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2020年2月13日～11日 

憲法、運動、辺野古、イージス、自衛隊、政局、「建国記念の日」 

 

しんぶん赤旗2020年2月11日(火) 

安倍改憲発議反対新署名 党として１千万人目標 小池書記局

長 

（写真）記者会見する小池晃書記局長＝10日、

国会内 

 日本共産党の小池晃書記局長は１０日、国会内で記者会見し、

「安倍９条改憲ＮＯ！ 全国市民アクション」が呼びかけた改憲

発議に反対する新しい全国署名に、党として１０００万人の目標

で取り組むことを表明しました。 

 小池氏は、安倍首相が年頭の記者会見で「私自身の手で改憲を

なしとげる」と語り、通常国会の施政方針演説でも「憲法審査会

でともに国会議員の責任を果たしていこう」と呼びかけたことに

触れ、「改憲にむけた執念を燃やしている」と述べました。さら

に自民党が今年に入って「憲法改正の主役はあなたです」とのポ

スターをつくりキャンペーンを始めたことも指摘しました。 

 このもとで安倍首相による改憲発議に反対する全国署名のス

タート集会が６日に開かれ、小池氏が立憲民主党、社民党の代表

とともにあいさつしたことを紹介。「党としては、１０００万人

の目標でこの署名に取り組み、党の全力をあげて安倍改憲を許さ

ないという世論を草の根から広げていく」と語りました。 

 

しんぶん赤旗2020年2月13日(木) 

安倍改憲発議ストップへ １０００万人の「緊急署名」を草の根

から 日本共産党国民運動委員会 

 日本共産党国民運動委員会は１２日、「安倍改憲発議ストップ

へ １０００万人の『緊急署名』を草の根から」との訴えを出し

ました。 

 １０日の記者会見で小池晃書記局長が明らかにしたように、安

倍首相は、改憲への執念を燃やしています。党として、「安倍９

条改憲ストップ！ 市民アクション」の呼びかけにこたえ、「改

憲発議に反対する全国緊急署名」を１０００万人の規模で取り組

みます。 

 この署名は、草の根での改憲に向けた動きを強める自民党にた

いし、草の根から息の根を止めるうえで大きな力を発揮するでし

ょう。また、「３０００万人署名」が、参院選で改憲勢力を３分

の２割れに追い込むうえで大きな力を発揮したように、来るべき

総選挙で、市民と野党の共闘の勝利、日本共産党の躍進にとって

も重要な意義を持つものです。 

 県委員会、地区委員会、党支部で目標をもって、国民のなかに

大いに打って出ましょう。市民団体や野党各党、保守層といわれ

るみなさんとの共同の取り組みを促進しましょう。 

 

首相「自衛隊明記否決でも合憲」 国民投票巡り、衆院予算委で

答弁 

2020/2/12 18:37 (JST)共同通信社 

衆院予算委で答弁する安倍首相＝12日午後 

 安倍晋三首相は12日の衆院予算委員会で、憲法改正を巡り、

持論とする 9 条への自衛隊明記を盛り込んだ改憲案が国民投票

で否決されても、自衛隊の合憲性は不変だとの認識を示した。国

家には自衛権が認められているとの立場から「自衛隊が合憲だと

いうことは変わらない」と述べた。 

 立憲民主党の辻元清美氏への答弁。国民投票と衆院解散・総選

挙は同時に行うべきでないとの主張に対し、「首相の解散権を縛

るのかについては、そうではないんだろうと思っている」と述べ、

同時実施の可能性を否定しなかった。 

 

改憲案否決でも首相「自衛隊合憲」 辻元氏に「国民合意怖いの

では」 

産経新聞2020.2.12 19:16 

 安倍晋三首相は１２日の衆院予算委員会で、自衛隊の明記を盛

り込んだ憲法改正案が国民投票で否決された場合も自衛隊が合

憲であることに変わりないとの認識を示した。「必要な自衛のた

めの措置をとり得ることは国家固有の権能として当然のことと

いわざるを得ない。合憲であるということは変わらない」と述べ

た。 

 質問した立憲民主党の辻元清美氏は「否決されたら合憲だとい

う社会的なコンセンサスに疑念が広がる。自衛隊員の士気が低下

しないか」などとして「国民投票は非常に怖い」と述べた。 

 首相は「辻元さんの国民投票を怖いというお気持ちはよくわか

る。おそらく辻元さんは（憲法への自衛隊明記が）国民の合意を

得るのが怖いんじゃないか。だから国民投票に反対している」と

逆襲した。 

 

首相「憲法改正案 国民投票で否決されても自衛隊は合憲」  

ＮＨＫ2020年2月12日 18時57分 

 

憲法改正をめぐり、安倍総理大臣は衆議院予算委員会の集中審議

で、自衛隊の明記を盛り込んだ改正案が国民投票で否決されたと

しても、自衛のための措置を取ることは当然の権利であり、合憲

であることに変わりはないという認識を示しました。 

この中で、立憲民主党の辻元清美幹事長代行は憲法改正について、

「自衛隊の明記を盛り込んだ憲法改正案が国民投票で否決され

た場合、自衛隊の存在に影響が出ないかとても心配している」と

述べ、否決された場合の影響をただしました。 

これに対し、安倍総理大臣は「政府の見解として、必要な自衛の

ための措置を取りうることは国家固有の権能として当然のこと

だ。国家固有の権能において、自衛隊が設置をされているという
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考え方は変わらず、合憲だということには変わらない」と述べま

した。 

また、安倍総理大臣は、国民投票と衆議院の解散・総選挙を同時

に実施できるかどうかについて「国民投票が総理大臣の解散権を

縛るかについては、そうではないと思っている。いずれにしても、

私は解散は全く考えていない」と述べました。 

一方、安倍総理大臣は、野党側から答弁が不十分だと指摘されて

いる北村地方創生担当大臣について「今後も、公文書担当の大臣

としてしっかりと職務を果たしていくことを期待している」と述

べました。 

 

憲法審幹事懇の開催打診へ 与党、ＣＭ規制協議か 

産経新聞2020.2.12 20:43 

 衆院憲法審査会の与党幹事らは１２日、国会内で会合を開き、

近く野党側に幹事懇談会開催を打診する方針を確認した。懇談会

を開ければ、平成３０年６月に国会提出され、継続審議になって

いる国民投票法改正案の扱いや、野党側が求めている国民投票時

の政党ＣＭ規制に関する議論の進め方を協議するとみられる。 

 会合には自民、公明両党のほか日本維新の会も参加した。今国

会で憲法審の各党担当者が集まったのは初めて。早期に改憲条文

案の議論を始めたい自民党は、憲法審の継続的な開催に向けて、

懇談会で野党側と調整したい意向だ。 

 与党筆頭幹事の新藤義孝氏（自民党）は記者団に「野党の話を

聞き、相談しながら一緒に進めたい」と述べた。憲法審の開催時

期や議題には言及しなかった。 

 

しんぶん赤旗2020年2月11日(火) 

男女平等 憲法は明記 小池氏 改憲主張の稲田氏を批判 

 日本共産党の小池晃書記局長は１０日、国会内の記者会見で、

自民党の稲田朋美幹事長代行が、「憲法に男女の不平等の解消を

明記することを議論すべきだ」と語ったことについて問われ、「憲

法を変える議論の前に、まずは憲法を読むべきだ」と述べました。 

 憲法１４条が、人種、信条、性別、社会的身分、門地によって

差別されないとし、２４条では「両性の本質的平等」を明記して

いることを指摘し、「憲法を読んでいないのか」と語りました。 

 また、自民党の下村博文選対委員長が、新型コロナウイルス対

策で「人権も大事だが公共の福祉も大事」と改憲議論に結び付け

ようとしていることに触れ、「公共の福祉も、憲法に書いてある」

と指摘しました。 

 稲田氏が、女性の議員が少ないことを理由に憲法に男女不平等

の解消を明記すべきだと語ったことにも言及し、「ならば自民党

がもっと女性候補者を増やすべきだ。昨年の参院選で、自民党の

女性候補者は１４・６％、共産党は５５％だ。憲法を変えなくて

も、政党がやる気になれば、女性の国会議員は増やせる」と強調

しました。 

北村大臣答弁 

 小池氏は、北村誠吾公文書管理担当相が、「桜を見る会」招待

者の推薦名簿について、内閣府だけ保存期間が短いことを野党議

員から問われて、まったく答えられず衆院予算委員会が混乱して

いることについて、「答弁能力の問題もあるが、根本的には、安

倍首相の答弁にあわせるために、理不尽で不合理な答弁を強いら

れていることがある。混乱の責任は安倍首相にある」と指摘しま

した。そして、「安倍首相が正直に真実を語り、廃棄したとされ

る資料を明らかにすれば、全て解決する」と語りました。 

秋元氏保釈 

 カジノ担当の内閣府副大臣だった秋元司衆院議員が保釈され

た問題について問われて、小池氏は「元カジノ担当副大臣に、起

訴されるまでの疑惑がかけられている以上、政府は、秋元氏に真

相を明らかにするよう強く迫るべきだ。国会は証人喚問を行うべ

きだ」として、衆参両院で証人喚問の議決をするべきだと述べま

した。 

 また、議員辞職を求めるかと問われて、「辞職に値することは

間違いないが、まずは真相解明のために責任を果たさせるべきだ」

と指摘。真相解明は国会、政府の責任でもあるとして、「与党・

野党超えて、真相解明の責任を果たすべきだ」と強調しました。 

 

女性議員増やすための改憲論議に否定的 公明 石田氏  

ＮＨＫ2020年2月12日 16時26分 

 
自民党の稲田幹事長代行が女性議員を増やすためにも憲法への

男女の不平等解消の明記を議論すべきだという考えを示したこ

とについて、公明党の石田政務調査会長は「それぞれの政党で増

やせばいい」と述べ、否定的な考えを示しました。 

自民党の稲田幹事長代行は先週、講演で「フランスは憲法に男女

の不平等を解消する責務があるということを書き込み、女性議員

が増えている」と述べ、憲法に男女の不平等の解消を明記するこ

とを議論していくべきだという考えを示しました。 

これについて公明党の石田政務調査会長は、12 日の記者会見で

「国会議員の女性候補者を増やすためなら、それぞれの政党で増

やせばいいのではないか」と述べ、そのための憲法改正論議には

否定的な考えを示しました。 

 

性暴力は都会だけ？「地元でもある」フラワーデモで訴え 

朝日新聞デジタル岡林佐和2020年2月12日 12時01分  

松本でも花を手に集まった人たちが性

暴力NOの声をあげた=JR松本駅前 

 

 相次いだ性暴力事件の無罪判決に抗議しようと昨年 4 月に東

京で始まり、毎月11日に全国に広がるフラワーデモ。2月11日

は全国40ほどの都道府県で開かれ、長野県内でも、松本市と長

野市で花を手に「性暴力NO」を訴えた。 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200212001239.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200212001239.html
http://www.asahi.com/special/matome/sexual-violence/
http://www.asahi.com/topics/word/flowerdemo.html
http://www.asahi.com/area/nagano/
http://www.asahi.com/topics/word/松本市.html
http://www.asahi.com/topics/word/長野市.html
http://www.asahi.com/topics/word/長野市.html
http://www.asahi.com/special/matome/sexual-violence/
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200212001239.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200212001240.html
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 JR 松本駅前には正午、オレンジや黄色、紫、白など思い思い

の花を手にした男女12人が集まった。デモは花とともに被害者

への連帯を表す「#MeToo」や「#WithYou」、「性暴力を許さない」

といったメッセージを掲げて立つサイレントスタンディング。数

百人が集まってマイクでスピーチをする都会のデモと違ってこ

ぢんまりしているが、あたたかい雰囲気に包まれた。 

 松本のフラワーデモは昨年11月、市内の女性（37）が初めて

ツイッターなどで呼びかけて開かれた。 

 女性は松本で生まれ、松本で育った。小学校高学年の頃、連れ

去りの被害に遭いそうになったことがある。怒られると思い、親

には言えなかった。中学・高校時代、道を歩いていると後ろから

自転車の男に体を触られる被害にも遭った。「痴漢や性暴力なん

て松本にはないでしょ、都会の話でしょうと特に男性は思ってい

る。でも松本にも性被害はあるし、無関係じゃないと伝えたかっ

た」。地元でデモを始めた理由をそう話す。 

 県内では昨年6月、一人で長野… 

残り：276文字／全文：803文字 

 

しんぶん赤旗2020年2月12日(水) 

声あげ 性暴力なくそう 全国各地でフラワーデモ 

（写真）性暴力をなくそうと訴

えるフラワーデモ参加者＝１１日、東京都千代田区 

 性暴力の無い社会を求めるＦＬＯＷＥＲ ＤＥＭＯ（フラワー

デモ）が１１日、全国各地で行われました。東京駅前での行動に

は、「性暴力許さない」と書かれたプラカードや花を手にした人

たちがたくさん集まりました。自身が受けた性被害を次つぎとス

ピーチし、みんなで声をあげ続けようとアピールしました。 

 相次いだ性犯罪の無罪判決に抗議して、昨年３月から始まり全

国に広がっているフラワーデモは今月で１１回目。来月までの開

催が予定されています。今月は少なくとも４０都道府県で行われ

たと発表がありました。 

 呼びかけ人のひとりで編集者の松尾亜紀子さんは、「何かあれ

ば、すぐに全国で集まることができるようになったと思います。

来月で一区切りをつけますが、性暴力をなくす取り組みを終わり

にするわけではありません。これからも頑張りましょう」と話し

ました。 

 性暴力被害の当事者団体「Ｓｐｒｉｎｇ」代表理事の山本潤さ

んは、フラワーデモ開催のきっかけのひとつとなった性犯罪の無

罪判決が先日、福岡高裁で逆転有罪となったことにふれ、「私た

ちが声をあげたことは決して無駄ではありませんでした」とのべ、

力をあわせて社会を変えていこうと語りました。 

 日本共産党の志位和夫委員長をはじめ、共産党の国会議員も多

数参加しました。 

 

しんぶん赤旗2020年2月12日(水) 

フラワーデモ 各地で １１日 通行人が声援 

■奈良 

（写真）スピーチ

をする飯沼さん（左から５人目）と参加者＝１１日、奈良市 

 奈良市では、近鉄奈良駅前で３回目の「フラワーデモ奈良」が

開かれ、ＳＮＳなどで知った約１５人が参加しました。 

 主催者の飯沼莉子さんは「私たちは、もう一人ではありません。

ずっとたたかってきた女性たちの背中に学び、性暴力のない社会

を真剣に築いていきましょう」とスピーチ。参加者が、花やプラ

スターを手にスタンディングすると、通りかかった女性が「がん

ばってください」と声をかける姿がありました。 

 飯沼さんは「回を増すごとに参加者が増えて、うれしい」と述

べ「大学の中でジェンダー発言などの問題に直面し、奈良で『ノ

ー』という思いを示したくてデモを開催しました。奈良で声を上

げたいという人が集まれる場所をつくりたい」と話しました。 

刑法改正して 

■和歌山 

 和歌山市では、ＪＲ和歌山駅前で実施されました。 

 和歌山市での実施を呼びかけ、三重県から駆け付けた女性は

「性犯罪の被害者の声が十分に反映されていない刑法を改正し

てほしい」と訴えました。また、被害によるトラウマから抜け出

すことの難しさを強調し、トラウマへの理解を求めました。参加

者は「性被害について、すべて女性が悪いと決めつける世の中で

は困ります。できることはいっぱいあると思います。まずこれ（フ

ラワーデモ）が最初です」と話しました。 

 日本共産党から森下佐知子、南畑幸代、坂口多美子の３和歌山

市議が参加。森下市議は「人としての尊厳が大事にされなければ

被害はなくならないと思います。これまで当たり前と見過ごして

きたことをもう一度考えてみたい」と話しました。 

勇気づけたい 

■大分 

 大分市では、女性らがＪＲ大分駅前で行動しました。ＳＮＳで

行動を知ったという女性や性被害に苦しんできたという女性ら

も参加。１輪の花を手に、「性暴力は許さない」などのプラカー

ドを掲げてスタンディングし、アピールしました。 

 ３０代女性が飛び入り参加し「職場や家庭での女性への差別、

理不尽な扱いにずっと疑問を抱いてきた。日本は性暴力があって

も気付きにくい。でも私も声を上げ、そんな社会を変えられれば」

と思いを語りました。 

 行動を呼びかけた古田奈々弁護士は「差別や性暴力について何

か言いたい人、何かしたい人は実はいっぱいいます。フラワーデ

モがそういう女性たちを勇気づけ、意見表明の場となって広がれ

ばいい」と語りました。 

 

辺野古、70m以下にも軟弱地盤か 未説明のデータ存在 

朝日新聞デジタル藤原慎一2020年2月12日 20時33分  

http://www.asahi.com/special/matome/sexual-violence/
http://www.asahi.com/topics/word/flowerdemo.html
http://www.asahi.com/topics/word/ツイッター.html
http://www.asahi.com/special/matome/sexual-violence/
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地盤のイメージ 

 

 米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設

計画で、防衛省が「調査していない」としてきた地点の試験デー

タが存在していた。硬い地盤があると説明してきた海面70メー

トルより深い地点にも、軟弱地盤がある可能性を示す内容だった。

防衛省は、学会が定めた方法による試料の採取ではなかったこと

を理由に説明してこなかった。 

 12 日の衆院予算委員会で赤嶺政賢氏（共産）が取り上げた。

説明してこなかったことについて、河野太郎防衛相は「船上で簡

易に行われたもので、そもそも（地盤の強度を調べる）力学試験

と認められるものではない」と述べ、説明は不要との考えを示し

た。 

 普天間飛行場の移転先には、米軍キャンプ・シュワブ沿岸部を

埋め立てて飛行場を造る。ただ、キャンプ北東部には軟弱地盤が

あることから、防衛省は、砂などの杭を打って地盤を改良して海

を埋め立てる計画にしている。 

 防衛省は「水深約70メートルより深い土の層は、非常に硬い

粘土層に分類される」と説明。70 メートルより深い地点の改良

工事は不要との立場をとっている。 

 今回明らかになった試験データは、「B27」と呼ばれる地点のも

の。防衛省の委託を受けた業者が、粘土層が海面下90メートル

まで達するB27地点で試料を採って調べた。その結果、海面下70

メートルより深い場所の地盤強度が 6 段階中 2 番目の軟らかさ

というデータだった。 

 B27 上には護岸の建設が予定され、70 メートルより深い部分

に軟弱地盤があれば、沈下する可能性がある。 

 岩屋毅防衛相（当時）は昨年、「B27（の調査）そのものはやっ

ていない」と答弁していた。だが、防衛省が昨年3月に国会に提

出した報告書に B27 に関する英文資料が含まれていた。河野氏

は12日の予算委で「本来必要ないが、巻末についていたので国

会に出した」と述べた。 

 地盤工学会は、地盤強度の調査方法について試料の採取方法を

定め、この方法なら「乱れの少ない試料」が得られるとする。B27

の試料について防衛省は「業者が簡易な調査方法で採取しており、

乱れた試料と解釈すべきだ」と説明。試験についても「業者が独

自に行った。地盤工学会が定める方法ではないため採用しなかっ

た」とする。 

 防衛省は、有識者が地盤改良工事について助言する技術検討会

にも、試験データを報告していない。 

 日本大学の鎌尾彰司准教授（地盤工学）は「改めてB27の地盤

試料を採取し、室内試験を行って結果をつまびらかにすべきだ」

と話している。（藤原慎一） 

 

しんぶん赤旗2020年2月13日(木) 

辺野古軟弱地盤データ問題 赤嶺議員が隠ぺい追及 衆院予算

委 設定強度大きく下回る 

 日本共産党の赤嶺政賢議員は１２日の衆院予算委員会で、辺野

古新基地建設予定地に広がる軟弱地盤に関し、防衛省が、水面下

９０メートルに達する「Ｂ２７」地点で従来の説明を大きく下回

る地盤強度のデータを隠ぺいしていた問題を追及しました。河野

太郎防衛相は、「土の強度を測る力学試験ではない」などと強弁

しました。 

 

 政府は、軟弱地盤の改良工事のため、沖縄県に設計変更の申請

を検討中。これに関し、防衛省は「Ｂ２７」の土の強度試験を「や

っていない」としていましたが、同省が国会提出した土質調査報

告書（『シュワブ（Ｈ２６）ケーソン新設工事（１工区）確認ボ

ーリング報告土質調査（２）』）には「Ｂ２７」の地盤強度のデー

タが添付されていました。７０メートル以深で同省が設定する強

度を大きく下回り、３分の１程度にとどまる場所もあります。国

内の作業船で地盤改良工事が可能な最大施工深度は７０メート

ルまでとなっています。 

 河野防衛相は、「Ｂ２７」について「土の種類を確認する物理

試験を実施したが、強度を測る力学試験は行っていない」と答弁。

「受注者が船上において簡易な方法で行った」としました。 

 赤嶺氏は、簡易試験であっても示されている値は土の強度を示

す力学試験のデータだと指摘しました。明らかになったデータに

は、土の種類ではなく地盤強度を示す数値が記載されています。 

 河野氏は「力学試験ではない」と繰り返し、このまま工事を強

行する考えを示しました。赤嶺氏は、「軟弱地盤であることを認

めたくないために強引な答弁を続けている」と批判しました。 

 

しんぶん赤旗2020年2月13日(木) 

防衛相答弁ごまかし明白 データ数値は地盤強度示す 赤嶺議

員追及 

 都合の悪いデータを隠そうとしたのではないか―。沖縄県名護

市辺野古での米軍新基地建設をめぐり、日本共産党の赤嶺政賢議

員は１２日の衆院予算委員会で、建設予定地に広がる軟弱地盤に

関わる地盤強度データを防衛省が隠ぺいしていた問題を追及し

ました。 

https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20200212004281.html
http://www.asahi.com/topics/word/普天間飛行場.html
http://www.asahi.com/topics/word/沖縄県宜野湾市.html
http://www.asahi.com/topics/word/名護市.html
http://www.asahi.com/topics/word/辺野古.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/予算委員会.html
http://www.asahi.com/topics/word/赤嶺政賢.html
http://www.asahi.com/topics/word/河野太郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛相.html
http://www.asahi.com/topics/word/普天間飛行場.html
http://www.asahi.com/topics/word/キャンプ・シュワブ.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/岩屋毅.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛相.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/日本大学.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20200212004281.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20200212004282.html
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 埋め立て区域に広がり最深約９０メートルに達する「マヨネー

ズ並み」の軟弱地盤は大規模な地盤改良工事が必要です。しかし、

７０メートル以深の工事が可能な作業船は国内にありません。防

衛省はこれまで、７０～９０メートルの地盤は「非常に固い」と

して、７０メートルまでの地盤改良でも新基地建設は可能と主張

してきました。 

 赤嶺氏は「赤旗」日曜版の記事を示し、政府が昨年３月に提出

した一連の調査報告書によって、政府がこれまで行ってこなかっ

たと主張してきた最深９０メートルに達する調査地点Ｂ２７で

の地盤強度を示す力学試験が行われていたことを明らかにし、

「７０メートルより深い部分の強度は、政府の説明を大きく下回

る３分の１程度しかない」と指摘しました。 

 
 防衛省の現在の設計を根本から覆すデータの隠ぺいを追及し

た赤嶺氏に対し、河野太郎防衛相は、「Ｂ２７については、土の

種類を確認する物理試験を実施したが、土の強度を測る力学試験

は行っていない」などと強弁。「簡易的な試験」であり、「受注者

が自主的に行ったもの」と言い訳に終始しました。 

 しかし、明らかとなったデータは強度を示す「非排水せん断強

度」であり、土の種類ではなく、地盤強度を示す数値が並んでい

ます。答弁のごまかしは明らかです。 

遅れの責任安倍政権に 

（写真）質問する赤嶺政賢議

員（左）＝12日、衆院予算委 

 赤嶺氏は、地盤改良にともなって政府が工期を当初の５年から

１２年に延ばし、費用も３５００億円から９３００億円に引き上

げたことを指摘しました。 

 日本政府が１９９６年に普天間基地の返還に合意してから来

年４月で２５年、四半世紀になり、その上さらに１２年かかりま

す。しかも、玉城デニー知事が設計変更申請を承認したときが（１

２年の）起算点であり、知事は、辺野古新基地に反対していると

強調。 

 赤嶺氏は、「このどこが一日も早い返還なのか。辺野古にこだ

わっていたら、普天間の返還は絶対に実現できない」と追及しま

した。 

 安倍首相は、工期が延びたことについて、民主党政権時代に普

天間の「移設先」をめぐって「混乱」があったなどと問題の責任

を民主党に押しつけるような答弁をしました。 

 赤嶺氏は、軟弱地盤が見つかり工期が１２年延びたのは民主党

政権の責任ではなく、安倍内閣になってからの問題だと反論。「だ

いたい安倍内閣になって２０２２年までに（解決）できると言っ

ていたではないか」とただしました。 

サンゴ移植で「圧力」 農水相に勧告取り下げ要求 

 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐり、防衛省沖縄防

衛局が申請したサンゴ移植の可否判断を県が保留していること

について、江藤拓農林水産相が許可するよう県に「是正」を勧告

していたことが分かりました。日本共産党の赤嶺政賢議員が１２

日の衆院予算委員会で、「不当な圧力だ」として勧告の取り下げ

を強く求めました。 

 勧告は１月３１日付。防衛局は、埋め立て予定区域の大浦湾側

に生息するサンゴ約４万群体を移植するための特別採捕許可を

県に申請。県は、埋め立て承認の撤回に関する訴訟が係争中で、

司法の最終判断が出るまで処分を行わない方針です。 

 勧告は、申請についての標準処理期間（４５日）を経過してい

るなどとし、許可処分をしない相当な理由はないとしています。 

 赤嶺氏は、「工事継続の是非が問われているときに工事を前提

としたサンゴ移植の判断などできるはずがない」と述べ、係争中

は標準処理期間を適用すべきではないと指摘。江藤農水相は、沖

縄防衛局長から連絡があったことを認めたうえで、「裁判係争中

は（判断しない）理由にならない」などと強弁しました。 

 赤嶺氏は、「農水省が防衛省から頼まれて県に圧力をかけると

はあまりにもひどい」と指摘。「不当な圧力には沖縄は負けない」

と強調しました。 

 

しんぶん赤旗2020年2月13日(木) 

新基地 データ隠ぺい説明を 辺野古の建設でヒアリング 

（写真）公開ヒアリングで防衛

省の担当者（手前）に質問する北上田氏（左端）＝12日、国会内 

 「戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会」は１

２日、沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設工事で防衛省が示し

た計画変更案について国会内で公開ヒアリングを行いました。約
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１１０人が参加しました。 

 「赤旗」日曜版の報道で明らかになった埋め立て予定海域「Ｂ

２７地点」の軟弱地盤を示すデータの隠ぺい問題について、沖縄

平和市民連絡会の北上田毅氏（元土木技術者）が質問しました。 

 同地点での調査について、防衛省の担当者は「業者が自主的に

実施した。簡易な方法で行われたので、設計等で使える数値では

ない」などと説明。北上田氏は「調査で危険な数値が出たことは

明らかだ。次回の技術検討会で説明するべきではないか」と指摘

しました。 

 難工事が予想される大浦湾側での工期を短縮するため、外周を

護岸で囲う前に「先行埋め立て」を行う計画について「海中で３

０メートルの盛り土をすればヘドロ状になる。その上に大型のケ

ーソンを設置することは技術的に不可能ではないか」との指摘も

出ましたが、防衛省側は盛り土の安定性を示せませんでした。 

 約９３００億円とされる総事業費に関して、防衛省の担当者は

「２０１８年度までの支出額は１４７１億円、今後は約８０００

億円ということになる」と説明しました。 

 総がかり行動実行委の高田健共同代表は「（新基地建設の）計

画は順調に進んでいるどころか窮地に陥っている」と強調しまし

た。 

 日本共産党の赤嶺政賢衆院議員をはじめ衆参の野党議員が出

席し、紹介されました。 

 

辺野古 民間の地盤調査データ 設計変更には反映せず 防衛相  

ＮＨＫ2020年2月12日 20時53分 

 

河野防衛大臣は、衆議院予算委員会の集中審議で、アメリカ軍普

天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり、民間業者が行った調

査で得られたデータから、これまでの政府の説明よりも深い場所

に軟弱地盤があるのではないかとただされたのに対し、調査は地

盤の強度を調べるためのものではないとして、設計変更には反映

させない考えを示しました。 

アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり、共産党

の赤嶺政賢氏は、12 日の衆議院予算委員会の集中審議で、民間

業者が行った調査で得られたデータから政府が水深70メートル

までとしていた軟弱地盤がさらに深いところまであるのではな

いかとただしました。 

これに対し、河野防衛大臣は、この調査は地盤の強度ではなく、

土の種類を調べるために行ったものだとしたうえで「データは、

受注者が船上において簡易な方法で行って得られたものだ。国土

交通省が監修する基準でも、土の強度を測るための試験として認

められていない」と述べました。 

そのうえで、河野大臣は、政府が沖縄県に申請することにしてい

る埋め立て工事の設計変更にはデータは反映させない考えを示

しました。 

 

ＪＮＮ2月12日22時30分 

辺野古埋め立て「軟弱地盤の可能性」に、河野防衛相「設計変更

必要なし」 

 沖縄のアメリカ軍普天間基地の辺野古への移設に向けた軟弱

地盤の改良工事に伴う調査で、防衛省の想定よりもさらに深い地

点に軟弱地盤がある可能性を示すデータがあったことが、国会で

追及されました。これに対し河野防衛大臣は、設計変更の必要は

ない考えを示しました。 

 辺野古の地盤改良をめぐり、防衛省は、専門家会議などの議論

を経て、およそ７万７０００本の砂杭などを最大で水面下７０メ

ートルまで打ち込むことで、地盤改良が可能だという結論を得て

います。一方で、去年３月に国会に提出された調査結果の中に、

７０メートルよりも深い地点に軟弱地盤が存在する可能性があ

るというデータが含まれていたことが明らかになっています。 

 これについて、共産党の赤嶺議員は衆議院の予算委員会で、軟

弱地盤に対応するための設計変更が必要なのではと質しました。 

 「設計変更の作業には反映しないというような理解ですか？」

（共産党 赤嶺政賢議員） 

 「そもそも力学試験でも何でもございませんので、これは設計

には反映されません」（河野太郎防衛相） 

 河野防衛大臣はこのように述べ、防衛省が現在検討している工

法に問題はなく、設計変更を行う考えはない考えを重ねて示しま

した。 

 

ホルムズ航海日誌 黒塗り 昨秋、海自訓練時 イラン側が追

尾か 

東京新聞2020年2月11日 朝刊 

大部分が黒く塗られているホルムズ海

峡周辺の海自航海日誌＝穀田恵二衆院

議員提供 

 

 海上自衛隊の艦艇二隻が昨秋、中東イラン沖のホルムズ海峡を

通過した際の航泊（航海）日誌を防衛省がほぼすべて黒塗りにし

て野党に提供したことが分かった。共産党の穀田恵二氏が十日の

衆院予算委員会で、提供された航海日誌や一部報道に基づき、海

自艦がホルムズ海峡付近でイラン革命防衛隊の艦船に追尾され

た可能性をただした。 

 防衛省によると、安倍晋三首相が昨年十月十八日に海自の中東

派遣の検討を指示した後、掃海母艦「ぶんご」と掃海艇「たかし

ま」が米国主催の国際海上訓練に参加するため、バーレーン周辺

海域へ向かった。 

 共産党に提供された航海日誌は十月二十三～二十五日分。二十

四日午前六時すぎの「針路（黒塗り）に変針」との記述後、午後

十時すぎの針路変更までほとんどが黒塗りだった。この間に「ホ

ルムズ海峡に入る」「ホルムズ海峡を出る」との記載はあるが、

時刻や前後の動きは黒塗りだった。 

 穀田氏は予算委で、朝日新聞の報道を踏まえ「黒塗り部分に追

尾を受けた記載があるのではないか」と確認を求めた。これに対
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し、河野太郎防衛相は「今後の任務遂行、安全確保に支障が生じ

るので不開示としている」と明言を避けた。 

 穀田氏は「追尾されたのか否かの重大な事実まで隠すのは許さ

れない。追尾が事実なら、今回の中東派遣で自衛隊員を危険にさ

らすことは明白だ」と批判した。現在、中東に派遣されている海

自の活動海域にホルムズ海峡は含まれていない。 （山口哲人） 

 

しんぶん赤旗2020年2月11日(火) 

イラン革命防衛隊 海自艦艇を追尾か 穀田議員 “黒塗り航

泊日誌”示す 衆院予算委 共産党が追及 

（写真）質問する穀田恵二議員＝10日、

衆院予算委 

 海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」と掃海艇「たかしま」が昨年

１０月、中東海域でイラン革命防衛隊とみられる船から追尾され

ていたことを、防衛省が隠ぺいしていた疑惑が明らかになりまし

た 

。 （写真）ほぼ黒塗りになった掃

海母艦「ぶんご」の航泊日誌。昨年10月24日分 

日本共産党の穀田恵二議員が１０日の衆院予算委員会で、海自艦

艇の「航泊日誌」を示して事実関係を追及しました。河野太郎防

衛相は、追尾の事実を否定できませんでした。 

 「ぶんご」と「たかしま」が同年１０月２３～２５日にオマー

ン湾からホルムズ海峡付近を航行中、イランの革命防衛隊とみら

れる船から追尾されたと報じられました。 

 穀田氏は、防衛省に要求して提出させた両艦艇の「航泊日誌」

を提示。１０月２４日の「日誌」が、朝の６時台から「ホルムズ

海峡に入る」までの時間帯、同海峡に入ってから出るまでの時間

帯のほぼ１日が黒塗りにされていることを指摘し、「この部分に

『追尾を受けた』事実を示す記載があるから隠したのではないか」

と追及しました。 

 河野防衛相は、追尾について「報道は承知しているが、詳細は

差し控える」と否定せず、黒塗りについては「任務遂行あるいは

安全確保に支障を生じる」として不開示にしたと繰り返しました。 

 穀田氏は「ぶんご」の「日誌」で「ホルムズ海峡を出る」と書

かれた後の黒塗り部分の最後に「解散 通常航海直（ちょく）と

する」との記載があることを指摘し、「黒塗りされた時間帯は『通

常』ではない航海体制だったのではないか」と強調しました。 

 河野防衛相は、「部隊の運用」をたてに答弁を拒み続けました。 

 穀田氏は、「追尾されたか否かは部隊運用の問題ではない」と

指摘。「追尾が事実ならば、こうした重大問題を国会や国民に隠

して自衛隊の中東派兵を行った政府の責任は極めて重大で到底

許されるものではない」と述べ、「日誌」の黒塗り部分の開示を

含め全ての記録を提出し、事実関係を明らかにするよう強く求め

ました。 

 

防衛産業、官民で販路開拓 防衛省が経団連と意見交換会  

2020/2/11 2:00日本経済新聞 電子版 

防衛省は経団連と連携し、防衛産業の競争力強化を進める。昨秋

に河野太郎防衛相が参加する意見交換会を立ち上げた。今夏に示

す2021年度予算の概算要求に生産基盤の強化策などの反映をめ

ざす。国内に防衛産業は1000社以上あるが採算性の低さが問題

になっている。海外への販路開拓や防衛機密の保護も課題となる。 

意見交換会は経団連の防衛産業委員会と設けた。昨年10月の初

会合には経団連から片野坂真哉副会長（ANAホールディングス社

長）らが出席した。防衛相と経団連幹部が会合を持つのはこの意

見交換会が初の試みで、11 月には防衛装備庁の武田博史長官と

経団連幹部、12月と今年 1月には装備庁と防衛産業の部長級で

協議した。 

 

河野氏は10日の記者会見で「防衛産業の基盤、研究開発の基盤

を強くする関係として、防衛省と経済界で協力してやっていきた

い」と強調した。7月に改めて河野氏が出席する経団連との会合

を開く方針も明かした。 

防衛省と直接契約を結んでいない下請けまで含めると戦車や戦

闘機は約1000社が製造に関わっている。防衛を専門とする企業

はほとんどなく、三菱重工業や川崎重工業など大手企業でも売上

高に占める防衛部門の依存度は10%前後と低い。 

防衛装備品も米国政府と購入契約を結ぶ対外有償軍事援助（FMS）

の割合が増え、日本企業の割合は低迷している。 

日本で防衛産業が伸び悩む背景には採算性の低さがある。市場規

模は防衛省の中央調達に限ると 2 兆円弱とされる。国内企業は

艦船や航空機、弾薬など幅広い品種を造っているが、国内では自

javascript:void(0)
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衛隊向けの需要しかない。 

技術開発には時間も人手もかかり、撤退する企業も出ている。防

衛省は国内の防衛産業をてこ入れするため、市場拡大への施策づ

くりを急ぐ。 

F2戦闘機（航空自衛隊提供） 

国内向けでは航空自衛隊の次期戦闘機の開発に照準を絞る。20

年度から本格的な開発が始まり、「F2」戦闘機が退役する30年代

半ばの導入をめざす。 

日本がエンジンなどの基幹部分を作る開発方針を掲げており、将

来的に海外にも販路を広げる計画だ。21 年度予算案では開発費

が数百億円規模計上されるとみられており、防衛省と経団連の協

議を通じて日本主導の開発計画を詰めていく。 

海外市場の開拓も課題となる。政府は14年4月に「防衛装備移

転三原則」を策定し、武器輸出が条件付きで解禁された。海外で

の競争環境は厳しく、完成品輸出の実績はない。 

海外に経団連などと共同で売り込みを掛ける態勢を強化する。昨

年11月に日本で初めて開いた防衛装備品の国際的な展示会は防

衛省が後援し、参加した経団連所属企業のPRにも協力した。 

防衛装備品の開発は安全保障環境の変化を受けて技術レベルが

高まっている。国際共同開発が増えているだけに、機密保全が急

務となる。最近では三菱電機や NEC など防衛省と取引のある企

業がサイバー攻撃を受けていたことが相次ぎ発覚した。 

防衛省は契約企業に米国防総省の基準に合わせた包括的なサイ

バー防衛策を義務付け、海外でも安全性を担保できるよう後押し

する。 

 

しんぶん赤旗2020年2月12日(水) 

トランプ米政権予算教書 軍事聖域 核兵器を近代化 社会保

障・対外援助は削減 

 【ワシントン＝遠藤誠二】米トランプ政権は１０日、総額４兆

８０００億ドル（約５２８兆円）規模の２０２１会計年度（２０

２０年１０月―２１年９月）の予算教書を議会に提出しました。

社会保障費や対外援助を削減する一方で、軍事費は聖域として核

兵器関連予算を増加させる危険な中身となっています。 

 予算教書は、経済成長を３％と見込んでいます。「裁量的経費」

のうち、民生費を前年度比５％減の５９００億ドルとしながら、

軍事費は３％増の約７４００億ドルになっています。 

 国防総省の予算は８億ドル増加。戦略ミサイル原子力潜水艦

（ＳＳＢＮ）を含む新しい戦闘部隊に１９３億ドル費やすとして

います。 

 国防総省幹部はロイター通信に、核兵器近代化のための予算を

昨年から１８％増やし２９０億ドル要求したと語りました。予算

教書は、核兵器運搬システムの近代化をはかるとうたっています。

議会予算局（ＯＭＢ）は、核兵器近代化には今後３０年間で３兆

ドル以上が必要と指摘しています。 

 また、エネルギー省核安全保障局（ＮＮＳＡ）の予算も１９８

億ドル、前年度比１９％増と突出しています。 

 米国防総省は４日に、新型小型核弾頭を搭載した潜水艦発射弾

道ミサイル（ＳＬＢＭ）を実戦配備したと発表しました。 

 その他、宇宙軍予算も増加。トランプ政権は２０２４年までに

有人月面着陸を目指していますが、航空宇宙局（ＮＡＳＡ）予算

も２４％増やしました。 

 一方、メディケイド（低所得者向け医療保険制度）などの「義

務的経費」を減らし、国務省・国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）予算も

２２％減と大なたを振るいます。 

 環境保護局（ＥＰＡ）予算は２６％減。気候変動・環境保護対

策に後ろ向きなトランプ政権の姿勢が示されています。 

貧困層の困窮さらに １０年で５００兆円支出減狙う 

 トランプ政権が発表した予算教書は、１１月の大統領選で再選

を果たした場合の政権２期目をにらむ財政方針を示したもので

もあります。 

 ワシントンを拠点に活動する民間調査機関「予算・政策優先セ

ンター（ＣＢＰＰ）」のグリーンスタイン代表は、「２０２１予算

教書は、恵まれた状況下にない数千万の米国民をさらに貧困に陥

れ、困窮を拡大させる原因となる」と批判します。 

 予算教書は今後１０年間で、４兆６０００億ドル（約５００兆

円）の支出を減らすことを目標としています。メディケイド（低

所得者向け医療保険制度）プログラム、フードスタンプ（食料配

給券）予算を２９００億ドル減らす予定です。学生ローン救済の

予算も削減。弱者切り捨ての中身になっています。 

 内外から批判を受けるメキシコ国境での壁建設費用に２００

億ドルを計上。前年度比で半減以下ですが、昨年同様、国防予算

から流用する可能性があります。 

 省庁別でみると、増額組、減額組がはっきりと分かれます。 

 移民を取り締まる国土安全保障省は前年度比３・２％増。退役

軍人省予算は１４％増加します。一方、教育省予算は７・8%、厚

生省は１０％、住宅・都市開発省は１５％、内務省は１６％の減

額です。 

 新型コロナウイルスを担当する疾病対策センター（ＣＤＣ）の

全体予算は９％減らされます。 

 民主党のペロシ下院議長は、「トランプ大統領が、国民の健康

や財政上の安全保障、勤労国民とその家族の福祉に少しの価値も

おいていないことを示すものだ」と酷評しました。予算教書は、

民主党が過半数を握る下院で拒絶される見通しで、トランプ政権

と民主党の攻防が予想されます。（ワシントン＝遠藤誠二） 

 

自民秋田県連、イージスの新屋配備見直しを 河野防衛相「重く

受け止める」 

時事通信2020年02月12日18時56分 

 自民党秋田県連は１２日、防衛省に河野太郎防衛相を訪ね、陸

上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の配備に

ついて、陸上自衛隊新屋演習場（秋田市）を候補地から外すよう

申し入れた。河野氏は「要望を重く受け止め、しっかり検討した

い」と応じた。同県連はこの後、菅義偉官房長官とも首相官邸で

会談し、菅氏も「重く受け止める」と語った。  

 

地上イージス配備、現行案は困難 自民県連、防衛相に伝達へ 

javascript:void(0)
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2020/2/12 17:32 (JST)共同通信社 

 河野太郎防衛相は12日、秋田市などが候補になっている地上

配備型迎撃システム「イージス・アショア」の配備計画を巡り、

自民党秋田県連の幹部と防衛省で面会した。県連は住宅地に近い

として陸上自衛隊新屋演習場（秋田市）への配備は困難だと伝達。

菅義偉官房長官も首相官邸で県連幹部と会う予定だ。 

 防衛省は導入する地上イージス 2 基について、新屋演習場と

陸自むつみ演習場（山口県萩市、阿武町）を候補地に選定したが、

同省の調査ミスなどが相次ぎ地元が反発。佐竹敬久秋田県知事ら

も1月31日に防衛省を訪ね、河野氏に新屋演習場への配備は困

難と伝えた。 

 

陸上イージス配備 自民秋田県連も「新屋は困難」 防衛相と会

談、伝達 

毎日新聞2020年2月12日 20時06分(最終更新 2月12日 20

時06分) 

陸上自衛隊新屋演習場（左）。右

奥は秋田市街地＝秋田市で、本社機「希望」から 

 政府が秋田、山口両県での配備を計画している陸上配備型迎撃

ミサイルシステム「イージス・アショア」をめぐり、自民党秋田

県連の金田勝年会長らが12日、河野太郎防衛相と防衛省で会談

した。金田氏は、候補地とされた陸上自衛隊新屋演習場（秋田市）

への配備について「無理があると言わざるを得ない」と伝えた。

1月には秋田県の佐竹敬久知事も、新屋での配備は困難だと河野

氏に伝えている。  

 県連側は「新屋ありき」としないゼロベースでの再調査や、住

宅地との距離を考慮するよう要望した。河野氏は「住宅地からの

距離は重要な要素だ。重く受け止めたい」と応じた。金田氏らは

首相官邸で菅義偉官房長官にも要望書を提出した。  

 イージス・アショアを巡っては、2019年 6月、候補地と選定

した地元での調査結果についての説明資料に誤りが相次いで見

つかり、防衛省が再調査を進めている。【田辺佑介、堀和彦】  

 

イージス配備、現行案は困難 自民秋田県連、防衛相に  

日経新聞2020/2/12 18:00 

河野太郎防衛相は12日、地上配備型迎撃ミサイルシステム「イ

ージス・アショア」を巡り、自民党秋田県連幹部と会談した。県

連は陸上自衛隊の新屋演習場（秋田市）への配備は困難だと伝え

た。新屋演習場を配備の「適地」と認定した防衛省調査に不備が

あり、政府は秋田県内を含む国有地20カ所を再調査している。

3月下旬の調査結果を踏まえ、配備地を決める。 

県連会長の金田勝年幹事長代理は「新屋演習場は住宅地や学校に

あまりにも近い。住民感情を踏まえると配備には無理がある」と

指摘した。河野氏は「再調査をしっかりしてゼロベースで検討す

る。要望を重く受け止める」と語った。金田氏らはその後、菅義

偉官房長官とも会談した。 

政府は北朝鮮による弾道ミサイルの発射に備え、国内でイージ

ス・アショア 2基の配備を決めている。2019年 5月には新屋演

習場と陸自むつみ演習場（山口県萩市、阿武町）を適地と判断し

た。 

現在、新屋演習場に加え、その周辺で秋田、青森、山形各県の計

20 カ所の国有地を配備候補地として再調査している。新屋演習

場については調査不備のほか、住宅地との距離が近いのを理由に

地元自治体が反対している。 

 

地上イージス現行案困難 自民県連、防衛相に伝達 

産経新聞2020.2.12 20:52 

 河野太郎防衛相は１２日、秋田市などが候補になっている地上

配備型迎撃システム「イージス・アショア」の配備計画をめぐり、

自民党秋田県連の幹部と防衛省で面会した。県連は住宅地に近い

陸上自衛隊新屋演習場（秋田市）への配備について「住民感情を

踏まえると、無理があると言わざるを得ない」として、困難だと

伝達。菅義偉（すが・よしひで）官房長官も首相官邸で県連と会

い、「重く受け止めている。（候補地は）ゼロベースで考えている」

と述べた。 

 河野氏は県連に対し「（地上イージスと）住宅地の距離は重要

な要素だ。要望を重く受け止めて検討する」と語った。 

 

イージス・アショア 自民 秋田県連が防衛相に「配備は無理」  

ＮＨＫ2020年2月12日 19時00分 

 
新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」をめぐり、自

民党秋田県連は河野防衛大臣に対し、秋田市にある候補地への配

備について、「住民感情を踏まえると、無理があると言わざるを

えない」として再検討を求め、河野大臣は地元の意見も踏まえて

判断する考えを伝えました。 

新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の配備計画を

めぐり、政府は秋田市にある陸上自衛隊新屋演習場を候補地の１

つとして示していますが、ずさんな調査を受けて、新屋演習場を

含む東北の20か所の国有地で再調査を進めています。 

こうした中、自民党の秋田県連会長を務める金田幹事長代理ら、

県連の幹部が防衛省を訪れて河野防衛大臣と会談し、金田氏は

「新屋演習場は住宅地や学校にあまりにも近いという現実や、地

元の住民感情を踏まえると、『配備には無理がある』と言わざる

をえない」と述べました。 

そのうえで、金田氏は「『新屋ありき』ではなく、ゼロベースで

調査を行い、決定に際しては住宅地や学校との距離を重要な考慮

要素とし、安全、安心につながるよう努め、地元の理解を得たう

えで進めてほしい」と求めました。 

これに対し、河野大臣は「再調査をしっかりやり、本当の意味で

のゼロベースで検討するし、住宅地などからの距離が重要な考慮

要素であることはそのとおりだ。要望を重く受け止め、しっかり

と検討していきたい」と述べ、地元の意見も踏まえて判断する考
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えを伝えました。 

金田氏らはこのあと総理大臣官邸で菅官房長官とも会談し、同様

の申し入れを行いました。 

 

ＪＮＮ2月12日20時11分 

イージス・アショア配備計画、自民党議員からも「新屋は無理」 

 地上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の 配

備計画をめぐり、候補地となっている秋田県選出の自民党国会議

員らが、「新屋演習場への配備は無理がある」とする要望書を河

野防衛大臣に手渡しました。 

 「新屋の演習場につきましては、住宅地や学校にあまりにも近

いという現実や地元の住民感情をふまえますと、配備には無理が

あると言わざるを得ない」（自民党・秋田県連 金田勝年会長） 

 自民党・秋田県連の金田会長らはこのように述べ、陸上自衛隊

「新屋演習場」への「イージス・アショア」配備計画は受け入れ

が難しいという考えを伝えました。その上で、新屋ありきではな

くゼロベースで調査を行うこと、配備場所は住宅や学校からの距

離を重要な考慮要素とすることなどを申し入れました。これに対

し河野防衛大臣は、「ゼロベースで検討することで何ら変わりは

ない」とした上で、「住宅地などからの距離が重要な要素という

のはその通りだ」と応じました。 

 金田会長らはこのあと、菅官房長官にも要望書を手渡し、菅長

官は「重く受け止める」と応じたということです。 

 「イージス・アショア」の配備候補地をめぐっては、新屋演習

場以外に青森や山形の国有地など１９か所に対象を広げ再調査

を行っています。再調査は来月下旬に終了しますが、自民党から

も厳しい意見が出ていることで、新屋演習場への配備は難しい状

況となっています。 

 

【続・防衛最前線】護衛艦たかなみ 中東派遣で防弾ガラス仕様

に衣替え 

産経新聞2020.2.13 01:00 

 ２月２日、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地。岸壁にたたずむ

護衛艦「たかなみ」（全長１５１メートル、基準排水量４６５０

トン）の全身グレーの威容が、青空に映えた。 

 午前１０時４２分、乗組員約２００人が甲板に並んで直立した

船体は、ゆっくりと岸を離れた。軍艦マーチのラッパ演奏の中、

自衛隊最高指揮官の安倍晋三首相、河野太郎防衛相、そして乗組

員の家族約５００人が岸壁から見送った。 

 現在たかなみは南シナ海を抜け、原油輸入のシーレーン（海上

交通路）である中東海域に向かっている。今回の任務は、防衛省

設置法の「調査・研究」に基づき、中東海域での情報収集だ。今

月下旬に現着し、石油タンカーなど日本関係船舶が安全に航行で

きるよう活動を始める。往来する船舶の船籍国や船名、位置、進

路などを確認し、不審船の発見に努める。 

× × × 

 たかなみは「汎用型護衛艦」と呼ばれる。対空、対艦、対潜水

のいずれの軍事作戦にも対応でき、哨戒ヘリを最大２機搭載でき

る。その名の通り汎用性が高く、非常に使い勝手の良い艦艇であ

る。 

 出航の１週間前には、河野氏が横須賀基地で艦内を視察し、記

者も同行した。 

 河野氏はまず、窓ガラスが防弾ガラスに付け替えられた艦橋

（指揮所）に入り、隊司令席に座って双眼鏡で港湾内を見渡した。

中東は米イランの対立で緊張が高まっており、防弾ガラス仕様は、

不測の事態が生じた際に任務が武器使用の可能な海上警備行動

に切り替わる可能性があることも踏まえたとみられる。 

 艦橋内には艦長席と隊司令席がある。艦の運用の責任者の新原

綾一艦長（１佐）と、部隊指揮をとるのは第６護衛隊の稲葉洋介

隊司令（１佐）が座る。 

 隊司令はたかなみを含む４隻から成る第６護衛隊全体を統率

する役職だ。今回は現場で不測の事態に遭遇し、さまざまな難し

い判断を迫られる可能性があるだけに、１隻だけの派遣にもかか

わらず隊司令が乗り組む。 

× × × 

 河野氏は続いて甲板に降り、新設された２つの防衛装備につい

て説明を受けた。 

 １つが長距離音響発生装置ＬＲＡＤ（エルラド）だ。数キロ先

に届く大音量で不審船や海賊船に警告を発する。武器使用が制限

されているたかなみにとって、「大音響」と「外見」（軍艦として

の威容）が相手を追い払う主要な手段になる。 

 もう１つが、１２・７ミリ機関銃。たかなみは１２７ミリ速射

砲を主砲として備えているが、軍艦相手の海戦向けの長射程のた

め、小型船で接近してくる海賊や武装勢力相手には向かない。そ

こで、もともと艦橋付近に２基ある１２・７ミリ機関銃を、後方

にさらに２基増設した。 

 甲板の後部には２機分のヘリ格納庫がある。河野氏の視察時は

空だったが、出航時にはＳＨ６０Ｋ哨戒ヘリ２機が収納されてい

た。同哨戒ヘリは現場海域の上空から幅広い海域を見渡し、船舶

を探すことができる。 

 昨年末に派遣が決まって以来、たかなみは大きな注目を集める

艦艇になった。ただ、活動内容は「情報収集」なので何か特別な

装備をしているわけではない。ＬＲＡＤや１２・７ミリ機関銃は、

アフリカ東部アデン湾での海賊対処活動にこれまで従事してき

た護衛艦にも装備されてきたものだ。海自トップの山村浩海上幕

僚長は「（現場海域に）行ってまだ足りないものがあれば後から

付ける。当面必要と考えられる装備品は搭載した」と語る。 

（政治部 田中一世） 

 

首相、「意味のない質問」とやじ 野党側は猛抗議、一時紛糾 

2020/2/12 17:57 (JST)共同通信社 

衆院予算委で答弁のため挙手する安倍首相＝

12日午後 

 安倍晋三首相は12日の衆院予算委員会で、質問を終えた立憲

民主党の辻元清美氏に対し「意味のない質問だ」と自席からやじ

を飛ばした。野党側が猛抗議し、審議が一時紛糾。首相は過去の

国会質疑でも、たびたび不規則発言し、野党から批判されている。 
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 辻元氏は「桜を見る会」など最近の不祥事に触れ「タイは頭か

ら腐る。社会、国、企業の上層部が腐敗していると残りもすぐに

腐っていく。ここまで来たら頭を代えるしかない」と首相を非難。

やじは、この発言後に飛び出した。 

衆院予算委で質問する立憲民主党の辻元清美氏

＝12日午後 

首相がヤジ、辻元氏に「意味のない質問だよ」 予算委で 

朝日新聞デジタル斉藤太郎、小林豪 2020年 2月 12日 15時 54

分  

衆院予算委で、立憲民主党の辻元清美氏の

質問終了直後、自席から「意味のない質問だよ」と発言する安倍

晋三首相（中央）=2020年2月12日午後2時47分、岩下毅撮影 

 安倍晋三首相は12日の衆院予算委員会で、質問を終えた立憲

民主党の辻元清美氏に対し、「意味の無い質問だよ」とヤジを飛

ばした。野党議員は「一国の総理が言うことではない」と抗議し、

予算委は10分余り、紛糾した。 

 辻元氏の質問が終わった直後、NHKのテレビ中継でも聞き取れ

る声量で「意味の無い質問だよ」とヤジが飛んだ。質問席から去

ろうとしていた辻元氏が「誰が言ったの？」と声を上げると、野

党議員たちは「総理だ」と指摘した。野党の予算委理事は棚橋泰

文委員長（自民党）に詰め寄り、審議を止めて事実確認するよう

求めたが、棚橋氏は「私には聞こえなかった」などと拒否。野党

側は10分以上にわたり質問時間を浪費することになった。 

衆院予算委で質問する立憲民主党の辻元清美

氏=2020年2月12日午後2時36分、岩下毅撮影 

 その後、質問に立った立憲の逢坂誠二氏がヤジの事実関係を問

うと、首相は「辻元氏がずっと、私に言わせれば質問ではなく、

罵詈（ばり）雑言の連続だった。私に反論の機会は与えられずに。

こんなやりとりでは無意味じゃないかと申し上げた」と釈明した。 

 辻元氏は自らの質問の最後に「タイは頭から腐る。上層部が腐

敗すると残りもすべて腐る。総理が桜（を見る会）とか加計とか

森友とか、疑惑まみれと言われている。官僚がかわいそうだ」と

述べたまま、持ち時間を終えていた。 

衆院予算委で、立憲民主党の辻元清

美氏の質問終了直後、安倍晋三首相が自席から「意味のない質問

だよ」と発言したことに関して、委員長席に詰め寄る野党理事ら

=2020年2月12日午後2時50分、岩下毅撮影 

 辻元氏は委員室を退席後、首相のヤジについて「びっくりした。

私個人に対しても問題だし、立法府全体で問題視しないといけな

い。発言の撤回と謝罪を求めたい」と記者団に指摘。「私は歴代

総理と議論し、はっきりものを言ってきたが、罵詈雑言ととった

のは（安倍）総理お一人だ」とも語った。 

     ◇ 

 第201回通常国会。国会や政党など政治の現場での様子を「政

治ひとコマ」としてお届けします。（斉藤太郎、小林豪） 

 

首相、質問終えた辻元氏にヤジ「意味のない質問だよ」で予算委

紛糾 棚橋委員長「聞こえてない」 

毎日新聞2020年2月12日 20時16分(最終更新 2月12日 23

時05分) 

質問を終えた立憲民主党

の辻元清美幹事長代行（左端）に対する閣僚席からの安倍晋三首

相（右前列手前）の発言で審議が中断されて混乱する衆院予算委

員会＝国会内で2020年2月12日午後2時48分、川田雅浩撮影 

 安倍晋三首相が12日の衆院予算委員会で、立憲民主党の辻元

清美氏が質問を終えた際、「意味のない質問だよ」と自席からヤ

ジを飛ばす場面があった。野党は激しく抗議したが、次の質問者

を指名していた棚橋泰文予算委員長（自民党）は「私は聞こえて

いない」と審議を続行し、委員会室は一時騒然となった。首相は

立憲の黒岩宇洋氏とも半ば口論のような質疑応答を展開。「桜を

見る会」などの問題追及にいらだちを募らせているようだ。  

 辻元氏は質問の最後に、桜を見る会などに触れて「タイは頭か

ら腐る。社会、国、企業などの上層部が腐敗していると残りも腐

っていく。子供の教育にも悪い。頭を代えるしかない」と首相を

批判。質疑への感想や要望・批判で質問を締めくくる与野党議員

は多い。だがこの日は直後に首相がヤジを飛ばした。  

衆院予算委員会で質問を終えた立憲民

主党の辻元清美幹事長代行に対する閣僚席からの自身の発言で

審議が中断し混乱する中、棚橋泰文委員長に抗議する野党議員

（手前）に声をかける安倍晋三首相（右）＝国会内で 2020年 2

月12日午後2時57分、川田雅浩撮影 

 猛反発した野党は審議を止めるよう要求。首相は、次の立憲・

逢坂誠二氏の質疑で、「反論の機会を与えられず、こんなやり取

りでは無意味だと申し上げた」と開き直った。  

 立憲の安住淳国対委員長は「断じて容認できない」と批判。自

民の森山裕国対委員長に首相の謝罪・撤回や棚橋氏による委員会

http://www.asahi.com/topics/word/安倍晋三.html
http://www.asahi.com/topics/word/予算委員会.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/辻元清美.html
http://www.asahi.com/topics/word/棚橋泰文.html
http://www.asahi.com/topics/word/棚橋泰文.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/逢坂誠二.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200212002611.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200212002612.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200212002607.html
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運営の改善を要求し、今後の審議に応じない可能性も示した。棚

橋氏はヤジについて「閣僚席からの不規則発言は厳に慎んでほし

い」と西村明宏官房副長官に注意した。  

 また立憲の黒岩氏は桜を見る会の前夜祭をめぐって、首相が黒

岩氏を「うそつき」だと発言したことに改めて謝罪を求めた。首

相は拒否し、逆に前夜祭について「流言を流布された」と謝罪を

求めて応酬した。【野原大輔、野間口陽】  

 

「意味のない質問」 首相のヤジに野党反発 衆院予算委  

日経新聞2020/2/12 18:00 

衆院予算委員会は12日、安倍晋三首相のヤジで一時騒然となる

場面があった。立憲民主党の辻元清美幹事長代行の質問が終わっ

た後、首相が「意味のない質問だよ」と発言した。野党側が反発

し、委員会は12分間中断した。 

首相はその後、立民の逢坂誠二氏への答弁で「辻元氏が質問でな

く、罵詈（ばり）雑言の連続だった。私に反論する機会を与えな

かった。テレビの前で。それであまりにもこんなやり取りでは無

意味だと申し上げた」と述べた。 

立民の枝野幸男代表は常任幹事会で首相発言について「暴言だ。

立法府、議会全体に対する侮辱だ」と批判した。立民側は首相の

謝罪や発言撤回がない限り、委員会の審議を動かすのは難しいと

主張している。 

 

首相、辻元氏に「意味ない質問」 桜、モリカケの非難にやじ 

東京新聞2020年2月13日 朝刊 

 安倍晋三首相は十二日の衆院予算委員会で、立憲民主党の辻元

清美氏に「意味のない質問だ」と着席したままやじを飛ばした。

野党は抗議し、委員会は約十分間、紛糾した。 

 辻元氏は、質問の最後に桜を見る会や森友・加計学園を巡る疑

惑を挙げ「鯛（たい）は頭から腐る。ここまで来たら頭を代える

しかない」と首相を非難した。直後にやじが飛び出した。 

 首相は、次に質問に立った立民の逢坂誠二氏に「私に反論の機

会が与えられず『こんなやりとりでは無意味ではないか』という

ことは申し上げた」と不規則発言を認めた。その上で「罵詈雑言

（ばりぞうごん）の連続だった。ここは一方的にののしる場では

ない」と反論した。 

 立民の安住淳国対委員長は自民党の森山裕国対委員長と会談

し、首相のやじについて「あるまじき行為で断じて容認できない」

と謝罪と撤回を求めた。 （木谷孝洋） 

 

予算委で「意味ない質問」やじ 首相１７日見解表明へ 

東京新聞2020年2月13日 夕刊 

 自民党の森山裕国対委員長は十三日、立憲民主党の安住淳国対

委員長と会談し、十七日の衆院予算委員会集中審議で、安倍晋三

首相が立民議員に「意味のない質問だ」とのやじを飛ばしたこと

について、自身の見解を示すと伝えた。森山氏は会談後、記者団

に、十七日の首相の発言内容について「私からは申し上げられな

い」と明らかにしなかったが、安住氏は「おわびの確約をいただ

いた」と話した。 

 野党各党はやじに対する謝罪や撤回がなければ、首相の懲罰動

議を出す方針だったが、十三日の提出は見送る。与野党は同日、

首相のやじをめぐり断続的に協議。予定されていた衆院予算委の

開催は見送られた。 

 立民の福山哲郎幹事長は首相のやじについて「首相の数々の発

言は議会制民主主義を冒とくするもので、懲罰事犯に値する。行

政府の長としても看過しがたい」と批判した。 

 十二日の衆院予算委で、立民の辻元清美氏が「桜を見る会」や

「森友・加計学園」を巡る問題に触れ「タイは頭から腐る」と批

判して質問を終えた後に、首相が閣僚席からやじを飛ばした。首

相はその後の質疑で「罵詈雑言（ばりぞうごん）の連続だった。

（予算委は）一方的にののしる場ではない」と反論した。 （清

水俊介） 

 

野党への配慮どこまで 円滑な議事運営、両立探る 民主主義

の現場 予算委員会（3） 

2020/2/13 2:00日本経済新聞 電子版 

今国会の衆院予算委員会で、自民党の棚橋泰文予算委員長の議事

運営をめぐり野党が反発する場面が目立つ。 

衆院予算委で閣僚席からのヤジに野

党が強く反発、棚橋委員長（右端）に抗議する野党理事（12日） 

安倍晋三首相らが出席して開いた12日の集中審議は首相のヤジ

がきっかけだった。立憲民主党の辻元清美氏の質問の後、首相が

「意味のない質問だよ」と発言。野党の理事らが委員長席に詰め

寄り議事を中断して事実確認するよう求めたが、棚橋氏は聞き入

れなかった。委員会室は騒然とし、審議は10分強空転した。 

棚橋氏は2019年10月の臨時国会から衆院予算委員長を務める。

当選 8 回で科学技術政策担当相などを歴任した。予算委員長は

衆院の常任委員長の中でも議院運営委員長と並んで格が高い。か

つては予算委員長の後に政権や党の中枢として活躍する人材も

多かった。 

のちに首相となる竹下登氏は官房長官を務めた後1978年から衆

院予算委員長に就いた。小渕恵三氏も官房長官、首相を歴任する

前に予算委員長を経験した。議長を務める人材が予算委員長ポス

トを経験する場合も多く、いまの大島理森衆院議長がそれにあた

る。 

自民党国会対策委員会では野党に7割配慮する「7.3の構え」と

の考え方があった。野党と対立しながらも与党の座を維持し続け

た「55 年体制」からの伝統だという。小選挙区制が導入され政

権交代を経験したいまは与野党が真っ正面からぶつかりがちだ。 

政府・与党は与野党が互いに譲歩しにくい環境下で、年度内の予

算成立を目指す。野党側と汗をかく予算委の与党筆頭理事の役割

は以前に増して重要になった。昨年の通常国会で筆頭理事を務め

た田中和徳氏は昨秋の内閣改造で復興相として初入閣した。前任

の菅原一秀氏も同時期に経済産業相に抜てきされた。 

参院自民党は若手育成のため、与野党の筆頭理事と次席理事の計

4人で日程などを協議する「参院2＋2」と呼ばれる枠組みをつく

った。予算委員長経験者で62歳の石井準一次席理事が参院当選

javascript:void(0)
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2回で 46歳の福岡資麿筆頭理事を支える。若手に経験を積ませ

つつ円滑な委員会運営を目指す。 

テレビ中継のある基本的質疑や集中審議で質問者を誰にするか

も各党の意向が反映する。予算案の質疑の 1 番手は自民党の政

調会長が定番だが、近年は「女性枠」を設けることも多い。 

立民や国民民主党で構成する野党共同会派は首相主催の「桜を見

る会」の追及に軸足を置くが、国民民主の前原誠司元外相は不祥

事の追及をせず、施政方針演説をもとに政策議論で臨んだ。予算

委は党や議員のイメージを左右する舞台でもある。 

 

枝野氏「行政府による議会への侮辱」 首相のヤジで 

産経新聞2020.2.12 18:33 

 立憲民主党の枝野幸男代表は１２日の党会合で、安倍晋三首相

が同日の衆院予算委員会で質問を終えた立民の辻元清美衆院議

員に「意味のない質問だ」と自席からヤジを飛ばしたことに強く

反発した。「行政府によって立法府、議会全体に対する侮辱だ。

これは与党も怒らなければならない」と述べた。 

 同時に首相のヤジが「聞こえなかった」などとして議事を続行

した棚橋泰文衆院予算委員長にも批判の矛先を向け、「あえて動

物の名前は言わないが、残念ながら危惧していた以上のひどい状

況だ」とも語った。 

 枝野氏は棚橋氏の議事運営の手法をめぐり「首相のポチ」「カ

エル」などと批判していた。 

 

＜点検「桜を見る会」＞懇親会 私物化疑惑 象徴の前夜祭 

東京新聞2020年2月13日 朝刊 

 「桜を見る会」の参加者や支出額が年々増加してきた背景に、

安倍晋三首相が会を自身の支持拡大のために「私物化」してきた

のではないかとの疑惑がある。首相が会の前夜に「前夜祭」と称

し、東京都内で地元支持者らとの懇親会を毎年開いてきたことは、

そうした疑惑を象徴する。 

 懇親会は、第二次安倍政権が発足後の二〇一三年以降、一九年

まで計七回開かれた。一九年は約八百人が参加。一九年を含む四

回はホテルニューオータニ（東京都千代田区）、三回はＡＮＡイ

ンターコンチネンタルホテル東京（東京都港区）で催された。 

 会費は毎年、五千円。会場で飲食が提供され、首相が記念撮影

に応じた。参加した地元支持者らには、翌日の桜を見る会出席に

加え、東京都内の観光ツアーも用意された。安倍衆院議員の私的

行事と政府の公的行事が毎年、一体で運用されてきたことになる。 

 懇親会の収支は首相の政治資金収支報告書に記載がない。首相

は「個々の参加者がホテルと契約した。事務所や後援会に一切、

出金や入金はない」と主張している。会費などの総額を示す明細

書もホテル側から発行を受けていないとする。 

 一方で、首相は自身の後援会が懇親会を主催したことを認めて

いる。安倍事務所とホテルが会費の金額に「合意」していたこと

も明らかにしている。個々の参加者がホテルと契約したという理

屈と整合する説明とは言い難い。 （中根政人） 

 

首相、マルチ業者と面識否定 衆院予算委 「桜」への出席巡り 

東京新聞2020年2月13日 朝刊 

 安倍晋三首相は十二日の衆院予算委員会で、悪質なマルチ商法

で二〇一七年に消費者庁から業務停止命令を受けた「４８（よつ

ば）ホールディングス」（札幌市中央区）の役員が前年の「桜を

見る会」に出席していたとの本紙報道に関し「調べたが、存じ上

げない」と面識を否定した。妻の昭恵氏と役員の面識についても

「確認したが、全く存じ上げないということだった」と述べた。

立憲民主党の川内博史氏への答弁。 

 役員が、会前夜に都内で開かれた懇親会「前夜祭」で首相夫妻

と一緒に撮影した写真を勧誘に利用していたことに関し、首相は

「政治家だから撮ってくれと言われれば撮る」と釈明。その上で

「（写真が）前夜祭かどうか定かでない。どこで撮られたのか分

からない」と確認を避けた。 

 役員を桜を見る会に招待したかどうかについては「当該人物は

『ジャパンライフ』と違い、招待状を写真などで紹介していない」

と説明。「招待者や推薦元については個人情報であり、招待され

たかどうかも含め回答を差し控えている」と述べるにとどめた。 

 桜を見る会を巡る公文書管理に関し、不安定な答弁を繰り返す

北村誠吾地方創生担当相については「しっかり任務を果たしてい

る。担当閣僚として今後とも役割を果たしてもらいたい」と語っ

た。国民民主党の後藤祐一氏の質問に答えた。 

 

二階氏が秋元議員を擁護 「無罪の主張、信頼している」 

朝日新聞デジタル西村圭史2020年2月10日 19時44分  

自民党の二階俊博幹事長 

 カジノを含む統合型リゾート（IR）事業をめぐる汚職事件で、

東京地裁は10日、衆院議員の秋元司被告（48）=収賄罪で起訴、

自民党を離党=の保釈を認めた。自民党の二階俊博幹事長は同日

の記者会見で「本人の無罪の主張を信頼している」と秋元議員を

擁護。野党からは、秋元議員の証人喚問を求める声も出た。 

 二階氏は会見で「（秋元議員）本人も無罪を主張している。我々

は本人の主張を信頼し、晴れてそうなることを期待している」と

述べた。秋元議員が国会で説明責任を果たすべきかどうかについ

ては「本人の判断次第だ」とした。秋元議員は自民党を離党した

が、二階氏が会長を務める二階派に特別会員として所属している。 

 一方、共産党の小池晃書記局長は「カジノを担当する副大臣に

起訴されるだけの疑惑がかけられている以上、政府は秋元氏に真

相解明を強く求めるべきだ」と主張。その上で「同時に国会は直

ちに証人喚問を行うべきだ。与野党関係なく真相解明のための責

任を果たすべきだ」とした。 

 自民の岸田文雄政調会長も「（起訴内容が）事実であるならば

断じて許されない。強く憤りを感じる。自らの疑惑は本人がまず

しっかりと説明責任を果たすことが大事だ」と述べた。（西村圭

史） 

 

IR汚職 秋元議員の証人喚問要求へ 野党 4党「国会で話すと

言っている」 

毎日新聞2020年2月12日 17時04分(最終更新 2月12日 21
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時06分) 

衆院本会議に臨む自民党の秋元司衆院議

員（中央）＝国会内で2019年12月9日午後4時半、長谷川直亮

撮影 

 立憲民主党など野党4党の国対委員長は12日会談し、カジノ

を含む統合型リゾート（IR）事業への参入を巡る汚職事件をめぐ

り、収賄罪で起訴された秋元司被告（48）について、国会の証人

喚問を求める方針で一致した。また、贈賄側の中国企業から資金

提供を受けたとして、東京地検から任意で聴取された自民党議員

らの参考人招致を求めることも確認した。  

 立憲の安住淳国対委員長は会談後、記者団に「国会議員という

身分で逮捕、起訴されることは非常に重要だ。（秋元議員は）元

気に国会や皆の前で話すと言っているのだから、証人喚問を拒む

理由は自民党にはない」と与党をけん制した。東京地裁は10日

に保釈を認める決定を出し、検察側は決定を不服として準抗告し

ていたが、12日に保釈された。【野間口陽】  

 

秋元議員保釈決定 野党、証人喚問や辞職勧告決議案も 与党

は慎重な姿勢 

毎日新聞2020年2月10日 21時40分(最終更新 2月10日 21

時40分) 

秋元司被告＝川田雅浩撮影 

 カジノを含む統合型リゾート（IR）事業への参入を巡る汚職事

件で、収賄罪で起訴された秋元司衆院議員の保釈を認める東京地

裁の決定が10日出された。秋元議員は国会に出席する意向を示

しているとされる。野党からは証人喚問や議員辞職勧告決議案の

提出を求める声が上がるが、与党は慎重に対応する構えだ。  

 秋元議員は逮捕後に自民党を離党したが、特別会員として二階

派に籍を置いている。勾留中には、立法に関する調査研究のため

に支給される「立法事務費」も申請した。二階俊博幹事長は 10

日の記者会見で「本人も無罪を主張している。我々は本人の主張

を信頼し、晴れてそういうことになることを期待している」と述

べた。  

 一方、野党は「カジノは不正や腐敗の温床」と攻勢を強めてい

る。共産党の小池晃書記局長は10日の記者会見で「議員の職に

値しないことは間違いないが、まず国会は真相解明に責任を果た

すべきで、証人喚問を行うべきだ」と強調した。  

 野党側から自発的な議員辞職を促す議員辞職勧告決議案の提

出も想定される。立憲民主党幹部は「こういう状況だと与党も反

対しにくいだろう」と語る。ただ、自民党の森山裕国対委員長は

10日、「推定無罪の期間中、立法府としてどう対応するかは非常

に難しい問題だ。総合的に考えて間違いなき対応を図ることが大

事だ」と述べ、議員辞職勧告決議案には慎重に対応する必要性を

強調した。  

 ただ、決議案を可決しても、法令上の根拠はなく、強制力はな

い。過去には、あっせん収賄容疑で逮捕された鈴木宗男氏が2002

年6月の決議可決後、1年半近く議員にとどまり続けた例がある。

【浜中慎哉、立野将弘】 

 

高官のコネクティングルーム宿泊批判「公私分けている」 

朝日新聞デジタル2020年2月12日 17時42分  

新型コロナウイルス感染症対策本部の会合に臨む

和泉洋人首相補佐官=2020年2月5日午後、首相官邸、岩下毅撮

影 

 

 和泉洋人首相補佐官と厚生労働省の大坪寛子官房審議官が出

張先のホテルで隣同士の部屋を行き来できる「コネクティングル

ーム」を利用していたことが問題になっている。12 日の衆院予

算委員会で立憲民主党の辻元清美氏は「公私混同」と批判。菅義

偉官房長官は「公私は分けているということだった」と述べた。 

 週刊文春は6日発売号で、和泉氏が2018年9月にインドへ出

張した際、宿泊先の高級ホテルで大坪氏と隣同士の「コネクティ

ングルーム」を使っていたと報じた。 

 これまでの衆院予算委でも取り上げられ、外務省は和泉氏が

18年にインド、ミャンマー、中国、フィリピンの計 4回の出張

で同様の部屋を使用したと認めた。いずれも隣室が大坪氏で、イ

ンド出張の際の部屋割りは和泉氏側の指示だったと説明してい

る。大坪氏は7日の衆院予算委の答弁で、公務出張だったとした

上で、「和泉氏は出張前に倒れて入院していたことがある。医師

免許を持っている人間として、同行した」と述べた。野党側は12

日の衆院予算委で和泉氏の出席を求めたが、与党が応じなかった。 

 和泉氏は昨年 8 月には大坪氏と公費で京都に出張した際、私

的な観光をしていたと週刊文春が報道し、菅氏が「報告を求めた

結果、公私は分けていた」と説明した経緯がある。 

 

検察官は定年延長の適用外？ 「今も同じ解釈」人事院 

朝日新聞デジタル三輪さち子2020年2月12日 17時31分  

衆院予算委で、国民民主党の後藤
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祐一氏の質問に答弁する森雅子法相。前列右端は安倍晋三首相

=2020年2月12日午前11時52分、岩下毅撮影 

 東京高検検事長の定年延長問題をめぐり、人事院の松尾恵美

子・給与局長は12日の衆院予算委員会で、国家公務員法の延長

規定が検察官には適用外とした1981年の政府答弁について「現

在まで同じ解釈を続けている」と語った。 

 ただ、「検察庁法に定められる特例の解釈に関わる。法律の解

釈なので法務省で適切に整理されるべきだ」とも述べた。人事院

の見解は国家公務員法を延長の根拠とする法務省とは異なるも

のの、最終的な判断は法務省に委ねるとの姿勢を示した形だ。 

 国民民主党の後藤祐一氏の質問への答弁。政府は先月、黒川弘

務・東京高検検事長（63）の定年延長を決定。野党は検察官の定

年を63歳と定める検察庁法に「違反している」と反発するが、

森雅子法相は、国家公務員法の延長規定を決定の根拠とし、問題

ないとの考えを繰り返している。（三輪さち子） 

 

検事長の定年延長 野党「違法」と追及 法相「公務員法を適用」  

日経新聞2020/2/12 21:00 

立憲民主党などでつくる野党共同会派は12日の衆院予算委員会

で、黒川弘務東京高検検事長の定年延長について、違法な措置だ

と追及した。国民民主党の後藤祐一氏は「過去の政府見解と矛盾

する」と指摘した。森雅子法相は国家公務員法の規定を適用した

と説明し、適法だと主張した。 

 
画像の拡大  

東京高検検事長の定年延長問題で答弁する森法相（12 日、衆院

予算委） 

立民の山尾志桜里氏が 10 日の衆院予算委で、人事院が 1981 年

の国家公務員法改正時の国会審議で「検察官らはすでに定年が定

められ（定年延長を含む国家公務員の）定年制は適用されない」

と答弁していると指摘していた。後藤氏もこれを踏まえて12日

の衆院予算委で、検察官は一般の国家公務員と異なり、定年を延

長できないはずだと訴えた。 

人事院の松尾恵美子給与局長は 12 日、「制定当時はそういう解

釈だ。現在までも特に議論はなかったので同じ解釈を続けている」

と述べた。 

検察庁法では検察官の定年年齢と退職時期の規定はあるが、定年

延長に関する規定はない。森氏は「国家公務員法は公務遂行上、

必要であれば勤務延長することになっている。検察官は一切、定

年延長できないのはおかしい」との見解を示した。 

後藤氏は「人事院と法務省の統一見解を政府として出してほしい」

と求めた。菅義偉官房長官は「求めがあれば検討する」と答えた。 

政府は1月31日の閣議で、2月7日に63歳の定年を迎えた黒川

氏について 8 月 7 日までの勤務延長を決めた。検察庁法は検察

官の定年を 63 歳、検察トップの検事総長の定年を 65 歳と定め

ている。定年延長の規定はなく、検察官の定年延長は初めてとみ

られる。 

黒川氏は法務次官などを歴任し、首相官邸からの信任も厚いとさ

れる。定年延長は稲田伸夫検事総長の後任に充てる余地を残すた

めとの見方がある。 

 

しんぶん赤旗2020年2月11日(火) 

教育が企業のもうけに 大学入試の「主体性評価」批判 畑野議

員 個人情報収集に懸念 衆院予算委 共産党が追及 

（写真）質問する畑野君枝議員＝10日、衆

院予算委 

 日本共産党の畑野君枝議員は１０日の衆院予算委員会で、生徒

の主体性を点数化して大学入試の合否判定に使うことを、「入試

改革」に残された第３の柱として推進している安倍政権を批判し、

政権と民間企業が一体となって教育を企業の利益拡大の場に変

えようとしているのが実態だと「改革」全体の抜本的見直しを求

めました。 

 安倍政権の「大学入試改革」では、英語民間試験の活用や国語・

数学の記述式問題の導入が教育現場からの批判ですでに「延期」

「見送り」となっています。 

 「主体性評価」の実証事業の例では、部活動の部長なら１０点、

副部長なら５点などと生徒の役職歴や活動実績を点数化してい

ます。畑野氏は、生徒や教員から“家の手伝いは評価の対象にな

らないのか”“主体性が合否判定に結び付けられると生徒たちの

活動が打算的になる”などの懸念の声があがっているとして中止

を求めました。 

 「主体性」を評価するとして、生徒の活動データを蓄積し、入

試と結びつけているのが「ＪＡＰＡＮ ｅ-ポートフォリオ」（Ｊ

ｅＰ）というシステムです。一般社団法人「教育情報管理機構」

が運営し、大手教育関連会社のベネッセが運営をサポートしてい

ます。 

 畑野氏は、同機構には「ＪｅＰに連携し、蓄積した情報を活用

して事業を行う」特定賛助会員としてベネッセやリクルートの関

係企業が名を連ねていることを確認。機構が文科省の指示・承諾

があれば、個人情報の目的外利用や第三者提供も可能とする協定

を同省と結んでいることを畑野氏が示すと、伯井美徳高等教育局

長は「指示・承諾は想定できず、見直しを行う予定だ」と答弁し

ました。 

 畑野氏は、民間企業のもうけのためにＪｅＰに高校生の個人情

報が集められ、活用の歯止めもないのが実態ではないのかと批判。

萩生田光一文科相は、指摘を踏まえ、「対応する」などと述べま

した。 

 

しんぶん赤旗2020年2月11日(火) 
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野党連合政権へ「政治決断」を 小沢政治塾 志位委員長が呼び

かけ 

（写真）講演す

る志位和夫委員長＝９日、東京都新宿区 

 日本共産党の志位和夫委員長は９日、東京都内で開かれた「小

沢一郎政治塾」の２０周年記念特別講演に講師として招かれ、「本

気の共闘と日本共産党の立場」と題して講演しました。この中で

志位氏は、野党各党に政権合意に向けた政治決断を行い、ともに

政権を奪取することを呼びかけ、参加者の熱気と拍手で会場は盛

り上がりました。 

 志位氏は冒頭、小沢氏との出会いを紹介。３０年前にＮＨＫの

スタジオで、自民党幹事長だった小沢氏と湾岸危機をめぐって激

論を交わしたエピソードに触れ、長年にわたって立場が異なって

きたと語りました。しかし、５年間の野党共闘のなかで信頼・協

力関係を築くとともに、「政権党の中枢にいて、野党として２度

自民党を倒してきた小沢氏の経験や知恵に学ぶところも多かっ

た」と述べ、「こういう機会が巡ってこようとは想像もしません

でした。人生というものは愉快なものです」と語りました。 

 日本共産党は党をつくって９８年、国政で独自路線で通してき

たことについて「それは一つの筋だった」と振り返りつつ、この

数年来、「それでは情勢に対応できない」と、２０１５年９月に

共闘路線に転換したことを語りました。そのきっかけが「オール

沖縄」の経験と、安保法制に反対する市民の運動から湧き起こっ

た「野党は共闘」のコールだったと述べました。「国民連合政府」

を提案した際、「即断即決で評価してくれたのが小沢さんでした」

と語りました。 

 ５年間の共闘の成果として、相互に支援しあう共闘への前進と、

共通政策の合意の広がりがあると強調。同時に課題として、政権

問題での前向きの合意をつくることをあげ、「ここで共闘を飛躍

＝バージョンアップさせるには、政権問題で前向きの合意をつく

ることは避けて通れません」と話しました。 

 野党各党との党首会談で政権交代などを確認したことに触れ

て、「半歩進みました。もう一歩先に進めたい」と強調。そのた

めにも「野党連合政権」の実現に向けて(1)安倍政権に代わる政

権をともにつくる政治的合意(2)「政権が実行する政策」＝政権

公約をつくるための政策協議を行う(3)小選挙区での選挙協力―

―を三位一体で進めたいと述べ、「この三つの中でも政権合意が

最大のカギだと思っています。ここはぜひ、他の野党のみなさん

にも決断していただきたい。われわれと一緒に政権を奪っていく、

この決断をしようじゃないかということをこの場を借りて訴え

たい」と話すと、大きな拍手が湧き起こりました。 

 そのうえで志位氏は、政権として政策上の不一致点にどう対応

するかもよく話し合っていきたいと述べ、日本共産党が独自に掲

げる日米安保条約の廃棄、自衛隊＝違憲などの見解、社会主義・

共産主義にすすむ展望について、政権に持ち込むことはしないと

表明。同時に、この間綱領を改定したことを紹介。中国の政権党

による大国主義・覇権主義の行動を批判し、「その行動は、社会

主義とは無縁であり、『共産党』の名に値しません」と語りまし

た。 

 志位氏は、安倍政権は「政権末期です」として、内政・外交と

もにボロボロだと指摘。「政権を倒さないといけないのは自明で

すが、倒した後にどういう政権をつくるか、野党としてそれをし

っかりと示して選挙に勝とうではありませんか」と呼びかけると、

会場から大きな拍手が湧き起こりました。 

 講演後、塾生から相次いで出された質問に丁寧に答えました。 

 「（政権）政策案は魅力的だが、諦めている有権者を振り向か

せることができるか」との質問に、志位氏は「野党の本気の度合

いがどれだけ伝わるかだと思います」と回答。「本気で政権をと

るつもりがあるか、その迫力があるかを国民は見ているんじゃな

いでしょうか。政権の合意をつくり、政権が実行する政権公約を

つくる。それをやって初めて響き方が違ってくると思います」と

述べました。 

 ２０代の塾生からは、若者や女性、ＬＧＢＴ（性的マイノリテ

ィー）が共産党や公党のリーダーになる条件があるのかという質

問が。 

 志位氏は、今回の綱領改定でジェンダー平等の実現を明記し、

党の政策委員長に初めて女性を起用したこと、党の日常的指導機

関である常任幹部会の構成も３割が女性になり、３０代の若手を

３人起用したことを紹介。「女性や、性的マイノリティーの方々

も、党のリーダーになっていく。それが当たり前になる時代にす

るために、私たちも努力していきたい。野党共闘としてもジェン

ダー平等の実現をしっかり位置づけるようにしていくことが大

事だと思っています」と語ると、拍手が起こりました。 

 保守の中でも、対米従属から脱却をめざす勢力があるのではな

いかという質問も。志位氏は、安保条約肯定だった沖縄県の故翁

長雄志前知事も、なんでもアメリカいいなり状態から脱却しなけ

ればならないという点では大きく一致していたとし、「保守の中

でも、アメリカいいなりで本当の保守とは言えない勢力と、国を

本当に思うまっとうな保守と二つあるだろうと思います。日本の

自立を願っている保守の方々と協力していきたい」と述べました。 

 また、「現在の政権の権力の恣意（しい）的乱用や不正を、政

権交代で変えることができるのか」という質問も出されました。 

 志位氏は、もし野党が政権を握れば、「森友・加計」疑惑や「桜

を見る会」疑惑など、安倍政権によって隠されてきた文書、捨て

られたとされている文書を洗いざらい明らかにすることができ

ると指摘。「これだけでも日本の民主主義の一大進歩になる」と

述べ、「安倍政権がむちゃくちゃにした日本政治を再建するだけ

でも大仕事です。その上で国民の切実な暮らしの願いにどこまで

こたえられるか。具体的につめてメニューを示していくことが大

事です」と話しました。 
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野党連合政権へ「政治決断」を 小沢政治塾 志位委員長の講演 



17 

 

 

 日本共産党の志位和夫委員長は、９日に東京都内で行われた

「小沢一郎政治塾」２０周年記念特別講演に講師として招かれ、

「本気の共闘と日本共産党の立場」と題して講演を行いました。

志位氏は、野党共闘を発展、飛躍させるうえで、「政権合意」を

行うことが決定的に重要であり、それが政策協議でも、選挙協力

でも大きな力を発揮することを強調。他の野党にそのための「政

治決断」をよびかけました。 

野党共闘の大きな課題――政権問題で前向きの合意をつくるこ

と 

 志位氏は、５年間の野党共闘の成果に触れたうえで、大きな課

題があるとして「それは政権問題で、前向きの合意をつくるとい

うことです」と強調。５年前、「安保法制廃止の国民連合政府」

を提案した際、この政府をつくることで一致する野党の選挙協力

――政権問題での合意を選挙協力の前提として提案したと指摘

しました。「私は、これは当たり前の筋と考えました。選挙は政

権をとるためのものです。選挙協力をやれば当然、政権協力する

のが当たり前ではないかと考えました」 

 しかし当時、“共産党と政権まで一緒にやるのか”“とても無理

ではないか”という意見も強く、一致が得られませんでした。そ

のため、２０１６年２月の５野党の党首会談で、選挙協力が合意

されたとき、国民連合政府の提案は横に置いて選挙協力をするこ

とを表明し、選挙協力をすすめてきました。 

 志位氏は、１６年の参院選、１７年の衆院選、１９年の参院選

と３回の国政選挙で一定の成果も得たが、「いまこの共闘を飛躍

させる、バージョンアップさせるには、政権問題での前向きの合

意をつくることがどうしても必要ではないか」と強調しました。 

「政治を変える」という本気度がビンビン伝わる共闘に発展を 

 「安倍１強」と言われるものの、この６回の国政選挙での自民

党の比例での有権者比得票率は１５～１８％であり、一度も２割

に達したことはありません。自民党が議席で多数を占めてきたの

は、選挙制度の問題と、低投票率に原因があると指摘しました。 

 志位氏は、「なぜ投票率が低いか。その最大の責任は安倍首相

にあります。あらゆることでウソをつく。首相の姿勢は、“ウソ

をつき続ければいい。そのうちウソに慣れる、そしてあきらめる”。

こうやって、あらゆる面で政治不信をつくってきた。安倍首相が

つくった政治不信によって、低投票率がつくりだされている。そ

の責任は重い」と語りました。 

 同時に、「野党の側にも努力すべき問題がある」と語った志位

氏は、参院選直後の世論調査で、「安倍政権を支持しない」人の

中にも棄権が多かったことに言及。「支持はしないが、『どうせ一

票入れても、政治は変わらない』『暮らしは変わらない』と棄権

した方が少なくない」として、棄権した有権者が投票所に足を運

べば、情勢が激変し、政権交代の可能性が大きく開けると強調し

ました。 

 「そういう状況をどうつくるか。野党共闘を『政治を変える』

という本気度が、有権者にビンビン伝わるような共闘にバージョ

ンアップさせる必要がある。その要になるのが政権構想です。つ

まり安倍政権を倒すのはいい。しかし、倒した後に“こういう政

権を野党はつくります”という政権構想を示すことが、いま必要

ではないでしょうか」と訴えました。 

三つの課題を一体に――政権をともにする政治合意が最大のカ

ギ 

 参院選後の昨年８月、日本共産党の創立９７周年記念講演会で、

野党連合政権にむけた話し合いを始めることをよびかけました。 

 その後、野党４党の党首と会談で「安倍政権を倒し、政権を代

え、立憲主義を取り戻す」と、政権交代までは一致が得られたと

して、「半歩進んだと思っています」と指摘。さらに今年１月に

開かれた日本共産党２８回大会で、立憲民主党、国民民主党、社

民党、沖縄の風、碧水会、ゲストの６人があいさつし、「野党共

闘を積み重ねていけば、おのずとその先に政権が見えてくる」と

いう発言があったことも紹介し、「ぜひここは、もう一歩先に進

めたいというのが、私の強い思いです」と語りました。 

 志位氏は、「これらを進める場合、三つの課題を一体に話し合

っていきたい」と表明しました。 

 第一は、安倍政権に代わる政権をともにつくることです。志位

氏は「共産党も含めて、ともに政権をつくるという政治的な合意、

意思を確認することが大切だと考えています」と語りました。 

 総がかり行動実行委員会の福山真劫共同代表が、「５年前に共

産党が国民連合政府を提案したときには、ずいぶん唐突感があっ

た。しかし、いま野党連合政権というのは、まったく違和感がな

い」と語っていることに触れて、「３回の国政選挙で共闘を積み

重ねてきて、確実に信頼のきずなが広がった。政策の合意も広が

った。あとは政治的決断だけじゃないでしょうか」と語りました。 

 第二は、政権が実行する政策＝政権公約の協議を行うことです。

その土台として、野党と市民連合が合意した１３項目の政策合意

があり、そのエッセンスとして、(1)憲法にもとづき、立憲主義、

民主主義、平和主義を回復する(2)格差をただし、暮らし・家計

応援第一の政治にきりかえる(3)多様性を大切にし、個人の尊厳

を尊重する政治を築く―という三つの理念があり、野党はすでに

共有しているのではないかと語りました。「これを土台に、政権

が実行する政策＝政権公約を話し合っていこうということをよ

びかけたいと思います」と述べました。 

 第三は、小選挙区での選挙協力です。 

 志位氏は、「この三つをいわば三位一体でやりたい。同時に、

この三つの中でも第一の課題、政権をともにする政治的合意が最

大のカギになると思います。そこは、ぜひ他の野党のみなさんも

ここは決断していただきたい。われわれと一緒に政権を奪ってい

く。この決断をしようじゃないかということをこの場をお借りし

て訴えたい」と強調すると、会場から大きな拍手が起こりました。 

政権として実行する政策＝政権公約をつくるための協議を 

 志位氏は、「共産党とも政権協力をやろうとなった場合、政策

の協議、選挙協力も、まったく違ったフェーズ（局面）になると

思っています。まず政策協議が、一般的な政策の話し合いではな

く、政権が実行する政策、つまり政権公約をつくるという協議に
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なってきます。そうしたら、まったく国民に対するインパクトが

変わってきます」と述べました。 

 同時に、政権公約の協議に入れば、政権として不一致点にどう

対応するかも話し合うことができるとして、「一致点を大事にし、

不一致点は持ち込まない。この態度で対応していきます」と表明。

日本共産党の独自の政策である日米安保条約の廃棄や、自衛隊は

違憲との見解、社会主義・共産主義にすすむという将来展望など

は、大いに主張するが、政権に持ち込むことはしないと語りまし

た。 

 そのうえで志位氏は、党大会で綱領を一部改定し、中国に対す

る規定を見直したことを紹介。「中国による大国主義・覇権主義

の行動が目に余ります。社会主義・共産党を名乗っていますが、

その行動は『共産党』の名には値しません」と批判するとともに、

「日本共産党は、自由、民主主義、人権などの成果をすべて引き

継ぎ、豊かに発展させていく」と表明しました。 

 志位氏は、「選挙協力を考えても、政権合意が得られるかどう

かで、選挙協力の度合いも異なってくると思います。政権までと

もにしよう。ここまで腹が固まったら、最大限の選挙協力ができ

ると思います。ぜひこの点でも、他の野党のみなさんに踏み切り

を訴えたい」と語りかけました。 

 志位氏は、安倍政権は政権末期だとして、「桜を見る会」疑惑

では「日本語で説明できなくなった」こと、内政・外交ともに行

き詰まっていると批判。「この政権を倒さなければならない。こ

れは自明のことだと思います。倒した後にどういう政権をつくる

のか。ここまで野党として示して、選挙に勝とうではありません

か」と力を込めました。 

 

無所属の上田清司氏が参院会派入り意向 野党系議員と協議へ 

産経新聞2020.2.11 20:14 

 無所属の上田清司参院議員（埼玉選挙区）は１１日、今国会中

に野党系の参院会派への所属を目指す意向を明らかにした。「無

所属の何人かでまとまり政策を練って会派入りするのも手だ。

近々、新緑風会の（無所属参院議員）舟山康江氏と話をしようか

と思う」と埼玉県新座市で記者団に語った。会派「立憲・国民・

新緑風会・社民」などが念頭にあるとみられる。 

 上田氏は旧民主党衆院議員や埼玉県知事などを経て、昨年１０

月の参院補欠選挙で当選した。 

 

しんぶん赤旗2020年2月12日(水) 

平和へ誠実な歴史認識を 東京 「建国記念の日」反対集会 

（写真）「建国記念

の日」に反対する２・１１集会で講演する、加藤圭木一橋大学准

教授＝１１日、東京都内 

 憲法改悪に反対し立憲主義を回復することなどを掲げ「建国記

念の日」に反対する集会が１１日、東京都内で開かれました。歴

史研究団体などでつくる「『建国記念の日』に反対し思想・信教

の自由を守る連絡会」の主催で、約２００人が参加。全国各地で

同様の集会が開かれました。 

 一橋大学の加藤圭木（けいき）准教授と、日本平和委員会の千

坂純事務局長が講演しました。 

 加藤氏は、日本で不当な「韓国バッシング」が広がっている根

底に、朝鮮半島に対する侵略・植民地支配への反省の欠如がある

と指摘し、問題を「人権侵害」の視点でとらえることが重要だと

述べました。徴用工や日本軍「慰安婦」の問題とともに、日露戦

争などにさかのぼる数々の人権侵害を紹介。その不法性・犯罪性

を認め謝罪と賠償をすることは、日本の「民主主義の質」に関わ

ると提起しました。 

 千坂氏は、米国防総省高官も「あぜん」としたほど危険な、ト

ランプ米大統領によるイラン司令官殺害を、批判もせず自衛隊を

中東へ派兵する安倍政権を批判。死傷者も出る「リスク」を米軍

と「共有」すべきだとする発言が政権中枢から相次ぎ、防衛大学

校人権裁判に象徴されるような人権侵害が自衛隊でも常態化し

ていると告発しました。 

 辺野古新基地問題や、慰安婦問題のドキュメンタリー映画「主

戦場」の上映中止要求をはね返した川崎市「しんゆり映画祭」、

入試への英語民間試験導入問題などのテーマでリレートークが

行われ、「誠実な歴史認識の向こうにアジアと世界の平和を見据

える」ことを呼びかける集会アピールが採択されました。 

 

青森で建国記念奉祝大会 国の繁栄に思い共有 

産経新聞2020.2.11 16:18 

 青森市の諏訪神社で１１日、令和初の第４９回建国記念の日奉

祝大会が開かれた。国内外を取り巻く国際情勢が複雑化、多様化

する中、参加者は改めて日本の果たすべき役割や国の繁栄に思い

を共有した。 

 大会は市民実行委員会（高橋修一会長）が主催し、市内外から

約７０人が参加。社殿で紀元祭が執り行われ、建国をしのんだ後、

高橋会長が「建国を祝い、日本に生まれたことに感謝し、国を愛

し、国を見つめ直し、国を思う一日にしてほしい」とあいさつし

た。来賓として出席した青森県文化振興会議の山崎力理事長が

「憲法改正も含め、国の基本を守る仕組みが難しい時代になって

いる」と述べた。 

 

建国記念の日 反対する集会 各地で開かれる  

ＮＨＫ2020年2月11日 19時38分 

 

建国記念の日の11日、これに反対する集会が各地で開かれまし

た。 

このうち東京 中央区で開かれた集会には、歴史研究者や労働組

合の関係者など、主催者の発表でおよそ200人が参加しました。 

この中で、平和運動に取り組む団体の千坂純事務局長が講演し、
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自衛隊とアメリカ軍がリスクを共有する体制づくりが進められ

ていると指摘したうえで「自衛隊が派遣された中東地域で軍事的

な緊張が高まり戦争となれば、自衛隊はアメリカ軍と一体となっ

て戦うおそれがあることを現実の問題として認識し、憲法改正の

危険性を広く知らせるべきだ」と述べました。 

そして「平和主義の精神を高らかに掲げた日本国憲法の理念に立

ち返り、誠実な歴史認識の向こうにアジアと世界の平和を見据え

つつ憲法の理念が生きる社会をつくりだしていく」などとするア

ピールが採択されました。 

 

建国記念の日 祝う式典 各地で開かれる  

ＮＨＫ2020年2月11日 19時38分 

 

建国記念の日の11日、これを祝う式典が各地で開かれました。 

このうち東京 渋谷区の明治神宮会館では、神社本庁などでつく

る「日本の建国を祝う会」が式典を開き、主催者の発表でおよそ

1200人が参加しました。 

この中で、会の代表を務める國學院大学の大原康男名誉教授があ

いさつし、「わが国をめぐる状況は厳しいものがある。過去、幾

たびもの困難を克服してきた輝かしい歴史を思い起こし、令和の

時代が憲法改正をはじめとする真の祖国再生に向かう新たな時

代になることを心より祈ります」と述べました。 

そして、国会での本質的な憲法改正の議論はいまだ進展が見られ

ず、本年こそ大きく前進することを願ってやまないことや、建国

記念の日に政府主催による奉祝行事の実施を強く求めることな

どを盛り込んだ決議が採択されました。 

 

政府主催の奉祝行事開催を、明治神宮で建国記念の日式典 

 編集局  2020/2/12（水） 

 「建国記念の日」の11日、日本の建国を祝う会（会長・大原

康男國學院大学名誉教授）主催の奉祝式典が明治神宮（東京都渋

谷区）で行われ、国会議員や駐日大使をはじめとする約１２００

人が参加した。 

日本の建国を祝う会主催の奉祝

式典であいさつする大原康男会長＝１１日午後、東京都渋谷区の

明治神宮（石井孝秀撮影） 

 主催者代表であいさつした大原会長は、令和の時代が「憲法改

正を始めとした真の祖国再生に向かう、新たな時代となることを

心より祈り念じる」と訴えた。また、「何度も訴えてきたことだ

が、第２次安倍政権を誕生させた自民党の選挙公約には、政府で

建国記念の日を祝う式典を開催するという一項があった。残念な

がらその約束は未（いま）だ果たされていない」と指摘し、政府

主催の式典実施を強く求めた。 

 来賓の祝辞で、自民党の稲田朋美幹事長代行は「わが党は憲法

改正を党是として出発した矜持（きょうじ）を胸に、議論を前に

進め、国会での発議に向けた環境を整えるべく、力を尽くすこと

を約束する」と述べた。 

 式典では、政府主催の奉祝行事を求めるとともに「新たな時代

を切り拓く日本の国づくりに一層邁進する」とした決議文を採択。

大原会長らから稲田幹事長代行と日本維新の会の石井苗子参院

議員へ手渡された。 

 

きょうの主張 建国記念の日 躍動する歴史支えた皇室 

編集局  2020/2/11（火） 

 きょうは建国記念の日。初代・神武天皇が大和の橿原宮で即位

された日である。令和初のこの日を祝い、古事記や、今年で成立

から１３００年の日本書紀に記された悠久の歴史と父祖たちの

営みに思いを馳（は）せたい。 

 今上陛下まで１２６代 

 世界の国々は、それぞれ建国の日を祝っている。しかし、何を

もって建国の日とするかは、その国の歴史とアイデンティティー

によってまちまちである。 

 米国は１７７６年に英国から独立を宣言した７月４日であり、

フランスはバスティーユ牢獄（ろうごく）の襲撃でフランス革命

が始まった日（７月14日）、中国は１９４９年、中華人民共和国

建国が宣言された日（10月１日）を建国の日として祝っている。 

 中国は日本以上に古い歴史を持つ国だが、共産党政権が大陸を

支配下に置いた時を建国の日としている。フランスも国の歴史は

革命以前に溯（さかのぼ）るが、現在の政体と国民的なアイデン

ティティーが確立された歴史的な出来事をフランス革命と捉え

ていることが分かる。 

 この観点からも、皇室を中心とした国のかたちが今日まで続い

てきた日本の建国を祝う日を、かつての紀元節、神武天皇即位の

日とするのは当然である。 

 ひところは、神武天皇即位の年代や日にちに実証史学の根拠が

薄弱との立場で、否定する論があった。しかし重要なのは、実証

的な年月日ではなく、初代天皇の即位をもって建国の日とするこ

とである。 

 わが国の皇室は、記紀に記された古代天皇の時代から今上陛下

に至るまで１２６代、連綿と皇統が続いてきた文字通り世界最古

の王室である。その間、藤原氏などの貴族が政権を握った時代が

あり、源氏、北条氏、足利氏、徳川氏など武家が政権を争奪して

きた。そういう中にあっても、皇室が権威を保ってきたのがわが

国の歴史であり、その中で国家としてのアイデンティティーと国

柄が形成されていったことは言うまでもない。 

 テレビでも最近、日本の歴史や歴史上の人物を掘り下げる番組

が盛んに放送されている。それに値する興味深い史実や人物が存

在するからである。しかもそれがさまざまな時代にわたっており、

実に多彩である。 

 これは日本の歴史が、外からの刺激、あるいは国内的な発酵作

用、さまざまな交流や変革を伴う動的でダイナミックな歴史だか

らである。その中で、政治や経済、文化の担い手が登場して活躍

https://vpoint.jp/author/gr_editor
https://vpoint.jp/category/opnion/editorial
https://vpoint.jp/author/gr_editor
https://vpoint.jp/sp
https://media.vpoint.jp/wtview/wp-content/uploads/2020/02/80011.jpg
https://vpoint.jp/sp
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し、その時代を必死に生きた一般の人々がいた。 

 そのようなわが国の歴史の中心に、皇室があった。その軸があ

ったからこそ、わが国は動的な変化を経つつも、国家、民族とし

てのアイデンティティーと統一性を保持しつつ、変化に対応し発

展してきたのである。令和の御代となっても、この基本は揺るが

ない。 

 令和の国造りに邁進を 

 もちろん、歴史上幾度かの国柄の危機があった。最大の危機は、

先の大戦での敗北と占領の時代であった。しかし先人たちの苦闘

によって日本の国柄は守られ、今日に至っている。そのことにも

思いを致し、直面する課題に果敢に取り組み、令和の国造りに邁

進（まいしん）していきたい。 

 

「建国記念の日」奉祝秋田県大会 政府主催奉祝行事や憲法改

正推進求める 

産経新聞2020.2.11 14:25 

 「建国記念の日」奉祝秋田県大会が１１日、秋田市で開かれた。

「建国記念の日」奉祝会（北林康司会長」が主催したもので２０

０人余が出席。伊勢神宮・橿原神宮遙拝に続き、北林会長が「あ

らゆる面で問題が山積する中で神武創業の精神に思いを致し、健

全な社会を築くことを誓い合いたい」などとあいさつした。 

 続いて「本年は日本書紀撰上（せんじょう）１３００年、教育

勅語渙発（かんぱつ）１３０年の節目を迎え、教育勅語の普遍的

精神を青少年に伝え、徳育普及を図らなければならない」とした

うえで、政府主催の「建国記念の日」奉祝行事の実現、皇室の尊

厳護持、憲法改正の推進を求める大会宣言を採択。全員で「聖寿

の万歳」を三唱した。 

 

建国記念の日 平安神宮で大書揮毫  

毎日放送2020/02/11 23:50 

 建国記念の日の２月１１日、京都の平安神宮では世界平和を願

って、令和初の大書揮毫が行われました。 

 令和になって初の建国記念の日となる１１日、平安神宮では建

国祝いと世界平和への願いを込めて書家による「大書揮毫」が行

われました。平和活動に取り組む主催団体「和プロジェクトＴＡ

ＩＳＨＩ」が、全国の神宮に呼びかけ、北海道神宮や奈良の橿原

神宮など合わせて１０の神宮で一斉に書き上げられました。 

 「達筆の書道を見ました。病気も蔓延しているので世界平和に

なったらいいと思って。」（参拝者） 

 主催団体によりますと、建国記念の日の大書揮毫はことしで３

回目を迎え、今回は初めて各神宮で同じ言葉が書き上げられまし

た。  

 

中日新聞2020年2月12日福井発 

世界平和願い大筆 建国記念の日 気比神宮で祝う 

 敦賀市の気比神宮で十一日、建国記念の日を祝う揮毫（きごう）

があり、小浜市加斗の書家、松見由香里さん（４４）が世界平和

を願って大筆をふるった。 

 気比神宮の紀元祭に合わせて開催。書を通じて聖徳太子の和の

精神を発信し、世界平和を目指す「和プロジェクトＴＡＩＳＨＩ」

（名古屋市）が主催した。今回は伊勢神宮（三重県伊勢市）、平

安神宮（京都市）など全国の十神宮で一斉に開いた。 

「世界平和」と「豊

楽」の文字をした

ためる松見さん＝

敦賀市の気比神宮

で 

 

 拝殿に用意されたのは縦百八十センチ、横九十センチの巨大な

紙二枚。大筆を握った松見さんは十カ所で共通の「世界平和」を

楷書で書き、松見さんが独自にテーマに選んだ県民の繁栄を願う

「豊楽」は古代文字で力強くしたためた。 

 初めて気比神宮で大書をしたという松見さんは「普段とは違う

雰囲気で気が引き締まった。平和への思いいが伝われば」と話し

た。 

 作品は二月末まで、神宮拝殿で参拝客に公開される。 （高野

正憲） 

 

建国記念の日、大分県内で「賛成」「反対」訴え集会  

大分合同新聞2020/02/12 03:00  

 建国記念の日の１１日、県内で賛成派、反対派の市民団体がそ

れぞれの立場で集会や式典を開いた。  ▽日本の建国をお祝い

する県民の集い 大分市のＪＣＯＭホルトホール大分で。約３０

０人が参加した。・・・ 

 

建国記念の日を考える集い 

OBS大分放送ニュース2/11(火) 19:06 

建国記念の日の１１日、平和について考える市民集会が大分市で

開かれました。県平和運動センターや社民党などでつくる憲法擁

護県民会議は毎年、建国記念の日にあわせて、平和や憲法を考え

る集会を開催しています。１１日は約１８０人が参加し、県民会

議の佐藤義朗議長が「日米安保や日米地位協定を学び直し、しっ

かりと活動を進めていきたい」とあいさつしました。このあと沖

縄タイムズ記者の福元大輔さんが講演し、日米地位協定の不条理

さや戦後の沖縄における米軍基地問題の実態を訴えました。この

ほか集会では、１２日から日出生台演習場で始まるアメリカ海兵

隊の実弾射撃訓練を注視していくことを確認しました。 

 

建国記念の日 県内各地で集会など開催 

愛媛新聞2020年2月12日（水） 

先人たちの功績とともに日本のこれまでの歩み

を解説する白駒妃登美さん＝１１日午後、松山市一番町３丁目 

http://www.e-obs.com/news/detail.php?id=02110047958&day=20200211


21 

 

信教の自由を守る重要性を説いた宮本恵牧師＝

１１日午後、松山市味酒町２丁目 

 建国記念の日の１１日、愛媛県内では日本の誕生を祝う大会や、

キリスト教団体の集会があり、日本の歴史の大切さや信教の自由

を守る重要性についてそれぞれ理解を深めた。 

 

【主張】建国記念の日 連綿と続く歴史祝いたい 

産経新聞2020.2.11 05:00 

 令和となって初めて迎えた建国記念の日を、心から祝いたい。

連綿と続く日本の歴史を深く心に刻みたい。 

 初代神武天皇が即位したとされる日である。明治の初めに紀元

節として祝日となった。 

 天皇を戴（いただ）き続けてきた世界でもまれな国柄である。

その国に生を受けたことを感謝せずにいられない。 

 特に昨年は天皇陛下のご即位に伴い、即位礼正殿（せいでん）

の儀や大嘗祭（だいじょうさい）など古式ゆかしい儀式、祭祀（さ

いし）が執り行われた。 

 それらを通じて、歴史が今に受け継がれていることを多くの国

民が感じたはずである。 

 祝賀御列（おんれつ）の儀ではパレードの沿道に約１２万人が

集まり天皇、皇后両陛下を祝福した。 

 「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とする憲

法第１条の意味を、実感した人も多かったに違いない。 

 わが国の物語は、はるかな昔にさかのぼっている。「古事記」

「日本書紀」はまず、神話を記述する。やがて初代の神武天皇が

大和の国、橿原で即位する様子を伝える。古代の「大化」から元

号が始まった。明治から天皇お一方に一つの元号が用いられる

「一世一元」の制となる。 

 ２月１１日は、このような日本の国柄や歴史的な連続性、現在

の国民の統合を自覚する日として祝われるべきものであろう。 

 しかし戦後、この日に批判的な見方が出てきた。日本を占領し

た連合国軍総司令部（ＧＨＱ）は、昭和２３年の祝日法でこの日

を祝日とすることを認めなかった。 

 日本が独立した後も、建国を軍国主義と結び付けて警戒する風

潮が残った。 

 建国記念の日ができたのは、戦後２０年以上もたってである。

いまだにこの日に反対する声がある。いいかげんにしたらどうか。 

 これは国として健全ではない。建国の物語はどの国も大切にす

べきものだ。神話や伝承であってもよい。はるかな昔から先人が

語り伝えてきた国民の貴重な財産にほかならない。 

 ご即位を率直に祝福する国民の姿は、このような風潮が過去の

ものになりつつあることをうかがわせる。それなのに建国記念の

日を祝う国の式典は今年も開かれない。残念でならない。 

 政府は式典を主催し、堂々と祝うべきである。 

 

岩手・建国記念の日 反対派が改憲を考えるつどい 

岩手テレビ2020.02.11 12:16  

岩手県盛岡市では、建国記念の日に反対する人たちが、建国記念

の日や憲法改正を巡る動きについて考えようという集会を開い

た。集会は、いわて労連のほか憲法や歴史教育のあり方を考えよ

うという団体が共同で開いたもので、『キリスト教の牧師から見

た建国記念の日』と題して盛岡市にある内丸教会の中原眞澄牧師

が講演した。中原牧師は、歴史や社会を取り巻く動きをひも解き

ながら、建国記念の日にあたって改めて考えるべきことなどを紹

介し、集まった人たちは興味深く聞き入っていた。また、建国記

念の日の内容と狙いが平和主義の原則をうたう憲法と相容れな

いとした上で、憲法改正の動きを食い止めようという集会アピー

ルを採択した。 

 

平和と繁栄願い、令和初の記念日祝う 11日の「建国記念の日」、

県内の神社など 

山形新聞2020年02月12日 11:24  

 建国記念の日の11日、県内の神社などで神事や記念式典が行

われ、令和初の記念日を祝い、平和と繁栄を願った。 

万歳三唱し、建国記念の日を祝う参加

者＝米沢市・上杉神社  

【米沢・上杉神社】紀元節の歌を奉唱 

 米沢市の上杉神社（大乗寺健宮司）では、奉祝祭と記念式典が

行われ、約60人の出席者が、皇紀2680年の建国記念の日を祝っ

た。 

 神事に続く式典では、出席者が国歌を斉唱し、紀元節の歌を奉

唱した。大乗寺宮司は「昨年はさまざまな御代替（みよが）わり

の行事があり、改めて日本の国ぶりが知られることになった」と

あいさつ。最後に全員で万歳三唱し、繁栄と平和を祈った。米沢

建国記念の日を祝う会（会長・種村信次上杉松岬両神社信仰会長）

が主催した。 

平和を願う「浦安の舞」が繰り広げら

れた＝鶴岡市・荘内神社  

【鶴岡・荘内神社】平和を祈るみこ舞 

 鶴岡市の荘内神社（石原純一宮司）では、恒例の式典が行われ、

関係者約200人が出席した。 

 主催の鶴岡奉祝委員会を代表して石原宮司が「国を守るのは軍

備だけではない。自国の伝統文化に誇りを持つことが大切」とあ

いさつ。来賓の加藤鮎子環境政務官、皆川治市長が祝辞を述べた。 

 紀元祭では、日本の発展と世界平和を祈るみこ舞「浦安の舞」

などの神事が繰り広げられた。式典後は天皇陛下の即位を記念し

た映画の上映、日本九重流詩吟学会朝暘清吟会による吟詠も行わ

れた。 

https://www.yamagata-np.jp/news/photoup/kj_photo.php?par1=kj_2020021200227&par2=img_2020021200200
https://www.yamagata-np.jp/news/photoup/kj_photo.php?par1=kj_2020021200227&par2=img_2020021200201
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「建国記念の日」を考える集会 鹿児島県 

鹿児島テレビ2020年2月11日 火曜 午後7:40 

 

１１日は建国記念の日の祝日です。この建国記念の日とは内閣府

のホームページによりますと建国をしのび、国を愛する心を養う

とあります。県内では、この祝日の意味を考えようとイベントや

集会が開かれました。 

霧島市の霧島神宮では、令和最初の建国記念の日を祝おうと、「奉

祝揮毫（ほうしゅくきごう）」と呼ばれる書道パフォーマンスが

披露されました。 

畳２枚分の大きな紙にしたためられたのは、「世界平和」の文字。 

このパフォーマンスは平和への思いが込められ全国１０カ所の

神社で行われました。 

和プロジェクトＴＡＩＳＨＩ・書道家・松田貴志さん 

「世界の人に日本の和の精神を広げたいという気持ちで書いた」 

一方、鹿児島市では建国記念の日を祝日とすることに反対する県

護憲平和フォーラムが集会を開きました。 

「建国記念の日」は、明治時代から終戦後にかけて、初代の天皇

とされる神武天皇が即位した日を、「紀元節（きげんせつ）」とし

て祝ったことがその前身で、護憲フォーラムは「軍国主義の象徴

である紀元節を復活させる」として反対しています。 

集会では近代から戦後の天皇制を専門とする志學館大学の茶谷

誠一准教授が講演しました。 

茶谷准教授「時の政権による皇室の政治利用を復活させないよう

に、歴史の教訓を踏まえて考えるときに来ている」 

 

建国記念の日 自衛隊の活動、憲法で制約を 山口で「思想と信

教の自由を守る県民集会」 ／山口 

毎日新聞2020年2月12日 地方版 

「思想と信教の自由を守る県民

集会」で講演する相沢さん 

森友問題取材 元ＮＨＫ記者が講演  

 建国記念の日の１１日、「思想と信教の自由を守る県民集会」

が山口市の県教育会館で開かれた。学校法人森友学園への国有地

売却問題を取材した元ＮＨＫ記者で、大阪日日新聞の相沢冬樹編

集局長が講演し、今後の憲法改正論議の中で、自衛隊の活動や権

限を明確に制約していく必要性を強調した。【平塚裕介】  

 市民団体など建国記念の日に批判的なグループが主催し、約１

５０人が出席した。  

この記事は有料記事です。 

残り341文字（全文537文字） 

 

天皇陛下のご即位祝う千葉県民の集い 建国記念の日 

産経新聞2020年2月12日 7時5分  

 令和最初の建国記念の日となった１１日、千葉市中央区のそご

う千葉店前と千葉市民会館で「第１２６代天皇陛下御即位をお祝

いする千葉県民の集い」が開かれた。 

 第１２６代天皇陛下御即位をお祝いする千葉県民の会（吉成庸

子会長）が主催した。そごう千葉店前には、記帳所が設けられ、

県民らの長い列ができた。記帳をした人には、千葉おかみさん会

からあんぱんや甘酒などが振る舞われた。 

 市民会館では、ジャーナリストの佐波優子氏が県民の会の奉祝

の辞を朗読。「天皇陛下の『国安かれ、民安かれ』との深いお祈

りがあり、国民がその天皇陛下のご即位を心からお祝い申し上げ

ております。内外に難問山積の日本ですが、政治の次元を越えて、

この『心のつながり』こそ、何ものにも代え難い日本の誇りであ

り、希望だと思うのです」などとの奉祝の辞が読み上げられた。 

 これに先立ち、市民会館では「建国記念の日を祝う千葉県民の

集い」が開催された。 

 

建国記念の日 恒久平和願い「日の丸」行進 長崎と佐世保で行

事、集い 

2020/2/12 09:45 (JST)2/12 10:15 (JST)updated長崎新聞社 

日の丸の小旗を手に商店街を行進

する参加者＝佐世保市島瀬町 

 令和初の建国記念の日となった11日、長崎県内では奉祝行事

や日本社会を考える集いなどが開かれた。 

 建国記念の日と天皇即位を祝う行事が長崎、佐世保両市であり、

参加者らは国の誕生を祝福し平和と繁栄を願った。 

 長崎日の丸会は長崎市内で式典を開催。坂井俊之会長は「平和

で秩序ある国際社会の実現に努力していく」とあいさつし、政府

主催の奉祝式典の開催を求めた。長崎大教育学部 2 年の馬場崎

岳（がく）さんが「悠久の歴史と伝統に育まれた麗しい日本の国

柄を守り継ぐ」などとする大会宣言を朗読し、参加者の拍手で採

択された。反田邦彦副会長の発声に合わせ、参加者は小旗を手に

万歳三唱した。 

 佐世保市では恒例の「日の丸行進」があった。有志でつくる「佐

世保市建国記念の日奉祝会」の呼び掛けで、自衛隊や経済団体、

企業など約40団体から市民約3千人が参加。市中心部や早岐、

相浦、世知原の4地区で展開した。市中心部では島瀬公園（島瀬

町）から亀山八幡宮（八幡町）まで約3キロを日の丸の小旗を振

って行進。奉祝会の梯正和会長代行（83）は「令和になって初め

ての開催。今後も世界から信頼される国家として、恒久平和を願

いたい」と語った。 

 

「建国記念の日」祝う 県護国神社で県民大会 
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2020/2/11 18:08 (JST)山陽新聞社 

建国記念の日を祝った奉祝県民大会 

 「建国記念の日」を祝う奉祝県民大会（日本会議岡山など主催）

が11日、岡山市中区奥市の県護国神社で約100人が出席して開

かれた。 

 神事で奥西道浩宮司が祝詞を奏上した後、建国を祝う紀元節奉

祝歌を全員で斉唱。日本会議岡山の勝矢雅一議長のあいさつに続

き、「誇りある日本の国づくりへさらにまい進する」などとした

大会決議、「皇室を尊び、歴史と伝統を大切に守り、次代に伝え

る」といった5項目の大会宣言を採択した。 

 大会後は、昨年4月に行われた「奉祝感謝の集い」の様子を収

めたビデオ上映もあった。 

 

「建国記念の日」長崎市で奉祝式典 

テレビ長崎2020年2月11日 12:03 

 

2月11日は建国記念の日です。 

長崎市で市民などが参加して、天皇陛下の即位と令和最初の建国

記念の日を祝う式典が行われています。 

奉祝式典は「長崎日の丸会」が毎年開いていて、61 回目となる

今年は、大学生や老人会などから約1000人が参加しました。 

元号が令和となって初めての建国記念の日で、式典では第126代

天皇陛下の即位を祝いました。 

長崎日の丸会 坂井 俊之 会長「美しい伝統、文化、精神を子々

孫々にまで継承していくと共に、平和な秩序ある国際社会の実現

に一層努力して参りたい」 

参加者は、今日の日本をつくってきた先人たちに敬意と感謝を抱

きながら、日本の歴史と伝統について考えました。 

 

なぜ「建国記念の日」に“の”が入るのか？ 

livedoorニュース2020年2月11日 18時5分  

 

 2月 11日は、国民の祝日「建国記念の日」だ。「建国記念日」

と間違える人も少なくないかもしれないが、“の”が入るので注

意したい。しかし、「建国記念日」なら文字数が少なく意味も通

りそうなのに、なぜ「記念の日」となって“の”が入るのだろう

か。理由を知れば、今後は間違える回数が減るかもしれない。 

 “の”が入っている理由は、「日本が建国した日」として国民

の祝日に決定されたわけではないからだ。国民の祝日に関する法

律（平成29年6月16日公布）によると、「建国をしのび、国を

愛する心を養う」日であるとされている。建国した日を祝うとは

書かれていない。つまり、「建国した日」としてではなく、建国

そのものを祝う日と解釈できる。 

 2月11日はもともと、「日本書記」に書かれている、日本の初

代天皇と言われる「神武天皇の即位の日」を表す「紀元節」と呼

ばれていた。しかし戦後、GHQの意向により廃止されたとされる。 

 その後、1966年に政府が 2月 11日を「建国そのもの祝う日」

として「建国記念の日」に決定。当時の「第51回国会 衆議院 

本会議 第41号 昭和41年4月15日」の国会議事録によると

佐藤栄作内閣総理大臣は、「建国をしのび、国を愛し、国の発展

を期するという、国民ひとしく抱いているその感情を率直に認め

て、そしてこの日を定めようとするものであります」と述べてい

る。“の”が入るのには、重要な意味が含まれているようだ。  

 

建国記念の日メッセージ「輝かしい未来切り拓く」首相  

ＮＨＫ2020年2月11日 6時14分 

 

令和初めてとなる「建国記念の日」の11日、安倍総理大臣はメ

ッセージを発表し、「困難な課題に果敢に挑み、輝かしい未来を

切り拓いていく決意を新たにしている」としています。 

この中で安倍総理大臣は「長い歴史の中で、我が国は、一人一人

のたゆまぬ努力により平和で豊かな国を築き上げ、自由と民主主

義を守り、人権を尊重し、法を貴ぶ国柄を育ててきた」と指摘し

ています。 

そのうえで「伝統を守りながら、同時に変化をおそれず、困難な

課題に対しても果敢に挑み、乗り越えていく。新しい令和の時代

においても、私たちは、そうした努力を積み重ね、躍動感あふれ

る輝かしい未来を切り拓いていく。私はその決意を新たにしてい

る」としています。 

安倍総理大臣は「建国記念の日」に合わせて、平成26年から毎

年、メッセージを発表しています。 

 

https://news.livedoor.com/article/image_detail/17801459/?img_id=24132284

