
1 

 

2021年8月5日～2日 

改憲、沖縄・軍拡・自衛隊、政局 

 

下村政調会長、ロックダウン「積極的に議論すべき」 

朝日新聞デジタル中田絢子2021年8月2日 17時31分 

記者団の取材に応じる自民党の下村博文政調会長

=2021年8月2日、東京都千代田区 

 自民党の下村博文政調会長は 2 日、新型コロナウイルス感染

症の拡大が続く中、全国知事会が政府にロックダウン（都市封鎖）

のような移動制限の手法のあり方を検討することを求めたこと

について、「国会で積極的に議論すべきだ」と述べた。 

 下村氏は、自民党が改憲 4 項目の一つに緊急事態への対応強

化を掲げていることにも触れ、「緊急事態条項の中には、このパ

ンデミックも入れるべきだと今までも主張してきた」と強調。憲

法改正を含め、ロックダウンを可能とするための法整備について

次期衆院選で「自民党としてしっかりと訴えていくべきだ」と語

った。ただ、「まずは目先のコロナ対応、経済対策に精力を注ぐ

ことが重要」とも言及。その上で、今後国会で検討していくべき

だとの考えを示した。 

 一方で、菅義偉首相は 7月 30日の記者会見で、「ヨーロッパ

をはじめロックダウンをしても、なかなか出口は見えなかった」

と効果に疑問を呈し、「やはりワクチンだ。日本においてロック

ダウンという手法はなじまないと思う」と述べている。（中田絢

子） 

 

改憲項目に感染症「衆院選で訴えるべき」 自民・下村氏 

日経新聞2021年8月2日 15:30 

自民党の憲法改正のポスター 

自民党の下村博文政調会長は 2 日、憲法改正による緊急事態条

項の創設に言及した。新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ

「条項に感染症も入れ（次期）衆院選で訴えるべきだ」と語った。 

党本部で記者団の取材に答えた。ロックダウン（都市封鎖）のよ

うな手法についても「法改正が伴う。国会で積極的に議論すべき

だ」と強調した。 

同党は2018年、災害や有事への対処を定める緊急事態条項の創

設や自衛隊の明記などを盛った改憲4項目をまとめた。19年参

院選で4項目を示し「早期の憲法改正を目指す」と公約した。 

党憲法改正推進本部の衛藤征士郎本部長は7月に、衆院選へ「こ

のままこれを踏まえたものを選挙公約に挙げていく」と述べてい

た。 

 

自民・下村政調会長、ロックダウン「国会で議論を」 

日経新聞2021/8/2 13:03 

記者団の取材に応じる自民党の下村博文政調会長＝２日午後、東

京・永田町の自民党本部（沢田大典撮影） 

自民党の下村博文政調会長は２日、党本部で記者団に、新型コロ

ナウイルス対策法として全国知事会が検討を求めているロック

ダウン（都市封鎖）について、「今後のことを考えると、しっか

りとした法改正も国会で積極的に議論すべだ」と述べた。一方で

「まずは目先のコロナ対応、感染症対策、経済対策に力を注ぐこ

とが重要だ」とも語った。 

自民党内には、憲法に国家的危機に際して私権を制限できる緊急

事態条項を創設し、その中に感染症の流行を位置付ける改正案が

浮上しているが、下村氏は「しっかりと衆院選で訴えていくべき

だ」と強調した。 

 

加藤官房長官「ロックダウンはできない」 知事会提言に否定的

見解 

毎日新聞8/2(月) 19:10配信 

記者会見する加藤勝信官房長官＝首相官

邸で2021年8月2日午後0時4分、竹内幹撮影 

 加藤勝信官房長官は 2 日の記者会見で、新型コロナウイルス

の感染拡大を防ぐため、外出禁止などで社会経済活動を厳しく制

限するロックダウン（都市封鎖）について、「海外で行われてい

る罰則を伴う強制的な措置は日本ではできないことになってい

る」と述べ、改めて否定的な見解を示した。全国知事会が1日に

まとめた緊急提言で、ロックダウンの手法の検討を政府に求めて

いた。  

  加藤氏は「緊急事態宣言などが発令された場合、都道府県知

事による外出自粛要請、施設の使用制限要請や命令は可能だ」と

説明する一方、「個人に対する強制力のある措置は大きな私権制

限になる。罰則の実効性確保などさまざまな課題もある」と指摘

した。  ロックダウンについては、菅義偉首相も 7月 30日の

会見で「日本においてロックダウンの手法はなじまない」と述べ

ていた。  これに対し、自民党の下村博文政調会長は2日、党

本部で記者団に「今後のことを考えると、法律改正も国会で積極

的に議論すべきだ」と述べた。自民党の憲法改正4項目の条文イ

メージにある緊急事態条項の創設に関して「感染症も入れるべき

だと、これまでも主張してきた。党として衆院選でしっかり訴え

ていくべきだ」とも語った。【加藤明子、遠藤修平】 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらずに、現下の埼玉県

は、蔓延防止措置区域に指定されていまし... 

埼玉・東松山市議市斉藤まさおブログ2021/8/1 

新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらずに、現下の埼玉県は、

蔓延防止措置区域に指定されていましたが、8月2日から、緊急

事態宣言が発令されることになりました。 

憲法改正推進埼玉県地方議員の会主催の緊急勉強会が狭山市民

会館会議室において開催され、参加しました。 
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憲法改正は、主に安全保障を論戦にするようにとらわれがちです

が、今般のようなコロナ禍の緊急事態を想定しておらず、 

そのため、課題が顕在しています。 

安全保障に限らず、教育の機会保障や経済保障や文化芸術保障な

ども国民の命や生活を守る為、日本国の国力を堅持する為の憲法

課題の勉強会でした。 

国会の憲法審査会など、与野党政党間の活発な論議がされていな

いのは、甚だ遺憾です。 

#憲法改正 #憲法審査会 #国民投票法改正 #憲法改正推進埼

玉県地方議員の会 #東松山市議会議員 #斉藤まさお 

 

 

  

 著者 

斉藤 まさお 

選挙 東松山市議会議員選挙 (2023/04/30) - 票 

選挙区 東松山市議会議員選挙 

肩書 東松山市議会議員 

党派・会派 無所属 

その他 

 

 

 

社説 平和世論調査 緊張緩和のビジョンを 

沖縄タイムス2021年8月2日 05:00 

 本社加盟の日本世論調査会が実施した「平和」に関する全国郵

送世論調査の結果がまとまった。 

 戦争被爆国として国際社会でもっと積極的に役割を果たすべ

きだとの考えが、国民の間に深く浸透していることが明らかにな

った。 

 今年１月に発効した核兵器禁止条約に日本も「参加するべきだ」

と答えた人は７１％に上る。 

 戦争被爆国でありながら、日本は条約に参加していない。かた

くなに核抑止力にすがっているからだ。「条約は分断をもたらす」

とさえ批判する。 

 核保有国と非核保有国の橋渡し役を担うという政府の主張は

急速に色あせている。 

 調査結果から浮かび上がるのは、平和が揺らいでいる、という

強い危機感である。 

 「日本が今後、戦争をする可能性がある」と答えた人は、「大

いに」と「ある程度」を合わせて計４１％に上り、昨年の調査か

ら９ポイントも上昇した。 

 「米中対立が強まり、有事が起きれば巻き込まれるから」との

回答が多かった。 

 興味深いのは、緊張の高まりによって憲法９条の意義があらた

めて見直されていることだ。 

 自衛隊の在り方について、７４％が「憲法の平和主義の原則を

踏まえ、『専守防衛』を厳守」と答えた。「９条を改正して『軍』

として明記」と答えた人は２１％にとどまる。 

 政府はこうした民意を踏まえ、主体的に緊張緩和のビジョンを

示すべきだ。 

■    ■ 

 米軍普天間飛行場の辺野古移設について、政府の姿勢を「支持

しない」と答えた人は、「支持する」の３８％を大きく上回り、

５７％に上った。 

 軟弱地盤の存在が明らかになり、先の見通しが立たなくなった

ことが影響しているのだろう。 

 ただ、気になる数字もある。「国外移設」２９％、「普天間飛行

場閉鎖」２２％に対し「普天間を引き続き使用」が２４％もある

のだ。 

 「沖縄以外の国内移設」は１７％にとどまっており、それより

も「継続使用」が多いのである。 

 普天間飛行場の「一日も早い危険性の除去」の必要性が、まだ

十分に理解されていないというほかない。 

 玉城デニー知事が辺野古移設に反対していることは全国的に

広く知られている。政府の姿勢を「支持しない」という全国の声

をどのように政治の場にのせていくか。発信力を強化する必要が

ある。 

■    ■ 

 終戦の日に開かれる全国戦没者追悼式で、歴代首相は加害者と

しての反省に触れてきた。 

 安倍晋三前首相は２０１２年の第２次政権発足以降、言及しな

かった。菅義偉首相はどうすべきか。 

 「加害と反省に言及するべきだ」４７％に対し、「必要はない」

と答えた人は４９％で、ほぼ拮抗（きっこう）している。若い世

https://go2senkyo.com/seijika/2663
https://go2senkyo.com/local/senkyo/21683
https://go2senkyo.com/local/senkyo/21683/42208
https://www.okinawatimes.co.jp/subcategory/%E6%94%BF%E6%B2%BB
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代に「必要ない」が多い。 

 懸念されるのは、日中戦争が忘却され、加害意識が日本社会か

ら急速に薄らいでいくことだ。若い人たちに届く言葉や手法が求

められている。 

 

辺野古サンゴ移植へ審査請求 防衛省、県の許可撤回受け 

時事通信2021年08月02日18時56分 

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工事で、埋め立てによる陸地化が完了し

た辺野古崎南西側海域＝４月（防衛省沖縄防衛局提供） 

 防衛省は２日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市

辺野古移設をめぐり県が埋め立て海域にあるサンゴの移植許可

を撤回したことに対し、行政不服審査法に基づき野上浩太郎農林

水産相に取り消しを求めて審査を請求した。裁決が出るまでの間

の許可撤回の効力停止も求めた。 

 沖縄県は７月２８日に防衛省沖縄防衛局の移植申請を許可。２

９日に同局が移植作業に着手した。しかし、サンゴが死滅するリ

スクの高い高水温の時期を避けるなどとした条件に従わなかっ

たことを理由に、県は３０日に許可を撤回した。 

 岸信夫防衛相は２日、防衛省で記者会見し、作業に際しては専

門家の意見を聴いた上で現場の状況も確認していると説明。「サ

ンゴ類への影響に配慮して適切に行ったものだ」と強調した。一

方、沖縄県の玉城デニー知事は県庁で記者団に、許可の撤回につ

いて「適切な対応だった。今後、農水相に正当性を主張する」と

訴えた。 

 

辺野古サンゴで審査請求へ 防衛省、許可撤回に対抗 

2021/8/2 00:55 (JST)8/2 01:11 (JST)updated共同通信社 

 防衛省は 1 日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設

先、名護市辺野古の埋め立て予定海域でのサンゴ移植に関し、沖

縄県が移植許可を撤回したことを不服として、対抗措置として、

行政不服審査法に基づき、2日にも農相に取り消しを求め審査請

求する方針を固めた。関係者が明らかにした。 

 審査請求の裁決が出るまで許可撤回の効力を止める執行停止

も同時に申し立てる。効力停止が決定された場合、防衛省沖縄防

衛局は早期に移植を再開し、移設工事を進める構え。 

 

「正当性主張する」と沖縄知事 辺野古サンゴ審査請求に 

2021/8/2 18:49 (JST)8/2 18:52 (JST)updated共同通信社 

報道陣の取材に答える沖縄県の玉城デニー知事＝2

日午後、沖縄県庁 

 沖縄県の玉城デニー知事は 2 日、米軍普天間飛行場（宜野湾

市）の移設先、名護市辺野古の埋め立て予定海域でのサンゴ移植

許可撤回を巡り、防衛省が取り消しを求めて農相に審査請求した

ことについて「県の正当性を主張する」と述べた。県庁で報道陣

の取材に答えた。 

 玉城氏は「許可撤回は水産資源の保護培養のため必要で、関係

法令に基づいた適切な対応だ」と強調。県水産課は、防衛省側に

聴聞の機会を与えなかったことに関し、判断を急がないと一部の

サンゴの移植作業が終了する恐れがあり緊急性があったと説明

した。 

 

辺野古サンゴの移植許可撤回「停止を」 防衛省申し立て 

朝日新聞デジタル松山尚幹、国吉美香 2021 年 8 月 2 日 19 時

00分 

埋め立て工事が進むキャンプ・シュワ

ブ南側の海域=2021年7月15日、沖縄県名護市辺野古、朝日新

聞社機から、堀英治撮影 

  

 米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）移設予定地にある名護市

辺野古沖のサンゴの移植をめぐり、防衛省沖縄防衛局は2日、県

による移植許可の撤回を不服として、野上浩太郎農林水産相に対

して撤回取り消しを求める審査請求を行った。行政不服審査法に

基づく対応で、併せて撤回の執行停止も申し立てた。 

 防衛省が移植申請した約 4 万群体のサンゴについて、県は 7

月28日、台風や水温の高い時期を避けるといった条件を付けて

移植を許可。沖縄防衛局が29日から作業を始めたが、県は条件

に従っていないとして、30日付で許可を撤回した。 

 岸信夫防衛相は審査請求を発表した臨時会見で、移植する4地

区のうち 1地区の許可期間が 7月 28日から 2カ月間だと指摘

し、「夏季とされる7月から9月が制限されるということになれ

ば、全く許可がされていないことと等しくなる」と県の対応を批

判した。聴聞を伴わない許可の撤回を「違法」と訴えた。 

沖縄知事「正当性を主張していく」 

 これを受けて、玉城デニー知事は県庁で記者会見し、「（防衛省

の移植作業開始は）ただでさえ高くないサンゴの生残率をますま

す低下させ、水産資源保護法の趣旨に反する」と指摘。許可の撤

回について「水産資源の保護培養のために必要で、適切な対応。

農水相に対して県の正当性を主張していく」と語った。 

 県の担当者によると、聴聞をせずに許可を撤回したことについ

ては、一部の移植地区はサンゴの群体数が少なく数日で作業が完

了する恐れがあったこと、行政手続き法で公益上緊急な場合は許

可を取り消すことが認められていることから、今回は必要がある

と判断。防衛局にもその趣旨を通知したという。県側は農水相の

求めに応じて、意見書や弁明書を提出することになる見通しだ。 

 行政不服審査請求は、国民が行政に対する不服を申し立てる制

https://www.jiji.com/jc/giin?d=7bbbe4668b1dd43d5d5c851727dac559&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=ecd4767649ddcab4a4331d6e09d363d8&c=syu
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210802002082.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210802002082.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210802002082.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%99%AE%E5%A4%A9%E9%96%93%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%A0%B4.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E5%AE%9C%E9%87%8E%E6%B9%BE%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%90%8D%E8%AD%B7%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%90%8D%E8%AD%B7%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%BE%BA%E9%87%8E%E5%8F%A4.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9C%81.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%B2%96%E7%B8%84%E9%98%B2%E8%A1%9B%E5%B1%80.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9C%81.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%B2%96%E7%B8%84%E9%98%B2%E8%A1%9B%E5%B1%80.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%B2%B8%E4%BF%A1%E5%A4%AB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9B%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%8E%89%E5%9F%8E%E3%83%87%E3%83%8B%E3%83%BC.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9C%81.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9C%81.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%BE%B2%E6%B0%B4%E7%9B%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%BE%B2%E6%B0%B4%E7%9B%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080200700&g=pol&p=20210802ds52&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210802002082.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210802002083.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210802002084.html
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度だが、辺野古移設をめぐっては、国の機関が県への対抗措置に

使ってきた経緯がある。2018 年 10 月には、県による埋め立て

承認の撤回に対し、防衛省が審査請求とともに効力停止の申し立

てを行った。国土交通相が13日後に効力停止を決めた。辺野古

沿岸部には同年 12 月、土砂が投入された。（松山尚幹、国吉美

香） 

 

防衛省、沖縄県のサンゴ移植許可撤回の取り消し求め審査請求

速報 

毎日新聞 2021/8/2 19:03（最終更新 8/2 19:03）  

埋め立てが進む辺野古沖＝沖縄県名護市

で2020年12月12日、本社機「希望」から玉城達郎撮影 

 防衛省は2日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市

辺野古への県内移設計画を巡り、埋め立て予定海域にあるサンゴ

移植の特別採捕許可を沖縄県が撤回したことを不服として、行政

不服審査法に基づき農相に取り消しを求める審査を請求した。 

 岸信夫防衛相は記者団に「移植はサンゴ類の保全に十分に配慮

して適切に実施し、許可を取り消されるべき理由がない。取り消

しは聴聞を伴わない形でなされ、行政手続法に反して違法だ」と

指摘した。 

 

沖縄のサンゴ移植許可撤回に 防衛相 “取り消し求め審査請求” 

ＮＨＫ2021年8月2日 14時20分 

アメリカ軍普天間基地の移設工事をめぐり、沖縄県がサンゴの移

植作業の許可を撤回したことについて、岸防衛大臣は、移植はサ

ンゴの保全に十分配慮して適切に行われているとして、農林水産

大臣に撤回の取り消しを求める審査請求と、効力の執行停止を申

し立てたことを明らかにしました。 

 

普天間基地の名護市辺野古への移設工事をめぐり、沖縄県は、防

衛省が埋め立てを予定している海域でサンゴの移植作業を許可

しましたが、その後、移植に当たって県が求めていた条件に従っ

ていないとして、7月30日に移植の許可を撤回しました。 

岸防衛大臣は、防衛省で記者団に対し「移植は、専門家の助言を

踏まえてサンゴ類の保全に十分に配慮して適切に実施されてい

て、許可を取り消される理由は無い。また、取消処分が聞き取り

を伴わない形でなされていて、違法である」と述べました。 

そのうえで、県が許可を撤回したことの取り消しを求めて、農林

水産大臣に審査請求を行うとともに、撤回の効力の執行停止を申

し立てたことを明らかにしました。 

また、記者団が、移植作業の再開の時期について質問したのに対

し「現在、審査の手続き中で答えは差し控える。普天間基地の一

日も早い全面返還を実現すべく、移設に向けた工事を着実に進め

ていきたい」と述べました。 

 

しんぶん赤旗2021年8月3日(火) 

許可の撤回は正当 サンゴ採捕 デニー知事が会見 

（写真）記者会見するデニー知事＝２日、

沖縄県庁 

 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設に伴う、サンゴの特別採

捕・移植の県による条件付き許可を玉城デニー知事が撤回したこ

とを不服として、防衛省沖縄防衛局が２日に農林水産相に取り消

しを求めて審査請求を行い、執行停止の申し立てをしたことを受

け、同日、デニー知事は県庁で記者会見し、コメントを発表しま

した。 

 デニー知事は、防衛省沖縄防衛局が県の条件を守らずにサンゴ

の移植作業を強行したため、許可を取り消したと改めて説明。現

在、移植作業は中止されており、取り消しは「水産資源の保護培

養のために必要」だと訴えました。 

 取り消しは、水産資源保護法や沖縄県漁業調整規則に基づいた

「適切な対応」だと述べ「今後、農林水産大臣に対して、県の正

当性を主張していく」と力を込めました。 

 今の時期にサンゴの移植作業を行ってよいのかどうかについ

て防衛局が県と協議をしないで、許可の翌日の先月２９日に、移

植作業を開始したことは「問題がある」と厳しく非難しました。 

 

しんぶん赤旗2021年8月4日(水) 

サンゴ採捕 国の審査請求は不当 オール沖縄など防衛局に抗

議 

（写真）小野局長（右）に要請書を

提出する（左列奥から）ヤラ、あかみねの両衆院議員と新里共同

代表（左から２人目）ら＝３日、沖縄県嘉手納町 

 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設に伴うサンゴの特別採

捕・移植の県による許可を県が撤回したことを不服として、沖縄

防衛局（同県嘉手納町）が農林水産相に取り消しを求める審査請

求を行った問題で、新基地建設反対の「オール沖縄会議」と同県

選出の国会議員でつくる「うりずんの会」は３日、同防衛局で抗

議・要請を行いました。 

 防衛局は県がサンゴの特別採捕・移植を条件付きで許可した翌

日の先月２９日、高水温や台風の時期を避けるなどとした県の条

件を守らず移植作業を開始・強行。県は同３０日に許可を撤回し

ました。 

 日本共産党の、あかみね政賢衆院議員（沖縄１区）は、防衛局

が２０１９年に今回のサンゴ特別採捕・移植の申請をした際に、

高水温期や台風襲来の時期を避けると自ら明記したにもかかわ

らず県の条件をほごにしたと追及。審査請求は「不当だ」と強調

https://www.asahi.com/topics/word/%E8%BE%BA%E9%87%8E%E5%8F%A4.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9C%81.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%BE%BA%E9%87%8E%E5%8F%A4.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%BE%BA%E9%87%8E%E5%8F%A4.html
https://mainichi.jp/flash/
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しました。 

 応対した防衛局の小野功雄局長は、移植作業は「条件に反した

形ではやっていない」と強弁しました。 

 同会議の新里米吉共同代表は、高水温の時期はサンゴが瀕死

（ひんし）の状態になる白化が起こるリスクが高いと訴え、好ま

しくない時期に移植作業を行おうとする防衛局は「県や県民をバ

カにしているのか」と憤りました。 

 要請には、立憲民主党のヤラ朝博衆院議員（沖縄３区）らも参

加しました。 

 

しんぶん赤旗2021年8月5日(木) 

沖縄米軍属 暴行未遂容疑逮捕 あかみね氏ら抗議 

（写真）事件に強く抗

議し、橋本大使（右）に要請書を提出する、あかみね氏（右から

２人目）ら＝４日、那覇市 

外務省事務所に 

 米空軍属の男が、４月に沖縄本島中部の住宅街の路上を歩いて

いた女性に性的暴行を加えようとして襲い、先月３０日に強制性

交等未遂の容疑で逮捕された事件で、日本共産党沖縄県委員会・

県議団は４日、外務省沖縄事務所（那覇市）で事件に強く抗議し、

米軍人・軍属の外出制限など徹底した再発防止策を講じることな

どを要請しました。 

 事件当時、被害女性が所持品を振りまわして抵抗し、男は現場

から逃走しました。男は容疑を認めているといいます。 

 提出した要請書では「極めて悪質な犯行」だと批判。▽被害者

への謝罪や完全な補償、支援やケア▽日米地位協定の抜本的改定

▽日米安保条約の廃棄と米軍基地の撤去なども求めています。 

 応対した橋本尚文特命全権大使は「米側に強く再発防止を申し

入れ、被害者に適切に対応したい」などと答えましたが、具体策

は述べませんでした。 

 党県委員長の、あかみね政賢衆院議員（沖縄１区）は「事件の

たびに再発防止を申し入れているというが、日本政府は米軍の事

件にお手上げの状態だ。真の解決方法は、基地撤去以外にない」

と強調しました。 

 玉城ノブ子、西銘純恵、比嘉瑞己、玉城武光の各県議も参加し

ました。 

 

しんぶん赤旗2021年8月4日(水) 

辺野古沖の島 未知の鍾乳石 米軍基地建設の影響懸念 沖

縄・長島 

 米軍の新基地建設に伴う埋め立て工事が進められている沖縄

県名護市の辺野古崎沖合にある長島の鍾乳洞で、九州大学の浦田

健作博士たちのグループがこれまで世界でも知られていなかっ

た鍾乳石などを発見し、沖縄地理学会誌（７月３１日付）に研究

結果を発表しました。日本自然保護協会が３日、明らかにしまし

た。 

（写真）長島の鍾乳洞で見つかった「固

結礫塔」＝浦田健作さん撮影 

（写真）新基地工事が強行される

辺野古崎の沖合にある長島（中央右）＝2020年８月、沖縄県名

護市（小型無人機で撮影 

 

 長島は辺野古崎の東方沖約８００メートルにあります。研究グ

ループは２０１８年９～１０月の３日間、日本自然保護協会の協

力・支援のもとで島の南西側にある鍾乳洞の測量や内部の地形お

よび鍾乳石の観察・記載を行いました。 

 その結果、大きく三つの部分に分けられた鍾乳洞の北洞のサン

ゴ礫（れき）広場と名づけた場所から、枝サンゴと軽石からなる

海浜礫を石灰質沈殿物で固めた特殊な鍾乳石が四つ見つかりま

した。大きさは、高さが３０～７０センチ、直径１５～２０セン

チでした。このような鍾乳石はこれまで知られていないため、研

究グループは「固結礫塔（こけつれきとう）」と名づけました。 

 研究グループの藤田喜久・沖縄県立芸術大学教授は「これまで

沖縄の洞窟はひととおり見てきて、多少サンゴ礫がかたまってい

るのは見たことがあるが、今回のようなものは初めてで驚いた。

どのように形成されたかは、これからさらに調べる必要がある」

と話します。 

 鍾乳洞からは、沖縄県でこれまで見つかっているさまざまな種

類の鍾乳石の大部分が確認されたほか、「ビーチロック通路」と

名づけた場所の床面からは海浜で形成されるビーチロック層に

似た「ビーチロック類似層」が見つかりました。このような層は、

少なくとも国内の洞窟内では確認がまれだといいます。 

 

しんぶん赤旗2021年8月2日(月) 

沖縄新基地 遺骨土砂問題 業者が転用申請 採掘予定地への

進入路で 

 米軍辺野古新基地建設（沖縄県名護市）の埋め立て工事用土砂

を、沖縄戦の戦没者の遺骨が多数埋まっている本島南部から調達

する問題で、採掘業者が採掘の進入路建設に必要な農地の一時転

用申請を糸満市農業委員会にしていたことが１日までに、市への
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取材で分かりました。 

（写真）熊野鉱山の採掘予定地

（正面の伐採された部分）への接近を拒む「立入禁止」看板＝糸

満市米須 

 市農業委で審査後、５日に予定される県農業会議での審査を経

て、県が一時転用の最終判断をするとしています。 

 申請があったのは７月１０日。申請したのは市内米須地区にあ

る「熊野鉱山」を所有する沖縄土石工業（本社・同市）です。 

 市農業委が７月２６日の総会で、申請について審査しました。

申請によれば、土石の採掘量は２２万トン、搬出はダンプトラッ

クで３万６６６６台（１日当たり４０台）となっています。 

 採掘現場から農道に出る進入道路設置は幅４・７メートルで農

地所有者と賃貸権を結び、一時転用を図るとしています。 

 総会では、市内にある別の鉱山で農地の一時転用による採掘事

例をめぐり、粉じんなどの被害が深刻化したという周辺住民から

の苦情が報告されました。熊野鉱山への進入路については米須自

治会だけでなく近隣の自治会からも意見の提出を求めるべきだ

との指摘がありました。 

 農地の一時転用についても沖縄県内では転用期間が３年以内

となっているのに対し、同社は７年以上で申請しており、期限超

えの整合性をめぐり議論に。「３年ごとの追加転用なら一時転用

の意味がなくなる」「材料が少なく判断できない」などの指摘が

相次ぎ、国や県へ確認を求めていることが報告されたといいます。 

 関係者によれば総会ではほかにも委員から「こんな計画は容認

できない」「許せば他業者への影響が大きい」などの見解が続出

したといいます。同市によれば市内には１８社の鉱山業者が営業

しています。 

 

沖縄・与那国に電子戦部隊配備検討 中国の海洋進出念頭に 

毎日新聞 2021/8/3 16:12（最終更新 8/3 16:12） 

防衛省の正門＝東京都新宿区市谷本村町で

2019年3月、本橋和夫撮影 

 岸信夫防衛相は3日の記者会見で、車載型装備「ネットワーク

電子戦システム」（NEWS）を備えた電子戦部隊を2023年度ご

ろまでに陸上自衛隊与那国駐屯地（沖縄県与那国町）に配備する

ことを検討していると明らかにした。 

 NEWSは、電磁波を収集・分析し、敵の通信を妨害するシス

テム。有事には、敵がミサイルの誘導やドローンの操縦に使う周

波数を解析し、同じ周波数の強い電磁波を出して混信させるとい

った役割が期待されている。 

 電磁波は宇宙、サイバーと並ぶ新たな軍事領域。東シナ海や南

シナ海で海洋進出を強める中国も電子戦分野の能力を向上させ

ており、南西地域の防衛力強化を狙う。岸氏は「今後、隊員が勤

務・居住する隊庁舎の調査・設計を行う」と説明した。 

 また、岸氏は沖縄県の石垣島に陸自地対空・地対艦ミサイル部

隊と警備部隊を置く計画についても、23 年度までに配備を目指

すとした。【畠山嵩】 

 

【独自】石垣島にミサイル部隊配備へ…中国に対抗する狙い、南

西諸島は４拠点態勢に 

読売新聞2021/08/02 15:00 

 防衛省は２０２２年度末に陸上自衛隊のミサイル部隊を沖縄

県・石垣島（石垣市）に配備する方針を固めた。５００～６００

人規模となる予定で、沖縄本島を含め、南西諸島のミサイル部隊

は４拠点態勢となる。海洋進出を強める中国に対抗する狙いがあ

る。 

 

 新たに常駐するのは地対艦・地対空ミサイルの運用部隊と、武

力攻撃や大規模災害への初動対応を担う警備部隊だ。関連経費を

来年度予算の概算要求に盛り込む。駐屯地は石垣市の市街地から

離れた島内のゴルフ場跡地などに作り、隊舎や弾薬庫、訓練場な

ども設ける。 

 南西諸島は約１２００キロ・メートルと日本列島に匹敵する長

さで、フィリピンまでつながる「第１列島線」に位置する。中国

はこの線の内側への米軍侵入を阻止する軍事戦略「接近阻止・領

域拒否（Ａ２ＡＤ）」を描く。沖縄本島と沖縄県・宮古島（宮古

島市）間に空母「遼寧」を通過させるなど、この海域での軍事活

動を活発化させている。 

 これに対し、防衛省は南西諸島の防衛力強化を進めている。石

垣島が加われば、鹿児島県・奄美大島（奄美市など）と沖縄本島、

宮古島の４島にミサイル部隊が配備されることになる。 

 石垣市では部隊駐屯への反対があり、１８年３月の市長選でも

争点となったが、事実上の容認姿勢だった現職の中山義隆氏が勝

利した。中山市長は同年７月に部隊配備の受け入れを正式表明し

ている。 

 防衛省では、ミサイル部隊以外にも、２３年度末までに沖縄県・

与那国島（与那国町）に電子戦部隊を配備するほか、鹿児島県・

馬毛島（西之表市）でも自衛隊基地の建設計画を進めており、今

後も南西諸島の防衛力整備を続ける方針だ。 

https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20210802-OYT1I50091/
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日米豪印、共同海上演習実施へ ２年連続、中国けん制 

時事通信2021年08月03日14時52分 

昨年１１月にアラビア海で行われた

日米豪印の海上共同訓練（インド海軍提供 ＡＦＰ時事） 

 【ニューデリー時事】インド国防省は２日、毎年行っている海

上自衛隊、米海軍との合同海上演習「マラバール」について、昨

年に続きオーストラリアが参加し、西太平洋で実施すると発表し

た。詳細な期日は未定。日米豪印の連携枠組み「クアッド」内で

の協力を深め、インド太平洋地域で海洋進出を強める中国をけん

制する狙い。 

 豪州は近年、中国の台頭を懸念しており、ベンガル湾とアラビ

ア海を演習海域とした昨年のマラバールに１３年ぶりに参加し

た。インド海軍は今回、８月上旬から約２カ月の間に、マラバー

ルに加え、豪州、ベトナム、フィリピン、シンガポール、インド

ネシアの海軍とそれぞれ２国間の演習も行う。 

 

日米英豪が共同訓練 英最新鋭空母も参加 

日経新聞2021年8月3日 16:30 

岸信夫防衛相は 3日の記者会見で、自衛隊が 2～27日に米国や

英国、オーストラリアの各軍と共同で訓練すると表明した。東ア

ジア周辺の太平洋に展開する英軍の最新鋭空母「クイーン・エリ

ザベス」も加わり、海上や上空での連携を強める。 

 英空母「クイーン・エリザベス」

（2017年11月、英南部ポーツマス）=共同 

岸氏は狙いについて「（日本が掲げる）『自由で開かれたインド太

平洋』の維持・強化のため、地域の平和と安定に積極的に貢献し

たい」と説明した。東・南シナ海への進出を続ける中国の動向も

念頭にある。 

沖縄県の石垣島に陸上自衛隊のミサイル配備部隊を置く計画を

巡っては、2023年度までの中期防衛力整備計画の期間中に配備

する意向を示した。 

 

ドイツ艦のインド太平洋地域派遣「歓迎」 加藤官房長官 

産経新聞2021/8/3 13:40 

加藤勝信官房長官は３日の記者会見で、ドイツがフリゲート艦

「バイエルン」をインド太平洋地域に派遣したことについて「地

域の平和と安定に貢献するドイツの関与を示す上で重要な意義

があり、歓迎する」と述べた。 

フリゲート艦はドイツを２日に出港し、南シナ海での航行などを

予定していると説明。「自由で開かれたインド太平洋」の実現に

向け、ドイツと緊密に連携したいと強調した。 

 

【独自】空自Ｆ１５、空対艦ミサイルの導入見送り…米が改修費

の大幅増額要求 

読売新聞2021/08/04 06:52 

 防衛省は、航空自衛隊のＦ１５戦闘機の能力向上を巡り、搭載

予定だった空対艦・空対地長射程ミサイル「ＬＲＡＳＭ」の導入

を見送る方針を固めた。開発元の米国側から改修費の大幅な増額

を求められたことを受け、導入は困難と判断した。 

防衛省 

 対艦機能を見送ることから、「１２式地対艦誘導弾」を基に開

発する新たな国産の長射程ミサイルを改良し、Ｆ２戦闘機などに

搭載して役割を代替する考えだ。 

 さらに中国の戦闘機の急速な近代化に対応するため、電子戦能

力の向上を図り、米国製の空対地長射程ミサイル「ＪＡＳＳＭ」

を搭載する方針だ。 

 ＬＲＡＳＭとＪＡＳＳＭはいずれも射程が約９００キロ・メー

トル。敵の射程圏外から発射できるスタンド・オフ・ミサイルで、

南西諸島防衛を強化する狙いがある。 

 防衛省は、来年度予算の概算要求（８月末締め切り）では、金

額を明示しない「事項要求」で改修計画を盛り込み、今年１２月

の予算編成で正式に必要な額を計上したい考えだ。改修を巡って

は費用が多額なため中止論も出ていた。しかし、米側との協議で、

ＬＲＡＳＭの導入見送りなどで費用低減が見込めることから、事

業継続は可能との結論に至った。 

 

航空自衛隊 F15 戦闘機改修 費用増で対艦ミサイルの搭載見送

り 

ＮＨＫ2021年8月5日 5時36分 

   

航空自衛隊の F15戦闘機の改修をめぐり、防衛省は、当初の見

積もりから費用が大幅に膨らんだため、2種類の長距離巡航ミサ

イルのうち、対艦ミサイルの搭載見送りを決め、改修事業そのも

のは継続させることになりました。 

防衛省は、航空自衛隊の F15 戦闘機を改修して、2 種類の長距

離巡航ミサイルなどを搭載できるよう検討を進め、改修に必要な

費用について、アメリカ側と交渉を続けてきました。 

そして、アメリカのメーカーで必要な部品の製造ラインを新たに

整備する必要があることなどから、当初の見積もりから初期費用

が大幅に膨らむことが見込まれるとして、2種類の長距離巡航ミ

サイルのうち、射程およそ900キロの対艦ミサイル「LRASM」

の搭載を見送ることを決めました。 

ただ、F15の改修事業そのものは継続させ、同程度の射程がある

対地ミサイル「JASSM」などを搭載するため、来年度の概算要

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080300684&g=pol&p=20210803ds65&rel=pv
https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20210803-OYT1I50240/
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求には具体的な金額を明示しない「事項要求」として盛り込んだ

うえで、具体的な金額を年末の予算編成で計上することにしてい

ます。 

 

米軍ヘリ不時着 トラブルの説明一転「予防着陸」 宮崎・串間 

毎日新聞 2021/8/3 10:50（最終更新 8/3 10:50）  

不時着現場の田に落下物がない

か見回る男性。不時着前日に稲刈りを済ませたばかりだったとい

う（画像を一部修正しています）＝宮崎県串間市で2021年8月

2日午後0時10分、塩月由香撮影 

 宮崎県串間市の農地に不時着した米軍普天間飛行場（沖縄県宜

野湾市）所属のAH1攻撃ヘリコプターは2日午前8時45分ご

ろ、自力で離陸した。海自鹿屋基地（鹿児島県鹿屋市）を経由し

沖縄へ向かった。現場の立ち入り規制は11時半ごろ解除された。

男性（71）は早速、自身の田に駆けつけ「稲刈り後の耕運をした

かったのだが……。早く来たかった」と不満そうだった。 

 県警や住民によると不時着は7月27日午前8時半ごろ。別の

ヘリと共に、立ち寄り先の空自新田原基地（新富町）から普天間

に向かう途中だった。 

 

衆院選「政権交代を実現」 結党９９周年で記念講演―共産・志

位氏 

時事通信2021年08月04日20時45分 

共産党の志位和夫委員長＝７月１５日、国会内 

 共産党の志位和夫委員長は４日、党本部で結党９９周年の記念

講演を行い、秋までに行われる衆院選に関し、「共産党の躍進で

政権交代を実現し、野党連合政権をつくろう」と訴えた。 

 新型コロナウイルス感染拡大が続く現状について、志位氏は

「菅政権による失政がもたらした深刻な人災で、その責任は極め

て重い」と厳しく批判。東京五輪についても「科学を無視し、命

をないがしろにした歴史的愚行ではないか」と改めて中止を求め

た。 

 

共産・志位氏「広大な保守の人々と共闘に発展」 創立99周年

講演 

毎日新聞 2021/8/5 00:18（最終更新 8/5 00:18） 

共産党の志位和夫委員長 

 共産党の志位和夫委員長は4日、党本部で党創立99周年を記

念して講演し、「自民党政治はまともな保守政治と言えない」と

批判する一方、「野党共闘は、広大な保守の人々と共産党を含む

共闘に発展している」と述べた。 

 志位氏は講演後、保守層との共闘の例を問われ、「立憲民主党

は自らのことを保守と言っており、そういう野党との協力になっ

てくる。自民党出身で保守本流でやってきた、亡くなった翁長（雄

志前沖縄県知事）さんと共産党が『オール沖縄』の旗のもと協力

した経験もある」と記者団に説明した。 

 また、「保守の人々」との共闘について「（日本）共産党の歴史

の中でもあまりなく、世界でも（各国の）共産党が保守のグルー

プと協力して政治を変えようということはあまりない。まったく

ユニークな取り組みだ」と意義を強調した。【古川宗】 

 

内閣支持率「危険水域」は 30%割れ 野党の勢いも影響 チャ

ートで読む政治 世論（1） 

日経新聞2021年8月3日 11:30 

 

報道各社はほぼ毎月、電話などを使って世論調査をする。なかで

も注目度が高いのが政権の体力を測る内閣支持率だ。長く低迷す

れば首相の退陣にもつながる。政権の安定にはどの程度の支持率

が必要なのだろう。 

2001年4月に発足した小泉純一郎政権以降、歴代内閣の支持率

と不支持率を調べた。 

5年を超える長期政権を築いた首相は小泉氏と 12年 12月以降

の安倍晋三氏しかいない。2人に共通するのは支持率がほとんど

40%を割らなかったことだ。 

小泉内閣は80%でスタートした。02年1月に田中真紀子外相を

更迭すると急落し、同年6月に43%まで下がった。 

ところが同年9月に北朝鮮を電撃訪問すると、直後の10月の調

査で61%まで急上昇した。その後も40%を切ったことはなかっ

た。 

12年 12月に発足した第 2次政権以降の安倍内閣も、30%台は

95回の調査で3回だけだ。 

集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法を審議した15年7

月と、森友学園などの問題があった17年7月、新型コロナウイ

ルス禍の20年6月だ。 

15年と17年はすぐに経済政策を打つと支持率が上がった。 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=90aa7529a69366feb9b54cc2770ed465&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080401241&g=pol&p=20210804ds85&rel=pv
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第1次政権の安倍氏のほか、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、

菅直人、野田佳彦各氏の内閣は1年程度で終わった。いずれも最

も低い支持率は30%を下回った。 

なぜ 40%が目安になるのか。日経新聞の調査では「内閣を支持

するか」の質問に「いえない・わからない」と答える人が平均10%

程度いる。 

全体の 100%から 10%を引くと 90%。そこから「支持する」と

答えた40%を除くと残り50%は「不支持」になる。支持率40%

は「世論の過半数が政権を支持しない」可能性がある。 

内閣支持率は各社で聞き方が違う。日経新聞は「わからない」と

答えた人に「お気持ちに近いのは」と再度聞く。1度しか聞かな

い調査より支持率も不支持率も高くなる傾向がある。 

政権は野党の支持率にも左右される。立憲民主党と民進党を含む

「民主党の流れをくむ政党」と自民党の政党支持率を比べてみる。

12年以降は常に「自民党優位」だ。 

最新の7月の調査で菅内閣の支持率は34%、不支持率は57%だ

った。「支持率40%」を割り込んだが、自民党と立民の支持率は

30ポイント弱の差がある。 

 

維新、衆院選の公約案が判明 経済低迷打破へ消費税5％減税 

2021/8/2 18:47 (JST)8/2 19:05 (JST)updated共同通信社 

 「維新八策」と銘打った日本維新の会の次期衆院選公約原案が

判明した。新型コロナウイルス禍での経済低迷を打破するため、

2年間限定で消費税率を5％に引き下げると打ち出した。減税と

規制改革を組み合わせ、成長戦略につなげるとしている。2019

年参院選公約では 10％への増税に反対との記述にとどまってい

た。党関係者が2日、明らかにした。 

 消費税率の引き下げ時期は明示しなかった。消費税に加え、所

得税や法人税の減税で景気回復を図る。総務省が肥大化している

として放送・情報通信行政の一部分離も盛り込んだ。 

 

選手の活躍「政権に力」 五輪開催で自民河村氏 

2021/7/31 18:08 (JST)7/31 21:49 (JST)updated共同通信社 

記者団の取材に応じる河村建夫元官房長官＝

31日午後、山口県宇部市 

 自民党の河村建夫元官房長官は31日、東京五輪で日本代表選

手が活躍すれば、秋までにある次期衆院選に向けて政権与党に追

い風となるとの認識を示した。山口県萩市の会合で「五輪で日本

選手が頑張っていることは、われわれにとっても大きな力になる」

と述べた。 

 新型コロナウイルスが感染再拡大する中での五輪開催に批判

的な声があることには「五輪をやっていなくてもコロナが増えて

いたと思う」と主張し「五輪がなかったら、国民の皆さんの不満

はどんどんわれわれ政権が相手となる。厳しい選挙を戦わないと

いけなくなる」とも語った。 

 

立民の蓮舫氏「五輪の政治利用」 自民・河村氏発言を批判 

2021/8/1 14:41 (JST)8/1 14:55 (JST)updated共同通信社 

立憲民主党の蓮舫代表代行 

 立憲民主党の蓮舫代表代行は 1 日、東京五輪で日本代表選手

が活躍すれば政権に「大きな力になる」とした自民党の河村建夫

元官房長官の発言について「政治利用ではないか」と批判した。

山口県宇部市内で開かれた党会合で言及した。 

 五輪の盛り上がりと政府の危機管理とは別問題だとして「自分

たちの手柄、成果にするかのようなことを官房長官まで務められ

た方がお話しになるのは非常に残念だ」とも述べた。 

 五輪を開催していなくても新型コロナの感染者は増えていた

との河村氏の主張に対しては、沿道で応援する人や大会ボランテ

ィアを介して感染が広がるリスクが否定できないと指摘した。 

 

繰り上げの山崎氏、国民所属へ 

時事通信2021年08月04日19時19分 

山崎摩耶元衆院議員 

 国民民主党の榛葉賀津也幹事長は４日の記者会見で、立憲民主

党を離党した本多平直前衆院議員の辞職に伴い、近く繰り上げ当

選する見通しの山崎摩耶元衆院議員（７４）が、国民に所属する

と明らかにした。山崎氏は現在、国民の北海道連代表を務め、次

期衆院選も比例代表北海道ブロックに出馬を予定している。 

 ただ、今回の繰り上げ当選は、２０１７年の前回衆院選で山崎

氏が旧立民の同ブロック次点だったためで、国民に所属すること

に立民から戸惑いの声も出ている。 

 

立憲、2030年に女性議員3割に 本多氏問題発言受け改革案 

毎日新聞 2021/8/3 16:50（最終更新 8/3 16:50） 

立憲民主党の枝野幸男代表 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=d13614289cf5b5b6ab3f899db902ab6e&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=6a884c0453f8ccfd73ad0aac0f942b48&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080401146&g=pol&p=20210804ds77&rel=pv
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 立憲民主党は3日の執行役員会で、2030年に党所属の国会議

員・地方議員、候補者、党職員の女性比率3割を目指す方針を決

めた。離党・議員辞職した本多平直元衆院議員の性交同意年齢を

巡る問題発言を受け、ジェンダー平等に向けた改革案が了承され

た。 

 現状では、同党が次期衆院選で擁立する候補予定者の女性比率

は 17％だが、今後、3 割達成に向けた工程表を作り、次期衆院

選の党公約にも盛り込む。枝野幸男代表は7月29日の記者会見

で「積極的な取り組みを推進し、失われた信頼の回復に全力を挙

げる」と述べた。【田所柳子】 

 

全トヨタ労連、旧民主系議員を選別 活動次第で連携 

産経新聞2021/8/3 17:56田中 一世 

トヨタグループ各社の約３５万人が加盟する巨大労組「全トヨタ

労働組合連合会」が、旧民主党系議員と連携する従来の枠組みを

見直し、組織内候補のほかは５人に絞った。背景には、国会で政

権批判を繰り返し、自動車産業や雇用のために十分に活動してい

ないという不満がある。労組と野党の関係に一石を投じる動きで、

次期衆院選に影響が及ぶ可能性もある。 

全トヨタ労連は拠点の愛知県を中心に旧民主系国会議員十数人

と「連絡会」を作り、意見交換してきた。ところが６月７日の総

会では、幹事を務める組織内議員ら４人以外に、活動ぶりを見極

めて選んだ「連携議員」５人と活動する新たな方針を加盟組合に

示した。 

立民は愛知県の１５選挙区中９選挙区に現職がいるが、うち岡本

充功（９区）、重徳和彦（１２区）、大西健介（１３区）の３氏が

連携議員となった。連携議員の残り２人は同労連が最優先で支援

する国民民主党。６月、立民、国民民主、無所属の議員が自動車

産業の脱炭素化推進に向けた法案を国会に提出したが、法案作成

チームの中心は重徳氏で、大西、岡本両氏も提出者に名を連ねた。 

近年は労組執行部が旧民主系というだけで支援を打ち出しても

組合員がついてこない現状もある。同労連関係者は、自動運転や

脱炭素などをめぐり自動車産業が激変する中で「どの議員が自動

車業界や組合のためになる政策を実現してくれるのか、どの議員

はそうではないのか、個別に判断するのは当然のこと」と説明す

る。 

連絡会の議員の１人も「組合員は従業員。関心はどうすれば日本

の自動車産業が生き残れるのかだ」と指摘。「政策は一義的には

政府・与党の責任だが、野党も『政府に足りない政策を国会で提

起し、実現させたのか』を見られている」と強調した。 

全トヨタ労連内には「立民は共産党と近い」との不満もあり、労

連幹部から「近づかないでほしい」とクギを刺された立民議員も

いる。連携議員の３氏は前回衆院選で無所属や旧希望の党から立

候補しており、立民内では共産と距離がある議員に分けられる。 

同労連は「連絡会の目的は政策面の連携で、衆院選での推薦の是

非とは別」と説明するが、ある立民議員は「政策で連携する議員

を選挙で応援する、とみるのが普通」と述べ、連絡会に入らなか

った候補者は同労連を挙げての支援を得られない可能性がある

とみている。 

（田中一世） 

 

選手の活躍で減った「五輪反対」 政権支持には効果薄？ 

朝日新聞デジタル塩谷耕吾、小宮山亮磨2021年8月1日 17時

52分 

五輪開催に反対する人

が減ってきた 

  

 緊急事態宣言下で開催されている東京五輪。朝日新聞社が開幕

前の7月17、18日に実施した世論調査では、五輪開催に「反対」

が55%、「賛成」が33%だった。ただ、大会関係者の間では、「大

会が始まって日本人選手が活躍すれば、盛り上がる」と言われて

いた。大会は中日を迎え、日本勢は過去最多の金メダル17個を

量産。実際に、世論は変わっているのか？ 

 陸上競技が始まった30日。会場の国立競技場は無観客だった

が、そのすぐ横に長蛇の列ができていた。お目当ては五輪モニュ

メント。約40分も並んで、記念撮影を楽しんだ30代の女性は、

「五輪、楽しんでます。金メダルをとった卓球がすごかった。や

っぱり、五輪、やってよかったです」と満面の笑みを浮かべた。 

 閑散としていたオフィシャルグッズの販売店にも、22 日から

の 4 連休以降は行列ができるように。開幕後はオフィシャルサ

イトにアクセスが集中し、一時ダウンする事態になった。 

 国際オリンピック委員会（IOC）は、こうした動きを「機運が

高まっている証し」とみる。 

 マーク・アダムズ広報部長は30日の会見で「日本のツイッタ

ーで（五輪に対して）ポジティブなつぶやきがネガティブを上回

ったという情報を見た。日本はここまで15個の金メダルをとっ

ている。過去の大会でも、大会が始まれば（機運が）高まってく

るし、特に開催国の活躍が始まるとそれが顕著になる。その効果

が拡大している」と満足気に話した。 

 確かに、ツイッター上のムードは、開会式を機に一変した。 

 SNS 分析ツール「ブランドウォッチ」を使って「オリンピッ

ク」を含むツイートを分析すると、開幕前1カ月は、ネガティブ

な内容が45%、一方のポジティブは18%だった。だが、23日の

開会式直前、都内をブルーインパルスが飛行すると、一気にポジ

ティブに変わった。以降は、日本選手のメダルラッシュもあり、

ポジティブがネガティブを上回り続けた。 

 ただ、その時々のニュースで、受け止めは揺れ動く。27 日夕

方、東京都内の新型コロナの感染者数が過去最多の2848人に上

ることが伝えられると、関連した投稿が増え、ネガティブな内容

が37%、ポジティブが25%と変わった。 

 選手らの活躍が五輪への賛否を変えていることを示す調査も

https://www.sankei.com/author/st0004/
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210801001022.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210801001022.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80.html
http://www.asahi.com/olympics/2020/
http://www.asahi.com/special/08003/
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A0%B4.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8D%93%E7%90%83.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%B9.html
http://www.asahi.com/area/tokyo/
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%82%BA%E7%82%8E.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210801001022.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210801001025.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210801001026.html
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ある。 

 大阪大の三浦麻子教授（社会… 

残り：757文字／全文：1716文字 

 

菅氏の無投票再選期待 二階自民幹事長 

時事通信2021年08月03日12時38分 

自民党役員会に臨む菅義偉首相（中央）、

二階俊博幹事長（左から３人目）ら＝３日午前、東京・永田町の

同党本部 

 自民党の二階俊博幹事長は３日の記者会見で、菅義偉首相（党

総裁）の９月末の任期切れに伴う総裁選について「複数の候補が

出る見通しは今のところない。現職が再選される可能性が極めて

強い状況だというのは誰もが承知の通りだ」と指摘した。首相以

外の立候補の動きをけん制し、無投票での再選に期待を示した発

言だ。また、首相の政権運営について「しっかり頑張っている。

今すぐ総裁を代える意義は見つからない」と評価し、続投を改め

て支持した。 

 

自民総裁選、９月２９日軸 衆院解散の余地確保か 

時事通信2021年08月04日20時01分 

首相官邸に入る菅義偉首相＝４日午前、東京・永田

町 

 自民党執行部は、菅義偉首相の９月末の党総裁任期満了に伴う

総裁選について、同１７日告示、２９日投開票とする案を軸に検

討に入った。総裁公選規程が定める中で最も遅い日程で、９月５

日の東京パラリンピック閉幕から一定の期間を確保し、首相が９

月中の衆院解散に踏み切る余地をできるだけ広げる狙いがある。 

 党幹部は４日、総裁選は９月２９日投開票が有力と指摘。その

理由について「首相の選択の幅が広がる」と語った。総裁選挙管

理委員会が日程を決める今月２６日に向け、党内の駆け引きが激

しくなりそうだ。 

 

総裁選日程、２６日決定へ 自民―対抗馬不在で「先行論」じわ

り 

時事通信2021年08月03日19時58分 

首相官邸に入る菅義偉首相＝３日午前、東京・永田町 

 

 自民党は３日、菅義偉首相の党総裁任期が９月末で満了するこ

とに伴う総裁選に向け、総裁選挙管理委員会の初会合を党本部で

開いた。２６日の次回会合で日程を決めることを確認。首相は９

月上旬にも衆院解散に踏み切って勝利し、総裁選を無風で乗り切

る戦略とみられていたが、執行部内では有力な対抗馬不在の状況

を踏まえ、総裁選の先行論がじわりと強まりつつある。 

 二階俊博幹事長は３日、首相も出席する党役員会で、総裁選管

の設置を報告。総裁選を「党則に基づき国会議員と党員・党友の

投票で行う」と明言した。 

 続く記者会見では「淡々と進めることが大事だ」と述べ、総裁

選の投開票を通常通り９月下旬とする考えを示唆。その上で、首

相について「続投してもらいたいとの声が、国民にも党内にも強

い。複数の候補になり得る見通しは今のところない。現職が再選

される可能性が極めて強い」と無投票再選に期待を示した。 

 これに関し、二階氏周辺は「菅総裁が無投票再選を決めた直後

に衆院解散を表明すればいい」と語った。 

 総裁選管の初会合では、野田毅元自治相を委員長に選出。総裁

選と衆院選の順序に関する議論はなかったという。 

 

Q＆A 自民党総裁選の仕組みは？ 3年ぶりに党員・党友が参加 

衆院選にらみ先送り論も 

東京新聞2021年8月4日 06時00分 

 

 自民党は３日、菅義偉首相の総裁任期（９月３０日）満了に伴

う総裁選の日程について協議を始めました。ルールに従えば、３

年ぶりに党員・党友投票を含めた正規の形式で９月下旬に実施さ

れる見通しですが、秋までに行われる衆院選の後に先送りすべき

だという意見もあります。総裁選の仕組みはどうなっているので

しょうか。（市川千晴） 

【関連記事】＜Ｑ＆Ａ＞衆院選はいつ？ ９月解散10月総選挙

が有力、11月でも可能 

 Ｑ 日程はどのように決まるのですか。 

 Ａ 総裁選挙管理委員会は３日の初会合で、２６日に開く次回

会合で投開票の日程を決めると申し合わせました。総裁公選規程

によると、投票は任期満了前の１０日以内、告示は投票日の１２

日前までと定めています。今回は最も早くて９月８日告示～２０

日投票、最も遅いと１７日告示～２９日投票です。 

 Ｑ 首相は１年前に就任したばかりで、また選挙なのですか。 

 Ａ 総裁の任期は１期につき３年です。今回は前任の安倍晋三

氏が任期途中で辞めたので、後を継いだ首相は残りの期間となっ

ています。前回は国会議員と都道府県連だけが投票に参加する

「簡易型」でしたが、今回は２０１９年から２年間、党費を納め

た党員や党友にも投票権があります。 

 Ｑ 衆院議員の任期も１０月２１日までです。 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=9b93822c0f6c0e0b1479be94227642dd&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=9b93822c0f6c0e0b1479be94227642dd&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=720803fd70d8134bf96ff8bee5162327&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080300534&g=pol&p=20210803at20S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080401195&g=pol&p=20210804at46S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080301156&g=pol&p=20210803at38S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080301156&g=pol&p=20210803at47S&rel=pv
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=121646&pid=418158&rct=politics
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 Ａ いつ衆院解散があってもおかしくない時期なので、党内に

は総裁任期を短期間延長し、総裁選を衆院選後に先送りするよう

求める意見があります。ただ、衆院選で苦戦すれば来年夏の参院

選を見据え「選挙の顔」を代えるべきだという声も高まりかねま

せん。首相を支持する二階俊博幹事長は３日の記者会見で、日程

変更に否定的な考えを示し、首相の無投票再選を期待して「総裁

を代える意義は見つからない。今のところ、選挙になる見通しは

ない」と話しました。 

 

自民党 総裁選投開票日 来月の最終週とする案が浮上 

ＮＨＫ2021年8月4日 4時21分 

 

来月末に菅総理大臣の任期が満了することに伴う自民党総裁選

挙について、党幹部の間では新型コロナウイルスの感染状況など

を見極めるため遅い日程が望ましいとして、投開票日を来月の最

終週とする案が出ていて調整が行われる見通しです。 

菅総理大臣の自民党総裁としての任期は来月末までとなってい

て、自民党は3日、総裁選挙管理委員会の初会合を開き告示や投

開票などの具体的な日程を今月26日の次の会合で決めることに

なりました。 

党の規程では投開票は来月 20日から 29日までに行うことにな

っていて、党幹部の間では衆議院議員の任期満了が10月に迫る

なか、菅総理大臣が衆議院の解散を判断するには新型コロナウイ

ルスの感染状況を見極める必要があり、できるだけ遅い日程が望

ましいとして29日など来月の最終週を投開票日とする案が出て

います。 

一方、党内にはあらかじめ総裁任期を短期間延長して衆議院選挙

のあとに総裁選挙を行うべきだという意見もあり調整が行われ

る見通しです。 

 

立憲、候補者目標を「過半数以上」に 社民も引き上げ 次期衆

院選 

毎日新聞 2021/8/2 20:38（最終更新 8/2 20:38） 

立憲民主党のロゴ＝東京都千代田区

で2019年5月16日、曽根田和久撮影 

 立憲民主党と社民党は、次期衆院選での候補者擁立数の目標引

き上げを相次いで決定した。2017年の前回衆院選から3年半以

上の準備期間を確保できたことに加え、新型コロナウイルス対応

の不手際が影響して内閣支持率が低迷したことが、新人擁立の追

い風になっている面もある。 

 立憲は7月21日にオンラインで開いた全国幹事長・選挙対策

責任者会議で、衆院定数（465）の過半数にあたる233人以上の

候補者擁立を目指す方針を各都道府県連に伝達した。これまでは

国民民主、社民両党や無所属と合わせて過半数を擁立する目標だ

った。 

 

【点描・永田町】林氏くら替え出馬で“権謀術数” 

時事通信2021年08月01日18時30分 

衆院山口３区へのくら替え出馬を表明し、記

者会見を行った林芳正元文部科学相＝７月１５日、山口県宇部市 

 

 自民党の林芳正元文部科学相（６０）＝参院山口選挙区＝が、

次期衆院選で山口３区（山口県宇部市、萩市など）へのくら替え

出馬を決めたことが、永田町に波紋を広げている。同区は河村建

夫元官房長官（７８）が現職で、しかも林氏は岸田派、河村氏は

二階派の最高幹部のため、両派を巻き込んだ保守分裂選挙になる

からだ。そもそも林氏の出馬は「数年前から周到に準備された動

き」（自民幹部）で、選挙地盤をめぐる双方の因縁深さが、事態

をさらに複雑化させている。それだけに「首相を目指すためのラ

ストチャンス」とする林氏と、当選後の衆院議長就任も視野に入

れる河村氏との戦いは「引くに引けない果たし合い」（同）とな

る。 

 次期衆院選はすでに、１０前後の小選挙区で自民党内の公認争

いが激化している。ただ、衆院選と同時進行となるとみられる自

民党総裁選への出馬に意欲を示す岸田文雄前政調会長と、自民党

最高実力者の二階俊博幹事長の“代理戦争”ともなる山口３区の

選挙は「自民党内の権力闘争の縮図で、結果がその後の政局も左

右しかねない」（自民長老）だけに、最大の注目区となることは

確実だ。 

 １議席を争う小選挙区で、自民党系の２人の候補がぶつかり合

うケースは少なくない。その場合、公認権を持つ党執行部は(1)現

職優先などの原則を踏まえ、１人を公認する(2)双方を公認せず、

勝った方を事後公認とする(3)１人を比例代表に回す─のいずれ

かを選択することが多かった。今回の山口３区については、水面

下で(2)や(3)の対応も模索されたが、河村氏が二階幹事長の最側

近だけに、「仁義なきガチンコ対決にせざるを得なかった」（自民

選対）のが実態だ。 

◇カギ握る“山口のドン”の安倍氏 

 「この国のかじ取りをしていくため、衆院議員へのくら替えと

いうハードルを越えなくてはいけない」─。林氏は１５日、山口

３区の中心となる宇部市での記者会見で高らかに宣戦布告した。

これに対し、河村氏もすぐさま「党公認として議席を守る使命感

に燃えている」と応戦。後ろ盾の二階氏が率いる二階派も同日の

会合で河村氏の支援を確認し、「全面戦争だ」（幹部）と気勢を上

げた。林氏の出馬表明に合わせて山口県議会の自民会派が「林氏

支持」の連判状を作成するなど、林氏の陣営は「地元はすべて林

https://www.jiji.com/jc/giin?d=78f2b1770a6ac6397ab64cd50db9dc0a&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=4e952208d394b5b4881edf16bebc6284&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=4e952208d394b5b4881edf16bebc6284&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=dba4f5099178787d6398d1695161b9ed&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=9b93822c0f6c0e0b1479be94227642dd&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021072700890&g=pol&p=20210727ds60&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021072700890&g=pol&p=20210727ds61&rel=pv
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応援団だ」と息巻く。その一方で、二階氏は林氏の党除名もちら

つかせて脅しをかける。除名となれば選挙で勝っても即時復党は

困難となるからだが、林氏は離党して無所属での出馬も辞さない

構えだ。 

 そこで注目されるのが“山口のドン”でもある安倍晋三前首相

の出方だ。もともと安倍氏と林氏は、中選挙区時代から先代同士

が地元でし烈な戦いを続けてきた因縁もあり、安倍氏にとって林

氏のくら替えは絶対許せないはずだ。特に、１票の格差是正で次

の次の衆院選では山口県の小選挙区が現在の４から３に減る見

込みで「林氏が割って入れば、大混乱になる」のは確実だからだ。 

 しかし、林氏のくら替えに伴う参院山口選挙区補欠選挙に、こ

れまで比例代表で当選してきた細田派で安倍氏の側近議員が出

馬し、さらに、同議員の出馬によって竹下派の元議員が繰り上げ

当選になるという「政治的仕掛け」（岸田派幹部）も取り沙汰さ

れる。このため自民党内では、「二階氏との関係悪化が指摘され

る安倍氏が地元での二階氏の影響力をそぐため、あえて動かない

のでは」（選対幹部）との見方も広がる。そもそも、「コロナ・五

輪政局の展開次第では、衆院選と総裁選に菅政権の命運が懸かる」

（閣僚経験者）との不確定要素もあるだけに、「選挙直前まで権

謀術数が渦巻く山口３区の争い」（同）となるのは間違いない【政

治ジャーナリスト・泉 宏／「地方行政」７月２６日号より】。 

 

参院山口補選、自民県連が公募 北村氏が応募の意向 

時事通信2021年08月02日20時14分 

自民党の北村経夫参院議員 

 自民党山口県連は２日、林芳正元文部科学相の衆院くら替えに

伴う参院山口選挙区補欠選挙の候補者を公募すると発表した。同

党の北村経夫参院議員（６６）＝比例代表＝が応募する意向を固

めた。県連は２３日にも候補を決定する方針だ。 

 

参院山口補選に北村氏応募へ 県連が候補者公募、比例から 

2021/8/2 17:41 (JST)8/2 17:53 (JST)updated共同通信社 

北村経夫参院議員 

 自民党山口県連は 2 日、林芳正元文部科学相（60）が次期衆

院選山口 3 区にくら替え出馬することに伴う参院山口選挙区補

欠選挙の候補者を公募すると発表した。これを踏まえ、参院議員

で山口県出身の北村経夫元経済産業政務官（66）＝比例代表＝が

応募する意向を固めた。複数の関係者が明らかにした。 

 3～12日に申し込みを受け付け、友田有幹事長ら県連幹部の県

議らでつくる選考委員会が書類審査と面接審査を実施して 1 人

に絞り込む。公募制度管理委員会などの協議を経て、23 日ごろ

に決定する方針。友田氏は会見で「公平に審査する」と述べた。

県連関係者は「北村氏が最有力だ」と話している。 

 

山口泰明氏の次男が出馬表明 衆院埼玉10区 

2021/8/2 18:14 (JST)8/2 18:26 (JST)updated共同通信社 

次期衆院選で埼玉 10 区から立候補を表明した山

口晋氏＝2日午後、埼玉県川越市 

 政界引退を表明した自民党の山口泰明選対委員長（衆院埼玉

10区）の次男で私設秘書の晋氏（38）が2日、埼玉県川越市内

で記者会見し、次期衆院選で同選挙区から立候補すると表明した。

既に支部長になっており「地域の発展に全力を尽くし、日本をリ

ードする埼玉10区をつくっていきたい」と抱負を述べた。 

 晋氏は同県川島町生まれ。シンガポール国立大リー・クアンユ

ー公共政策大学院修了後、東京ガスに勤務し、2018年に内閣官

房長官秘書官を務めた。新型コロナウイルス対策やインフラ整備

などの政策を掲げ「まずは地道に自分の考えを訴えたい」と話し

た。 

 

野党系の上田参院議員が新党模索 前埼玉知事、中道保守掲げ 

2021/8/1 19:22 (JST)共同通信社 

上田清司参院議員 

 前埼玉県知事で野党系無所属の上田清司参院議員（埼玉選挙区）

が、次期衆院選に向けて中道保守路線を掲げる新党結成を模索し

ていることが1日、分かった。衆参の無所属議員を中心に参加の

呼び掛けを始めたもようだが、反応は目立たず、実現するかどう

かは不透明だ。 

 関係者によると、上田氏は先の東京都議選での「都民ファース

トの会」の善戦について、非自民党で中道保守系の有権者層の票

を集めた結果と分析。国政での受け皿づくりが必要と考え、新党

構想を温めている。現職議員のほか、新人として自治体の首長経

験者らの参加を期待している。 

 

「げたの雪」か「歯止め役」か 逆風にさらされる公明党 

朝日新聞デジタル太田成美2021年8月1日 16時00分 

フロントライン 

 新型コロナ対応をめぐる迷走や、相次ぐ「政治とカネ」の問題

……。菅政権への逆風は、自民党と連立を組む公明党にとっても

ひとごとではない。 

 「河井問題で地に落ちた与党への信頼を回復します！」 

 公明党の斉藤鉄夫副代表（69）は 6 月末の朝、広島市内の国

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=78f2b1770a6ac6397ab64cd50db9dc0a&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=db7ac320604626ac565d25db79da87fe&c=san
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%82%BA%E7%82%8E.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AC%E6%98%8E%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AC%E6%98%8E%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%89%E8%97%A4%E9%89%84%E5%A4%AB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080201039&g=pol&p=20210802ds69&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210730003667.html
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道橋の上で、市の中心部へ通勤する車の列に向かって声を張った。 

 衆院比例中国ブロック選出の当選 9 回。党幹事長も経験した

ベテランだが、次期衆院選の広島3区の「新人」候補として、東

京で幹部会合などがない日は毎朝 1 時間半、妻とともに国道沿

いに立つ。 

首相と「一蓮托生」 

 キャッチフレーズは「自公連立の要」。手にした「のぼり旗」

には、自身が幹事長時代にカウンターパートの官房長官だった菅

義偉首相の顔写真がある。衆院選は政権選択の選挙であり、菅首

相と「一蓮托生（いちれんたくしょう）」との「覚悟」を込めた

のだという。 

通勤の車に向かって手を振ってあいさ

つする公明党の斉藤鉄夫副代表。手には菅義偉首相と自身の顔写

真の 2連ののぼり旗を持つ=2021年 6月 30日午前 8時 25分、

広島市安佐南区 

 公明党と支持母体の創価学会が、「負けられない戦い」と位置

づける広島3区。学会の原田稔会長も7月に広島市を訪問した。

総力を傾ける背景には、大規模買収事件をめぐる与党への不信が

ある。 

 自民党本部は2019年参院… 

残り：2360文字／全文：2845文字 

 

自民党・有力者たちの夏 ／1 安倍晋三前首相（66） 狙うは

キングメーカー 復帰待望論も「すねに傷」 

毎日新聞 2021/8/3 東京朝刊  

東京都議選の応援で拳を突き上げる自民党の安倍

晋三前首相。その一挙手一投足に党内が注目する＝東京都荒川区

の尾久八幡神社で2021年6月25日、遠藤修平撮影 

 前首相の安倍晋三はこのところ全国を飛び回り、秋の衆院選に

向けて出身派閥・細田派（96人）の支援にいそしんでいる。2020

年9月、持病の潰瘍性大腸炎の悪化を理由に政権を降りたが、今

年6月に「（医師に）免疫抑制剤はもう卒業していいと言われた」

と話すなど、見違えるほど気力あふれる姿だ。そして、その言動

が注目を浴びることは今も変わらない。 

 「名前を挙げたのは当然だよ」。5 月下旬、政調会長の下村博

文からの電話に安倍はそう答えた。安倍は月刊誌「Hanada」の

インタビューで、「ポスト菅」候補の一人に下村の名を出した。

さらに翌月の同誌では、下村と同じ細田派の有力候補として、文

部科学相の萩生田光一、経済再生担当相の西村康稔、元文科相の

松野博一を加えた。 

残り1063文字（全文1386文字） 

 

安倍前首相の国会招致必要 桜を見る会「前夜祭」で―野党 

時事通信2021年08月04日12時35分 

立憲民主党の安住淳国対委員長 

 立憲民主、共産、国民民主の野党３党は４日の国対委員長会談

で、「桜を見る会」前夜祭に絡む事件をめぐり、検察審査会が安

倍晋三前首相の不起訴処分の一部を「不当」と議決したことを受

け、安倍氏の国会招致が必要との認識で一致した。会談後、立民

の安住淳国対委員長は記者団に「臨時国会を開いて招致したい。

（招致の場は証人）喚問だと思っている」と述べた。 

 

福田元首相「極めて遺憾」 公文書改ざん問題に 

朝日新聞デジタル森岡航平2021年8月4日 18時39分 

記者の質問に答える福田康夫元首相=2021

年6月15日、東京都港区、角野貴之撮影 

 福田康夫元首相は、国立公文書館開館50周年の記念式典で講

演し、森友学園の国有地取引にからむ財務省の決裁文書改ざん問

題について、「極めて遺憾な問題だ。公文書（管理）法の制度も

理念も覆すような事件であった」と指摘した。 

 講演は 7月 1日に都内で行われ、このほどユーチューブに動

画が公開された。 

 福田氏は、改ざん問題について「行政的には決着したと言われ

ているが、そう簡単に決着したということで、割り切れるものか

どうか。これはよく政治としても考えていかなければいけない」

と対応を求めた。また、作成されるべき文書が作成されず、ある

いは保存されるべき文書が保存されていないケースがあれば、

「国民に対する背信と言わざるを得ない」とも指摘した。 

 福田氏は官房長官や首相として、2011年に施行した公文書管

理法を推進した。（森岡航平） 

 

赤木ファイル「逃げないで。亡き夫と向き合って」妻雅子さんが

政府の姿勢を批判 本紙インタビュー 

東京新聞2021年8月5日 06時00分 

 学校法人「森友学園」への国有地売却の決裁文書改ざんに関与

させられ、自殺に追い込まれた財務省近畿財務局の元職員、赤木

俊夫さん＝当時（５４）＝の妻雅子さん（５０）が本紙の取材に、

俊夫さんが改ざんの経緯をまとめた「赤木ファイル」の開示を巡

って、麻生太郎財務相や安倍晋三前首相への不信感を語った。（原

田晋也、桐山純平） 
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https://www.asahi.com/topics/word/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E5%BA%B7%E5%A4%AB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E9%A4%A8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%9C%89%E5%9C%B0%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E5%95%8F%E9%A1%8C.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E7%9C%81.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%AE%98%E6%88%BF%E9%95%B7%E5%AE%98.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210730003668.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080400557&g=pol&p=20210804ds55&rel=pv
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210804002382.html
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インタビューに答える元財務省近畿

財務局職員赤木俊夫さんの妻雅子さん＝東京都千代田区の中日

新聞東京本社で 

◆「間違っていることがあったら、僕は上司でも言うんだ」 

 ―ファイルの感想は。 

 「夫が、上司を飛び越えて財務省本省に意見したメールがあっ

て驚いた。『間違っていることがあったら、僕は上司でも言うん

だ』と以前から話していた。正しいことを言え、偉いな、よくや

ったと思う」 

 ―ファイルには、国有地売却について「現場として厚遇した事

実もない」との記述がある。この記述について、安倍氏のツイッ

ター公式アカウントが「赤木氏は明確に記している」と投稿した。

安倍氏自身が森友問題に関係ないと言わんばかりだが、そのこと

をどう思うか。 

 「森友への売却は夫の異動前のことで、夫が言っていたことは

上司の受け売り。その経緯を知らないまま亡くなった。安倍さん

は『ほら見てみろ、僕たちは悪くないんだよ』と言いたいんだと

思うけど、なんてちっちゃな人間だと思う」 

◆財務局の人にねじ曲げて伝えられた 

 ―麻生氏への思いは。 

 「会見の記事を憎しみを込めて読んでいる。ファイルの中身を

自分がきちんと分かってないのに、質問する記者に『おまえがお

かしいんだ』みたいなことを言うのは、国民をばかにしている」 

元財務省近畿財務局職員赤木俊夫

さんの手帳（左）と国家公務員倫理カード 

 「大事な部下ではなかったかもしれないが、夫も同じ人間。あ

なたたちの関わったことで亡くなったのだから向き合ってほし

い」 

 ―麻生氏は、訴訟中であることを理由に俊夫さんの墓参りに消

極的なままだ。 

 「逃げないでほしい。お墓に行くことは訴訟とは関係ない。お

墓に手を合わせ、頭を下げて謝ってほしかった。でも、間に入っ

た財務局の人に『遺族は来てほしくないと言っている』とねじ曲

げて伝えられた」 

 「そもそもお墓参りが実現していたら、訴訟なんてしなくて済

んだ。謝罪がないので、説明してほしいという気持ちに変わった。

本当のことが分からないから、こんな大きな裁判をすることにな

った」 

◆悔しくて悔しくて 

 ―国を訴えることは大変ではないか。 

 「約１年間、苦しむ夫を隣で見ていた。それが悔しくて悔しく

て。夫があんなに苦しんだんだから、これくらい大したことない

と思ってやっている。ふとわれに返った時に『えらいものを敵に

回しているな』と思う時もある。でも、本当に大好きだった人だ

から、できるんだと思う」  

 

公明議員の事務所など捜索 秘書が貸金業法違反か―東京地検 

時事通信2021年08月04日22時53分 

公明党の遠山清彦前衆院議員が代表を務

めるコンサルタント会社が入るビルから段ボールを運び出す東

京地検の係官ら＝４日午後、東京都千代田区 

 

 遠山清彦・公明党前衆院議員（５２）＝議員辞職＝の当時の秘

書ら２人が、貸金業の登録をせずに融資を仲介した疑いがあるこ

とが４日、関係者への取材で分かった。東京地検特捜部は同日、

貸金業法違反容疑で、遠山氏の辞職後に秘書が所属した同党の吉

田宣弘衆院議員の議員会館内の事務所などを関係先として家宅

捜索した。 

 他に捜索されたのは、同党の太田昌孝衆院議員の議員会館内の

事務所や、遠山氏の福岡市の自宅、同氏が代表を務める東京都千

代田区のコンサルタント会社の事務所。 

 関係者によると、２人は貸金業登録をしていないのに、政府系

金融機関による融資契約に関し、仲介した疑いがあるという。特

捜部は仲介で２人が不正な利益を得た疑いがあるとみて調べて

いる。 

 融資をめぐっては、太陽光発電関連会社「テクノシステム」社

長の生田尚之被告（４７）＝詐欺罪などで起訴＝も、財務副大臣

在任中の遠山氏に政府系金融機関の窓口紹介を依頼。秘書が担当

者の紹介などに当たっていたという。 

 遠山氏は財務副大臣や党の幹事長代理などを務めたが、新型コ

ロナウイルス感染拡大で発令された緊急事態宣言下の深夜、東

京・銀座のクラブを訪れていたことが１月に発覚。２月に議員辞

職した。 

 吉田議員は参院議員秘書を経て衆院議員となり、２０１７年の

選挙で落選。遠山氏の議員辞職に伴い、今年２月に比例代表九州

ブロックで繰り上げ当選した。太田議員は長野市議や長野県議を

経て１７年の選挙で初当選。党国対副委員長などを務めている。 

 吉田議員は「お騒がせとご心配をお掛けし、おわびする。事案

の全容解明のため全面的に協力する」、太田議員は「私自身は全

く関与していないものの、ご心配をお掛けし心よりおわびする。

捜査には引き続き全面的に協力する」とのコメントを発表した。 

https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=121886&pid=419755&rct=national
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=121886&pid=419756&rct=national
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080400876&g=soc&p=20210804at42S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080400876&g=soc&p=20210804at53S&rel=pv
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公明2議員の事務所捜索 特捜部、貸金業法違反容疑 

2021/8/4 18:36 (JST)共同通信社 

公明党の元衆院議員遠山清彦氏 

 公明党の元衆院議員遠山清彦氏（52）の元秘書 2 人が、貸金

業の登録を受けずに金融機関の融資に関わった疑いがあること

が4日、関係者への取材で分かった。東京地検特捜部は同日、貸

金業法違反容疑で、関係先として公明党の2議員の東京・永田町

の議員会館事務所などを家宅捜索した。 

 関係者によると、元秘書 2 人は貸金業の登録を受けていない

のに、民間企業と政府系金融機関の融資を仲介した疑いがある。

2人は遠山氏が議員辞職した後、吉田宣弘衆院議員と太田昌孝衆

院議員の事務所の秘書となっており、捜索は両議員の事務所に入

った。 

家宅捜索のため、公明党の元衆院議員遠山清彦

氏の自宅に向かう東京地検の係官ら＝4日午後3時59分、福岡

市 

 

公明議員の事務所捜索 融資の違法仲介に秘書関与か 

朝日新聞デジタル2021年8月4日 20時24分 

遠山清彦・前衆院議員の会社を家宅捜索し、

資料を押収する東京地検の係官=2021 年 8 月 4日午後 5 時 20

分、東京都千代田区、三浦淳撮影 

  

 日本政策金融公庫からの融資を無登録で仲介したとされる事

件に公明党衆院議員の秘書 2 人が関与した疑いがあるとして、

東京地検特捜部は4日、関係先として東京・永田町の衆院第1議

員会館の事務所などを貸金業法違反の容疑で家宅捜索した。特捜

部は押収資料を分析し、秘書らが不当に利益を得ていなかったか

などの解明を進める。 

 秘書2人は、吉田宣弘衆院議員（比例九州）の政策秘書と太田

昌孝衆院議員（比例北陸信越）の元政策秘書で、両議員の会館事

務所は 4日午前から午後 8時ごろまで捜索を受けた。吉田氏の

秘書は以前、遠山清彦・前衆院議員の政策秘書を務めており、遠

山氏が代表のコンサルタント会社（東京都千代田区）なども捜索

対象になった。 

 関係者によると、2人は、遠山氏の知人が公庫と借り手の融資

契約を無登録で仲介したとされる事件に関わった疑いがあると

いう。太田氏の秘書は7月下旬に辞任している。 

 貸金業法は「貸金業」について金銭の貸し付けのほかに貸借の

仲介も含まれると定義し、いずれも登録が必要となる。無登録営

業に対する罰則は10年以下の懲役か3千万円以下の罰金。 

 財務副大臣などを務めた遠山氏は今年 2 月、コロナ禍の緊急

事態宣言中に東京・銀座のクラブに行った問題で議員辞職し、吉

田氏が繰り上げ当選して秘書も引き継いだ。太田氏は17年に初

当選し、1期目。 

 公明党の石井啓一幹事長は4日夜、「党衆院議員の国会事務所

が議員や秘書以外の人物に関わる被疑事件に関連して捜査され

た。厳粛に受け止め、捜査に全面的に協力していく」とのコメン

トを出した。 

 吉田氏は「ある方の被疑事実による捜索差し押さえ令状により、

私の事務所の捜索が行われた。ある方は私や私の秘書ではない。

今後、事案の全容解明のために全面的に協力していく」、太田氏

は「私自身は全く関与していないものの、ご心配をおかけし、心

よりおわびする」とコメントした。 

 捜査の端緒になったのは、太陽光発電関連会社「テクノシステ

ム」（横浜市西区）の社長・生田尚之被告（47）を5～7月に詐欺

罪で逮捕・起訴するなどした事件だとみられる。生田被告は昨年、

太陽光発電やバイオマス発電事業への融資名目で 3 金融機関に

うその見積書を提出するなどして計約22億円をだまし取ったと

される。融資金を他の借金返済に充てる自転車操業だったとみら

れ、特捜部はその後も捜査していた。 

 

【独自】東京地検特捜部、公明議員事務所を捜索…貸金業法違反

の関係先として 

読売新聞2021/08/04 15:00 

衆院第１議員会館 

 公明党衆院議員の秘書２人が、貸金業の登録をせずに行われた

融資の仲介に関与した疑いがあるとして、東京地検特捜部は４日

午前、貸金業法違反容疑の関係先として、東京・永田町の国会議

員会館に入る議員事務所の捜索を始めた。 

 関係者によると、秘書２人は、貸金業の登録を受けずに行われ

た政府系金融機関と借り手側の融資契約締結に向けた仲介に関

わった疑いがあるという。特捜部は、２人がこうした行為で不正

な利益を得ていた可能性があるとみて調べる。 

 金融庁によると、融資を仲介する行為も貸金業法に基づく登録

が必要となる。 

 

公明元秘書捜索 衆院選に打撃「最悪のタイミング」貸金業法違

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210804002724.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210804002724.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210804002724.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%94%BF%E7%AD%96%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%85%AC%E5%BA%AB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AC%E6%98%8E%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%A4%9C%E7%89%B9%E6%8D%9C%E9%83%A8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%B0%B8%E7%94%B0%E7%94%BA.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%B2%B8%E9%87%91%E6%A5%AD%E6%B3%95.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%AF%94%E4%BE%8B%E4%B9%9D%E5%B7%9E.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%97%E9%99%B8%E4%BF%A1%E8%B6%8A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B8%85%E5%BD%A6.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8D%83%E4%BB%A3%E7%94%B0%E5%8C%BA.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%B2%B8%E9%87%91%E6%A5%AD%E6%B3%95.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B9%B0%E3%82%8A%E4%B8%8A%E3%81%92%E5%BD%93%E9%81%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AC%E6%98%8E%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%9F%B3%E4%BA%95%E5%95%93%E4%B8%80.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8C%BA.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210804002724.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210804002726.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210804002744.html
https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20210804-OYT1I50155/
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反容疑 

毎日新聞 2021/8/4 20:32（最終更新 8/5 01:36） 

公明党本部＝東京都新宿区で、曽

根田和久撮影 

 東京地検特捜部が4日、公明党の遠山清彦・元衆院議員の元秘

書らが絡む貸金業法違反容疑で、公明 2 議員の事務所を家宅捜

索したことで、与党内から次期衆院選への影響を懸念する声が相

次いだ。公明はこれまで自民党の「政治とカネ」の問題を批判し、

「クリーンな政治」を掲げてきただけに打撃となりそうだ。 

 捜索先は、公明の太田昌孝衆院議員（比例代表北陸信越ブロッ

ク）と吉田宣弘衆院議員（同九州ブロック）の東京・永田町の衆

院議員会館事務所など。 

 「この件は、報道でちらっと見ただけで詳細を知らないのでコ

メントは差し控えたい」。公明の竹内譲政調会長は4日、首相官

邸で記者団に、家宅捜索に関して問われて明言を避けた。自民の

森山裕国対委員長も国会内で記者団に「内容が分からないのでコ

メントしようがない」と述べるにとどめた。 

 公明は衆院選での比例の総得票数について「800万票」の目標

を掲げている。しかし、全員当選を果たした7月の東京都議選で

前回より総得票数を減らしており、目標達成に向けて危機感を募

らせている最中だった。公明関係者は「これからどんどん活動し

ていくぞという時に、最悪のタイミングだ」と漏らし、公明若手

は「本当に迷惑な話だ」と述べ、8月22日投開票の横浜市長選

への影響も懸念した。 

 公明はこれまで河井克行・案里夫妻（いずれも離党）の公職選

挙法違反事件や吉川貴盛元農相（離党）の収賄事件など、相次ぐ

自民の「政治とカネ」の問題に苦言を呈してきた。だが、緊急事

態宣言中の深夜に東京・銀座のクラブを訪問して議員辞職した遠

山氏に関係する問題が起きたことに関して、公明関係者は「代表

の責任問題になったらまずい。衆院選どころではなくなる」と警

戒。自民幹部は「政権にとっても良くない。選挙協力にも影響が

出かねない話だ」と危惧した。【木下訓明、小田中大】 

 

議員事務所捜索を受け公明がコメント 「捜査には全面的に協

力」 

毎日新聞 2021/8/5 01:07（最終更新 8/5 04:08）  

遠山清彦元衆院議員が代表を務めるコ

ンサルタント会社を家宅捜索し、段ボールを車に詰め込む東京地

検特捜部の係官ら＝東京都千代田区で 2021 年 8 月 4 日午後 5

時23分、遠山和宏撮影 

 公明党の太田昌孝衆院議員と吉田宣弘衆院議員の事務所など

を、東京地検特捜部が家宅捜索したことを受けて、石井啓一幹事

長、太田氏、吉田氏が4日、それぞれコメントを発表した。全文

は次の通り。 

 石井氏 本日、公明党衆院議員の国会事務所が、議員や秘書以

外の人物に関わる貸金業法違反被疑事件に関連して捜査されま

した。党として厳粛に受け止め、状況を確認するとともに、捜査

には全面的に協力してまいります。 

遠山清彦元衆院議員が代表を務めるコンサ

ルタント会社に捜索に入り、段ボールを運び出す東京地検特捜部

の係官ら＝東京都千代田区で2021年 8月 4日午後 5時 23分、

遠山和宏撮影 

 太田氏 本日、東京地検が私や私の秘書ではないある人物の貸

金業法違反被疑事件に関連して、議員会館事務所の捜査に入り協

力しました。私自身は全く関与していないものの、党員・支持者

の皆様にご心配をおかけしていることに対し、誠に申し訳なく心

よりおわび申し上げます。捜査には引き続き全面的に協力してま

いります。 

 吉田氏 本日は国民の皆様にお騒がせとご心配をおかけいた

しました。まずは、このことについておわび申し上げます。刑事

手続きに関わることでもあり、説明できる範囲で申し上げます。

本日、11 時にある方の被疑事実による捜索差し押さえ令状によ

り私の事務所の捜索が行われました。ある方というのは私や私の

秘書ではありません。捜索に全面的に協力申し上げたいと思い、

20 時過ぎまで私も秘書も捜索に協力いたしました。今後、事案

の全容解明のために私も秘書も全面的に協力してまいります。 

 

公明・遠山清彦元議員の元秘書、貸金業法違反容疑 議員事務所

捜索 

毎日新聞 2021/8/4 20:52（最終更新 8/5 01:02） 

遠山清彦元衆院議員が代表を務めるコ

ンサルタント会社を家宅捜索し、段ボールを車に詰め込む東京地

検特捜部の係官ら＝東京都千代田区で 2021 年 8 月 4 日午後 5

時23分、遠山和宏撮影 

 公明党の遠山清彦・元衆院議員（52）の元秘書ら2人が、貸金

業の登録を受けずに金融機関の融資を仲介した疑いがあるとし

て、東京地検特捜部は4日、関係先として東京・永田町の衆院議

員会館に入る公明党 2 議員の事務所などを貸金業法違反容疑で

家宅捜索した。 

 関係者によると、元秘書らは首相や都道府県知事の登録を受け

ずに、日本政策金融公庫から新型コロナウイルスの影響で売り上

げが減少した企業への融資を仲介した疑いがあるという。貸金業

法は無登録での金銭貸借の仲介などを禁じている。 



18 

 

 遠山元議員は緊急事態宣言中の深夜に東京・銀座のクラブを訪

れたなどとして今年 2 月に議員辞職。元秘書はその後に同党の

吉田宣弘衆院議員（53）＝比例九州＝の秘書になった。特捜部は

吉田議員の事務所のほか、同党の太田昌孝衆院議員（59）＝比例

北陸信越＝の事務所と、遠山元議員が代表を務める東京都内のコ

ンサルタント会社、遠山元議員の福岡市の自宅を捜索した。遠山

元議員は取材に「元秘書は企業に金融機関の担当者を紹介しただ

けだ。手数料などの利益も得ていない」と答えた。 

遠山清彦元衆院議員が代表を務めるコンサ

ルタント会社に捜索に入り、段ボールを運び出す東京地検特捜部

の係官ら＝東京都千代田区で2021年 8月 4日午後 5時 23分、

遠山和宏撮影 

 遠山元議員は参院当選 2回、衆院当選 4回で、副財務相を務

めた。吉田議員は遠山元議員の辞職に伴い今年 2 月に繰り上げ

当選。太田議員は17年に初当選した。【志村一也、二村祐士朗、

国本愛、松尾知典】 

 

公明議員事務所を捜索 秘書らに貸金業法違反容疑 

日経新聞2021年8月4日 16:02 (2021年8月4日 21:45更新) 

東京地検特捜部が家宅捜索に入った衆

院第1議員会館（4日、東京都千代田区） 

公明党の遠山清彦前衆院議員（52）の元秘書ら 2 人が、貸金業

の登録がないまま金融機関の融資の仲介に関わっていた疑いの

あることが4日、関係者への取材で分かった。東京地検特捜部は

4日、貸金業法違反（無登録営業）容疑の関係先として、東京・

永田町の衆院第 1議員会館内にある同党所属の 2議員の事務所

などを家宅捜索した。 

特捜部は今後、押収した資料などの分析を急ぎ、元秘書らの具体

的な関与の内容や仲介行為による不正な利益の有無などについ

て解明を進める。 

関係者によると、遠山氏の元秘書らは、新型コロナウイルスの影

響を受けた事業者への支援策として 2020 年に設けられた制度

融資を巡り、政府系金融機関と借り手側が交わした複数の融資契

約について、貸金業法に基づく登録のないまま仲介業務に関わっ

た疑いがあるという。 

元秘書 1 人は遠山氏の議員辞職後、同党の吉田宣弘衆院議員の

秘書に就いており、特捜部は4日、議員会館内にある吉田議員や

同党の太田昌孝衆院議員の事務所のほか、遠山氏が代表を務める

東京都千代田区のコンサルタント会社などを捜索した。 

遠山氏は太陽光発電事業の「テクノシステム」（横浜市）社長、

生田尚之被告（47）=詐欺罪などで起訴=と親交があったといい、

テクノ社は17年に遠山氏が代表を務めていた政党支部に100万

円を政治献金している。 

関係者によると、生田被告は20年、遠山氏に政府系金融機関の

紹介を依頼しており、元秘書らは窓口担当者を紹介したという。 

貸金業法は融資の仲介やあっせんなどを業として行う場合に貸

金業として登録するよう求めており、無登録で行ったときの罰則

を懲役 10年以下もしくは3000万円以下の罰金、またはその両

方と定めている。 

遠山氏は財務副大臣や党幹事長代理などを務めたが、新型コロナ

の感染拡大に伴う緊急事態宣言期間中の深夜に東京・銀座のクラ

ブを訪れていたことが1月に発覚し、翌2月に議員辞職した。 

 

公明議員事務所を捜索、秘書ら融資仲介か 東京地検特捜部 

産経新聞2021/8/4 20:47 

東京地検が入る中央合同庁舎第６号館（大西史朗撮影） 

公明党の吉田宣弘衆院議員の秘書と、同党の太田昌孝衆院議員の

元秘書の２人が貸金業の登録を受けないまま融資の仲介に関与

していた疑いがあることが４日、関係者への取材で分かった。東

京地検特捜部は同日、貸金業法違反容疑で吉田、太田両氏の東京・

永田町にある議員会館事務所のほか、同党の遠山清彦元衆院議員

が代表を務めるコンサルタント会社などを捜索した。 

関係者によると、吉田氏の秘書と太田氏の元秘書は貸金業の登録

をせず、政府系金融機関の融資を民間企業に複数回、仲介する業

務に関与した疑いが持たれている。太田氏の元秘書は最近、辞職。

吉田氏の秘書は遠山氏が今年２月に辞職するまで、遠山氏の秘書

を務めていた。特捜部は、秘書らが仲介業で利益を得ていた可能

性があるとみて捜査を進める。 

太陽光発電関連会社「テクノシステム」社長、生田尚之被告（４

７）＝詐欺罪などで起訴＝らによる融資詐欺事件の捜査で、遠山

氏の在職中、秘書らが生田被告に政府系金融機関を紹介していた

ことが判明。捜査の過程で貸金業法違反の疑いも浮上した。 

遠山氏は財務副大臣などを歴任したが、緊急事態宣言中に都内の

クラブを訪れたなどとして議員辞職。吉田氏は遠山氏の辞職を受

けて繰り上げ当選した。太田氏は衆院当選１回。 

 

公明 2 議員の事務所など捜索、遠山氏の元秘書関与か 貸金業

法違反疑いで 東京地検特捜部 

東京新聞2021年8月5日 06時00分 

元衆院議員遠山清彦氏が設立したコンサル

タント会社の家宅捜索を終え、押収物を運び出す東京地検の係官

ら＝4日午後5時30分ごろ、東京都千代田区 

 公明党の遠山清彦元衆院議員（52）＝2月に議員辞職＝の当時

の秘書ら 2 人が、貸金業の登録をせずに政府系金融機関の融資

を仲介した疑いがあることが、関係者への取材で分かった。東京

地検特捜部は4日、貸金業法違反の疑いで、関係先として同党衆

院議員2人の議員会館の事務所などを家宅捜索した。 

https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=121906&pid=419729&rct=national
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 特捜部は同日午前、元秘書が現在所属する吉田宣弘衆院議員

（53）＝比例九州ブロック＝の事務所を捜索。太田昌孝衆院議員

（59）＝比例北陸信越ブロック＝の事務所や、遠山氏が代表の東

京都千代田区のコンサルタント会社にも入った。 

 関係者によると、特捜部が7月に、社長の生田尚之被告（47）

を詐欺罪などで追起訴した太陽光発電関連会社「テクノシステム」

が、遠山氏側に政府系金融機関の窓口を紹介するよう依頼したこ

とがあったという。 

 テクノ社は2017年、遠山氏が代表だった公明党衆院比例区九

州第2総支部に100万円を寄付している。 

 遠山氏は参院当選 2回、衆院当選 4回で財務副大臣などを歴

任。今年2月、緊急事態宣言中の深夜に銀座のクラブを訪れたと

して議員辞職した。吉田氏は遠山氏の辞職に伴い、繰り上げ当選

した。 

 本紙は 5 月、九州公明党本部を通じて遠山氏に取材を申し込

んだが、回答はなかった。 

 

公明党議員の事務所捜索 貸金業法違反事件の関係先 

ＮＨＫ2021年8月4日 22時49分 

金融機関からの融資を違法に仲介したとされる事件に、公明党の

衆議院議員 2 人の秘書らが関わっていた疑いがあるとして、東

京地検特捜部が、4 日、関係先として東京 永田町の衆議院第 1

議員会館の事務所などを捜索したことが、関係者への取材でわか

りました。 

関係先として捜索を受けたのは、東京 永田町の衆議院第1議員

会館にある、いずれも公明党の、吉田宣弘衆議院議員と太田昌孝

衆議院議員の事務所などです。 

関係者によりますと、政府系金融機関からの融資を無登録で仲介

したとされる貸金業法違反事件があり、議員 2 人の秘書らもこ

れに関わっていた疑いがあるということです。 

 
また特捜部は、公明党の遠山清彦元衆議院議員が代表を務める、

東京 千代田区のコンサルタント会社も関係先として捜索しまし

た。 

特捜部は捜索で押収した資料を分析するなどして、融資の実態や

秘書らの事件への関わりについて解明を進めるものとみられま

す。 

公明 石井幹事長「捜査に全面的に協力」 

公明党は、石井幹事長と、事務所の捜索を受けた2人の衆議院議

員が、それぞれコメントを発表しました。 

石井幹事長は「党として厳粛に受け止め、状況を確認するととも

に、捜査には全面的に協力していきたい」としています。 

吉田議員は「国民の皆さんにお騒がせとご心配をおかけしたこと

をお詫び申し上げる。ある人の被疑事実で捜索が行われたが『あ

る人』というのは私や私の秘書ではない。今後、事案の全容解明

のために、私も秘書も全面的に協力していく」としています。 

太田議員は「私自身は全く関与していないものの、党員や支持者

にご心配をおかけしていることに心よりお詫び申し上げる。捜査

には引き続き全面的に協力していきたい」としています。 

遠山元議員は NHK の取材に対し「知人の貸金業法違反の疑い

で、会社と自宅が関係先として捜索を受けた。捜査には協力した

い」と話しています。 

 

公明 山口代表 党議員事務所の捜索受け陳謝「ゆゆしきこと」 

ＮＨＫ2021年8月5日 11時43分 

  

金融機関からの融資を違法に仲介したとされる事件に公明党議

員の秘書らが関わっていた疑いがあるとして、東京地検特捜部が

議員事務所などを捜索したことについて、公明党の山口代表は

「ゆゆしきことだ」と陳謝したうえで、捜査に協力する考えを強

調しました。 

東京地検特捜部は 4 日、金融機関からの融資を違法に仲介した

とされる事件に、公明党の衆議院議員 2 人の秘書らが関わって

いた疑いがあるとして、東京 永田町にある議員会館の事務所な

どを捜索しました。 

これについて公明党の山口代表は、党の中央幹事会で「誠にゆゆ

しきことであり、国民の皆さんにご心配をおかけしていることに

心からおわび申し上げたい」と陳謝しました。 

そのうえで「被疑者は公明党の議員や秘書ではなく、両議員と全

く面識がないこともはっきりしている。捜索を受けたことを厳粛

に受け止め、誠意を持って捜査に協力していきたい。国民の不信

を招くような事態は断じて許されず、党として結束して対応にあ

たっていきたい」と述べました。 

 

自民党滋賀県連事務局長を強制性交容疑で逮捕 京都府警 

朝日新聞デジタル2021年8月3日 20時58分 

京都府警本部=京都市上京区 

 京都府警は 3 日、自民党滋賀県連事務局長の小島雄一郎容疑

者（43）=滋賀県栗東市=を強制性交等や窃盗の疑いで逮捕し、

発表した。「合意の上の出来事だと思っている」と供述している

という。 

 伏見署によると、逮捕容疑は 2月 3日夜、京都市伏見区の飲

食店駐車場で当時高校生だった女性（19）を車に連れ込み、滋賀

県草津市で性的暴行を加えたというもの。車内で女性の財布から

現金約2万5千円を奪った疑いもある。 

 県連の川島隆二幹事長は取材に対し「事実なら、相手に対して

申し訳ない、では済まない。本人から話を聞いたうえで、厳正に

対応する」と話した。 

 

自民滋賀県連の事務局長、１９歳少女への強制性交と監禁容疑

で逮捕「私の中では合意」 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210803003061.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E8%AD%A6.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A.html
http://www.asahi.com/area/shiga/
http://www.asahi.com/area/shiga/
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%A0%97%E6%9D%B1%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E5%8C%BA.html
http://www.asahi.com/area/shiga/
http://www.asahi.com/area/shiga/
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%8D%89%E6%B4%A5%E5%B8%82.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210803003061.html
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読売新聞2021/08/04 08:23 

京都府警察本部 

 少女に車の中で性的暴行を加えたとして、京都府警伏見署は３

日、自民党滋賀県連事務局長の小島雄一郎容疑者（４３）（滋賀

県栗東市上砥山）を強制性交と監禁などの疑いで逮捕した。調べ

に対し、「私の中では合意の上での出来事だった」と話している

という。 

 発表によると、小島容疑者は２月３日夜、京都市伏見区の飲食

店駐車場で、サイトで知り合った専門学校生の少女（１９）を車

に無理やり乗せた上で、滋賀県草津市の駐車場に移動し、車内で

性的暴行を加えるなどした疑い。 

 自民党滋賀県連は「事実であれば許されず、誠に遺憾」とコメ

ントした。 

 

１．５億円使途含む資料返還 検察、河井元法相側に 

時事通信2021年08月04日21時26分 

 ２０１９年参院選をめぐる大型買収事件で、元法相河井克行被

告（５８）＝控訴中＝と妻の案里元参院議員（４７）＝有罪確定

＝の自宅などから検察が押収した資料が、克行被告側に返還され

ていたことが４日、関係者への取材で分かった。自民党本部が選

挙資金として夫妻側に提供した１億５０００万円の使途に関す

る書類も含まれているという。 

 関係者によると、資料は克行被告の弁護人に返還された。同被

告は東京地裁の公判で、広島県の地元議員らに配った金の原資は

「全て私自身の手持ち」と述べ、党本部資金からの支出を否定。

ただ、公判では検察側が「党本部からの資金が原資だった」とす

る陣営元会計担当者の供述調書を読み上げており、説明には疑問

も出ていた。 

 

河井元法相夫妻買収事件 検察押収の資料返還 自民の説明焦点

に 

ＮＨＫ2021年8月4日 18時55分  

おととしの参議院選挙をめぐる河井克行元法務大臣と妻の案里

元議員による大規模な買収事件で、検察が押収した資料が元大臣

側に返還されたことが関係者への取材で分かりました。 

選挙前に自民党本部から案里元議員側に振り込まれた1億5000

万円に関係する書類も含まれていて、この資金が買収の原資にな

っていなかったかどうか自民党側の説明が今後の焦点になりま

す。 

元法務大臣の河井克行被告（58）と妻の案里元議員（47）は、お

ととしの参議院選挙をめぐって買収の罪に問われ、案里元議員は

有罪判決が確定し、河井元大臣は懲役 3 年の実刑判決を受けた

あと控訴しています。 

この事件で、検察が 2 人の自宅や事務所などから押収した資料

が、4日までに河井元大臣側に返還されたことが関係者への取材

で分かりました。 

この事件では、選挙前に自民党本部から案里元議員側に振り込ま

れた 1 億 5000 万円が買収の原資になっていなかったか国会で

も説明を求める声が上がりましたが、返還された資料にはこの資

金に関する書類も含まれているということです。 

1億5000万円について、河井元大臣は裁判で「買収には1円も

使っていない」と説明していました。 

菅総理大臣は、ことし6月の記者会見で「関係書類が返還されし

だい、監査を行いチェックする」と述べていて、今後は、この資

金が買収の原資になっていなかったかどうか、返還された資料を

もとにした自民党側の説明が焦点になります。 

自民党 反応 

自民党はこれまで、関係書類が返還されれば、内容を詳しくチェ

ックすると繰り返し説明しています。 

 

現金趣旨で真っ向対立 検察「賄賂」、弁護側「献金」―吉川元

農水相初公判 

時事通信2021年08月04日08時43分 

吉川貴盛被告 

 ５００万円は「賄賂」か「政治献金」か。東京地裁で３日開か

れた元農林水産相吉川貴盛被告（７０）の初公判では、受領した

現金の趣旨や大臣としての働き掛けの有無について、検察側と弁

護側の主張が真っ向から対立した。 

 吉川被告が農水相在任中、養鶏業界団体の実質トップだった秋

田善祺被告（８７）から計５００万円を受領したことに争いはな

い。検察側は冒頭陳述で、現金提供は鶏飼育の国際基準案に対す

る反対意見取りまとめなどが目的だったと主張。２０１８年１１

月に秋田被告が大臣室で基準案修正を求める要望書を手渡した

９日後、吉川被告は１回目の賄賂となる２００万円を受け取って

おり、趣旨を知っていたとした。 

 検察側は、秋田被告が同１２月、基準案反対への働き掛けを再

び求めた際には吉川被告が「担当局長に声を掛けておく」と述べ、

その３日後に大臣室に局長を呼び出し、基準案について業者や国

会議員も交えた三者協議の開催を指示したとも指摘。こうした協

議は過去になかったとし、現金提供の効果を強調した。 

 一方、弁護側の冒頭陳述は、秋田被告からは１３年に知り合っ

て以降、農水相就任前までに８回にわたり計１０００万円の現金

を受領し、いずれも政治献金だったと主張。５００万円について

も「政治家としての理念や主張を実現するために託されたと考え

ていた」とし、賄賂ではないと訴えた。 

 大臣としての働き掛けもなかったと主張。担当局長には「議員

にも丁寧に説明した方がいい」と助言しただけで、三者協議開催

などの具体的な指示はしていないと反論した。 

 

吉川元農水相、紙読み上げ淡々と無罪主張 収支不記載は「大い

https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20210804-OYT1I50045/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080301194&g=soc&p=20210804ds44&rel=pv
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に反省」―鶏卵汚職 

時事通信2021年08月03日20時39分 

 「政治献金という趣旨と受け止めていました」。東京地裁で３

日午後開かれた初公判で、元農林水産相吉川貴盛被告（７０）は、

鶏卵業者から５００万円を受け取った事実は認めながらも、淡々

とした口調で無罪を主張した。 

 健康問題を理由に議員辞職してから約９カ月ぶりに公の場へ

姿を見せた同被告。濃紺のスーツに大柄な体を包み、しっかりと

した足取りで法廷に入り、裁判長に一礼した。黙秘権の告知を受

けた際は何度もうなずき、罪状認否では用意した書面を読み上げ

た。 

 「起訴状に書かれた現金について、（養鶏業界の）事業に有利

な取り計らいを受けたいという趣旨だとは受け止めておりませ

んでした」。落ち着き払った声が廷内に響いた。 

 一方で、現金を政治資金収支報告書に記載しなかったことは

「不徳の致すところで、関係者の皆さまに迷惑を掛けたことを大

いに反省しております」と後悔の念も口にした。 

 検察側の冒頭陳述中は、手元の資料にたびたび書き込みを入れ、

休廷が必要か問われると「私は構いません」と続行の意思を示し

た。弁護側の冒頭陳述では一転、じっと聞き入った。 

 次回の公判日程を裁判長から説明された際も２度うなずき、退

廷時も一礼。約１時間半の公判で疲れた様子は見られなかった。 

 

吉川元農水相、無罪主張 ５００万円は「政治献金」―鶏卵汚職

初公判・東京地裁 

時事通信2021年08月03日18時02分 

吉川貴盛被告 

 鶏卵業者から５００万円を受け取ったとして、収賄罪に問われ

た元農林水産相で元衆院議員の吉川貴盛被告（７０）の初公判が

３日、東京地裁（向井香津子裁判長）であり、同被告は罪状認否

で無罪を主張した。 

 吉川被告は現金を受け取ったことは認めた上で、「あくまで政

治献金だと受け止めていた」と話した。 

 検察側は冒頭陳述で、鶏卵業者「アキタフーズ」（広島県福山

市）元代表の秋田善祺被告（８７）が、鶏の飼育に関する国際基

準案が国内業者に不利にならないよう反対意見を取りまとめて

もらうことや、日本政策金融公庫の業者への融資条件緩和などを

目的に５００万円を提供したと指摘。吉川被告もそうした趣旨を

知りながら受領し、基準案については業者や国会議員による三者

協議を開くよう農水省幹部に指示したと主張した。 

 受け取った現金は私的な飲食代などに使い、政治資金収支報告

書にも記載していなかったと述べた。 

 弁護側も冒頭陳述し、秋田被告からは農水相就任前や退任後も

継続して現金を受領していたが、自身の政治理念に共感し託され

た政治献金だと受け止めていたと主張。５００万円もその一部で、

大臣として何らかの権限行使を期待されているとは考えておら

ず、権限を行使することもなかったとして賄賂性を否定した。 

 贈賄罪などに問われた秋田被告は起訴内容を認めている。次回

公判では、秋田被告の証人尋問が行われる予定。 

 起訴状によると、吉川被告は農水相在任中の２０１８年１１月

～１９年８月、秋田被告から東京都内のホテルや大臣室で３回に

わたり現金計５００万円の賄賂を受領したとされる。 

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080300110&g=soc&p=20210803at01S&rel=pv

