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2019年5月1～2日① 

【時事、共同、朝日、赤旗、NHK、他放送】憲法、メーデー、野

党・政局、代替わり、核、国連、NPT、米朝、ベネズエラ 

 

しんぶん赤旗2019年5月1日(水) 

自民・憲法「改正」宣伝物 幹事長名で活用を要求 「参院選で

重要」と執念 

 自民党は２月に作成した「憲法改正ビラ」など改憲を進める宣

伝物を、あらためて活用するよう求めて二階俊博幹事長らの名前

で同党所属の国会議員に通知文書を出したことが３０日、分かり

ました。通知では「夏の参議院選挙は、憲法改正という観点から

も非常に重要な選挙」だと強調。参院選を通じて９条改憲を進め

るという強い意志を示しています。 

 
 通知は１０連休前の４月２６日に出されたもの。二階幹事長と

同党憲法改正推進本部長の下村博文元文科相の連名になってい

ます。「参議院選挙に勝利し、立党以来の党是である憲法改正を

成し遂げるためにも、国民の皆様に憲法改正についての理解を深

めて頂く」として改憲宣伝物の積極的活用を求めています。 

 同党は２月に改憲条文のイメージを記した「たたき台素案」の

内容を説明したビラと、一問一答形式の「Ｑ＆Ａ」資料を作成し、

国会議員らに活用を要請。このときは同党憲法改正推進本部事務

局からの要請でした。今回は幹事長と同本部長名での通知になっ

ており、より強く活用を指示した形です。 

 自民党が公表している素案は(1)９条への自衛隊の明記(2)緊急

事態条項の導入(3)参議院の合区解消(4)教育の充実―の４項目で

す。同党の「Ｑ＆Ａ」は９条改憲について「これまでの憲法解釈

についても全く変えることなく」と説明しています。しかし戦力

不保持と交戦権の否認を明記した憲法に自衛隊を書き込めば、９

条の空文化につながります。この結果、自衛隊は海外での武力行

使が無制限になります。 

 安倍晋三首相は昨年、憲法審査会で素案をもとに同党案を提示

しようと画策したものの失敗。今年に入って、全国にある衆院小

選挙区支部のすべてに「憲法改正推進本部」の設置を急ぐよう所

属国会議員に指示するなど、急速に巻き返しを図っています。 

 

全労連がメーデー式典 「ゆがんだ政治を正せ」 

2019/5/1 18:46共同通信社 

全労連系の第 90 回中央

メーデーで気勢を上げる参加者＝1日午後、東京・代々木公園 

 全労連系の第90回中央メーデー式典が1日、東京都渋谷区の

代々木公園で開かれ、主催者発表で約 2万 8千人が参加した。

小田川義和議長は、政府が進める働き方改革について「安価な労

働力として女性や高齢者、外国人を調達するためのものだ」と批

判し、「ゆがんだ政治を正すため力を合わせよう」と訴えた。 

 小田川氏は、平成の30年間で平均賃金は低下したにもかかわ

らず、大企業の内部留保が5倍になったと指摘し、「元号が変わ

れば、富の偏在や賃金低下は解消されるのか」と訴えた。 

 共産党の志位和夫委員長は「8時間働けば普通に暮らせる社会

を一緒につくりましょう」と呼び掛けた。 

 

５月１日はメーデー 労働組合が集会 雇用の安定など訴える 

NHK2019年5月1日 13時32分 

 

元号が平成から令和に変わった５月１日はメーデーで、各地で労

働組合の集会が開かれ、元号が変わっても貧困や格差を無くし、

雇用を安定させるよう訴えていくことを確認しました。 

このうち東京・渋谷区の代々木公園で開かれた全労連の中央メー

デーには、主催者の発表でおよそ２万 8000 人が参加しました。 

全労連の小田川義和議長は「元号が変わっても富の偏在や賃金の

低下が解消することはない。労働者はどの時代にも人間らしく働

ける社会や貧困の恐怖のない未来を目指して闘い続ける存在で

あることを確認しよう」と訴えました。 

このあと集会では、「貧困や格差、ハラスメントが深刻になって

いる」として、８時間働いて普通に暮らせる賃金や働くルールの

確立を目指すことなどを盛り込んだメーデー宣言を採択しまし

た。 

出版社で営業を担当しているという 40 歳の男性は、「平成は長

時間労働が厳しく、大変な時代だった。新しい時代は働きやすく、

平和な時代であってほしい」と話していました。 

労働組合の役員を務めているという 58 歳の男性は、「企業の思

うがままに首を切られるなど、悲惨な相談が労働組合に寄せられ
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ている。働き方をこれからの時代で変えてほしい」と話していま

した。 

共産党 志位委員長「最低賃金引き上げを」 

共産党の志位委員長は、東京都内で開かれた全労連の中央メーデ

ーで、「国民、労働者の闘いによって、安倍政権はあらゆる問題

で追い詰められており、日本の政治を変える希望は大いにある。

最低賃金を直ちに全国一律で 1000円に引き上げ、1500円を目

指そうではないか。『残業代ゼロ制度』を廃止して、労働者派遣

法を抜本改正し、『８時間働けば、普通に暮らせる社会』を一緒

に作ろう」と述べました。 

 

令和初日のメーデーに３千人「暮らしは厳しくなった」 

朝日新聞デジタル2019年5月1日12時35分  

メーデーの集会で気勢を上げる参

加者ら＝２０１９年５月１日午前１１時５分、名古屋市中村区の

キャナルパークささしま、前川浩之撮影 

 メーデーの１日、名古屋市中村区のキャナルパークささしまの

広場で、全労連系の愛知県中央メーデーの集会が開かれ、主催者

発表で約３千人が参加した。 

 愛知県労働組合総連合（愛労連）の榑松（くれまつ）佐一議長

は「安倍政権は『働き方改革』の名前で働かせ方の規制を緩め、

統計偽装で景気回復を装い消費税を引き上げようとしている。し

かし私たちの暮らしは確実に厳しくなっている」と強調。４月に

始まった新しい外国人労働者受け入れにも触れ、「国籍を問わず、

生活と権利を守ろう」などと訴えた。共産党の国会議員らも参加

した。 

 １０年ぶりにメーデーに参加したという愛知県春日井市の高

校教員、浅井和子さん（５２）は「平成の間に上手に賃金が削ら

れたと思う。毎日忙しくて身を削って生活している」と話した。 

 

立民、ラジオアナウンサー公認へ 7日にも、参院宮城選挙区 

2019/5/1 18:30共同通信社 

 立憲民主党宮城県連は 1 日の臨時幹事会で、夏の参院選宮城

選挙区（改選数1）の候補者として、地元ラジオ局「エフエム仙

台」アナウンサー石垣のり子氏（44）を擁立し、近く党本部に公

認申請することを決めた。幹事会後、県連幹部は7日にも公認さ

れるとの見通しを記者団に示した。 

 石垣氏は仙台市内で記者会見し「ラジオを通じて東日本大震災

の被災者らの思いを届けてきたが、肝心の物事を決める場にその

声が届いていないと感じ、立候補することを決意した」と語った。 

 党県連関係者によると、党勢拡大に向け枝野幸男代表が4日、

仙台市を訪問。石垣氏と並び街頭演説する予定だ。 

 

政府・与党、改元で政権浮揚狙う＝野党、連休明け攻勢へ－皇位

継承 

時事通信2019年05月02日07時30分 

 政府・与党は改元による祝賀ムードを政権浮揚につなげたい考

えだ。５、６月にある大型の外交行事も重視。安倍政権に対する

関心を引き付け、夏の参院選に臨む展開を描く。対する野党は、

１０連休明けの後半国会で「見せ場」をつくり、攻勢に出ようと

懸命だ。 

 改元前に塚田一郎前国土交通副大臣と桜田義孝前五輪担当相

が失言で相次ぎ辞任し、参院選の前哨戦と位置付けられた衆院２

補選でも自民党の公認候補が完敗した。政府・与党は、悪い流れ

を断ち切れないまま１０連休に入った。 

 ただ、１０連休は、政府・与党には態勢立て直しの好機と映る。

一連の失点について、自民党幹部は「連休明けには忘れられてい

る」と話す。 

 ５月下旬にトランプ米大統領が令和最初の国賓として来日。６

月下旬には２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議が日本で初めて開

かれる。政府・与党は、首脳外交を通じて安倍晋三首相の指導力

を演出したい考えだ。 

 一方、立憲民主党など主要野党は、連休前に続き、衆参両院予

算委員会で集中審議を要求していく方針。閣僚らの失態に幕を引

かせないよう、首相の任命責任を厳しく問うとともに、「政治と

カネ」の問題が取り沙汰される片山さつき地方創生担当相ら他の

閣僚への追及を強める構えだ。 

 改元に伴う刷新ムードにも着目し、立憲幹部は「古い安倍政権

はもう要らないという雰囲気にしていく」と強調した。  

 

「＃自民」で若者引き付け 令和時代へ新広報戦略 

2019/5/1 17:06共同通信社 

「＃自民党2019」プロジェ

クトで天野喜孝氏が手掛けたアート広告＝1日午前、東京都港区 

 自民党は 1 日、若者をターゲットにした令和時代の新たな広

報戦略「＃自民党2019」プロジェクトを開始した。ソーシャル

メディアを活用し、映像やファッションを通じた発信で若者を引

き付ける。安倍内閣への若年層の支持率が高年層より高い傾向が

あることに目を付け、支持基盤を拡大するのが狙いだ。夏の参院

選も意識する。 

 「ユーチューブ」には、10 代のアーティストやダンサーらに

よるプロモーションを展開する党公式動画を投稿。安倍晋三首相

も登場し、共に新時代を切り開くイメージを打ち出す。 

 甘利明選対委員長は「音楽やスポーツのように政治を身近に感

じてほしい」と期待する。 

 

令和迎え 安倍総理が若い世代と動画で共演 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190501000945.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190501000945.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190501000945.html
http://www.asahi.com/topics/word/名古屋市.html
http://www.asahi.com/topics/word/中村区.html
http://www.asahi.com/topics/word/全労連.html
http://www.asahi.com/area/aichi/
http://www.asahi.com/area/aichi/
http://www.asahi.com/topics/word/安倍政権.html
http://www.asahi.com/topics/word/働き方改革.html
http://www.asahi.com/topics/word/消費税.html
http://www.asahi.com/topics/word/外国人技能実習生.html
http://www.asahi.com/topics/word/共産党.html
http://www.asahi.com/area/aichi/
http://www.asahi.com/topics/word/春日井市.html
http://www.asahi.com/topics/word/新元号.html
https://www.jiji.com/jc/giin?d=839cecc4cb828e8c4f56a174b756e2a3&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f1445b11da1e123488a293991e3be36c&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041901042&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041100888&g=tha
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=b5cd190a143fb1131fdd12bea0bc7652&c=san
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190501000945.html
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ANN2019/05/01 07:06 

 自民党は令和時代を迎え、安倍総理大臣と新世代の若者が共演

する動画を公開するなど新たな広報戦略を発表しました。 

 動画では、様々な世界で活躍する10代のアーティストらの本

音や不安が言葉や音楽で表現され、安倍総理へ届く様子が描かれ

ています。また、人気ゲーム「ファイナルファンタジーシリーズ」

のイメージイラストなどで知られる天野喜孝氏とコラボした作

品も発表しました。自民党としては、参議院選挙を前に若い世代

の支持を獲得したい狙いがあります。 

 

消費税率は予定どおり10月引き上げを 自民総務会長 

NHK5月1日 10時40分  

 

10 月の消費税率の引き上げについて、自民党の加藤総務会長は

訪問先のアメリカで記者団に対し、「足元の経済は、リーマンシ

ョック級のようなことが起きうる状況にはない」として、予定ど

おり引き上げるべきだという考えを重ねて示しました。 

この中で加藤総務会長は「足元の経済は、特にアメリカや中国な

どの外的要因で少し弱含みになってきているのは事実だが、現時

点でリーマンショックのようなことが起きうる状況にはない」と

指摘しました。 

そのうえで、「政府は、リーマンショックのようなことがなけれ

ば引き上げると言ってきたわけだから、引き上げに向かうのは当

然で、粛々と準備を進めていく状況にある」と述べ、予定どおり

10月に引き上げるべきだという考えを重ねて示しました。 

また、夏の参議院選挙にあわせた「衆参同日選挙」について、「衆

議院の解散は、総理大臣の専権事項だが、安倍総理大臣が『頭の

片隅にもない』と言ってきたわけだから、今、そういうことをす

る状況にはない」と述べました。 

「米の雇用への貢献アピールを」 

アメリカを訪れている自民党の加藤総務会長は、日本時間の１日

未明、ケンタッキー州にあるトヨタ自動車の工場を視察しました。 

アメリカ南部のケンタッキー州には、200社近い日系企業が進出

していて、自民党の加藤総務会長は日本時間の１日未明、トヨタ

自動車の中でも世界最大規模という現地の工場を視察しました。 

工場ではおよそ 9000 人が働いているということで、加藤氏は、

担当者から説明を受けながら、乗用車を組み立てる生産ラインを

見て回りました。 

視察のあと加藤氏は記者団に、「トヨタが投資や雇用も含め、ア

メリカに大変貢献していることが改めてわかった」と述べました。 

また、日米の新たな貿易交渉に関連して、「日本の自動車産業が、

アメリカの経済や雇用に、どういう形で貢献しているかをアピー

ルし、理解を求めていく必要がある。関税が上がれば、アメリカ

経済にも影響を及ぼしかねない」と述べました。 

 

しんぶん赤旗2019年5月1日(水) 

高齢者ＶＳ現役 あおる安倍政権 社会保障費削減狙い 全世

代で改悪が実態 

 安倍政権は社会保障費の削減を狙って、盛んに「高齢者ＶＳ現

役世代」という世代間対立をあおっています。“高齢者のために

現役世代が重い負担をしている”“社会保障は高齢者に偏ってい

る”というのが決まり文句ですが、実態はどうか。 

国の責任転嫁 

 「２０２２年度に保険料率１０％以上の健保組合が４割を超え

る」「解散リスクが一層高まる」―。大企業の従業員らが加入す

る健保組合の全国組織が２２日、７５歳以上の後期高齢者医療に

対する「支援金」増などの影響について発表した集計結果の一節

です。 

 後期高齢者医療制度の財源の約４割は、現役世代が医療保険料

から負担する支援金で賄われています。国はこの間、高齢者医療

への国庫負担を抑制する一方、現役世代に支援金の負担増を押し

付けてきました。“重い負担”の裏には、国が責任を後退させ、

現役世代の保険料負担に転嫁する手口があるのです。 

 健保組合などには、特定健診（メタボ健診）の“成績”に応じ

て支援金を増減させる仕組みも設けています。１８年度から、成

績が低いとペナルティーで負担額を引き上げる上限などを拡大

しています。 

 ４月１０日の経済財政諮問会議では、根本匠厚生労働相が「個

人の行動変容を促す仕掛けが重要だ」と強調。罰金を課して「健

康づくり」＝行動変容を強要するため、高齢者を支える支援金制

度を悪用しているのです。 

深刻な生活苦 

 国は自ら現役世代の負担増を進めながら、“現役世代は過重負

担だ”と言って７５歳以上の患者窓口負担の引き上げを狙ってい

ます。 

 しかし、厚労省の調べで、７５歳以上の１人あたり平均所得は

年８５万７千円（１７年度）にすぎず、医療保険料が支払えずに

いる低所得者は２２万２千人（１８年６月現在）もいます。２万

３千人（同）が正規保険証を取り上げられ、有効期間が短い短期

証にされています。 

 高齢者狙い撃ちで年金削減などが繰り返されているためです。

そのうえ患者窓口負担を引き上げれば、さらに医療にかかりづら

くなり重症化を招きます。 

 老いも若きも全世代に改悪を押し付けているのが安倍政権の

実態です。消費税１０％増税も、「社会保障を高齢者向け中心か

ら転換する」と世代間対立をあおって強行しようとしています。

しかし、日本の社会保障給付の水準が先進国の中で「相対的に低

い」ことは、『１７年版厚生労働白書』も認めています。ウソで

塗り固めた対立と分断を乗り越えて増税も改悪も止め、社会保障

の拡充をと全世代が声を上げる時です。（松田大地） 

 

「国民の総意」と国会の役割＝皇位継承 

時事通信2019年05月02日07時27分 

 ３０年前の記憶である。宮内庁の幹部にこう問われたことがあ

る。「なぜ、この家に生まれたのか。あの人の背中にそう書いて
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あるのが見えませんか」。あの人とは平成の陛下。まだ平成が始

まったばかりだった。「平成流」という言葉はあったが、今ほど

好意的な意味は持っていなかった。むしろ、長い昭和が終わった

直後で、新しい皇室に対する抵抗感さえ示す傾向がみられた時期。

この幹部は新たな皇室の行く末を深く案じていたのだろう。 

 しかし、この心配は杞憂（きゆう）に終わった。ＮＨＫ放送文

化研究所が５年ごとに実施している「日本人の意識」調査（２０

１８年６、７月実施）によると、天皇に「尊敬の念をもっている」

人が４１％とトップで、「好感をもっている」人が３６％で２位。

肯定的に受け止める人が８割近くに達し、１９７３年の調査開始

以来最高になった。昭和の終わりの８８年では、天皇に「特に何

とも感じていない」人が４７％でトップ。「尊敬」２８％、「好感」

２２％で半分は肯定的受け止めだったが、やはり平成皇室に対す

る好感度の高さが際立つ。 

 盤石の代替わりにみえるが、死角はないのか。 

 気になるのは、皇室－宮内庁－官邸の意思疎通が機能していな

い点である。平成の陛下は１０年７月に宮内庁参与会議で初めて

退位の意向を示した。１６年８月のビデオメッセージを受けてよ

うやく退位に向けた立法作業が始まったのだから、少なくとも６

年間は陛下の意向は顧みられなかった。大嘗祭での天皇家の私費

負担について、秋篠宮さまは昨秋の誕生日会見で「３０年前から

言っていた」と述べた。長期にわたるわだかまりが「宮内庁長官

は聞く耳を持たない」という激しい表現になったのだろう。皇室

の側からの意思伝達は、完全な目詰まり状態にある。 

 国会に皇室全般の問題をテーマにした熟議の場を設けてはど

うだろうか。未来永劫（えいごう）の存続を求められる天皇家。

長期の視点で、天皇や皇族の意向も聞きながらじっくり議論する。

女性天皇や女系の未決の課題もある。今後は外交官出身の皇后さ

まの登場で、外国訪問が増えた場合、微妙な問題も起きる可能性

がある。皇室を取り巻く種々の課題を、内閣に一方的に委ねてい

たことがこれまでの問題の根底にある。国民主権の原則から言っ

ても、国会が皇室の問題を積極的に議論することは何ら問題ない。

むしろ、「国民の総意」を形成するのが国会の本来の使命だ。 

 １６年夏までは、陛下が退位の意向を持っていることを国民は

知らなかった。ビデオメッセージを見た世論は素直に受け止め、

退位に大きな支持を与えた。政治的権能を持たないはずの天皇の

意向で、「終身」とする原則に制度変更が加えられた。ある種の

超憲法的措置に対し、政治学者らの一部からは「天皇の主体的意

思の暴走」を懸念する声が上がる。平成流を支えた象徴的行為だ

が、今後、その象徴的行為が「国民の総意」に反するようなもの

になってはならない。「総意」を形成する熟議の場が、象徴天皇

を安定的に支える。その仕組みづくりが次の時代の課題だ。（時

事通信解説委員・橋詰悦荘）。  

 

官邸主導で退位日決定＝年末案・年度末案は見送り－皇位継承 

時事通信2019年05月01日07時08分 

 天皇陛下が４月３０日で退位され、皇太子さまが５月１日に新

天皇に即位される日程は、首相官邸の主導で決まった。検討の過

程では２０１８年１２月末退位案や年度末に当たる１９年３月

末退位案も浮上したが、宮内庁も含めた水面下での調整の末、４

月末退位で決着した。 

 政府関係者によると、官邸内で当初有力だったのは「１８年１

２月末退位、１９年元日即位」案だった。しかし、年末年始は皇

室行事が立て込むとして宮内庁が反対。１９年１月７日の昭和天

皇逝去３０年の式年祭を自ら行いたいとの天皇陛下の意向もあ

り、見送られた。 

 この後に浮上したのが「１９年３月末退位、４月１日即位」案。

年度が替わるという区切りのよさもあり、宮内庁などはいったん

はこの日程を念頭に動き始めようとした。だが、官邸が最終的に

選んだのは大方の予想を覆す「１９年４月末退位、５月１日即位」

案だった。 

 ３月末退位案が消えた背景には「（年度の切れ目は）人の移動

が激しく、４年に１度の統一地方選で慌ただしい」（安倍晋三首

相）との判断があったとされる。一方、政権に批判的なメディア

が日程を報じたことが影響したとの見方もある。 

 皇位継承日程を協議した１７年１２月１日の皇室会議では、野

党出身の赤松広隆衆院副議長が１８年１２月末退位案を主張。し

かし、議長役を務めた首相は「大勢は４月末退位案だ。それでよ

ろしいですね」と押し切った。日程は約１週間後に閣議決定され

た。  

 

皇位継承安定化へ動き鈍く＝安倍政権、「女系天皇」論を警戒 

時事通信2019年05月02日07時29分 

 

 天皇陛下の即位を受け、皇位継承資格者は秋篠宮さま（５３）、

悠仁さま（１２）、常陸宮さま（８３）の３人だけになった。手

を打たなければ、皇位継承資格者がいずれ不在になる恐れが否定

できない状況だ。皇位継承を安定的に維持していくには打開策の

検討が急務だが、女系天皇容認論の再燃を警戒する安倍政権の動

きは鈍い。 

 政府は１日、天皇陛下が皇位の証しとされる剣や勾玉（まがた

ま）などを引き継ぐ「剣璽等承継の儀」を挙行。成年男性皇族２

人が同席する中、女性皇族は一人も姿を見せなかった。皇位継承

の中心儀式に女性皇族が立ち会えば、女系天皇容認につながりか

ねないとの保守派の懸念に対する配慮も背景にある。 

 皇位継承の安定化は２０００年代初頭に盛んに議論されるよ

うになった。皇室典範は、父方をたどって天皇と血統がつながる

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=68da68b6e8bf808822469e6ce3156f51&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019043000404&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050100520&g=pol&p=20190501ax06S&rel=pv
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男系の男子が皇位を継承すると定めるが、当時の皇室では１９６

５年の秋篠宮さまを最後に長く男子が生まれていなかった。この

ため、関係者の間で皇位が断絶しかねないと危機感が強まった。 

 こうした中、小泉内閣の有識者会議が０５年に提唱したのが女

性・女系天皇の容認だった。４７年制定の皇室典範が規定する皇

位継承資格は、それまで可能だった婚外子即位の道も閉ざし、歴

史上、最も門戸が狭い。一方、日本社会で進む少子化の波は皇室

にも押し寄せる。 

 有識者会議は報告書で、こうした事情に触れながら、「一組の

夫婦の出生数が２人を下回れば、男系男子は世代を追うごとに減

少し続ける」と警告。女性の社会進出も考慮しつつ、「皇位の男

系継承を維持することは極めて困難。女性・女系天皇への道を開

くことが不可欠だ」と結論付けた。 

 これに異論を唱えたのが保守派だった。当時官房長官だった安

倍晋三首相も、その一人だ。史上数人いる女性天皇はともかく、

全く例のない女系天皇は皇室の伝統に反すると批判。代わりに４

７年に連合国軍総司令部（ＧＨＱ）の指令で皇籍離脱した旧皇族

の皇籍復帰を主唱した。 

 しかし、旧皇族は約６００年前の室町時代までさかのぼらなけ

れば今の皇室と共通の祖先にたどり着かない遠縁。国民の理解を

得られないとの声は強かった。議論が行き詰まる中、０６年に悠

仁さまが誕生。第１次安倍政権が発足すると、安定継承の議論は

立ち消えになった。 

 女性皇族は一般男性と結婚すると皇籍を離れるため、皇族が将

来ほとんどいなくなり、皇室活動に支障が出るとの懸念も現実味

を帯びる。野田政権は女性・女系天皇の議論とは切り離し、女性

皇族が結婚後も皇籍に残る女性宮家創設に限って議論を進めよ

うとしたが、第２次安倍政権発足でこれも棚上げになった。 

 国会が一代限りの天皇退位を認めた際の付帯決議は、皇位継承

の安定化を「先延ばしできない」と指摘。速やかな検討を求めた。 

 だが、政府は「慎重かつ丁寧な検討が必要」との姿勢を崩さな

い。菅義偉官房長官は１日の記者会見で「まずは天皇陛下の即位

に伴う一連の儀式がつつがなく行われるよう全力を尽くす」と表

明しており、着手は早くても秋以降になる見通し。政府関係者は

「検討を始めても、ふりだけ。結論は数十年後だ」と語った。  

 

女性宮家の創設 保守層中心に慎重論 議論見通せず 

NHK5月2日 4時03分  

 

皇位継承を受けて、政府は今後、安定的な皇位継承の確保や皇族

数の減少への対応を迫られることになりますが、女性皇族が結婚

後も皇室にとどまる女性宮家の創設には保守層を中心に根強い

慎重論があり、今後、議論がどこまで進むかは見通せない状況で

す。 

今回の皇位継承にあたり、政府は、天皇の意思に基づく譲位と受

け取られれば、国政への関与を禁じた憲法に抵触するおそれがあ

るとして、退位と即位の儀式を厳格に分離するなど、憲法との整

合性に腐心し慎重に準備を進めてきました。 

今後、政府は、天皇陛下と上皇さまが並び立つ、権威の二重性の

問題などが発生しないよう細心の注意を図りながら、一連の儀式

を円滑に行うための準備を進めることにしています。 

一方、皇位の継承資格がある皇族は、新たに皇嗣となられた秋篠

宮さまなど３人となるほか、女性皇族が結婚で皇室を離れること

も予想されることから、政府は今後、安定的な皇位継承の確保や

皇族数の減少といった課題への対応を迫られます。 

菅官房長官は１日の記者会見で、今回の皇位継承を実現する特例

法を審議した衆参両院の委員会で、政府に対して、これらの課題

への速やかな検討を求める付帯決議が可決されたことから、極め

て重大な問題だとして検討を行っていく考えを示しました。 

その一方で、菅官房長官は、女性皇族が結婚後も皇室にとどまる

女性宮家の創設などについては「男系継承が古来、例外なく維持

されてきた重みなどを踏まえ、慎重に検討を行う必要がある」と

述べました。 

女性宮家の創設は、これまでも当時の小泉政権と野田政権で議論

されましたが、保守層を中心に「女系天皇の誕生に道を開くこと

につながり、男系の皇位継承という伝統が壊れかねない」などと

いった慎重論があるほか、女性天皇の容認は皇位継承順位に影響

を与える可能性も浮上することから、今後、議論がどこまで進む

かは見通せない状況です。 

 

官房長官 女性宮家創設など「慎重に検討」 

NHK2019年5月1日 10時21分 

 

女性宮家の創設などへの対応について、菅官房長官は臨時閣議の

あとの記者会見で「男系継承が古来、例外なく維持されてきた重

みなどを踏まえ慎重に検討を行う必要がある」としたうえで、ま

ずは一連の式典が円滑に行われるよう全力を尽くす考えを示し

ました。 

この中で菅官房長官は皇族数の減少や女性宮家の創設などへの

対応について、「国家の基本に関わる極めて重要な問題だ。男系

継承が古来、例外なく維持されてきた重みなどを踏まえ、慎重か

つ丁寧に検討を行う必要がある」と述べました。 

そのうえで「政府としては、まずは天皇陛下のご即位に伴い、一

連の式典が国民の祝福の中で、つつがなく行われるよう全力を尽

くし、そのうえで衆参両院の委員会で可決された付帯決議の趣旨

を尊重して対応してまいりたい」と述べました。 

今回の皇位継承を実現するために制定された特例法を審議した

衆参両院の委員会では安定的な皇位継承を確保するための課題

や、女性宮家の創設などについて、政府に対し、速やかに検討す

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042601142&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042601142&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042601142&g=tha
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042601142&g=tha
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
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ることを求める付帯決議が可決されています。 

 

退位の礼、くすぶる違憲論＝「伝統と憲法」調和に腐心－政府 

時事通信2019年05月01日07時06分 

 平成最後の日の４月３０日、天皇陛下の「退位の礼」に当たる

「退位礼正殿の儀」が催され、憲法上の国事行為と位置付けられ

る一連の皇位継承儀式がスタートした。政府は伝統と憲法を調和

させることに腐心しながら儀式の詳細を決めたが、違憲の疑いが

あるとの声もくすぶる。 

 退位礼正殿の儀は午後５時から皇居・宮殿「松の間」で行われ

た。天皇、皇后両陛下が入場されると、侍従が皇位の証しとされ

る剣、勾玉（まがたま）などを台上に安置。安倍晋三首相が「国

民代表の辞」を読んだ後、天皇陛下が「お言葉」を述べた。 

 約１０分後に両陛下らが退出し、３０日の儀式は終了。剣と勾

玉は元の保管場所に戻された。次の儀式は５月１日午前１０時半

からで、新天皇が剣と勾玉を引き継ぐ「剣璽等承継の儀」となる。

政府高官は「常に憲法との関係を考えながらやってきた。よくこ

こまで来た」と語った。 

 平成の代替わりで経験した「即位の礼」と異なり、退位の礼は

象徴天皇制を定めた現憲法下で初めてで、約２００年前に光格天

皇が退いて以来。政府は平安時代の書「貞観儀式」を研究しなが

ら、伝統的な退位の礼を憲法の枠内にどう収めるかに頭を悩ませ

てきた。 

 退位礼正殿の儀と剣璽等承継の儀を分離したのは工夫の一つ。

伝統を重視する保守派には、両儀式の一体化を求める声が強かっ

たが、天皇陛下が自らの意思で皇位を譲ったように映れば、天皇

の政治的権能を禁じた憲法に抵触しかねない。このため、両儀式

を日を変えて行うこととし、１７時間以上の間隔も設けた。 

 剣と勾玉を退位礼正殿の儀の後にいったん片付けたのも、天皇

陛下から皇太子さまに渡したようになるのを避ける狙いがある。

譲位色を薄めるため、伝統の「譲位の宣命」もなくした。即位の

礼に関しては、違憲論争が再燃しないように、議論が一応決着し

た平成の代替わりの例を踏襲する。 

 それでも違憲性を指摘する声は絶えない。例えば、退位礼正殿

の儀で使われた剣と勾玉は「三種の神器」の一部。政府は皇室経

済法に基づく「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」と位置付け

ているが、宗教色が強いことから、憲法の政教分離原則との関係

で問題視する向きがある。 

 １日に剣璽等承継の儀に続いて行われる「即位後朝見の儀」も、

朝見が「臣下が朝廷に参内して天子に拝謁（はいえつ）すること」

（大辞林）を意味するため、国民主権の原則にそぐわないとの意

見がある。１０月２２日の「即位礼正殿の儀」で使われる高御座

の宗教色を指摘する声も消えない。 

 中でも論争を呼びそうなのが１１月１４、１５両日の大嘗祭だ。

即位後の天皇が国の安寧と五穀豊穣（ほうじょう）を神々に祈る

宗教的な儀式のため、国事行為とは位置付けない。しかし、政府

は平成の代替わりの際と同様に費用は国費でまかなう方針で、整

合性を問う声が上がりそうだ。 

 平成の代替わりの際は、大嘗祭と即位の礼の合憲性を争う訴訟

が相次いだ。違憲性を認めた最高裁判決はないが、１９９５年の

大阪高裁判決は「政教分離規定に違反するのではないかとの疑い

を一概には否定できない」と指摘した。今回も一連の儀式をめぐ

り訴訟が起こされる可能性はある。  

 

代替わり「憲法違反の宗教儀式だ」 天皇制反対の講演会 

朝日新聞デジタル2019年5月2日05時05分  

雨が降る中、天皇制に反対する市民らが

東京・銀座の通りをデモ行進した＝東京都中央区 

 
 天皇制を批判する講演会やデモ行進が１日、各地であった。明

治学院大（東京都港区）では、「天皇の代替わりを考える講演会」

があり、教職員や学生ら約１００人が参加。小森陽一・同大客員

教授（日本近代文学）は、代替わりで「三種の神器」が引き継が

れたことを挙げ、「近代の国家権力と結びついた万世一系の天皇

神話を実体化するための儀式。憲法違反の宗教儀式だった」と批

判した。 

 一方、買い物客らでにぎわう東京・銀座周辺では、デモ隊が天

皇制に反対して行進。多くの警察官が警戒に当たる中、デモ隊は

「元号を押しつけるな」「代替わりしても、天皇の戦争責任は終

わっていない」などと声を張り上げた。 

 大阪市北区では１日、新天皇の即位に反対する集会があった。

反戦運動や労働運動などに携わる人たちが「天皇制について考え

る機会にしよう」と呼びかけ、約９０人が集まった。 

 中之島公園で開かれた集会では、学校教員や日雇い労働者の組

合員らが登壇。「代替わり儀式が政教分離に反する」「学校での君

が代斉唱の強制につながる」などと反対意見を述べた。 

 主催者の一人で大阪府の会社員、古橋雅夫さん（６５）は「即

位の日だからこそ、天皇制を考える機会にしたかった」と話した。 

 西南学院大（福岡市）では神学部がシンポジウムを主催。教授

や学生、市民ら約１５０人が参加した。元西南学院宗教局長で牧

師の松見俊さんは「『平成最後の……』『令和最初の……』という

フレーズのオンパレード。政治社会の重要な課題があいまいにな

ってしまうと危惧される」と指摘。さまざまな世論調査では国民

の約８０％が天皇制を支持しているとされるが、「では、２０％

の人は『非国民』になるのでしょうか」と問いかけ、少数者の権
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利の視点の大切さを訴えた。 

 

安倍首相の国民代表の辞（全文） 

朝日新聞デジタル2019年5月1日11時41分  

 謹んで申し上げます。 

 天皇陛下におかれましては、本日、皇位を継承されました。国

民を挙げて心からお慶（よろこ）び申し上げます。 

 ここに、英邁（えいまい）なる天皇陛下から、上皇陛下のこれ

までの歩みに深く思いを致し、日本国憲法にのっとり、日本国及

び日本国民統合の象徴としての責務を果たされるとともに、国民

の幸せと国の一層の発展、世界の平和を切に希望するとのおこと

ばを賜りました。 

 私たちは、天皇陛下を国及び国民統合の象徴と仰ぎ、激動する

国際情勢の中で、平和で、希望に満ちあふれ、誇りある日本の輝

かしい未来、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ

時代を、創り上げていく決意であります。 

 ここに、令和の御代（みよ）の平安と、皇室の弥栄（いやさか）

をお祈り申し上げます。 

 

「上皇陛下に敬意」「国民思い、寄り添う」おことば全文 

朝日新聞デジタル2019年5月1日13時04分  

「即位後朝見の儀」で「おことば」

を述べる天皇陛下と、皇后さま＝２０１９年５月１日午前１１時

１５分、皇居・宮殿「松の間」、代表撮影 

 新天皇陛下が１日、「即位後朝見の儀」で語った「おことば」

は次の通り。 

     ◇ 

 日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより、ここに

皇位を継承しました。 

 この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします。 

 顧みれば、上皇陛下には御即位より、三十年以上の長きにわた

り、世界の平和と国民の幸せを願われ、いかなる時も国民と苦楽

を共にされながら、その強い御（み）心（こころ）を御自身のお

姿でお示しになりつつ、一つ一つのお務めに真摯（しんし）に取

り組んでこられました。上皇陛下がお示しになった象徴としての

お姿に心からの敬意と感謝を申し上げます。 

 ここに、皇位を継承するに当たり、上皇陛下のこれまでの歩み

に深く思いを致し、また、歴代の天皇のなさりようを心にとどめ、

自己の研鑽（けんさん）に励むとともに、常に国民を思い、国民

に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の

象徴としての責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の

発展、そして世界の平和を切に希望いたします。 

 

しんぶん赤旗2019年5月1日(水) 

皇太子が新天皇に即位 天皇退位し上皇に 

 天皇は３０日、皇室典範特例法にもとづき退位し、１日午前０

時に皇太子が新天皇に即位しました。元号も「平成」から「令和」

に改まりました。 

 退位した明仁氏は１９８９年１月、昭和天皇の死去を受けて天

皇に即位。２０１６年８月、国民に向け、高齢を理由に退位の意

向を示唆するビデオメッセージを発表しました。 

 皇室典範は天皇が死去したとき新天皇が即位するとだけ定め

ていますが、国会では衆参両院議長が各党・会派の意見を聴取し、

立法府としての対応を議論。１７年６月、天皇退位を一代限り特

例的に認める皇室典範特例法が全会一致で可決・成立しました。 

 日本共産党は「『個人の尊厳』という日本国憲法のもっとも根

本的な精神に照らして考えるならば、一人の方がどんなに高齢に

なっても仕事を続けるように求める現在の在り方には改革が必

要で、退位を認めるための立法を政治の責任で実現すべきだ」と

いう見地で特例法に賛成しました。 

 退位後、天皇は「上皇」となり、皇后は「上皇后」となります。 

 

安倍首相「輝かしい令和時代創る」＝初日の閣議、緊張漂う 

時事通信2019年05月01日16時05分 

臨時閣議に臨む安倍晋三

首相（中央）ら＝１日午前、首相官邸 

 令和初日の１日、政府は首相官邸で臨時閣議を開き、天皇陛下

の即位に伴う二つの儀式を国事行為とすることなどを決定した。

安倍晋三首相は閣議後の閣僚懇談会で「天皇陛下の即位を心より

ことほぐとともに、政府として輝かしい令和の時代を創り上げて

いく決意だ」と述べた。 

 臨時閣議は午前８時４７分から約１０分間行われた。この日は

政府が実施する「クールビズ」初日だったが、軽装の閣僚はおら

ず、閣議前の写真撮影で言葉を交わす閣僚もいないなど緊張感が

漂った。 

「即位後朝見の儀」で新天皇陛下のお言葉

に続き、国民代表の辞を述べる安倍晋三首相＝１日午前１１時１

７分、皇居・宮殿「松の間」（代表撮影） 

 皇居での即位後朝見の儀では、えんび服姿の首相が国民代表の

辞を述べ、「激動する国際情勢の中で、平和で希望に満ちあふれ、

誇りある日本の輝かしい未来、人々が美しく心を寄せ合う中で、

文化が生まれ育つ時代を創り上げていく」と語った。  

 

皇位継承を内閣告示 
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時事通信2019年05月01日09時00分 

 政府は１日午前の臨時閣議で、天皇陛下の退位に関する皇室典

範特例法に基づき、陛下が上皇となり、皇太子さまが皇位を継承

されたとする内閣告示を決定した。 

 閣議では(1)新天皇、皇后両陛下のお住まいは当面、東京都港区

元赤坂の御所と定め、「赤坂御所」と呼ぶ(2)上皇ご夫妻のお住ま

いは当面、皇居内の御所とし、「吹上仙洞御所」と呼ぶ－との内

閣告示も決めた。  

 

新天皇陛下の「おことば」閣議決定 お住まい名称なども 

朝日新聞デジタル2019年5月1日10時20分  

臨時閣議に臨む安倍晋三

首相（中央）ら＝２０１９年５月１日午前８時４６分、岩下毅撮

影 

 政府は１日午前の臨時閣議で、新天皇陛下が皇位の証しとされ

る神器などを引き継ぐ「剣璽（けんじ）等承継の儀」と、即位後

初めて国民の代表にあいさつする「即位後朝見の儀」を、憲法に

基づく天皇の国事行為として行うことを決定した。朝見の儀で天

皇として初めて述べる「おことば」と、安倍晋三首相による「国

民代表の辞」も決定した。 

 剣璽等承継の儀は１日午前１０時半から、朝見の儀は午前１１

時１０分から執り行われる予定。国事行為は内閣の助言と承認の

下で行われるが、剣璽等承継の儀と朝見の儀は「新天皇に対する

助言と承認」となるため、政府は即位を待って閣議決定した。 

 このほか皇位継承に伴う内閣告示を公示すると決定した。天皇

陛下が特例法の規定により４月３０日をもって退位し、上皇とな

ったこと▽皇太子の徳仁（なるひと）親王が特例法の規定により

皇位を継承したこと▽新天皇、皇后両陛下のお住まいを当分、東

京・元赤坂の東宮御所とし、「赤坂御所」と称すること▽上皇、

上皇后陛下のお住まいを当分、皇居の御所とし、「吹上仙洞（せ

んとう）御所」と称すること――の４件。 

 

新天皇陛下、儀式で神器など継承 新たな勲章も着用 

朝日新聞デジタル中田絢子、島康彦 2019年 5月 1日 11時 13

分  

「剣璽等承継の儀」に臨む天皇陛下と、

皇嗣となった秋篠宮さま。手前は「三種の神器」の剣と璽を台上

に置く侍従＝２０１９年５月１日午前１０時３２分、皇居・宮殿

「松の間」、代表撮影 

 新天皇陛下が１日、即位し、皇位のしるしとされる神器などを

引き継ぐ「剣璽（けんじ）等承継の儀」が宮殿・松の間で午前１

０時半に始まった。安倍晋三首相や衆参両院議長らが参列。新天

皇陛下は燕尾（えんび）服に、天皇という特別な地位に基づく「大

勲位菊花章頸飾（けいしょく）」などの勲章を身につけて入場し

た。 

 参列は皇位継承権のある成人の男性皇族に限られ、継承順位第

１位の皇嗣となった秋篠宮さま、同３位で上皇さまの弟・常陸宮

さまが続いた。女性皇族は参列しなかった。 

 新天皇陛下に続き、侍従が「三種の神器」（剣、璽〈じ〉＝ま

が玉、鏡）のうち、鏡を除く剣と璽、天皇が国事行為の執務で使

う御璽（天皇の印）、国璽（日本国の印）を捧げ持って入場。新

陛下の前の台にそれぞれを置いた。儀式は約５分間で終わった。 

 ４日には新天皇即位を祝う一般参賀が予定されている。新天皇、

皇后両陛下が、皇嗣の秋篠宮さま、紀子さまをはじめとする皇族

方と共に６回ほど宮殿・長和殿のベランダに立つ。上皇ご夫妻は

出席しない。（中田絢子、島康彦） 

 

女性皇族、承継の儀に出席せず 成年男性に限定 

2019/5/1 12:33共同通信社 

「剣璽等承継の儀」に臨まれる天皇

陛下＝1日午前10時32分、宮殿・松の間（代表撮影） 

 天皇陛下が三種の神器の一部などを引き継ぐ「剣璽等承継の儀」

に出席される皇族は成年男性に限られ、女性皇族や秋篠宮家の長

男悠仁さまは同席者に含まれなかった。皇位継承は男系男子に限

定するとした皇室典範の規定を重視し、皇嗣秋篠宮さまと常陸宮

さまが出席。昭和から平成への代替わり時と同様に女性皇族の出

席は見送った。 

 前回は皇族だけでなく全体でも女性の出席者はなく、今回は片

山さつき地方創生担当相が出席し、憲政史上初の女性参列者とな

った。 

 政府の検討段階では有識者らから異論が出たが、前例踏襲で押

し切る格好となった。皇室の伝統を尊重する保守派への配慮もあ

ったようだ。 

 

天皇陛下「国民に寄り添う」 憲法にのっとり責務果たす 

2019/5/1 18:125/1 18:13updated共同通信社 

赤坂御所に戻られる天皇陛下＝1日午後0時38分、

東京・元赤坂 

 天皇陛下は1日、皇居・宮殿「松の間」で、皇位継承の重要儀

式「即位後朝見の儀」に臨まれた。陛下は「自己の研鑽に励むと

ともに、常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっと
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り、日本国および日本国民の統合の象徴としての責務を果たす」

と天皇として最初のお言葉を述べた。安倍晋三首相ら三権の長や

閣僚らを前に「国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和

を切に希望します」と強調した。 

 退位した上皇さまの、象徴としての30年余りの歩みを「いか

なる時も国民と苦楽を共にされた」と振り返り「象徴としてのお

姿に心からの敬意と感謝を申し上げます」と語った。 

 

新天皇陛下「国民の象徴の責務果たす」 初のおことば 

朝日新聞デジタル中田絢子、島康彦 2019年 5月 1日 12時 46

分  

「即位後朝見の儀」で「おことば」を述べる

天皇陛下＝２０１９年５月１日午前１１時１４分、皇居・宮殿「松

の間」、代表撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新天皇陛下が１日、即位し、「令和」の時代が幕を開けた。午

前中、天皇が国民の代表に会う「即位後朝見の儀」などの即位の

儀式が皇居であり、陛下は「憲法にのっとり、日本国及び日本国

民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国

の一層の発展、そして世界の平和を切に希望いたします」と即位

後初めての「おことば」を述べた。 

 新天皇陛下は５９歳、新皇后の雅子さまは５５歳。初の戦後生

まれの天皇ご夫妻の誕生となった。 

 この日はまず、皇位のしるしとされる神器などを引き継ぐ「剣

璽（けんじ）等承継の儀」が宮殿・松の間で午前１０時半に始ま

った。国事行為で、安倍晋三首相や衆参両院議長らが参列。新天

皇陛下は燕尾（えんび）服に、天皇という特別な地位に基づき「大

勲位菊花章頸飾（けいしょく）」などの勲章を身につけて入場し

た。参列は皇位継承権のある成人の男性皇族に限られ、継承順位

第１位の皇嗣となった秋篠宮さま、同３位で上皇さまの弟・常陸

宮さまが続いた。女性皇族は参列しなかった。 

 天皇陛下に続き、侍従が「三種の神器」（剣、璽（じ）＝まが

玉、鏡）のうち、鏡を除く剣と璽、天皇が国事行為の執務で使う
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御璽（天皇の印）、国璽（日本国の印）を持って入場し、陛下の

前の台に置いた。儀式は約５分間で終わった。 

 午前１１時１０分過ぎからは同じ松の間で即位後朝見の儀が

行われた。天皇陛下と、ロングドレス姿の雅子さまが入場。皇族

方が続いた。 

 陛下は、閣僚や地方自治体の首長らを前に「日本国憲法及び皇

室典範特例法の定めるところにより、ここに皇位を継承しました」

と宣言。続いて安倍首相が「国民を挙げて心からお慶（よろこ）

び申し上げます」と述べた。 

 その後、剣と璽は新天皇を乗せた車で、お住まいの赤坂御所に

運ばれた。 

 これに先立ち、安倍首相は１日の臨時閣議後の閣僚懇談会で

「天皇陛下のご即位を心よりことほぐとともに、政府として輝か

しい令和の時代を作り上げていく決意だ」と発言した。 

 菅義偉官房長官も臨時閣議後の記者会見で「ご即位を謹んでお

喜び申し上げるとともに、国と国民の象徴として皇后陛下ととも

に、健やかにお務めいただくことをお祈り申し上げたい」と発言。

「平和で希望に満ちあふれ、誇りある日本の輝かしい未来を作り

上げていくため、最善の努力を尽くす決意だ」とも述べた。 

 ４日には皇居で、天皇即位を祝う一般参賀が予定されている。

天皇、皇后両陛下が、皇嗣の秋篠宮さま、紀子さまをはじめとす

る皇族方と共に６回ほど宮殿・長和殿のベランダに立つ。上皇ご

夫妻は出席しない。（中田絢子、島康彦） 

     ◇ 

 剣璽（けんじ）等承継の儀の参列者は次の通り。 

 ▽首相、閣僚 

 ▽衆参両院の正副議長 

 ▽最高裁長官、最高裁判事 

 即位後朝見の儀の参列者は次の通り。 

 ▽首相、閣僚、内閣官房副長官、副大臣、内閣法制局長官 

 ▽衆参両院の正副議長、常任委員長、特別委員長、審査会長、

調査会長、事務総長、国立国会図書館長 

 ▽最高裁長官、最高裁判事、高裁長官、最高裁事務総長 

 ▽特記した以外の認証官 

 ▽都道府県・市・町村の首長と議会の代表各２人 

 ▽それぞれの配偶者 

 

【令和元年スタート 速報】 

2019/5/1 16:195/1 16:20updated共同通信社 

「即位後朝見の儀」でお言葉を述べられる天

皇陛下と皇后さま＝１日午前１１時１４分、宮殿・松の間（代表

撮影） 

  新天皇陛下が即位され、新たな時代「令和」がスタートしまし

た。初儀式となる「剣璽（けんじ）等承継の儀」や、陛下の初め

てのお言葉など、最新の動きをお伝えします。（タイムラインは

記事の出稿時間） 

 12:22 天皇陛下は１日正午すぎ、皇居・宮殿で、宮内庁の小

田野展丈侍従長と河相周夫上皇侍従長の認証官任命式に臨んだ。

即位後初めての任命式。 

 12:18 中国メディアによると、中国の習近平国家主席は１日、

天皇陛下の即位に祝電を送った。 

 11:42 トランプ米大統領は４月３０日夜（日本時間５月１日

午前）、天皇陛下の即位に際し「最も深い祝意を送る」との声明

を発表した。 

 11:26 １日午前７時２０分ごろ、東京都八王子市の武蔵陵墓

地で「人が倒れている」と警視庁に通報があった。成人とみられ

る男性が死亡しており、警視庁は遺体の状況から自殺の可能性が

あるとみて詳しく調べている。 

 11:19 天皇陛下は「即位後朝見の儀」で「自己の研鑽に励む

とともに、常に国民を思い、国民に寄り添う」と述べた。 

 11:19 安倍晋三首相は即位後朝見の儀で「天皇陛下を国およ

び国民統合の象徴と仰ぎ、文化が生まれ育つ時代を創り上げてい

く決意だ」と述べた。 

 11:16 「憲法にのっとり、象徴としての責務果たす」と天皇

陛下、初のお言葉。 

 11:13 天皇陛下が即位後、初めてのお言葉を述べる「即位後

朝見（ちょうけん）の儀」が皇居・宮殿で午前１１時１２分ごろ

始まった。 

 10:37 「剣璽等承継の儀」が午前１０時３５分、終了した。 

 10:35 片山さつき地方創生担当相は１日、「剣璽等承継の儀」

に参列した。憲政史上初の女性参列者となった。 

 10:32 天皇陛下が即位して初めての儀式に臨んだ。 

 09:35 安倍晋三首相は１日の閣僚懇談会で「天皇陛下のご即

位を心よりことほぐとともに、政府としては輝かしい令和の時代

を創り上げていく決意だ」と述べた。 

 09:01 政府は１日の臨時閣議で、天皇陛下のお言葉と、安倍

首相の国民代表の辞を決定した。 

 天皇陛下は１日午前、皇居・宮殿「松の間」で皇位継承の重要

儀式「即位後朝見（ちょうけん）の儀」に臨み、「憲法にのっと

り、日本国および日本国民統合の象徴としての責務を果たすこと

を誓う」と天皇として最初のお言葉を述べられた。これに先立ち、

即位後初めての儀式となる「剣璽（けんじ）等承継の儀」に臨ん

だ。「令和」に改元されたこの日から、陛下は新天皇として本格

的な活動を始めた。 

 朝見の儀には、安倍晋三首相や衆参両院議長ら三権の長、閣僚

のほか、都道府県の知事や市町村長の各代表らが参列。皇后さま

や皇位継承順１位となった皇嗣（こうし）秋篠宮ご夫妻と長女眞

子さま、次女佳子さまら成年皇族も出席した。 

 陛下は「自己の研鑽（けんさん）に励むとともに、常に国民を

思い、国民に寄り添う」と決意を語った。安倍首相が国民代表と

して「天皇陛下を国および国民統合の象徴と仰ぎ、文化が生まれ
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育つ時代を創り上げていく決意だ」とあいさつした。 

「剣璽等承継の儀」に臨まれる天皇陛下＝１日午

前１０時３２分、宮殿・松の間（代表撮影） 

  

赤坂御用地を出て皇居に向かわれる天皇陛下＝１日午前９時５

２分、東京・元赤坂 

 皇居・二重橋付近で「令和」の文字を掲げ記念撮影する

男性＝１日午前８時３３分 

 

【詳報】皇后雅子さま晴れやか 新天皇陛下が即位儀式 

朝日新聞デジタル2019年5月1日16時59分  

 「平成」が終わり、いよいよ「令和」の時代が幕を開けました。

新天皇陛下の即位にともない、１日はさまざまな儀式が行われま

す。令和最初の日、全国の出来事をタイムラインで追いかけます。 

「即位後朝見の儀」で、初めてのお言葉を

述べる天皇陛下と、皇后さま。参列した秋篠宮ご夫妻＝２０１９

年５月１日午前１１時１４分、皇居・宮殿「松の間」、代表撮影 

１４：５５ 

新皇后さま、ロングドレス姿 

 新皇后の雅子さまは新天皇とともに、上皇ご夫妻にあいさつを

するため、皇居に入る半蔵門を車で通過した。皇后さまは午前中

のローブ・デコルテから、アイボリーのローブ・モンタントと呼

ばれるロングドレス姿に着替え、同色の帽子も着用。小雨がぱら

つく中、沿道などで待ち受けた人たちに笑顔で手を振り、歓声に

応えていた。 

赤坂御所から皇居へ向かう天皇、皇后両陛下＝

２０１９年５月１日午後２時４８分、東京都港区、江口和貴撮影 

１４：５０ 

京都御苑をみこしが行く 

 令和を祝い、京都市上京区の御霊（ごりょう）神社と中京区の

下御霊神社の祭礼のみこしが京都御苑（上京区）内を巡行した。

両神社とも皇室とゆかりが深く、江戸時代には、みこしが御苑の

中を練り歩き、天皇が観覧することが恒例となっていたという。

だが、明治維新を機に、天皇が東京に移ると、その伝統は途絶え

た。 

 今年は５月１日の神幸祭と新天皇即位が重なった。さらに御霊

神社のみこしの一つが江戸時代、後水尾（ごみずのお）天皇から

寄進されて４００年、下御霊神社のみこしが江戸時代、霊元上皇

と東山天皇から与えられて３１０年の節目。両神社が御苑を管理

する環境省などと協議し、みこし巡行が実現した。 

１２：３４ 

１５０頭の羊が「令和」 

 千葉県富津市のマザー牧場で、羊約１５０頭が「令和」の文字

をつくった。来場者は草原に文字ができあがると一斉に拍手。千

葉県市川市の小６、広末日鞠（ひまり）さん（１１）は「令和の

字ができて驚いた。新しい時代は友達をたくさんつくりたい」。 

１２：３１ 

京都の芸妓が祝いの口上 

 京都の花街・先斗町（ぽんとちょう）で１日から始まった春の

舞台公演「鴨川をどり」。初回の開演前に、芸妓（げいこ）の久

富美（ひさふみ）さんと市園（いちその）さんが、黒紋付きの正

装姿で先斗町歌舞練場（京都市中京区）の舞台に登場。金びょう

ぶを前に、「新たな御代とこの鴨川をどりが、時を同じくして幕

を開けることができましたことは、まことに幸せなことにござり

ます。令和の御代になりましても先斗町を、そして鴨川をどりを、

よりいっそうごひいきいただきますよう、お願い申し上げます」

と、特別に祝いの口上を述べた。 

１２：３０ 

一家に３時代そろった 

 東京都中央区の北田有希子さんは、２９５８グラムで生まれた

次男を初めて抱っこした。午前０時４３分に出産。自身と夫は昭

和生まれ、小学１年の長男、長女（２）は平成生まれ、次男は令

和生まれ。「一家の中に３時代がそろうことになった」と笑う。 

１２：１５ 

号外１万３千部を配布 

 朝日新聞社は午後、新天皇陛下が即位したことを報じる号外を

発行した。東京都内の渋谷、新宿、秋葉原、有楽町で計１万３千

部を配布。ＪＲ有楽町駅近くで受け取った東京都板橋区の橋久子

さん（７２）は号外を広げ、「新天皇皇后両陛下が無事に即位さ

れてうれしい。天災のない平穏な時代になってほしい」と話した。 

東京・秋葉原で、新天皇陛下即位の号外が

配られた＝２０１９年５月１日午後０時４０分、東京都千代田区、

田辺拓也撮影 

１２：０７ 

新天皇陛下、認証官任命式 

 新天皇陛下が新侍従長となった小田野展丈氏、新設された上皇

職のトップ・上皇侍従長となった河相周夫氏の認証官任命式に臨

んだ。陛下は二人に「重任ご苦労に思います」と述べた。この日
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午前には、車で皇居に到着後、内閣から届く書類を決裁する「執

務」も行った。 

１２：００ 

明治神宮、一時１０時間待ちに 

 明治天皇をまつる東京都渋谷区の明治神宮では、御朱印を求め

る人が続々と列に加わっていた。最後尾には、「１０時間待ち」

の看板が掲げられた。 

明治神宮の御朱印を待つ人の最後尾には「待ち

時間８時間以上」の看板が掲げられた＝２０１９年５月１日午後

０時３７分、東京都渋谷区 

改元祝し、だんじり集結 

 令和への改元を祝し、神戸市東灘区のＪＲ摂津本山駅近くでは、

午前中から神戸・阪神間の地域からだんじり４５台が集結した。

約３７００人の担ぎ手たちが万歳三唱をした後、正午ごろから、

お囃子（はやし）とともに高さ４メートルほどあるだんじりを引

き、延長約４００メートルの幹線道路を練り歩いた。 

改元を祝して、神戸・阪神間から集まった

４５台のだんじりが巡行した＝１日午後０時２１分、神戸市東灘

区、矢木隆晴撮影 

１１：４０ 

宮内庁長官「しっかりお支え」 

 宮内庁の山本信一郎長官は庁舎内で記者団の取材に応え、新陛

下について「新しい御代を迎え、新しい風に向かって国民の期待

に応えていかれると思いました」と話した。宮内庁としては「今

年１年色々な行事があり、恒例の地方訪問もいよいよスタートす

る。しっかりお支えしていきたい。皇后陛下も十分に体調管理に

留意されて、お務めをしていただきたいと思う」と述べた。 

１１：３０ 

改元と結婚、山頂で祝う 

 天孫降臨の地とされ、宮崎、鹿児島両県にまたがる高千穂峰（１

５７４メートル）では、改元を祝う記念登山会があった。４月２

８日に挙式し、１日午後に婚姻届を出すという宮崎市の新婚カッ

プルも参加。山頂でお祝いの「登頂結婚記念証」を渡すイベント

があり、お祝いムードに包まれた。宮崎県高原町商工会などの有

志による主催。あいにくの雨や霧にもかかわらず、約３００人の

応募者や一般の登山者などで山頂はにぎわった。 

「登頂結婚記念証」を受け取った柿

木健太さん、涼夏さん夫妻＝５月１日、宮崎・鹿児島両県にまた

がる高千穂峰山頂、菊地洋行撮影 

１１：１７ 

新天皇陛下「責務果たす」 

 新天皇陛下が即位儀式で「憲法にのっとり、日本国及び日本国

民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国

の一層の発展、そして世界の平和を切に希望します」と即位後初

めての「おことば」を述べた。 

 安倍首相は、即位後朝見の儀で、新天皇陛下の「おことば」を

受け、「私たちは、天皇陛下を国及び国民統合の象徴と仰ぎ、激

動する国際情勢の中で、平和で、希望に満ちあふれ、誇りある日

本の輝かしい未来、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生ま

れ育つ時代を、創り上げていく決意であります」と述べた。 

１０：５０ 

雅子さま、伝統のティアラ姿 

 新皇后となった雅子さまも、皇居に「初通勤」した。 

 皇后さまは午前１０時５０分ごろ、皇居に入る半蔵門に車で到

着。周辺に集まった人たちから「雅子さまー！」と歓声が上がり、

皇后さまは車の左右に笑顔を向け手を振って応えていた。 

 その後、皇居・宮殿で「即位後朝見の儀」に参列。皇后さまは

歴代皇后に受け継がれたティアラを初めて着用。新天皇陛下のそ

ばで笑みを浮かべていた。 

赤坂御所から皇居へ向かう皇后さま＝２０１９年

５月１日午前１０時４１分、東京都港区、江口和貴撮影 

１０：５０ 

ＳＬが改元記念出発式 

 ＪＲ山口線の新山口駅（山口市）では、改元を記念したＳＬや

まぐち号の出発式があった。日の丸を掲げた１９３８（昭和１３）

年製造の蒸気機関車Ｄ５１（デゴイチ）の姿をカメラに収めよう

と、約６００人の鉄道ファンが集まるなか、午前１０時５０分に

津和野駅（島根県津和野町）に向けて出発した。 

日の丸が掲げられたＳＬやまぐち号＝２０

１９年５月１日午前１０時４３分、山口市、藤野隆晃撮影 

１０：３０ 

新天皇陛下が「承継の儀」 

 新天皇陛下が即位し、皇位のしるしとされる神器などを引き継
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ぐ「剣璽（けんじ）等承継の儀」が宮殿・松の間で始まった。安

倍晋三首相や衆参両院議長らが参列。新天皇陛下は燕尾（えんび）

服に、天皇という特別な地位に基づく「大勲位菊花章頸飾（けい

しょく）」などの勲章を身につけて入場した。 

 参列は皇位継承権のある成人の男性皇族に限られ、継承順位第

１位の皇嗣となった秋篠宮さま、同３位で上皇さまの弟・常陸宮

さまが続いた。女性皇族は参列しなかった。 

 新天皇陛下に続き、侍従が「三種の神器」（剣、璽〈じ〉＝ま

が玉、鏡）のうち、鏡を除く剣と璽、天皇が国事行為の執務で使

う御璽（天皇の印）、国璽（日本国の印）を捧げ持って入場。新

陛下の前の台にそれぞれを置いた。儀式は約５分間で終わった。 

「剣璽（けんじ）等承継の儀」に臨む天皇

陛下＝皇居・宮殿「松の間」、２０１９年５月１日午前１０時３

２分、代表撮影 

１０：００ 

新天皇陛下が「初出勤」 

 新天皇陛下は１日朝、お住まいのある赤坂御用地を車で出発し、

即位関連の儀式に出席するため車で皇居へ「初出勤」した。新陛

下の姿を見ようと、沿道には大勢の人たちが集まった。 

 午前１０時前、新天皇陛下を乗せた車が半蔵門に到着すると、

集まった市民ら約５００人から、「陛下！」「天皇陛下万歳」など

の声が上がった。陛下は車の窓をあけ、にこやかに手を振って応

えた。 

 陛下は当面、赤坂御用地にある即位前と同じ住まいで生活し、

皇居・御所に通うことになる。 

赤坂御所から皇居へ向かう天皇陛下＝２０１９年５

月１日午前９時５２分、東京都港区、江口和貴撮影 

１０：００ 

昭和生まれ２人の結婚式始まる 

 茨城県守谷市の結婚式場「ベル・ジャルダン」で、牛久市の会

社員、吉川雅利さん（３４）と友紀さん（３２）夫妻の挙式が始

まる。ともに昭和生まれ。平成の昨年末に婚姻届を出し、令和が

スタートする１日の挙式を選んだ。「幸せいっぱいな毎日を過ご

していきたい」。 

指輪を交換した吉川夫妻＝守谷市の結

婚式場「ベル・ジャルダン」 

９：１５ 

菅官房長官も祝意 

 菅義偉官房長官は臨時閣議後の記者会見で、新天皇陛下の即位

について「謹んでお喜び申し上げるとともに、国と国民の象徴と

して、皇后陛下とともにお健やかにお務めいただくことをお祈り

申し上げたい」と祝意を述べた。 

 菅氏は、退位特例法の付帯決議に盛り込まれた安定的な皇位継

承の議論開始時期について、「天皇陛下のご即位に伴う一連の式

典が、国民の皆さまの祝福の中でつつがなく行われるよう全力を

尽くし、その上で衆参両院の委員会で可決された付帯決議の趣旨

を尊重して対応したい」と述べた。一連の即位の式典が終わる今

秋以降になるとの見通しを示した形だ。 

 退位特例法の付帯決議は、安定的な皇位継承を確保するための

諸課題、女性宮家の創設などについて法施行後すみやかに検討す

るよう求めている。 

９：００ 

明治神宮に行列 

 東京都渋谷区の明治神宮では、午前５時の開門直後から令和初

日の御朱印を求める人たちが行列を作った。予想を上回る人出に

対応するため、午前９時の予定だった受け付け開始時間を午前６

時半からにした。 

 さいたま市から訪れた中里有花さん（５１）と長男で小学６年

生の颯人（はやと）君（１１）は約２時間並び、「令和元年５月

１日」の日付が入った御朱印をもらった。御朱印集めが趣味とい

う颯人君は「新しい時代の最初の日にもらえた。自慢できる」と

笑顔を見せた。 

明治神宮では御朱印を求める人たちが行

列を作った＝１日、東京都渋谷区 

８：４７ 

「おことば」閣議決定 

 政府は首相官邸で臨時閣議を開き、１日午前に行う「剣璽（け

んじ）等承継の儀」と「即位後朝見の儀」を国事行為として行う

ことを閣議決定した。新天皇陛下が朝見の儀で天皇として初めて

述べる「おことば」と、安倍晋三首相による「国民代表の辞」も

決定した。 

臨時閣議に臨む安倍晋三首相

（中央）＝２０１９年５月１日午前８時４６分、岩下毅撮影 

０８：３０ 

婚姻届提出、２０組が列 

 愛知県豊橋市役所が婚姻届特別窓口を開いた。先着１００組に

は鉢植えの花を贈った。 

 受け付け開始前から２０組以上が列をつくった。先頭は市内に

住む西岡宗樹さん（２４）と高岡夏良（なつみ）さん（２４）の

２人。午前６時前に着いたが「１番とは思いませんでした」。 
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婚姻届を提出した先着１００組に鉢植えが

贈られた＝２０１９年５月１日午前８時４３分、愛知県豊橋市、

宮沢崇志撮影 

０８：０６ 

令和ゆかりの地、長い列 

 「令和」ゆかりの地、福岡県太宰府市の坂本八幡宮では、朝か

ら参拝者の長い列ができていた。境内は前日からにぎわい、令和

と書かれたパネルや令和元年と記された御朱印を手にして記念

撮影をする人たちの姿がみられた。 

「令和」ゆかりの坂本八幡宮は早朝から

参拝客らでにぎわった＝２０１９年５月１日午前８時６分、福岡

県太宰府市、小宮路勝撮影 

８：００ 

市役所守衛室に婚姻届 

 水戸市役所の守衛室で、同市堀町の銀行員、後藤洋輔さん（３

３）と病院事務、柳橋睦さん（２５）が婚姻届を提出し、受領さ

れた。特設の写真ブースで記念撮影した洋輔さんは「この日を、

１０年後も２０年後も忘れないと思う」。睦さんは「令和の時代

は、天災が起こりませんように」と新時代の平穏を願った。 

水戸市役所に設置されている婚姻記念の写真ブ

ース＝２０１９年５月１日午前８時５０分、水戸市中央１丁目水

戸市役所、小島弘之撮影 

０７：３０ 

自転車４日こぎ、皇居で記念撮影 

 大阪市淀川区の製造業木内信吉さん（４８）は４月２８日昼に

自宅を出発し、自転車をこぎ、４日かけて皇居に到着した。午前

７時半ごろに皇居に到着すると、持参した「令和」の文字を印刷

した紙を持ち、皇居を背景に記念撮影した。 

 当初は淡路島への自転車旅行を計画していたが、家族から「そ

んなん記念にならへんやろ。やるなら皇居やろ」と言われて一念

発起したという。宿泊はネットカフェ。静岡県で道を間違え、電

車に乗ったが、箱根の山も自転車で越えた。 

 この日が誕生日という。「ただただ疲れた。自転車に乗り続け

てテレビも見なかったから、元号をめぐる話題はよくわからない

けれど、みんなが僕の誕生日を祝ってくれるみたいでうれしい」

と笑った。 

０５：３０ 

新天皇の健康を祈願 

 千葉県成田市の成田山新勝寺で、新天皇の健康と世の中の平穏

が長く続くことを祈る「奉祝朝護摩供（ほうしゅくあさごまく）」

が始まった。約３００人が参列し、大本堂で約５０人の僧侶が読

経した。５日まで１日８回、計４０回の護摩修行が行われる。地

元の老舗和菓子店「なごみの米屋（よねや）」の諸岡良和社長は

「穏やかな時代が長く続くことを祈りました」と話した。 

新天皇の健康と世の中の平穏を祈る朝護摩供

（ごまく）が始まった。大導師の岸田照泰（しょうたい）権大僧

正（ごんだいそうじょう）が護摩木を火に入れた＝２０１９年５

月１日午前５時５７分、千葉県成田市の成田山新勝寺、根岸敦生

撮影 

０４：５０ 

サンシャイン６０で「初の日の出」 

 東京・池袋の高層ビル「サンシャイン６０」の展望台には、令

和初の日の出を見るイベントに約１００人が集まった。ただ、窓

外に見えるのは真っ白な曇り空。建物一つ見えず、「全然、太陽

出てねえ」「もう無理だ」。来場客らは苦笑いを浮かべながら、家

路についた。 

０４：１１ 

本土最東端に３７０人 

 本土最東端の納沙布岬（北海道根室市）には、「令和」最初の

日の出を見ようと、早朝から約３７０人の観光客や市民がマイカ

ーなどで押しかけた。しかし、日の出の予想時刻とされた午前４

時１１分ごろには、低く垂れ込めた雲に阻まれ、太陽は拝めなか

った。地元の根室交通のバスツアーに参加した男性は「日の出が

見えなくて残念だが、なかなかできない経験ができた」。 

「令和」の初日の出を見ようと、納

沙布岬灯台から東の海上を注視する人たち＝１日、北海道根室市、

神村正史撮影 

午前１０時半から「承継の儀」 

 新天皇即位に伴い、皇居・宮殿では１日午前１０時半から、皇

位のしるしとされる神器などを引き継ぐ「剣璽（けんじ）等承継

の儀」、午前１１時１０分から新天皇が最初のおことばを述べる

「即位後朝見の儀」がそれぞれ国事行為として行われる。 

高度１万４千メートルまで上昇すると

令和となって初の日の出が雲間から見えた＝２０１９年５月１

日午前４時４６分、新潟・佐渡島の北７０キロ、朝日新聞社機か
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ら、迫和義撮影 

 

News Up 令和スタート にぎやかさと静粛と 

NHK2019年5月1日 19時49分 

 

令和、スタート。それに合わせてカウントダウンが行われるなど、

新年を迎えたようなにぎやかさが各地で見られます。一方、街を

歩いてみると、元号が変わっても変わらない、日常が淡々と続い

ていて、ネット上にも「わたしはふだん通り」「平常運転」とい

ったことばがあがりました。にぎやかさと静粛、それが並んだ１

日でした。 

（ネットワーク報道部記者 松井晋太郎 藤目琴実 吉永なつみ） 

にぎやかさの中で 

東京 渋谷のカウントダウン 

「10、９、８、７…３、２、１！」 

元号が変わるその時に合わせて、東京でも札幌でも松山でもカウ

ントダウンが行われました。その瞬間は身動きができないほどの

混雑ぶりです。飛行機で南アルプスの上空から令和の初日の出を

眺めるイベントもあり、さながら新年を迎えた時と同じようなム

ードが漂っていました。昭和から平成に変わる時にはなかった新

しい形の元号のスタートは、一見するとお祝いムードの中で始ま

ったようです。 

地球も銀河も平常運転 

ところがネット上では、お祝いムードのツイートがあふれる一方、

少し違った声も聞かれました。 

「世間は10連休だ、令和だってのにふだん通り仕事」 

「冷静に考えたら元号も正月もクリスマスも人間が決めただけ

で１日はひとしく１日。地球も銀河も平常運転」 

「令和になったからといってすぐに変わる訳はありません！新

しい時代を作っていくのはわれわれですから、ふだん通りに楽し

んでいきましょ」 

元号が変わり、新たな気持ちにはなるけれど、自分は日常を淡々

と生きていく、生活は変わらないといった内容のツイートです。 

ふつうの５月１日 

 

実際、どうなんだろう。都内の商店街に行って聞くことにしまし

た。 

中野区にある「東中野名店会」、およそ１キロの間にたくさんの

店が並んでいます。10 連休というのもあるのか多くの店がシャ

ッターを下ろしていて、街は静かです。 

 

その中にふだんどおりに開いている店がありました。店のひさし

には少しかすれた色で「花のよしはし」と書かれていました。ピ

ンクやオレンジなど色鮮やかな花を店先に並べている花屋の店

主は吉橋正巳さんです。 

 

「時代が変わった変わったって、いろいろとお祝いの様子が伝え

られているけど、ぼくにとってはふつうの５月１日だよ」 

「花の市場は、ゴールデンウィークも開いているんだし」 

（吉橋さん） 

特別な１日より 日常を長く 

吉橋さんは昭和31年、埼玉県の花農家の次男として生まれまし

た。 

「農家は長男が継いだし自分は高校を卒業してから５年ほどサ

ラリーマンをしたよ」「でもやっぱり花が好きでね。20代中頃に

花屋になるための修行に出たんだ」 

そして平成８年、39 歳の時にこの商店街に店を構えました。当

時、商店街には３軒の花屋がありましたが、いまも店を開いてい

るのは「花のよしはし」だけです。 

「近くのスーパーでも花を売るようになってね。個人で店を続け

るのはなかなか厳しいんだ」 

店を出したころ、休日には商店街を歩行者天国にするほど大勢の

人でにぎわいましたが、いまはかつてほど人が集まらなくなり、

店も減っていると言います。街の人に支えられながらなんとかや

ってきたという吉橋さんですが、店は自分の代で終わりと考えて

います。 

 

令和がスタートしたきょうについて、こう話していました。 

「きのうもきょうも変わらない。時代の先は読めないからあした

もどうなるか分からない。ただ平和な時代が続くといいよね」 

いつもと同じように店を開く吉橋さん。特別な１日よりも今の日

常が長く続くことを願っていました。 

“年末年始以外は、２日に１回は市場に行って地域の人に花を売

る” 

厳しい現実の中にあるそんな日常です。 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190501000424.html
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そしてきょうも 

 

そして、改元にともなう今回の大型連休の初日、路上生活者など

への支援活動を行うＮＰＯ法人の炊き出しにはおよそ 130 人が

東京 池袋の公園に食事を求めて並びました。 

生活相談では、派遣社員だったという40代の男性から「失業し

て、どんな仕事でもやろうと思い探しているが見つからない」と

いった相談が、初めて炊き出しに来たという男性から「仕事を失

って寮も出された。住むところがない」といった相談があったそ

うです。 

炊き出しに来る人は以前は大半が高齢者でしたが、いまは40代

や50代の姿が多いのが当たり前になっています。ＮＰＯでは令

和がスタートしたきょうも池袋駅の周辺でいつもと変わらずに

支援活動をし、おにぎりなどの食事を配ることにしています。 

清野賢司さん 

「“きょう身を寄せる場所がない”という相談は毎日のように来

ています。元号が変わってもこれまでと変わらず、困難から抜け

出せるように日々支え続けるしかありません」 

（ＮＰＯ法人ＴＥＮＯＨＡＳＩ代表理事 清野賢司さん） 

訪れるのではなく 

元号が変わり、新たな気持ちにはなるけれど、平成の宿題が一気

に片付いたわけではありません。静かに淡々ときょうを迎えた人

たちも多く、それぞれの生活に向き合って、変わらない１日を精

いっぱい過ごしているようでした。 

今よりもいい時代は、何かの変わり目で自然と訪れるのではなく、

これから自分たちで作っていかなければなりません。 

「新しい時代を作っていくのはわれわれ」 

令和初日のけさ早く、ネットにあがったことばをきょうはかみし

めたいです。 

 

新天皇陛下 家族と共に 「絆のありがたさ実感」 

東京新聞2019年5月1日 朝刊 

「退位礼正殿の儀」に臨む新天皇、皇后両陛

下＝３０日、皇居・宮殿「松の間」で（代表撮影） 

  新天皇、皇后両陛下は一九九三年六月九日に結婚された。新

両陛下が初めて出会ったのは八六年十月、東宮御所（現・赤坂御

所）で開かれたスペイン王女の歓迎会だった。 

 新皇后雅子さまは外務省勤務時代に海外留学し、一時は疎遠と

なったが、新陛下の熱意は強かった。九二年十月に宮内庁新浜鴨

場（千葉県市川市）でプロポーズ。このころはお妃（きさき）選

び報道が過熱し、マスコミの目に触れないよう新陛下はワゴン車

に身を隠して極秘裏に鴨場へ向かったエピソードが残る。プロポ

ーズの言葉「一生、全力でお守りします」は大きな話題になった。 

 新皇后さまは九九年に妊娠するが流産。二〇〇一年十二月に長

女愛子さまが誕生し、翌年に新陛下と臨んだ記者会見では「本当

に生まれてきてありがとうという気持ちでいっぱい」と話し、涙

ぐんだ。新陛下が幼い愛子さまをおぶって散策するなど「イクメ

ン」ぶりも注目を集めた。 

 新皇后さまは〇三年十二月に体調を崩して療養生活に入り、翌

年に「適応障害」と診断された。新陛下は当時の会見で「世継ぎ

問題で大きなプレッシャーがかかっていた」「雅子のキャリアや

人格を否定するような動きがあった」と発言し、波紋を広げた。

側近は「妃殿下（新皇后さま）をお守りすることを、何よりも優

先された結果のご発言だったと思う」と話す。 

 新両陛下は昨年六月に結婚二十五年の銀婚式を迎え、宮内記者

会の質問に文書で回答した。新陛下は「安らぎのある温かくて明

るい家庭を築くことを心掛け、三人で日々を過ごしてまいりまし

たが、家族の絆と、家族がいることのありがたさを実感していま

す」とつづった。 

 そして、新皇后さまは新陛下、愛子さまとの三人で過ごしてき

た日々を振り返って「大変なことがある時には支え合い、また、

うれしいことがある時には喜びを分かち合えるかけがえのない

存在」と記した。 

 宮内庁関係者によると、ご一家はスポーツ好きで、職員も加わ

りバレーボールやバドミントンなどを楽しむ。愛子さまが通う学

習院女子高等科の行事には、新両陛下が足を運ぶことも多い。ま

た、休暇を利用して那須など各地の御用邸付属邸や、長野県・奥

志賀高原に滞在し、家族水入らずの時間を過ごしてきた。 （小

松田健一） 

皇居を出る愛子さま＝３０日、東京都千代田区の

半蔵門で 

 

秋に即位関連儀式集中＝大嘗祭、祝賀パレードも－皇位継承 

時事通信2019年05月01日07時09分 

新天皇陛下 

 新天皇陛下の即位関連儀式は１日に行われる儀式を除けば、多

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050100033&g=soc&p=20190430at26S&rel=pv
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くが１０月から１１月に実施される。１０月２２日に「即位礼正

殿の儀」や「祝賀御列の儀」（祝賀パレード）が行われるほか、

１１月１４日には「大嘗祭」が皇居東御苑で執り行われる。 

 即位礼正殿の儀は、即位を公に宣明し、国内外の代表が祝う儀

式。新陛下は「黄櫨染御袍（こうろぜんのごほう）」という天皇

専用の装束に身を包み、宮殿「松の間」に設けられた高御座（た

かみくら）で即位を宣言する。参列者数は２５００人の予定で、

外国元首も出席する見通し。 

 終了後は、宮殿からお住まいのある赤坂御用地までの道のりを

車でパレードする。車は新調されたトヨタ「センチュリー」のオ

ープンカーを使用。平成のパレードでは、当時の海部俊樹首相も

車列に参加し、沿道に約１１万７０００人が集まった。 

 大嘗祭は天皇が一世に一度行う重要な皇位継承儀式とされ、そ

の年に採れた新穀を神々に供え、自らも食べて五穀豊穣（ほうじ

ょう）と国家国民の安寧を祈る。木造の「悠紀殿（ゆきでん）」

「主基殿（すきでん）」などから成る「大嘗宮」を東御苑内に造

営。皇族の減少などに伴い、大嘗宮の規模は前回の８割弱に縮小

される。 

 大嘗祭参列者を招いた供宴「大饗の儀」は１１月１６、１８両

日に宮殿で実施。伊勢神宮（三重県）や神武天皇陵（奈良県）な

どで即位を報告する「親謁の儀」が行われ、京都訪問も予定され

ている。  

 

６月に即位後初地方へ＝「四大行幸啓」、多忙な１年に－皇位継

承 

時事通信2019年05月01日07時08分 

新天皇、皇后両陛下＝２０１８年３月 

 新天皇、皇后両陛下は６月初め、愛知県で開催される第７０回

全国植樹祭に出席される予定で、即位後初の地方訪問となる見通

しだ。天皇、皇后両陛下が行ってきた公務は「ほぼすべて引き継

ぐ」（宮内庁幹部）考えで、今年は即位に伴う一連の儀式もあり、

多忙な１年となる。 

 これまで行われていた恒例の地方訪問は、植樹祭と国体、全国

豊かな海づくり大会で、「三大行幸啓」と呼ばれてきた。新両陛

下はこれに加え、皇太子夫妻時代に取り組んできた国民文化祭へ

も出席し、「四大行幸啓」となる。今年の国体は茨城、海づくり

大会が秋田、国民文化祭は新潟の各県が会場で、いずれも秋に行

われる。 

 即位した１日も、「朝見の儀」などの儀式が続き、新侍従長ら

の認証官任命式などの公務が早速予定されている。 

 今月は、皇居・宮殿で春の勲章親授式が行われるほか、下旬に

は国賓として来日する米国のトランプ大統領の歓迎行事や会見

がある。新陛下は皇居内での稲作も引き継ぎ、田植えを行うほか、

内閣からの書類に決裁する執務なども控えている。  

 

 

天皇陛下即位 衆参両院議長が「謹話」 

NHK2019年5月1日 11時22分 

天皇陛下の即位に際して、衆参両院の議長は、「謹話」を出しま

した。 

大島衆議院議長は「新たなみ代（御代）の始まりをことほぎ、謹

んでおよろこび申し上げます。新しい天皇陛下を仰ぎ、私たちは、

我が国の長い歴史に思いを致しつつ、世界の全ての人々と相携え

ながら、自らの手で平和で幸せな新時代をつくり上げるべく決意

を新たにするものであります」としています。 

そのうえで、「令和のみ代（御代）が、新元号の由来となった故

事の情景のごとく、物心両面とも豊かで、和らぎがあり、活気に

満ちあふれたものとして幾久しく続きますよう衷心よりお祈り

いたします」としています。 

また、伊達参議院議長は「国民ひとしくよろこびに堪えないとこ

ろであります。この度の御即位と『令和』の幕開けに際し、長き

にわたり築き上げられた我が国の歴史に改めて思いを致しつつ、

戦争のない平和な時代が続き、国民の暮らしが豊かで幸福なもの

となるよう決意を新たにするものであります。天皇皇后両陛下の

ますますのご健勝と皇室のいやさかをお祈り申し上げます」とし

ています。 

 

新天皇即位 最高裁・大谷長官の謹話 

NNN2019年5月1日 17:55 

５月１日午前０時、新天皇陛下が即位されたことを受け、最高裁

判所の大谷直人長官の謹話。 

「天皇陛下におかれましては、今日の佳（よ）き日に皇位を御継

承になられました。謹んでお慶び申し上げます。陛下は、平成の

時代から、皇太子殿下として、様々な御公務に取り組んでこられ

ました。本日からは、日本国及び日本国民統合の象徴として、よ

り一層の重責を担われることになられますが、ますますの御健勝

を心から願っております。私どもといたしましては、新たな令和

の時代におきましても、法の支配が揺るぎないものとなるよう、

一層努めてまいる所存です。ここに、改めて、衷心より御即位を

お祝い申し上げますとともに、皇室の御繁栄をお祈り申し上げま

す。」 

 

しんぶん赤旗2019年5月1日(水) 

新天皇の即位にあたって 志位委員長が談話 

 日本共産党の志位和夫委員長は、次の談話を発表しました。 

 ◇ 

 新天皇の即位に祝意を表します。 

 象徴天皇として、新天皇が日本国憲法の精神を尊重し擁護する

ことを期待します。 

 

トランプ米大統領、新天皇に「心からお祝い」 

時事通信2019年05月01日14時56分 

 【ワシントン時事】米ホワイトハウスは３０日（日本時間５月

１日）、新天皇陛下の即位を受け、「米国民を代表し、心からのお

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041901042&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050100030&g=soc&p=20190430at28S&rel=pv
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祝いを申し上げる」とするトランプ大統領の声明を発表した。 

 声明は「日本の人々が令和の時代を歩み始める時、われわれは

２国間の友好の強い絆を新たにする」と関係発展への決意を表明。

「令和は美しい調和を意味し、同盟が繁栄し続け、その精神をよ

り深化させることがわれわれの切なる願いだ」と強調した。  

 

中国主席、新天皇に祝意 

時事通信2019年05月01日12時50分 

 【北京時事】中国国営中央テレビによると、習近平国家主席は

１日、新天皇陛下に即位を祝賀する電報を送った。習氏は「中日

両国は一衣帯水の関係で友好往来の歴史は長い。手を携えて努力

し共に平和発展を促進し、両国関係のすばらしい未来を開くべき

だ」と述べた。 

 習氏は上皇さまにもねぎらいと祝福のメッセージを送った。中

国メディアは、剣璽等承継の儀を速報し、新天皇の即位を伝えた。  

 

米大統領、即位に祝意を表明 日米関係の繁栄願う 

2019/5/1 16:41共同通信社 

 

トランプ米大統領（ロイター＝共同） 

 【ワシントン共同】トランプ米大統領は4月30日夜（日本時

間5月1日午前）、天皇陛下の即位に際して「最も深い祝意を贈

る」との声明を発表した。「日本人が新たな時代に乗り出す中、

両国間の友好の強い絆を新たにする」と表明し、今後も日米の同

盟関係の繁栄を願うと強調した。 

 トランプ氏は陛下と即位後最初に会見する国賓となる予定で、

米政権は「大変な名誉」（米政府高官）と位置付ける。米主要メ

ディアは「日本に新時代が到来」などと報じ、AP通信は皇居で

の儀式の模様を速報した。 

 

中国主席、陛下に祝電 「素晴らしい未来を」 

2019/5/1 16:41共同通信社 

中国の習近平国家主席 

 【北京共同】中国の習近平国家主席は1日、即位された天皇陛

下に祝電を送り「（日中は）手を携えて平和的な発展を進め、両

国関係の素晴らしい未来をつくるべきだ」との考えを伝えた。中

国メディアは即位を相次いで報じた。 

 習氏は「両国は一衣帯水の関係で、長い友好の歴史がある」と

指摘した。退位した上皇さまにも祝電を送った。 

 習氏は 4月下旬、日本を 6月に訪問すると明言したばかり。

貿易摩擦などで米国との対立が続く中、対日関係の改善を進めよ

うとしている。 

 中国のインターネットメディアは 1 日、陛下が即位に関わる

儀式に臨んだ際、スマートフォンのアプリで中継し、経歴も紹介

した。 

 

日韓関係に「関心と愛情を」＝新天皇陛下即位で祝電－韓国大統

領 

時事通信2019年05月01日12時50分 

 【ソウル時事】韓国の文在寅大統領は１日、新天皇陛下即位に

伴い、新陛下に祝電を送った。韓国外務省が同日、発表した。文

氏はお祝いを述べた上で、「徳仁天皇が韓日関係の友好的な発展

のため、大きな関心と愛情を持たれることを望む」と表明した。 

 文氏はまた、「退位された明仁天皇と同様に戦争の痛みを記憶

しつつ、平和のためのしっかりとした歩みをつながれていくこと

を期待している」とも伝えた。  

 

韓国の文大統領が陛下に祝電 日韓友好に関心と愛情を 

2019/5/1 17:11共同通信社 

韓国の文在寅大統領（ロイター＝共同） 

 【ソウル共同】韓国の文在寅大統領は1日、即位された天皇陛

下に祝電を送り「韓日関係の友好的発展のため大きな関心と愛情

を持たれることを望む」と表明した。韓国外務省が公表した。 

 文氏は「退位された上皇さまと同様に、戦争の痛みを記憶しな

がら平和のための堅固な歩みを継いでいかれることを期待する」

と表明した。 

 文氏は上皇さまにも、日韓関係発展に寄与されたことなどに謝

意を示す書簡を送っている。 

 韓国国会の文喜相議長も1日、陛下に祝電を送り「令和が意味

する美しい調和が韓国や日本、そして北東アジアや全世界で実現

することを願う」とした。 

 

天皇に謝罪要求＝慰安婦問題で抗議集会－ソウル 

時事通信2019年05月01日19時55分 

１日、ソウルの日本大使館前の少女像（左）

脇で開かれた慰安婦問題の抗議集会に参加する市民ら。右は全身

を金色に塗り固めた劇団メンバー 

 【ソウル時事】ソウルの日本大使館前で１日、慰安婦問題をめ

ぐる水曜恒例の抗議集会が開かれた。韓国の女性団体代表はあい

さつで「真に平和の時代を開こうとするなら、過去の誤りを正す

こと、何よりも日本軍性奴隷問題での謝罪から始めなければなら

ない」と天皇に求めた。 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050100697&g=int&p=20190501atH5S&rel=pv
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 この日の集会には市民ら数百人が参加、「日本政府は公式謝罪

せよ」「法的賠償をせよ」などと気勢を上げた。また、慰安婦を

象徴する少女像の隣に、全身を金色に塗り固めた劇団メンバーが

座るなどし、パフォーマンスを繰り広げた。  

 

プーチン大統領 天皇陛下の即位に祝電 

NHK2019年5月1日 17時59分 

 

ロシアのプーチン大統領は１日、即位された天皇陛下に祝電を送

りました。 

この中でプーチン大統領は、「このたびの即位に心よりお祝い申

し上げます。近年、両国の関係は著しく発展し、建設的な政治対

話を行いながら喫緊の国際的な課題の解決に向けて協力してい

ます。ロシアと日本の協力関係が今後もさまざまな分野で強まる

ことは、両国民の本質的な利益にかない、世界の安定と安全を強

化するものと確信しています」と祝意を示しました。 

 

女性皇族めぐる報道相次ぐ＝「不平等」「存続の危機」－米 

時事通信2019年05月01日16時59分 

赤坂御用地を出られる天皇、皇后両陛下の長女愛子

さま＝１日午後、東京都港区 

 【ニューヨーク時事】天皇陛下の即位は米国の報道でも大きく

取り上げられ、複数のメディアが４月３０日（日本時間５月１日）、

女性・女系天皇を認めていない日本の皇室制度に絡めて報じた。 

 ＣＮＮテレビは、即位に伴う「剣璽（けんじ）等承継の儀」に

女性皇族の参列が認められなかった一方、片山さつき地方創生担

当相が出席したことを取り上げた。米紙ワシントン・ポスト（電

子版）は「天皇陛下の長女愛子さまには皇位継承権がなく、皇后

の雅子さまに対して男児出産を求める圧力があったと考えられ

る」と紹介。こうした皇室をめぐる状況を「男女不平等」と批評

した。 

 米紙ニューヨーク・タイムズ（同）は、皇位継承資格がある皇

族が現在３人にとどまり「皇室が存続の危機にひんしている」と

指摘。この背景に女性・女系天皇を認めない皇室制度があると解

説した。  

 

女性皇族出席できない儀式に批判も ご即位、韓国で大きく報

道 

FNN2019年5月1日 水曜 午後0:25 

海外のメディアも「令和時代の幕開け」と、大々的に報じている。 

1日朝の韓国各紙は、写真つきで「さよなら平成」、「令和時代の

開幕」と大きく伝え、天皇陛下のイギリスへの留学経験など、経

歴をくわしく紹介している。 

  

保守系の「朝鮮日報」は、「父親に続く平和主義路線」と報じて

いるが、革新系の「ハンギョレ新聞」は、「新天皇が父親のよう

に、安倍首相の暴走をけん制する防波堤になるのは難しい」と、

警戒感をあらわにしている。 

また「中央日報」は、「剣璽等承継の儀」に女性皇族が出席でき

ないことについて、「批判も出ている」と報じている。 

一方、中国でも1日朝、国営テレビが即位について報じた。 

日中関係筋によると 1 日、習近平国家主席がお祝いのメッセー

ジなどを送る方向で、両政府の間で調整が進んでいるという。 

また、アメリカのトランプ大統領は1日午前、「令和とは『美し

い調和』を意味し、この精神のもと、両国のつながりが深まるこ

とを願う」と、お祝いの声明を発表した。 

 

海外メディアも皇位継承儀式中継 日本「祝賀ムード」 

2019/5/1 11:24共同通信社 

 天皇陛下が皇居で即位後初めての儀式となる国事行為に臨ま

れた1日、海外メディアも新天皇の動向を詳報した。英BBC放

送や米CNNテレビは儀式を中継。ロイター通信は陛下を「水の

保全に興味を注ぐまじめな人物」と紹介し、1989年の皇位継承

に比べ、日本は「祝賀ムード」に包まれていると報じた。 

 AP通信は儀式の様子を速報した。皇居周辺には大勢の人々が

集まり「上皇さまの時代をしのび、陛下の即位をお祝いしている」

と報じ、皇后さまを米ハーバード大出身の元外交官と伝えた。 

 1日付韓国各紙は陛下の即位や改元を大きく報じた。（ソウル、

東京共同） 

 

英女王が私的メッセージ 祝意伝達か、内容非公開 

2019/5/1 23:06共同通信社 

 【ロンドン共同】英王室の広報担当者は1日、エリザベス英女

王（93）が天皇陛下の即位に際し「私的なメッセージ」を伝達し

たと共同通信に対して明らかにした。祝意を伝えたとみられる。 

 英王室は日本の皇室と緊密な関係を維持しており、広報担当者

によると、女王は上皇さまにもメッセージを送った。「私的なメ

ッセージのため、日付や内容は明らかにしない」としている。 

 英メディアも即位を相次いで伝え、ガーディアン紙は「日本国

民が新しい天皇を歓迎」と電子版で速報。1日付紙面でも国際面

を大きく割いて上皇さまを取り上げ「国民への慈愛と謝意に満ち

たメッセージとともに退位」と伝えた。 

 

「新天皇即位、妻は見られず」 海外報道、反応様  々

朝日新聞デジタル2019年5月1日21時33分  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042601142&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042601142&g=tha
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050100570&g=soc&p=20190501at91S&rel=pv
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「剣璽（けんじ）等承継の儀」に臨む天皇陛

下＝２０１９年５月１日午前１０時３１分、皇居・宮殿「松の間」、

代表撮影 

 

 新天皇陛下即位のニュースは、海外の主要メディアでも大きく

報じられた。退位した上皇さまの足跡や新天皇陛下の紹介だけで

なく、女性皇族の立場に対する疑問なども指摘した。 

 米ニューヨーク・タイムズ紙は４月３０日付の紙面で５本の特

集記事を見開きで掲載。上皇さまが学習院中等科時代に英語教師

から「ジミー」と呼ばれていたことや、陛下が皇太子時代、スペ

インの王女歓迎茶会で新皇后・雅子さまと知り合ったことなどを

報じた。４月２９日付電子版の「新天皇即位、妻は見られず」と

題した記事では、神器などを引き継ぐ「剣璽（けんじ）等承継の

儀」に雅子さまが立ち会えないことを紹介。「女性皇族の低い地

位、ひいては日本社会において女性が直面している困難の一例」

と疑問視した。 

 米ワシントン・ポスト紙も２９日付電子版で、皇室で１３人を

占める女性が「誰一人、天皇になる道はない」と、女性皇族の立

場に注目する記事を掲載した。 

 英ＢＢＣは３０日のニュース番… 

残り：397文字／全文：792文字 

 

天皇陛下の即位 米メディアでも大きく取り上げられる 

NHK2019年5月2日 6時40分 

 

天皇陛下の即位の礼の儀式が１日行われたことについて、アメリ

カのメディアは、儀式の写真を新聞の一面に掲載するなど、大き

く取り上げています。 

 
このうちアメリカの有力紙ワシントン・ポストは、新聞の一面と

国際面で天皇陛下の即位について報じています。 

記事では即位に伴う儀式の写真を一面に掲載し、歴代の天皇に伝

わる宝物、三種の神器の意味などを説明しているほか、即位の儀

における天皇陛下の「国民の幸せと国の一層の発展、そして世界

の平和を切に希望します」というおことばを引用して伝えていま

す。 

またニューヨーク・タイムズは、「日本で新たな時代が始まった」

との見出しで、天皇陛下がイギリスのオックスフォード大学に留

学されていたことや、皇后さまがアメリカのハーバード大学を卒

業されて、結婚前には外交官をされていたことなどを伝えていま

す。 

そのうえで天皇陛下の過去のおことばから、天皇陛下が皇室の在

り方をより現代に沿ったものにしていくお考えを持たれている

と報じています。 

トルコ外相 日本語でツイート 

トルコのチャウシュオール外相は１日、日本語のメッセージを自

身のツイッターに書き込み、即位された天皇陛下に祝辞を述べる

とともに、「令和の時代が日本国民に幸福をもたらすことを祈念

申し上げます」としています。 

 

ＮＹでも新天皇に祝意「令和、とても安らかな良い響き」 

朝日新聞デジタルニューヨーク＝鵜飼啓 2019年5月2日02時

45分  

米ニューヨークの日本総領事館で新天

皇即位を祝う記帳が行われた＝１日、鵜飼啓撮影 

 米ニューヨークの日本総領事館に１日、新天皇即位を祝う記帳

台が設けられ、在留邦人や日本にゆかりのある人たちが記帳に訪

れた。ニューヨークや周辺には約４万６千人の在留邦人がおり、

この日は開館前に約２０人が列を作った。記帳は７日まで受け付

ける。 

 インド出身の両親が１９６７年に日本に移住し、高校卒業まで

日本で生まれ育ったという医師のラマニ・カマルさん（４５）は、

妻と連休でニューヨーク訪問中の両親の４人で訪れた。「令和は

とても安らかな良い響きの元号。明るい時代、平和な時代になる

ことを望んでいる」と語った。 

 日系人の福祉や地位向上に貢献したとして２０１５年の秋に

旭日双光章を受けた日系人のスキ・テラダ・ポーツさん（８４）

も駆けつけた。「叙勲を受けて非常に光栄だった。上皇の退位と

新天皇即位に敬意を払いたいと思った。新皇后も米国で教育を受

けられた。新しい時代を感じる」 

 ブルックリン在住の医師、出来尾史子さん（４２）は「小さい

頃から新天皇・皇后陛下をテレビで見ていたので、気持ち新たに

一緒に頑張ろうという思いが出てきている。海外に住んでいると

元号はあまり使わないが、新しい風が吹いたというか、さわやか

な気分」と語っていた。（ニューヨーク＝鵜飼啓） 

 

令和時代が幕開け、豪の「ＲＥＩＷＡ」も祝福 

時事通信2019年05月01日19時21分 
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１日、オーストラリアのパースで、新元号「令和」

と書かれたプレートを持つ「西オーストラリア不動産協会（ＲＥ

ＩＷＡ）」のポッジ最高経営責任者（右）ら（同協会提供） 

 【シドニー時事】日本で令和時代が幕開けした１日、英語表記

が同じオーストラリアの業界団体「西オーストラリア不動産協会

（ＲＥＩＷＡ）」も豪西部パースの本部オフィス内を、日の丸の

色である白や赤の風船などで飾って祝福した。 

 前身も含めて約１００年の歴史がある同協会のサイトには、新

元号が発表された４月１日に日本からのアクセスが殺到した。ポ

ッジ最高経営責任者（ＣＥＯ）は「発表以降の国際的な注目はか

つてないほどだ」と指摘。「この名前を日本の新たな元号と共有

するのは喜びであり、この機会をスタッフらと祝いたかった」と

語った。 

 オフィスではこの日、日本メーカーの菓子を食べながら祝った

という。  

 

広島の高校生、核廃絶署名届ける＝「被爆者の思い未来に」と中

満次長－国連 

時事通信2019年05月01日10時09分 

 

３０日、ニューヨークの国連本部で広島の高校生と懇談する中満

泉国連事務次長（右手前）（代表撮影） 

 【ニューヨーク時事】核兵器廃絶に向けた署名活動を行ってい

る広島県内の高校の生徒８人が３０日、米ニューヨークの国連本

部で中満泉軍縮担当上級代表（事務次長）と懇談し、昨年４月か

らの１年間に集まった１２万９筆の署名の目録を提出した。中満

氏は「被爆者の思いを皆さんの未来につなげて」と語り、被爆者

の活動を次世代が続けていくよう訴えた。 

 署名には、生徒が街頭で集めたものや、全国の中学・高校から

送られてきたものが含まれる。懇談には、広島市の松井一実、長

崎市の田上富久両市長も出席した。 

 女子生徒の一人は懇談で、被爆者が高齢化し、「生の声を聞け

る時間が少なくなってきている。署名活動のほかに何ができるか

考えていきたい」と語った。中満氏は「皆さん自身が、世界をど

のように安全にしていくかを考えてほしい」と呼び掛けた。  

 

広島市長、核廃絶訴え＝ＮＹの国連国際学校で講演 

時事通信2019年05月01日14時45分 

４月３０日、ニューヨークで、核兵器廃絶に向けた取

り組みなどについて講演する広島市の松井一実市長 

 【ニューヨーク時事】松井一実広島市長は３０日、米ニューヨ

ークの国連国際学校マンハッタン校で、核兵器廃絶に向けた取り

組みなどについて講演した。市長は約１３０人の高校生らに「平

和な市民生活を守るために何ができるか、立ち止まって考えて」

と呼び掛けた。 

４月３０日、ニューヨークで、原爆資料

収集の取り組みについて発表する広島県の高校生 

 松井市長は、広島の原爆被害や、核軍縮が進んでいない世界の

現状を英語で紹介。その上で「核兵器は要らないという認識を市

民レベルで広げることで、この思いを実現できる政治家を選ぶこ

とができるようになる」と述べた。松井市長は核拡散防止条約（Ｎ

ＰＴ）の関連会合などに出席するため、訪米した。  

 

「苦しみ、子への不安消えない」＝胎内被爆者が国連演説－ＮＰ

Ｔ準備委 

時事通信2019年05月02日07時37分 

 【ニューヨーク時事】母親の胎内にいる時に広島で被爆した胎

内被爆者で、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の浜住

治郎事務局次長（７３）が１日、米ニューヨークの国連本部で開

かれている来年の核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議に向けた

第３回準備委員会で演説し、「被爆者の苦しみ、病気への不安、

子や孫への不安は消えることはない」と述べ、核兵器廃絶を訴え

た。 

 浜住さんは演説で「母親の胎内で被爆したからといって、その

被害から免れることはない。むしろ胎児だからこそ放射能の影響

は計り知れない」と語った。日本には約７２００人の胎内被爆者

がいるという。  

 

被団協事務局長、軍縮大使と会談 核禁止条約署名を要望 

2019/5/1 11:03共同通信社 

日本の国連代表部の高見沢将林

軍縮大使（右）に要請書を手渡す被団協の木戸季市事務局長（中

央）と浜住治郎事務局次長＝4月30日、米ニューヨーク（共同） 

 【ニューヨーク共同】日本原水爆被害者団体協議会（被団協）

の木戸季市事務局長（79）らが4月30日、米ニューヨークにあ

る日本の国連代表部で高見沢将林軍縮大使と会談し、被爆者の立

場から「核兵器は人類の破滅をもたらす。廃絶に向け勇気ある大

きな一歩を踏み出してほしい」と要望、核兵器禁止条約への速や

かな署名と批准を訴えた。 

 2020年の核拡散防止条約（NPT）再検討会議に向けた第3回

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050100664&g=int&p=20190501atG3S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050100364&g=pol&p=20190501at15S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050100508&g=soc&p=20190501at76S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050100508&g=soc&p=20190501at77S&rel=pv
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準備委員会に合わせ訪れた。 

 木戸氏は会談後、記者団に「情勢論に流れるのではなく、原爆

が人間に何をもたらすかということから出発しないと、解決の道

は出てこない」と強調した。 

 

しんぶん赤旗2019年5月1日(水) 

「核軍縮と不拡散は一体」 ＮＰＴ準備委開幕 被爆者・各国Ｎ

ＧＯ参加 

（写真）29 日にニューヨークの

国連本部で始まったＮＰＴ準備委員会（池田晋撮影） 

 【ニューヨーク＝池田晋】２０２０年核不拡散条約（ＮＰＴ）

再検討会議に向けて第３回準備委員会が２９日、ニューヨークの

国連本部で開幕しました。会期は５月１０日まで。２０年の再検

討会議は、ＮＰＴ発効５０年の節目とともに、歴史上初めて核兵

器を違法化する核兵器禁止条約の発効を迎える中で開かれる可

能性が高く、市民社会は保有国とその同盟国に核軍縮を迫る重要

な場と位置付けています。 

 再検討会議前に締約国が一堂に会する最後の場となる今回、議

場には初日から日本の被爆者代表とともに、各国の非政府組織

（ＮＧＯ）が集結しました。 

 始まった一般討論では、核兵器禁止条約がＮＰＴの定める核軍

縮措置を補強するものだと評価する発言が相次ぎました。 

 核兵器禁止条約について、アフリカ・グループを代表したナイ

ジェリアは「ＮＰＴを損なうものではなく、不拡散体制を補強す

るもの」とし、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）を代表したミ

ャンマーは「軍縮・不拡散に向けた極めて重要で、補完的な一歩

だ」と評価しました。 

 非同盟運動を代表したベネズエラは、保有国による核の最新鋭

化や、より使いやすくする措置について、核軍縮の義務を明記す

るＮＰＴ第６条への「明白な違反」だと批判。核軍縮と不拡散は

同じコインの表裏で「相補的なものだ」と述べました。 

 米国は、核軍縮よりも不拡散がＮＰＴの本来の土台だなどと主

張。ロシアは、米国が既存の軍縮枠組みを破壊していると非難し

ました。 

 委員会には、各国ＮＧＯのほか、日本原水爆被害者団体協議会、

被爆地の広島、長崎の両市、原水爆禁止日本協議会の各代表団が

出席しています。 

 

「米ロ関係悪化で核軍縮の進展困難に」 国連事務次長 

NHK2019年5月1日 10時40分 

 

国連で軍縮を担当する中満泉事務次長は、核軍縮の道筋を話し合

うため29日に開幕したＮＰＴ＝核拡散防止条約の準備委員会の

進展について、「アメリカとロシアの関係が難しくなり、さまざ

まな影響が出てきている」と述べ、米ロ関係の悪化が核軍縮の進

展を困難にしているとして厳しい見通しを示しました。 

国連で軍縮を担当する中満事務次長は30日、核廃絶を願う署名

を提出するため国連本部を訪れた広島市の松井市長、長崎市の田

上市長、それに広島県内の高校生らと会談しました。 

この中で中満次長は「国際関係が緊張の度合いを増している。特

に超大国のアメリカとロシアの関係が悪化して、ＮＰＴにさまざ

まな影響が出ている」と述べて、米ロ関係の悪化が核軍縮の進展

を困難にしているとして厳しい見通しを示しました。 

その一方で、中満次長は「状況が悪いからこそ軍縮をきちんと考

える必要があるという声が各国の閣僚レベルから出てきている

のも事実だ」とも述べ、各国間の意思疎通を後押ししていく考え

を強調しました。 

また、中満次長は、高校生による核廃絶を求める署名活動につい

て、「皆さんが世界をどのようにしていきたいか、それを創るた

めに何が必要か考えるための活動だと思ってほしい」と述べて、

署名活動を国際平和を幅広く考えるきっかけにしてほしいとエ

ールを送りました。 

 

核禁止条約の早期発効を＝広島、長崎両市長が演説－ＮＰＴ準

備委 

時事通信2019年05月02日01時03分 

１日、米ニューヨークの国本部で行われてい

る核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議に向けた準備委員会で、

演説に臨む広島市の松井一実市長（手前中央）と長崎市の田上富

久市長（同右） 

 【ニューヨーク時事】広島市の松井一実、長崎市の田上富久両

市長は１日、米ニューヨークの国連本部で開かれている来年の核

拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議に向けた第３回準備委員会で

演説し、２０１７年に成立した核兵器禁止条約の早期発効に向け

た努力を促した。 

 松井市長は「被爆者は核禁止条約の早期発効と核兵器廃絶に向

けた具体的措置の進展を切望している」と強調。田上市長も条約

が世界の多くの人の「希望の光になった」と評価し、「一日も早

く発効させる努力を惜しまないで」と呼び掛けた。核禁止条約の

発効には５０カ国の批准が必要になる。 

 田上市長は核兵器保有国に対しては、「ＮＰＴ体制で世界と約

束した核軍縮にもっと誠実に取り組んでほしい」と要請した。松

井市長は、米国とロシアの間や保有国と非保有国の間で溝が深ま

っている現状を踏まえ、「違いを超えて真剣に対話し、具体的な

核軍縮・不拡散措置を進展させる創造的な解決策を生み出すこと

を期待する」と語った。  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050200027&g=pol&p=20190501atJ8S&rel=pv
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広島・長崎市長、国連で核兵器廃絶を訴える 

NNN2019年5月2日 09:11 

アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれている世界の核軍縮

について話し合う国際会議で、１日、広島と長崎の市長が核兵器

の廃絶を訴えた。 

全文を読む 

アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれている世界の核軍縮

について話し合う国際会議で、１日、広島と長崎の市長が核兵器

の廃絶を訴えた。 

広島市・松井一實市長「核兵器の開発競争を止め、創造的な解決

策を探り、対決的な安全保障を協調的な安全保障に転換するイニ

シアチブを要請する」 

１日に開かれた会合で演説した広島市の松井一實市長は、２０１

７年に成立した核兵器禁止条約について触れ、「被爆者は条約の

早期発効と核兵器廃絶に向けた具体的措置の進展を求めている」

と訴えた。 

長崎市の田上富久市長は、核軍縮をめぐるアメリカとロシアの対

立を念頭に、「核兵器廃絶への道は、現在のリーダーたちによっ

て再び閉ざされようとしている」と危機感を示し、対話を呼びか

けた。 

また、会合後、被爆者らが議長のもとを訪れ、世界各地で９４０

万人以上から集めた署名を手渡し、「核兵器の禁止・廃絶は日本

国民と世界市民の願いだ」と直訴した。 

 

ＮＰＴ会合 米ロ対立で核軍縮進まない現状に強い危機感 

NHK5月2日 4時56分  

 

ニューヨークの国連本部で開かれているＮＰＴ＝核拡散防止条

約についての会合で各国のＮＧＯが、中距離核ミサイルの全廃条

約などをめぐるアメリカとロシアの対立で核軍縮が進まない現

状に強い危機感を表明しました。核保有国は条約にしたがって核

兵器を削減するよう求める声が相次ぎました。 

ＮＰＴ＝核拡散防止条約は、およそ 190 か国が加盟している国

際社会の核軍縮の基本的な枠組みで、アメリカ、ロシア、中国、

イギリス、フランスの５か国に核兵器の保有を認める一方、削減

を義務づけています。 

国連本部で開かれているＮＰＴについての会合では、1日、各国

のＮＧＯが意見を表明し、世界の核兵器の 90％を保有している

アメリカとロシアが対立を深め、ＩＮＦ＝中距離核ミサイルの全

廃条約が破棄されようとしていることなどに強い危機感を示し

ました。 

アメリカの民間シンクタンク、「軍備管理協会」のダリル・キン

ボール事務局長は、米ロが核兵器の削減義務を果たしていないと

批判するとともに「このままでは冷戦期以来、初めて条約に縛ら

れない事態に陥る」と述べて核軍縮を進めるよう訴えました。 

また国連での核兵器禁止条約の採択に関わっておととし、ノーベ

ル平和賞を受賞したＩＣＡＮ＝核兵器廃絶国際キャンペーンの

代表は、「核軍縮を進める環境を作るために、核兵器禁止条約に

加わるべきだ」と述べ、ＮＰＴの加盟国に対し、核兵器禁止条約

への支持を強く呼びかけました。 

「胎内被爆者」核兵器廃絶訴え 

 

会合で、広島の被爆者が各国の代表を前に演説し、核兵器廃絶を

速やかに実行するよう訴えました。 

国連本部で開かれているＮＰＴについての会合は１日、被爆者や

ＮＧＯなどが演説する場が設けられ、母親のおなかの中で被爆し

た、「胎内被爆者」として初めて、濱住治郎さん（73）が出席し

ました。 

濱住さんは、原爆で父親を亡くし、父親を探しに行った母親の胎

内で被爆しました。 

演説で濱住さんは、「父の死と引き換えに生かされ、父のことを

思わない日はありません。戦争は終わっていません。いまだに世

界に核兵器が存在するからです」と述べました。 

また胎内被爆者がおよそ 7200 人いることを伝えたうえで、「胎

内で被爆したからこそ、放射能の影響は計り知れません。病気へ

の不安、子や孫への不安は消えることがありません」と述べ、今

も被爆者が苦しんでいると訴えました。 

濱住さんは、最後に「核兵器も戦争もない、青い空を世界の子ど

もたちに届けることが、被爆者の使命であり、全世界の大人一人

一人の使命です」と述べ、国際社会が核兵器の非人道性を受け止

め、各国が協力して、核兵器廃絶を速やかに実行するよう訴えま

した。 

被爆者が940万人の署名提出 

演説のあと、広島と長崎の被爆者は、すべての国が核兵器禁止条

約に参加するよう求める 941 万筆余りの国際署名の目録を国連

で軍縮を担当する中満事務次長や今回の会合のハスリン議長に

手渡しました。 

そして「世界の市民と国家が信頼し合い、手を取り合って一日も

早く核兵器を無くすことを願っています」と述べました。 

長崎で被爆した日本被団協＝日本原水爆被害者団体協議会の木

戸季市事務局長は、「国連の会合の内容を聞いていると危機感が

募る。原爆は人類を破滅させる武器なので、世界の市民の力で核

兵器を無くし、人類を守っていってほしい」と話していました。 

また広島の胎内被爆者の濱住治郎事務局次長は、「国どうしの争

いという現実もあるが、原爆が人間に与えた被害こそが現実だ。

どちらを重視して考えていくのか、核兵器を今後も持ち続けてい

いのか、よく考えてほしい」と話していました。 

広島・長崎 両市長は 
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広島市の松井市長は、「核保有国は、核軍縮の誠実な交渉義務を

果たすどころか、近代化を進めている。核兵器をめぐる国際情勢

は、核使用のリスクにさらされている。早急な対処が必要だ」と

述べ、懸念を示しました。 

そのうえで、「すべての国が立場の違いを超えて真剣に対話し、

具体的な核軍縮・不拡散措置を進展させるため、創造的な解決策

を生み出すことに期待している」と述べ、来年予定されているＮ

ＰＴの再検討会議に向け、各国が核軍縮についてきちんと交渉す

るよう求めました。 

 
長崎市の田上市長は、アメリカとロシアの対立によって核軍縮が

進まない現状について「核兵器廃絶への道は、現在のリーダーた

ちによって再び閉ざされようとしている。小型で使いやすい核兵

器の開発競争はすでに始まっていて、核兵器使用のリスクはむし

ろ高まっている」と述べ、強い危機感を示しました。 

そのうえで核保有国に対し、「ＮＰＴで世界と約束した核軍縮に

もっと誠実に取り組み、核兵器の脅威を削減する具体的なプロセ

スを早急に示してほしい」と述べアメリカとロシアがまず対話を

進めるべきだと訴えました。 

 

水俣病で慰霊祭、公式確認63年 令和初日、犠牲者を追悼 

2019/5/1 18:05共同通信社 

 

水俣病互助会が乙女塚で開いた慰霊祭＝1日午後、熊本県水俣市 

 四大公害病に数えられる水俣病は、令和の時代が幕を開けた1

日、公式確認から63年を迎えた。患者らでつくる水俣病互助会

は熊本県水俣市で慰霊祭を開き、犠牲者を追悼して「公害なき世

の到来を」と願った。依然として熊本、鹿児島両県に約1700人

が患者認定を申請しており、賠償の在り方も含めて全面解決への

道のりは遠い。 

 慰霊祭は、犠牲者の遺品などを納めた「乙女塚」で実施。約120

人が焼香した。胎児性患者の娘を21歳で亡くした同会会長の上

村好男さん（84）は、取材に「まだ救われない人がいる。行政は

被害者の立場に立って考えてほしい」と訴えた。 

 

米補佐官、5月下旬に訪韓 北朝鮮非核化巡り協議 

2019/5/2 08:32共同通信社 

ボルトン米大統領補佐官（UPI＝共同） 

 【ワシントン共同】ボルトン米大統領補佐官（国家安全保障問

題担当）が 5 月下旬に韓国を訪問する方向で最終調整している

ことが 1 日分かった。韓国の鄭義溶大統領府国家安保室長と会

談する見通し。2月末の米朝首脳会談の決裂を受け、北朝鮮との

非核化交渉が行き詰まる中、交渉進展に向け協議するとみられる。

米韓関係筋が明らかにした。 

 関係筋によると、訪韓は28日からを軸に検討する。米朝首脳

会談以降、米政府高官の訪韓は初めて。韓国側が北朝鮮の求める

制裁の段階的緩和に柔軟な姿勢を示していることを踏まえ、米韓

で改めて非核化実現まで制裁を維持する方針を確認する考えだ。 

 

米高官が今月訪韓へ 北朝鮮への制裁維持確認か 

NHK5月1日 23時54分  

 

アメリカと北朝鮮の非核化に向けた協議が中断する中、今月、ア

メリカ政府の高官が韓国を訪問する方向で調整が進んでいるこ

とが分かりました。物別れに終わった２回目の米朝首脳会談以降、

アメリカ政府の高官が韓国を訪れるのは初めてで、北朝鮮の制裁

の緩和を目指す韓国に、安易に妥協すべきではないとの立場を伝

えるものとみられます。 

韓国政府の複数の関係者によりますと、ホワイトハウスで安全保

障政策を担当するボルトン大統領補佐官が、今月28日から韓国

を訪問し、大統領府のチョン・ウィヨン（鄭義溶）国家安保室長

などと会談を行う方向で調整しているということです。 

２回目の米朝首脳会談が物別れに終わって以降、アメリカ政府の

高官が韓国を訪れるのはこれが初めてとなります。 

 

また、これに先立ち今月８日からはアメリカの国務省で北朝鮮問

題を担当するビーガン特別代表も韓国を訪問し作業部会を開く

ということです。 

北朝鮮の非核化は、具体的な進展が見られていませんが、韓国の

ムン・ジェイン（文在寅）大統領は信頼醸成のためだとして、北

朝鮮への制裁を緩和すべきだと強調しています。 

これに対しアメリカ政府は、北朝鮮が非核化に向けた具体的な措

置を取るまでは制裁を維持すべきだとしていて、ボルトン補佐官

は改めてアメリカの立場を伝えるものと見られます。 

 

板門店JSAの一般公開再開 南北往来はお預け 
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2019/5/1 20:32共同通信社 

1 日、板門店の共同警備区域で警備に

当たる韓国軍（手前）と北朝鮮軍兵士（共同） 

 【ソウル共同】南北の軍事境界線がある板門店の共同警備区域

（JSA）の韓国側の一般公開が1日、再開され、市民らが昨年4

月の南北首脳会談のハイライトとなった場所などを訪れた。ただ、

韓国政府が実現を目指していたJSAの北朝鮮側への自由往来は

南北と在韓国連軍による協議が継続中で、当面は韓国側のみ訪問

できる。 

 南北は昨年 9 月、平壌での首脳会談で軍事分野の合意文書を

採択。これに基づきJSAでの地雷除去など非武装化作業を行う

ため、一般人への公開は昨年秋から一時中断されていた。 

 

非武装化の共同警備区域を公開 観光客立ち入りは韓国側のみ 

NHK5月1日 18時16分  

 

朝鮮半島の軍事的な緊張緩和の一環で、非武装化が進められた南

北の軍事境界線にあるＪＳＡ＝共同警備区域が、およそ７か月ぶ

りに観光客に公開されました。一方で、北朝鮮側との協議が難航

していることから、当初目指していた南北の区域の自由な行き来

は実現せず、観光客が立ち入りできるのは韓国側のみとなりまし

た。 

 

韓国軍とアメリカ軍を中心とする国連軍は、朝鮮半島の軍事的な

緊張緩和の一環として、南北の軍事境界線にあるパンムンジョム

（板門店）のＪＳＡについて、北朝鮮軍を交えた３者で協議し、

非武装化を進めてきました。 

そして１日、およそ７か月ぶりに観光客に公開され、現地では、

南北ともにこれまで携帯していた拳銃を持たずに警備に当たっ

ている様子や、北朝鮮側の人員が「軍事警察」と書かれた腕章を

身に着けている様子が見られました。 

国連軍の責任者は「区域内の地雷の撤去や非武装化を進めて雰囲

気を変えた」と述べて、成果を強調しました。 

しかし米朝関係の停滞や南北関係の行き詰まりを受けて、北朝鮮

側との協議が難航していることから、当初目指していた南北の区

域の自由な行き来は実現せず、観光客が立ち入りできるのは韓国

側のみとなりました。 

 

 

歴史的舞台の“あの橋”が一般公開 首脳会談で散策 

ANN2019/05/01 18:50 

 南北両首脳が話し込んだあの橋を見学できます。 

 韓国と北朝鮮の軍事境界線のある板門店（パンムンジョム）で、

1日から一般向けの見学が半年ぶりに再開されました。1日に公

開されたのは韓国側にある施設で、文在寅（ムン・ジェイン）大

統領と金正恩委員長が去年 4 月の南北首脳会談で散策した「徒

歩の橋」が今回、新たに含まれています。板門店を巡っては、韓

国と北朝鮮が去年 9 月に非武装化と自由往来で合意していまし

たが、北朝鮮が消極的で自由往来の実現には時間がかかりそうで

す。 

 

 “北”協議せず...「板門店」韓国側 観光客受け入れ再開 

 

FNN2019年5月2日 木曜 午前6:24  

南北軍事境界線にある「板門店(パンムンジョム)」の韓国側で、

観光客の受け入れが暫定的に再開された。 

「板門店」の共同警備区域をめぐっては、2018年9月、銃器や

弾薬を全て撤去したうえで、観光客が南北を行き来できるように

することで双方が合意し、韓国は非武装化の作業のため、観光客

受け入れを停止した。 

しかし、非武装化は完了した一方で、北朝鮮が協議に応じなくな

ったことから、韓国は1日、韓国側での観光客受け入れを暫定的

に再開した。 

韓国メディアは、軍消息筋の話として「米朝首脳会談の決裂後、

北朝鮮が対話の扉を閉ざした状況だ」と伝えていて、南北融和に

前のめりな韓国と北朝鮮との温度差が鮮明になっている。 

 

日本企業資産、現金化手続き着手＝徴用工訴訟の韓国原告 

時事通信2019年05月01日17時56分 

 【ソウル時事】韓国最高裁が日本製鉄（旧新日鉄住金）に賠償

を命じた元徴用工訴訟の原告側は１日、差し押さえた韓国内資産

を現金化するため、売却命令を裁判所に申し立てたと発表した。

また、大手工作機械メーカー、不二越を相手取った元挺身（てい

しん）隊員訴訟で、控訴審での勝訴を受けて差し押さえた韓国内

資産についても、売却命令を申請した。 

 一連の訴訟で原告側による資産売却命令の申し立ては初めて。

現金化手続き着手で日本企業が実害を被る事態が切迫すること

から、日本政府は一層反発を強め、対抗措置の本格的な検討に入

るとみられる。 
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 原告側は「（昨年１０月３０日の）韓国最高裁による賠償判決

確定から半年が経過し、これ以上、現金化手続きを遅らせること

はできないと判断した」と説明した。一方で「実際の現金化まで

に３カ月以上要すると予想され、この間、企業との包括的な協議

の意志がある」と強調。賠償に向けた協議に応じるよう日本企業

に改めて求めた。  

 

現金化手続き、韓国に抗議＝「事態一層深刻」－政府 

時事通信2019年05月01日22時03分 

 外務省の金杉憲治アジア大洋州局長は１日、日本製鉄に元徴用

工への賠償を命じた韓国最高裁判決をめぐり、原告側が差し押さ

えた同社資産の売却命令を裁判所に申し立てたことを受け、駐日

韓国次席公使に電話で抗議した。 

 金杉氏は「現在に至るまで韓国政府が日韓請求権協定違反の状

態を是正する具体的措置を取っていない」と指摘。「資産が不当

に売却される事態になれば、断じて受け入れられず、日本政府と

して事態を一層深刻に捉えている」と伝えた。次席公使は「直ち

に本国に伝える」と答えた。  

 

韓国、日本の態度は「人権侵害」 元徴用工側、交渉も要求 

2019/5/1 20:17共同通信社 

2018年11月、韓国人元徴用工らの写真を

手に新日鉄住金（現日本製鉄）本社を訪れる原告の弁護士ら＝東

京都千代田区 

 【ソウル共同】韓国で日本企業2社の資産売却手続きに踏み切

った元徴用工訴訟の原告側は1日、声明を発表し、賠償に応じな

い被告企業と日本政府の態度は「人権侵害」だと非難した。また

売却が実行されるまでに原告側との交渉に応じるよう求めた。未

解決の人権問題として対処を迫りながら対話の余地を残し、原告

以外の元徴用工らを含めた包括的な解決を依然模索する姿勢を

示した。 

 原告側の資産売却の動きに日本政府は 1 日、外交ルートで韓

国政府に抗議し、「日本企業の資産が売却される事態は断じて受

け入れられない。政府として一層深刻に捉えている」と伝えた。 

 

韓国団体「日本断罪の運動継続」 徴用工像の設置目指す 

2019/5/1 17:07共同通信社 

徴用工像の周辺で行われた集会＝1日、韓

国・釜山（共同） 

 【釜山共同】徴用工を象徴する像を韓国南部・釜山の日本総領

事館前に設置することを目指す韓国の市民団体がメーデーの 1

日、釜山で集会を開き、「日本の戦争犯罪を断罪し、謝罪と賠償

を要求する運動」を今後も続けるとアピールした。 

 像が置かれている総領事館近くの公園で、参加者ら数十人は

「日本は謝罪せよ」と書かれたプラカードを掲げた。地元警察が

警備する中、従軍慰安婦の被害を象徴する少女像が設置されてい

る総領事館前まで移動し、シュプレヒコールを上げた。 

 徴用工像を巡っては、日本政府が総領事館前への設置に強い懸

念を表明してきた。 

 

内憂外患、文政権沈黙 元徴用工判決から半年 国内世論の反

発懸念 

西日本新聞2019年05月01日 06時00分  

 【ソウル池田郷】韓国最高裁が昨年１０月、日本企業に第２次

大戦中に動員された元徴用工への賠償を命じた判決から３０日

で半年を迎えた。日本政府は１９６５年の日韓請求権協定で問題

は解決済みとの立場を取り、韓国政府に国内問題として解決する

よう求めているが、文在寅（ムンジェイン）政権は事態打開に動

く気配を見せない。沈黙の背景には、革新政権として過去の保守

政権の政策判断に否定的な姿勢があり、内外に難題を抱えて身動

きが取りにくい事情も絡んでいるようだ。 

 「三権分立の原則から行政が司法の判断に介入するのは難しい。

日本政府は韓国政府の立場を理解すべきだ」。日本の政治に詳し

い韓国・聖公会大の梁起豪（ヤンギホ）教授は、元徴用工判決を

巡る問題についてこう語る。 

 梁教授は、文氏から対応を一任された李洛淵（イナギョン）首

相と近い関係。「李氏は東京特派員を経験した元記者で知日派。

日本の立場も分かるだけに、互いが納得できる妙案がなく板挟み

になっている」と言葉をつないだ。 

 安倍晋三政権は、原告が被告の日本企業の資産を売却するなど

して実害が及べば、対抗措置を取るとしている。梁教授は日本が

圧力を強めれば、かえって問題がこじれると指摘する。 

 日韓の専門家の間には、解決策として元徴用工や遺族への補償

を仲介する財団を設立する案もある。ただ、旧日本軍の従軍慰安

婦問題を巡る２０１５年の日韓合意に基づき日本が１０億円を

拠出した財団が昨年１１月、韓国側の事情で解散方針が発表され

たばかり。日本側には「慰安婦財団の二の舞いになりかねない」

（外交筋）との懸念が根強い。 

■積弊清算 

 韓国内には、文政権が日韓請求権協定を否定的に捉える背景に、

協定が朴槿恵（パククネ）前大統領の父、朴正熙（パクチョンヒ）

政権時に締結されたことと関連付ける見方がある。 

 「韓国小学校教科書から消えた『漢江の奇跡』」。韓国の保守系

紙、朝鮮日報に４月２５日、こんな見出しの記事が載った。漢江

の奇跡は１９６０年代～８０年代の経済成長を象徴する言葉で、

朴正熙政権など歴代保守政権の功績とされるため、教科書の記述

削除は文政権の意向とみられる。 

 当時は発展の陰で、民主化運動が厳しく抑え込まれ、貧富の差

が拡大した時代。人権派の弁護士出身の文氏には、権力を背景に

した保守勢力への強い反発心があることが、著書「運命」からも
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読み取れる。 

 保守政権下の政策や慣習の解消を意味する「積弊清算」を掲げ

る文氏。元徴用工や元慰安婦を巡る問題で厳しい対日姿勢を取る

ことについて、韓国のある研究者は「単純な反日感情というより、

過去の保守政権を否定する意味合いが強い」と解説する。 

■発足２年 

 解決の糸口が見えない状況に、原告側もいら立つ。代理人の崔

鳳泰（チェボンテ）弁護士は４月２２日、都内で記者会見し「日

韓請求権協定に基づく政府間協議が実現すれば、協議継続中は被

告企業の資産売却を保留できる」と発言。日本政府が求める政府

間協議に入るよう韓国政府に促すメッセージだ。 

 北朝鮮の非核化交渉の停滞や景気減速など、５月に発足２年を

迎える文政権には手詰まり感も漂う。韓国政府関係者は「内外の

問題に追われる文政権は、日本に譲歩して国内の反発を買いたく

ないが、韓日関係をこれ以上悪化させたくないというジレンマに

陥っている」と明かす。 

   ◇    ◇ 

円卓会議開催断念 釜山・徴用工像 

 【釜山・前田絵】韓国釜山市の労働組合系の市民団体が日本総

領事館前に徴用工像を設置しようとしている問題で、釜山市議会

は３０日、像の最終的な設置場所を５月１日までに市民１００人

の円卓会議で決めるのは困難と判断し、会議の開催を断念した。

人選を巡って市議会と市民団体の意見が折り合わなかったのが

原因とみられている。 

 円卓会議は４月２８日に開催される予定だったが、人選が難航

し、いったん中止していた。地元メディアによると、労組関係者

を中心に選びたい市民団体と、各界から幅広く参加させたい市議

会との間で意見が対立し、溝が埋まらなかった。市議会は市と市

民団体に対し、設置場所を決める３者協議の再開を提案している

が、団体側は反発しており、先行きは不透明だ。 

   ×    × 

【ワードＢＯＸ】元徴用工判決 

 韓国最高裁は昨年１０月、新日鉄住金（現日本製鉄）に対し、

元徴用工の韓国人４人（３人は既に死去）に１人当たり１億ウォ

ン（約１千万円）の損害賠償を命じ、判決は確定した。同１１月

には、三菱重工業に賠償を命じた判決も確定した。いずれの判決

も「日本の不法な植民地支配に直結した日本企業の反人道的な不

法行為を前提とする強制動員被害者の請求権は、日韓請求権協定

の対象に含まれない」と判断した。原告側によると、元徴用工ら

を巡る訴訟の原告は現在、約千人に上るという。 

 

「徴用」 官房長官が韓国に抗議 利益守るため万全の対応 

NHK2019年5月2日 4時11分 

 
太平洋戦争中の「徴用」をめぐる韓国の裁判で、原告側が差し押

さえていた株式を売却し現金化する手続きを始めたと発表した

ことについて、菅官房長官は民放のＢＳ番組で、韓国政府に抗議

したとしたうえで、日本企業の利益を守るため万全の対応を取る

考えを示しました。 

太平洋戦争中の「徴用」をめぐる韓国の裁判で、日本企業に賠償

を命じる判決が相次いでいて、このうち日本製鉄などを訴えた原

告側は１日、すでに差し押さえていた株式を売却し、現金化する

裁判所への手続きを始めたと発表しました。 

これについて、菅官房長官は１日夜、民放のＢＳ番組で、「日韓

請求権協定に基づく協議の要請への回答が、まだ韓国から来てな

い中で、こうしたことが起きたことは極めて遺憾なことであり、

韓国政府に抗議した」と述べました。 

そのうえで菅官房長官は、「政府は、関係企業とそれぞれ緊密に

連携して、常に連絡を取りながら、企業の利益を守るべくしっか

り対応している。企業の利益を守り抜くという思いだ」と述べ、

日本企業の利益を守るため万全の対応を取る考えを示しました。 

 

習近平氏「五四運動、核心は愛国主義」１００周年で強調 

朝日新聞デジタル北京＝延与光貞 2019年5月1日21時15分  

 中国の習近平（シーチンピン）国家主席は４月３０日、反帝国

主義や抗日を訴えて北京の学生らが天安門広場などで抗議した

「五四運動」から５月４日で１００周年を迎えるのを記念する大

会で演説した。習氏は「運動の核心は愛国主義だ」と述べ、若者

らに政府や共産党の指導に従って祖国に貢献するよう求めた。 

 五四運動は、第１次大戦後のパリ講和会議で、山東省の権益が

ドイツから日本に引き渡される内容に怒った学生らが起こした。

当時の政府の方針に反発した側面もある。今年は６月４日に民主

化を求めた学生らの運動が軍に弾圧された１９８９年の天安門

事件から３０周年を迎えることから、政府や党への批判や抗議が

広がらないよう、愛国心を強調したとみられる。 

 習氏は、五四運動を「知識青年… 

残り：231文字／全文：541文字 

 

ベネズエラ大統領が出国断念＝後ろ盾ロシアが反対－米国務長

官 

時事通信2019年05月01日09時12分 

 【ワシントン時事】ポンペオ米国務長官は３０日、ＣＮＮテレ

ビで、南米ベネズエラの反米政権を率いるマドゥロ大統領がキュ

ーバへの出国を試みたが、後ろ盾のロシアが反対し断念したと述

べた。ベネズエラ軍の一部が政権に反旗を翻す中、マドゥロ政権

の存続が不可能になりつつあることを印象付ける狙いがあると

みられる。 

 ポンペオ氏はマドゥロ氏について「ベネズエラを出国する時だ」

と主張。「（キューバへ向かう）飛行機に乗ればどうなっていたか、

マドゥロ氏は理解している」とも指摘し、マドゥロ氏が国外逃亡

を試みたものの、政権崩壊を防ぎたいロシアの反対で翻意したと

の見方を示した。  

 

米ロ外相、互いに非難 ベネズエラ蜂起受け会談 

2019/5/2 05:55共同通信社 

http://www.asahi.com/topics/word/習近平.html
http://www.asahi.com/topics/word/国家主席.html
http://www.asahi.com/topics/word/帝国主義.html
http://www.asahi.com/topics/word/帝国主義.html
http://www.asahi.com/topics/word/天安門広場.html
http://www.asahi.com/topics/word/愛国主義.html
http://www.asahi.com/topics/word/共産党.html
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 【ワシントン共同】ポンペオ米国務長官は1日、反米左翼マド

ゥロ政権に対する蜂起が起きたベネズエラ情勢について、ロシア

のラブロフ外相と電話で協議し、同政権を支持するロシアとキュ

ーバの介入が情勢を「不安定化させている」と批判した。ロイタ

ー通信によると、ラブロフ氏も米国が「内政干渉している」と非

難した。 

 米国務省によると、ポンペオ氏は、ロシア外務省が暴力や混乱

の回避を呼び掛けた声明に言及しつつ、ロシアにマドゥロ大統領

の支援を止めるよう求めた。 

 ラブロフ氏は、暫定大統領就任を宣言したグアイド国会議長側

が「強引な手段」に出れば「極めて危険な結果を招く」とけん制

した。 

 

国会議長、闘争継続訴え ベネズエラ、衝突で負傷者 

2019/5/2 07:1共同通信社 

 【ハバナ共同】南米ベネズエラで暫定大統領就任を宣言した野

党連合出身のグアイド国会議長は 1 日、首都カラカスで開いた

数千人規模の集会で「権力の不当な侵害が終わるまで毎日街頭に

出よう」と反米左翼マドゥロ政権打倒のための闘争継続を支持者

に訴えた。現地からの報道によると、カラカスでは野党支持者と

治安当局の衝突が起き、複数の負傷者が出た。 

 政権側はカラカスで大規模なメーデーの行進を実施。政権幹部

のカベジョ制憲議会議長は記者団に「われわれが分裂しているか

のような国際的な宣伝が行われているが、米国によるでっちあげ

だ」と強調した。 

 

グアイド氏「決起」、成否は軍次第 混迷のベネズエラ 

朝日新聞デジタルサンパウロ＝岡田玄 ワシントン＝渡辺丘、モ

スクワ＝石橋亮介 2019年5月1日20時23分  

ベネズエラで３０日、政権を離反して反

マドゥロ大統領を訴える国軍兵士ら＝ＡＰ 

 

 南米ベネズエラで暫定大統領就任を宣言したグアイド国会議

長が３０日、軍や市民に決起を呼びかけ、独裁支配を強めるマド

ゥロ政権追放に向けた「最終局面」を迎えたと訴えた。軍が政権

から離反する動きはまだ限定的とみられるが、各地で衝突が続い

ており、内外の緊張が高まっている。 

 グアイド氏は３０日、所属する党の創設者で、自宅で軟禁され

ていた有力な野党指導者レオポルド・ロペス氏とともにカラカス

市内の空軍基地に姿を現し、兵士らに野党勢力への合流を訴え、

マドゥロ政権に立ち向かうよう訴えた。 

 政権を支える軍の基地にグアイド氏ら野党幹部が足を踏み入

れるのはこれまでになかったことで、軍の結束が緩み、情勢が大

きく動いている印象を抱かせた。 

 今回のグアイド氏の「決起」について、グアイド氏ら野党陣営

は当初、別の日に行う予定だったとの見方が地元の記者らの間で

出ている。マドゥロ政権による圧力が強まる中、グアイド氏本人

の身柄拘束の可能性が高まったため、急きょ３０日に踏みきった

可能性があるという。 

 マドゥロ氏が再選された昨年の大統領選を無効だとし暫定大

統領就任を宣言したグアイド氏は、人道支援物資を国外から運び

込む計画の失敗などで求心力を失いかけていたが、３月にベネズ

エラ全土が数回にわたり大規模停電に陥ると、「政権の無能が明

らかになった」と攻勢を強め、再び息を吹き返した。 

 その後はベネズエラ各地を回り、国民が街頭で抗議を続け、い

ずれカラカスに集結しマドゥロ氏の退陣を迫るよう訴えてきた。 

 だが、グアイド氏の思惑通りに事態が進むかは見通しにくい。

カギを握るのは、軍の動向だ。 

 政府関係者や治安部隊関係者によると、軍幹部は汚職や麻薬取

引に関与するなど利権と結びついており、マドゥロ政権とは分か

ちがたい関係だという。グアイド氏の決起の呼びかけ後も、軍幹

部はマドゥロ政権支持を表明した。 

 ただ、利権と関わりの薄い下級兵士には政権批判が根強いとさ

れる。今後も政権と野党勢力の間で、軍を味方につけるための攻

防が続くとみられる。（サンパウロ＝岡田玄） 

■国際社会の対立… 

残り：856文字／全文：1721文字 

 

ベネズエラ政権側「クーデター失敗」 断続的に衝突続く 

朝日新聞デジタルサンパウロ＝岡田玄、ニューヨーク＝藤原学思、

ワシントン＝渡辺丘 2019年5月1日10時47分  

急きょ記者会見を開いたベネズエラの

モンカダ国連大使＝４月３０日、米ニューヨークの国連本部、藤

原学思撮影 

 

 政情不安が続くベネズエラで４月３０日、独裁的な支配を進め

るマドゥロ政権側の治安部隊と、決起の呼びかけに応じた反マド

ゥロ派の兵士や市民とのあいだで衝突が断続的に続いた。政権側

は「クーデターは失敗した」と主張している。 

 衝突は、暫定大統領就任を宣言したグアイド国会議長が兵士ら
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に反政権の決起を呼びかけたことがきっかけで始まった。 

 現地報道などによると、衝突は国内各地で発生。首都カラカス

では、治安部隊がゴム弾や催涙弾を使って鎮圧を試みた。マドゥ

ロ大統領に反対する市民らを装甲車がはね、複数のけが人が出た。 

 決起に応じた兵士がいると報じられたが、報道は断片的で、軍

の離反の規模ははっきり分かっていない。ブラジル大統領府によ

ると、離反したベネズエラ軍兵士２５人がブラジル大使館に亡命

を申請した。ブラジルはグアイド氏を支持している。 

 グアイド氏は３０日夜、ツイッターに動画を投稿し、「不当に

奪われた権力を止めるまで街頭に出よう」と呼びかけ、１日も抗

議活動を続けることを表明した。 

 マドゥロ氏は強気の姿勢を保っている。３０日、ツイッターに

軍司令官らと会合を持ったと投稿し、「（軍部が）忠誠を誓った」

と書き込んだ。また、ベネズエラのモンカダ国連大使は３０日、

米ニューヨークの国連本部で会見し、「完全に米国の支援による

ものだった」と主張。「混乱と無秩序をもたらす目的で企てられ

た試みは、マドゥロ政権によって打ち負かされた」と述べた。 

 一方、ポンペオ米国務長官は３０日、米ＣＮＮの取材に答え、

マドゥロ氏が亡命を準備していたが、踏みとどまったと語った。

「マドゥロ氏は滑走路に飛行機を用意し、出発する準備をしてい

た。ロシアが残るように求めた。（キューバの首都）ハバナに向

かおうとしていた」という。具体的な根拠は示さなかった。（サ

ンパウロ＝岡田玄、ニューヨーク＝藤原学思、ワシントン＝渡辺

丘） 

 

ベネズエラでクーデターの動き 反政権派、軍に決起訴え 

朝日新聞デジタルサンパウロ＝岡田玄 2019年4月 30日 21時

12分  

ベネズエラの首都カラカスの空軍基地近くで

２０１９年４月３０日、軍の兵士と話をするグアイド国会議長

（中央、ロイター） 

 

 独裁支配を強めるマドゥロ大統領と反マドゥロ派の対立で政

情不安が続く南米ベネズエラで３０日、暫定大統領就任を宣言し

たグアイド国会議長が首都カラカスの空軍基地に入り、兵士らに

反政権で決起するよう呼びかけた。政権側は鎮圧する構えだ。軍

はマドゥロ氏の有力支持基盤。呼びかけに応じて離反が進めば、

同氏には大打撃になる。 

 現地の報道や住民によると、グアイド氏は自宅軟禁中の野党指

導者レオポルド・ロペス氏と共に３０日早朝、反マドゥロ派の兵

士らに守られながらカラカス中心部の空軍基地に入った。２人は

「勇気ある軍人が私たちの元に駆けつけた」と強調し、兵士らに

政権支持をやめるように訴えた。グアイド氏はその後、基地を出

て演説し、マドゥロ政権打倒へ行動を呼びかけた。 

 これに対し、パドリノ国防相はツイッターに「軍は憲法と正統

な統治者を守る」と投稿し、軍はマドゥロ政権を支持すると断言。

基地周辺では政権側の治安部隊と反マドゥロ派が衝突し、混乱が

続いている。 

 軍関係者によると、軍では盗聴などで兵士が離反しないように

監視しているという。だが、食料不足に苦しむ下級兵士の間では

水面下で政権を批判する声が広がっており、上層部は危機感を強

めているという。（サンパウロ＝岡田玄） 

 

ベネズエラ 大統領の自発的退陣迫り大規模デモ 

NHK5月2日 6時21分  

 

一部の軍の関係者も加わってマドゥーロ大統領の退陣を求める

動きが出ている南米ベネズエラで、１日には大統領に自発的な退

陣を迫る大規模なデモも行われ、緊張が高まっています。 

ベネズエラでは、独裁を続けロシアなどの支援を受けるマドゥー

ロ大統領と、暫定大統領への就任を宣言しアメリカの支援を受け

るグアイド国会議長が対立し、国際社会を巻き込んで混乱が広が

っています。 

マドゥーロ大統領の退陣を求めるグアイド氏は先月30日朝、首

都カラカスの大統領府に近い空軍基地から、ツイッターを通じて、

複数の軍人や有力な野党指導者とともに、すべての軍人に決起を

呼びかけました。 

空軍基地の周りはグアイド氏を支持する市民も押し寄せました

が、政府側が取締りを行い、決起を呼びかけた軍の関係者や野党

指導者の大半がブラジル大使館などに逃げ込む事態となりまし

た。 

グアイド氏は翌日の１日、再びマドゥーロ大統領の自発的な退陣

を訴え、支持者らとともに市の中心部を行進しました。 

グアイド氏は、「決起に参加した軍の関係者が十分ではなかった。

しかしわれわれは戦い続ける」と述べ、マドゥーロ大統領が退陣

するまで運動を続けていく考えを強調しました。 

今のところ軍が政権側から離反する動きは広がっておらず、マド

ゥーロ大統領がなお国内を掌握しているとみられますが、両者の

対立は先鋭化していて、混乱が収束するめどは立っていません。 
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