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2019年11月12日～11日 

世論調査（ＮＨＫ、ＪＮＮ）、憲法・改憲策動、ホルムズ海峡、

政局・野党・自民党、日韓、香港 

 

ＮＨＫ世論調査 内閣支持47％ 不支持35％ 

ＮＨＫ11月11日 19時24分  

 
ＮＨＫの世論調査によりますと、安倍内閣を「支持する」と答え

た人は、２か月前の調査より１ポイント下がって 47％だったの

に対し、「支持しない」と答えた人は２ポイント上がって35％で

した。 

ＮＨＫは、今月８日から３日間、全国の18歳以上の男女を対象

にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の

番号に電話をかける「ＲＤＤ」という方法で世論調査を行いまし

た。 

調査の対象となったのは2174人で、58％にあたる、1253人から

回答を得ました。 

それによりますと、安倍内閣を「支持する」と答えた人は、２か

月前の９月の調査より１ポイント下がって 47％だったのに対し、

「支持しない」と答えた人は、２ポイント上がって35％でした。 

支持する理由では、 

「他の内閣より良さそうだから」が47％、 

「実行力があるから」と「支持する政党の内閣だから」が、それ

ぞれ16％などとなりました。 

逆に、支持しない理由では、 

「人柄が信頼できないから」が35％、 

「政策に期待が持てないから」が32％などとなっています。 

先月、菅原 前経済産業大臣と河井 前法務大臣が相次いで辞任し

たことによる安倍政権への影響を聞いたところ、 

「大いに影響がある」が９％、 

「ある程度影響がある」が39％、 

「あまり影響はない」が35％、 

「まったく影響はない」が９％でした。 

安倍総理大臣の在任期間は、今月20日で憲政史上最長の2887日

となります。これまでの安倍政権の仕事ぶりの評価を尋ねたとこ

ろ、 

「大いに評価する」が９％、 

「ある程度評価する」が52％、 

「あまり評価しない」が24％、 

「まったく評価しない」が８％でした。 

安倍内閣の実績として、最も評価していることを６つの選択肢を

あげて聞いたところ、 

「外交・安全保障」が23％で最も多く、 

次いで、「少子化対策や子育て支援」が16％、 

「働き方改革」が13％、 

「経済政策」が11％、 

「消費税率の引き上げ」が９％、 

「社会保障」が６％でした。 

一方、「どれも評価しない」と答えた人は、10％でした。 

安倍総理大臣が意欲を示す憲法改正について、国会で議論を早く

進めるべきかどうか質問したところ、 

「早く進めるべき」が33％、 

「早く進める必要はない」が32％、 

「議論をする必要はない」が22％でした。 

日本と韓国の関係が冷え込むなか、安倍総理大臣とムン・ジェイ

ン（文在寅）大統領がおよそ１年ぶりに着席してことばを交わし

ました。 

これをきっかけに日韓関係が改善に向かうかどうかについて聞

いたところ、「改善に向かうと思う」が16％、 

「改善に向かうとは思わない」が68％でした。 

大学入学共通テストへの英語の民間試験の導入を文部科学省が、

延期したことについて、 

「延期は当然だ」が59％、 

「予定通り実施すべきだった」が16％でした。 

 

ＮＨＫ世論調査 各政党の支持率は 

ＮＨＫ11月11日 19時23分  

 

ＮＨＫの世論調査によりますと、 

各党の支持率は、 

▽「自民党」が36.8％、 

▽「立憲民主党」が6.3％、 

▽「国民民主党」が1.4％、 

▽「公明党」が3.8％、 

▽「日本維新の会」が2.2％、 

▽「共産党」が3.5％、 

▽「社民党」が0.3％、 

▽「れいわ新選組」が1.2％、 

▽「ＮＨＫから国民を守る党」が0.2％、 

▽「特に支持している政党はない」が37.7％でした。 

 

ＪＮＮ2019年11月11日0時48分 

ＪＮＮ世論調査、英語民間試験の延期「支持」５割超 

 文部科学省は大学入試での英語の民間試験の活用について、来

年度の導入を延期すると発表しましたが、この決定を「支持する」

と答えた人が半数を超えたことがＪＮＮ世論調査でわかりまし
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た。 

 安倍内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より０．６

ポイント減って５４．３％でした。一方、支持できないという人

は、先月と変わらず４２．４％でした。 

 文部科学省は大学入試での英語の民間試験の活用について、来

年度の導入を延期すると発表しました。この決定を支持するか聞

いたところ、「支持する」が５３％で、「支持しない」の２７％を

上回りました。 

 また、この問題をめぐり、萩生田文部科学大臣は受験生を念頭

に「身の丈に合わせて頑張って」と発言し、のちに撤回・謝罪し

ています。一連の問題の責任をとり、萩生田氏が大臣を辞任すべ

きか聞いたところ、「辞任すべき」は３１％、「辞任する必要はな

い」が５７％でした。 

 来年夏の東京オリンピックのマラソンと競歩のコースについ

て、東京ではなく札幌で開催することが決まりましたが、この決

定を「支持する」は４０％、「支持しない」は５１％でした。 

 皇室制度について聞きました。今の法律では皇位を継承できる

のは男性の皇族のみですが、女性の皇族が天皇になることに賛成

か聞いたところ、「賛成」が７７％、「反対」が１４％でした。ま

た、女性天皇の子どもが天皇になること、すなわち「女系天皇」

への賛否についても聞いたところ、賛成が７４％、反対が１５％

でした。 

 緊迫する中東情勢をめぐって、政府はホルムズ海峡の周辺に海

上自衛隊の艦船などを独自に派遣するかどうか検討を始めまし

たが、派遣に「賛成」は４１％、「反対」は４０％でした。 

 

改憲勉強会が始動 自民・岸田派 

時事通信2019年11月11日18時24分 

 自民党岸田派（宏池会）は１１日、憲法改正がテーマの同派若

手向け勉強会の初会合を東京都内で開いた。党改憲推進本部事務

総長を務める根本匠前厚生労働相が９条への自衛隊明記など４

項目の党改憲案を説明。同派は伝統的に改憲に慎重な立場で、会

合では「『宏池会なのに改憲に賛成なのか』との声を聞く」との

発言もあった。 

 勉強会は年内にあと２、３回開く。２回目の１３日は、岸田派

名誉会長で９条改正に反対する古賀誠元幹事長が講師を務める。  

 

改憲議論推進へ 岸田派が勉強会 若手議員対象に 

毎日新聞2019年11月12日 東京朝刊 

 自民党の岸田文雄政調会長が率いる岸田派（宏池会、４７人）

は１１日、派内の若手議員を対象とした憲法に関する勉強会の初

会合を開いた。憲法改正議論の推進に向けて理解を深めるととも

に、９条改正の慎重論が根強くある派内の意見を調整する狙いも

ある。  

 この日は党憲法改正推進本部の根本匠事務総長が講師を務め、

自衛…  

残り131文字（全文281文字） 

 

自民岸田派が憲法勉強会  

日経新聞2019/11/11 19:30 

自民党岸田派は11日、都内の事務所で若手議員による憲法改正

勉強会を開いた。党憲法改正推進本部事務総長の根本匠氏が講師

を務め、自衛隊を 9 条に明記するなど 4 項目の改憲案をまとめ

た経過を説明した。13日には 9条改正に反対する同派の古賀誠

名誉会長が講演する。 

勉強会を呼びかけた古賀篤氏は「（改憲に）消極的な人や反対の

人がいる。幅広く議論する必要がある」と述べた。森屋宏氏は次

期総裁選に向けて「岸田派として改憲に対する考え方のコンセン

サスを得ていかなければいけない」と訴えた。 

岸田文雄政調会長は改憲をテーマにした地方政調会を全国で開

いている。18 日には地元の広島県で地方政調会を開く。派内で

も並行して改憲論議を深める。岸田氏は「党を挙げて努力しなけ

ればならない。理解してくれる国民の幅を広げることが重要だ」

と話す。 

 

岸田派が憲法若手勉強会 「ポスト安倍」へ派閥も後押しか 

産経新聞2019.11.11 19:47 

 自民党の岸田文雄政調会長率いる岸田派（宏池会、４７人）は

１１日、憲法改正に関する若手勉強会を開催した。岸田氏は改憲

をテーマにした地方政調会を開くなど、安倍晋三首相が意欲を見

せる憲法改正で党の推進役を担っている。同派は９条改正に慎重

な護憲派のイメージがあるが、派閥としても勉強会を通じて改憲

議論を促進する狙いだ。 

 初回のこの日は衆院当選３回以下、参院当選２回以下の若手１

０人が出席した。党憲法改正推進本部事務総長の根本匠前厚生労

働相が講師を務め、９条への自衛隊明記など４項目の党改憲案の

とりまとめ経緯などについて説明した。 

 出席者は選挙区などで４項目の説明に取り組むことを確認し

た。一方で「地元では『宏池会なのに改憲賛成なのか』といわれ

る」などの声も出たという。 

 同派は伝統的にリベラルのイメージが強く、派内には改憲慎重

論もある。名誉会長の古賀誠元幹事長は自著「憲法九条は世界遺

産」で９条改正に反対し、党の方針と一線を画す。 

 １３日に開かれる勉強会は古賀名誉会長が講師を務める予定

だが、企画した古賀篤衆院議員は「（憲法改正は）反対がある中

で国民投票まで持っていかなければならない。いろいろな人に参

加してもらい、幅広く議論していく必要がある」と強調する。 

 岸田氏もかねてから「改憲を進めるには積極派だけでなく、一

般の人や反対派も議論に巻き込んでいけるかどうか」と話してき

た。地方政調会でも、同派の松山政司参院政審会長を同行させ、

改憲４項目の中の参院選「合区」解消などを説明している。 

 若手の１人は「（次期総裁選に向け）改憲の考え方について、

宏池会としてコンセンサス（合意）を得ていかなければならない」

と話す。 

 

ＪＮＮ2019年11月11日 

自民・岸田派、総裁選を見据え憲法勉強会 

 自民党の岸田政調会長が率いる「岸田派」が、２年後の総裁選

挙を見据え、憲法改正をテーマとする勉強会を行いました。 

 自民党・岸田派は１１日、安倍総理が意欲を示す憲法９条への

自衛隊明記など、自民党の改憲４項目について議論の経緯や考え

方などに関する勉強会を行いました。 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=555989adffd60ba98a08bdceeb87dd6a&c=syu
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 「岸田派」は伝統的に憲法改正、特に９条の改正には慎重な立

場で、派閥会長の岸田氏は憲法改正に積極的な人だけでなく、慎

重な人の意見も聞きながら議論を進めたい考えです。 

 ただ、勉強会に出席した議員からは「説明しやすいのは参議院

の合区解消や１票の格差の問題だが、９条改正の議論というのは

避けられない」などの意見が出たということです。また、派閥内

からは「総理大臣の座を狙うのであれば憲法改正への道筋をつけ

ることが不可欠」との意見も上がっていて、自民党総裁選に向け、

岸田氏の実績作りに繋げたい狙いもあるものと見られます。 

 １３日には「９条護憲」を主張し、派閥の名誉会長を務める古

賀誠元幹事長を招いた勉強会が実施される予定です。 

 

選挙区単位で改憲集会、自民が全国会議員に指示 報告義務付

け  

2019/11/11 19:30日本経済新聞 電子版 

自民党の細田博之憲法改正推進本部長は党所属の国会議員を対

象に、地元選挙区で憲法改正論議の必要性を訴える集会を開くよ

う指示した。開催の事実を確認するため報告書の提出を求める。

改憲に向けて党内の引き締めを図るとともに、世論の機運を高め

て論議に慎重な野党の背中を押す狙いがある。 

自民党憲法改正本部の会合であいさつする

細田本部長（10月11日、党本部）=共同 

細田氏が二階俊博幹事長、山口泰明組織運動本部長との連名で

10月25日付で通知を出した。改憲について「機運を高めるため

には、国民一人一人の憲法改正への理解を得る必要がある。積極

的に『憲法改正研修会』を開催するようお願いする」と要請した。

国会議員自らが講師となり、30～40 人の小規模な集会をきめ細

かく開くよう求めた。開催後1週間以内に、党本部向けに報告書

をまとめることも義務付けている。 

党幹部も対象に含む。鈴木俊一総務会長は3、4日、地元の衆院

岩手 2 区で研修会を開いた。平和主義や基本的人権の尊重とい

った原則を維持しつつ、時代に適応した改憲が必要だと呼びかけ

た。 

同党は既に憲法改正に関する研修会の実施を呼びかけてきた。安

倍晋三首相（党総裁）が9月の党役員人事にあわせ、挙党態勢で

論議を推進するよう訴えたのを受け、集会の開催を強く求めるこ

とにした。首相は2021年9月までの総裁任期中の改憲をめざし

ているが、党内には消極的な議員もいる。改憲実現に向けて統制

を強める狙いもある。 

自民党は今国会で改憲手続きを定めた国民投票法改正案の成立

を目指している。野党は改憲に関するCM規制強化の議論を優先

すべきだと主張し、国会会期末の12月9日までに採決する道筋

は描けていない。 

 

自民・細田氏、憲法改正で石破氏牽制 

産経新聞2019.11.11 22:46 

 自民党の細田博之憲法改正推進本部長は１１日夜、戦力不保持

の９条２項削除を訴える石破茂元幹事長の主張について「１００

パーセント、世界的に正しい理論だ。純粋理論的にかくあるべし

という人の方が議論として強い」と述べた。 

 一方で、石破氏が異議を唱える９条を維持した上での自衛隊明

記を念頭に「当面、憲法改正は（自衛隊を）違憲という学者や教

科書の記述を避けるため体制を作る方向でいっている」と牽制

（けんせい）した。東京都内で開かれた石破氏のパーティーで語

った。 

 自民党が野党時代の平成２４年に策定した党改憲草案は、戦力

不保持をうたい交戦権を否認した９条２項を削除し、集団的自衛

権の行使を容認。９条の２で日本の平和と独立、国民の安全確保

のため国防軍を保持すると定めた。 

 一方、昨年の党大会で了承された党改憲４項目の条文素案は、

９条について戦争放棄の１項とともに２項を維持して自衛隊を

明記する考え方だ。 

 石破氏は「自衛隊は戦力で、そのまま明記すれば戦力不保持の

９条２項と整合性がとれない」と反発している。 

 

ＪＮＮ2019年11月11日 

細田憲法改正推進本部長、自民改憲案「受け入れられやすい」 

 自民党の細田憲法改正推進本部長は憲法９条に自衛隊を明記

する自民党の改憲案について、受け入れられやすさを考えたもの

だとの認識を示しました。 

 「常に意見が異なるわけです。しかし、どちらが受け入れられ

やすいかをつい考えてしまう」（細田博之 憲法改正推進本部長）  

 細田氏は憲法９条をめぐり、自民党の改憲案は自衛隊の違憲論

争を終えるため、受け入れられやすい条文になっているとの認識

を示しました。  

 「国会議員の３分の２（の賛成）が取れないから妥協する？妥

協して良いものと悪いものと、世の中にあると私は思っています」

（石破茂 元幹事長）  

 一方、自民党の石破元幹事長は憲法改正は妥協をするのではな

く理想を追求すべきとした上で、国会での合意ではなく、まず、

国民の理解を得る努力が必要と強調しています。 

 

石破氏、広がらない党内支持…政権を批判 改憲では持論に固

執 

産経新聞2019.11.11 22:38 

 「ポスト安倍」に意欲を示す自民党の石破茂元幹事長の党内で

の支持が広がらない。挙党態勢で取り組む憲法改正をめぐり、党

の改憲案に異論を唱えるなど批判的な姿勢を強めているためだ。

最近は立憲民主党の山尾志桜里衆院議員らと憲法討論会で議論

するなど野党議員との「共演」も目立つ。知名度が高く学園祭で

は人気の石破氏だが、「野党化」が進めば党内でのさらなる孤立

が深まる。 

 「われわれは内閣と自民党を支えるが、それはわれわれのため

ではない。国家や次の時代のため、全身全霊を尽くす」。石破氏

は１１日夜、東京都内のホテルで開いた自身のパーティーでこう

述べた。 

 安倍晋三首相に比べ、若年層の支持が劣るとされる石破氏は次

期総裁選を見据えた対策に余念がない。先月２０日の母校・慶大

javascript:void(0)
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を皮切りに秋の学園祭シーズンに合わせて早大、日大など計４大

学で講演。合間には学生らとの記念撮影に応じ、自身をアピール

した。 

 一方、「反安倍」を意識してか、党内では批判的な姿勢が目立

つ。 

「４項目の『たたき台』と、平成２４年に党議決定している党草

案はどういう関係に立つのか」。１０月１１日に党本部で開かれ

た憲法改正推進本部会合で石破氏は本部長の細田博之元幹事長

に詰め寄った。 

 自民党は平成３０年に憲法９条への自衛隊明記など４項目の

党改憲案を「たたき台素案」としてまとめ、党大会でも報告した。

だが、石破氏は自民党が野党時代の２４年に策定した憲法改正草

案にこだわる。 

 草案は、９条２項を削除して「国防軍」を創設するなど従来の

自民党の主張を色濃く反映したものだ。党幹部は「草案を実現す

るに越したことはないが、野党や公明党の理解は得られない」と

本音を明かす。 

 一方で最近は野党議員とのイベント参加も多い。１１月２日に

東京・渋谷で開かれた憲法討論会で山尾氏や国民民主党の玉木雄

一郎代表と議論した際には自民党改憲案に疑問を呈した。 

 ８日も立民の福山哲郎幹事長と都内で開かれたトークイベン

トに参加。首相が２９年の都議選で演説を妨害する一部の聴衆に

対し「こんな人たちに負けるわけにはいかない」と発言をしたこ

とを念頭に「『こんな人たち』みたいなことを言ったらいけない」

と述べた。 

 石破氏のこうした姿勢に党ベテラン議員はこう突き放した。 

 「野党の人たちと政策実現をすればいい」 

（奥原慎平） 

 

石破氏 憲法改正「妥協すべきでない」 

ＡＮＮ2019/11/11 23:18 

 

 自民党の石破元幹事長は憲法 9 条の改正について「妥協する

べきではない」と述べ、自民党がまとめた改憲案に批判的な考え

を改めて表明しました。 

 石破氏は憲法 9 条の 2 項を削除して集団的自衛権を全面的に

容認する考えで、安倍総理大臣が掲げた自衛隊を明記する改憲案

に批判的な立場です。国会発議に必要な 3 分の 2 以上の賛成を

得るために妥協も必要とする自民党内の考え方に対し、石破氏は

「妥協していいものと悪いものがある」とし、国家の在り方に関

わる自衛隊については妥協できないとしています。また、「国会

議員の離合集散の数合わせより国民の理解の方が大事だ」とも強

調しました。 

 

安倍首相「全国知事会で熱心な改憲議論に敬意」 

産経新聞2019.11.11 21:05 

 安倍晋三首相（自民党総裁）は１１日、官邸で開かれた全国都

道府県知事会議で、党の改憲４項目に盛り込まれている合区解消

に関し「わが国の地方自治は、地方自治を保障した憲法の下で大

きく発展してきた」とした上で「全国知事会で熱心に憲法改正に

ついて、議論し、検討いただいていることに対し、心から敬意を

表したい」と述べた。宮城県の村井嘉浩知事の質問に答えた。 

 村井氏は「そもそも合区解消の根底には、現行憲法では地方自

治の規定がわずかしかなく、あまりに抽象的であることだ。全国

知事会はより具体的に規定すべきとの決議をとりまとめている」

と指摘した。「内閣としても国家の最高法規である憲法をわれわ

れの主張を取り入れた形で改正し、こうした理念をしっかり具現

化してほしい」とも述べた。 

 

【政界徒然草】改憲議論、呼び水のはずが停滞招き 難航する国

民投票法改正案 

産経新聞2019.11.11 07:00 

 衆院憲法審査会で７日、約２年ぶりに自由討議が行われた。２

年という思わぬ停滞を招いた一因となったのが、憲法審で１年以

上もたなざらしとなっている憲法改正手続きを定めた国民投票

法改正案の存在だ。 

 改正案は国民投票の利便性を現行の公職選挙法の内容にそろ

えるもので、中身に関して与野党で相違はない。与党側は改正案

の成立を改憲議論を始動させるための呼び水と位置づけてきた

が、主要野党は本論を動かさないための防波堤のように捉え、政

局的に利用してきた。 

 「ようやく長い休眠状態から目が覚めた」 

 自民党幹部は７日の憲法審終了後にこう述べ、安堵の表情を浮

かべた。 

 憲法審の自由討議をめぐっては、改憲議論の進展を警戒する野

党が消極姿勢を崩さず、この２年間、開催できない状態が続いて

いた。今回ようやく自由討議が実現したのは、９月に憲法審の与

野党議員がドイツ、ウクライナ、リトアニア、エストニアの欧州

４カ国を視察し、その報告と質疑にテーマを限定したからだ。 

 自民党は今国会での改正案の成立を目指しており、与党筆頭幹

事の新藤義孝氏（自民）は１４日に改正案を採決するよう提案し

たが、野党筆頭幹事の山花郁夫氏（立憲民主）は応じなかった。 

 改正案は駅や商業施設への「共通投票所」の設置や、遠洋航海

中の人の洋上投票など計７項目を盛り込んでいる。野党は反対す

るような内容ではないが、法案成立後に改憲議論が進展すること

を危惧。憲法改正に関する自民党幹部の言動など、さまざまな理

由をつけては「議論する環境にない」として、採決を拒み続けて

きた。 

 通常の法案審議であれば、多数を握る与党が強引に採決に踏み

切ることもある。ただ、憲法改正を議論する憲法審は、国会での

改憲発議に衆参３分の２以上の賛成が必要であることを踏まえ、

与野党合意で運営方針を決める不文律がある。このため、与党は

これまで無理に採決に踏み切ることを控えてきた。 

 自民党は改正案の成立後に、党がまとめた憲法９条への自衛隊

明記を含む４項目の改憲案を提示し、憲法審での改憲議論を前進

させたい考えだが、前段階でつまずいている格好だ。 

 自民党幹部はあくまで、改正案の成立を今国会で優先させる方

針を強調するが、ここにきて方針転換を図る必要性を指摘する声

も与党内から出始めている。 
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 憲法審のある与党幹事は「国民投票法改正案は憲法改正原案が

まとまったときに成立させればいい。国民投票法改正案を採決し

ようとすれば野党が反対し、また議論ができなくなる」と語る。 

 自民党と連立を組む公明党は、立憲民主党など主要野党を抜き

にした改憲議論には反対の立場で、自由討議が開ける環境を維持

した方がよいというわけだ。今の野党側も、憲法審の欧州視察に

関する追加の自由討議を求めている。 

 ただ、与党側には、野党側の意向に沿うことへの警戒感も少な

くない。憲法改正の是非を問う国民投票の際のＣＭ規制のあり方

も議論するよう主張しており、与党幹部は「ＣＭ規制の議論を始

めれば、一国会ではすまない。相当時間がかかる」と指摘する。 

 改憲を宿願とする安倍晋三首相の自民党総裁としての任期は

残り２年を切った。憲法改正を実現するためのハードルはいくつ

も待ち構えており、従来とは異なるスピード感も求められている。 

（政治部 大橋拓史） 

 

枝野代表を翻弄 山尾、塩村、石垣の立民・個性派３氏 

産経新聞2019.11.11 19:50 

 立憲民主党の枝野幸男代表が、党の方針に沿わない女性議員た

ちに翻弄されている。山尾志桜里衆院議員が改憲論議に前向きな

発言をすれば、塩村文夏参院議員は安倍晋三政権の対韓外交を批

判。石垣のり子参院議員は消費税廃止を主張し、“ライバル”の

れいわ新選組と歩調を合わせる。「多様性は力だ」と訴える枝野

氏だが、足元の個性派には手を焼いているようだ。 

 「国会で発言したら、代表に公の場で『不快感を表明』されて

しまった、という事象をこのままスルーすると、党所属の普通の

議員は普通に委縮（いしゅく）すると思う。これは本当に問題」。

山尾氏は９日付のツイッターにこう記し、７日の衆院憲法審査会

で活発な憲法論議を呼びかけた自身の発言に不快感を示した枝

野氏に反論した。 

 山尾氏は審査会の場で「手続きの議論が終わらない限り、憲法

の中身に一切入れないのもおかしい」と主張したが、立民は安倍

政権下の改憲論議に慎重な立場だ。枝野氏は７日の記者会見で

「『山尾氏の発言は問題ではないか』との指摘もあり、議事録な

どを取り寄せ、本人の話もうかがっている。その結論を待ちたい」

と述べた。 

 ７月の参院選で初当選した塩村氏は、４日付のツイッターで

「失ったマーケットは二度と戻ってこない」などと発信し、安倍

政権による半導体材料の対韓輸出管理厳格化に不満を表明。枝野

氏は７日の記者会見で対韓外交について「日本政府の姿勢を支持

する」と述べており、塩村氏の見解と方向性は一致していない。 

 石垣氏は１０月３０日に「消費税は廃止」「最低でも５％への

減税」と訴えるれいわの山本太郎代表らが共催する「消費税減税

研究会」の初会合に出席した。立民は１０％への増税に反対した

ものの、大幅な減税には慎重姿勢を崩していない。 

 それでも、石垣氏は記者団を前に「私は宮城選挙区で『上げる

べきは賃金であり、消費税ではない』と訴え、党公認候補として

改選１人区の中で唯一、当選を勝ち得た人間だ」と述べて胸を張

る。今後も消費税廃止を訴え続ける考えだ。 

 ３氏はいずれも発信力が強く、その主張は憲法、外交、消費税

という根幹政策に関わる。対応を誤れば「バラバラ政党」ぶりが

改めて浮き彫りとなることは避けられず、枝野氏の心境も穏やか

ではなさそうだ。 

（千田恒弥） 

 

官房長官「国民に丁寧に説明」 自衛隊の中東派遣検討  

日経新聞2019/11/11 19:30 

菅義偉官房長官は11日の記者会見で、政府が検討している中東

への自衛隊派遣について「実際に派遣する場合、活動の目的につ

いて関係国の理解を得るべくしっかりと対応していかなければ

ならない」と述べた。「国民の理解を得ることができるよう丁寧

に説明しながら検討を進めたい」とも語った。 

 

自衛隊統合演習始まる 電子戦や国内最大規模の水陸両用作戦

を実施 

毎日新聞 2019年 11月 11日 17時 07分(最終更新 11月 11日 

17時08分) 

防衛省＝東京都新宿区で、小川昌宏撮影 

 自衛隊は11日、実動訓練「自衛隊統合演習」を始めた。2018

年末に策定した防衛計画の大綱で盛り込まれた「総合ミサイル防

空」や「電子戦」などを国内や周辺の海空域で21日まで実施す

る。鹿児島県・種子島での離島防衛に関する水陸両用訓練は国内

最大規模となり、海上自衛隊の輸送艦から 16 両の水陸両用車

AAV7が発進して上陸する予定。  

 総合ミサイル防空は、弾道ミサイルや巡航ミサイルなど多様化

する攻撃にイージス艦や地上配備型迎撃ミサイル「PAC3」など陸

海空で一体的に対処する取り組み。今回は、空からの複合的な攻

撃に対し各装備品の連携を確認する。  

 種子島での離島防衛訓練は、海自最大の護衛艦いずも型の「か

が」が指揮中枢を担い、陸自水陸機動団など陸海空約1500人が

上陸作戦を展開する。  

 自衛隊は陸海空の統合を図ろうと 1 年ごとに実動訓練と指揮

所演習を実施している。今回の統合演習は約3万2000人が参加

する。【町田徳丈】  

 

立憲・共産、「桜を見る会」追及で一致 安倍首相主催行事 

時事通信2019年11月11日12時09分 

 立憲民主、共産両党の国対委員長は１１日午前、国会内で会談

し、例年４月に東京都内で開かれる「桜を見る会」に安倍晋三首

相の後援会関係者が多数招待されていると指摘された問題につ

いて、主要野党が連携して追及していく方針で一致した。国民民

主党などに呼び掛けて同日午後に国対委員長会談を開催し、合意

が得られれば調査追及チームを発足させる。 

 桜を見る会は首相主催の恒例行事で、経費は国の予算から支出

される。立憲の安住淳国対委員長は記者団に「首相が地位を利用

し、国の公的行事で接待をしていたと受け取られかねない事案だ」

と強調。「（事実なら）辞職せざるを得ないのではないか」と語っ

た。  

 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8e275133878c57ce6011fa0da2201887&c=syu
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野党、桜見る会で追及チーム 首相主催、「国費使い私物化」 

2019/11/11 18:59 (JST)共同通信社 

 立憲民主、国民民主、共産各党の国対委員長は11日、国会内

で会談し、首相主催の「桜を見る会」に疑問点が多いとして、追

及チームを設置する方針を決めた。立民の安住淳国対委員長は、

安倍晋三首相の地元後援会員が多数招待された疑惑が濃厚だと

指摘し「国費で行われる会を私物化した疑いが強い。実態に迫っ

ていく」と述べた。 

 桜を見る会は、例年春に政界関係者や芸能人らを東京・新宿御

苑に招いて開催される。後援会員の招待は、8日の参院予算委員

会で共産党が質問。首相は人選への関与を否定し「自治会などで

役員をしている方と後援会に入っている方が重複することもあ

る」などと答弁していた。 

 

「桜を見る会」で追及チーム 野党、首相の責任追及  

日経新聞2019/11/11 19:30 

立憲民主党や国民民主党などの共同会派と共産党は11日、首相

主催で毎年春に開く「桜を見る会」について追及チームを設置す

ると発表した。安倍晋三首相が地元後援会メンバーを多数招待し

ている疑いがあると批判している。 

追及チームは12日に内閣官房の担当者を呼んで聴取を始める。

立民の安住淳国会対策委員長は11日、国会内で記者団に「首相

がその地位を利用し、国の公的行事で接待していたと受け取られ

かねない事案だ。首相は国会で説明してほしい」と述べた。 

桜を見る会を巡っては、8日の参院予算委員会で共産の田村智子

氏が参加者数や支出額が増え続けていると批判し、首相などの後

援会関係者に招待枠を設けているのではないかと追及していた。 

 

野党、桜を見る会追及へ 「首相が税金で後援会招待」 

産経新聞2019.11.11 14:20 

 立憲民主党の安住淳国対委員長は１１日、例年春に都内の新宿

御苑で開催されている首相主催の「桜を見る会」に関し、安倍晋

三首相が多数の地元後援会員を招いている可能性があるとして、

事実関係を調査する意向を示した。安住氏は「（事実なら首相は）

辞職せざるを得ない」と強調した。国会内で記者団に語った。 

 この問題は８日の参院予算委員会で共産党の田村智子参院議

員が指摘。安住氏は１１日、共産の穀田恵二国対委員長と国会内

で会談し説明を受けた。今後、野党各党に呼びかけて追及チーム

立ち上げなどを協議するという。 

 穀田氏は会談後、記者団に「首相が後援会の行事を税金で賄っ

ているなら、ことは大ごとだ」と述べた。 

 桜を見る会は、旧民主党政権時代には当時の鳩山由紀夫首相が

開催した。安住氏は「首相が何人かを推薦して来るのは当たり前

だと思うが、自分の後援会の八百何十人も招待するのは異様では

ないか」と述べた。 

 

「桜を見る会」野党４党が徹底追及の方針 国対委員長会談 

ＮＨＫ11月11日 17時24分  

総理大臣主催の「桜を見る会」について、野党側は毎年参加者数

が増えている中、公的な行事に安倍総理大臣の後援会から多くの

人が招かれていたとすれば悪質な公私混同だとして徹底して追

及していく方針を確認しました。 

 

総理大臣主催で毎年開かれている「桜を見る会」について、共産

党は、参加者数や支出が年々増えているほか、安倍総理大臣の地

元の後援会からも多くの人を招待しているなどと批判していま

す。 

これについて、立憲民主党、国民民主党、共産党、社民党の野党

４党の国会対策委員長らが会談し、公的な行事に安倍総理大臣の

後援会から多くの人が招かれていたとすれば悪質な公私混同だ

として、徹底して追及していく方針を確認しました。 

そして、野党４党で合同の追及チームを立ち上げ、招待者を選ぶ

基準などについて政府側に説明を求めるほか、参加者数が増えて

いる経緯などを調査することを決めました。 

会談のあと、立憲民主党の安住国会対策委員長は記者団に対し

「極めて重大な問題であり、国費を私物化している疑いが強い。

安倍総理大臣に直接、説明をしてもらう必要がある」と述べまし

た。 

共産 小池書記局長「安倍総理の資質や資格問われる」 

共産党の小池書記局長は記者会見で「『各界の代表者』が本当に

功績のある人なら否定するものではないが、自民党議員や安倍総

理大臣の後援会が選んで連れてきているのであれば趣旨に反す

る。『血税を使った公的な行事の私物化』と言われてもしかたが

なく、安倍総理大臣の資質や資格が問われる」と述べました。 

官房長官 招待者の説明は控える 

菅官房長官は午後の記者会見で「『桜を見る会』は、開催要領に

基づいて、各界において功績や功労のあった方々を各省庁からの

意見を踏まえて幅広く招待しており、内閣官房および内閣府で取

りまとめている」と述べました。 

そのうえで、菅官房長官は「個々の招待者については招待された

かどうかも含めて個人情報であるため、従来から回答を控えてい

る」と述べました。 

自民 岸田政調会長「問題ない」 

自民党の岸田政務調査会長は記者会見で、「『桜を見る会』は、各

界で功績や功労のあった方々を招き、慰労する趣旨の会で意義の

あることだ。問題があるとは認識しておらず政府で適切に対応す

ると思う。菅官房長官が招待者数の精査を検討すると発言したと

承知しており、必要があれば説明することも考えられるのではな

いか」と述べました。 

自民 二階幹事長「党は関与していない」 

自民党の二階幹事長は記者会見で「党は特別の関与はしておらず、

内閣官房や内閣府に聞いてほしい。説明責任は政府が考えること

で、私が『説明しなさい』とか『説明しなくていい』と言う立場

ではない」と述べました。 

 

ＪＮＮ2019年11/12(火) 7:24配信 

「桜を見る会」野党が“疑惑”追及 
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 毎年春に総理が主催する「桜を見る会」に安倍総理の後援会関

係者らが多数招待されていた疑いがあるとして、立憲民主党や共

産党などの野党は、合同の追及チームを設置しました。 

 「支援者を招いて、いわば税金で主催する国の公的行事で接待

をしていたと受け取られかねない事案だと思う」（立憲民主党 安

住淳国対委員長） 

 野党側は「桜を見る会」について安倍総理や政府・与党幹部ら

が多くの後援会関係者を招いている疑いがあるとして追及を強

める構えです。安倍総理が招待者について個人情報を理由に回答

を控えていることについては、与党内からも「非公表の意味が分

からない」といった批判も出ています。 

 こうした中、自民党の石破元幹事長はこの問題について一般論

とした上で、「公平性」を指摘しました。 

 「（桜を見る会について）内閣総理大臣が呼ぶとなれば、当然

“公平性”というものが要求されるということではないか」（自

民党 石破茂元幹事長） 

 石破氏は「後援会だからダメということではない」としながら

も、色々な層の人が対象であるべき、と話しています。 

 

ＪＮＮ2019年11月11日17時09分 

「桜を見る会」に後援会関係者招待？ 安倍首相追及へ 

 国会の争点となるのでしょうか？野党側は毎年春に総理が主

催する「桜を見る会」に安倍総理が後援会関係者を多数招待した

可能性があるとして、追及していく方針で一致しました。 

 「支援者を招いて、いわば税金で主催する国の公的行事で、接

待をしていたと受け取られかねない」（立憲民主党 安住淳国対委

員長） 

 野党が問題視したのは先週、国会で取り上げられたこの問題で

す。 

 「今年の前夜祭の参加者は約８５０人。翌朝、貸し切りバス１

７台で、新宿御苑に移動。まさに安倍総理の後援会の一大行事に

なっているんじゃないか」（共産党 田村智子参院議員） 

 「その懇親会に私が出席して、写真等を撮っているのは事実。

もちろん各個人がそれぞれの費用によって上京し、ホテルとの関

係においてもホテルに直接払い込みをしている」（安倍首相） 

 総理が毎年春に行う公的行事の「桜を見る会」。各界で功績を

認められた人が招かれることになっています。しかし、共産党側

に内閣府が示した資料では、近年参加者、支出額ともに急激に増

えていて、野党側は安倍総理や政府・与党幹部らが後援会関係者

を多数、招待しているからではないか、と追及しています。 

 安倍総理は招待者については個人情報であることを理由に回

答を差し控えるとしていますが、おもな野党は国会対策の責任者

が集まり、「桜を見る会」の追及チームを立ち上げることを確認。

問題について徹底的に追及していく方針です。 

 

野党が税金の私物化と批判 「桜を見る会」を追及へ 

ＡＮＮ2019/11/12 06:18 

 安倍総理大臣が主催する「桜を見る会」に総理の地元支援者が

多数、招待されているのは税金の私物化だとして野党が追及を強

めています。 

 桜を見る会は各界で功績を収めた人たちを慰労するため、毎年

4月に新宿御苑で行われています。野党側は、今年の会には安倍

総理の後援会関係者が 850 人招待されて予算の 3 倍以上の約

5500万円が支出されたとし、税金の私物化だと批判しています。 

 立憲民主党・安住国対委員長：「国民の税金を使って後援会活

動と同じようなことをずっとやってきたのか」 

 野党は合同で調査チームを立ち上げ、12 日の国会質疑でもた

だしていく構えです。開催費用が膨らんだことを問われた菅官房

長官は「テロ対策の強化や混雑緩和の措置などの改善点を反映さ

せている」と説明し、問題はないという認識を示しています。 

 

桜を見る会に後援者らを多数「公私混同だ」 

ＮＮＮ2019年11月11日 15:43 

毎年春に首相が主催して行われる「桜を見る会」に、安倍首相の

地元後援者らが多数招かれていることについて、野党側は「公私

混同だ」などと批判を強めている。 

この問題で立憲民主党と共産党の国対委員長が１１日に会談し、

今後、野党の合同調査チームを立ち上げ追及していくことで一致

した。 

立憲民主党・安住国対委員長「事実とすれば、内閣総理大臣がそ

の地位を利用して個人の後援会活動にそれを利用していたと。い

わば税金で主催するこの国の公的行事で接待をしていたと受け

取られかねない事案だと思います」 

「桜を見る会」には国会議員や各国の大使などのほか、各府省庁

が推薦した「各界の代表者」らが招かれるが、過去５年で参加者

は３割以上、支出額は８割以上増えている。 

野党側は安倍首相の地元後援者などが多数招かれるなど招待の

基準や参加にかかる費用負担が不透明だと批判している。 

一方、菅官房長官は「桜を見る会」の来年度の予算要求額が大幅

に増えていることについて、「テロ対策の強化や混雑緩和のため

の措置など改善点を反映させているものだ。実態にあわせた要求

を行っている」と説明した。 

その上で、次回以降の招待者数については「今後、検討していく」

と述べた。 

 

公費使う「桜を見る会」、首相が後援会慰労？ 野党追及 

朝日新聞デジタル小林豪、安倍龍太郎、西村圭史 2019年11月

12日04時50分  

「桜を見る会」の支出額などの推移 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111003636.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111003636.html
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 国の予算を使って首相が毎年４月に開く「桜を見る会」の是非

が、国会審議の焦点に浮上した。野党は安倍政権下で右肩上がり

となっている支出や、運用のあり方を問題視。１２日に調査チー

ムを発足させ、後半国会で追及を強める。識者にも会の透明性な

どを疑問視する声があり、政府の説明責任が問われる。 

 「大変な問題だ。国民につまびらかにするために腹をくくって

挑んでいく」。立憲民主党の黒岩宇洋（たかひろ）衆院議員は１

１日、国会内で開いた記者会見でそう語った。 

 黒岩氏は、立憲など野党統一会派と共産党で「桜を見る会」の

追及チームを立ち上げ、１２日に初会合を開くと発表。共産の田

村智子参院議員は「安倍晋三首相に説明を求めていかなければな

らない」と強調した。 

 桜を見る会は東日本大震災後の２０１１年などを除き、毎年春

に首相が催してきた。政府によると、始まったのは１９５２年。

「首相が各界で功績・功労のあった方々を招き、日頃のご労苦を

慰労し、親しく懇談する内閣の公的行事」（菅義偉官房長官）と

いう。 

 公費で催され今年度は当初予算で約１７６７万円を計上。ただ、

１５年以降の実際の支出は予算額の２倍以上で推移する。内閣府

などは来年度当初予算の概算要求で、今年度の３倍以上の約５７

００万円を求めた。 

 今年の「開催要領」によると、招待範囲は、皇族や各国大使、

衆参両院議長のほか、閣僚や国会議員、都道府県知事の一部、そ

の他各界の代表者など。「計約１万人」となっているが、実際に

は同伴者を合わせ約１万８２００人が出席した。アイドルグルー

プ「ももいろクローバーＺ」など芸能人も目立った。 

 出席者は２０１４年以降、毎年５００～１千人規模で増加。１

９年は５年前と比べて約４５００人増えた。首相の地元後援会関

係者も含め政治家の支援者らが多数出席したと、国会で指摘され

ている。官邸幹部の一人は「招待の基準はない。（会場の）新宿

御苑は広いから、いくらでも呼べる」と話す。 

 ８日の参院予算委員会では、田… 

残り：924文字／全文：1740文字 

 

首相主催の桜を見る会、予算３倍要求 「招待者は検討」 

朝日新聞デジタル2019年11月11日13時30分  

安倍晋三首相（中央

左）、昭恵夫人（同右）と記念撮影をする「桜を見る会」の参加

者＝２０１９年４月１３日午前１０時１５分、東京都新宿区、藤

原伸雄撮影 

 

 国の予算で首相が主催してきた「桜を見る会」について、菅義

偉官房長官は１１日午前の記者会見で「招待者数は内閣官房、内

閣府でこれからも検討していくと思っている」と述べた。 

 桜を見る会は、各界の功績者らの慰労を目的に毎春開いている。

今春は会場の新宿御苑に芸能人やスポーツ選手ら約１万８２０

０人を招いたが、招待者の数や選定基準が不透明との批判が上が

っている。 

 ８日の参院予算委員会では共産党の田村智子氏が、首相の後援

会関係者が参加しており首相との親睦に利用されているのでは

ないか、と指摘した。 

 会の予算は過去５年間はいずれも約１７６６万円だった。来年

度当初予算の概算要求では３倍以上の約５７００万円に増えて

いる。 

 その理由について菅氏は「テロ対策の強化や混雑緩和のための

措置」と説明。「内閣府で実態に合わせた要求を行っている」と

述べた。 

 

安倍政権で費用2倍「桜を見る会」は税金で何をしているのか 

毎日新聞 2019年 11月 12日 00時 00分(最終更新 11月 12日 

05時39分) 

 

 首相主催で毎年春に開かれる「桜を見る会」について、野党が

批判を強めている。第2次安倍内閣発足後、同会への支出額は2

倍近く、参加者数は1・3倍まで増えた。野党は安倍晋三首相の

後援会関係者が会に多数参加したと指摘し「公費を私物化した」

と問題視している。  

「10メートル歩けば山口の人に会う」  

 立憲民主、国民民主、共産、社民の野党4党は11日、追及チ

ームの設置を決めた。12 日に国会内で初会合を開く。共産党の

小池晃書記局長は11日の記者会見で「首相本人に関わる極めて

重要な事案だ」と語った。  

 この問題は 8 日の参院予算委員会で、共産党の田村智子氏が

取り上げて批判が強まった。首相らの後援会関係…  

残り795文字（全文1087文字） 

 

石破氏、桜を見る会「招待枠あった」 自民の役職在任時  

毎日新聞 2019年 11月 12日 05時 30分(最終更新 11月 12日 

05時38分) 

http://www.asahi.com/topics/word/安倍政権.html
http://www.asahi.com/topics/word/説明責任.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/黒岩宇洋.html
http://www.asahi.com/topics/word/統一会派.html
http://www.asahi.com/topics/word/共産党.html
http://www.asahi.com/topics/word/安倍晋三.html
http://www.asahi.com/shinsai_fukkou/
http://www.asahi.com/topics/word/菅義偉（すが・よしひで）.html
http://www.asahi.com/topics/word/内閣府.html
http://www.asahi.com/topics/word/内閣府.html
http://www.asahi.com/topics/word/概算要求.html
http://www.asahi.com/topics/word/ももいろクローバーＺ.html
http://www.asahi.com/topics/word/新宿御苑.html
http://www.asahi.com/topics/word/新宿御苑.html
http://www.asahi.com/topics/word/予算委員会.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111001295.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111001295.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111001295.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111001295.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/topics/word/内閣府.html
http://www.asahi.com/topics/word/内閣府.html
http://www.asahi.com/topics/word/新宿御苑.html
http://www.asahi.com/topics/word/予算委員会.html
http://www.asahi.com/topics/word/共産党.html
http://www.asahi.com/topics/word/概算要求.html
http://www.asahi.com/topics/word/内閣府.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111001295.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111001268.html
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 自民党の石破茂元幹事長は11日、桜を見る会の参加者につい

て「党の役職をしているときに（自身が招待できる）枠があった

が、使ったことはない」と述べた。野党は首相の後援会関係者が

多数参加していたとして、招待基準の不透明さを批判しているが、

自民党に招待者の枠が割り当てられていることを認めた。  

 石破氏は東京都内で記者団に招待枠につい…  

残り98文字（全文261文字） 

 

桜を見る会 政府・与党「問題なし」 野党 追及チームでただす  

ＮＨＫ2019年11月12日 5時41分  

 

総理大臣主催の「桜を見る会」の参加者が年々増えていることに

ついて、政府・与党側は問題はないとしているのに対し、野党側

は12日、追及チームの初会合を開き、招待者を選ぶ基準などを

ただすことにしています。 

総理大臣主催で毎年開かれている「桜を見る会」は年々、参加者

が増えていて、ことしは各界から招待された１万8000人余りが

出席しました。 

これについて菅官房長官は「各界で功績や功労のあった人を各省

庁からの意見を踏まえて幅広く招待している」と説明し、自民党

の岸田政務調査会長も「意義のあることで、問題があるとは認識

していない」と述べました。 

これに対し野党側は、安倍総理大臣の後援会から多くの人が招待

されているとして「公的な行事の私物化だ」などと批判を強め、

立憲民主党の安住国会対策委員長は「税金で安倍総理大臣自身の

支援者の接待をしていたと受け取られかねない事案だ」と述べま

した。 

野党側は12日、追及チームの初会合を開き、招待者を選ぶ基準

などを政府側にただすことにしているほか、安倍総理大臣から直

接説明を聞く必要があるとして、今後、予算委員会の集中審議を

行うよう与党側に求めていく方針です。 

 

官房長官、桜を見る会の支出増「実態に合わせ予算要求」  

日経新聞2019/11/11 14:00 

菅義偉官房長官は11日午前の記者会見で、首相主催で毎年春に

開く「桜を見る会」の支出額の増加について「テロ対策の強化や

混雑緩和の措置を反映し、実態に合わせた予算要求をしている」

と述べた。参加者数が増えていることには「各界で功績、功労が

あった方々を各省庁からの意見を踏まえ幅広く招待している」と

説明した。 

支出額と参加者数の増加を巡っては、8日の参院予算委員会で共

産党の田村智子氏が批判していた。安倍晋三首相や閣僚の後援会

関係者に招待枠を設けているのではないかと指摘した。 

 

 “「桜を見る会」は問題ない“ 招待者数精査は検討 官房長官 

ＮＨＫ11月11日 13時44分  

 
総理大臣主催の「桜を見る会」をめぐり、野党側が参加者数や支

出が増えていると批判していることについて、菅官房長官は、実

態に合わせて開催に必要な予算を要求しており問題はないとい

う認識を示す一方、今後、招待者数の精査を検討する考えを示し

ました。 

総理大臣主催で行われている「桜を見る会」をめぐり、先週の参

議院予算委員会で、共産党の議員が、参加者数や支出が年々増え

ているほか、安倍総理大臣の地元の後援会からも多数の人を招待

しているなどと批判しました。 

 

これについて、菅官房長官は、午前の記者会見で「『桜を見る会』

は、昭和27年以来、総理大臣が、各界で功績や功労のあった方々

をお招きし、日頃のご苦労などを慰労するとともに親しく懇談す

る内閣の公式行事として開催されており、内閣官房および内閣府

で最終的な取りまとめを行っている」と述べました。 

そのうえで、「来年度の概算要求では、テロ対策の強化や混雑緩

和の措置など、近年に講じた改善点を反映させており、実態にあ

わせた要求を行っている」と述べ、予算の要求額に問題はないと

いう認識を示しました。 

一方、「招待者数を精査する考えはあるか」と質問されたのに対

し、菅官房長官は、今後検討する考えを示しました。 

自民 石破氏「首相が呼ぶなら公平性要求される」 

自民党の石破元幹事長は記者団に、「誰をどう招待するかは招待

者の権能によるのではないか。ただ一般論で言えば、総理大臣が

呼ぶなら当然、公平性が要求される」と述べました。 

また「私は『桜を見る会』に自分の後援会を招いてはいない。そ

ういう枚数があったら、期数の若い議員にあげたい。党の役職を

している時に枠があったが、使ったことはない」と述べました。 

 

英語の民間試験導入延期 自民が作業チーム設置し提言へ  

ＮＨＫ2019年11月11日 20時35分 

 

大学入学共通テストへの英語の民間試験の導入延期を受けて、自

民党は作業チームを設置して、制度の在り方などを検討し政府に

提言することになりました。 

大学入学共通テストへの英語の民間試験の導入が延期されたこ

とを受けて、自民党の岸田政務調査会長は記者会見で、「受験生
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や保護者が安心して取り組み、教育関係者が整然と準備を進めら

れるよう、確かな道筋を検討していきたい」と述べました。 

そして、党内に作業チームを設置し、文部科学省からヒアリング

を行って、制度の在り方などを検討し、政府に提言する考えを示

しました。 

また、岸田氏は、国語と数学に導入される記述式の問題について

「不安の声があるなら、文部科学省がしっかり説明することが大

事だ」と指摘しました。 

 

野党共闘「自公モデルに」 玉木氏、早期合流は慎重  

日経新聞2019/11/11 21:05 

国民民主党の玉木雄一郎代表は11日、国会内で講演し、次期衆

院選の野党共闘に向けて自民、公明両党の連立政権を参考にした

いとの意向を示した。「政党が共闘する一番のモデルは自民と公

明だ。あれだけ政策が違っても、20 年連立を維持するのは大し

たものだ」と述べた。一方で、立憲民主党との早期合流について

は慎重姿勢をにじませた。 

国民民主と立民の早期合流を求める声が両党内で強まっている

が、消費税減税や原発などを巡る政策の違いも指摘される。玉木

氏は「少し違うと親の敵みたいに言っていると連携はできない。

野党もしたたかにやらないといけない」と指摘した。同時に「そ

れぞれ別の党だから、理念に基づいて自分たちの主張をきちんと

訴える」と強調した。〔共同〕 

 

甘利氏、首相４選に含み「世界情勢が退任を許さないとしたら…」  

読売新聞2019/11/11 19:30 

 自民党の甘利明税調会長は１１日、安倍首相の党総裁任期につ

いて「世界の情勢が（連続３期で退くことを）許さないとしたら

どうなのだろう、というのが一つある」と述べ、首相の総裁連続

４選や総裁任期延長の可能性に含みを持たせた。 

 東京都内での講演で質問に答えた。甘利氏は２０２０年の米大

統領選で首相と懇意のトランプ大統領が再選する可能性が高い

と指摘し、「（トランプ氏ら）強烈な個性の指導者とそれ以外をう

まくつなぐ役割を一番期待されているのが安倍首相だ」と語った。 

 自民党の党則では総裁任期は連続３期９年までで、首相は２１

年９月末に任期を迎える。 

 

自民・甘利氏「世界情勢が…」 安倍首相の総裁４選に含み 

産経新聞2019.11.11 17:41 

 自民党の甘利明税制調査会長は１１日、残り２年となった安倍

晋三首相の党総裁としての任期について「世界の情勢が（党総裁

を３期で辞めることを）許さないとしたら、どうなるのだろうと

いうのは一つある」と首相の党総裁連続４選の可能性に含みを持

たせた。東京都内で開かれた講演後の質疑で答えた。 

 甘利氏は、トランプ米大統領や中国の習近平国家主席らの名を

挙げ「強烈な個性の指導者とそれ以外をうまくつなぎ、世界をま

とめていける人はなかなかいない。その中で、一番役割が期待さ

れているのは、安倍首相だ」と強調した。 

 

自民が過半数獲得 投票率は過去最低―福島県議選 

時事通信2019年11月11日10時56分 

 任期満了に伴う福島県議選（定数５８）は１０日投開票され、

自民党が改選前を２議席上回る３１議席を確保し、単独過半数を

獲得した。国民民主党は１０議席で、立憲民主党は擁立した２人

とも当選した。投票率は４１．６８％で、前回２０１５年の４６．

６７％を下回り、過去最低を更新した。 

 東日本大震災と東京電力福島第１原発事故からの復興や人口

減少対策などが争点となったが、有権者の関心は高まらなかった。 

 自民、国民民主、立憲民主以外の各党の獲得議席数は、公明党

が４、共産党が５、社民党が１だった。無所属は５人が当選した。 

 福島県議選は従来、４月の統一地方選と同一日程で行われてき

たが、震災と原発事故の影響で延期された１１年以降は１１月に

行われている。多くの住民が避難している双葉郡選挙区では事故

前と比べて人口が大きく減少しているが、今回の県議選では、１

８年に成立した特例法に基づき、事故前と同じ定数２が維持され

た。  

 

日韓防衛相、中旬に会談で調整 日本、軍事協定破棄の再考要求

へ 

2019/11/11 20:19 (JST)共同通信社 

 河野太郎防衛相は、タイで今月中旬に開かれる ASEAN 拡大国

防相会議に合わせ、韓国の鄭景斗国防相と会談する方向で最終調

整に入った。政府筋が11日、明らかにした。韓国による日韓の

軍事情報包括保護協定（GSOMIA＝ジーソミア）破棄決定を巡り、

同協定は存続すべきだとして再考を要求。同協定が効力を失う

23日午前 0時が迫る中、鄭氏の回答が焦点となる。日米韓防衛

相会議も開かれ、同協定が議題となる見通しだ。 

 22、23両日には名古屋市で G20外相会合が開催。韓国の康京

和外相が出席する可能性がある。茂木敏充外相が22日に康氏と

接触すれば、同協定の維持を求めるのは確実だ。 

 

韓国、GSOMIA再検討に含み 「まだ時間ある」と報道官 

2019/11/11 16:01 (JST)11/11 16:36 (JST)updated共同通信社 

韓国大統領府の高ミン廷報道官 

 【ソウル共同】韓国大統領府の高ミン廷報道官が11日、テレ

ビ番組に出演し、失効が迫る日韓の軍事情報包括保護協定

（GSOMIA＝ジーソミア）について「わずかだが時間はまだ残って

いる」と述べ、日本の対応次第で破棄決定を再検討する姿勢を重

ねて表明した。 

 高氏は、協定破棄について「われわれとしては非常に難しい決

定を下した」と指摘。決定を覆すには「日本の輸出規制問題の解

決に関する部分で明確な変化があってこそ、次のこと（破棄決定

の再検討）も可能になる」と語った。 

 協定は23日午前0時に失効する。 

 

軍事情報協定、韓国主張に反発 菅官房長官 
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時事通信2019年11月11日17時18分 

 菅義偉官房長官は１１日の記者会見で、韓国大統領府の鄭義溶

国家安保室長が、日本政府による韓国向け輸出管理の厳格化措置

が続く間は日韓軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）の維持は

困難だとの見方を示したことに対し、「全く次元の異なる問題で、

韓国側の主張は認められない」と反発した。  

 

【独自】迫るＧＳＯＭＩＡ失効、日韓防衛相が会談へ調整  

読売新聞2019/11/10 12:53  

 河野防衛相は、タイ・バンコクで１８日に開かれる東南アジア

諸国連合（ＡＳＥＡＮ）と日米中などによる国防相会議に合わせ、

韓国の 鄭 景 斗
チョンギョンドゥ

国防相と会談する方向で最終調

整に入った。日韓の軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）は２

３日に失効が迫っており、存続を巡って協議が行われる見通しだ。 

 実現すれば、日韓防衛相の会談は昨年１０月以来となる。昨年

１２月の韓国海軍による海上自衛隊機への火器管制レーダー照

射問題などを受け、日韓防衛当局の関係は不正常な状況が続いて

おり、今年６月に行われた岩屋防衛相（当時）と鄭氏との会談も

「非公式」と位置づけられた。 

 韓国がＧＳＯＭＩＡの破棄を決めたことについて、河野氏は

「賢明な判断を求める」と繰り返し訴えており、会談で再考を促

すとみられる。１３日からアジアを歴訪するエスパー米国防長官

も、鄭氏と会ってＧＳＯＭＩＡの継続を求める見通しだ。 

 バンコクでは日米韓３か国による防衛相会談も予定されてお

り、韓国の出方が焦点となる。 

 

外務省、韓国語で旭日旗説明 ＨＰに「日常生活で使用」 

朝日新聞デジタル2019年11月11日14時46分  

韓国語で旭日（きょく

じつ）旗について説明している外務省ＨＰ 

 外務省は８日、旭日（きょくじつ）旗を韓国語で説明した文書

をホームページ（ＨＰ）で公開した。これまでは日本語と英語の

みだった。仏語とスペイン語版も同時に公開。韓国国内で旭日旗

を問題視する動きがあり、自民党議員らから韓国語での説明を求

める声があがっていた。 

 旭日旗は太陽をかたどった意匠で、「日本国内で長い間広く使

用されている」「大漁旗や出産、節句の祝いなど、日常生活の様々

な場面で使われている」などと意義や歴史を説明した。 

 外務省ＨＰ内にある「旭日旗」のページに掲載。菅義偉官房長

官が２０１３年９月の記者会見で述べた「政治的主張だとか軍国

主義の象徴だという指摘は全く当たらない」との発言も各国語で

紹介している。 

 韓国国会は９月、旭日旗を「第２次世界大戦当時の日本の帝国、

軍国主義の象徴」と位置づけ、来年の東京五輪・パラリンピック

の競技会場への持ち込み禁止を求める決議を賛成多数で可決し

た。 

 

元徴用工、「民間が金出せ」は変 中西経団連会長、韓国議長提

案に違和感 

時事通信2019年11月11日19時32分 

記者会見する経団連の中西宏明会長＝１

１日午後、東京都千代田区 

 経団連の中西宏明会長は１１日の記者会見で、元徴用工訴訟を

めぐり、韓国国会の文喜相議長が日韓企業などによる基金創設を

提案したことについて、「国が対応すべき話で、ともかく民間が

金を出せというのは変な話だ」と述べた。韓国政府が関与しない

枠組みに違和感を示したものだ。 

 日韓関係をめぐっては、軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）

の失効も２３日午前０時に迫っており、中西氏は「どうなってし

まうのか大変心配だ」と語った。経団連は１５日に韓国財界団体

の全国経済人連合会（全経連）と首脳同士の懇談会を予定してい

る。  

 

各地で抗議活動、衝突続く 警官発砲で若者重体―香港 

時事通信2019年11月11日20時28分 

香港でデモ隊の１人（手前

右）に向かって発砲しようとする警官（左端）＝１１日、Ｃｕｐ

ｉｄ Ｎｅｗｓが公開した映像より（ＡＦＰ時事） 

 【香港時事】反政府抗議活動が続く香港で１１日、各地でデモ

が頻発し、警官隊と激しく衝突した。香港島ではこの日朝、警官

がデモ隊の男性（２１）に発砲。救急搬送された男性は重体とい

う。抗議活動とストライキは全土で呼び掛けられており、当局と

の緊張は予断を許さない情勢だ。 

 香港では１１日、８日に警官隊とデモ隊の衝突現場付近で負傷

した男子大学生が死亡した事件を受け、朝から各地で車道封鎖や

放火、鉄道線路に障害物を置くなどの交通妨害が行われた。これ

に対して、武装した警官隊は催涙弾や放水車で強制排除を展開し

た。 

 男性が撃たれた香港島東部でも、早朝からデモ隊が集まってい

た。現場を映した動画によると、デモ隊の１人を制圧した警官が、

詰め寄った別のデモ隊の男性に発砲。男性は１メートルほどの至

https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191108003530.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191108003530.html
http://www.asahi.com/topics/word/外務省.html
http://www.asahi.com/topics/word/韓国語.html
http://www.asahi.com/topics/word/スペイン.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/韓国語.html
http://www.asahi.com/topics/word/外務省.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/topics/word/軍国主義.html
http://www.asahi.com/topics/word/軍国主義.html
http://www.asahi.com/topics/word/韓国国会.html
http://www.asahi.com/topics/word/軍国主義.html
http://www.asahi.com/olympics/2020/
https://www.asahi.com/paralympics/
https://www.asahi.com/paralympics/
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191108003530.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111101027&g=pol&p=20191111at59S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111101017&g=int&p=20191111at38S&rel=pv
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近距離から右わき腹を撃たれた。警察側は「自己防衛のためやむ

を得ず発砲した」と説明している。 

 午後には、香港島最大のオフィス街である中環（セントラル）

でも大量の催涙弾が発射され、昼休みにデモに参加していた会社

員らが逃げ惑った。ベッドタウンである新界地区では、デモに反

対した男性が身体に火を付けられ重体となる事件も起きた。 

 報道によると、１１日は域内約３００の中高校で授業ボイコッ

トが計画され、混乱を恐れた複数の大学が休校となった。香港中

文大周辺では、学生らによって組織されたとみられるデモ隊と警

官隊が衝突。香港理工大でも大学構内に催涙弾が撃ち込まれ、火

炎瓶も使われた。  

 

香港警察が発砲、1人重体 実弾3発、抗議デモで 

2019/11/11 13:26 (JST)11/11 13:27 (JST)updated共同通信社 

11 日、香港で黒シャツと

マスク姿の若者（中央）に銃を向ける警官（香港メディア「立場

新聞」のウェブサイトより・共同） 

 【香港共同】香港島東部・西湾河の地下鉄駅前で11日朝、道

路に障害物を置くなど抗議活動を行っていた若者らに向け、警官

が実弾3発を発砲した。少なくとも1人が負傷し、病院で緊急手

術を受けたが重体となった。香港メディアが報じた。 

  現地からの映像によると、西湾河では路上で若者ともみ合っ

ていた警官に黒シャツ、マスク姿の別の若者が近づき、警官が至

近距離から1発発砲。黒シャツの若者が腹部を押さえて倒れた。 

 実弾による負傷者は、10月初めの 2人に続き 3人目とみられ

る。現場ではさらに別の若者が警官に近づき、警官が2発続けて

発砲。この若者が負傷したかどうかは不明だ。 

抗議活動を行っていた若者らに

警官が発砲し、騒然とする現場付近＝11日、香港（共同） 

 

香港、発砲で抗議デモ激化 若者重体、警察は正当化 

2019/11/11 23:33 (JST)11/11 23:34 (JST)updated共同通信社 

香港中心部の金融街セントラルで、警

官隊（右手前）に抗議する市民ら＝11日（共同） 

 【香港共同】香港島東部・西湾河で11日、抗議活動中の若者

らに警官が実弾 3発を発砲し、1人が重体となったことを受け、

香港中心部の金融街セントラル（中環）では、抗議する市民らが

幹線道路を一部占拠してデモ行進。参加者は千人以上とみられ、

中国銀行の店舗に放火するなど過激化した。警察は「警官が脅威

を感じたため発砲した。事前に警告する時間はなかった」として

発砲を正当化した。同日の抗議活動に関連して60人以上が負傷

した。 

 発砲の瞬間を捉えた映像がインターネットで拡散し衝撃が広

がった。 

 6 月から続く抗議活動で、警察の実弾発砲による負傷者は 10

月初めの2人に続き3人目。 

 

警官、若者２人を実弾で撃つ 香港・抗議デモ 

毎日新聞 2019年 11月 11日 11時 31分(最終更新 11月 11日 

16時44分) 

抗議デモで起きた衝突で若者に発

砲する警察官（左）＝香港で 11日、Cupid Producer提供の動

画から 

 政府への抗議デモが続く香港で11日朝、デモ隊と警官隊の衝

突が起き、若者2人が警官に実弾で撃たれた。香港公共放送RTHK

などが報じた。2人のけがの程度は不明。香港各地では 10日夜

から11日朝にかけて、断続的に若者らと警官隊の衝突が起きて

いる。  

 現場は香港島東部の西湾河地区。香港メディアが報じた銃撃現

場とされる映像によると、警官が白い服を着た若い男性に拳銃を

突きつけて脅し、取り押さえようとしてもみあいになった。これ

を制止しようと、覆面をした黒い服装の若者が近付いたところ、

警官が腹付近に向かって発砲。さらに警官は駆け寄ってきた若者

らに向けて2発、発砲した。このうちの一人に命中したとみられ

る。  

 香港では今月4日のデモ参加中にビルから転落した大学生（22）

が8日、死亡。警官隊が放った催涙弾を避けようとして転落した

として、若者らは警察への「報復」を呼び掛けていた。また、11

日は朝から全土で大規模な抗議ストライキが行われていた。  

 中国の習近平国家主席が4日に香港政府トップの林鄭月娥（り

んていげつが）行政長官と会談した際、「法律に基づく暴力活動

の制止と処罰」を要求。これを受けて、香港警察がデモ隊に対し

てこれまで以上に強硬姿勢に出た可能性がある。  

 香港では10月1日に高校生（18）が左胸を実弾で撃たれ、一

時危篤状態に陥った。また10月4日にも少年（14）が私服警官

に左足を撃たれ重傷を負った。【台北・福岡静哉】  

 

香港当局、圧力一気に強化 習氏の指示受け成果急ぐ 

産経新聞2019.11.11 19:52 

 【香港＝藤本欣也】香港当局が反政府活動を続ける民主派や若

者らへの圧力を一気に強めてきた。政府トップの林鄭月娥（りん

てい・げつが）行政長官が今月４日、中国の習近平国家主席から、
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「暴力の制止と秩序回復が香港の最重要任務だ」として、一層厳

しい対応を命じられたためだ。林鄭氏は１２月中に習氏と再び会

談する可能性が高く、それまでに一定の成果を挙げる必要に迫ら

れている。 

 １１日正午すぎ、香港のビジネス街・中環（セントラル）では、

若者が警官に撃たれて重体に陥ったとのニュースを聞いた会社

員らが通りに出て警官隊と対峙。「殺人者ども！」「警察は解散し

てしまえ！」などの罵声を浴びせていた。 

 香港警察は１１日までに、民主派の立法会（議会に相当）議員

７人を訴追したが、その案件は半年も前に立法会の委員会で起き

た議事妨害。「政治的な思惑があるのは明らか」（民主派の陳淑荘・

公民党副主席）と非難されている。 

 １１日朝の実弾発砲も、武器を持たない若者たちが至近距離か

ら警官に撃たれている。警察当局は、１０月に１０代の少年２人

が銃で撃たれて重傷を負った際には、「警官は生命の危険を感じ

ていた」と発砲を正当化したが、今回はこれに当たらない。実弾

発砲の基準が大幅に緩和されているのは明らかだといえる。 

 背景にあるのは、早期の混乱収束を望む中国当局の意向だ。先

日、習氏は林鄭氏に「高い信頼を置いている」と伝える一方で、

「法に基づき暴力活動を処罰すること」を求めた。韓正副首相か

らは「習主席の負託を胸に刻み、再出発してほしい」と念を押さ

れた。 

 林鄭氏にはあまり時間が残されていない。林鄭氏は毎年１２月

に北京に赴いて、習氏ら最高指導部に対し施政報告をしている。

また、習氏は今年１２月２０日のマカオ返還２０周年記念式典に

出席するためマカオを訪問するとみられており、その際に林鄭氏

と再会談する可能性も取り沙汰されている。 

 外交筋は「林鄭氏は１２月中に一定の成果を挙げなければなら

ず、かなりのプレッシャーを受けているようだ」と話している。 

 

数千人が道路埋め尽くす 交通遮断、店舗破壊も―香港中心部 

時事通信2019年11月11日19時49分 

１１日、香港島中心部で行進する市民

ら 

 【香港時事】警官による新たな銃撃事件を受け、香港市民は１

１日、各地で怒りを爆発させた。金融企業が多く集まる香港島中

心部の中環（セントラル）では、昼休みを利用して抗議デモが展

開された。警官隊は催涙弾を撃ち込んだが、怒りが収まらない数

千人の市民が道路を埋め尽くし、交通を遮断、「香港のために戦

おう」と叫びながら行進した。 

 多くの企業が昼休みに入る午後１時ごろ、中環駅前にワイシャ

ツ姿のサラリーマンらが続々と集まった。用意した傘を広げて盾

にしながら、「香港に自由を」「五大要求に応えろ」などと叫びな

がら警官隊にじりじりと接近。緊張が高まる中、警官隊側は催涙

弾を発射した。 

１１日、香港島中心部で、デモ活動

中に破壊された中国銀行のガラス戸 

 警官隊が一度撤収した後も、市民は集まり続け、幹線道路の一

部を占領。警察の暴力に対する独立調査委の設置や普通選挙の実

施などを含む「五大要求」を示す５本の指を空に掲げながら、数

百メートルにわたって行進した。一部の参加者はスプレーでスロ

ーガンを書き、銀行のガラス戸を破壊するなど暴徒化した。  

 

警官発砲、２人負傷 朝からデモ、混乱広がる―香港 

時事通信2019年11月11日12時36分 

香港でデモ隊の１人（中央）に発砲

する警官（手前左）＝１１日、Ｃｕｐｉｄ Ｎｅｗｓ公開の映像

より（ＡＦＰ時事） 

 【香港時事】香港で１１日朝、警官がデモ隊に発砲し、２１歳

の男性１人が負傷した。公共放送ＲＴＨＫが伝えた。他にも１人

けが人が出ているとの情報もある。現場を映したとされる動画に

よると、拳銃を取り出しデモ隊１人を制圧した警官が、詰め寄っ

た別のデモ隊とみられる黒服の男性に発砲。男性は腹の辺りを撃

たれた。 

 香港メディアによると、警官は実弾を３発発砲。男性は１メー

トルほどの至近距離から右わき腹を撃たれたが、搬送時には意識

があった。 

 香港では１１日、８日に警官隊とデモ隊の衝突現場付近で負傷

した男子大学生が死亡した事件を受け、全土で大規模な抗議スト

ライキが呼び掛けられていた。発砲現場の香港島東部でも、朝か

らデモ隊が集まり、車道を封鎖するなどしていた。 

 香港各地で車道封鎖や放火、線路に障害物を置くなどの交通妨

害が行われており、混乱が広がっている。  

 

香港警察発砲で若者重体 動画が波紋、デモ隊「報復」も 

朝日新聞デジタル香港＝西本秀、深圳＝益満雄一郎 2019 年 11

月11日19時21分  

香港で２０１９年１１月１

１日、デモ参加者（中央）に向けて発砲しようとする警察官（手

前左）。地元メディア「Ｃｕｐｉｄ Ｐｒｏｄｕｃｅｒ」の動画

から＝ＡＰ 

http://www.asahi.com/sns/reporter/nishimoto_hideshi.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111002608.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111002608.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111002608.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111002608.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111101046&g=int&p=20191111at83S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111101046&g=int&p=20191111at77S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111100251&g=int&p=20191111at13S&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111002608.html
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 香港警察は１１日、デモ参加者に実弾３発を発砲し、うち１発

が男性（２１）に命中したと発表した。香港政府によると、男性

は意識不明の重体。さらに警察隊は大学に踏み込み催涙弾を発射

するなど強硬姿勢を鮮明にした。市民の反発も強まっており、こ

れまで以上に緊迫した局面を迎えている。 

 警察とデモ隊の衝突現場近くで負傷した学生が８日に死亡し

たのを受け、デモ隊は１１日朝から地下鉄やバスなどの交通機関

を妨害して政府や警察に抗議した。 

 発砲の様子をとらえた動画によると、警官がデモ参加者ともみ

合っていたところにデモ隊の別の男性が接近。それに気づいた警

官が、至近距離から男性の腹部に１発発砲した。 

 男性は一時、心停止に陥るなど重体となっている。警察は残る

２発は人に命中しなかったとしている。政府によると、別の場所

で起きた衝突で、他の１人も重体という。 

 一連のデモで参加者が警官に撃たれたのは３人目だが、武器を

持たない参加者に警察が躊躇（ちゅうちょ）なく発砲する映像は

波紋を呼んでいる。 

 また、警察隊はこの日、香港大や香港理工大など三つの大学に

催涙弾を撃ち込んだ。これまで大学構内での実力行使は控えてき

たが、学生の取り締まり強化のため対応方針を変えた可能性があ

る。 

 先週、デモの早期収束を指示した中国政府の意向を踏まえ強硬

姿勢を強める香港当局に対し、デモ隊からは「報復」を訴える声

が上がっている。１１日は若者らが銀行や地下鉄駅を破壊したほ

か、香港島の金融街でも多くの会社員らが警察を「人殺し」と批

判するなど、対立が深まっている。（香港＝西本秀、深圳＝益満

雄一郎） 

 

香港警察、デモ参加者に発砲 男性重体、動画に銃声３回 

朝日新聞デジタル香港＝西本秀、深圳＝益満雄一郎 2019 年 11

月11日12時58分  

デモ参加者が発砲された現場

付近で警戒にあたる警察官＝２０１９年１１月１１日、香港・西

湾河、西本秀撮影 

 

 香港で１１日朝、警察官がデモの参加者に実弾を発砲し、少な

くとも１人が負傷した。香港メディアが伝えた。香港政府による

と、男性（２１）が重体で、搬送先の病院で緊急手術を受けてい

る。この日はネット上の呼びかけに応じ、交通を妨害するデモが

各地で実施され、警察が強制排除に着手していた。 

 現場は香港島東部の住宅街、西湾河の路上。発砲前、デモの参

加者らが道路に障害物を置いて、バスや車両の運行を妨げていた。 

 香港警察も実弾の発砲を認めた。発砲の様子をとらえたとされ

る動画によると、デモ隊と警察官がもみ合いになり、拳銃を構え

た警察官が至近距離から発砲し、１人が腹部付近を撃たれた。別

の参加者も路上に倒れ、警察官に制圧されているが、実際に撃た

れたかは不明だ。銃声は３回確認された。 

 香港警察は現場にけが人が２人… 

残り：360文字／全文：695文字 

 

香港 警察がデモ参加者に発砲 21歳男性が重体 各地で混乱 

ＮＨＫ11月11日 18時38分  

 

抗議活動が続く香港で11日朝、抗議活動に参加していた若者に

警察官が発砲し、男性１人がけがをして病院に搬送され、現在治

療が続いていますが重体だということです。香港では11日、交

通を妨害して警察や政府に抗議しようという呼びかけが行われ

ていて各地で混乱が続いています。 

香港の警察によりますと、日本時間の11日午前８時半ごろ、香

港島東側の住宅地で抗議活動に参加していた若者に警察官が発

砲し、男性１人がけがをして病院に搬送されました。 

香港政府によりますと、けがをしたのは21歳の男性で現在治療

が続いていますが重体だということです。 

現場の映像では、警察官が抗議活動に参加していた男性を取り押

さえようとした際に、正面から近づいてきた黒い服と黒いマスク

姿の若者に１発発砲し、その直後、背後から近づいてきた黒い服

と黒いマスク姿の別の若者に２発発砲する様子が確認できます。 

香港メディアによりますと、現場周辺では当時、大勢の若者たち

が路上に物を置いて道路を塞ごうとしていて、警察官が取締りに

あたっていたということです。 

香港では11日、ＳＮＳを通じて、交通を妨害して政府や警察に

抗議しようという呼びかけが行われていて、各地で道路を塞ぐ市

民とこれを取り締まろうとする警察との間で衝突が起き、九龍半

島では大学周辺で警察が催涙弾を使って強制排除に乗り出しま

した。 

また、地下鉄でも線路上に物が置かれたため、一部で運行を取り

やめています。 

香港では先週、一連の抗議活動が始まって以来、初めての死者が

出たあと、警察や政府に対する市民の反発が激しさを増していて、

混乱が続いています。 

警察官 続けざまに３発発砲 

http://www.asahi.com/topics/word/香港政府.html
http://www.asahi.com/topics/word/催涙弾.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル問題.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル問題.html
http://www.asahi.com/topics/word/心停止.html
http://www.asahi.com/topics/word/催涙弾.html
http://www.asahi.com/topics/word/金融街.html
http://www.asahi.com/sns/reporter/nishimoto_hideshi.html
http://www.asahi.com/sns/reporter/nishimoto_hideshi.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111000714.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111000714.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111000714.html
http://www.asahi.com/topics/word/香港政府.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111002620.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111002634.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111000714.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111000715.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191111000879.html
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ＳＮＳで中継された現地からの映像では、警察官が路上でデモに

参加していた人に銃をつきつけて制止しようとしていたところ、

もみ合いになり、続けざまに３発発砲する様子が確認できます。 

警察官は、デモに参加していた人ともみ合いになった際に、正面

から近づいてきた黒い服を着た人に発砲したあと、背後から近づ

いてきた別の黒い服を着た人にも２発発砲しました。 

銃声がした直後に、黒い服を着た２人が路上に倒れ込み、２人の

警察官によって地面に押さえつけられましたが、このうち１人は

逃走を図ろうとして警察官に取り押さえられました。 

周辺では、スマートフォンなどで一部始終を撮影している人の姿

も見られました。 

香港警察 発砲は指針に基づいたもの 

警察官が抗議活動に参加していた若者に発砲したことについて、

香港の警察はコメントを発表し、「銃器の使用に関しては厳格な

指針があり、すべての警察官はみずからの法の執行と行為に責任

を持っている」として、警察官の発砲は指針に基づいたもので問

題はないという認識を示しました。 

そのうえで、「市民の安全を脅かす活動や警察の職務の執行を妨

げる行為をやめて冷静になるべきだ」として、抗議活動に参加す

る人たちに自制を呼びかけました。 

白バイがデモ隊に何度も突っ込む映像 

 

香港メディアは、警察の白バイが路上で抗議活動をしていた人た

ちに何度も突っ込む映像を伝えました。 

映像では、警察官たちが警棒を持ってデモ隊を追いかけていたと

ころ、１台の白バイが現れ、デモ隊の列に何度も突っ込んだあと、

走り去っていく様子が確認できます。 

香港メディアは白バイにはねられて２人がけがをしたと伝えて

います。 

警察は会見で、白バイを運転していた警察官は、デモ隊から襲わ

れていた同僚の警察官たちをデモ隊から引き離そうとして白バ

イで割って入ったと釈明したうえで、行き過ぎがあったとして白

バイを運転していた警察官を停職処分にしたとしています。 

これについて、ＳＮＳ上では「警察は私たち市民を殺そうとして

いるのか」と批判の声が相次いでいます。 

官房長官「大変憂慮している」 

菅官房長官は午後の記者会見で「デモと警察の衝突により、多数

の負傷者が出ていることは大変憂慮している。引き続き、自制と

平和的な話し合いを通じた解決を関係者に求めていくとともに、

事態の早期収拾と香港の安全を強く期待している」と述べました。 

そのうえで、邦人の安全確保について「スポット情報の発出をは

じめ、これまで累次にわたって抗議デモの動向について注意喚起

を行ってきたところであり、引き続き高い関心を持って情勢を注

視していきたい」と述べました。 

 

香港 抗議活動に発砲 市民の反発激しく 金融街で催涙弾  

ＮＨＫ2019年11月11日 20時27分 

 
香港では11日朝、抗議活動に参加していた若者に警察官が発砲

し１人が重体となったことを受けて、警察に対する反発は幅広い

層の市民にさらに広がり、各地で警察との衝突が相次ぎました。

一方、警察は、警察に抗議しようと、昼休み中の会社員らが集ま

った金融街で催涙弾を撃ち込むなど抗議活動を抑え込む姿勢を

さらに強めていて、双方の対立は一層激しくなっています。 

香港の警察などによりますと11日朝、香港島東側の住宅地で抗

議活動に参加していた若者に警察官が発砲し、21 歳の男性がけ

がをして病院で治療を受けていて、重体だということです。 

これを受けて午後には、警察に抗議しようと、香港島の中心部に

ある金融街で抗議活動が呼びかけられ、周辺の金融街で働く昼休

み中の会社員など数百人が「警察は殺人者だ」などと声を上げな

がら路上にあふれました。 

集まった多くの市民は、ガスマスクなどの装備をしていない状態

でしたが、警察は催涙弾を何度も撃ち込み、通りいっぱいに白い

煙が立ちこめたため、スーツ姿の会社員が走って避難するなど混

乱が広がりました。 

このほか香港では11日、ＳＮＳ上の呼びかけに応じて道路を塞

ぐ市民と、これを取り締まろうとする警察との間で衝突が各地で

起き、香港政府によりますと、これまでに発砲を受けた男性を含

めて男女合わせて49人がけがをして病院で手当てを受けたとい

うことです。 

林鄭月娥長官は11日夜、急きょ記者会見し、「きょう発生した交

通網への暴力的な妨害は、市民生活に影響が出ただけでなく市民

を危険にさらし、学生が警察に撃たれたり、一般市民が火を放た

れるなど多くの被害者をもたらしている」として、一部の市民に

よる抗議活動を強く非難するとともに、市民に自制を呼びかけま

した。 

香港では先週、一連の抗議活動が始まって以来初めての死者が出

たあと、抗議活動の中心となっている若者以外の市民の幅広い層

に警察への反発が広がる一方で、警察は抗議活動を抑え込む姿勢

をさらに強めていて、双方の対立は一層激しくなっています。 

市民からは警察への不満の声 

警察が催涙弾を発射した香港島のセントラルは、アジア有数の金

融センターの中心地で、当時は昼ごはんを食べるために外出する

市民も多く、警察に対する不満の声が聞かれました。 

このうち、近くの会社で働く女性は「警察は武器も持っていない

人を至近距離で撃っている。これ以上はもう受け入れられない。

これは香港ではない」と警察に対し、強い憤りを感じていました。 

また、弁当を買いに会社から出てきたという男性は「昼ごはんの

時間に歩いているだけなのに、なぜ催涙弾を撃つ必要があるのか。

警察はコントロールを失い、何をしてもいいと考えているのでは

ないか」と話していました。 

人権団体「武力を乱用 報復のための行為」 

香港で抗議活動に参加していた若者に警察官が発砲したことを
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受けて、国際的な人権団体「アムネスティ・インターナショナル」

の香港支部が声明を発表しました。 

この中で「香港の警察が撃った実弾は明らかに武力を乱用したも

のだ。これは取締りのためではなく、報復のために制御が効かな

くなった行為だ」と警察を批判しました。 

そのうえで「早急に独立した調査機関が警察の対応を確認し、さ

らに多くの命が危険にさらされることを防がなければならない。

武器を持っていない人に警察が至近距離から発砲することは直

ちにやめなければならない。警察は状況を悪化させるのではなく、

沈静化するために運用されなければならない」として、警察が対

応を改善させるよう呼びかけてました。 

 

香港 抗議活動の大学生死亡 学校で休講や授業ボイコット  

ＮＨＫ2019年11月11日 12時19分 

 

香港では、抗議活動を行っていたとみられる大学生が先週亡くな

ったことを受けて政府や警察への反発が広がり、交通機関の運行

が妨害されるなどして一部の大学で授業が休講になったほか、高

校の前では生徒が座り込むなど抗議の動きが続いています。 

香港では抗議活動を行っていたとみられる男子大学生が今月８

日に死亡したことを受けて、政府や警察への市民の反発が広がり、

10 日夜は中心部で追悼集会が開かれたほか、香港の繁華街や住

宅地など各地で警察と若者の衝突が相次ぎました。 

朝になって、交通機関を妨害して警察や政府に抗議しようという

呼びかけに応じた若者が地下鉄の線路や道路に障害物を置くな

どして一部の地下鉄やバスが運行を取りやめていて、この影響で

多くの大学で授業が休講となっています。 

また、大学や高校では授業のボイコットや座り込みも呼びかけら

れ、このうち中心部の高校では、校門前に一部の生徒が座り込ん

で「香港を取り戻せ」などと叫んでいました。 

座り込みに参加している16歳の生徒は「警察は過剰に武力を使

っている。政府は市民の意見を聞くべきだ」と話していました。 

政府や警察への反発は学生や若者のほか一般の市民にも広がっ

ていて、香港では男子大学生の死を受けて、政府と市民の対立が

一層深まっています。 

 

香港 林鄭長官が抗議活動を強く非難 市民の反発は激化  

ＮＨＫ2019年11月12日 4時41分 

 

香港で11日、抗議活動に参加していた若者に警察官が発砲して

１人が重体となる中、林鄭月娥長官は一部の若者の抗議活動を強

く非難し、政府や警察に対する市民の反発は激しさを増していま

す。 

香港で11日、香港島東側の住宅地で抗議活動に参加していた若

者に警察官が発砲し、21 歳の男性がけがをして病院で治療を受

けていて、重体だということです。 

これを受けて林鄭月娥行政長官は11日夜、急きょ記者会見し、

警察から発砲を受けたのが21歳の学生であることを明らかにし、

「きょう発生した交通網への暴力的な妨害は、市民生活に影響が

出ただけでなく市民を危険にさらしている」と述べて、一部の若

者の抗議活動を強く非難するとともに市民に自制を呼びかけま

した。 

一方で、武器を持たない若者への発砲など警察がコントロールを

失っているのではないかという質問に対しては「今も調査中だ」

と述べるにとどめました。 

香港政府は、秩序の回復のため取締りを強化する姿勢を示してい

ますが、先週、一連の抗議活動が始まって以来初めての死者が出

たのに続いて、11 日も警察官の発砲で１人が重体となっている

ことから、政府や警察に対する市民の反発は激しさを増していて、

対立は一層深まっています。 

中国政府「手加減してはならない」 

中国政府はこれまで香港の一連の抗議活動について「暴力や違法

行為に対しては絶対に手加減してはならない。違法行為が処罰さ

れなければ法律の威厳がなくなり、法治は完全になくなる」とし

て、香港政府や警察に対して厳しく取り締まるよう繰り返し求め

てきました。 

また、先月４日に香港で抗議活動の際にマスクなどで顔を隠すこ

とを禁じる規則が発表された際には「暴力と混乱を食い止める重

要な時が来ている。香港政府や警察があらゆる措置をとり、犯罪

分子を厳しく処罰することを断固として支持する」と強調してい

ました。 

さらに、先月末に開かれた中国共産党の重要会議でも香港につい

て「国家の安全を守る法制度と執行の枠組みを確立する」として、

情勢を安定させるため対策を強化する方針を打ち出しています。 

そして今月４日には、習近平国家主席が林鄭行政長官と一連の抗

議活動が始まってから初めて会談し、「秩序を回復することが香

港の最重要任務であり、法に基づき暴力活動を処罰することが香

港の市民の幸福を守ることになる」と述べ、事態の収拾に向けて

改めて対策をとるよう求めました。 

中国政府は、香港が直面している最大のリスクは、暴力が横行し

法治がはっきりと示されていないことだと指摘し、激しさを増す

抗議活動を抑え込めていないことにいらだちや危機感を示して

いて、香港政府に対して抗議活動に一層厳しい姿勢で対処するよ

う指示している可能性もあります。 

 

香港 実弾発砲 活動家女性「警察は殺人鬼のよう」 

ＡＮＮ2019/11/12 07:24 

 警察官がデモ隊に実弾を発砲したことを受けて「民主の女神」

と称される活動家の女性が怒りをあらわにしました。 

 民主の女神と称される活動家の周庭（アグネス・チョウ）さん

は11日にツイッターで「実弾に撃たれて意識を失って倒れた若

者に対して、香港警察は応急処置をするのでも、救急車を呼ぶの

でもなく、無理やり立たせようとしました」「もう親中派か民主
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派かという問題じゃなく、善悪の問題です。香港警察はすでに殺

人鬼のようです」と怒りをあらわにしました。また、香港の中心

部で催涙弾が発射されたことに対して「警察は命と安全を無視し、

ただただ香港人を殺したいようにしか見えません」と警察を痛烈

に批判しています。 

 

香港 抗議デモ反対の男性が火をつけられる 

ＡＮＮ2019/11/12 06:27 

 香港での抗議活動に反対する男性が何者かに火を付けられ、病

院に緊急搬送されました。 

 中国のソーシャルメディア「ウェイボー」に投稿された映像で

は、若者らと言い争う男性に突然、液体がまかれて火が付けられ

ます。香港メディアによりますと、11 日午後、歩道橋の上で男

性が黒い服を着た人物に可燃性の液体をかけられて火だるまに

なったということです。火を付けられた男性は「お前らは中国人

ではない」と叫び、若者らによる抗議活動での破壊行為に反対し、

その場にいた人たちと言い争いになっていました。男性はやけど

をして病院に搬送されました。警察は襲撃事件として捜査してい

ます。 

 

被爆者合唱団15周年公演 非核の歌、法王の前でも  

日経新聞2019/11/11 10:20 

長崎の被爆者でつくる合唱団「被爆者歌う会ひまわり」の発足15

周年を記念したコンサートが10日、長崎市の浦上天主堂で開か

れた。核兵器廃絶への願いを歌った代表曲「もう二度と」などを

熱唱し、集まった約300人の聴衆に平和の尊さを訴えた。ひまわ

りは、24 日に長崎を訪れるローマ法王フランシスコの前でも合

唱を披露する予定。 

発足 15 周年を記念したコン

サートを開いた「被爆者歌う会ひまわり」の会員たち（10 日午

後、長崎市）=共同 

「もう二度とつくらないで 私たち被爆者を あの忌まわしい

日を 繰り返さないで」。平均年齢が約80歳の会員24人は、ス

テージ上から懸命に声を響かせた。 

コンサートでは、法王の前で歌うことも報告。主宰する長崎市の

音楽家、寺井一通さん（70）は「本当にうれしい限り。ぜひ声援

をお願いします」と呼び掛けた。 

会員の一人、田川代枝子さん（86）は「高齢化が進み、亡くなっ

た仲間もいる。その人たちの思いも背負って歌った」と満足げに

語った。 

ひまわりは2004年11月、寺井さんが「世界で唯一の被爆者だけ

の合唱団」を掲げて創設。10年から毎年 8月 9日に開かれる長

崎原爆の平和祈念式典に出演し、15 年には米ニューヨークやド

イツ・ミュンヘンでの公演も果たした。〔共同〕 

 

奈良県が投票先など問う調査 専門家からは問題だという指摘

も  

ＮＨＫ2019年11月11日 20時41分 

 

奈良県が有権者を対象に行った政治に関する意識調査で、先の参

議院選挙や奈良県知事選挙の投票先や、特定の政治家や政党に対

する好感度などを尋ねていたことがわかりました。専門家からは、

行政がこうした調査を行うのは問題だという指摘も出ています。 

奈良県は先月から今月にかけて、無作為に抽出した県内の18歳

以上の2000人の有権者を対象に、調査用紙に無記名で回答して

もらう形式で、政治に関する意識調査を初めて実施しました。 

質問は36項目にわたり、性別や年齢、職業などに加え、ことし

７月の参議院選挙や４月の奈良県知事選挙、奈良県議会議員選挙

での投票先を尋ねています。 

また、安倍総理大臣や奈良県の荒井知事、それに大阪維新の会と、

いわゆる「大阪都構想」などにどの程度、好感を持っているかに

ついても質問しています。 

奈良県は「地方政治に関心を高めてもらうための基礎的なデータ

として活用したい。個人が特定できないよう統計処理をするので

問題はない」としています。 

一方、政治意識に詳しい埼玉大学の松本正生教授は「特定の政治

家や政党のいわば支持率を県が調査するのは問題で、投票の秘密

などが守られるのかという懸念もある。行政がこうした調査を行

うケースはきいたことがなく、何が目的なのか疑問が残る」と指

摘しています。 

奈良県は、来年３月に今回の調査結果を公表するとしています。 
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