再度、確認致し

ました」 

 会談では自民党と公明党の幹部が現地に応援に入ることなど

を確認しました。また、夏の参議院選挙から改選議席数が3増え

ることに伴って発生する経費を賄うため、参議院議員の歳費を3

年間限定で一人あたり月額 7 万 7000 円減額する法案について

早期に成立させる方針を確認しました。法案は参議院で先に審議

されることから、自民党と公明党は今月中に参議院で可決するこ

とを目指しています。 

 

忖度問題、麻生氏側近の議員も「２人の地元」発言 

朝日新聞デジタル2019年4月10日20時18分  

大家敏志・

自民党参院議員（左から２人目）が開いた講演会「政経フォーラ

ム」の懇親会。麻生太郎副総理（右から２人目）も出席した＝２

０１８年１２月９日午後６時４７分、北九州市小倉北区、渕沢貴

子撮影 

 関門海峡を結ぶ「下関北九州道路」事業をめぐり、麻生太郎副

総理の側近の大家（おおいえ）敏志・自民党参院議員（福岡選挙

区）が昨年１２月、「総理と副総理の地元なので２人がやるとぐ

ちゃぐちゃ言われるから、参議院の吉田博美幹事長を引っ張り出

した」と発言していたことがわかった。大家氏が、安倍晋三首相

や麻生氏を意識して吉田氏とともに事業推進に向けて動いてい

た可能性をうかがわせる内容だ。 

 事業をめぐっては、塚田一郎・前国土交通副大臣が、吉田氏か

ら「総理と副総理の地元事業なんだよ」と言われたとして「国直

轄の調査に引き上げた。私が忖度（そんたく）した」などと発言。

その後、副大臣を辞任した。 

 大家氏は昨年１２月９日、北九州市のホテルで講演し「関門橋

と関門トンネルが老朽化し、本州と九州がいろんな面で苦労して

いる」と道路の必要性を強調。「総理と副総理の地元なので、２

人がやるとぐちゃぐちゃ言われる」とし、吉田氏を「参院のドン」

と持ち上げたうえで「吉田参院幹事長に『下関北九州道路は政治

生命をかけてやる』と言わしめた」と明かした。講演には、麻生

氏のほか、塚田氏や大家氏とともに麻生派に所属する甘利明・選

挙対策委員長も出席していた。 

 大家氏は講演後の同月２０日に、吉田氏らとともに塚田氏と面

会。事業化に向けた要請を行った。大家氏のフェイスブックには

昨年１０月、「山口県下関市のご出身である安倍総理からは『早

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410003608.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410003608.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410003608.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410003608.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410003608.html
http://www.asahi.com/topics/word/関門海峡.html
http://www.asahi.com/topics/word/九州道.html
http://www.asahi.com/topics/word/麻生太郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/参議院.html
http://www.asahi.com/topics/word/吉田博美.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/忖度.html
http://www.asahi.com/topics/word/北九州.html
http://www.asahi.com/topics/word/九州道.html
http://www.asahi.com/topics/word/麻生派.html
http://www.asahi.com/topics/word/甘利明.html
http://www.asahi.com/topics/word/フェイスブック.html
http://www.asahi.com/area/yamaguchi/
http://www.asahi.com/topics/word/下関市.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410003608.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190410003618.html
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期建設に向けた活動をしっかりと取り組むように』とお言葉を頂

きました」という書き込みもあった。 

 

大家氏も「忖度」発言？ 安倍、麻生氏の意向意識 北九州の集

会 

西日本新聞2019年04月10日 06時00分  

大家敏志氏写真を見る 

 「下関北九州道路」（下北道路）を巡る「忖度（そんたく）」発

言問題に絡み、自民党の大家敏志参院議員が昨年１２月９日に北

九州市で自身が開いた政経フォーラムで「安倍（晋三）総理と麻

生（太郎）副総理の地元なので２人がやるとぐちゃぐちゃ言われ

る」と述べ、事業推進に向け両氏の意向を忖度するかのような発

言をしていたことが分かった。 

 大家氏は直後の１２月２０日、同党の吉田博美参院幹事長とと

もに、国土交通副大臣だった塚田一郎氏に要請活動を行った。吉

田氏もこの中で「総理、副総理と言うと国交省もやりにくいだろ

う」と述べたことが判明しており、大家、吉田両氏の発言は、類

似した表現になっている。 

 大家氏は、吉田氏が会長を務める下北道路の「整備促進を図る

参議院議員の会」の幹事長。政経フォーラムで大家氏は「吉田参

院幹事長を引っ張り出して『下北道路は政治生命をかけてやる』

と言わしめ、国の事業に採択される寸前のところまで来ている」

とも述べた。 

 安倍首相は昨年１０月２５日、吉田、大家両氏と会談した際に

「早期建設に向けた活動にしっかり取り組むように」と求めてい

た。 

 

安倍首相、桜田五輪相を更迭＝「復興以上に議員大事」と失言－

後任に鈴木氏 

時事通信2019年04月10日22時25分 

辞表を提出後、取材に応じる桜田義

孝五輪担当相（中央）＝１０日夜、首相官邸 

 桜田義孝五輪担当相は１０日、東京都内で開かれた自民党の高

橋比奈子衆院議員（比例代表東北ブロック）のパーティーであい

さつし、「（東日本大震災からの）復興以上に大事なのは高橋さん」

と述べた。桜田氏はこの後、発言の責任を取り、安倍晋三首相に

辞表を提出した。首相による事実上の更迭。後任には鈴木俊一前

五輪担当相の再起用が固まった。 

 ２０１２年の首相の政権復帰以降、閣僚の辞任は８人目。安倍

政権では国土交通副大臣だった塚田一郎参院議員が５日に「忖度

（そんたく）」発言で辞任したばかり。失言による閣僚・副大臣

の相次ぐ辞任は、２１日投開票の衆院２補選や統一地方選後半戦

を控え、安倍政権への打撃となった。 

 桜田氏は辞表提出後、「被災者の気持ちを傷つけるような発言

をして申し訳ない」と記者団に述べた。首相は「被災地の皆さま

に深くおわび申し上げたい。任命責任は私にある」と陳謝。「今

後も東北の復興に全力を傾けていく」と強調した。 

鈴木俊一 前五輪担当相 

 桜田氏は岩手県出身の高橋氏への支援を呼び掛ける中で「（東

日本大震災からの）復興以上に大事なのは高橋さんなので、よろ

しくどうぞお願いします」と、復興を軽視する発言をした。桜田

氏はこの直後、記者団に真意を問われたが、「そんなこと言った

ことない。記憶にない」と説明を避けた。 

 また、桜田氏はあいさつの中で、「乾杯、いよいよできるかな

と思ったときにまた一人（あいさつの）追加で、がっかりしてる

んじゃないか。私も『がっかり』という言葉が禁句だ。いろいろ

言われちゃって、もうこりごりしている」と語った。競泳の池江

璃花子選手の白血病公表に際し、「がっかりしている」と発言し

て批判を浴びたことを指したものとみられる。 

 桜田氏はこれまでも、東日本大震災発生後に国道などが「健全

に動いていた」と事実と異なる発言をして撤回。９日の参院内閣

委員会で、被災地である宮城県石巻市を「いしまきし」と言い間

違える答弁を繰り返すなど、失態が続いていた。  

 

首相が事実上の更迭に 衆院2補選への影響懸念 桜田氏辞任 

毎日新聞2019年4月10日 23時36分(最終更新 4月11日 06

時39分) 

 

辞意を表明する桜田五輪担当相＝首相官邸で2019年4月10日

午後8時51分、宮間俊樹撮影 

 桜田義孝五輪担当相（69）＝衆院千葉8区、二階派＝は10日

夜、首相官邸で安倍晋三首相と会い、自らの失言の責任を取って

辞任する意向を伝えた。桜田氏は同日、自民党の高橋比奈子衆院

議員（比例代表東北ブロック、麻生派）のパーティーで「復興以

上に大事なのは、高橋さん」と発言していた。衆院大阪 12 区、

沖縄3区両補選と統一地方選後半戦の投開票を21日に控え、影

響を最小限に抑えるため、首相が事実上の更迭に踏み切った。後

任には鈴木俊一前五輪担当相（65）＝衆院岩手 2 区、麻生派＝

を充てる方針だ。  

 桜田氏は辞表を提出した後、官邸で記者団に「被災者の気持ち

https://www.nishinippon.co.jp/nnp/photo/show/373568
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f1445b11da1e123488a293991e3be36c&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2cd38162d03162c1ec62f7e88c498264&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2cd38162d03162c1ec62f7e88c498264&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=89349ed4fb4278b0e09fa7da334f8adc&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=839cecc4cb828e8c4f56a174b756e2a3&c=san
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041001217&g=pol&p=20190410atG0S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041001217&g=pol&p=20190410atG2S&rel=pv
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を傷付けるような発言をしてしまい申しわけない」と謝罪し、自

らの発言を撤回。そのうえで「責任を感じて辞表を提出した」と

説明した。発言直後の辞任については「政治家としてけじめを付

けるべきだと思い、早いうちに首相に会った」と述べた。  

 一方、首相は官邸で記者団に「被災者の皆さまに深くおわび申

し上げたい。任命責任はもとより私にあり、こうした事態に至っ

たことについて、国民におわび申し上げる」と重ねて陳謝。「被

災者の気持ちに寄り添いながら復興に全力を傾けるのは安倍政

権の揺るぎない方針だ。全ての閣僚が復興相であるとの認識を再

確認し、今後の東北の復興に全力を傾ける」と述べ、「復興」へ

の思いを繰り返し強調した。  

 安倍政権は、道路整備を巡る「忖度（そんたく）」発言で5日

に塚田一郎元副国土交通相を事実上更迭したばかりだ。今回は失

言の余波が広がる前に早期の収束に動いた形で、桜田氏の発言か

ら辞意を伝えるまではわずか約2時間だった。  

 桜田氏はパーティーのあいさつで、2020年東京五輪に触れ、

「世界中の人が日本に来て、（高橋氏の地元の）岩手県にも行く

と思う。おもてなしの心を持って復興に協力してほしい」と述べ

た。そのうえで、高橋氏への支援を呼びかける締めくくりの言葉

で「復興以上に大事なのは高橋さんなので、よろしくどうぞお願

いします」と発言した。  

 あいさつの冒頭では、今年 2 月に競泳の池江璃花子選手が白

血病を公表した際、「がっかりしている」と述べて批判を受けた

自らの発言を念頭に「乾杯がいよいよできるかなと思ったときに

また一人（あいさつの）追加で、がっかりしているのではないか。

私も『がっかり』という言葉は禁句だ。いろいろ言われてこりご

りしている」などとも語っていた。  

 桜田氏は千葉県議を経て1996年の衆院選で初当選。現在は7

期目。2018年10月の内閣改造で初入閣した。しかし、これまで

も事実誤認の発言など失態が続いていた。  

 鈴木氏は衆院岩手 2区選出で 9期目。環境相、衆院東日本大

震災復興特別委員長などを歴任し、17年8月から18年10月ま

で五輪担当相を務めた。認証式は皇居で11日に行われるとみら

れる。【田中裕之、古川宗】  

 

危機感、首相が即断 桜田五輪相更迭 発言から2時間で 

毎日新聞2019年4月10日 23時32分(最終更新 4月11日 06

時41分) 

 数々の失言を重ねてきた桜田義孝五輪担当相が10日、ついに

辞任に追い込まれた。塚田一郎元副国土交通相の下関北九州道路

建設計画を巡る「忖度（そんたく）」発言が物議を醸す中、新た

な懸案を抱え込んだ安倍政権。閣僚の不祥事が相次ぎ、参院選で

自民党が惨敗した2007年を思わせる状況になりつつある。  

 桜田氏の辞任に、自民党の林芳正前文部科学相は10日夜、BS

フジの番組で「12 年前を思い出してしまう。しっかりと気を引

き締めていかなければいけない」と語った。安倍晋三首相は自ら

の退陣につながった07年参院選の再現を避けようと懸命になっ

ていただけに、桜田氏の失言は大きな痛手だ。新元号と新紙幣の

相次ぐ発表による政権浮揚効果は完全に吹き飛んだ。  

 桜田氏はこれまでも閣僚としての資質が疑問視されてきた。そ

れでも首相がかばい続けたのは、昨年10月の内閣改造で派閥均

衡に配慮したからだ。桜田氏は首相を支える二階俊博・自民党幹

事長が率いる二階派に所属。桜田氏を切れば「アリの一穴」にな

って政権が失速しかねないという懸念が首相にはあった。自民党

の幹事長経験者は「そもそも閣僚に起用したのがいけなかった」

と首相の人事を批判した。  

 

安倍政権の閣僚辞任などの例 

 しかし、首相は第2次内閣発足後、精力的に東日本大震災の被

災地に入ってきただけに、今回の失言は看過できなかった。17年

4月には東日本大震災が「東北だったから良かった」と発言した

今村雅弘復興相（当時）を即座に辞任させた経緯があり、桜田氏

の発言から 2 時間足らずのスピード辞任は安倍政権の危機感を

物語る。  

 桜田氏の発言直後、菅義偉官房長官から「もうかばい切れない」

と通告された二階派幹部は白旗を上げるしかなかった。田村憲久

元厚生労働相は「安倍内閣は震災復興が一丁目一番地。そういう

発言が出たのは残念だ」と記者団に語った。  

 しかし、野党は更迭が遅すぎたと見ており、首相の判断が批判

を浴びるのは確実だ。公明党の西田実仁参院幹事長は 10 日夜、

「復興で大変な生活を余儀なくされている方々を傷つけた。あっ

てはならない発言。辞任は当然だ」と突き放した。  

 統一地方選の前半戦で行われた道府県議選を自民党は無難に

乗り切った。しかし、塚田元副国交相の辞任に続く桜田氏の失態

で、14日から始まる後半戦は潮目が変わらないとも限らない。  

 自民党内では首相官邸や党執行部への不満が広がっており、あ

る閣僚経験者は「緩み切っている。安倍政権のおごりだ」と不満

を隠さない。07 年は統一地方選後に安倍内閣の支持率が急落し

た。自民党内では「政権が危うくなれば、衆参同日選もあり得る」

という見方がにわかに浮上し始めた。【鈴木一生、竹内望】  

野党「政権のゆるみ」追及 問われる任命責任  
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 桜田氏の辞任を受けて野党各党は 10 日、「被災地を傷つける

信じられない発言だ」などと一斉に反発した。5日に下関北九州

道路を巡る「忖度（そんたく）」発言で塚田元副国交相が事実上、

更迭されたのに続く「敵失」。21日投開票の衆院大阪12区、沖

縄 3 区両補選や夏の参院選を控える中、安倍首相の任命責任の

追及を強める構えだ。  

 「復興第一を掲げている政権として辞任は当然。むしろ、数々

の失言を思うと辞任は遅すぎたくらいだ」。立憲民主党の逢坂誠

二政調会長は毎日新聞の取材に怒りをあらわにした。これまで野

党は、東日本大震災の津波に関連して、「国道とか交通、東北自

動車道も健全に動いていたから良かった」などと失言を繰り返す

桜田氏に対し、重ねて罷免を要求してきた。共産党の小池晃書記

局長も「問われるのはこういう人物を大臣に据えた安倍首相の任

命責任だ。辞めて解決する話ではない」と批判した。  

 同時に野党が照準を合わせるのは「政権のゆるみ」だ。立憲の

枝野幸男代表は、17年4月に東日本大震災について「まだ東北

だったから良かった」と発言して辞任した今村元復興相との類似

性に言及。「被災者の皆さんの感情を逆なでする考えられない発

言。同じようなことで大臣が辞任するのは 2 人目だ」と指摘し

た。国民民主党の玉木雄一郎代表は「被災地の復興が風化してい

ることに対し、問題意識を持つ大臣が少なくなっている。政権全

体の復興に対する姿勢だ」と批判した。【遠藤修平】  

 

【乱流変流】（上）「反麻生」うねり一気 権力争い拒否感あらわ 

福岡知事選 

西日本新聞2019年04月08日 06時48分  

自民党の宮内秀樹衆院議員（左）ら支

援者と笑顔で握手を交わす小川洋氏＝７日午後８時１４分、福岡

市博多区写真を見る 

 ７日投開票された福岡県知事選。民意は三たび小川洋氏（６９）

を県政のリーダーに選んだ。異例の自民党分裂選挙で小川氏を大

勝に導いたのは、関係が悪化した小川氏への対抗馬擁立に突き進

んだ麻生太郎副総理兼財務相と、それに追随した党県連に対する

有権者らの拒否感だった。 

 「これまでと異なり、手作り、手探りの選挙戦となった。県民

の勝利と言っても過言ではない」 

 午後８時１分、当選確実の報に沸き上がる福岡市の報告会場に

姿を現した小川氏。日焼けした顔を紅潮させ、与野党相乗り支援

を受けた過去２回と異なり、自民推薦候補との対決となった選挙

戦を振り返った。 

 無数のカメラのフラッシュを浴びながら壇上で万歳を繰り返

す小川氏の横で、自民の武田良太衆院議員ら「反麻生」派の議員

らは満面の笑み。「県民の総力が素晴らしい結果を生んだ」と沸

き立った。小川氏は一人一人とがっちり握手を交わし、勝利の喜

びをかみしめた。 

 麻生氏との関係悪化により、小川氏は自民に対抗馬をぶつけら

れた。党推薦は「自分に出るか、最悪でも双方に出ない」と踏ん

でいた小川氏は、県議会関係者との会食中に武内和久氏に推薦が

決まったことを知らされ「え、なんで」と腰を浮かせて驚いたと

いう。 

 だが、自民推薦を取れなかったことが、逆に小川氏の「強み」

となった。 

 麻生氏の「私怨（しえん）」により、知事の座を追われそうに

なっている－。小川氏に付いたイメージは、有権者の判官びいき

を刺激した。小川氏は政党への推薦願をすべて取り下げ「県民党」

の立場を強調したことで、「権力者対県民」の構図を作り出すこ

とに成功。民意は雪崩を打った。 

 告示日、北九州市小倉北区での演説後、「応援してるよ」「絶対

に負けるな」と握手攻めにあった。「過去２回と反応がまったく

違う」。小川氏は驚きを隠さなかった。 

 県議、市議らが主催する演説会や支援者を紹介して歩く「引き

回し」はわずかだったが、小川氏と良好な関係を続けてきた県医

師連盟や県農政連、母校修猷館高の有志らが手弁当で手伝った。

「雪だるまを押してくれる手がどんどん増えていって、今ではす

ごく大きな球を転がせるようになった」。選挙戦中盤、小川氏は

手応えをこう表現した。 

 自己最多の約１２９万票を獲得し、圧勝した小川氏。だが、「戦

後」の道のりは平たんではない。 

 小川氏の陣営を主導した「反麻生」派は、小川氏の勝利で主戦

論を強める。山崎拓元自民党副総裁は「自民県連の判断は間違っ

ていた。小川氏が自民県議団と手を組めば、県民の圧倒的な負託

を裏切ることになる」。武田氏は「今回の結果は重い。政治はや

はり結果責任だ」と述べ、県連執行部の一新を求めた。 

 県議会最大会派である自民と小川氏の間に横たわる深い溝。記

者団から関係修復にどう取り組むかを問われた小川氏は笑顔か

ら一転、険しい表情に変わり、慎重に言葉を選んだ。「ノーサイ

ドという言葉は使わない。県民の幸せを上げるという共通目標の

ために、これからも協力したい」 

 

【乱流変流】（中）「麻生１強」崩れ混沌 福岡政界、見えぬ勢力

図 

西日本新聞2019年04月09日 06時00分  

福岡県知事選で、支援してきた武

内和久氏の敗戦を伝えるテレビ速報を見つめる蔵内勇夫自民党

県連会長（左）と麻生太郎副総理兼財務相（中央）＝７日午後８

時、福岡市博多区 

 福岡県知事選から一夜明けた８日夕、福岡市博多区の自民党県

https://www.nishinippon.co.jp/nnp/photo/show/373080
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連。党推薦の武内和久氏の大敗で重苦しい空気が漂う中、県連幹

部と同党県議団幹部が膝を突き合わせた。 

 約１時間後。記者会見した蔵内勇夫県連会長はさばさばとした

表情でこう語った。「統一地方選後半戦が終わった後、次の会長

の選考に入る」 

 県議団会長６期１２年に続き、他県では国会議員が就くことの

多い県連会長を歴代初めて２期（４年）連続で務める自民福岡の

重鎮。麻生太郎副総理兼財務相とともに県政界をリードしてきた

が、自民分裂選となった知事選での武内氏大敗の責任を取り、身

を引くことを決めた。 

 だが、県選出国会議員が二分し、県連立て直しが命題となる中、

次期会長選の具体的な候補者名などは話題にもならなかった。 

    ◇      ◇ 

 知事選での強引な候補者擁立劇は、「麻生１強」が招いた結果

とも言える。 

 麻生氏は事前の世論調査で武内氏が圧倒的に不利な情勢を把

握していたにもかかわらず、現職小川洋氏に対抗馬をぶつけるこ

とにこだわった。その結果、地元の飯塚市でさえ、武内氏の得票

率は約２６％に低迷。３選した小川氏に２・５倍以上の差をつけ

られた。その責任を求める声は当然、麻生氏に向けられる。 

 「身から出たさび」。党選対幹部はあきれた様子で話す。ある

中堅県議は「自民を分断して、負けたら県連会長だけに責任を取

らせるのか。ばかばかしくてやってられない」と厳しく非難した。 

 県内では２０１２年１２月の総選挙で世代交代が進み、派閥領

袖（りょうしゅう）として麻生氏とともに「三国時代」を築いた

山崎拓元党副総裁、古賀誠元党幹事長が表舞台から引退。現職と

して残る麻生氏への権力集中が加速し、「横暴さが目立つように

なった」（県連関係者）。 

 麻生氏は１６年の衆院福岡６区補欠選挙でも選対本部長を務

めた候補が大敗した経緯がある。知事選では麻生氏への反発から、

県選出衆院議員の過半数が「造反」した。「麻生さんはもう中央

政界でも県内でも大きな声を出せないだろう」。中堅国会議員は

「麻生時代」の終焉（しゅうえん）を予言する。 

    ◇      ◇ 

 ８日夕、小川氏の姿は、知事選で陣営をけん引した山崎氏の事

務所にあった。 

 「蔵内さんが（県連会長を）辞めるとは思わなかった」。小川

氏は困ったような表情で切り出した。 

 自民県議団は４０議席を維持し、最大会派であることは変わら

ない。その県議団と県連をつないでいた蔵内氏が引責辞任。二階

派の武田良太衆院議員ら「反麻生」勢力は早速、選挙の公認権や

カネの差配を握る県連会長ポスト奪還に動き、県内政局は混沌

（こんとん）としている。 

 小川氏は自民との関係について「政権与党で県議会の第１会派。

共通の目標実現に向けて努力したい」と関係改善を見据えるが、

その交渉相手が誰なのかも見極められない状況だ。 

 麻生、蔵内両氏の「重し」を失う中、県政界の勢力図はどのよ

うに入れ替わるのか。「皆目、見当がつかない」。“勝者”のはず

の山崎氏でさえ、戸惑いを口にした。 

 

【乱流変流】（下）パワーバランス変化 自民亀裂修復なるか 

西日本新聞2019年04月10日 06時00分  

 ２０年ぶりの「紙幣刷新」を発表する晴れの場にも笑顔はなか

った。 

 ９日朝、麻生太郎副総理兼財務相は財務省で記者会見し、１万

円札などの紙幣刷新について説明。福岡県知事選で支援した新人

が大敗した受け止めを問われると、「政府の立場で今、答弁して

いますんですね…」と渋りながら「自民党福岡県連の立場という

のであれば、責任を感じている」とだけ答えた。 

 麻生氏側近は「安倍晋三首相の総裁３選を真っ先に支持したの

も麻生氏。首相との関係は揺らがない」と語るが、自民党第２派

閥の領袖（りょうしゅう）の影響力低下を懸念する声は強まるば

かりだ。 

   ◇    ◇ 

 麻生氏の会見直後。自民党の二階俊博幹事長が国会内で記者会

見に臨んだ。 

 二階氏は１０日発売の月刊誌「文芸春秋」のインタビューで「ポ

スト安倍」候補の一人に菅義偉官房長官の名前を挙げた。理由を

問われると、「多くの候補が出てくると思うが、その１人として

一例を挙げた」と語り、菅氏を持ち上げた。 

 菅氏は麻生氏とは対照的に、北海道知事選で新人擁立を後押し

して勝利に導いたほか、地元の神奈川県知事選でも支援した現職

が３選。新元号「令和」の発表で知名度も上げ、「ポスト安倍」

として光が当たる。 

 一方の二階氏。全面支援した大阪府知事、大阪市長のダブル選

で自民推薦候補が敗北。地元の和歌山県議選御坊市選挙区（定数

１）で元秘書の自民現職が共産新人に破れ、「二階王国」の崩壊

を印象づけた。 

 緊張関係をはらみながら「３本柱」（与党関係者）で政権を支

えてきた麻生、二階、菅の３氏だが、パワーバランスに微妙な変

化が生じている。 

   ◇    ◇ 

 故竹下登元首相が保守の固い地盤を築いた島根でも自民党県

連は分裂、党推薦候補が敗れた。対立候補を支援した自民党町議

は「激しい戦いだったもんだから、すぐに皆で一緒にやっていく

のは一筋縄にはいかないね」とこぼす。徳島、福井両県知事選で

も自民は分裂し、しこりを残した。 

 今年は統一地方選と参院選が同じ年に行われる１２年に１度

の亥（い）年。前回の２００７年は閣僚の不祥事や失言が重なり、

統一地方選後に総崩れして参院選に惨敗、第１次安倍政権の退陣

につながった。 

 今回の統一地方選前半戦では自民党は堅調だったが、「火種」

はいくつも残る。党幹部は「地方では政権への不満がたまってお

り、閣僚の失言や不祥事が相次ぐ。１２年前と雰囲気は似ている」

と警戒する。 

 「結果については真摯（しんし）に受け止め、（統一地方選）

後半戦、必勝を期して全力で臨んでまいりたい」。参院選まで約

３カ月。亥年選挙のトラウマを抱える首相は８日、政府、与党の
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幹部会合で力を込めた。 

 

１１日に衆院通過＝強制不妊救済法案、来週にも成立 

時事通信2019年04月10日20時17分 

 

強制不妊救済法案の提出を決めた衆院厚生労働委員会＝１０日

午後、国会内 

 旧優生保護法下で障害者らが不妊手術を強制されるなどした

問題で、衆院厚生労働委員会は１０日、被害者に一時金３２０万

円を支給する救済法案を、委員長提案で衆院本会議に提出するこ

とを全会一致で決めた。１１日の本会議で可決し、参院に送付。

来週中にも成立する見通し。 

 
衆院厚生労働委員会で強制不妊救済法案の採決を見る根本匠厚

労相＝１０日午後、国会内 

 法案は、与党ワーキングチーム（ＷＴ）と超党派議員連盟がそ

れぞれ検討し、一本化した。前文で、被害者の心身の多大な苦痛

に対し、「我々」が「真摯（しんし）に反省し、心から深くおわ

びする」と明記。一時金は、不妊手術を強制された人に加え、同

意した人や旧法に基づかない子宮摘出手術を受けた人らにも支

給する。  

 

旧優生保護法の救済法案 きょう衆院通過し今国会で成立へ 

NHK2019年4月11日 4時21分 

旧優生保護法のもと不妊手術を受けた人たちを救済する法案は、

11日、衆議院を通過し、今の国会で成立する見通しです。 

法案は、与野党双方が協力してまとめたもので、旧優生保護法の

もと不妊手術を受けた人たちに一時金として 320 万円を支給す

ることなどが盛り込まれています。 

根本厚生労働大臣は、10日、衆議院厚生労働委員会で、「法案が

成立したら、一時金の着実な支給に向けて全力で取り組みたい」

と述べました。法案は、11 日の衆議院本会議で採決が行われる

ことになっていて、全会一致で可決されて、衆議院を通過する運

びです。 

また、衆議院文部科学委員会では、10 日、所得の低い世帯を対

象に、来年４月から、大学など高等教育の負担を軽くするための

法案が賛成多数で可決され、11日、参議院に送られる予定です。 

いずれの法案も、今の国会で成立する見通しです。 

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041001193&g=pol&p=20190410at85S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041001193&g=pol&p=20190410at86S&rel=pv

