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2020年6月21日～19日 ② 

検察、河井夫婦、都知事選、大阪都構想、朝鮮半島、米人種デモ 

 

「検察の使命全うする」 東京地検の山上新検事正 

2020/6/19 18:18 (JST)共同通信社 

記者会見する東京地検の山上秀明・新検事正＝

19日午後、東京・霞が関 

 東京地検検事正に就任した山上秀明氏（59）が19日、東京・

霞が関で記者会見し、「検察の使命を全うするよう努める」と抱

負を語った。 

 東京高検の黒川弘務前検事長が知人の新聞記者らと賭けマー

ジャンをしていた問題について「検察に対する国民の信頼を揺る

がす深刻な事態だ」と指摘。政治と検察の距離についても「それ

相応の距離感を保つことが必要だ」と話した。 

 前法相の河井克行衆院議員（57）、妻の案里参院議員（46）が

逮捕された公選法違反事件の捜査を指揮することになるが、「適

切に対応する」と述べるにとどめた。 

 

黒川前検事長と記者の告発状提出 弁護士有志が地検に、常習賭

博罪 

2020/6/19 16:32 (JST)6/19 16:43 (JST)updated共同通信社 

 東京高検の黒川弘務前検事長が知人の新聞記者らと賭けマー

ジャンをしていた問題で、弁護士有志が19日、黒川氏と記者ら

3人を常習賭博罪で立件するべきだとして、告発状を東京地検に

提出した。地検は受理するかどうか検討する。 

 法務省の調査結果によると、黒川氏と朝日新聞社員、産経新聞

記者2人は5月1日と同13日に賭けマージャンをし、いずれも

1万～2万円程度の現金をやりとりした。4人は約 3年前から月

に1、2回程度、同様に賭けマージャンをしていた。 

 告発状は、月に2回であれば3年間で計72回となり、常習性

は顕著だと指摘。賭け金も多額で「違法性は極めて高い」とした。 

 

黒川氏に退職金を支払い 森法相「一般論で額は約 5900 万円」 

毎日新聞2020年6月19日 19時42分(最終更新 6月19日 19

時55分) 

黒川弘務氏＝2019年1月、遠山和宏撮影 

 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言下で新聞記

者らと賭けマージャンをして辞職した黒川弘務・前東京高検検事

長に19日、法務省が退職金の支給手続きを行った。森雅子法相

は閣議後の記者会見で、額は約5900万円になることを明らかに

した。  

法務省＝本橋和夫撮影 

 森法相は会見で退職金の額について「プライバシーに関わる」

として明言を避けたが、一般論と断った上で「東京高検検事長の

役職にある者が休業などがなく、勤続37年で自己都合により退

職した場合、約5900万円になる」と述べた。  

 賭けマージャンの疑惑は週刊文春のウェブサイトが5月20日

に報じた。黒川氏は検事総長から訓告処分を受け、同月22日に

辞職。国家公務員退職手当法は辞職した日から 1 カ月以内に退

職金を支給すると定めており、6 月 21 日が支給期限だった。自

己都合で退職すると、定年退官に比べてやや減額されるが、訓告

処分は額に影響しない。【村上尊一】  

 

検察「許諾請求」辞さず 立件方針、２月に固まる―コロナ、検

事長辞任で見送り 

時事通信2020年06月19日07時36分 

 ウグイス嬢への違法報酬疑惑に端を発した衆院議員、河井克行

前法相（５７）と河井案里参院議員（４６）夫妻の公選法違反事

件。検察当局は、通常国会中の２月には立件の方針を固めていた。

逮捕許諾請求も辞さない構えだったが、新型コロナウイルス感染

拡大や東京高検検事長の辞任で閉会直後の逮捕劇となった。 

 昨年１０月末、前法相は違法報酬疑惑が明るみに出た直後に辞

任した。選挙違反の捜査は「選挙区などの実情を把握する地元警

察が担うのが一般的」（検察関係者）だが、疑惑は法務行政をつ

かさどる大臣経験者周辺に浮上した。広島地検が中心となり、県

警がサポートに回る布陣が早々に決まった。 

 事態が急転したのは今年に入ってからだ。「前法相が各方面に

現金を配り歩いていた」。陣営関係者から複数の告発が寄せられ、

夫妻の地元事務所を家宅捜索、案里議員の秘書を任意聴取した１

月、関係先から現金配布先をまとめたとみられる「買収リスト」

など、告発を裏付けるような書類が見つかった。 

 思わぬ展開に色めいた地検幹部は広島高検に判断を仰いだ。

「買収をやりたい」。当時、地検は高検管内から応援を得ていた

ものの、関係者によると、「応援は違法報酬事件の捜査のため。

前法相に直接迫るには十分とは言えなかった」という。現場の意

向は間を置かず、最高検に伝えられた。 

 国会議員には国会会期中には逮捕されない不逮捕特権がある。

所属する議院が許諾すれば別だが、議員側に事前に捜査の手の内

を明かすことになる。許諾請求は「できれば避けたい」（検察幹

部）手続きだ。だが、高検幹部から説明を受けた最高検幹部は２

月、こうつぶやいたという。「許諾請求もやむを得ない」。 

 東京地検特捜部や大阪地検などから多数の検事が広島入りし、

地元議員らの一斉聴取に乗り出したのは、３月中旬。コロナ拡大

に伴う緊急事態宣言が出される前のことだった。  

 

「買収資金は公金？」野党質問を自民が遮る 河井夫妻逮捕  

東京新聞2020年6月20日 07時14分  



2 

 

 衆院法務委員会の理事懇談会で十九日、自民党を離党した河井

克行前法相と妻の案里参院議員が公選法違反（買収）の疑いで逮

捕された事件に関し、野党側が買収資金の原資に公金が使われた

可能性を法務省に確認しようとして、松島みどり委員長（自民）

らに遮られたことが分かった。野党筆頭理事の階猛（しなたけし）

氏（無所属）が明らかにした。野党は自民党が真相究明を妨害し

たと批判を強めている。  

 階氏は理事懇で、自民党本部が昨年七月の参院選で河井夫妻の

陣営に一億五千万円を提供したことを踏まえ「公金である政党交

付金の一部が買収資金に使われたのか」と、事件の説明のため出

席した法務省担当者に聞いた。  

 松島氏と与党筆頭理事の葉梨康弘氏（自民）は「この場で議論

するべきではない」と発言。担当者が階氏の質問に答えないまま、

理事懇は終了した。  

 階氏は理事懇後「質問を遮るより、しっかり調べて答えるべき

だ。説明責任は自民党全体に求められている」と、松島氏らの対

応を批判した。松島氏は本紙の取材に、質問を遮ったのは「理事

懇は捜査内容を一つずつ点検する場ではない、という趣旨だ」と

答えた。 

 事件に関する法務省への説明聴取はこの日、衆参両院の法務委

理事懇で行われた。 （大野暢子） 

 

河井夫妻逮捕で国会聴取へ 午後、法務省幹部から 

2020/6/19 11:25 (JST)6/19 13:14 (JST)updated共同通信社 

会談に臨む自民党の森山国対委員

長（右）と立憲民主党の安住国対委員長＝19日午前、国会 

 自民党の森山裕、立憲民主党の安住淳両国対委員長は19日、

国会内で会談し、河井克行前法相と妻の案里参院議員の逮捕に関

し、午後に衆院法務委員会理事懇談会で法務省幹部の説明を聴取

することで合意した。安住氏は安倍晋三首相への質疑が必要だと

して予算委員会集中審議の開催も求めたが、森山氏は「前例がな

い」として応じなかった。引き続き協議する。 

 安住氏は記者団に「前法相の衆院議員と参院議員の夫婦が同じ

事案で逮捕されるという、異例ずくめの展開だ。速やかな議員辞

職を求めることになる」と語った。 

 

河井夫妻逮捕で予算委開催に与党難色 「司法の分野に立ち入

らない」 

毎日新聞2020年6月19日 22時23分(最終更新 6月19日 22

時24分) 

国会議事堂＝東京都千代田区で、本社

ヘリから佐々木順一撮影 

 与野党は19日、衆参両院で法務委員会の理事懇談会を開き、

東京地検が河井克行前法相と妻の案里参院議員を2019年参院選

を巡る公職選挙法違反（買収）容疑で逮捕したことについて、法

務省から説明を受けた。野党は安倍晋三首相の責任をただす必要

があるとして予算委員会集中審議の開催を求めたが、与党は難色

を示している。  

 衆院法務委の理事懇で、野党は買収資金の出所などをただした。

野党理事は、自民党本部が河井夫妻の政党支部に提供した計1億

5000 万円が「買収資金の原資になったのではないか」と追及し

たが、法務省と与党は「この場で議論すべきでない」「捜査中だ」

と繰り返した。野党は森雅子法相が出席する法務委の開催を求め、

与党は回答を保留した。  

 これに先立ち、与野党は国対委員長が会談。立憲民主党の安住

淳国対委員長は予算委の集中審議を要求したが、自民党の森山裕

国対委員長は即答を避けた。森山氏は記者団に「立法府として、

司法の分野に立ち入らない。三権分立の考え方に基づく」と述べ、

集中審議開催に否定的な考えを示した。【宮原健太】  

 

しんぶん赤旗2020年6月21日(日) 

首相秘書と４０～５０カ所訪問 「安倍晋三事務所から来た」 

“案里応援”は首相の指示 陣営関係者が証言 

 地方議員ら９４人に計約２５７０万円の現金を配った公職選

挙法違反容疑で逮捕された前法相で衆院議員の河井克行容疑者

(５７)と妻で参院議員の河井案里容疑者（４６）＝ともに自民党

離党＝。大型買収の舞台となった昨夏の参院選・広島選挙区では、

安倍晋三首相の秘書が案里陣営の支援に入っていました。首相秘

書はどんな活動をしたのか―。陣営関係者が本紙に証言しました。

（丹田智之） 

片手に名簿 約束なしに 

 取材に応じた陣営関係者によると、昨年６月下旬に安倍首相の

筆頭秘書をはじめ数人の秘書が応援に入り、一緒に４日間かけて

県内の企業４０～５０社を訪問したといいます。 

 「名簿を片手に事前の約束もなしに回りましたが、社長さんに

応対してもらえた企業も多かった。秘書は『安倍晋三事務所から

来ました』と名刺を差し出してあいさつしていました。相手も総

理の秘書だということで好意的な反応だった」と振り返ります。 

 首相の秘書が、応援に入ることは異例です。ＮＨＫの報道（１

９日）によると、安倍首相は報道各社からの質問に対し「私の指

示により秘書が広島に入ったことは事実だ」と回答しました。な

ぜわざわざ山口県から応援にいれたのか―。 

 広島選挙区（改選数２）で自民党県連はベテランの溝手顕正元

防災担当相を支援し、県内の企業や自民党議員の多くが応援しま

した。他方、党本部のごり押しで割り込んだ案里容疑者のもとに

は克行容疑者と親密な安倍首相や菅義偉官房長官が応援に駆け

付けました。 

 この関係者は「今回は厳しい選挙になる」と克行容疑者から応

援を依頼され、昨年６月上旬から投票日の７月２１日まで案里容

疑者の選挙を手伝いました。 

 「溝手さんのポスターの横に張らせてもらった案里さんのポス

ターが剥がされるなど、激しい票の奪い合いだった」といいます。 

公明市議の自宅も訪問 
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 この関係者によると、首相の秘書は公明党の支持母体である創

価学会の施設や公明党市議の自宅も訪問。「選挙区では河井案里

をよろしく」と支援を依頼していたといいます。 

 参院選の広島県での公明党の比例得票数は１４万７０４５票

です。同党は選挙区で溝手氏と案里容疑者をともに推薦していま

した。 

 「選挙戦の序盤は現職の溝手さんが優勢だったが、案里陣営に

は公明党の票が入れば勝てるという確信があった」と、この関係

者は明かします。 

 さらに自民党本部は克行容疑者と案里容疑者がそれぞれ代表

を務める政治団体に、計１億５千万円の資金を提供しました。こ

の金額は溝手氏の１０倍とされます。 

 この結果、案里容疑者は溝手氏に２万５６８８票差で競り勝ち

ました。安倍首相を先頭に異例の秘書投入と資金投下があっての

“勝利”でした。 

 

しんぶん赤旗」2020年6月20日(土) 

河井容疑者、安倍首相と“蜜月” アフリカ訪問ツーショット 

「側近ぶり」アピール 

（写真）『月刊河井克行』２０１６年

錦秋号の表紙 

 公職選挙法違反(買収)の疑いで、前法相・衆院議員の河井克行

容疑者と、妻で参院議員の案里容疑者が逮捕され、一大疑獄事件

へと発展するなか、安倍晋三首相をはじめ自民党は、事態の沈静

化に躍起になっています。 

 「わが党所属であった現職国会議員が逮捕されたことは、大変

遺憾だ」 

 １８日の記者会見で、安倍首相は克行・案里両容疑者の名前を

語らぬまま「謝罪」しました。 

 しかし克行容疑者は、自身を重用した安倍首相との「蜜月」関

係を誇示してきました。克行容疑者の広報誌『月刊 河井克行』

２０１６年錦秋号の表紙は、アフリカを訪問する安倍首相と、首

相補佐官として随行する克行容疑者のツーショットを掲載する

など、随所で「側近ぶり」をアピールしています。 

 ここから、「安倍案件」として、自民党本部のテコ入れによる

大買収事件へと続く道筋が浮かび上がってきます。 

 克行容疑者は２０１５年１０月、首相の「側近中の側近」とさ

れる首相補佐官に就任。「日経」は「総理を支える５人衆」の一

人と紹介したほどです。 

 １７年８月には、首相補佐官から新設された自民党総裁外交特

別補佐に起用されます。首相の特命に基づいて議員外交を行う要

職です。『月刊 河井克行』は、克行容疑者の各国歴訪を事細か

に紹介しています。 

 また克行容疑者は、安倍首相を支えることを基本方針に掲げる、

自民党の派閥横断型のグループ「きさらぎ会」の幹事長を務め、

同時に無所属議員の会「向日葵（ひまわり）会」も主宰。保守系

雑誌で知られる『月刊Ｈａｎａｄａ』１８年７月号に「安倍総理

こそノーベル平和賞だ」との一文を発表するなど、同年９月の自

民党総裁選で安倍首相の支持拡大に努め、三選を支えました。 

 他方、定数２の参院広島選挙区で議席を持つのは、かつて安倍

首相を「もう過去の人だ」とこきおろした溝手顕正元参院議員会

長でした。１９年７月の参院選で自民党本部は２議席独占を狙う

として、同党県連の反発を押し切って案里容疑者の擁立を決定。

しかし溝手氏に比べて県内全域で首長・地方議員らへの浸透が弱

いと指摘されていたといいます。そのテコ入れのために、溝手氏

への資金１５００万円の１０倍にあたる１億５０００万円が、自

民党本部から案里容疑者陣営に入り、大買収の資金とされたので

はないかとみられます。自分に従うものは厚遇し、逆らうものは

徹底的に攻撃を加えることで、内外の恐怖心による縛りを強める

という安倍手法が露骨に浮かび上がります。 

 恩讐を背景に、安倍首相が肩入れする候補者を勝たせるために、

選挙の公正を踏みにじったのではないか―。「安倍案件」とされ

る１億５０００万円もの巨額資金の提供、克行容疑者の法相への

抜擢と、安倍首相の政治責任が重く問われています。 

 

「捜査の手を緩めるな」 黒川氏の定年延長に反発＜検察捜査

の内幕 河井夫妻逮捕（上）＞  

東京新聞2020年6月20日 07時16分  

 「まとまった額の報酬をもらいましたよ。選挙を手伝ってあげ

た対価やけん。いけんかったかのう」  

 昨年末、広島地検。男性の話を聞いた検事に緊張が走った。  

 地検は当時、週刊誌報道をきっかけに参院議員の河井案里容疑

者（４６）＝自民を離党、広島選挙区＝の周辺を内偵していた。

初当選した昨年七月の参院選で、車上運動員の女性らに法定上限

を超える報酬が支払われたという疑惑だった。  

 男性は陣営スタッフとして戸別訪問を担当した。検事が任意で

事情を聴いたところ、案里議員の夫で、報道をきっかけに昨年十

月に法相を辞任した克行容疑者（５７）＝自民を離党、衆院広島

３区＝から「月七十万円で手伝ってほしい」と頼まれたと口にし

た。  

 選挙運動は原則無報酬でなければならない。「ほかにも選挙の

ために支払った違法な資金があるかもしれない」。検事らは前法

相という身内のかつてのトップの不正をかぎ取った。  

 年明けの一月十五日、地検は河井夫妻の自宅や事務所、陣営関

係者の自宅などを一斉に捜索。克行前法相のパソコンから見つか

ったのが、多数の地元議員らに現金を配ったことをうかがわせる

リストだった。  

 同じころ法務・検察当局は検察ナンバー２の黒川弘務・東京高

検検事長（当時）の後任人事で混乱していた。当局は当初、黒川

氏の後任に名古屋高検検事長だった林真琴氏を充て、検事総長の

稲田伸夫氏が今夏に勇退するタイミングで、林氏を総長にする考

えだった。  

 しかし昨年末、政権側は辻裕教法務事務次官から示されたこの
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案を一蹴した。そこで法務省は苦肉の策として、政権に近いとさ

れた黒川氏の定年を半年延長する対案を示した。安倍内閣はすぐ

さま閣議決定し、検事総長に黒川氏が就くことが可能になった。  

 検事総長人事は法務・検察内部で固め、内閣は追認するという

のが長年の慣例だった。それが安倍政権による脱法的な定年延長

を許すことになった。  

 「現金買収事件の捜査の手は絶対に緩めるなという空気が強ま

った」（検察幹部）のもこのころだった。  

 克行前法相は安倍晋三首相や菅義偉官房長官に近い存在とし

て知られていた。首相側近の一人として補佐官や党総裁外交特別

補佐を歴任し、法相ポストまで得た。  

 そのため検察内部では、政権中枢に近い克行前法相を立件すれ

ば「政治的中立性が保たれていることのアピールにもつながる」

（法務省幹部）という声もささやかれるようになった。  

 大阪・東京の両地検から大量の応援を得た広島地検は三月三日、

車上運動員事件で河井夫妻の秘書ら三人を逮捕、夫妻の国会事務

所を捜索した。さらに地元議員や県内の首長、後援会関係者ら百

人以上を一気に聴取した。  

 短期間での大掛かりな捜査に、ある検察幹部は「政権への意趣

返しではない」と強調する。だが別の幹部は「国民からどう見ら

れるか、一定程度は意識する」と語り、世論や政権に与える影響

を気にしていた。  

 五月の大型連休中に河井夫妻を任意で事情聴取し、供述内容に

よっては逮捕許諾請求も辞さない。そんな構えを見せていた検察

当局は、思わぬ逆風にさらされることになる。  ◇   

 新型コロナウイルス禍でも推し進められてきた河井夫妻への

捜査。法務・検察を巡る問題も重なる中、検察の内部で何が起き

ていたのか。内幕を探った。 

 

国会を混乱させた「身内」 断念した会期中の逮捕 ＜検察捜査

の内幕 河井夫妻逮捕（中）＞  

東京新聞2020年6月21日 07時39分  

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言で、例年とは

打って変わって全国的にひっそりとした大型連休。五月四日、東

京都内のホテルの一室で、前法相河井克行容疑者（５７）＝公選

法違反（買収）で逮捕、衆院広島３区＝が東京地検特捜部の検事

と向き合った。  

 前法相の妻で参院議員の案里容疑者（４６）＝同、広島選挙区

＝が初当選した昨夏参院選を巡り、多くの地元議員らは夫妻から

現金を受け取ったことを検察の任意聴取に認めていた。  

 「答えられませんね」  

 克行前法相はそう言うと押し黙り、多くを語らなかったという。

六日の再聴取でも同じだった。案里議員も別の場所で聴取され、

買収を否定したとされた。  

 連休明け、東京・霞が関の検察庁。夫妻の任意聴取の報告を受

けた検察幹部らが額を突き合わせていた。  

 「在宅捜査では地元議員らと口裏合わせをする恐れがある。逮

捕を検討せざるを得ない」  国会議員は憲法五〇条の規定で、

国会会期中は原則として逮捕されない不逮捕特権がある。会期末

は六月十七日だったが、コロナの対策を審議するため、会期延長

も十分あり得た。  

 「会期末がいつになるか見通せない」。捜査が煮詰まりつつあ

るのに身動きが取れず、いら立ちをあらわにする検察幹部もいた。  

 会期中の逮捕には国会に逮捕許諾を求め、議決を得なければな

らない。証拠内容を示して国会で説明する必要もあり、できるな

ら会期中の逮捕は避けたい。昨年、約十年ぶりの国会議員逮捕と

なったＩＲ汚職で、特捜部が国会閉会を待って秋元司衆院議員を

逮捕したのは年の瀬の十二月二十五日だった。  

 「国会審議に影響を与えてしまう上、相手に手の内が筒抜けに

なる」。ある検察幹部は苦い顔でつぶやいた。法務省幹部はコロ

ナで外出自粛要請が出ていることに触れ、「逮捕許諾請求までし

て急ぐ必要があるのか」と冷ややかだった。  

 だが、別の検察幹部は許諾請求の必要を口にした。  

 「公正さを害された選挙で当選したとすれば、一刻も早く国会

から退場してもらわなければいけない」  

 事実上の捜査指揮を執っていた最高検の幹部は法務・検察内に

許諾請求に否定的な意見があると知ると、「誰が言ってるんだ。

ここに連れてきてくれ」と怒りをあらわにした。  五月末とみ

られた緊急事態宣言の解除後、逮捕許諾を求めるという方針に傾

いた検察。足を引っ張ったのは法務省だった。黒川弘務・東京高

検検事長（当時）の定年延長を正当化するような検察庁法改正案

を国会に提出、「検察人事への政治介入を許すものだ」という批

判が巻き起こった。  

 「今動けば政治絡みの捜査だと勘繰られかねない」  

 そう戸惑う検察幹部もいた。ただ、この時点ではまだ、「法案

と捜査は全くの別物」という考えが検察内で大勢を占めていた。  

 ところが、予期せぬことが起きた。渦中の黒川氏が一部の新聞

記者らと賭けマージャンをしたことが発覚して辞職。逆風がさら

に吹き荒れる事態になった。  

 「法務・検察が発信源となり、国会を混乱させている。とても

ではないが、逮捕許諾を求められる状況にない」。法務省幹部は

そう言って顔をゆがませた。  

 十七年ぶりの逮捕許諾請求は封じ込めるしかなく、河井夫妻は

国会閉会翌日の六月十八日に逮捕された。  

 

後任の森氏「信頼回復に全力」 河井前法相の逮捕受け 

2020/6/19 13:08 (JST)6/19 13:21 (JST)updated共同通信社 

 昨年 7 月の参院選を巡り、河井克行前法相と妻の案里参院議

員が公選法違反容疑で逮捕されたことを受け、森雅子法相は 19

日の記者会見で「大変遺憾。事態については大変深刻に受け止め

ており、法務行政に対する国民の信頼回復に向けて全力を挙げて

いく覚悟だ」と語った。事件の具体的内容に関するコメントは避

けた。 

 検察官の定年延長を可能とする検察庁法改正案が廃案となっ

たことについては「国民の皆さまから、さまざまな意見があった。

法務省として十分に耳を傾けた上で、今後の取り扱いを関係省庁

と協議して検討したい」と述べた。 

 

１．５億円使途、自民内に不信感 首相の説明求める声も―河井

夫妻逮捕 

時事通信2020年06月20日07時20分 

 昨年７月の参院選をめぐり、前法相の衆院議員河井克行容疑者

https://www.jiji.com/jc/giin?d=e0fff8eb00054f79e2b08ab48a876417&c=syu
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と妻の参院議員案里容疑者（ともに自民党離党）が逮捕された公

職選挙法違反事件で、党本部は夫妻側に送金した計１億５０００

万円の使途を「広報費」としか明らかにしていない。党内には安

倍晋三首相（党総裁）ら執行部の説明不足に対する不信感が募る。

一方、これを「買収の原資」とみる野党は、一段と攻勢を強めた。 

 「首相には、なぜ１億５０００万円も払わないといけない候補

だったのか、説明責任がある」。自民党幹部の一人は１９日、こ

う言い切った。 

 ◇「広報費」に疑問 

 二階俊博幹事長は夫妻が離党した１７日、１億５０００万円の

使途について、記者団に「党勢拡大のための広報紙を複数回、全

県に送った費用に充てられた」と説明。「買収資金に使うことは

できない」と強調した。 

 しかし、夫妻が逮捕された１８日は記者団の質問に応じず、「捜

査の推移を見守りたい」とのコメントを文書で発表するにとどめ

た。 

 案里容疑者の陣営は、広島県内の全世帯に３～４回程度、チラ

シを配布したとされるが、費用の詳細は不明。党参院幹部は「（地

元議員らに渡ったとされる）２５７０万円の原資だったのか、調

べないといけない」と指摘した。 

 「広報費」との説明に対し、党内からは「帳簿上はそうなって

いるが、怪しい。党の資金以外にも官房機密費が使われている可

能性もある」（関係者）との疑念も漏れる。 

 １億５０００万円の提供を誰が決めたのかも不透明なままだ。

党関係者の一人は「これだけ多額の資金を一人の候補者に振り込

むことは、通常あり得ない。首相官邸の指示がないとできない」

と指摘した。 

 先の参院選で案里容疑者と競合、落選した岸田派ベテランに、

党本部から提供されたのは、１０分の１の１５００万円だった。

岸田派が１８日に開いた例会では「（広報費に）１億５０００万

円もかかるわけがない。ちゃんと説明すべきだ」との恨み節が漏

れた。 

 ◇「買収資金」と追及 

 野党側は真相究明を求めて勢いづく。立憲民主党の安住淳国対

委員長は１９日、自民党の森山裕国対委員長と会談し、国会の閉

会中審査で首相が直接説明するよう要求。森山氏は「前例がない」

と難色を示したが、安住氏は「答えられる人は首相しかいない」

と譲らなかった。 

 衆参両院の法務委員会は１９日の理事懇談会で、法務省から事

実関係を聴取した。野党共同会派の階猛氏は「１億５０００万円

が買収資金に使われたのではないか」とただしたが、与党側は「こ

の場で議論すべきではない」と反発。理事懇後、階氏は記者団に

「（与党が）非常にナーバスになっている」と述べ、今後も追及

する考えを示した。  

 

自民１．５億円資金も焦点 「買収原資」と野党追及 

時事通信2020年06月19日07時31分 

 昨年７月の参院選で初当選し、公職選挙法違反（買収）の疑い

で逮捕された河井案里参院議員（自民離党）の陣営には、党本部

から選挙資金として計１億５０００万円が送金されていた。「相

場の１０倍」（党幹部）という破格の待遇。野党は買収の原資に

充てられたとみて追及する構えだ。 

 この送金について、安倍晋三首相（自民党総裁）はこれまでの

国会答弁で「党本部から支部への政治資金の移転は何ら問題ない」

と強調。党務は執行部に任せているとして、自身の責任を否定し

ている。二階俊博幹事長が「党勢拡大のための広報費」と説明し

たことを踏まえ、首相は１８日の記者会見でも、買収には使われ

ていないとの報告を受けていると釈明した。 

 しかし、野党はこうした説明に納得していない。立憲民主党の

安住淳国対委員長は１８日、国会内で記者団に「１億５０００万

円を渡した経緯、使い道について説明する責任がある」と述べ、

首相が出席して衆院予算委員会の集中審議に応じるよう求めた。

国民民主党の玉木雄一郎代表は「買収に使われた金は党から出て

いる」と断じた。 

 

1.5億円使途、記載せず 河井夫妻側、法定の報告書 

2020/6/20 10:02 (JST)6/20 10:13 (JST)updated共同通信社 

広島市のホテルで開かれた政治資金パーテ

ィーで、見つめ合う河井克行容疑者（右）と妻の案里容疑者＝2019

年9月 

 昨年 7 月の参院選広島選挙区を巡る買収事件で、前法相の衆

院議員河井克行容疑者（57）と妻の参院議員案里容疑者（46）が

それぞれ支部長を務めていた自民党の政党支部が、選挙前に党本

部から入金された計 1 億 5 千万円について、使途を記載しない

まま法定の報告書を広島県選挙管理委員会などに対し、5月まで

に提出していたことが20日、関係者への取材で分かった。夫妻

側は「家宅捜索で領収書を押収されたことが理由」と説明してい

るという。 

 1億5千万円を巡っては、夫妻が地元議員や首長らに配布した

現金の原資となったかどうかが注目されている。 

1.5億円の使途 報告書に未記載 河井夫妻側「領収書押収され

た」  

東京新聞2020年6月20日 14時13分  

 昨年七月の参院選広島選挙区を巡る買収事件で、前法相の衆院

議員河井克行容疑者（５７）と妻の参院議員案里容疑者（４６）

がそれぞれ支部長を務めていた自民党の政党支部が、選挙前に党

本部から入金された計一億五千万円について、使途を記載しない

まま法定の報告書を広島県選挙管理委員会などに対し、五月まで

に提出していたことが関係者への取材で分かった。夫妻側は「家

宅捜索で領収書を押収されたことが理由」と説明しているという。  

 一億五千万円を巡っては、夫妻が地元議員や首長らに配布した

現金の原資となったかどうかが注目されている。検察はひも付け

は困難とする一方、少なくとも巨額買収の引き金になったとみて

いる。関係者によると、報告書は既に受理されており、今秋をめ

どに公表されるが、使途が検証できない状態になっている。  

 関係者によると、一億五千万円は克行前法相が支部長だった

「自民党広島県第三選挙区支部」と、案里議員が支部長だった「自

民党広島県参議院選挙区第七支部」に昨年四〜六月に入金された。

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=9b93822c0f6c0e0b1479be94227642dd&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8e275133878c57ce6011fa0da2201887&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=a435873aeb7fd3674f299f4ced803978&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2e099dd66a62f630da58ccaf05cb3992&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=67c5baa60f26655ebc07857423594892&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=9b93822c0f6c0e0b1479be94227642dd&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8e275133878c57ce6011fa0da2201887&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=6ce55e00530f14fd5b3af2165f19a293&c=syu
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うち八割に当たる一億二千万円は、税金から党本部に交付された

政党交付金。残る三千万円は党費収入などによる党本部の自主財

源だった。  

 使途が明示されていないのは、昨年分の両政党支部の政党交付

金使途等報告書と政治資金収支報告書。政党交付金は政党助成法

に基づく公的な助成金で、使途等報告書には支出目的や金額、支

払先などを記載しなければならない。一方、政治資金収支報告書

には、政治団体の収入や支出、保有資産などを記す必要があり、

政党交付金も対象になる。  

 

案里氏支部から前法相が陣営関係者へ数百万円 党本部からの

資金の一部が原資か  

東京新聞2020年6月21日 07時41分  

 昨年七月の参院選を巡る買収事件で、公選法違反容疑で逮捕さ

れた前法相の河井克行容疑者（５７）＝衆院広島３区＝が票の取

りまとめを依頼する趣旨で提供したとされる資金のうち、陣営関

係者への報酬数百万円が参院議員の案里容疑者（４６）＝広島選

挙区＝の政党支部から振り込まれていたことが、関係者への取材

で分かった。   

 夫妻のそれぞれの政党支部には参院選の公示前、自民党本部か

ら計一億五千万円の資金援助があり、東京地検特捜部は陣営関係

者への報酬の原資になった可能性がないか慎重に調べている。  

 改選二議席の参院広島選挙区で、自民党は案里議員と現職だっ

た溝手顕正（みぞてけんせい）氏の二人を擁立。溝手氏の政党支

部への資金は千五百万円だった。溝手氏は落選した。克行前法相

は安倍晋三首相や菅義偉（すがよしひで）官房長官の側近として

知られる。  夫妻は十八日、案里議員が参院選への初出馬を表

明した昨年三月から八月にかけ、広島県内の地元議員や首長ら九

十四人に計約二千五百七十万円を渡したとして逮捕された。克行

前法相が提供したのは約二千四百万円で、案里議員は百七十万円

を配ったとされる。  公選法は、選挙事務所の事務員や車上運

動員などを除き、選挙運動は無報酬でなければならないと定めて

いる。しかし河井陣営の一部関係者は、電話での有権者への訴え

や戸別訪問、団体への支援依頼などの選挙運動をした際、案里議

員の政党支部から報酬が振り込まれていたという。一部手渡しも

あったとされる。  

 特捜部は、地元議員らへの現金は、夫妻が直接配っていたとみ

ている。  

 陣営関係者の一人は本紙の取材に「克行前法相から報酬の支払

いを約束され、選挙運動に関わった。いま振り返ると、違法性の

ある報酬だったと思う」と証言した。  

＜河井夫妻の買収事件＞ 昨年７月の参院選広島選挙区を巡り、

票の取りまとめなどを依頼し現金を配ったとして、東京地検特捜

部は公選法違反（買収）の疑いで、前法相の河井克行衆院議員と

妻の案里参院議員を逮捕した。夫妻の自宅からは広島県議や県内

の首長、後援会関係者ら１００人規模の現金配布先とみられるリ

ストが押収された。 

 

現金配布リストに総額3千万円 河井夫妻宅で複数押収 

2020/6/20 06:27 (JST)共同通信社 

河井克行容疑者、河井案里容疑者 

 昨年 7 月の参院選広島選挙区を巡る買収事件で、前法相の衆

院議員河井克行容疑者（57）、妻の参院議員案里容疑者（46）の

自宅から押収された 100 人規模の現金配布先とみられるリスト

に、総額で3千万円前後が記されていたことが19日、関係者へ

の取材で分かった。東京地検特捜部は夫妻合わせて94人に対し、

計約2570万円を提供した疑いで逮捕。今後の捜査で立件対象者

や額が増える可能性がある。 

 94人のうち約40人が広島県議ら地元議員で、リストには（1）

地元議員や県内の首長（2）後援会や案里議員の陣営関係者―な

ど、複数の種類があることも関係者への取材で判明した。 

 

議員４０人に現金提供、９４人の半数近く 買収疑いで河井前

法相夫妻逮捕、１００万円以上も 

中国新聞2020/6/20 

 

 昨年７月の参院選広島選挙区で広島県内の地方議員ら９４人

に投票や票の取りまとめを依頼し、計約２５７０万円の報酬を渡

したとして前法相の衆院議員河井克行容疑者（５７）＝衆院広島

３区＝と広島選挙区で初当選した妻案里容疑者（４６）が公選法

違反（買収）の疑いで逮捕された事件で、９４人のうち半数近い

約４０人が広島県議や市議ら県内の地方議員だったことが１９

日、関係者への取材で分かった。 

 約４０人は、県議会と県内全２３市町議会の全定数５５８人の

７％に当たる。公選法では買収目的で現金を受け取った側も同法

違反（被買収）に問われるため、検察当局は今後、立件するかど

うかを決める。選挙で選ばれた公職の立場にあり、説明責任が求

められる。 

 ２人の逮捕容疑は、昨年７月２１日投開票の参院選に立候補す

る案里容疑者を当選させるため、克行容疑者が同３月下旬～同８

月上旬ごろ、９１人に票の取りまとめなどを依頼し、報酬として

計約２４００万円を渡した疑い。さらに両容疑者が共謀して同３

月下旬～同６月中旬ごろ、５人に１７０万円を渡した疑い。 

 被買収側は２人が重複するため実数は９４人となる。検察当局

は、９４人の名前や所属議会、受け取った金額などは明らかにし

ていないが、捜査関係者によると、地方議員は約４０人に上り、

その他は首長や元議員、後援会幹部、陣営関係者という。地方議

員が受け取った金額は３０万～５０万円が多いが、克行容疑者が

１人に１００万円以上を配ったり、複数回渡したりした議員もい

るという。 

https://www.chugoku-np.co.jp/images/image_streamer.php?path=/pic/256/p1/654295_0_00.jpg
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 検察当局は今年１月に、広島市内にある両容疑者の自宅を家宅

捜索し、現金の配布先とみられる１００人以上のリストを押収。

地方議員や後援会幹部らの名前と金額が記載されており、金額の

総額は３千万円を超えるという。検察当局はこのリストを基に本

人の任意聴取などを進めて容疑を固め、９４人に現金を渡したと

して両容疑者の逮捕に踏み切った。残る人は現金の受け取りを否

認するなどしたとみられる。 

 広島選挙区では３年ごとに２議席が改選される。検察当局は、

新人の案里容疑者が現職２人の間に割って入るため、各地に支持

基盤がある地方議員に現金を配ったとみている。 

 ＜クリック＞昨年７月の参院選広島選挙区 自民党本部が２

議席独占を狙い、党広島県連の主流派が推す現職の溝手顕正氏に

加え、広島県議だった河井案里容疑者を擁立。国民民主党などが

支援した無所属現職の森本真治氏を含めた激戦となった。党本部

は参院選公示前、溝手氏陣営分の１０倍に当たる１億５千万円を

案里容疑者側に提供するなど全面的に支援。案里容疑者が当選し、

６選を目指した溝手氏が落選した。関係者によると、案里容疑者

の陣営が車上運動員に法定上限を超える報酬を払ったとされる

公選法違反事件の捜査で、１億５千万円の一部が違法報酬の原資

になったことが判明している。 

 

【激震 河井前法相夫妻逮捕】４０議員、立件が焦点 人数多く

見送りも 

中国新聞2020/6/20 

両容疑者の自宅マンションの捜索後、車

に乗り込む捜査員＝広島市安佐南区。画像の一部を修整していま

す（１９日午前１１時４５分） 

 ▽刑事責任を追及／広島政界の影響考慮 

 昨年７月の参院選広島選挙区で計９４人に現金を渡したとし

て前法相の河井克行容疑者（５７）と広島選挙区で初当選した妻

案里容疑者（４６）が公選法違反（買収）の疑いで逮捕された事

件で、現金を受け取った広島県内の地方議員が約４０人に上るこ

とが判明した。被買収側として刑事責任の追及を求める声が上が

る一方、人数が多く、地元政界への影響などを考慮し、専門家か

らは立件を見送るのではとの見方も聞かれる。 

 「県政、政治への不信につながりかねない。司法の場を含めて

明らかにしていただきたい」。両容疑者が逮捕された１８日、広

島県の湯崎英彦知事は報道陣に強調した。現金を受け取った県議

がいる県議会の中本隆志議長も「議員に嫌疑がかかっていること

自体が遺憾」と表明。県議会としての調査を検討する可能性にも

言及した。 

 ▽特異なケース 

 公選法では、買収目的で現金を受け取った側も同法違反（被買

収）に問われる。法定刑は３年以下の懲役か禁錮または５０万円

以下の罰金。罰金刑以上が確定すれば、公民権停止となり、議員

は失職。補欠選挙をすることになる。 

 ある法曹関係者は「今回の事件は特異なケース」とし、被買収

側は立件されない可能性を示唆する。地方議員の被買収者は約４

０人に上るとみられ、立件した場合、地元政界への影響が大きい

と懸念する。 

 今回は、検察当局が両容疑者の自宅から現金の配布先とみられ

る１００人以上のリストを押収。それに基づいて本人を聴取して

９４人に対する買収の容疑を固めた一方、名前が記載された議員

の中には容疑を否認している人もいるとみられる。受領を認めた

議員だけを立件するとなると、否認を続ける議員との公平性に欠

ける可能性をはらむ。 

 首相補佐官などを務め、政権中枢に近いとされる克行容疑者と

被買収側の関係性を配慮すべきだとの意見もある。県議の一人は

県議選期間中の昨年３～４月、克行容疑者が事務所を訪れ、３０

万円が入った封筒を置いて帰った。当時、案里容疑者は自民党の

公認候補として立候補が決まっていた。選挙戦での支援を期待し

た行為と受け止めたが、「その場で封筒を返すと何を言われるか

と怖くなり返せなかった」と証言する。 

 捜査を進めている広島地検には今年４月、広島市東区の元警察

官の男性が、現職の県議や広島市議ら７人について両容疑者から

現金を受け取ったとして公選法違反容疑で告発状を提出。「選挙

に関し現金を受領することが被買収に当たるのは当然知ってい

たはず。この行為が許されるはずはない」と訴えた。 

 ▽証言 立証の鍵 

 これに対し、日本大の岩井奉信教授（政治学）は「法の公平性

という趣旨から考えると、被買収側を立件するのが筋だ」と話す。 

 一方で、金の受け渡しは密室のような一対一の状況が多く、被

買収側の証言は裁判での立証に大きな鍵を握るとし「『巨悪』の

摘発に向けて地方議員の証言をきっちり取るために、正直に供述

をすれば罪に問わないという司法取引に似た形で、起訴猶予にす

る対応も考えられる」と指摘。「もしそうなった場合は有権者の

厳しい視線は避けられない。現金を受け取った議員が有権者に説

明責任を果たす必要がある」と話す。 

 

【激震 前法相夫妻逮捕】個室で「家内を頼む」／トイレでポケ

ットに 証言の元議員、罰金覚悟 

中国新聞2020/6/21 

飲食店で個室に呼ばれ、克行容疑者か

ら現金を渡された状況をイラストを描きながら証言する元議員

（２０日） 

 昨年７月の参院選広島選挙区で地方議員らに票の取りまとめ

を依頼し、現金を渡したとして河井克行容疑者（５７）と妻案里

容疑者（４６）が逮捕された大規模買収事件。案里容疑者の陣営

でキーマンの１人だった広島県内の元地方議員が中国新聞の取

材に、２度にわたって克行容疑者から現金を渡された状況を証言

した。現金を受け取った自らの責任に触れつつ、密室でのやりと

りなどを詳細に語った。 

 ―いつから、どういうきっかけで案里容疑者の支援を始めたの

か。 
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 （昨年３月に）案里氏が自民党本部の公認を受けた時に電話し、

応援すると伝えた。議員時代に付き合いがあったから。 

 ―県東部はもう１人の党公認候補の溝手顕正氏の地盤。どう支

援したか。 

 首相の秘書が複数人来て一緒に企業などを回った。集会で（出

席者）の対応をし、運動員に指示を出すこともあった。 

 ―参院選公示前の６月上旬、福山市内の飲食店に克行容疑者を

含む数人で集まり、会食をしなかったか。 

 大広間で料理を食べた。その後、（克行容疑者から）１人ずつ

廊下を挟んだ個室に呼ばれた。１人１０分くらい。 

 ―個室に入ると、どうだったか。 

 克行氏が立っていた。一対一で備後の選挙情勢を話し、（部屋

を）出る時に（克行容疑者が）ポケットから封筒を出した。 

 ―何か言われたか。 

 家内をよろしく頼む、と。 

 ―票の取りまとめを依頼する趣旨だと思ったか。 

 当たり前。選挙で（会食に）行ったのだから。 

 ―封筒を出された後のやりとりは。 

 受け取れん、選挙違反だと言った。すると、ガソリン代として

使ってくれと。 

 ―いくら入っていたか。 

 ３０万円。 

 ―なぜ受け取ったのか。 

 国会議員に恥をかかせるわけにはいかない。 

 ―他に現金の授受はなかったのか。 

 参院選の公示当日、農相が福山市内のホテルで応援演説をした

際、トイレに行った。そこでスーツの上着の右ポケットに封筒を

入れられた。 

 ―振り向いたら、克行容疑者がいたのか。 

 そう。他の人が入ってきたから何も言わず、そそっと逃げるよ

うに出て行った。 

 ―封筒の中身は何だと思ったか。 

 お金と思った。選挙を頼まれているわけだから。 

 ―宛名はあったか。 

 書いてあるはずがない。 

 ―入っていたのは３０万円か。 

 もっと少なかった。 

 ―１０万円か。 

 うん。内ポケットに入れた。 

 ―検察の聴取はいつから、何回受けたのか。 

 ２月から。１０回は超えている。 

 ―２０回くらいか。 

 うん。いっている。 

 ―当初は認めなかったのか。 

 そう。最初に認めると（飲食店に）一緒に来ていた人に悪いと

思った。 

 ―途中で認めたのはなぜか。 

 もう、このへんであれも認めた、これも認めたと検事に言われ

たら、そんなもんかなと。 

 ―何回目の時か。 

 １０回か１２、１３回くらい。 

 ―封筒と現金は。 

 封筒はあるわけない。現金は封筒から必要な分だけ出して使っ

た。 

 ―返そうと思わなかったのか。 

 返す機会がなかった。反省もしている。誰が悪いかといえば自

分が一番悪い。 

 ―自分はどうなると思うか。 

 罪を犯しているんだから罰金はあると思う。 

 ―今後、選挙はどうあるべきだと思うか。 

 お金を配らないこと。違法なことをしないことだ。 

 

【激震 前法相夫妻逮捕】克行容疑者から現金授受、元地方議員

との一問一答【詳報】 

中国新聞2020/6/21 

飲食店で個室に呼ばれ、克行容疑者か

ら現金を渡された状況をイラストを描きながら証言する元議員

（２０日） 

  昨年７月の参院選広島選挙区で地方議員らに票の取りまと

めを依頼し、現金を渡したとして河井克行容疑者（５７）と妻案

里容疑者（４６）が逮捕された大規模買収事件。案里容疑者の陣

営でキーマンの１人だった広島県内の元地方議員が中国新聞の

取材に、２度にわたって克行容疑者から現金を渡された状況を証

言した。現金を受け取った自らの責任に触れつつ、密室でのやり

とりなどを詳細に語った。元地方議員との一問一答の詳報は次の

通り。 

 ―いつから、どういうきっかけで案里容疑者の支援を始めたの

か。 

 （昨年３月に）案里氏が自民党本部から公認を受けた時に電話

し、応援すると伝えた。議員時代に付き合いがあったから。 

 ―広島県東部はもう１人の党公認候補の溝手顕正氏の地盤。ど

う支援したか。 

 首相の秘書が複数人来て福山の企業を回った。首相秘書だと言

うと、みな社長は出てくる。個人でも県東部の企業を回った。集

会で（出席者の）対応をし、運動員に指示を出すこともあった。 

 ―溝手氏の支援者は多かったか。 

 そう。みんな溝手氏。それでも案里氏を支援する人がいたから、

あれだけの票になったんだろう。 

 ―どうやって票を伸ばしたのか。潮目が変わったのはいつか。 

 なかなか厳しかったが、選挙情勢が大きく変わったのは（公示

後の７月８日に）自民党の二階俊博幹事長が福山市に来てから。

各種団体の関係者が大勢集まった。約７００人。党本部が号令を

かけたのかもしれない。力があると感じた。菅義偉官房長官が応

援に入ったのも大きい。克行氏の力ではない。金を配っていなく

ても案里氏は今回の選挙は勝っていたはずだ。 

 ―党本部から１億５千万円が克行、案里両容疑者側に流れてい

る。 

 県内全戸に３回、ポスティングをした。これに７千万円くらい

https://www.chugoku-np.co.jp/images/image_streamer.php?path=/pic/465/p1/654554_0_00.jpg


9 

 

かかっているようだ。電話作戦に２５００万円くらい。 

 ―克行容疑者は選挙戦でどのくらいの金を配ったのか。 

 克行氏は人の目のつくところで動いていない。会合があったら

必ず来て、どのくらい人が入っているかを見る。裏で人と会うが、

自分自身は見ていない。 

 ―２人が逮捕された。率直な思いは。 

 案里氏はやっていないと思っていた。食事をしても全部割り勘

だったから。気の毒なところもあると思う。陣中見舞いとか（の

名目）が認められるかどうか。克行氏は駄目だと思っていた。 

 ―公示前の６月上旬、福山市内の飲食店に克行容疑者を含む数

人で集まり、会食をしなかったか。 

 大広間で料理を食べた。その後、（克行容疑者から）１人ずつ

廊下を挟んだ個室に呼ばれた。 

 ―その場で支援体制や役割が話し合われたのか。 

 その場では何も決まっていない。早くいえば金を配ろうと思っ

て克行氏が集めたんだろう。 

 ―１人当たりの時間は。 

 10分くらい。 

 ―部屋に入ると、どうだったのか。 

 克行氏が立っていて、頭を下げた。一対一で備後の選挙情勢を

話し、（部屋を）出る時に（克行容疑者が）ポケットから封筒を

出した。 

 ―何と言われたか。 

 家内をよろしく頼む、と。話をして帰る時に言われた。 

 ―封筒から現金は見えたか。 

 見えなかった。 

 ―票の取りまとめを依頼する趣旨だと思ったか。 

 当たり前。選挙で行ったのだから。 

 ―封筒を出された後のやりとりは。 

 そんなもの受け取れん、選挙違反だと言った。すると、ガソリ

ン代として使ってくれって。 

 ―いくら入っていたのか。 

 30万円。 

 ―なぜ受け取ったのか。 

 国会議員に恥をかかせるわけにはいかないから。 

 ―個室に呼ばれた他の人とは話はしなかったか。 

 するわけない。子どもじゃないんだから。 

 ―他に現金授受はなかったか。 

 選挙戦が始まった７月４日、福山市内のホテルで農相が応援演

説中、トイレにいたところ、スーツの上着の右ポケットに白い封

筒を入れられた。克行氏が何も言わずに。話もしていないし、顔

を見ていない。 

 ―ぱっとみたら克行容疑者がいたのか。 

 そうそう。他の人が入ってきたから、何も言わずそそっと逃げ

るように出て行った。 

 ―その時も30万円入っていたのか。 

 いやもっと少なかった。 

 ―10万円か。 

 うん。 

 ―受け取った封筒はどうしたのか。 

 内ポケットに入れた。 

 ―何だと思ったか。 

 封筒だからお金と思った。選挙を頼まれているわけだから。 

 ―何も書かれていない白い封筒か。 

 そう。 

 ―宛名はあったか。 

 書いてあるはずがない。 

 ―トイレに入ってくるのに気づいていたのか。 

 分からなかった。ポケットに入れた時、気づいた。 

 ―選挙を応援してくれという趣旨だと思ったのか。 

 当然だ。克行氏が持ってくるのだから。そもそも克行氏とは仲

良くはない。議員時代もパーティーで会うくらいだった。そんな

こと（現金授受）になることも不思議だった。 

 ―封筒を返そうとは思わなかったのか。 

 思ったけど遅い。 

 ―どうしてそのままにしたのか。 

 仕方がないと。 

 ―恥をかかせられない、と思ったのか。 

 うん。 

 ―この件を誰かに相談しなかったのか。 

 するわけがない。 

 ―検察からどのくらい調べを受けたか。 

 覚えていない。10回は超えている。 

 ―20回くらいか。 

 うん。いっている。ぴしっとやられる。 

 ―当初は認めなかったのか。 

 そう。 

 ―なぜか。 

 やはり（現金授受の場に）来ていた人もいるからね。最初に認

めちゃ悪いという思い。 

 ―みんなに迷惑がかかるという理由で当初は認めなかったの

に、なぜ途中で認めたのか。 

 もう、このへんであれも認めた、これも認めたと検事に言われ

たら、そんなもんかなと。 

 ―店で一緒にいた人が認めたと思ったのか。 

 あれだけ証拠を固められたら仕方がない。個室に１人ずつ呼ば

れているわけだから。ここに呼ばれて何の用事があるのか、とな

るんだから。 

 ―何回目の時に認めたのか。 

 さあ。10回か12、13回くらいの時じゃないか。 

 ―ビデオを撮られたのはその時か。 

 そのずっと後。認めたら調書を取って、何度も復唱して。他に

もいっぱい調書を取られる。違法性の立証よ。 

 ―受け取った封筒と現金はどうしたのか。 

 封筒はあるわけがない。現金は封筒から必要な分だけ出して使

っていた。 

 ―河井夫妻に対して思うことは。 

 受け取った者も悪いけど、受け取らせるようにした人も悪い。 

 ―返す勇気も必要なのでは。違法だから。 

 こういうことになると思わん人が大半。ばれないと。 

 ―あなたは、なぜ返さなかったのか。 

 返す機会がなかった。自分も今回の参院選では物品をもらった
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り、お金をもらったりしてはいけないと周りに伝えていた。 

 ―にもかかわらず、現金を受け取ったことをどう思っているの

か。 

 違法だからいけない。 

 ―胸は痛まなかったか。 

 それは痛む。違法なんだから。 

 ―改めて振り返ってどう思うか 

 反省している。誰が悪いかといえば自分が一番悪い。 

 ―自分はどうなると思うか。 

 罪を犯しているのだから罰金はあると思う。 

 ―今後の選挙はどうあるべきか。 

 お金を配らないこと。違法なことをしないこと。買収しないこ

と。今回を機に、こういうことが一段と減るのではないか。 

 

１億２０００万円は政党交付金 河井夫妻側支部への党提供資

金、報告書に使途示さず 

中国新聞2020/6/21 

 

 昨年７月の参院選広島選挙区を巡る公選法違反（買収）の疑い

で前法相の河井克行容疑者（５７）＝衆院広島３区＝と妻の案里

容疑者（４６）＝参院広島＝が逮捕された事件で、夫妻が支部長

を務めた二つの自民党支部に党本部が提供した１億５千万円の

うち１億２千万円は、税金を原資とする政党交付金だったことが

２０日、分かった。両支部は、広島県選管へ出した報告書で使い

道を示していないことも判明。党本部による説明を求める声が高

まっている。 

 複数の関係者によると、参院選に向けた党本部から夫妻側への

最初の資金提供は昨年４月１５日で、案里容疑者の党県参院選挙

区第七支部の口座へ１５００万円を入金した。第七支部にはその

後、５月２０日と６月１０日にそれぞれ３千万円を入れている。 

 克行容疑者の党県第三選挙区支部には、６月１０日に４５００

万円、同２７日に３千万円を送った。 

 党本部は６月１０日まで計４回の入金分の１億２千万円を、政

党交付金から拠出した。克行容疑者の支部に出した最後の３千万

円だけが、党費や献金からなる党の一般会計からだった。 

 両支部はこの春、昨年受け取った政党交付金の使い道の報告書

を県選管へ提出したが、目的や金額は明記していない。広島地検

による両容疑者の事務所や自宅などの家宅捜索で「関係書類が押

収され、使途の内訳が分からず記載できない」と説明していると

いう。 

 党本部から出た１億５千万円の一部は、選挙カーから支持を訴

える車上運動員への違法な報酬に充てられたと、中国新聞の取材

で判明している。県内の地方議員ら９４人に投票や票のとりまと

めを依頼し、計約２５７０万円の報酬を渡したとされる夫妻の逮

捕容疑の発端となった可能性もある。 

 広島選挙区の党現職として案里容疑者らと争い落選した溝手

顕正氏側に、党本部が提供した資金は、１０分の１の１５００万

円だった。溝手氏を推した党県連副会長で県議会の中本隆志議長

は「なぜ夫妻の陣営にだけ１億５千万円を配ったのか、党本部の

中枢の方々に説明してほしい」と訴える。 

 党の二階俊博幹事長は夫妻が離党した今月１７日の取材で、夫

妻側に渡した資金は「党勢拡大のための広報誌を複数回、全県に

配布した費用」に充てられたと説明。公認会計士が支部の支出を

確認しているとして「買収資金に使えないのは当然だ」と主張し

ている。 

 政治とカネの問題に詳しい神戸学院大の上脇博之（ひろし）教

授（憲法学）は「『広報誌に使った』と言いながら、書類がない

のにどうチェックしたのか疑問だ」と指摘。多額の政党交付金を

一つの陣営に注ぎ込むのは異常だとして「党本部は詳しい過程を

速やかに明らかにすべきだ」と話している。（樋口浩二） 

 ＜クリック＞政党交付金 政治と特定の企業・業界が癒着する

のを防ぐため、企業・団体献金を制限する代わりに１９９５年に

導入された公的な助成金。政党助成法に基づき、要件を満たした

政党に対して、議員数や得票数に応じて配分する。国民１人当た

りの負担額は年間２５０円。共産党は制度に反対し、受け取って

いない。 

 

参院選中も現金配る 河井前法相、強い買収意図か 

中国新聞2020/6/21 

河井克行容疑者 

 昨年７月の参院選広島選挙区で買収をしたとして前法相の河

井克行容疑者（５７）＝衆院広島３区＝と広島選挙区で初当選し

た妻案里容疑者（４６）が公選法違反の疑いで逮捕された事件で、

克行容疑者が参院選の初日に、福山市内のホテルで１０万円が入

った封筒を広島県内の元地方議員に渡していたことが２０日、分

かった。元議員が中国新聞の取材に証言した。参院選前の６月に

も「家内をよろしく頼む」と３０万円を渡されていたという。 

 克行容疑者の逮捕容疑は、参院選の約３カ月前の昨年３月下旬

から投開票後の８月上旬ごろにかけて９４人に計約２５７０万

円を渡した疑い。関係者によると、９４人のうち約４０人が県内

の地方議員で、県議選や市議選があった昨年３、４月に「当選祝

い」や「陣中見舞い」を名目に現金を渡すケースが多かったこと

が分かっている。選挙戦に入ってからも現金を配っていたことか

ら、検察当局は克行容疑者に強い買収の意図があったとみて調べ

ているもようだ。 

 元議員は、県東部の陣営の幹部として集会や企業回りを担うな

ど中心的な役割を果たしていた。証言によると、参院選が公示さ

れ、選挙戦が始まった昨年７月４日、福山市内のホテルであった

案里容疑者側の演説会で出席者の対応などをしていた。 

 来賓の演説中に会場を離れてトイレにいた際、背後から突然ス

ーツの右ポケットに白い封筒を差し込まれ、振り返ると克行容疑

者がいた。他の人がトイレに入ってきたため、克行容疑者は何も

言わずに出て行ったという。封筒には１０万円が入っており、票

の取りまとめを依頼する趣旨だと受け止めたという。 

 公示前の６月上旬には、同市内の飲食店で克行容疑者を含む複

https://www.chugoku-np.co.jp/images/image_streamer.php?path=/pic/256/p1/654552_0_00.jpg
https://www.chugoku-np.co.jp/images/image_streamer.php?path=/pic/256/p1/654551_0_00.jpg
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数人で会食していた。その際、克行容疑者から個室に呼ばれ、２

人きりで選挙情勢などを話した後、「家内をよろしく頼む」と封

筒を渡されたという。当初は「選挙違反だ」と拒否したが、「ガ

ソリン代として」と言われて受け取った。封筒には３０万円が入

っていた。 

 元議員は、広島市安佐南区選挙区の県議だった案里容疑者が昨

年３月に参院選広島選挙区の自民党公認候補に決まった後、個人

的なつながりから陣営に参加。両容疑者とも地盤がない県東部で

活動していた。 

 ＜クリック＞昨年７月の参院選広島選挙区 自民党本部が２

議席独占を狙い、党広島県連の主流派が推す現職の溝手顕正氏に

加え、県議だった河井案里容疑者を擁立。国民民主党などが支援

した無所属現職の森本真治氏を含めた激戦となった。党本部は参

院選公示前、溝手氏陣営分の１０倍に当たる１億５千万円を案里

容疑者側に提供するなど全面的に支援。案里容疑者が当選し、６

選を目指した溝手氏が落選した。 

 

河井前法相の事務所など広島市内の夫妻関係先を家宅捜索 

中国新聞2020/6/19 

家宅捜索を終え、案里容疑者の後援会事務所を

後にする捜査員＝広島市中区東白島町（19日午前11時10分） 

 検察当局は１９日、公選法違反の疑いで逮捕した河井克行（５

７）、妻案里（４６）両容疑者の広島市内の関係先３カ所を家宅

捜索し、関係資料を押収した。 

 逮捕から一夜明け、同市安佐南区緑井の克行容疑者の後援会事

務所では報道陣が待ち構える中、午前９時すぎ、次々に捜査員が

入った。安佐南区の自宅と中区東白島町の案里容疑者の事務所も

捜索し、正午までに終えた。検察当局はこの３カ所について、案

里容疑者の陣営が車上運動員に法定を超える報酬を払ったとさ

れる別の同法違反事件でも１月に捜索している。 
 

前法相事件、自民党が説明と菅氏 首相の責任丸投げ 

2020/6/19 12:29 (JST)6/19 12:39 (JST)updated共同通信社 

記者会見する菅官房長官＝19日午前、首相官邸 

 菅義偉官房長官は19日の記者会見で、逮捕された河井克行前

法相と妻の案里参院議員＝いずれも自民党離党＝による公選法

違反（買収）事件の説明について、安倍晋三首相ではなく、自民

党が担うとの考えを示した。首相がいつ説明責任を果たすのかを

問われ「自民党が対応することになる。党公認の候補者であり、

選挙は党主導だからだ」と述べた。首相への追及を避けるため党

に説明責任を丸投げした形だ。 

 首相は18日の会見で「かつて法相に任命した者として責任を

痛感している」と述べていた。 

 

首相の説明責任丸投げ 河井事件巡り、菅氏「自民党が対応」 

中国新聞2020/6/19 

記者会見する菅官房長官 

 政府・自民党は１９日、前法相の河井克行容疑者（広島３区）

と妻の案里容疑者（参院広島）が逮捕された公選法違反事件を巡

り、「首相隠し」に躍起になった。女房役の菅義偉官房長官は記

者会見で、事件の説明は自民党が担うとの考えを示し、安倍晋三

首相が負うべき説明責任を丸投げ。首相は報道機関などの書面取

材に「ゼロ回答」と映る言葉を並べた。自民党も野党側が求める

予算委員会での集中審議を拒んだ。 

 菅氏は会見で、首相がいつ説明責任を果たすのか問われ「自民

党が対応することになる。（案里容疑者は昨夏の参院選で）党公

認の候補者であり、選挙は党主導だからだ」と述べた。 

 菅氏の発言は野党側に伝わり、参院法務委員会理事の有田芳生

氏（立憲民主党）が最高責任者は党総裁の首相だとして「逃げ口

上だ」と指摘するなど、批判の声が上がった。 

 立憲民主党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、首相への質疑が必要だとして衆院予算委の開催を求め

た。森山氏は「前例がない」として応じなかった。引き続き協議

する。 

 一方で安倍首相はこの日、１８日の記者会見で質問できなかっ

た記者らが書面で出した１２の問いに回答した。河井夫妻が説明

責任を果たさなかったことなどへの認識を尋ねた中国新聞の質

問に、首相は「両名が説明責任を果たしたか否かは、国民が判断

するべきもの」と回答。それ以外は「現職の国会議員が逮捕され

たことは誠に遺憾」などと、前日の会見と同じ言葉を連ねた。（下

久保聖司） 

 

河井克行前法相ら証拠隠滅か LINE通信記録を消去 

2020/6/19 11:59 (JST)6/19 13:11 (JST)updated共同通信社 

2019年7月に交わされたラインのメッ

セージ画面（河井案里参院議員の陣営関係者提供） 

 昨年 7 月の参院選広島選挙区を巡る買収事件で逮捕された前

法相の衆院議員河井克行容疑者（57）と妻の参院議員案里容疑者

（46）が、陣営関係者らとやりとりしたLINE（ライン）の記録の

一部を消去した疑いのあることが19日、関係者への取材で分か

った。東京地検特捜部は、買収に関する証拠隠滅を図った疑いが

あるとみて調べている。 

 案里議員が取り調べに対し「違法な行為をした覚えはない」と

否認していることも分かった。19 日に接見した弁護人が明らか

にした。 

https://www.chugoku-np.co.jp/images/image_streamer.php?path=/pic/256/p1/653980_0_00.jpg
https://www.chugoku-np.co.jp/images/image_streamer.php?path=/pic/256/p1/654181_0_00.jpg
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 事件は東京、広島の両地検が共同で捜査。関係者によると、特

捜部は消されたラインのデータを復元して捜査を進めている。 

広島市のホテルで開かれた政治資金パーティ

ーで、ステージに立つ河井克行容疑者（右）と、誕生日を迎えた

妻の案里容疑者＝2019年9月 

 

しんぶん赤旗2020年6月21日(日) 

市民と野党の力で宇都宮さん必ず 志位・枝野・福島・小沢氏が

激励 都知事選 各地で宣伝・対話 

（写真）選挙事務所に訪れ、宇都宮

知事候補（右から３人目）を激励する（左から）緑の党・漢人、

社民・福島、共産・志位、（右から）国民・小沢、立民・枝野の

各氏＝20日、東京都新宿区 

 コロナ危機の中、都民の命と暮らしをどう守るのかが問われる

東京都知事選が告示されて最初の週末となる２０日、日本弁護士

連合会元会長の宇都宮けんじ候補は各地でこん身の訴えを行い

ました。応援する市民や野党は宣伝や対話に取り組みました。 

 昼には、宇都宮選挙事務所に日本共産党の志位和夫委員長、立

憲民主党の枝野幸男代表、社民党の福島みずほ党首、国民民主党

の小沢一郎衆院議員が集まり、宇都宮氏を激励。宇都宮氏は「あ

と１５日の選挙戦を頑張りぬく」と力を込めました。漢人（かん

ど）明子緑の党都本部共同代表も駆けつけました。大田区在住の

伊東亜子さんは、ビラに証紙を貼る手を休めずに「いよいよ選挙

だと力が湧いてきた。誠実、正直、言ったことは実行する宇都宮

さんを絶対勝たせたい」と話しました。 

田村・菅氏も街頭に 

（写真）宇都宮さんの訴えに声

援を送る人たち＝20日、東京都武蔵野市 

 夕方、ＪＲ吉祥寺駅前では日本共産党の田村智子副委員長、社

民党の福島党首、立憲民主党の菅直人衆院議員が宇都宮氏と訴え。 

 田村氏は、都の自粛協力金が一部の事業者しか受け取れず申請

が煩雑だと批判。「人の苦しみと今の制度の限界が分かる宇都宮

さんを知事にして、暮らしを守ろう」と呼びかけました。 

 福島氏は「宇都宮都政で都立・公社病院を守ろう」、菅氏は「市

民運動的感覚と組織を動かす能力を十分に備えた宇都宮さん勝

利を」と訴えました。 

 宇都宮氏は「東京から貧困・格差をなくしたい。給食の完全無

償化を実現したい。子どもの貧困をなくしたい。非正規労働者が

正規労働者として働く社会を実現したい」「経済効率性よりも人

権を優先にする。自己責任社会よりも社会的連帯を重視する社会

こそ、都民が希望が持てる社会だ」と訴え。大きな拍手が起こり、

涙を流す人もいました。 

 

しんぶん赤旗2020年6月20日(土) 

都知事選 宇都宮候補を応援 各野党代表の訴え 

 東京都知事選（７月５日投票）が告示された１８日、宇都宮け

んじ候補の応援で、日本共産党の志位和夫委員長、立憲民主党の

枝野幸男代表、社民党の福島みずほ党首らが港区・新橋駅前に駆

けつけました。枝野、福島両氏の訴え（要旨）と小沢一郎・国民

民主党衆院議員によるメッセージを紹介します。 

草の根の力集めよう 立民・枝野幸男代表 

（写真）訴える立憲民主党の枝野幸男代表＝18日、

東京・新橋駅前 

 私個人としても立憲民主党としても、宇都宮けんじさんを国政

公認候補並みに、全力で応援することを約束させていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症は、これまでの社会の弱点を明確に

突きつけたと思います。とにかく目先の効率性を追求し一人ひと

りのことは自己責任だ。行政、公的なサービスは小さくていいと

いう新自由主義社会のもと、必要な検査も受けられず、守れたか

もしれない命が失われました。 

 この流れを変え、困った時に支えてくれる都政をつくるのが宇

都宮さんです。あなたとあなたの大切な人の命とくらしを守るた

め知事にするしかないのではないでしょうか。 

 草の根の力が今こそ必要です。みなさんの草の根の力が集まれ

ば検察庁法改悪を阻止できた。やればできると身近な所で実感し

ているじゃないですか。 

 互いの力を合わせ、パフォーマンス政治から地に足を付けた宇

都宮都政に転換するため、ともに全力で最後までたたかいましょ

う。 

貧困をなくし雇用へ 社民・福島みずほ党首 

（写真）訴える社民党の福島みずほ党首＝18日、

東京・新橋駅前 

 グレーゾーン金利を撤廃させる法律をつくったのは宇都宮さ

んです。自民党を説得し、超党派で法律を成立させました。この

法律でどれだけの人が多重債務から救済され、生き延びることが

できたでしょう。宇都宮さんはたくさんの人の命を本当に救って

きた人です。 

 リーマン・ショックで派遣切りされた人を支援する派遣村村長

は宇都宮さんです。反貧困のために地道な活動を続けてきたのが、
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宇都宮さんなのです。 

 コロナ禍の中での選挙です。派遣切りされた、子どもに食事を

食べさせられない、ＰＣＲ検査が受けられない、亡くなった後に

陽性とわかった―。これが今の東京の姿です。 

 宇都宮さんに都知事になってもらおう。貧困をなくし、雇用を

立て直し、福祉や社会保障、医療を頑張る。そんな都知事が必要

です。 

 日本のバーニー・サンダース。日本の希望、それは宇都宮さん

です。社民党は宇都宮けんじ都知事誕生に向けて全力で頑張りま

す。 

頑固なまでに反貧困 国民・小沢一郎衆院議員 メッセージ 

 東京都知事選挙初日の街頭演説会へのご参加ありがとうござ

います。野党各党の代表の参加のもと、私も末席に並び訴えるべ

きところ、よんどころない事情のため欠席しましたことお許しく

ださい。 

 宇都宮けんじさんは、派遣村村長さんの折りから注目してまい

りました。頑固なまでに反貧困を掲げ、弱者に寄り添い、弱者と

ともに心寄せる活動は、私が提唱してきた「国民の生活が第一」

に相通ずるものではないかと思っております。 

 宇都宮さんは都民の生活が第一の候補者です。国政野党が一丸

となって推している候補です。勝利のためにあらゆる努力をお約

束して、メッセージとします。 

 

立憲、党勢懸けてこ入れ 自民「対小池」なお微妙―東京都知事

選 

時事通信2020年06月21日07時08分 

 
 東京都知事選をめぐり、立憲民主党が幹部を連日投入する異例

の態勢で、無所属の宇都宮健児元日弁連会長のてこ入れを図って

いる。結果次第で党勢が一段と低迷しかねないためだ。一方、小

池百合子知事に推薦を拒まれた自民党は同氏との関係が微妙な

ままで、次期衆院選や来年の都議選に不安を残す。 

 告示後初の週末となった２０日。立憲の枝野幸男代表は、共産、

社民両党党首、国民民主党の小沢一郎衆院議員と宇都宮氏の選挙

事務所を訪れ、激励。この後、記者団に「命と暮らしを守るため

にどういうリーダーが必要か判断してもらう大事な選挙だ。全党

を挙げて応援したい」と語った。 

 枝野氏は１７日の党会合で「国政選挙並みに総力を挙げる」と

表明。実際、１８日の告示日に枝野氏、１９日は長妻昭代表代行

が応援に駆け付けた。２１日も長妻氏が街頭に立つ予定だ。 

 背景には枝野氏らの焦りがある。当初、野党統一候補の擁立を

リードして次期衆院選へ存在感を示そうとしたが、れいわ新選組

の山本太郎代表はこれを拒否し、同党公認で出馬。国民民主党は

自主投票となった。 

 「消費税率５％」を掲げ、立憲主導の野党共闘と一線を画す山

本氏は昨年の参院選でれいわを躍進させた実績がある。立憲内に

も「革新色」の強い宇都宮氏の支援に異論がくすぶり、中堅の一

人は「宇都宮氏が山本氏の後塵（こうじん）を拝せば野党第１党

のこけんに関わる。執行部の責任問題になる」と指摘した。 

 自民党は小池氏との距離をめぐり党本部と都連にそれぞれ温

度差を抱える。 

 前回知事選で自民党は独自候補を立て、小池氏に惨敗。都議会

で小池氏と対立する都連は今回も擁立を模索したが、対抗馬を見

つけられなかった。一方で知名度と影響力のある小池氏とは関係

を修復した方が得策とする向きも都連の一部にある。 

 二階俊博幹事長はかねて「選挙は勝たなければ意味がない」と

周囲に漏らし、「アンチ小池」の空気が党本部にも漂う中で一貫

して対決を否定。小池氏に推薦を出す方向で調整を進めた。 

 ところが、小池氏は再選出馬に当たり「都民の推挙を得る」と

して自民党と距離を置く考えを表明。袖にされた形の同党は結局、

「自主投票」の方針を決めることになった。「実質的応援」（山口

那津男代表）の姿勢を明確にした公明党と微妙な違いも生まれた。 

 「最悪だ。選挙後の小池氏にフリーハンドを与えるだけの結果

になっている」。都選出のある国会議員は、こうほぞをかんだ。  

 

小沢氏、都知事選で宇都宮氏支援 山本氏推さず共闘優先 

朝日新聞デジタル山下龍一2020年6月19日 21時09分  

小沢一郎衆院議員 

 東京都知事選で、国民民主党の小沢一郎衆院議員が立憲民主党

などが支援する無所属の宇都宮健児氏を応援することを表明し

た。小沢氏に師事するれいわ新選組の山本太郎代表も立候補する

が、政党合流や次期衆院選を見据え、野党共闘を重視する姿勢を

見せた。 

 小沢氏は告示日の18日にあった宇都宮氏の街頭演説にメッセ

ージを寄せ、「反貧困を掲げ、弱者に寄り添う活動は私が提唱し

てきた『国民の生活が第一』に通じる」などと評価。「勝利のた

めにあらゆる努力を約束する」と表明した。 

 都知事選について、小沢氏は昨秋から野党統一候補の必要性を

主張。2014 年から 4 年余り、政党をともにし小沢氏の教えを仰

いだ山本氏を「勝てる候補」として一時推していた。 

 ただ、山本氏がれいわ公認を主張。統一候補としての擁立は頓

挫し、立憲などは宇都宮氏支援を決めた。野党内には「宇都宮氏

が山本氏に競り負ければ立憲の求心力が落ちる」との見方も。国

民は自主投票を決めており、宇都宮氏の支援表明には、立憲を側

面支援することで、野党共闘を前に進めたいとの小沢氏の思惑が

ありそうだ。（山下龍一） 

 

揺らぐ野党盟主の座 立民・枝野氏、都知事選で統一候補失敗に

焦り 

産経新聞2020.6.20 21:59 

 立憲民主党の枝野幸男代表が、野党第一党の盟主として存在感

を発揮できずに苦しんでいる。２０日には東京都内で都知事選

https://www.jiji.com/jc/giin?d=d862b7b6d4a0ba024379d7e8d12f959c&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=675ec40889e8436ee4896c7b293893fe&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2fd096f11f756f3011d2acc2bec8a259&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=9b93822c0f6c0e0b1479be94227642dd&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=bee01aa49de0a9ddfd6ea2a541dc052a&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=bee01aa49de0a9ddfd6ea2a541dc052a&c=san
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200619003486.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200619003486.html
http://www.asahi.com/senkyo/tochijisen/
http://www.asahi.com/topics/word/国民民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/小沢一郎.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/宇都宮健児.html
http://www.asahi.com/topics/word/れいわ新選組.html
http://www.asahi.com/topics/word/山本太郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/国民の生活が第一.html
http://www.asahi.com/special/matome/reiwa/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062000341&g=pol&p=20200620ax02S&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200619003486.html
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（７月５日投開票）への支援を訴えたが、告示前には野党統一候

補の擁立に失敗し、負った傷が癒えていない。選挙の結果次第で

は次期衆院選に向けた野党再編で主導権を失いかねず、焦りは募

るばかりだ。（千田恒弥） 

 「命と暮らしを守るためにどういうリーダーが必要なのか判断

してもらう大事な選挙だ。全党を挙げて応援したい」 

 枝野氏は２０日、東京都板橋区の商店街を視察後、記者団にこ

う語り、立民と共産党、社民党が支援する無所属の元日弁連会長、

宇都宮健児氏の勝利に力を注ぐ考えを示した。この日は、共産の

志位和夫委員長や国民民主党の小沢一郎衆院議員らと宇都宮氏

の事務所も訪れた。 

 枝野氏は当初、都知事選を次の衆院選を見据えた野党共闘の試

金石と位置づけていたが、目算は狂った。れいわ新選組の山本太

郎代表を野党統一候補として擁立することを模索したが、消費税

減税など条件が折り合わず、山本氏がれいわの公認候補として独

自に出馬。立民は宇都宮氏の支援を決断した。 

 都知事選では、日本維新の会が推薦する無所属の元熊本県副知

事、小野泰輔氏やＮＨＫから国民を守る党の立花孝志党首も出馬

して野党支持層の票が分散しており、現職で再選を目指す無所属、

小池百合子知事のリードを許している。 

 枝野氏は、宇都宮氏の支援態勢を国政選挙並みに引き上げて対

応している。ただ、立民に対する山本氏の挑発的な対応を耳にす

ると、枝野氏は周囲に「どうせ、熱狂的な支持者だけだろう。勝

手にすればいい」と過剰に反応する。 

 枝野氏が敏感になっているのは、選挙結果が今後の野党再編の

主導権争いに影響するからだ。仮に宇都宮氏が山本氏に競り負け

た場合、立民主導の野党共闘の限界が露呈し、中心軸がれいわに

移る可能性もある。 

 一方、立民が合流を目指した国民民主党は自主投票とし、高み

の見物を決め込んでいる。国民の馬淵澄夫元国土交通相は水面下

で山本氏への支援を呼び掛けており、玉木雄一郎代表も山本氏に

理解を示す。 

 国民のベテラン議員は枝野氏の焦りを尻目に、こうほくそ笑ん

だ。 

 「宇都宮氏が沈んだら枝野氏は立ち往生する。野党再編にとっ

てはプラスだ」 

 

しんぶん赤旗2020年6月20日(土) 

都知事選 小池候補 カジノ推進が本音 「検討中」の不誠実 

宇都宮候補 誘致計画中止を公約 

 東京都知事選（７月５日投票）の焦点の一つにＩＲ（カジノを

中核とする統合型リゾート）の東京誘致問題が浮上しています。

現職の小池百合子候補はＩＲ誘致について「メリット、デメリッ

トを検討中」と述べるだけで、カジノ推進の本音を隠す不誠実な

態度をとっています。 

 小池氏は国会議員だった時期、カジノ解禁をリードしたカジノ

議連（国際観光産業振興議員連盟）メンバーだった、まごうこと

なきカジノ推進派です。 

 都知事当選後の２０１６年９月２日には「エンターテインメン

トをそっくり考えるという意味でのＩＲについては積極的」、同

１２月２日には「どうすれば一番良い形でできるかを検討したい」

と、カジノ誘致に前のめりの姿勢は明白でした。 

 小池氏はカジノ実施法成立直前の１８年７月の記者会見で、

「メリットの部分とデメリットの部分を検討する必要があると

いうのが都のスタンス」とのべました。以後、カジノによる「経

済成長」とギャンブル依存症などの弊害をてんびんにかける「メ

リット・デメリット」論をのべるだけで、自身のカジノへの賛否

を明らかにしない態度をとっています。 

 しかし、都が行っているＩＲ・カジノについての調査、検討は、

そんな中立的なものではありません。 

 当初から臨海副都心の青海地区北側を想定しカジノを含むＩ

Ｒ導入を具体的詳細に検討しており、小池知事もこれを了承して

いたことが、日本共産党東京都議団が１９年９月に公表した調査

で明らかになっています。 

 同じ首都圏のカジノ誘致候補地である横浜市では、１７年の市

長選でカジノは「白紙」とのべて当選した林文子市長が、１９年

８月に一転して誘致を正式表明し、「市民だまし」という強い批

判にさらされています。 

 横浜市の誘致表明の受け止めを問われた同８月２３日の記者

会見でも、小池氏は「メリット・デメリット」論を繰り返してけ

むに巻く態度をとりました。 

 小池氏は日本記者クラブ主催の都知事選記者会見でも同じ発

言をしました。新型コロナウイルス感染症拡大で世界のカジノが

崩壊状態になり、ＩＲの事業可能性が失われているのに、相変わ

らずカジノ誘致にしがみつく姿勢は異常です。 

 広範な市民と野党が支援する宇都宮けんじ候補は公約で「カジ

ノ誘致計画は中止する」と明言。「人の不幸を生み出すカジノで

経済成長など考えるべきではない」と訴えています。（竹腰将弘） 

小池百合子候補カジノ推進の本音隠す「検討中」 

 2016 年９月２日 「エンターテインメントをそっくり考える

という意味でのＩＲについては積極的」 

    12 月２日 「どうすれば一番良い形でできるかを検討

したい」「観光振興という点ではプラスと思う。一方、社会的な

懸念が議論されている。そこを総合的にみていく」 

 2018年７月20日 「メリットの部分とデメリットの部分を検

討する必要があるというのが都のスタンス」 

 2019年８月 23 日 「（横浜市の誘致表明を受け）ＩＲのメリ

ット、デメリットの検討を続けるスタンスは変わらない」 

 2020年６月 17 日 「（日本記者クラブの共同記者会見で賛否

を明確にするよう求められて）メリット、デメリットを検討して

いる」 

 

新型コロナの都知事選、結局“どぶ板” 「高齢者に」「直接話

を」…街頭大半 

毎日新聞2020年6月21日 21時13分(最終更新 6月21日 21

時14分) 

東京都知事選の街頭演説会に集まった

多くの人たち＝東京都中野区の中野駅前で 2020年 6 月 21日午
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後1時13分、丸山博撮影 

 東京都知事選（7月 5日投開票）は 21日、告示後初の日曜を

迎え、主要5候補が各地で支持を訴えた。新型コロナウイルスの

影響で、告示前はオンラインを活用した選挙がメインになるとみ

られたが、街頭で有権者の前に立つ候補者が大半。互いの肌感覚

を大切にしたい陣営が多いようだ。  

 「れいわ新選組」代表の山本太郎氏（45）はこの日午前、JR立

川駅前で全都民への10万円支給など新型コロナ対策を訴え、「あ

なたの力で世の中は動く」と数百人の聴衆を沸かせた。「密」が

できないよう、告示日の18日は街頭演説の事前告知を避けたが、

都道府県間の移動自粛が全面解除された19日からネットなどで

一部公表。俳優の経験もあり演説による動員力は定評がある。「告

知できないのは痛手だった」（陣営）という。山本氏も「『空中戦』

では票になかなか結びつかない。結局は『どぶ板』的な選挙が基

本」と話した。  

 自民、公明の実質支援を受ける現職の小池百合子氏（67）は感

染拡大防止を重視した「オンライン選挙」を宣言しており、街頭

には立たなかった。告示日にツイッターで「＃小池ゆりこに物申

す」とハッシュタグを添えて募った質問は、「前回選の公約『七

つのゼロ』はどうなったのか」が一番多かったといい、自身が答

える映像を20日から動画投稿サイトで配信。「満員電車ゼロ」に

ついては「ハード・ソフトの両面から取り組みを進めています」。  

 元日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏（73）は21日午後、

支援を受ける立憲民主、共産、社民の野党幹部らとJR中野駅前

で演説。新型コロナに伴う自粛への補償徹底などとともに「自己

責任よりも社会的連帯を重視する都政を」と訴え、聴衆の拍手を

浴びた。演説や市民との対談をオンラインで配信しているが、高

齢者らネットへのアクセスが難しい人もいる。このため、事前告

知はせず、密集を回避しながら街頭に毎日立っている。  

 日本維新の会推薦で元熊本県副知事、小野泰輔氏（46）は日中

は街頭活動に徹し、知名度アップを図っている。21 日に回った

のは、子ども時代を過ごした多摩地区。昼には、フェースシール

ドを着けて現れた立川駅前で「多摩地区への思いはどの候補より

強い」と声を張り上げた。聴衆の間にも入り、感染防止に配慮し

握手の代わりに肘でタッチを交わした。「ネットだけではなく、

直接（話を）聞いていただくコミュニケーションを大切にしたい」  

 NHKから国民を守る党党首の立花孝志氏（52）は同日午後から

JR八王子駅前で演説。「息苦しい東京にならないよう、少数派の

声を守りたい」と拳を振り上げた。新型コロナの感染拡大に伴う

「行き過ぎた自粛」が社会経済活動に影響を及ぼしたとしており、

「僕が『密』を恐れて街頭に立たなければ、自由を認める公約と

矛盾する」と説明した。演説後は「NHKをぶっ壊す」の掛け声に

合わせて集まった人々との記念撮影やサインに応じた。【稲垣衆

史、南茂芽育、内田幸一、林田奈々】  

 

須藤元気氏、山本太郎氏の応援演説「ロスジェネが共通項」 立

憲は除籍処分も 

毎日新聞2020年6月21日 00時29分(最終更新 6月21日 00

時52分) 

 立憲民主党の須藤元気氏（42）＝参院比例代表＝は20日、東

京・JR秋葉原駅前で、任期満了に伴う東京都知事選（7月5日投

開票）に立候補した「れいわ新選組」の山本太郎代表（45）の応

援演説を行い、「僕らはロストジェネレーション（失われた世代）

というキーワードでつながっている。東京が変われば国が変わる。

だから山本さんを支援する」などと訴えた。立憲は元日本弁護士

連合会会長の宇都宮健児氏（73）を支援しており、須藤氏を除籍

などの厳しい処分にする方針だ。  

須藤元気氏＝橋口正撮影 

 山本氏が午後7時から約50分間演説した後、「ゲスト」と紹介

された須藤氏が約10分間演台に立った。元格闘家の須藤氏は「元

気ですか。元気があればなんでもできる」と元プロレスラーのア

ントニオ猪木・元参院議員の定番フレーズを使って登場。山本氏

とは「ロスジェネ世代」で、「失敗した経済政策の被害者」との

共通項があると強調したうえで、「山本さんの積極財政、本当に

素晴らしい。東京が変わったら国が変わる」と主張した。  

 山本氏は演台から「いろんなしがらみを切ってでも応援してく

れた。本当に人々の心を思う心ある政治家だ」と須藤氏を持ち上

げた。  

 須藤氏は昨年 7 月の参院選比例代表で、立憲公認として初当

選を果たしている。だが、今月15日にツイッターで「立憲は宇

都宮さん支持ですが、個人的に山本さんを応援しています」と表

明。党からツイートの取り下げを求められたことを受け、17 日

に離党届を提出した。党は受理していない。  

 立憲幹部は20日、須藤氏が山本氏の応援に入ったことについ

て「党の方針に反しており、除籍などの処分の手続きに入るしか

ない」と話した。須藤氏も覚悟を決めた山本氏支援だったとみら

れるが、20 日の演説後は「議員辞職すべきだとの声もあるが」

と問う毎日新聞の取材に無言で演説会場を立ち去った。  

 都知事選には、現職の小池百合子氏（67）、元熊本県副知事の

小野泰輔氏（46）、NHKから国民を守る党党首の立花孝志氏（52）

らも立候補している。【宮原健太】  

 

PCR 検査強化、保健所増員…10 年前に提言されていたのに…新

型コロナに生かされず  

東京新聞2020年6月21日 07時50分  

 厚生労働省が新型インフルエンザ流行後の２０１０年にまと

めた感染症対策に関する報告書の提言が、事実上放置されてきた。

保健所の組織強化や人員増、ＰＣＲ検査の体制強化が課題として

明記されているが、新型コロナウイルスの感染拡大まで十分に実

行されてこなかった。加藤勝信厚労相も国会で、報告書で求めら

れた対応の遅れを認めている。 （村上一樹）  

 報告書は、政府の新型インフル対応を検証した厚労省の総括会

議がまとめた。  

 国立感染症研究所や検疫所、保健所など感染症対策部門の組織

や人員の「大幅な強化」の必要性を訴えた。感染研については、

米疾病対策センター（ＣＤＣ）など各国の感染症担当機関を参考

にした組織強化を提言した。ＰＣＲ検査体制強化も明記した。政
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府対応の記録に関しては、意思決定過程を可能な限り公開する重

要性を指摘した。  

 こうした提言は新型コロナ対策には生かされなかった。  

 感染研は新規採用が抑制され、一九年度の研究者数は三百七人

で一〇年度より十八人減った。安倍晋三首相は当初のＰＣＲ検査

数の少なさを認め、その原因について「目詰まりがある」と語っ

た。政府の専門家会議は各メンバーの詳しい発言内容を記録する

議事録を作成していない。  

 加藤氏は十五日の参院決算委員会で、提言について「時間的な

問題があり、まだ適用できていないものもある。今後に向けての

対応として、しっかり活用したい」と対応遅れを認めた。一二年

末から一四年九月まで厚労相を務めた田村憲久衆院議員も本紙

に「（在任時は）最優先課題に挙がっていなかった」と語った。  

 新型コロナに関する政府諮問委員会の尾身茂会長は五月二十

日の参院予算委で提言を巡り「国民から選ばれた政治家が今まで

以上にしっかりやっていただくことが必要だ」と求めた。 

◆元厚労相”放置”を反省 「最優先課題にしなかった」 

 自民党の新型コロナウイルス関連肺炎対策本部長の田村憲久

元厚生労働相＝写真＝は本紙のインタビューに対し、二〇一〇年

に厚労省がまとめた感染症対策に関する報告書の提言が十分に

生かされなかったことを認めた。 （聞き手・村上一樹、坂田奈

央）  

 －〇九年の新型インフルエンザ流行の反省を踏まえた厚労省

の報告書には、ＰＣＲ検査の強化などが明記されている。  

 「（一二～一四年の在任中に）何とかしなくてはという最優先

課題に挙がっていなかったのは反省点だ。韓国や台湾における重

症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）や中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）

の流行経験は日本にはなかった。対岸の火事とせず、わがふりを

直さなくてはいけなかった」  

 －新型コロナでの政府、厚労省の対応で問題点は。  

 「初動が遅れたことは事実だ。クルーズ船対応で厚労省がかか

りきりになってしまった。そこに全精力をつぎ込んだため、ＰＣ

Ｒ検査の件数も伸びなかった」  

 －その後もＰＣＲ検査数が増えなかった。  

 「検査能力だけでなく、検体採取や運搬のマンパワー、防護具、

検査後の療養場所の確保などがそろわないと検査ができない。ど

こかが目詰まりしていたら増えない」  

 －新型コロナへの対応などで、安倍政権の支持率が低下してい

る。  

 「歴代最長政権であり、どんな内閣より批判を浴びるのは当然

だ。その前提で自らを律し、情報を開示していかなければならな

い」  

 

「大阪都構想」制度案を決定 25年大阪市廃止、4特別区新設 

2020/6/19 13:51 (JST)6/19 14:03 (JST)updated共同通信社 

大阪市と大阪府の法定協議会＝19日午後、

大阪市役所 

 「大阪都構想」の制度案（協定書）を作る大阪市と大阪府の法

定協議会が19日、市役所で開かれ、2025年元日に政令指定都市

である大阪市を廃止し、4特別区を新設する制度案を可決、正式

に決定した。大阪維新の会と公明党、自民党の一部が賛成した。

大阪維新は新型コロナウイルス感染の再拡大を警戒しつつ、11

月1日の住民投票実施に照準を合わせる。 

 採決に先立ち、大阪維新と公明は賛成、共産党は反対の立場で

それぞれ意見表明。自民党は一貫して反対する市議団に対し、府

議団は「権限や財源が市から府に移る制度だ」との理由から今月

16日に賛成方針を決めた。 

 

大阪都構想の最終案、了承 １１月にも住民投票―吉村知事「こ

れから審判」 

時事通信2020年06月19日18時08分 

「大阪都構想」の最終案が法定協議会で

賛成多数で了承され、話し合う吉村洋文大阪府知事（右）と松井

一郎大阪市長＝１９日午後、大阪市役所 

 大阪市を廃止し、東京都のように特別区に再編する「大阪都構

想」の制度案を議論する法定協議会（法定協）が１９日、市役所

で開かれた。市を四つの特別区に再編し、２０２５年１月１日に

移行するなどとした制度の最終案が、地域政党「大阪維新の会」

と公明党、自民党の一部による賛成多数で了承された。 

 法定協は今後、最終案を総務省に報告。同省の意見を踏まえて

協定書を正式決定し、府市両議会に諮る。新型コロナウイルスな

どの影響がなく、９月ごろに両議会で承認されれば、１１月１日

にも２回目の住民投票が行われる。 

「大阪都構想」の制度案を議論する法定協議

会。賛成多数で了承された＝１９日午後、大阪市役所 

 法定協後、吉村洋文知事は記者団に「（最終案了承は）まだ通

過点で、決めるのは市民だ。これから最後の審判に向けたスター

トを切る」と語った。松井一郎市長は「（都構想への）市民理解

は深まっている。ここまで来られたのは政治家冥利（みょうり）

に尽きるし（住民投票の）結果を厳粛に受け止める」と述べた。  

 

大阪都構想の制度案決定 大阪市を 4特別区に再編 11月1日

に住民投票目指す 

毎日新聞2020年6月19日 18時37分(最終更新 6月19日 19

時45分) 

 大阪市を廃止し、四つの特別区に再編する「大阪都構想」の制

度設計を議論する大阪府・市の法定協議会は19日、制度案（協

定書案）を採決し、大阪維新の会や公明党などの賛成多数で決定

した。2015年以来2度目の住民投票が事実上決まり、維新は11

月 1 日の実施を目指す。新型コロナウイルスの感染状況を踏ま

え、維新代表の松井一郎市長らは府・市両議会で議決を予定する

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020061900722&g=pol&p=20200619at37S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020061900722&g=pol&p=20200619at36S&rel=pv
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今夏に実施の可否を最終判断する方針だ。  

 

 制度案は総務相の承認を経た上で、知事と市長は両議会に提案

する。両議会で多数を占める維新に加え、公明も賛成に転じたた

め可決は確実な情勢。大阪市民対象の住民投票で有効投票の過半

数が賛成すれば、25年元日に再編される。  

 法定協は大阪市役所で開かれ、会長（維新府議）を除く委員19

人で起立採決された。松井市長と吉村洋文知事を含む維新（10人）

と公明（4人）に加え、19年末に制度案の大枠を問う採決で反対

した自民党府議団（2人）も賛成に回った。自民市議団（2人）

と共産党（1人）は反対した。  

 都構想は府と市による二重行政の解消が目的とされ、大阪市

（24 区）を解体し、東京都のような公選の区長と区議を置く特

別区に再編する大都市制度改革だ。15 年 5 月に実施された住民

投票では、五つの特別区に再編する案が 1 万票の僅差で否決さ

れた。  

 今回の制度案などによると、大阪市を①淀川②北③中央④天王

寺――の4特別区に再編し、人口は約60万～約75万人になる。

各区の新庁舎は建設せず、既存の庁舎を活用する。成長戦略やイ

ンフラ整備などの広域的な権限と財源は府に一元化し、特別区は

福祉や教育など住民に身近なサービスを担う。区議会は、市議会

の現行定数83を18～23に割り振って置かれる。  

 大都市地域特別区設置法は住民投票について、制度案を議会で

可決し、府市に通知された後、60 日以内の実施を定めている。

松井市長らは8月下旬～9月上旬の議決を目指すが、新型コロナ

の感染が再拡大した場合、議決前に延期を決断する可能性もある。  

 松井市長は法定協後、「コロナの状況を加味しなければならな

いが、大都市としての役割分担が明確になった制度を住民に選ん

でいただきたい」と述べ、住民投票の早期実施に意欲を示した。  

 一方、自民の川嶋広稔市議は「コロナによる財政への影響が見

通せず、市民生活や企業活動に大きな変化をもたらす都構想の議

論は進めるべきではない」と延期を求めた。【津久井達、芝村侑

美】  

 

都構想制度案どう周知？コロナで各党広報戦略練り直し 浮か

ぶ連携不足 

毎日新聞2020年6月19日 20時53分(最終更新 6月19日 20

時54分) 

 大阪都構想の設計図にあたる制度案が19日に決定し、11月1

日にも 2 度目の住民投票が実施される見通しになった。今後は

投票権を持つ大阪市民への制度の周知が課題になるが、各党は新

型コロナウイルスの影響で広報戦略の見直しを迫られている。ま

た賛成、反対両派それぞれの連携不足も浮かぶ。  

 

 都構想実現に再挑戦する維新は5月17日、街頭演説をするは

ずだった。僅差で否決された前回の住民投票から丸5年の日で、

場所も維新の「聖地」と呼ばれる南海難波駅前（大阪市中央区）

を予定したが、感染拡大の影響で中止された。  

 維新幹部は「少人数の座談会などで理解を深めることが大事だ」

と言う。ただ、大阪府は7月末まで屋内イベントの参加者も定員

の半分に限定し、「3 密」の回避などを求めており、会員制交流

サイト（SNS）の活用も計画する。  

 前回の反対から方針転換した公明党は20日、対策本部を立ち

上げる。肥後洋一朗府議は19日の法定協議会後、「感染状況をみ

ながら丁寧に、誠実に説明していきたい」と述べたが、具体的な

活動内容は白紙の状態。賛成方針に反発する支援者もいるとされ、

ある市議は「維新と一緒に活動するのは難しい」と漏らした。  

 制度案の採決で賛否の対応が割れた自民党。市議団は反対の立

場から意見を述べたが、広域行政の一元化など都構想の理念に理

解を示して賛成に回った府議団は理由を表明せず、党内の混乱ぶ

りを露呈している。  

 市議団は12日から市内で街宣車を走らせ、新型コロナ対策の

優先と住民投票延期を訴える運動を始めたが、府議団は参加して

いない。府連の多賀谷俊史幹事長（市議）は「賛成、反対を超え、

コロナ対策が重要だと訴えていく」と話すが、融和の兆しは見え

ない。  

 一方、一貫して反対する共産党。反対派の連携を目指すが、自

民は早々に共闘を否定しており、課題は多い。幹部は「コロナの

影響で集会の予定もばたばた潰れた。今は会場を押さえにくく、

フル回転が難しい」と頭を抱えた。【田畠広景、上野宏人】 

 

しんぶん赤旗2020年6月20日(土) 

「大阪都」構想協定書を可決 共産党が反対 維新、公明など賛

成 市民の願いはコロナ対策 

 大阪市を廃止・分割する「大阪都」構想をめぐり、大阪市長・

府知事、市議・府議で構成する大都市制度（特別区設置）協議会

の第３５回協議会が１９日、大阪市役所で開かれ、大阪市を廃止

して四つの「特別区」に再編する「大阪都」構想の「特別区」設

置協定書案が大阪維新の会、公明党と自民党府議の賛成多数で可

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/646573200106325089
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/646573200106325089
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決されました。日本共産党と自民党大阪市議は反対しました。 

 維新は、府・大阪市議会の議決を経て、１１月１日に再度、「大

阪都」構想の是非を問う住民投票を実施する構えです。 

 日本共産党の山中智子市議は、市民にとって大阪市廃止・分割

は「百害あって一利なし」だとして、協定書案に反対を表明。意

見募集でも、コロナ禍のなか、大阪市廃止の議論、住民投票は「今

は、やめてほしい」という意見が圧倒的だと強調。全国でも突出

している財政調整基金（＝貯金）も活用して、新型コロナ対策を

することが市民の願いだと述べ、「いまやるべきは、なんでもか

んでも制度に結び付けて大阪市廃止に血道をあげることではな

く、政令市・大阪市の力を発揮して、公衆衛生機能と医療体制の

強化、市民の営業とくらしの支援に全力を尽くすべきだ」と強調

しました。 

 「大阪都」構想は、２０１５年の大阪市民による住民投票で否

決されています。 

 

「大阪都構想」協定書案が賛成多数で可決 2度目の住民投票へ 

NHK6月19日 18時50分  

 

いわゆる「大阪都構想」の設計図を検討する法定協議会が開かれ、

今の大阪市を廃止し4つの特別区に再編するとした協定書案が、

賛成多数で可決されました。大阪市の松井市長は、ことし11月

1 日に 2度目の住民投票を実施したいという考えを示しました。 

 
大阪府知事や大阪市長、それに府議会と市議会の主要会派の代表

者で構成する法定協議会では、政令指定都市の大阪市を廃止して、

4つの特別区に再編するとしたいわゆる「大阪都構想」の協定書

案を審議してきました。 

19 日の協議会で、協定書案の採決が行われ、二重行政の解消な

どを掲げる大阪維新の会のほか、公明党や自民党大阪府議団の賛

成多数で可決・決定されました。 

一方、共産党と自民党大阪市議団は、「今、必要なのは新型コロ

ナウイルスへの対応であって、大阪市の廃止ではない」などとし

て反対しました。 

協定書案は、総務省の審査を経て、大阪府議会と大阪市議会に諮

られます。 

両議会で承認されれば、5年前の平成 27 年に続いて、大阪市の

有権者を対象とした 2 度目の住民投票が行われますが、両議会

とも賛成派の大阪維新の会と公明党が過半数の議席を占めてい

ることから、住民投票の実施が事実上、決まりました。 

大阪維新の会の代表を務める大阪市の松井市長は、記者団に対し

「今の時点で11月1日に住民投票を実施したいという思いで、

国との協議や議会での議決を目指す。新型コロナウイルスの状況

は加味しないといけないが、今の状況であれば、11 月がベター

な日程だと思っている」と述べました。 

協定書案の中身は 

いわゆる「大阪都構想」は、東京23区をモデルに政令指定都市

の大阪市を廃止して 4 つの特別区に再編し、この特別区が子育

てや福祉など住民に身近な行政を担う一方、成長戦略や消防など

の広域行政を大阪府に一元化する構想です。 

協定書案では、今の大阪市を廃止して、新たに「淀川区」「北区」

「中央区」「天王寺区」の4つの特別区を設置するとしていて、

特別区への移行日は「大阪・関西万博」が開催される令和7年の

1月1日としています。 

4つの特別区には、淀川区に新大阪、北区には梅田、中央区はミ

ナミ、天王寺区には阿倍野とそれぞれ拠点となる商業地などが組

み込まれています。 

また、住民の利便性を維持するため、大阪市役所をはじめ現在の

24 区の庁舎を、特別区の本庁舎や行政窓口などとして活用する

ことにしています。 

財政面では、安定した住民サービスを提供できるよう、最初の10

年間は、大阪府から毎年、特別区に一定額を支出するとしていま

す。 

また、4つの特別区のすべてに児童相談所を設置するほか、大阪

府に、特別区との調整業務を担う「特別区連携局」や、消防を統

括する「消防庁」などの新しい組織を新設するとしています。 

さらに、各特別区の区議会議員の定数は、「淀川区」が18人、「北

区」と「中央区」が23人、「天王寺区」が19人となっています。 

一方、特別区への移行にかかる当初のコストは、システム改修費

に182億円、庁舎の整備費に46億円、まちの案内表示などを変

更する費用などに13億円の合わせて241億円を見込んでいます。 

これに対し、反対派からは、大阪市の廃止で福祉や教育など住民

サービスが低下するおそれがあるという指摘や、特別区の設置に

伴い新たなコストが発生するほか、特別区が財政的に成り立つの

か疑問だといった意見が出ています。 

自民 府議団幹事長「府域全体の最適化期待し賛成」 

自民党大阪府議団の杉本幹事長は、記者団に対し「府議団の中で

は、広域行政の一元化や大阪市の権限や財源、人材が大阪府に移

ることで、府域全体の最適化が期待できるなどの賛成意見が多数

を占めたことから、協定書案に賛成の立場を取った。ただ、すべ

ての府議会議員が賛成ということではない」と述べました。 

自民 市議団副幹事長「市民にとって大変なことに」 

自民党大阪市議団の川嶋副幹事長は、記者団に対し「こういう状

況で住民投票に進み大阪市が廃止分割されることになったら、市

民にとって本当に大変なことだ。これからの経済情勢や国、地方

の財政状況も考えたときに、『都構想ですか』というと違う。論

点を整理して、市民に分かりやすく伝える努力をしたい」と述べ

ました。 

立民 府連副代表「住民投票やるべきではない」 

立憲民主党は、協定書案の決定を受けて記者会見を開き、大阪府

連の尾辻副代表は、「住民が集まって議論することもままならな

い今の状況で、大阪市をなくすかどうかを決めるのはあんまりだ。

新型コロナウイルス対策で足りないことをやるべきで、暮らしを

支える自治体を作らなければならないなか、住民投票をやるべき
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ではない」と述べました。 

国民 府連委員長「安全安心こそ急務」 

国民民主党大阪府連の「都構想対策委員会」の中村委員長は、「新

型コロナウイルスの感染拡大の第2波、第3波が懸念され、社会

経済活動が未曽有の危機的状況にあるなか、今は都構想に多大な

費用と人員を割くべきときではない。健康・暮らしの安全、安心

対策、経済の安定化に取り組むことこそが急務だ」とするコメン

トを発表しました。 

公明 府議団幹事長「丁寧誠実に説明」 

公明党大阪府議団の肥後幹事長は、記者団に対し「この1年間、

真摯（しんし）に議論を重ねてきた。公明党が要望した4つの改

善点も盛り込まれてよりよい協定書案になり、賛成多数で可決さ

れたことはよかった。今後は、市民にどこまでも丁寧に誠実に説

明していきたい」と述べました。 

共産 市議団団長「デメリット訴える」 

共産党大阪市議団の山中団長は、記者団に対し「こんな理不尽な

ことが議会でまかり通ったとしても、市民に通用するはずはない。

住民投票が行われたときは必ず勝利できるように、大阪市廃止が

市民にとってデメリットしかないということを強調していきた

い」と述べました。 

 

公明が住民投票対策本部を設置 大阪都構想、自民も対応協議 

2020/6/20 18:55 (JST)6/20 19:07 (JST)updated共同通信社 

 公明党大阪府本部は20日、大阪都構想の制度案が同党も賛成

して決定されたことを受け、11 月に見込まれる住民投票に向け

た対策本部を設置した。新型コロナウイルス対策として、当面は

会員制交流サイト（SNS）などで制度案に関する情報を発信する。

党内で賛否が分かれた自民党府連も同日会合を開き、今後の対応

を協議した。 

 制度案は府と大阪市の法定協議会で19日に採決があり、賛成

多数で決定された。公明の総合本部長に就任した佐藤茂樹衆院議

員は「住民投票でも賛成が過半数となるよう取り組む」と明言し

た。 

 公明は昨年春まで都構想に反対していたため、党内に今も批判

的な意見がくすぶる。 

 

国連の中満氏、長崎原爆式典へ 軍縮担当「核廃絶の覚悟発信を」 

2020/6/19 18:54 (JST)6/19 19:05 (JST)updated共同通信社 

オンラインで報道陣の取材に答える国連軍

縮担当上級代表の中満泉事務次長＝19日 

 国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長は 19日、8月 9日の

「長崎原爆の日」にある平和祈念式典に出席する意向を示し「被

爆75年ということで、国連としての核兵器廃絶の覚悟を再確認

するようなメッセージを発信したい」と述べた。オンラインでの

報道陣の代表取材に語った。 

 これに先立ち、長崎大の核兵器廃絶研究センターの吉田文彦セ

ンター長とオンラインで対談。中満氏は新型コロナウイルス禍で

延期された核拡散防止条約（NPT）再検討会議に関し、来年1月

開催に向けて調整していることを明らかにした。 

 中満氏は対談で再検討会議に向け「ハイレベルで言葉として確

認してほしい」と話した。 

 

延期のNPT再検討会議「来年1月開催で調整」国連事務次長  

NHK2020年6月19日 12時40分 

 

国連の軍縮部門トップを務める中満泉事務次長は、長崎大学など

が企画した対談にオンラインで参加し、延期されていたＮＰＴ＝

核拡散防止条約の再検討会議について、来年 1 月初旬からの開

催に向けて調整を進めていることを明らかにしました。 

 
国連の中満泉事務次長は19日朝、長崎大学や長崎県、それに長

崎市で作る団体が企画した対談に、オンラインで参加しました。 

この中で中満次長は「目に見えないウイルスの影響で世界的な危

機が起き、核や軍事力に頼った安全保障のもろさと、国際協力の

重要性を再認識する機会になった。外交と対話による人間中心の

安全保障を実現するための具体的な検討が必要だ」と述べました。 

そのうえで、中満次長は延期されていた、世界の核軍縮について

話し合う、5年に1度のＮＰＴ＝核拡散防止条約の再検討会議に

ついて「来年1月4日から4週間、会場を確保した。このまま開

催されるかは締約国の意向もあるので、密に連絡をとっていきた

い」と述べ、来年1月初旬からの開催に向けて、調整を進めてい

ることを明らかにしました。 

このあと中満次長は記者団の取材に応じ、ことしの長崎原爆の日

に行われる平和祈念式典について「数日前に長崎市からも出席の

依頼があり、帰国後2週間、自主隔離すれば出席は可能だと考え

ている。被爆75年の節目の年なので、核廃絶に向けた覚悟を再

確認するメッセージを発信したい」と述べ、出席する意向を示し

ました。 

 

東京大空襲の資料館刷新 「若者に分かりやすく」 

2020/6/20 16:53 (JST)6/20 17:05 (JST)updated共同通信社 

展示資料が刷新された「東京大空襲・戦災

資料センター」で、新たに設置された「夜の体験」コーナー（右）

＝20日午前、東京都江東区 

 太平洋戦争中の空襲の実相を若い世代にも分かりやすく伝え

ようと、「東京大空襲・戦災資料センター」（東京都江東区）が大

幅に展示を刷新し20日、再オープンした。当初は4月4日の予

定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大で延期していた。 

 1945年3月10日未明に起きた東京大空襲の様子を伝えるため

「夜の体験」コーナーを新たに設置し、夜に特化した体験記や絵

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/646649449657074785
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/646649449657074785
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を展示。被害に遭った家族の名前や写真を掲げる「名前と顔写真

の壁」コーナーも新設し、センター作成の犠牲者名簿も置く。焼

夷弾模型は構造や色、質感をより精巧にし、全ての展示説明に英

語訳を併記した。 

 

東京大空襲の資料館刷新 「若者に分かりやすく」  

日経新聞2020/6/20 17:27 

「東京大空襲・戦災資料センター」で、

新たに設置された「夜の体験」コーナー（20日午前、東京都江東

区）=共同 

太平洋戦争中の空襲の実相を若い世代にも分かりやすく伝えよ

うと、「東京大空襲・戦災資料センター」（東京・江東）が大幅に

展示を刷新し20日、再オープンした。当初は4月4日の予定だ

ったが、新型コロナウイルスの感染拡大で延期していた。 

1945 年 3 月 10 日未明に起きた東京大空襲の様子を伝えるため

「夜の体験」コーナーを新たに設置し、夜に特化した体験記や絵

を展示。被害に遭った家族の名前や写真を掲げる「名前と顔写真

の壁」コーナーも新設し、センター作成の犠牲者名簿も置く。焼

夷弾模型は構造や色、質感をより精巧にし、全ての展示説明に英

語訳を併記した。 

吉田裕館長（65）は「コロナでリニューアルが足踏みしたことに

はじくじたる思いがあるが、オンラインでの企画を検討するなど

新しい発信のチャンスにしていきたい」と語った。 

開館直後に訪れた渋谷区の伊達山正雄さん（66）は「母も空襲を

受け、逃げた話を聞いていた。子どもを連れてまた来たい」と話

した。東京大空襲の被害に遭った作家の早乙女勝元名誉館長（88）

も来館し「戦争を体験していない人にも伝わるよう、惨劇の様子

が分かりやすく展示されている」とした。 

感染対策として、当面は予約制とし、2時間当たりの入館者を30

人までに限定。検温や連絡先の記帳、手指のアルコール消毒を求

める。触れる展示や室内のガイドは原則禁止する。 

センターは、民間人の空襲被害の実態を明らかにすることなどを

目的に2002年に設立。17年からリニューアルの準備を進め、今

年3月23日から休館していた。再開後は開館時間を長くして午

前10時半～午後4時とする。休館は原則月曜日。〔共同〕 

 

東京大空襲伝える戦災資料センター リニューアルオープン  

NHK2020年6月20日 16時22分 

 

ことし8月の終戦75年を前に、東京大空襲の被害を伝える戦災

資料センターが、20日、リニューアルオープンしました。 

 

東京 江東区にある「東京大空襲・戦災資料センター」は、およ

そ10万人が犠牲になった大空襲の被害を伝えるために建設され

た民間の施設で、新型コロナウイルスの影響で、当初の予定より

2か月余り遅れて20日リニューアルオープンしました。 

新たに設けられた市民の体験記を絵とともに紹介する「夜の体験」

という展示エリアでは「『痛いよう』、『熱いよう』という声が頭

から離れない」と書かれた 2 人の子どもを亡くした母親の文章

などが展示されています。 

また「名前と顔写真の壁」というエリアでは、一般市民で犠牲に

なった8家族30人の顔写真や当時の暮らしぶりが紹介されてい

るほか、遺品にまつわる体験者の証言などを映像で見ることがで

きるＱＲコードも新たに設置されました。 

6 歳のときに大空襲に遭った 81 歳の男性は「資料として埋もれ

ていた体験談が具現化できたことはとてもいいと思いました。戦

争の悲劇をかみしめてほしい」と話していました。 

吉田裕 館長は「次の世代に伝わりうる展示内容になったと考え

ています。ぜひ若い世代に見てもらい戦争や空襲を追体験する場

にしてほしい」と話していました。 

 

原発処理水の風評被害対策を 茨城の首長ら、国に要求 

2020/6/19 17:44 (JST)共同通信社 

水戸市内で開かれた国と茨城県内市

町村の首長らによる意見交換会＝19日午後 

 東京電力福島第 1 原発で汚染水を浄化した後に残る放射性物

質トリチウムを含んだ処理水を巡り、国と茨城県内44市町村の

首長らによる意見交換会が19日、水戸市内で開かれた。首長か

らは具体的な風評被害対策を求める声が上がった。 

 会合は非公開で、内閣府の松永明・福島原子力事故処理調整総

括官が「海洋や大気への放出が現実的な選択肢」と指摘した政府

小委員会の報告書などを説明した。松永氏によると、首長からは

「風評被害対策の具体策を示さないと納得は得られないのでは

ないか」「漁業者らへの説明が足りていないのではないか」とい

った意見が出た。 

 

「はだしのゲン」中沢さんの思い歌い継ぐ 子供たちの「愛の川」

動画を募集 

毎日新聞2020年6月21日 14時47分(最終更新 6月21日 14

時53分) 

 漫画「はだしのゲン」で知られる中沢啓治さん（2012年に73

歳で死去）が残した詩に曲をつけた「広島 愛の川」を歌い継い

でいる作曲家らが、この歌を披露する子どもたちの動画を募集し

ている。例年は原爆の日の8月6日に市民らが合唱していたが、

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/646624030545429601
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/646624030545429601
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今年は新型コロナウイルスの影響で中止したため企画した。集ま

った動画を 1 本にまとめて動画投稿サイトで紹介し、中沢さん

の平和への思いを世界に届ける。  

「広島 愛の川」のレコーディングの

際にスタジオに置かれた中沢啓治さんの直筆の詩＝東京都港区

で2014年4月7日、小川昌宏撮影 

中沢啓治さん＝広島市で2012年7月2日、後藤由

耶撮影 

 中沢さんは6歳の時、爆心地から約1・2キロ離れた神崎国民

学校（現広島市立神崎小）で被爆し、父、姉、弟を失った。自ら

の体験を元に、1973年に連載を始めた「はだしのゲン」は20言

語以上に翻訳されている。  

 漫画では原爆への怒りをストレートに表現したが、晩年につづ

った詩「広島 愛の川」には「原爆」や「戦争」の言葉がない。

あの日、水を求める人や遺体であふれた川を原爆の象徴として描

き、「語ろうよ 川に向かって 怒り 悲しみ 優しさを」と呼

びかける。最後は「広島の川は 世界の海へ流れ行く」と結び、

平和を願う心が水のように被爆地から世界に広がる様子を表現

した。  

 アイドルグループ・AKB48などの楽曲も手がける作曲家の山本

加津彦さん（40）がこの詩に魅せられて曲をつけ、歌手の加藤登

紀子さん（76）が14年にCDをリリース。翌15年から毎年、原

爆の日に広島を訪れた約100人が加藤さんや島谷ひとみさん（39）

ら歌手とともに合唱してきた。  

 被爆75年の今年は、原爆ドーム前を流れる元安川である灯籠

（とうろう）流しのオープニングで、例年の5倍に当たる500人

の子どもたちが歌声を披露する予定だった。しかし、コロナ禍で

灯籠流しの一般参加がなくなり、合唱も中止になったため、山本

さんも参加する「広島 愛の川プロジェクト」が、インターネッ

トで国内外の子どもたちから歌う様子の動画を募り始めた。  

 中沢さんの思いを共有して世界に発信する試みに、中沢さんの

妻ミサヨさん（77）は「素晴らしいアイデア。子どもたちに原爆

のことを知ってほしいとの思いを込めて書いた詩なので、コロナ

禍にあっても歌い継いでほしい」と話す。  

 動画は独唱でも家族との合唱でも可。中沢さん直筆の詩や譜面

も 紹 介 し て い る プ ロ ジ ェ ク ト の ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.ainokawa.com/）の申し込みフォームから応募す

る。締め切りは6月30日。応募多数の場合、紹介動画は抽選。

【賀有勇】  

 

ハンセン病の歴史、学芸員が語り継ぐ 家族いない入所者高齢

化 長島愛生園 

毎日新聞2020年6月19日 15時47分(最終更新 6月19日 16

時11分) 

石田雅男さんの幼少期の写真を示し

ながら講話する長島愛生園歴史館の田村朋久さん（右）＝岡山県

瀬戸内市の長島愛生園で2020年2月12日午後1時45分、戸田

紗友莉撮影 

 国立ハンセン病療養所「長島愛生園」（岡山県瀬戸内市）で、

語り部の入所者に代わってハンセン病の歴史や入所者の体験を

学芸員が話す「継承講話」の取り組みが始まっている。2月中旬

に始まった後は新型コロナウイルスの影響で講話の機会が激減

しているが、入所者の高齢化が進む中で全国でも珍しい取り組み

で、担当する学芸員は「入所者の多くは話を継ぐ家族がいないの

で、より危機感がある。入所者の思いを最大限生かしていきたい」

と話している。  

 2 月中旬、同県真庭市からの来園者 20 人を前に、長島愛生園

歴史館の学芸員、田村朋久さん（43）が初めての継承講話を披露

した。取り上げたのは、入所者自治会事務局長の石田雅男さん（83）

の経験談。2019年12月ごろから田村さんが石田さんに改めて話

を聞き、広島の被爆体験を被爆者に代わって伝える「被爆体験伝

承者」の取り組みを参考にしながら構成を考えた。  

 講話では、パワーポイントや証言ビデオ、著書の一節を使い分

けて、幼少期や隔離された時のこと、園内での結婚など石田さん

の一生をいくつかの章に分けて語った。石田さんのビデオメッセ

ージで講話を締めくくり、田村さんは「開放的な療養所になるこ

とが入所者の社会復帰になる。まず自分に何ができるのか考えて

ほしい」と呼びかけた。  

入所者138人、平均年齢86.7歳  

語り部活動について話し合う石田雅男さ

ん（右）と田村朋久さん＝岡山県瀬戸内市の長島愛生園で 2020

年3月23日午前9時29分、戸田紗友莉撮影 

 長島愛生園の5月31日現在の入所者138人の平均年齢は86・

7歳。一時 20人ほどいた語り部は、3人にまで減少した。19年

末までは週3回、入所者による語り部活動が行われていたが、予

定していた入所者が当日体調を崩して講演できないこともあり、

20 年に入って週 1 回に減らした。一方で、療養所の世界文化遺

産登録を目指す活動や、19 年の家族補償法成立などからハンセ

ン病への関心は高まっている。04 年の同歴史館の開館以降、来

園者は増加傾向にあり、19年の来場人数は約1万2000人となっ

た。貴重な入所者による講演がある火曜日から予約が埋まってい

く状態が続いていた。  

 語り部の減少は、長島愛生園に限った問題ではない。19年4月

https://www.ainokawa.com/
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に始まった国立ハンセン病資料館（東京都東村山市）の「語り部

継承勉強会」では、入所者の経験談などをどう継承していくかが

議論されてきた。20年 2 月の勉強会では、田村さんが初めての

継承講話の様子を報告し、参加者からは「こういうやり方もあっ

たのか。分かりやすくて良い」と声が上がったといい、他の療養

所でも入所者自治会などと協議しながら新たな継承方法を探っ

ていくという。  

 田村さんは「黒衣に徹することを意識しているが、今後も講話

をしながら良い形を探っていきたい」として、20 年中に別の入

所者の聞き取りを進め、記憶の継承をする予定。石田さんは「で

きる限り自分の口で語りたいが、体力的に厳しくなってきたので

ありがたい。長く続けていくためにも継承者が増えてくれたら」

と期待する。  

コロナで「同じ苦しみ起きないよう」  

 ただ、コロナ禍で入所者による語り部活動は休止に。継承講話

は受け付けを再開しているが、緊急事態宣言に伴う休館が明けた

今も来館者はまばらだ。  

 新型コロナウイルス感染者に対する中傷の言葉も多く聞こえ

る。石田さんは「恐怖が人格を破壊するという、ハンセン病患者

に対する差別と構造が似ている。人間性を否定される苦しみは手

に取るように分かる」と話し、「ハンセン病の教訓を生かして国

は二度と同じ苦しみが起きないように、差別や偏見に対して毅然

（きぜん）とした態度で国民に説明する必要がある。特効薬やワ

クチンの開発も大事だが、人権を守ることは優先されるべきだ」

と警鐘を鳴らしている。【戸田紗友莉】  

 

「平和、自分たちでつくって」福岡大空襲から75年 元教員「火

の海」の記憶語る 

毎日新聞2020年6月19日 12時10分(最終更新 6月19日 12

時10分) 

児童たちに福岡大空襲の体験談を話す高橋

英人さん（右）＝福岡市城南区の片江小で 2020年 6 月 19日午

前10時43分、田鍋公也撮影 

 太平洋戦争末期の 1945 年 6 月、福岡市中心部で 1000人以上

の死者・行方不明者が出た福岡大空襲から75年の19日、空襲体

験の語り部活動をしている高橋英人さん（82）が同市城南区の市

立片江小で講演して平和の尊さを訴えた。  

 元教員の高橋さんは空襲の痛ましい記憶を地域で伝え続けよ

うと語り部グループの代表を務め、2005 年から市内の小学校で

講話を続けている。福岡大空襲があった6月19日には例年、約

30 校から依頼があるが、今年は新型コロナウイルスの影響で各

校とも外部講師を呼ぶのが難しく激減。片江小では窓を開けて通

気をよくした体育館に 3年生と 5年生が間を空けて座り、75年

前に思いを致した。  

 高橋さんは空襲当時、国民学校2年生。午後11時ごろ飛来し

た米軍機 200 機以上の編隊は約 2 時間にわたって焼夷（しょう

い）弾などを投下し、市街を焼き尽くした。高橋さんは母や弟ら

4人と逃げ込んだ防空壕（ごう）の外で辺り一面が火の海になっ

た75年前の記憶を語った。  

 今年は福岡大空襲の追悼式をはじめ、各地で戦災の追悼行事な

どが中止になって戦争を語り継ぐ場が失われている。高橋さんは

小学校で話せたことに感謝し、児童らに「平和は人任せにするの

ではなく自分たち一人一人でつくってください」と呼びかけた。

【飯田憲】  

 

蔵書 8000 冊を灰にした福岡大空襲 戦禍越えた福岡大の歩み

「百年史」に 

毎日新聞2020年6月19日 11時59分(最終更新 6月19日 12

時39分) 

 

当時の資料を読み返す大学史資料室の藤本俊史さん＝福岡市城

南区の福岡大学で2020年5月20日午後2時22分、飯田憲撮影 

 福岡大（福岡市）が福岡高等商業学校として設立された 1934

（昭和 9）年以降の大学の写真や資料の提供を呼びかけている。

同大は 45年 6月 19日の福岡大空襲で学内の図書館と蔵書8000

冊が焼失。当時「蔵書1万冊」が条件だった新制大学への昇格が

危ぶまれたが、学生らは自分たちで図書購入費を稼いで母校を

「大学」に押し上げた。2034年の創立 100 年に向けて通史作り

を目指す同大は「学べることが当たり前ではなかった時代のこと

を伝えたい」としている。  

 福岡大は戦後の学制改革で49年3月、当時の福岡経済専門学

校と福岡外事専門学校が合併した福岡商科大として設立認可さ

れた。しかし、認可までの道のりは平たんではなかった。大学史

資料室に残る47年5月の教授会会議録には苦渋の決議が記され

ている。  

 「戦災図書復旧充実ノタメ授業ヲ休止シテ運動ヲ展開シ、終了

後ハ夏休ミニ喰（くい）込ンデ一心ニ授業ス」  

福岡大空襲で焼失した九州経

済専門学校（後の福岡経済専門学校。現在の福岡大）の図書館＝

福岡大提供 

 決議の発端は学生たちからの申し出だった。当時、全国の旧制

大学や旧制高校、旧制専門学校はこぞって学校教育法施行で誕生

する新制大学への昇格を目指していたが、福岡大空襲で図書館と

蔵書を焼かれた福岡経済専門学校は認可要件の一つの「蔵書1万

https://mainichi.jp/graphs/20200619/mpj/00m/040/001000f
https://mainichi.jp/graphs/20200619/mpj/00m/040/001000f
https://mainichi.jp/graphs/20200619/mpj/00m/040/001000f
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冊」を満たしていなかった。数千冊単位で不足していたにもかか

わらず、学校として買える本は年 30～50 冊程度。1 万冊は高い

壁だった。  

 そこで、学校の図書課長は独断で全学生を講堂に集め、協力を

求めた。戦時中は勤労動員に駆り出され、学ぶことに飢えていた

学生らは全員が賛同。学校側は当初、授業を休んでまで学生を動

員することに反対だったが、学生らの申し出を受けた教授会が決

議し、最後は校長も折れた。夏休みを前倒しして振り替える形で

3週間の「戦災図書復旧充実活動」を認めた。  

1947年5月当時の教授会の議事録には「戦災図

書復旧充実のため授業を休止して運動を展開」との記述がある＝

福岡市城南区の福岡大学で 2020年 5月 20日午後 2時 9分、飯

田憲撮影 

 学生ら約600人は1人1000円を目指して資金集めを始めた。

空襲で焼け野原になった福岡市中心部の天神に仮設の事務所を

設け、演劇部は巡業へ、ある者は肉体労働で汗を流し、ある者は

家庭教師にいそしんだ。「図書なき学生は翼を失った鳥、石炭の

ない機関車！」。学生らは映画館の幕あいや博多駅前のバス発着

所でそう呼びかけ、市民にも協力を求めた。  

 奮闘のかいあって約 35 万円が集まり、購入した 7500 冊を合

わせて福岡経済専門学校は新制大学への昇格要件を満たした。56

年には福岡商科大から現在の福岡大に改称。次々に学部を増設し、

今日では9学部31学科を持つ九州有数の総合大学に成長した。  

 今日、かつて岐路に立たされた母校の歴史を知る在校生はほと

んどいない。40年近く前、「福岡大学五十年史」の編集に携わっ

た大学史資料室職員で、自身も卒業生の藤本俊史さん（65）でさ

え在学時は知らなかったという。「五十年史作りに関わって初め

て知った。先輩たちのおかげで今の大学があるんだと思うと、胸

が熱くなった」  

 藤本さんは戦後 70 年の 2015 年、往時の図書復旧充実活動で

購入した本や空襲で焼けた図書館の写真などの展示会を開催。現

在も創立100年の通史作りに向け資料集めに余念がない。「戦争

が終わって、やっと学ぶ自由を得た学生たちが母校のために立ち

上がった。その歴史を伝えたい」。戦後75年の節目に、その思い

を強くしている。【飯田憲】  

 

韓国、大統領脱原発宣言から 3 年 与党圧勝で転換政策に追い

風 

2020/6/19 16:35 (JST)6/19 16:36 (JST)updated共同通信社 

2017 年 6 月、韓国・釜山郊外の古里原発 1

号機の前で、文在寅大統領が出席して行われた式典。文氏は脱原

発推進を宣言した（聯合＝共同） 

 【ソウル共同】韓国の文在寅大統領が脱原発推進を宣言してか

ら 19日で 3年となった。4月の総選挙で与党が圧勝し「エネル

ギー転換政策も強い推進力を得た」（韓国メディア）との見方が

多い。韓国政府や原発運営会社は来年、廃炉の技術開発を担う「原

発解体研究所」に着工する方針だ。 

 ただ、保守系野党は経済への悪影響を理由に路線変更を要求し

ている。 

 韓国では2011年の東京電力福島第1原発事故や、原発が集中

する韓国南東部での16年の地震発生を受け、原発の安全性への

不安が高まった。 

 文氏は17年6月、新規原発建設計画の白紙化や、設計寿命の

尽きた原発の廃炉方針を表明した。 

 

韓国大統領の支持率下落 北朝鮮情勢で統一相辞任 

2020/6/19 13:40 (JST)6/19 16:33 (JST)updated共同通信社 

韓国の文在寅大統領＝8日（聯合＝共同） 

 【ソウル共同】韓国の世論調査会社「韓国ギャラップ」は 19

日、文在寅大統領の支持率が前週比 5 ポイント減の 55％だった

と発表した。支持しない理由では「北朝鮮関係」が約3割を占め、

南北共同連絡事務所爆破など北朝鮮の強硬姿勢が影響した。 

 韓国大統領府によると、文大統領は19日、金錬鉄統一相の辞

表を受理した。金氏は南北関係悪化の責任を取るとして17日に

辞意を表明していた。統一相は北朝鮮関係を担当する閣僚で、後

任選びに注目が集まっている。 

 世論調査では、北朝鮮が反発している脱北者団体による体制批

判ビラ散布については60％が不適切だと回答した。 

 

韓国、対北朝鮮戦略を立て直し 挑発継続の構え、緊張続く 

2020/6/19 18:51 (JST)6/19 18:53 (JST)updated共同通信社 

19日、統一相を辞任し離任式に出席した金錬鉄氏

＝ソウル（聯合＝共同） 

 【ソウル、北京共同】韓国の文在寅大統領は19日、南北関係

悪化の責任を取るとして17日に辞意を表明していた金錬鉄統一

相の辞表を受理した。文氏は後任選びを含め、局面打開に向けた

戦略の立て直しを急ぐ。ただ、北朝鮮は挑発行動を継続する構え

で当面は緊張状態が続きそうだ。 

 後任には与党「共に民主党」の重鎮、李仁栄議員らの名前が挙

がっている。与党内からは、統一相だけでなく鄭義溶国家安保室

長ら「安保ライン」の人事刷新を求める声が高まっている。 

 北朝鮮にとってビラ散布はきっかけにすぎず、韓国が米国の顔

色を気にし南北協力に踏み出さなかったとの不満を爆発させた
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との見方も強い。 

 

金正日総書記の銅像に市民ら献花 平壌市、マスク着用続く 

2020/6/19 17:47 (JST)共同通信社 

「万寿台の丘」で献花するマスク姿の市民

＝19日、平壌（共同） 

 【平壌共同】北朝鮮は19日、故金正日総書記が朝鮮労働党中

央委員会で活動を始めたとされる日から56周年の記念日を迎え

た。故金日成主席と金正日氏の銅像が立つ平壌中心部の「万寿台

の丘」には朝から軍人や市民らが訪れて献花した。 

 平壌では気温が上がり、日傘を差す女性も多く見られた。新型

コロナウイルス予防のためのマスク着用は続いている。 

「万寿台の丘」に献花に訪れたマスク姿の軍

人＝19日、平壌（共同） 

 

中国、香港に治安維持組織 国家安全法が全法律に優先  

日経新聞2020/6/20 18:35 (2020/6/20 22:40更新) 

閉幕した中国全人代の常務委員会

の会議（20日、北京の人民大会堂）=新華社・共同 

【北京=羽田野主、香港=木原雄士】中国政府が香港への統制を強

める「香港国家安全法」の概要が20日、判明した。中国政府は

香港に治安維持に関わる機関を新設して監督・指導する。反政府

活動や激しい抗議活動を直接取り締まれるようにするとみられ

る。 

国家安全法は香港の立法会（議会）の審議を経ずに施行する見通

しだ。中国は香港に高度の自治を保障した「一国二制度」を維持

すると主張する。中国当局が香港で強い影響力を行使できる枠組

みとなり、欧米の批判が高まるのは必至だ。 

中国国営の新華社が法案の概要を伝えた。中国の国会に相当する

全国人民代表大会（全人代）常務委員会は20日「香港国家安全

維持法案」を審議して、3日間の日程を終えた。法案は審議継続

となり、7月上旬までに成立する可能性が強い。 

法案は6章66条で構成する。国家安全法が香港の他の法律と矛

盾する場合には国家安全法が優先するとの規定も盛り込む。 

中国政府は香港の指導や監督のため、香港に新たな出先機関「国

家安全維持公署」を設ける。同公署は「国家安全に関する情報を

収集・分析する」とした。香港での過激な抗議活動などで出先機

関が法執行することを想定しているようだ。 

香港政府が行政長官をトップとする「国家安全維持委員会」も設

立し、関連事務に責任を持つ。中国政府は同委に顧問を派遣して

関与する。 

処罰対象は国家分裂や政権転覆、テロ活動、外国勢力との結託。

4つ目は5月の全人代で制定方針を決めた際は「外国勢力による

干渉」としていたが表現が変わった。香港では欧米に支援を求め

る民主派の活動が「外国勢力との結託」とみなされ幅広く制限さ

れるとの危機感が高まっている。 

 

全米でデモ、差別撤廃訴え 「奴隷解放記念日」 

2020/6/20 06:49 (JST)共同通信社 

デモ行進で警察に殺害された黒人ら

の名前が読まれ、涙を拭く女性＝19 日、ワシントン（ゲッティ

＝共同） 

 【ニューヨーク共同】米中西部ミネソタ州で白人警官が黒人男

性ジョージ・フロイドさん（46）を暴行し死亡させた事件を機に

抗議デモが広がる米国は19日、奴隷解放記念日を迎え、各地で

人種差別撤廃や警官による暴力反対を求めるデモが行われた。米

メディアが伝えた。 

 この日は1865年、米国内で最後まで残っていた黒人奴隷の解

放が宣言された日を記念するもので「ジューンティーンス」と呼

ばれる。今年は例年以上に注目を集め、東部ニューヨークや中西

部シカゴなど各地で黒人の権利向上を訴えてデモ行進が行われ

た。 

 

八村塁、抗議デモ参加 人種差別撲滅訴える  

FNN2020年6月20日 土曜 午前7:50  

 

アメリカのNBA(プロバスケットボール)、ワシントン・ウィザー

ズの八村塁選手が、人種差別撤廃を訴えた。 

19 日は、アメリカの奴隷解放を祝う記念日で、各地で抗議活動

が行われる中、ワシントンでは、八村選手がチームメイトと抗議

デモに参加した。 

八村選手は、およそ3kmにわたって行進し、「正義なくして平和

なし」、「人種差別をなくそう」などと訴えた。 

また、公民権運動の指導者・キング牧師の記念碑の前で、「とも

に立ち向かおう」と呼びかけた。 

 

米国防長官、人種差別対策に本腰 抗議デモで大統領と開き 

2020/6/19 17:50 (JST)6/19 17:51 (JST)updated共同通信社 

ホワイトハウスで記者会見するトランプ

https://news.livedoor.com/article/detail/18445783/
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米大統領（中央）とエスパー国防長官（右）＝4月1日（ロイタ

ー＝共同） 

 【ワシントン共同】エスパー米国防長官は18日、米軍内で黒

人など有色人種への偏見や差別的扱いをなくすための対策に本

腰を入れると表明した。白人警官による黒人暴行死事件に端を発

した人種差別への抗議デモが続く中、ビデオ声明で「米軍、米国

に偏見は認めない」と強調。白人偏重が指摘される昇進制度の改

善などに取り組む考えを示した。 

 一方で、トランプ大統領はデモの激化を受けて警察改革の大統

領令に署名したが、人種問題解決に向けた具体的な発言や政策は

皆無。11 月の大統領選に向け、支持基盤である白人保守層を刺

激したくないとみられ、CNNテレビは「明確な開きがある」と指

摘した。 

 

米下院、南軍将官の肖像画撤去 奴隷解放日前に 

2020/6/19 10:19 (JST)共同通信社 

18日、米ワシントンの下院で、肖像画

を撤去する関係者（ゲッティ＝共同） 

 【ワシントン共同】米下院で18日、19世紀の南北戦争で奴隷

制を支持した南軍の高官や将官を務めた元下院議長 4 人の肖像

画が撤去された。ペロシ下院議長（民主党）が奴隷解放記念日の

19 日を前に「民主主義の神聖な殿堂に南軍の暴力的な偏見や人

種差別を体現した人物を記念する場所はない」と撤去を指示した。 

 歴代の下院議長経験者の肖像画は議長室のロビーや廊下など

に掲げられている。白人警官による黒人男性暴行死事件を受け、

人種差別解消に向けた取り組み強化を求める意見が強まってお

り、ペロシ氏は「われわれは模範を示さなければならない」と述

べた。 

 

トランプ氏の投稿映像に再び警告 ツイッター、改編と指摘 

2020/6/19 12:48 (JST)6/19 12:59 (JST)updated共同通信社 

 【ニューヨーク共同】米ツイッターは18日、トランプ米大統

領が投稿した映像に対し、改編されているとして警告ラベルを表

示した。ツイッターはトランプ氏の投稿への管理を厳格化してお

り、緊張関係は高まりそうだ。 

 映像は1分間。米CNNのロゴを付け「人種差別主義者である赤

ちゃんから逃げる、おびえた幼児」との見出しを表示。その後、

同じ子どもが抱き合い、仲良く走りだす映像が流れ「米国は問題

ではない。偽のニュースです」との文章が映し出される。 

 ツイッターの広報担当者は声明で「合成や操作されたメディア

への規定に従いラベルを付けた」と述べた。動画は 500 万回以

上、再生された。 

 

しんぶん赤旗2020年6月21日(日) 

「奴隷解放の日」米熱く “なくせ人種差別” 

（写真）19日、人種差別反対を訴え

ワシントン市内を行進する市民（遠藤誠二撮影） 

 【ワシントン＝遠藤誠二】米国の「奴隷解放の日」にあたる１

９日、警察による相次ぐ黒人殺害事件への抗議が続く全米各地で、

人種差別撤廃を訴える集会・デモ行進が行われました。 

 首都ワシントンでは、市中心部への車の乗り入れが禁止され、

さまざまな団体が終日、イベントを開催。フリーダム広場では教

師・学生ら数百人が、「ブラック・ライブズ・マター（黒人の命

は大事）」とともに、「ブラック・スチューデンツ・マター（黒人

の生徒・学生は大事）」と声をあげました。 

 参加者は、「（奴隷が最初に連れてこられてから）４００年たっ

た今も、米国は偉大になれないのか」「人種差別は最も長い疫病

だ」などと書かれたプラカードを掲げ、数キロ先の教育省まで行

進しました。 

 行進に参加したエミリアさん（３２）は、「肌の色の濃い人た

ちは貧困層が多く、住む地域の教育予算も少ない。教育の機会で

も差別を受けている。制度の改革をもとめています」と話しまし

た。 

 「奴隷解放の日」は、リンカーン大統領による奴隷解放宣言（１

８６３年）を経て、南軍が陥落した１８６５年にテキサス州で最

後の奴隷が解放された日。黒人社会以外には広く認識されてきま

せんでしたが、今年は、休日にする自治体や企業が相次ぎました。 

 １２日に警察による黒人射殺事件が発生したジョージア州ア

トランタでも集会がおこなわれ、抗議デモは、ミネソタ州でのジ

ョージ・フロイドさん殺害事件から連続２５日目となりました。 

 

マンション管理、自治体が評価する時代へ 改正法が成立 

朝日新聞デジタル阪田隼人2020年6月21日 10時00分  

老朽化して誰も住まなくなったマンション。

行政代執行により取り壊しが進んでいる（写真は工事前）=滋賀

県野洲市 
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 適切に管理された民間マンションに自治体がお墨付きを与え

る、そんな認定を可能にする制度が始まる見通しだ。長く住むに

は欠かせない老朽化対策だが、修繕積立金を設けていないところ

も多い。築年数を重ねるマンションは今後急増すると見込まれる。

住む人の管理意識を高め、劣化がむやみに放置されるのを食い止

めたい狙いがある。 

 大阪市内のある高層マンションの管理組合は 3 年前、修繕積

立金の計画を見直した。コンサルティング会社を通じて大規模修

繕工事などに備えた修繕積立金を精査したところ、十数年後に積

立金の不足が明らかになった。居住者から 1 平方メートルあた

り月70円を集めて積み立ててきたが、建設資材の高騰や消費増

税などが考慮されていなかった。また、数千万円かかると見込ま

れる消火設備の補修費が含まれていなかった。 

 今後の修繕工事費を確保するため、組合は総会を開き、積立金

を将来一気に引き上げるのではなく、30年先を見越し、1平方メ

ートルあたり月 333 円を集めることにした。計画変更にかかわ

った元組合役員の男性（47）は「将来、今以上に急激に積立金を

引き上げて滞納が相次ぎ、修繕できなくなる事態を考えれば正し

い選択だった」と振り返る。 

 適切に管理されるマンションを… 
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