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2021年8月16日～14日 

８・１５、政局、軍拡・自衛隊・沖縄、香港、アフガン、戦争・

平和 

 

終戦の日 各地で平和について考える集会や催し 

ＮＨＫ2021年8月15日 16時41分 

 

終戦の日の15日、全国各地で戦争で亡くなった人を悼み、平和

について考える集会や催しが開かれました。 

首相や閣僚に靖国神社参拝求める団体が集会 

  

東京 千代田区の靖国神社では、総理大臣や閣僚に参拝を求める

団体が集会を開きました。 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、会場での出席者を役

員らおよそ50人に絞り、集会の様子はインターネットで配信さ

れました。 

この中で、自衛隊の元最高幹部で「英霊にこたえる会」の寺島泰

三会長は「日本は、災害や新型コロナウイルスだけでなく尖閣諸

島など安全保障の問題にも対応する必要があり、今こそ憲法を改

正する好機だ。国会で速やかに憲法改正について議論し、国民の

手で憲法を改正すべきだ」と述べました。 

そして、正午に合わせて参加者全員で黙とうをささげたあと、総

理大臣が靖国神社を参拝することを求めるとともに憲法改正の

実現に向け国民運動を展開するなどとする声明を発表しました。 

参加した75歳の男性は「最近は、日本が戦争をしたこと、それ

に、戦争で多くの人が亡くなったことを知らないという人もいる。

若い人にはもっと戦争に関心を持ってほしいし、終戦の日にかぎ

らず、靖国神社のような慰霊の場にお参りをしてほしい」と話し

ていました。 

戦犯を合祀する靖国神社の在り方に反対の団体が集会 

  

東京 千代田区の千鳥ヶ淵戦没者墓苑では、戦犯を合祀する靖国

神社の在り方に反対の立場の団体が集会を開きました。 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、参加者はおよそ 50

人に絞られ、はじめに参加者全員で戦争の犠牲者に黙とうをささ

げました。 

そして、全国の平和団体でつくる「フォーラム平和・人権・環境」

の藤本泰成共同代表が「戦争犠牲者に思いをはせながらも、その

死を美化せず、無念を感じ取る日でなくてはならない」と話しま

した。 

続いて「戦争をさせない1000人委員会」の内田雅敏事務局長が

「戦没者に感謝したりたたえたりした瞬間に政治利用が始まり、

戦没者に死をもたらしたものの責任があいまいにされる。ひたす

ら追悼あるのみだ」と述べました。 

参加した 73 歳の男性は「戦争では多くの人が犠牲になったが、

同時に、日本が戦争を起こしたということを忘れてはならない。

A 級戦犯がまつられている靖国神社に閣僚が参拝するのは加害

責任の視点が欠けており、おかしいと思う」と話していました。 

 

終戦の日、靖国で国民集会 憲法改正求める声相次ぐ 

産経新聞2021/8/15 16:03 

終戦から７６年を迎えた１５日、東京・九段北の靖国神社境内で

「戦没者追悼中央国民集会」（英霊にこたえる会、日本会議共催）

が開かれた。新型コロナウイルス感染拡大防止のため共催者の役

員ら約５０人に規模を縮小し、ユーチューブでライブ配信した。

集会では、新型コロナや中国の覇権主義に対抗するために憲法改

正を求める声が相次いだ。 

英霊にこたえる会の寺島泰三会長は憲法改正について、緊急時に

限って政府の権限強化を可能とする緊急事態条項創設や自衛隊

明記の必要性を主張。「令和の今こそ、改正の好機ではないか。

国会で党利党略に甘んずることなく、速やかに憲法改正の原案を

審議していただきたい」と訴えた。 

寺島氏はまた、昭和５０年を最後に途絶えている天皇陛下の靖国

神社へのご親拝（しんぱい）実現に向け「われわれの代表である

国会議員、首相、閣僚の参拝が必要だ。菅義偉首相にはぜひとも

参拝をいただきたいと念願し、活動を今後とも継続していく」と

語った。 

自民党の和田政宗参院議員は、中国や北朝鮮の脅威に対応するた

め、防衛費を国内総生産（ＧＤＰ）比で２％に増額する必要があ

るとの考えを示した。「抑止力を考えたとき、しっかりと敵地攻

撃能力を持つべきだ。巡航ミサイルを配備し、国民の平和を守る

ための防衛力を整備しないといけない」とも語った。 

ジャーナリストの門田隆将氏は、中国を念頭に「わが国は、世界

に向かって力による現状変更を恥じることなく宣言しているあ

の国に対してなんの準備もしていない」と強調。冷戦期の旧ソ連

に対する北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）を引き合いに「相手に手

を出させない『アジア版ＮＡＴＯ』をなぜつくらないのか。憲法

改正ができないからだ。憲法９条が国民の命を守るための集団安

保体制の障壁となっている」と語った。 

 

終戦記念日で与野党談話 

時事通信2021年08月15日00時05分 

 与野党各党は１５日の終戦記念日に当たり談話を発表した。要

旨は次の通り。 

 【自民】多くの国や地域との協力関係を深化させ、世界の平和

と安定のため不断の努力を続けていくことが大切だ。平和国家日

本を次世代に引き継いでいくとともに、世界から一層高い信頼を

得られるよう全力を尽くす。 

 【立憲民主】自公政権は不当な憲法解釈変更による歯止めなき
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集団的自衛権の容認など、立憲主義を脅かす動きを強めており、

この流れは断ち切らなければならない。平和主義を堅持し、国際

協調と専守防衛を貫く。 

 【公明】今年１月に発効した核兵器禁止条約が核廃絶の機運を

高めている。来年開催される締約国会議への日本政府のオブザー

バー参加を強く求め、核保有国と非保有国間の橋渡し役を担うよ

う訴えていく。 

 【共産】菅政権や改憲勢力は自らの大失政を棚に上げ、改憲策

動にコロナ危機を利用している。独裁体制をつくる緊急事態条項

創設や憲法９条改定を目指す火事場泥棒のような改憲を絶対に

許すことはできない。 

 【日本維新の会】（五輪・パラリンピックという）平和の祭典

が先人たちの尊き犠牲の上に成り立っていることは片時も忘れ

てはならない。現実に即した外交・安全保障政策を展開し、世界

平和の実現に全力を傾注する。 

 【国民民主】空襲被害者救済など置き去りにされた課題を速や

かに解決するため、あらゆる努力を重ねる。戦争の惨禍の教訓と

恒久平和の願いを風化させることなく次世代へ語り継ぐ。平和で

豊かな日本を発展させる。 

 【社民】再び戦争の時代を招来させないよう努め、後世に継承

することが私たちの責務。（政府の）南西諸島での基地建設の動

きを看過できない。「沖縄を再び戦場にするな」の声を上げてい

く。 

 【れいわ新選組】いまだ果たされていない空襲被害者への賠償、

原爆被害者の全員救済を求めるとともに、日本が世界平和の先頭

に立つことが政治の責任と考え行動していく。 

 【ＮＨＫ党】先の大戦を経験した世代が少なくなる中で、あの

惨禍を風化させてはならない。唯一の戦争被爆国として、被爆の

実相を次の世代に語り継ぐことが何よりも大切だ。 

 

「不戦の決意」「反省刻む」 各党が「終戦の日」で談話 

朝日新聞デジタル2021年8月15日 0時00分 

国会議事堂=東京・永田町、恵原弘太郎撮影 

 15 日の「終戦の日」にあたり、与野党は声明や談話を発表し

た。 

 自民党は声明で「二度と戦争の惨禍が繰り返されぬよう、改め

て不戦の決意をいたします」とし、「多くの国や地域との協力関

係をさらに深化させ、インド太平洋並びにアジア諸国、そして世

界の平和と安定のため、不断の努力を続けていくことが何よりも

大切であると考えます」と訴えた。 

 公明党は、コロナ禍の閉塞（へいそく）感で国内では社会的孤

立が進み、国際社会では分断と相互不信につながる事態も生じて

いると指摘し、「コロナの世界的大流行の試練を克服し、世界の

平和と人類の繁栄に貢献する国づくりにまい進していく」とした。 

 野党側は、立憲民主党が「植民地支配と侵略」と明記し、「反

省を痛切に胸に刻み、二度と戦争の惨禍を繰り返すことのないよ

う誓います」と強調。「憲法解釈変更による歯止めなき集団的自

衛権の容認など、立憲主義、平和主義を脅かすような流れは断ち

切らなければなりません」とした。 

 共産党は「痛苦の体験をへて国民が手にした憲法 9 条を守り

抜く」とアピール。閣僚の靖国神社参拝について、「侵略戦争と

植民地支配を美化・正当化する施設。日本政府がいまだに侵略戦

争に無反省であることを示すものにほかなりません」と抗議した。 

 日本維新の会は五輪開催を引き合いに、「平和の祭典が先人た

ちの尊き犠牲の上に成り立っていることは片時も忘れてはなり

ません」と指摘。中国や北朝鮮の動向を念頭に「普遍的価値観を

共有する国・地域と力を合わせ、国際緊張の緩和に努める」とし

た。 

 国民民主党は、「空襲被害者の救済など、長年置き去りにされ

てきた課題を速やかに解決するために、あらゆる努力を重ねて参

ります」と強調。「テロなどの新たな脅威」が出現しているとし、

「国際社会の平和と安定に全力を尽くすことを誓います」とした。 

 社民党は今年の通常国会で成立した土地規制法を挙げ、「憲法

が保障する基本的人権を侵害する恐れが極めて強いものです」と

指摘。米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設にも触れ、「『沖

縄を再び戦場にするな』の声をあげていきます」と結んだ。 

 「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」（NHK党）は、

「二度と戦争への道を歩まないと強く決意いたします」と表明。

当時の報道が正確な情報を伝えていなかったとし、「国民へ適時

客観性のある正確な情報を伝えるメディアの確立」の必要性を訴

えた。 

 れいわ新選組は、アジア諸国にも大きな被害を与えた過去に触

れ、「反省を未来永劫（えいごう）続け、空襲被害者への賠償、

原爆被害者の全員救済を求める」と提案。「日本が世界平和の先

頭に立つことが、私たちそして政治の責任と考え行動してまいり

ます」と強調した。 

 

終戦の日 自民党声明 

産経新聞2021/8/15 00:00 

本日、７６回目の終戦記念日を迎えるにあたり、先の大戦で犠牲

となられた人々に対し、衷心より哀悼の誠をささげます。私たち

が今日享受している平和と繁栄は、あの戦争によって命を落とさ

れた多くの方々の尊い犠牲の上に築かれていることを胸に刻み、

二度と戦争の惨禍が繰り返されぬよう、改めて不戦の決意をいた

します。 

日本は戦後一貫して平和国家としての歩みを続け、歴史と謙虚に

向き合い、戦争の悲劇と被爆の実相を語り継いでまいりました。

この歩みをこれからも変えることなく、今後も国際社会の先頭に

立ち、恒久平和の実現に貢献していくことこそが、わが国の使命

であります。 

近年、国際情勢は複雑に変化し、日本を取り巻く安全保障環境も

厳しさを増しています。私ども自由民主党は、多くの国や地域と

の協力関係をさらに深化させ、インド太平洋並びにアジア諸国、

そして世界の平和と安定のため、不断の努力を続けていくことが

何よりも大切であると考えます。 

これからも自由民主党は平和と自由を希求する国民政党として、

平和国家日本を次世代に引き継いでいくとともに、世界から一層

高い信頼を得られるよう全力を尽くしてまいります。 
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終戦の日 公明党アピール 

産経新聞2021/8/15 00:00 

本日、７６回目の終戦記念日を迎えました。 

先の大戦で犠牲となられた内外の全ての方々に謹んで哀悼の意

を表し、ご遺族ならびにいまなお深い傷痕に苦しむ皆さまに心か

らのお見舞いを申し上げます。 

新型コロナウイルス感染の収束に向け、不自由な接触制限が要請

されている中での鎮魂の日となりました。コロナ禍の閉塞（へい

そく）感において国内では社会的孤立が一層進み、国際社会では

協調を衰退させる分断と相互不信につながる事態も生じていま

す。 

平和の基盤を守るのは政治の使命です。公明党は、コロナ禍の収

束を何よりも最優先課題として、国民の命を守り、暮らしに安全

と安心を取り戻すために全力を尽くしています。そして、ワクチ

ン接種の推進とともに国産ワクチンおよび治療薬の開発支援な

どを進め、感染症を乗り越えた後、日本経済の再生を確実なもの

とすべく総力を挙げています。 

東京五輪は残念ながら史上初の無観客開催となりましたが、この

ことは古代五輪の起源が戦乱と疫病からの復興を願った祭典で

あったという事実を改めて思い起こさせました。この五輪精神を

受け継ぐ今回の大会をコロナ禍克服への再出発の機会とし、世界

各地でいまなお続く紛争の終結に向けた契機ともなるよう公明

党は尽力します。 

２４日からはパラリンピックが始まります。東日本大震災からの

復興の象徴として、そしてコロナ禍に世界が立ち向かう〝絆〟と

しての東京五輪・パラリンピックを、戸惑い悩みながらも開催し

た経験は、日本そして世界にとっても新たな誇りと自信になるで

ありましょう。加えて、この祭典で体現しゆく平和と調和の精神

を、わが国のレガシー（遺産）として永く生かしていくことが重

要だと考えます。 

世界では、今年１月に発効した核兵器禁止条約が核廃絶への機運

を高めています。公明党は同条約を「核兵器を初めて違法として

禁止した画期的な国際法規範」として高く評価します。また、同

条約は唯一の戦争被爆国である日本の広島・長崎のヒバクシャの

皆さんたちが「被爆の実相」を長年にわたり語り継いできた熱意

の結晶でもあります。公明党は明年３月に開催される締約国会合

への日本政府のオブザーバー参加を強く求め、核保有国と非保有

国間の橋渡し役を担うよう訴えてまいります。 

さらに、原爆の惨禍を無言のうちに語る被爆建物「旧広島陸軍被

服支廠」などの原爆遺構の保護も求めてまいります。 

コロナ禍によって世界は改めて国際協調の重要性を確認しまし

た。日本は、感染症対策に苦しむ新興国へワクチンを供給する国

際枠組み「ＣＯＶＡＸ（コバックス）ファシリティー」を促進し、

世界規模での社会活動の正常化を推進しています。また、異常気

象がもたらす自然災害を紛争や飢餓などと同様に「人間の安全保

障」への脅威として捉えることも重要です。日本が掲げる「２０

５０年の温室効果ガス排出実質ゼロ」を達成するために、再生可

能エネルギーの普及・促進に全力で取り組みます。 

終戦記念日にあたり、公明党は、この半世紀余、「平和の党」と

して闘い抜いてきた使命と責任を肝に銘じ、コロナの世界的大流

行の試練を克服し、世界の平和と人類の繁栄に貢献する国づくり

にまい進していくことを、重ねてお誓い申し上げます。 

２０２１年８月１５日 公明党 

 

終戦の日 維新・松井一郎代表談話 

産経新聞2021/8/15 00:00 

「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に際し、先の大戦で亡くな

った方々をはじめ、祖国のために殉じた全ての戦没者に対し哀悼

の意を表し、心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

終戦から三四半世紀を超える７６年がたち、ややもすると戦争の

記憶も薄れつつあります。折しも、東京では２度目の「平和の祭

典」オリンピックが原則無観客ながら開催され、私たちは画面越

しに届けられるアスリートたちの躍動に感動し勇気づけられて

います。今月２４日にはパラリンピックの開幕も迎えます。 

こうした平和の祭典が得も言えぬ先人たちの尊き犠牲の上に成

り立っていることは片時も忘れてはなりません。戦争の悲惨さと、

それ故の平和の尊さを後世に脈々と伝えてゆくことは私たちの

責務でもあります。 

しかるに昨今の世界情勢を概観しますと、わが国の周辺において

も軍拡路線をひた走る中国や北朝鮮の動向などを受け、安全保障

環境は一層厳しさを増しています。あすの地域の平和と安定への

展望は不透明感を拭えません。 

日本維新の会は引き続き、自由、民主主義、人権尊重、法の支配

という普遍的価値観を共有する国・地域と力を合わせ、国際緊張

の緩和に努めるとともに、現実に即した外交・安全保障政策を展

開し、一片の曇りもなき世界平和の実現、維持に全力を傾注して

まいります。 

併せて、憲法９条の在り方につきましても背を向けることなく、

国民の声に真摯（しんし）に耳を傾け、慎重に検討していく所存

です。 

 

終戦の日 共産・小池晃書記局長談話 

産経新聞2021/8/15 00:00 

一、７６回目の終戦記念日にあたり、日本共産党は、日本軍国主

義による侵略戦争と植民地支配の犠牲となった人々への深い哀

悼の意を表明するとともに、痛苦の体験をへて国民が手にした憲

法９条を守り抜き、平和な日本と世界を築くために全力をあげる

決意を新たにします。 

一、今年の終戦記念日は新型コロナ（ウイルス）感染症の深刻な

感染急拡大の中で迎えています。これは菅（すが）政権の無為無

策と五輪強行によってもたらされた〝人災〟に他なりません。そ

れにもかかわらず、菅政権や改憲勢力は自らの大失政を棚に上げ、

憲法に「緊急事態条項がないから」などと改憲策動に〝コロナ危

機〟を利用しています。内閣に権限を集中する〝独裁体制〟をつ

くる「緊急事態条項」の創設や、憲法９条の改定をめざす、「火

事場泥棒」のような改憲策動を絶対に許すことはできません。 

一、中国が、東シナ海、南シナ海などで、力ずくで現状を変えよ

うとする覇権主義をエスカレートさせています。これに対して、

米バイデン政権は「自由で開かれたインド太平洋」の名で中国に

対する軍事同盟と軍事的対応の強化で対抗しています。菅政権は、

この米国の戦略に全面的に追随し、日米首脳会談で、日米同盟を

「インド太平洋」の全域に拡大することを米国に誓約しました。
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台湾海峡情勢などをめぐり、安保法制が規定する「存立危機事態」

や「重要影響事態」の適用を検討しており、そうなれば、集団的

自衛権による武力行使も可能となってしまいます。 

軍事対軍事の対立、軍拡競争の悪循環に陥ってはなりません。日

本共産党は、米国であれ、中国であれ、どんな国でも、覇権主義

の行動に対しては、「国連憲章と国際法を順守せよ」と迫る外交

努力を尽くすことを求めます。市民と野党の共闘の原点である、

集団的自衛権容認の閣議決定を撤回し、安保法制を廃止して、立

憲主義を取り戻すために、多くのみなさんと力を合わせる決意で

す。 

一、終戦記念日を機に閣僚による靖国神社への参拝がつづいてい

ることに、強く抗議します。靖国神社は日本による侵略戦争と植

民地支配を美化・正当化する施設です。閣僚がここに参拝や奉納

をすることは、日本政府が歴史に学ばず、いまだに侵略戦争に無

反省であることをアジアと世界の人びとに示すものにほかなり

ません。 

一、核兵器禁止条約が今年１月に発効し、核兵器は国際法上初め

て違法となりました。国民の圧倒的多数が、核兵器禁止条約への

署名・批准を求めています。しかし、菅政権は唯一の戦争被爆国

の政府でありながら、この期に及んでも「核抑止力」に固執して

被爆者・国民の悲願に冷たく背を向け続けています。菅政権を倒

し、核兵器禁止条約に参加する政府をつくるため、日本共産党は

この問題でも、市民と野党の共闘をさらに発展させるため全力を

あげます。 

 

しんぶん赤旗2021年8月15日(日) 

終戦記念日にあたって 日本共産党書記局長 小池 晃 

（写真）小池晃書記局長 

 一、７６回目の終戦記念日にあたり、日本共産党は、日本軍国

主義による侵略戦争と植民地支配の犠牲となった人々への深い

哀悼の意を表明するとともに、痛苦の体験をへて国民が手にした

憲法９条を守り抜き、平和な日本と世界を築くために全力をあげ

る決意を新たにします。 

 一、今年の終戦記念日は新型コロナ感染症の深刻な感染急拡大

の中で迎えています。これは菅政権の無為無策と五輪強行によっ

てもたらされた“人災”にほかなりません。それにもかかわらず、

菅政権や改憲勢力は自らの大失政を棚に上げ、憲法に「緊急事態

条項がないから」などと改憲策動に“コロナ危機”を利用してい

ます。内閣に権限を集中する“独裁体制”をつくる「緊急事態条

項」の創設や、憲法９条の改定をめざす、「火事場泥棒」のよう

な改憲策動を絶対に許すことはできません。 

 一、中国が、東シナ海、南シナ海などで、力ずくで現状を変え

ようとする覇権主義をエスカレートさせています。これに対して、

米バイデン政権は「自由で開かれたインド太平洋」の名で中国に

対する軍事同盟と軍事的対応の強化で対抗しています。菅政権は、

この米国の戦略に全面的に追随し、日米首脳会談で、日米同盟を

「インド太平洋」の全域に拡大することを米国に誓約しました。

台湾海峡情勢などをめぐり、安保法制が規定する「存立危機事態」

や「重要影響事態」の適用を検討しており、そうなれば、集団的

自衛権による武力行使も可能となってしまいます。 

 軍事対軍事の対立、軍拡競争の悪循環に陥ってはなりません。

日本共産党は、米国であれ、中国であれ、どんな国でも、覇権主

義の行動に対しては、「国連憲章と国際法を順守せよ」と迫る外

交努力を尽くすことを求めます。市民と野党の共闘の原点である、

集団的自衛権容認の閣議決定を撤回し、安保法制を廃止して、立

憲主義を取り戻すために、多くのみなさんと力を合わせる決意で

す。 

 一、終戦記念日を機に閣僚による靖国神社への参拝がつづいて

いることに、強く抗議します。靖国神社は日本による侵略戦争と

植民地支配を美化・正当化する施設です。閣僚がここに参拝や奉

納をすることは、日本政府が歴史に学ばず、いまだに侵略戦争に

無反省であることをアジアと世界の人びとに示すものにほかな

りません。 

 一、核兵器禁止条約が今年１月に発効し、核兵器は国際法上初

めて違法となりました。国民の圧倒的多数が、核兵器禁止条約へ

の署名・批准を求めています。しかし、菅政権は唯一の戦争被爆

国の政府でありながら、この期に及んでも「核抑止力」に固執し

て被爆者・国民の悲願に冷たく背を向け続けています。菅政権を

倒し、核兵器禁止条約に参加する政府をつくるため、日本共産党

はこの問題でも、市民と野党の共闘をさらに発展させるため全力

をあげます。 

 

終戦の日 立民・枝野幸男代表談話 

産経新聞2021/8/15 00:00 

本日、７６回目の終戦の日を迎えました。先の戦争で犠牲となら

れた内外全ての方々に思いを致し、国民の皆さまとともに改めて

衷心より哀悼の誠をささげます。 

先の大戦では、国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によ

って、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損

害と苦痛を与えました。私たちは、この反省を痛切に胸に刻み、

二度と戦争の惨禍を繰り返すことのないよう、改めて誓います。 

終戦から７６年という長い月日が流れ、戦争の体験を語ることの

できる方々が年々少なくなってきています。しかし、戦争の悲劇

が忘れ去られるようなことがあってはなりません。私たちには、

戦争の記憶を語り継ぎ、平和の尊さを次世代に伝えていく義務が

あります。 

私たちが戦後、不戦の誓いのもと、憲法にのっとり歩んできた平

和と繁栄の道は誇れるものであり、これを堅持していかなければ

なりません。しかし、自公政権は不当な憲法解釈変更による歯止

めなき集団的自衛権の容認や、防衛費の際限なき膨張など、立憲

主義、平和主義を脅かすような動きを強めており、このような流

れは断ち切らなければなりません。 

立憲民主党は、綱領において、立憲主義を守り、平和主義を堅持

し、国際協調と専守防衛を貫くとの立場を明確にしています。こ

うした原点を忘れることなく、今年も訪れた終戦の日に、改めて

国際社会の平和と繁栄に貢献していく決意を新たにします。 
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終戦の日 国民・玉木雄一郎代表談話 

産経新聞2021/8/15 00:00 

本日、７６回目の終戦記念日を迎えました。 

先の大戦では多くの方が戦場で非命に倒れ、一般国民も原爆、空

襲、沖縄戦などの戦禍に巻き込まれ尊い命を落とされました。終

戦後も、異国での抑留や、原爆や傷病の後遺症でたくさんの尊い

命が失われました。ここに、全ての戦争犠牲者の方々に衷心より

哀悼の誠をささげます。 

また、戦後７６年がたち、戦争被害者が高齢化する中、いまなお

心身の障がいに悩まされる方が大勢います。空襲被害者の救済な

ど、長年にわたり置き去りにされてきた課題を速やかに解決する

ために、あらゆる努力を重ねて参ります。 

今日、私たちが享受している平和と繁栄は、戦没者の皆さまの尊

い犠牲、戦後の辛苦に耐え復興の道を歩んでこられた先人の努力

の上に築かれたものであります。こうした先人たちへの敬意と感

謝を決して忘れず、戦争の惨禍の教訓と恒久平和の願いを風化さ

せることなく、次の世代へと語り継ぐとともに、不戦の誓いを新

たに、平和で豊かな日本を維持・発展させて参ります。 

現在も国家間の戦争だけではなく、テロ等の新たな脅威が世界中

で出現しています。国民民主党は綱領において立憲主義と国民主

権・基本的人権・平和主義を断固として守る立場を明確にしてい

ますが、戦後７６年の終戦記念日にあたり、日本と国際社会の平

和と安定に全力を尽くしていくことを国民の皆さまにお誓い致

します。 

 

「八月」の意味を忘れないために 

日経新聞2021年8月15日 13:00  

〈八月や六日九日十五日〉 

先の戦争を忘れない、との思いを込めて詠まれた有名な句だ。昭

和史を書くことで平和の尊さを訴え続け、今年 1 月に亡くなっ

た作家の半藤一利さんは晩年、この句の意味が理解できない人が

現れたことに危機感を持っていた。 

全国戦没者追悼式で黙とうする参列

者ら（15日正午、東京・日本武道館）=代表撮影 

戦後 76 年、国民の大半が戦争体験者ではなくなったとはいえ、

そこまでの忘却、いや知識の喪失が広がっているとすれば、この

国の記憶の継承と教育に重大な欠陥があると言わざるを得ない。 

その意味で、「年に一度の8月ジャーナリズム」とやや批判的に

評されようとも、この時期にメディアが戦争の記憶を喚起するこ

とは重要な責務である。 

ただ、今年の8月初旬は新聞、テレビの戦争関連の報道がオリン

ピックに押しやられて影が薄かった印象がある。新型コロナウイ

ルス禍以前は酷暑が問題視されていたが、日本国民の鎮魂の時期

にスポーツの祭典を開くことの是非が議論されていた記憶はあ

まりない。 

一部に見られた絶叫中継や「撃破」という戦時用語、メダルラッ

シュを過度にはしゃぐ報道。鎮魂の月であることが頭の片隅にも

あったのか。「六日九日」の被爆関係者に今年の8月ジャーナリ

ズムはどう映っただろう。「十五日」に至って、ようやく静かに

戦没者を悼むことが思い出された感もある。 

1 月に亡くなった半藤一利さん（2015 年 7 月） 

半藤さんは 8 月中の毎朝、昭和天皇の終戦の詔書を暗唱するこ

とを自身に課していた。なかでも「戦陣に死し、職域に殉じ、非

命に斃（たお）れたる者、およびその遺族に想いを致せば、五内

（ごだい）ために裂く」（戦死者と遺族のことを思うと内臓が引

き裂かれるようだ）に力を込めた。 

 全国戦没者追悼式で黙とうされる天皇、皇后両陛

下（15日正午、東京・日本武道館）=代表撮影 

それほど日本人にとってあの戦争は痛恨事であり、忘れてはなら

ないことだ。この一節は全国戦没者追悼式での「さきの大戦にお

いて、かけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、

深い悲しみを新たにいたします」という天皇のお言葉として残っ

ている。 

今年はコロナ禍やオリンピックの感染防止策についての宮内庁

長官の拝察、開会式の宣言文など、例年になく天皇のお言葉、意

向に関心が集まった。そこに人々が世直し的な期待をし、物事が

動くことは民主主義にとって健全ではない。 

だが、お言葉に、戦争の記憶喚起を期待することは別だ。これは

天皇の最大の公務といえる。 

日本国民統合の象徴が毎年 8 月 15 日に悲しみと深い反省を語

る。それはある種の言霊として、どんなに戦争が遠くなっても、

「八月」の意味を問い続けるからだ。 

（編集委員 井上亮） 

 

原稿棒読みの菅首相、今度は「読み飛ばし」で内閣支持率の危険

水域【コメントライナー】 

時事通信2021年08月15日09時00分 

平和記念式典であいさつする菅義偉首相＝2021 年 8

月6日、広島市中区【時事通信社】 

 東京五輪が閉幕した。日本選手の活躍と史上最多の金メダル獲

得は、菅義偉首相の期待通りだったかもしれない。しかし、五輪

の盛り上がりに伴う政権浮揚は望めず、むしろ内閣支持率は下落。

自民党総裁選や次期衆院選に向けた菅氏の思惑は外れた。東京な

ど緊急事態宣言下でも、新型コロナウイルス感染者の拡大は止ま

らず、国民の政権不信は増大。菅政権は「危険水域」に入りつつ

ある。（文 時事総合研究所代表取締役・村田 純一） 

 ◆２月からプロンプター使用 

 ７月３０日、菅首相の緊急事態宣言拡大に関する記者会見をテ

https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081300641&g=pol&p=20210813ds10&rel=pv
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レビで見ていて改めて思ったのは、プロンプター（原稿映写機）

使用はもうやめたらどうか、ということだ。 

 菅氏は演台の左右前方に設置されたプロンプターを交互に見

ながら原稿を棒読みする。正面から映すテレビ画面上では「どこ

を向いて話しているのか」と思わせる。 

 首相就任当初はプロンプターを使わなかった。だが、下を向い

て手元の原稿を読み続けるのは評判が悪く、２月２日の記者会見

からプロンプター使用に踏み切った。安倍晋三前首相の会見冒頭

はプロンプター頼みで、菅氏も遅ればせながらこれを踏襲したの

だ。 

 田中角栄元首相はかつて次のように語った。「相手の目を見て

大きな声できちんと話せ。キョロキョロして相手の目を見ないの

はダメだ。声が小さいのは信用されない」（「田中角栄１００の言

葉」、宝島社）。 

 菅氏にも同様のことが言えないか。国民に重要なメッセージを

伝えたいなら、国民の目を意識し、正面のテレビカメラに向かっ

て、何も読まずに語りかけるべきなのだ。 

 菅氏の言葉が心に響かず、コロナ感染の危機感が伝わらない理

由の一つは、国民を直視して話さないプロンプター頼みだからで

はないか。 

 そして、記者の質問にまともに答えず、事前に用意された回答

を読み上げるだけで説明責任を果たさない姿勢は首相就任以来、

ほとんど変わらない。これでは、有権者もテレビを切るか、チャ

ンネルを変える。 

 ◆原爆忌で大失態 

 そんな思いを強めていたところ、８月６日の広島市の平和記念

式典で、菅氏が原稿の一部を読み飛ばすという大失態を知った。 

 読み飛ばしたのは、首相就任直後の国連演説に触れた箇所と、

それに続く部分。 

 「（…核兵器のない）世界の実現に向けて力を尽くします、と

世界に発信しました。わが国は、核兵器の非人道性をどの国より

もよく理解する唯一の戦争被爆国であり、『核兵器のない世界』

の実現に向けた努力を着実に積み重ねていくことが重要…」など

と読むべきくだりだった。 菅氏は式典後の記者会見で陳謝した。 

 首相周辺は「蛇腹折りの原稿の紙の一部でのりがはみ出し、紙

がくっついていた」と、読み飛ばしの理由を説明しているという。 

 にわかには信じ難い。菅氏は原稿を読みつつ、意味がつながら

ないと、なぜ気付かなかったのか。書かれたものを読むだけで、

そこまで頭が回らなかったのか。疑問は尽きない。 

 一方、政府が８月２日に打ち出したコロナ感染患者の入院制限

方針は、与野党の猛反発を招いた。感染者急増地域で、入院対象

を重症者や重症化リスクの高い患者に限定し、それ以外は自宅療

養を基本にするという政府方針だ。 

 「自宅放棄」「自宅放置」とも批判されたこの方針に対し、自

民党は撤回を要求。公明党も「酸素吸入が必要な中等症患者を自

宅でみるなんてあり得ない」と見直しを求める異例の事態となっ

た。 

 ◆支持率３０％割れの現実 

 与党も、近づく総選挙を前に有権者の反応に敏感なのだ。菅氏

は方針撤回の意向を示さず、田村憲久厚生労働相が５日、「中等

症は基本的に入院」と説明。菅政権の調整不足や説明不足も目立

った。 

 朝日新聞（８月９日付）の世論調査によると、内閣支持率は２

８％で、初めて３割を切った。時事通信の世論調査は７月の支持

率が２９．３％で、８月も２９．０％。五輪を経た各社の調査と

も支持率は過去最低を更新し、「菅政権で選挙を戦えるのか」と

いう自民党内の懸念と危機感は強い。 

 菅氏が無投票再選を狙う９月の党総裁選も、高市早苗前総務相

らが出馬の意欲を見せるなど波乱含み。コロナ対策を含め、菅政

権の正念場は続きそうだ。 

 （時事通信社「コメントライナー」2021年 8月 10日号の記

事を一部加筆・修正しました） 

 【筆者紹介】 

 村田 純一（むらた・じゅんいち） １９８６年早大法卒、時

事通信社入社。福岡支社、政治部、ワシントン特派員、政治部次

長兼編集委員、総合メディア局総務、福岡支社長を経て、２０２

０年７月より現職。政治部では首相官邸、自民党、民社党、公明

党、防衛庁、外務省などを担当し、政治部デスク歴は約７年。時

事通信「コメントライナー」の編集責任者で政治コラム等も執筆。 

 

終戦７６年、不戦誓う 天皇陛下、今年も「深い反省」―追悼式、

２年連続縮小 

時事通信2021年08月15日12時36分 

全国戦没者追悼式で黙とうされる天皇、皇后両

陛下＝１５日正午、東京都千代田区の日本武道館（代表撮影） 

  

 終戦から７６年を迎えた１５日、政府主催の全国戦没者追悼式

が東京都千代田区の日本武道館で開かれた。天皇、皇后両陛下や

菅義偉首相、遺族らが参列。天皇陛下はお言葉で、今年も「深い

反省」との表現で追悼の意を表し、感染拡大が続く新型コロナウ

イルスにも言及された。 

 今年は都内に緊急事態宣言が発令されていることを考慮し、参

列者を計約２００人とするなど、過去最少規模での開催となった。

厚生労働省は、東京を除く各道府県からの参列遺族を原則１人に

限定。大阪、沖縄など２２府県の遺族代表が欠席した。 

 式典は午前１１時５０分すぎに開始。正午からは参列者全員で

１分間の黙とうをささげた。続いて、天皇陛下が「深い反省の上

に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願う」とお

言葉を読み上げた。新型コロナについては「私たち皆がなお一層

心を一つにし、力を合わせてこの困難を乗り越え、今後とも、人々

の幸せと平和を希求し続けていくことを心から願います」と述べ

た。 

 これに先立ち、菅首相は式辞で「戦争の惨禍を、二度と繰り返

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2109d322d69223fc7761e902d83ae84b&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=5d6acaa036f90c7654142d103e9617e7&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500222&g=soc&p=20210815at23S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500222&g=soc&p=20210815at10S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500222&g=soc&p=20210815at30S&rel=pv
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さない、この信念をこれからも貫いてまいります」と強調。安倍

晋三前首相に続き、アジア諸国に対する責任には言及しなかった。 

 父が中国で戦病死した柿原啓志さん（８５）＝兵庫県丹波市＝

は、遺族代表として「犠牲として亡くなられたのは、今の日本に

暮らすのと同じごく普通の生活を過ごしていた方たちであった

ことに、どうか気付いてほしい」と追悼の辞を読み上げた。 

 厚労省の１２日時点の集計では、参列遺族は５５人で、７０代

以上がうち４１人を占めた。戦没者の孫やひ孫など戦後生まれは

１６人で、うち未成年は４人。最高齢は９４歳、最年少は１６歳

だった。戦没者の配偶者は、初めて一人も参列しなかった。 

 感染防止のため、昨年に続いて国歌斉唱は取りやめとなり、演

奏のみ行われた。 

 

菅首相が靖国に玉串料、参拝見送りへ 閣僚は２年連続、小泉・

萩生田氏ら―終戦の日 

時事通信2021年08月15日12時56分 

千鳥ケ淵戦没者墓苑で献花する菅義

偉首相＝１５日午前、東京都千代田区 

   
 菅義偉首相は終戦記念日の１５日、東京・九段北の靖国神社に

代理人を通じて玉串料を私費で納めた。参拝は見送る方針。中国

や韓国は首相の靖国参拝に強く反対してきた経緯があり、菅氏も

両国や、日韓の対立激化を避けたい米バイデン政権に配慮したと

みられる。 

 菅氏は１５日、全国戦没者追悼式への参列に先立ち、東京・三

番町の千鳥ケ淵戦没者墓苑を訪れ、献花した。 

 昨年９月の菅内閣発足以降、靖国神社の秋と春の例大祭では閣

僚を含めて参拝はなく、菅氏は祭具の真榊（まさかき）奉納にと

どめてきた。ただ、この日は小泉進次郎環境相と萩生田光一文部

科学相、井上信治科学技術担当相が参拝した。終戦記念日に閣僚

が参拝するのは２年連続。今月１３日には岸信夫防衛相と西村康

稔経済再生担当相が参拝している。 

 萩生田氏はこの後記者団に、私費で玉串料を奉納したと説明。

中韓両国の反発に関し「自国のために尊い犠牲となられた先人に

尊崇の念を持ってお参りするのは自然な姿だ。ご理解いただける

と思う」と述べた。小泉氏は取材に応じなかった。 

 閣僚以外では、自民党の安倍晋三前首相や高市早苗前総務相ら

も参拝。安倍氏は記者団に「ご英霊にみ霊安かれとお祈りをした」

と語った。新型コロナウイルス感染拡大で昨年に続き集団参拝を

見送った超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」

は、会長の尾辻秀久元参院副議長が代表して参拝した。 

 現職首相の参拝は２０１３年１２月の安倍氏が最後。その際、

副大統領だったバイデン現大統領が事前に自重を促し、参拝直後

には米政府として「失望」を表明して日米関係が一時ぎくしゃく

した。 

 

菅首相が靖国に玉串料、参拝見送り 閣僚は２年連続、小泉・萩

生田氏ら―終戦記念日 

時事通信2021年08月15日18時14分 

全国戦没者追悼式で式辞を述べる菅義偉首相＝１

５日、東京都千代田区の日本武道館（代表撮影） 

   

 菅義偉首相は終戦記念日の１５日、東京・九段北の靖国神社に

代理人を通じて玉串料を私費で納めた。参拝は見送った。中国や

韓国は首相の靖国参拝に強く反対してきた経緯があり、菅氏も両

国や、日韓の対立激化を避けたい米バイデン政権に配慮したとみ

られる。 

 菅氏は１５日、全国戦没者追悼式への参列に先立ち、東京・三

番町の千鳥ケ淵戦没者墓苑を訪れ、献花した。 

 昨年９月の菅内閣発足以降、靖国神社の秋と春の例大祭では閣

僚を含めて参拝はなく、菅氏は祭具の真榊（まさかき）奉納にと

どめてきた。ただ、この日は小泉進次郎環境相、萩生田光一文部

科学相、井上信治科学技術担当相の３閣僚が参拝した。終戦記念

日に閣僚が参拝するのは２年連続。今月１３日には岸信夫防衛相

と西村康稔経済再生担当相が参拝している。 

 萩生田氏はこの後記者団に、私費で玉串料を奉納したと説明。

中韓両国の反発に関し「自国のために尊い犠牲となられた先人に

尊崇の念を持ってお参りするのは自然な姿だ。ご理解いただける

と思う」と述べた。小泉氏は取材に応じなかった。 

 閣僚以外では、自民党の安倍晋三前首相、下村博文政調会長、

高市早苗前総務相らも参拝。安倍氏は記者団に「ご英霊にみ霊安

かれとお祈りをした」と語った。新型コロナウイルス感染拡大で

昨年に続き集団参拝を見送った超党派の「みんなで靖国神社に参

拝する国会議員の会」は、会長の尾辻秀久元参院副議長が代表し

て参拝した。 

 現職首相の参拝は２０１３年１２月の安倍氏が最後。その際、

副大統領だったバイデン現大統領が事前に自重を促し、参拝直後

には米政府として「失望」を表明して日米関係が一時ぎくしゃく

した。 

 

小泉氏ら3閣僚が靖国参拝 終戦の日、首相玉串料奉納 

2021/8/15 12:13 (JST)8/15 13:42 (JST)updated共同通信社 

靖国神社へ参拝に訪れた小泉環境相＝15 日午前、東

https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=fdfd898fdbd806f2e33fdf5a83c64e05&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=77097477cb472b49c8ceb5f7b6422661&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=a89b6b2408c58e53e33b16c1d2432377&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=ecd4767649ddcab4a4331d6e09d363d8&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8681c1dbc4b465619cb05b3e955ff53d&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8681c1dbc4b465619cb05b3e955ff53d&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=5d6acaa036f90c7654142d103e9617e7&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=e6c3a2ea48846ebf3e4c1d6fc450c89d&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=fdfd898fdbd806f2e33fdf5a83c64e05&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=77097477cb472b49c8ceb5f7b6422661&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=a89b6b2408c58e53e33b16c1d2432377&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=ecd4767649ddcab4a4331d6e09d363d8&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=8681c1dbc4b465619cb05b3e955ff53d&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=10d72ae42c2253d61cbf491ebfd37085&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=5d6acaa036f90c7654142d103e9617e7&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=e6c3a2ea48846ebf3e4c1d6fc450c89d&c=san
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500168&g=pol&p=20210815at13S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500168&g=pol&p=20210815at22S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500168&g=pol&p=20210815at08S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500168&g=pol&p=20210815at20S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500168&g=pol&p=20210815at29S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500168&g=pol&p=20210815at08S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500168&g=pol&p=20210815at22S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500168&g=pol&p=20210815at20S&rel=pv
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京・九段北 

 萩生田光一文部科学相と小泉進次郎環境相、井上信治万博相は

終戦の日の 15 日、東京・九段北の靖国神社を個別に参拝した。

閣僚の靖国参拝は 2 年連続となる。菅義偉首相は自身の事務所

を通じて、自民党総裁として玉串料を私費で奉納した。午前には

東京都内の千鳥ケ淵戦没者墓苑を訪れて献花。その後、政府主催

の全国戦没者追悼式に出席し、式辞を述べた。 

 自民党の安倍晋三前首相、高市早苗前総務相もそれぞれ参拝し

た。13 日には岸信夫防衛相が参拝。靖国神社には極東国際軍事

裁判（東京裁判）の A 級戦犯が合祀されているため中国、韓国

は即座に批判した。西村康稔経済再生担当相も同日参った。 

小泉進次郎環境相 

 

小泉氏、萩生田氏が靖国神社参拝 昨年に続き終戦の日に 

朝日新聞デジタルソウル=鈴木拓也 2021 年 8 月 15 日 8時 58

分 

参拝のため靖国神社に訪れた小泉進次郎環境相

=2021年8月15日午前7時57分、東京都千代田区、藤原伸雄

撮影 

     

   

 終戦の日の15日、小泉進次郎環境相と萩生田光一文部科学相、

井上信治科学技術担当相が東京・九段北の靖国神社を参拝した。

菅内閣の閣僚では13日に西村康稔経済再生相と岸信夫防衛相が

参拝している。 

 一方、菅義偉首相は玉串料を納めたといい、首相周辺は「私人

の立場で私費で奉納と聞いてる」と説明している。 

 参拝後、記者団の取材に応じた萩生田氏は、玉串料を私費で納

め、「文部科学大臣、衆院議員、萩生田光一」と記帳したと説明。

「先の大戦で尊い犠牲となられた先人の御霊に謹んで哀悼のま

ことを捧げ、改めて恒久平和への誓いをしてきた」と述べた。小

泉氏は記者団の取材に応じなかった。萩生田氏と小泉氏は安倍内

閣の閣僚だった昨年の終戦の日にも参拝している。 

 井上氏は記者団の取材に私費で玉串料を納め、「衆議院議員、

井上信治と記帳した」と述べ、「しっかり平和を守っていくとい

うお誓いをいたしました」と話した。 

 15日は鷲尾英一郎・外務副大臣も参拝し、記者団の取材に「個

人としての参拝」と述べた。 

 靖国神社には太平洋戦争などの戦死者がまつられている。戦争

当時の指導者で、極東国際軍事裁判（東京裁判）で「A級戦犯」

とされた14人が合祀（ごうし）されており、中国や韓国などが

閣僚の参拝を問題視している。 

     ◇ 

 韓国外交省は15日、終戦記念日に菅義偉首相が靖国神社に玉

串料を納め、菅内閣の閣僚が相次いで参拝したことについて、「深

い失望と遺憾の意を表する」とのコメントを発表した。 

 同省は「日本の責任ある人々が、歴史に対する謙虚な省察と真

の反省を行動で示すべきだ」と主張。そうした姿勢により、「未

来志向的な韓日関係の構築や、周辺国の信頼を得ることができる」

とした。（ソウル=鈴木拓也） 

 

超党派議員団会長ら、靖国参拝 終戦の日 

日経新聞2021年8月15日 12:50 

東京・九段北の靖国神社 

超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」の尾辻秀

久会長と水落敏栄事務局長は15日、終戦の日にあわせて東京・

九段北の靖国神社を参拝した。新型コロナウイルスの緊急事態宣

言を受け、議員団による集団参拝はせず尾辻氏らが代表で訪れた。 

2020年も集団参拝は見送っており、代表参拝は2年連続になっ

た。 

 

超党派議員連盟 新型コロナで靖国神社一斉参拝見送り 代表参

拝 

ＮＨＫ2021年8月15日 12時37分 

 

超党派の議員連盟「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」

は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて「終戦の日」に合わ

せた一斉参拝を見送り、会長を務める自民党の尾辻 元参議院副

議長らが代表して参拝しました。 

議員連盟は例年、靖国神社の春と秋の例大祭に加え、8月15日

の「終戦の日」に合わせて、メンバーがそろって参拝しています

が、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、去年の春は参拝そ

のものを取りやめ「終戦の日」以降は一斉参拝を控えています。 

15日は、議員連盟の会長を務める自民党の尾辻 元参議院副議長

と事務局長を務める水落 参議院議院運営委員長が代表して参拝

しました。 

参拝を終えた尾辻氏は記者団に対し「国難とも言える事態になっ

ているので『 日本国をお見守りください』 と改めてお願いした。

早く新型コロナウイルスがおさまって、また皆で一緒にお参りし

たい」と述べました。 

 

菅首相式辞、加害責任に触れず 戦没者追悼式、前政権を踏襲―

終戦記念日 

時事通信2021年08月15日12時37分 

 菅義偉首相は１５日、就任後初めて臨んだ全国戦没者追悼式の

式辞で、「戦争の惨禍を二度と繰り返さない、この信念を貫いて

いく」と強調した。ただ、アジア諸国への加害と反省には言及せ

ず、自身が官房長官を務めた第２次安倍政権の方針を踏襲した。 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000499.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000499.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000499.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000499.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%B0%8F%E6%B3%89%E9%80%B2%E6%AC%A1%E9%83%8E.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%90%A9%E7%94%9F%E7%94%B0%E5%85%89%E4%B8%80.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E4%BF%A1%E6%B2%BB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E5%BA%B7%E7%A8%94.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/%E8%8F%85%E6%94%BF%E6%A8%A9%E7%99%BA%E8%B6%B3%E3%81%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E8%87%A3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%90%A9%E7%94%9F%E7%94%B0%E5%85%89%E4%B8%80.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%AE%89%E5%80%8D%E5%86%85%E9%96%A3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%AE%89%E5%80%8D%E5%86%85%E9%96%A3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E4%BF%A1%E6%B2%BB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%B7%B2%E5%B0%BE%E8%8B%B1%E4%B8%80%E9%83%8E.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%88%A6%E4%BA%89.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%A3%81%E5%88%A4.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B5%82%E6%88%A6%E8%A8%98%E5%BF%B5%E6%97%A5.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%8F%85%E6%94%BF%E6%A8%A9%E7%99%BA%E8%B6%B3%E3%81%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE.html
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000499.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000576.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000490.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000500.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000501.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000502.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000573.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000574.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815000575.html
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 式辞をめぐっては、２０１２年１２月に再登板した安倍晋三前

首相が１３年から８年連続で加害と反省に触れなかった。安倍氏

は０７年の第１次政権では「とりわけアジア諸国の人々に対して

多大の損害と苦痛を与えた」と述べていた。 

 一方、菅氏は、現在の平和と繁栄は「戦没者の尊い命と苦難の

歴史の上に築かれた」と表現。昨年の安倍氏の式辞になかった「歴

史」を用いた。 

 

首相、安倍氏式辞をほぼコピペ 追悼式、加害や不戦は盛り込ま

ず 

2021/8/15 17:35 (JST)8/15 17:47 (JST)updated共同通信社 

全国戦没者追悼式で式辞を述べる菅首相＝15日午前、東

京・日本武道館（代表撮影） 

 菅義偉首相が就任後初めて臨んだ全国戦没者追悼式の式辞は、

歴代首相が触れてきたアジア諸国への加害と反省に一貫して言

及しなかった第2次安倍政権のスタイルを踏襲した。中でも、初

めて「積極的平和主義」の言葉を盛り込んだ昨年の式辞と、構成

や表現がほとんど変わらなかった。 

 安倍晋三前首相は2013年以降の式辞で、加害への反省や不戦

の誓いを述べず、「歴史と謙虚に向き合う」といった表現も18年

まででやめた。今年は新型コロナに関する部分以外、昨年とほぼ

同内容だった。 

 上智大の中野晃一教授（政治学）は「安倍氏が訴えた『戦後レ

ジームからの脱却』の継承を実行した」と分析する。 

 

令和３年度全国戦没者追悼式総理大臣式辞 

首相官邸ＨＰ令和3年8月15日 

 天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族、各界代表の

ご列席を得て、全国戦没者追悼式を、ここに挙行いたします。 

 先の大戦では、３００万余の同胞の命が失われました。 

 祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら、戦場に斃（た

お）れた方々。戦後、遠い異郷の地で亡くなられた方々。広島や

長崎での原爆投下、各都市での爆撃、沖縄における地上戦など、

戦乱の渦に巻き込まれ犠牲となられた方々。今、すべての御霊（み

たま）の御前（おんまえ）にあって、御霊安かれと、心より、お

祈り申し上げます。 

 今日、私たちが享受している平和と繁栄は、戦没者の皆様の尊

（たっと）い命と、苦難の歴史の上に築かれたものであることを、

私たちは片時たりとも忘れません。改めて、衷心より、敬意と感

謝の念を捧（ささ）げます。 

 未（いま）だ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも、

決して忘れません。一日も早くふるさとにお迎えできるよう、国

の責務として全力を尽くしてまいります。 

 我が国は、戦後一貫して、平和を重んじる国として歩んでまい

りました。世界の誰もが、平和で、心豊かに暮らせる世の中を実

現するため、力の限りを尽くしてまいりました。 

 戦争の惨禍を、二度と繰り返さない、この信念をこれからも貫

いてまいります。我が国は、積極的平和主義の旗の下、国際社会

と力を合わせながら、世界が直面する様々な課題の解決に、全力

で取り組んでまいります。今なお、感染拡大が続く新型コロナウ

イルス感染症を克服し、一日も早く安心とにぎわいのある日常を

取り戻し、そして、この国の未来を切り拓（ひら）いてまいりま

す。 

 終わりに、いま一度、戦没者の御霊に平安を、ご遺族の皆様に

はご多幸を、心よりお祈りし、式辞といたします。 

 

令和２年度全国戦没者追悼式総理大臣式辞 

首相官邸ＨＰ令和2年8月15日 

 天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族、各界代表の

ご列席を得て、全国戦没者追悼式を、ここに挙行いたします。 

 あの苛烈を極めた先の大戦では、３００万余の同胞の命が失わ

れました。 

 祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら、戦陣に散った

方々。終戦後、遠い異郷の地にあって、亡くなられた方々。広島

や長崎での原爆投下、東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄におけ

る地上戦などで、無残にも犠牲となられた方々。今、すべての御

霊（みたま）の御前（おんまえ）にあって、御霊安かれと、心よ

り、お祈り申し上げます。 

 今日、私たちが享受している平和と繁栄は、戦没者の皆様の尊

い犠牲の上に築かれたものであることを、終戦から７５年を迎え

た今も、私たちは決して忘れません。改めて、衷心より、敬意と

感謝の念を捧（ささ）げます。 

 未（いま）だ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも、

決して忘れません。一日も早くふるさとにお迎えできるよう、国

の責務として全力を尽くしてまいります。 

 戦後７５年、我が国は、一貫して、平和を重んじる国として、

歩みを進めてまいりました。世界をより良い場とするため、力の

限りを尽くしてまいりました。 

 戦争の惨禍を、二度と繰り返さない。この決然たる誓いをこれ

からも貫いてまいります。我が国は、積極的平和主義の旗の下、

国際社会と手を携えながら、世界が直面している様々な課題の解

決に、これまで以上に役割を果たす決意です。現下の新型コロナ

ウイルス感染症を乗り越え、今を生きる世代、明日を生きる世代

のために、この国の未来を切り拓（ひら）いてまいります。 

 終わりに、いま一度、戦没者の御霊に平安を、ご遺族の皆様に

はご多幸を、心よりお祈りし、式辞といたします。 

令和２年８月１５日 

内閣総理大臣 安倍 晋三 

 

菅首相式辞 終戦記念日 

時事通信2021年08月15日12時36分 

 １５日の全国戦没者追悼式での菅義偉首相の式辞全文は次の

通り。 

 天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族、各界代表の

ご列席を得て、全国戦没者追悼式を、ここに挙行いたします。 

 先の大戦では、３００万余の同胞の命が失われました。 

 祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら、戦場にたおれ

た方々。戦後、遠い異郷の地で亡くなられた方々。広島や長崎で

の原爆投下、各都市での爆撃、沖縄における地上戦など、戦乱の

渦に巻き込まれ犠牲となられた方々。今、すべてのみ霊の御前に

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
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あって、み霊安かれと、心より、お祈り申し上げます。 

 今日、私たちが享受している平和と繁栄は、戦没者の皆さまの

尊い命と、苦難の歴史の上に築かれたものであることを、私たち

は片時たりとも忘れません。改めて、衷心より、敬意と感謝の念

をささげます。 

 いまだ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも、決して

忘れません。一日も早くふるさとにお迎えできるよう、国の責務

として全力を尽くしてまいります。 

 わが国は、戦後一貫して、平和を重んじる国として歩んでまい

りました。世界の誰もが、平和で、心豊かに暮らせる世の中を実

現するため、力の限りを尽くしてまいりました。 

 戦争の惨禍を、二度と繰り返さない、この信念をこれからも貫

いてまいります。わが国は、積極的平和主義の旗の下、国際社会

と力を合わせながら、世界が直面するさまざまな課題の解決に、

全力で取り組んでまいります。今なお、感染拡大が続く新型コロ

ナウイルス感染症を克服し、一日も早く安心とにぎわいのある日

常を取り戻し、そして、この国の未来を切り開いてまいります。 

 終わりに、いま一度、戦没者のみ霊に平安を、ご遺族の皆さま

にはご多幸を、心よりお祈りし、式辞といたします。 

 

《参考》戦争の惨禍を二度と繰り返さない、貫く 首相式辞全文 

朝日新聞デジタル2020年8月15日 12時24分  

 全国戦没者追悼式で、式辞を述べる安倍

晋三首相=2020年 8月 15日午前 11時 55分、東京都千代田区

の日本武道館、嶋田達也撮影 

 天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族、各界代表の

ご列席を得て、全国戦没者追悼式を、ここに挙行いたします。 

 あの苛烈（かれつ）を極めた先の大戦では、三百万余の同胞の

命が失われました。 

 祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら、戦陣に散った

方々。終戦後、遠い異郷の地にあって、亡くなられた方々。広島

や長崎での原爆投下、東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄におけ

る地上戦などで、無残にも犠牲となられた方々。今、すべての御

霊（みたま）の御前にあって、御霊安かれと、心より、お祈り申

し上げます。 

 今日、私たちが享受している平和と繁栄は、戦没者の皆様の尊

い犠牲の上に築かれたものであることを、終戦から75年を迎え

た今も、私たちは決して忘れません。改めて、衷心より、敬意と

感謝の念を捧げます。 

 いまだ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも、決して

忘れません。一日も早くふるさとにお迎えできるよう、国の責務

として全力を尽くしてまいります。 

 戦後 75 年、我が国は、一貫して、平和を重んじる国として、

歩みを進めてまいりました。世界をより良い場とするため、力の

限りを尽くしてまいりました。 

 戦争の惨禍を、二度と繰り返さない。この決然たる誓いをこれ

からも貫いてまいります。我が国は、積極的平和主義の旗の下、

国際社会と手を携えながら、世界が直面している様々な課題の解

決に、これまで以上に役割を果たす決意です。現下の新型コロナ

ウイルス感染症を乗り越え、今を生きる世代、明日を生きる世代

のために、この国の未来を切りひらいてまいります。 

 終わりに、いま一度、戦没者の御霊に平安を、ご遺族の皆様に

はご多幸を、心よりお祈りし、式辞といたします。 

令和2年8月15日 

内閣総理大臣・安倍晋三 

 

終戦76年、不戦の誓い永遠に コロナ下で戦没者追悼式 

日経新聞2021年8月15日 12:04 (2021年8月15日 16:55更

新) 

戦後 76年となる「終戦の日」の 15日、政府は全国戦没者追悼

式を日本武道館（東京・千代田）で開いた。天皇、皇后両陛下や

菅義偉首相ら三権の長、戦没者遺族など約200人が参列。約310

万人の戦没者を悼み、平和と不戦の誓いを新たにした。天皇陛下

はお言葉の中 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言下での開催

となり、コロナ禍前は例年 6 千人規模だった参列者数は今回、

185人となった。うち参列遺族は53人。政府は都以外の自治体

からの参列遺族数を1人程度とし、22府県は出席を辞退したた

め、過去最小規模となった。 

全国戦没者追悼式で黙とうする天皇、皇后両陛下（15

日正午、東京・日本武道館）=代表撮影 

式典では正午から1分間の黙とうの後、陛下は「深い悲しみを新

たにいたします」と戦没者への哀悼の意を示された。コロナ禍に

も触れ、「私たち皆がなお一層心を一つにし、力を合わせてこの

困難を乗り越え、今後とも、人々の幸せと平和を希求し続けてい

くことを心から願います」と述べられた。 

菅首相は式辞で「我が国は、積極的平和主義の旗の下、国際社会

と力を合わせながら、世界が直面する様々な課題の解決に、全力

で取り組んでまいります」と誓った。遺骨収集について「国の責

務として全力を尽くす」と述べた。 

全国戦没者追悼式で追悼の辞を述べる遺族代表の柿

原啓志さん（15日午後、東京・日本武道館）=代表撮影 

陸軍兵だった父を中国で亡くした柿原啓志さん（85）=兵庫県丹

波市=が戦没者遺族を代表し、「平和の大切さを確かに次世代へ

と継承するために、これからもいっそう努めてまいります」と追

悼の辞を述べた。 

参列者の中で最高齢は北海道の長屋昭次さん（94）で、兄が中国

で戦病死した。最年少は東京都の宇田川英吾さん（16）で、曽祖

父が東部ニューギニアで戦死した。近年は遺族の高齢化に伴い、

参列者の構成が大きく変わっており、戦没者の妻の参列は今回初

めて0人に。父母の参列は2011年から途絶えている。 

式は昨年同様、マスク着用や消毒の徹底で感染防止を図った。厚

生労働省は、コロナ禍で出席できない人に配慮し、式典の様子を
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動画投稿サイト「ユーチューブ」で中継。飛沫防止のため、昨年

と同様、国歌斉唱はせずに奏楽のみとなった。 

令和初となった 2019 年の全国戦没者追

悼式。2階席まで参列者が占めている（19年8月15日、日本武

道館） 

 

菅氏も加害責任に触れず 8.15式辞「安倍色」を踏襲 

朝日新聞デジタル小手川太朗2021年8月15日 12時31分 

全国戦没者追悼式が開かれる日本武

道館。新型コロナの影響で参列者が絞られ、スタンドは空席のま

まだった=2021年8月15日午前11時1分、東京都千代田区、

嶋田達也撮影 

    

  

 菅義偉首相は15日、東京・日本武道館であった全国戦没者追

悼式に参列し、式辞を述べた。式辞では、安倍晋三前首相が昨年

初めて用いた「積極的平和主義」の文言を使用する一方、戦争の

「教訓」や近隣諸国への加害責任には今年も触れなかった。式辞

の大半は前年と似通っており、「独自色」が見えにくい内容とな

った。 

 首相就任後、同追悼式への参列は初めて。天皇陛下の「おこと

ば」に先立ち、首相が式辞を述べた。首相は戦没者への追悼など

に触れた後、「我が国は、積極的平和主義の旗の下、国際社会と

力を合わせながら、世界が直面する様々な課題の解決に、全力で

取り組んでまいります」と語った。 

 「積極的平和主義」は2013年秋、安倍前首相が集団的自衛権

行使容認の憲法解釈変更に意欲を示し、国家安全保障戦略（NSS）

を議論した有識者会議の中で浮上した用語。安倍前首相は、外交

や安全保障戦略を語る際に用いてきており、菅首相は「安倍カラ

ー」の言葉を継承した形だ。 

 一方、昨年の式辞では「歴史」の文言が消えたことが注目され

た。今年は「平和と繁栄は、戦没者の皆様の尊い命と、苦難の歴

史の上に築かれたもの」という一文で「歴史」が復活した。 

 近隣諸国への加害責任は第 2 次安倍政権に続いて言及がなか

った。 

 1993年に細川護熙元首相… 

残り：969文字／全文：1516文字 

 

菅首相終戦式辞 加害責任には触れず 目立つ「安倍路線」踏襲 

毎日新聞 2021/8/15 16:59（最終更新 8/15 16:59） 

全国戦没者追悼式で式辞を述べる菅首相＝東京都千

代田区の日本武道館で2021年8月15日午前11時54分（代表

撮影） 

 菅義偉首相は15日の全国戦没者追悼式の式辞で、第2次安倍

政権時の安倍晋三首相（当時）と同様、アジア諸国への加害責任

などには触れなかった。安倍氏が外交・安全保障の基本理念に掲

げた「積極的平和主義」には、昨年の安倍氏に続いて言及した。

安倍氏の路線を踏襲する姿勢が目立った分、菅首相の歴史観が見

えにくい式辞となった。 

 菅首相が全国戦没者追悼式に出席するのは首相就任以降初め

て。式辞では「積極的平和主義の旗の下、世界が直面するさまざ

まな課題の解決に全力で取り組んでまいります」と訴えた。積極

的平和主義は 2013 年に閣議決定された国家安全保障戦略の基

本理念。第 2 次安倍政権はこの理念に基づき、憲法解釈を変更

し、集団的自衛権の行使を可能としたうえ、「違憲」の指摘が根

強い安全保障関連法の成立を強行した。 

 歴代首相は1994年の村山富市氏以降、追悼式の式辞でアジア

諸国への加害責任に関し「反省」の文言を使ってきたが、13 年

の安倍氏から言及をやめた。安倍氏は13年から「歴史」につい

て「謙虚に向き合い」「直視し」「教訓を深く胸に刻み」などの表

現を使ってきたが、昨年はこれらの表現も消えた。菅首相の式辞

は歴史に対する姿勢も安倍氏にならったことがうかがえる。 

 長く自民党の派閥に属さず、党内基盤が弱い菅首相が政権運営

を安定させるには、最大派閥・細田派に強い影響力を持つ安倍氏

への配慮が欠かせない。安倍氏ら保守系には「戦争の反省」など

の表現に根強い反発がある。首相は歴史認識でも「安倍路線の継

承」を打ち出すことが、次期衆院選や自民党総裁選が迫る今回の

タイミングで無難だと判断したとみられる。【藤渕志保】 

 

安倍前首相が靖国参拝 自民総裁選目指す高市氏も 

朝日新聞デジタル笹山大志、小野太郎2021年8月15日 13時

52分 

参拝のため靖国神社を訪れた安倍晋三前首相=2021

年8月15日午前10時19分、東京都千代田区、藤原伸雄撮影 

    

 終戦の日の15日、安倍晋三前首相が東京・九段北の靖国神社

を参拝した。参拝後、安倍氏は記者団の取材に対し、「衆院議員、

安倍晋三」と記帳したと説明。「先の大戦において、祖国のため

に母や父、友や子、愛する人を残し祖国の行く末を案じながら、

散華された尊い命を犠牲にされたご英霊に尊崇の念を表し、御霊

安かれとお祈りいたしました」と述べた。 

 安倍氏は首相在任中の 2013年 12月 26日に靖国を参拝し、

中国や韓国が反発し、米国も「失望している」との声明を出した。
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安倍氏はその後、20年9月までの在任中に参拝は行わなかった。

首相退任後は参拝している。 

 またこの日、9月末の任期満了に伴う自民党総裁選に立候補の

意向を表明している高市早苗前総務相が参拝した。同党の一部保

守系議員でつくる「保守団結の会」として参拝したといい、高市

氏は記者団の取材に「国家存続のために、大切な方々を守るため

に国策に殉じられた方々の御霊に尊崇の念を持って感謝の誠を

捧げてまいりました」と述べた。 

 超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」（会長

=尾辻秀久・元厚生労働相）は、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大のため昨年に続き、会としての一斉参拝を取りやめた。尾

辻氏ら一部議員が15日に参拝した。（笹山大志、小野太郎） 

 

首相式辞「不戦」から「繁栄」へ 対アジア、消える加害責任 

2021/8/15 06:01 (JST)8/15 12:34 (JST)updated共同通信社 

各首相の特徴語 

 76回目の終戦記念日を迎える15日、政府主催の「全国戦没者

追悼式」が開催される。歴代首相が読み上げる式辞は戦争の悲惨

さと犠牲に言及してきたが、各首相の歴史認識も投影してきた。

過去30年の式辞を計量分析したところ、各首相に特徴的なキー

ワードが「平和」「不戦の決意」から「繁栄」「未来」へと移行す

るなど特色が明らかに。一方で、アジアへの加害責任を示唆する

表現は消え、近隣諸国との和解の難しさが改めて鮮明になった。

菅義偉首相が何を語るのか注目される。 

 分析の結果、「平和」の比重は低下傾向にあった。「恒久平和」

も第2次安倍政権下の2015～20年は使われていない。 

 

「平和のための努力は使命」大島衆院議長式辞全文 

産経新聞2021/8/15 12:20 

大島理森衆院議長は１５日、日本武道館（東京都千代田区）で開

かれた政府主催の全国戦没者追悼式に出席し、式辞を述べた。大

島氏の式辞全文は次の通り。 

◇ 

天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、全国戦没者追悼式が挙行される

にあたり、衆議院を代表して、謹んで追悼の言葉を申し述べます。 

先の大戦では過酷な戦いにより、国内外において多くの方々が亡

くなられました。総力戦により多数の方々が飢餓や窮乏にさらさ

れた極限の状況の下、戦い、働き、暮らし、それぞれ力を尽くし

た方々が戦場で、または、戦禍の中、あるいは戦後、異郷の地に

おいて、犠牲となられたことに思いを致すとき悲しみが尽きるこ

とはありません。ここに、全戦没者の諸霊に対し、衷心より哀悼

の誠をささげます。 

また、かけがえのないご家族を失われ、計り知れぬご労苦を重ね

られたご遺族の皆さまに、謹んでお見舞いを申し上げます。戦後

のわが国の平和と繁栄が幾多の戦没者の方々の犠牲によって築

かれていることを決して忘れず、尽きることのない悲しみを思い

ながら、心を合わせて平和のために不断の努力を続けていくこと

は、私たちに課せられた使命です。 

戦後、わが国は国民の懸命の努力により、経済発展を成し遂げ、

一貫して平和国家としての歩みを進めてきました。他方で、長い

歳月の経過により、戦争の体験やその後の苦難の歴史の記憶の風

化が危惧されております。戦争の惨禍を二度と繰り返さないため

にも、内外の歴史への認識をより一層深めるとともに、戦争を直

接体験された方々から学び、過去の歩みを省みて、未来へ永く語

り継いでいくことは、極めて重要であります。 

今日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く事態の中にあ

って、私たちは世界の人々と相携えてこの試練を乗り越えていく

必要がありますが、この未曽有の状況は国際社会の在り方にも大

きな影響を与えています。私たちは政治的社会的分断が進む世界

の動向やわが国の状況を真摯（しんし）に自覚して、現実を直視

しつつ、共に叡智（えいち）を尽くし、誠実に世界の平和と全て

の人々の幸せのために行動し、かつ、長い歴史を有するわが国の

更なる発展のため努力を続けていかなければなりません。 

われわれ国会議員は先の大戦に思いを致し、日本国憲法の精神を

体して恒久平和の実現、国民生活の安定向上に全力を尽くしてま

いる所存です。 

結びに戦没者の御霊の安らかならんことを心からお祈り申し上

げますとともに、ご遺族の皆さまのご平安とご健勝を切に祈念い

たしまして、追悼の言葉といたします。 

 

終戦76年、平和の祈りつなぐ 雨の千鳥ケ淵で鎮魂 

日経新聞2021年8月15日 11:29 (2021年8月15日 16:16更

新) 

千鳥ケ淵戦没者墓苑で手を合わせる人た

ち（15日午前、東京都千代田区） 

終戦から 76年を迎えた 15日、戦没者への鎮魂の祈りが各地で

ささげられた。先の大戦では 300 万人超が命を落とし、今なお

戦禍の記憶に苦しむ人は少なくない。身元不明の「無名戦士」や

民間人の遺骨を納める千鳥ケ淵戦没者墓苑（東京・千代田）を訪

れ手を合わせた人は、次世代に平和への思いをつなぐ決意を新た

にした。 

東京都心は朝から雨が降りしきり、午前 6 時過ぎには最低気温

18.4度と、9月下旬並みの肌寒さとなった。 

東京都八王子市から訪れた女性(81)は、轟音（ごうおん）をたて

ながら飛来したB29爆撃機がおびただしい数の爆弾を落とす様

子を目の当たりにした。「当時は自給自足する必要があり、食べ

物も家族分確保するのにとても苦労した」と、家族9人で逃げ回

った幼少期の記憶は今でも鮮明だという。 

路上で亡くなっている人の姿も目にした。戦火におびえる日々に

終止符が打たれた8月15日は「もう逃げなくてもいいんだ、と

https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E7%B7%8F%E8%A3%81%E9%81%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%AB%98%E5%B8%82%E6%97%A9%E8%8B%97.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9B%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BF%9D%E5%AE%88%E7%B3%BB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%BF%9D%E5%AE%88%E7%B3%BB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%B0%BE%E8%BE%BB%E7%A7%80%E4%B9%85.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%82%BA%E7%82%8E.html
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安心した日」。幸い亡くなった家族はいなかったが、戦没者を供

養するため、40年以上前から毎年欠かさず手を合わせに訪れる。 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言下、例年よりも

訪れる人は減った。女性は「それでも戦争で亡くなった人のため

に、自分ができることをしたい。平和を守るためにも、平和が当

たり前ではない時代があったことを伝えていかなければいけな

い」と誓いを新たにした。 

15日正午、千鳥ケ淵戦没者墓苑で黙とうす

る人たち（東京都千代田区） 

戦後生まれが人口の8割超を占め、世代交代が進む中、次世代へ

の継承は大きな課題だ。「忘れてはいけない記憶。家族で一緒に

戦争について考えてみたかった」。大学で日本史を学ぶ東京都荒

川区の男子学生（19）は家族を誘って初めて慰霊に訪れた。 

父（69）は「幼かったころには戦傷者が道端に座り込んでいる様

子が当たり前で、戦争の悲惨さを常々感じていたが、今の若い世

代は知らない。若者が戦争についてもっと知ろうとするのはあり

がたいこと」と話す。 

沖縄戦で兄失った90歳遺族 「若い人、歴史を学んで」 

「終戦の日」の15日、全国戦没者追悼式が開催された日本武道

館に隣接する靖国神社（東京都千代田区）にも大勢の人々が訪れ

た。雨が降りしきる中、傘の中で背を丸めて参拝する高齢者の姿

もあった。 

終戦の日に靖国神社を参拝する人々（8月 15

日、東京都千代田区） 

新宿区から妻と訪れた税理士、杉林芳夫さん（90）は激しい地上

戦が繰り広げられた沖縄で陸軍兵だった兄を失った。戦後、国か

ら届いた白木の箱には遺骨はなく、石ころが入っていた記憶が今

でも鮮明によみがえるという。 

軍国少年として育ち、14 歳で玉音放送を聞いた時は「アメリカ

と戦えなくて残念だ、と思った」。だが平和な日々を過ごすうち

に、「命があって本当によかったと実感するようになった」とか

みしめる。 

靖国には、毎年足を運んできた。自身のような「戦没者遺族」を

2 度と生み出さないためにも、「若い人には歴史をもっと学んで

ほしい」と願った。 

すべての記事が読み放題 まずは無料体験（初回１カ月） 

 

なりふり構わぬ「全力で戦闘モード」の首相、負ければ致命傷も

…横浜市長選 

読売新聞2021/08/14 08:17 

支持低迷、負ければ致命傷 

菅首相 

 候補者８人が乱立する横浜市長選（２２日投開票）は、地元選

出の菅首相が全面介入に踏み切ったことで、政権の命運を左右す

る大一番の様相を呈している。内閣支持率が低迷する中、反転攻

勢を図りたい首相にとっては、負ければ致命傷になりかねない

「もろ刃の剣」でもある。（政治部 佐藤竜一、北村友啓、横浜

支局 田ノ上達也） 

 「横浜のカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）は、完全に取り

やめます」 

 １３日午後、小雨が降る横浜市緑区のＪＲ鴨居駅前。連日の街

頭演説で真っ黒に日焼けした小此木八郎氏が力を込めたのは、Ｉ

Ｒの横浜への誘致取りやめだ。演説もそこそこに通行人に声をか

け、グータッチを交わす。自民党衆院議員として８回の当選を重

ねてきたベテランが、１票の積み上げに懸命になっている。 

 自民党はこれまでＩＲ誘致を推進してきたが、小此木氏は「市

民の理解が十分得られていない」として反対にかじを切った。自

民横浜市連は誘致の賛否を巡って分裂し、自主投票になった。８

日の告示日を除き、党幹部の来援はほとんどない。自民市連の対

応を踏まえ、公明党も自主投票を決め、県議や市議は小此木氏を

「自主的支援」する。 

 そんな陣営を全面的に支えるのは、皮肉にも、ＩＲの旗振り役

だった党総裁の菅首相だ。首相は、小此木氏の父で衆院議員だっ

た彦三郎氏の秘書として政界入りした。盟友の小此木氏がお膝元

で苦杯をなめれば、支持率低迷にあえぐ首相の求心力がさらに低

下するのは容易に想像できた。 

 地元で「チーム菅」と呼ばれる秘書出身の市議や県議がフル稼

働し、陣営を切り盛りする。１１日の街頭演説会には、新田章文・

首相秘書官（政務担当）まで姿を見せた。新田氏は、陣営スタッ

フと同じ水色のポロシャツを着て、ビラ配りにも加わった。 

 首相自身も連日、新型コロナウイルス対応の合間を縫って電話

をかける。 

 「市長選を頼みます。小此木をお願いします」 

 約１０年ぶりに首相から電話を受けた後援会員は、一地方選へ

の首相の力の入れ方に驚き、「分かりました」と即答した。「全力

で戦闘モードでやる」と宣言し、なりふり構わず支持を呼びかけ

る首相の姿に、周辺は「当選回数が少なかった頃の自分の選挙並

みの入れ込みようだ」と目を丸くする。 

 だが、陣営幹部の一人は「ＩＲでの食い違いも攻撃されるし、

支持率の低い首相を前面に出しても勝てない。マイナス効果だ」

と戸惑いを隠さない。小此木氏のチラシは「無所属」の文字を目

立たせている。 

 一方、これまで首相と二人三脚でＩＲを推進してきた現職の林

文子氏は今回、「はしごを外された」（陣営幹部）形となった。 

 林氏は７月１５日の出馬表明前、首相に電話を入れ、「ＩＲは

横浜の将来に必要です。実現させるためにも立候補します」と伝

えた。多選や健康不安などを理由に、自民からは引退を促されて

いたが、林氏は首相の支援に期待していた。 

 ところが、首相は「そんなことは関係ない」と林氏を突き放し

た。首相に近い自民市議が、ＩＲ推進の立場から林氏支援に回る

と伝えた時も、首相は「俺は八郎だから。徹底的にやる」とすご

んでみせた。 

 こうした経緯に、林氏は告示日の第一声で「観光振興のために



14 

 

ＩＲに手を挙げ、自民も公明も一緒にやろうと言ってくれたのに、

突然やらないということになった。どう理解していいか分からな

い」と恨み節をにじませた。１３日には、港北区の東急東横線綱

島駅前商店街で「公営ギャンブルがあることで、医療や子育てに

お金が回る」とＩＲ誘致に理解を求めた。 

 現職としてコロナ対応を優先せざるを得ず、街頭に立つ時間が

限られる中、頼みの綱は３期１２年の知名度と経済界のＩＲ推進

派、一部自民市議の支援だ。 

政府コロナ対応も争点 

 立憲民主党が推薦する山中竹春氏の陣営は、首相への攻撃に力

を注ぐ。 

 「音頭を取って進めてきた首相が、カジノを取りやめるという

小此木氏を全面的に支援し、訳がわからない。恥を知らない」 

 立民の江田憲司代表代行は１３日、港北区の東急東横線日吉駅

前で首相をこき下ろした。「首相はコロナの素人なのに、専門家

の意見を無視する」とコロナ対応にも矛先を向けた。 

 コロナ対策は陣営の大きな武器でもある。山中氏は横浜市大教

授時代にコロナ関連の研究で注目された。山中氏を含め、候補者

８人のうち６人がＩＲ反対を唱える中で、「唯一のコロナ専門家」

として差別化を図る戦略だ。 

 江田氏に先立ち、マイクを握った山中氏は「専門性がある人間

にコロナ対策を任せてください。そうしないと感染爆発が進み、

医療崩壊が進む」と訴えた。 

 次期衆院選での立民との共闘を見据え、共産党も山中氏を自主

的に支援する。１２日には神奈川を地盤とする立民の山崎誠、共

産の畑野君枝両衆院議員が戸塚区のＪＲ戸塚駅前で並び立ち、共

闘をアピールした。 

横浜市長選の候補者 

太田 正孝 ７５ 無新 （元）市議 

田中 康夫 ６５ 無新 （元）長野県知事 

小此木八郎 ５６ 無新 （元）国家公安委員長 

坪倉 良和 ７０ 無新 水産仲卸業 

福田 峰之 ５７ 無新 （元）衆院議員 

山中 竹春 ４８ 無新 （元）横浜市大教授［立］ 

林  文子 ７５ 無現 市長 

松沢 成文 ６３ 無新 （元）神奈川県知事 

（届け出順、［］は推薦政党。（元）は前職を含む） 

 

しんぶん赤旗2021年8月15日(日) 

横浜市長選 山中候補勝利へ 市民と野党が共同宣伝 はたの

議員訴え 

写真）山中候補勝利を訴える、はたの（手

前）、山崎の両衆院議員＝１２日、横浜市戸塚区 

 横浜市長選（２２日投票）で１２日、市民と野党の共同候補で

前横浜市立大学医学部教授の山中竹春さんを勝利させようと、雨

天のＪＲ戸塚駅前＝横浜市戸塚区＝で共同の街頭宣伝が取り組

まれました。 

 宣伝では、日本共産党の、はたの君枝衆院議員、立憲民主党の

山崎誠衆院議員、後藤仁敏カジノ誘致反対横浜連絡会代表委員、

神奈川ネットワーク運動戸塚代表、戸塚区民の会の代表らがマイ

クを握り、共産党の岩崎ひろし市議が司会を務めました。 

 はたの氏は、「日本共産党は山中氏を全力で応援しています」

と表明。「カジノ署名に取り組んだ野党と市民、ハーバーリゾー

ト協会会長らがこぞって支援している真のカジノ反対の候補」

「科学的知見とデータを重視するコロナ専門家」「菅義偉首相の

ひざ元で市民の審判を示し、横浜から政権交代実現する候補」と、

山中氏の支持を呼びかけました。 

 山崎氏は、山中氏がトップを争う位置につけている情勢を紹介。

一昨年カジノ推進に転じた現市長、住民投票を求める約２０万の

「カジノ署名」を否決した自公が応援する候補が相手であり、「市

長選でその決着をつけよう」と強調。期日前投票を呼びかけまし

た。 

 

しんぶん赤旗2021年8月14日(土) 

横浜市長選 投票日まであと１週間余 自公 VS 市民と野党 

対決構図が鮮明に 山中候補勝利へ勢い 

 ２２日の投票日まであと１週間余りとなった横浜市長選。「自

民・公明が全力応援の候補ＶＳ市民と野党の共同候補の山中竹春

候補」の対決構図が鮮明になっています。（畑野孝明） 

（写真）有権者に支持を訴える山中候

補と（右へ）宇佐美さやか市議、上野たつや県議＝13 日、横浜

市神奈川区 

 １３日、日本共産党が支援する山中候補は横浜市神奈川区の東

神奈川駅前で朝６時から宣伝。次々と参加者が増え、８時には日

本共産党や立憲民主党、社民党、市民団体など約４０人が山中勝

利を呼びかけ、勢いを示しました。 

議員総動員して 

 市長選には前閣僚を含む元国会議員や元知事、現職市長など過

去最多の８人が立候補しています。 

 数百人の参加者が会場を埋めた自民党の小此木八郎候補の出

陣式には、河野太郎、甘利明、野田聖子ら各衆院議員をはじめ、

自民・公明の神奈川県内外の国会・地方議員が勢ぞろい。菅義偉

首相のおひざ元の横浜市で都議選に続いて敗北すれば、自公にと

って秋の総選挙で大きな打撃となるだけに、「自主投票」とは名

ばかりの総力戦の構えを見せました。出陣式に参加しなかった菅

首相（神奈川２区）も、３日の自民党本部役員会で「小此木八郎

をよろしくお願いします」と異例の呼びかけ。 

 山中候補の出陣には、カジノ反対の市長を誕生させる横浜市民

の会の岡田尚代表世話人、横浜港ハーバーリゾート協会の藤木幸

夫会長が応援演説し、約２０万のカジノの是非を問う住民投票を

求める署名を集めた幅広い陣形がしっかり維持されていること

を示しました。 

メディア「猛追」 

 署名運動をはじめとしたカジノ誘致反対の圧倒的な世論が、選

https://www.yomiuri.co.jp/election/local/20210814-OYT1T50031/
https://www.yomiuri.co.jp/election/local/20210814-OYT1T50031/
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挙への有権者の関心を高め、どの候補者を選ぶのかの大きなもの

さしになっています。 

 ８人の候補者のうち６人がカジノ反対を表明。住民投票条例を

否決した自公の横浜市議が支援する小此木氏も、菅内閣の閣僚と

して推進してきたのに、選挙では「横浜へのカジノ誘致とりやめ」

を表明しています。 

 告示後、メディアは「小此木氏がわずかに先行、山中氏と林氏

が猛追」「朝日」８月１２日付）などと報道。自公が総力を挙げ

て後押しして圧倒するはずの小此木氏の伸び悩みを示すものと

みられます。菅内閣の閣僚としてカジノを推進してきただけに、

小此木氏自身「カジノ反対を訴えても“どうせ菅さんと結託して

いるんでしょう”と言われる」（８日の出陣式）と嘆きました。 

 コロナ対策や五輪開催強行などで菅政権の支持率が、２９％

（ＮＨＫ１０日調査）にまで低下したことの影響も指摘され、陣

営内の「首相は応援に来ないで」との声も報じられています。 

 一方、山中氏は、高い知名度をもつ有力候補が居並ぶ中、直前

に立候補表明した「無名の新人」にもかかわらず、序盤戦ですで

に当選を争える位置につけています。山中候補が打ち出した「敬

老パス自己負担ゼロ」「子どもの医療費を中学生までゼロ」「出産

費用ゼロ」の「三つのゼロ」も評判です。 

 「朝日」調査では「山中氏は立憲支持層の５割（を固めた）」

の到達。共産党が山中氏を支援していることも、党の支持者にも

十分知られていません。共産党支部の対話でも「山中さんの名前

が知られていない」「だれに投票していいのか分からないと言わ

れた」との声が多く寄せられています。「伸びしろ」の大きさと

ともに、「このままでは歴史的チャンスを逃しかねない」事態で

す。 

三つのものさし 

 １１日に開かれた「市民の市長をつくる会」などの決起集会で

情勢報告した日本共産党の代表は、８人の候補者の中で、なぜ山

中候補なのかを(1)２０万の署名運動の思いをまっすぐに引き継

げる(2)コロナ対策をしっかり推進できる(3)菅政権の悪政と真っ

向から対決し新しい政治の流れをつくる―の「三つのものさし」

を紹介。「＋１」として、最も若い候補者で、子育て世代・現役

世代の代表として活躍できることを挙げました。 

 「つくる会」は逆転勝利に向け「活動量と協力者を増やして支

持拡大の飛躍を」「連日の宣伝、特に１８日は集中的に駅頭宣伝

を」と呼びかけています。 

 

「モテたよ」 中1が夏の自由研究で迫った候補者の素顔 

朝日新聞デジタル山下剛2021年8月15日 11時00分 

横浜市長選の候補者（左）にインタビューする北

原たまきさん=父親の健祐さん提供 

 

 22日に投開票される横浜市長選は、過去最多の8人が立候補

する大混戦となった。その 8 人全員にインタビューした地元の

中学生がいる。「中学校給食をどうしますか？」「どんな中学生で

したか？」――。中学1年の女子生徒の目からみた、候補者たち

の素顔とは。 

「第一声」直前に突撃 

 告示日の8日午前。私鉄の駅のタクシー乗り場の柱の陰で、横

浜市青葉区の中学 1 年、北原たまきさん（12）はある候補者に

インタビューしていた。 

 「カジノを含む IRに賛成か反対か」といった市長選の争点と

される項目のほかにも、「中学校給食をどうするか」「なぜ立候補

したのか」「市長とはどんな仕事か」……やりとりは 10 分ほど

続いた。 

 候補者はその直後に駅前で第一声。冒頭でこう切り出した。 

 「先ほどかわいい中学生の女性記者から質問がありました。な

んで立候補したんですかと……」 

 たまきさんが市長選の候補者にインタビューをはじめたきっ

かけは、地域情報紙の発行に携わる父親、健祐（けんすけ）さん

（49）の提案だった。 

 夏休みの自由研究のテーマは「横浜の未来」。たまきさんは 4

月にみなとみらい21地区に開業したロープウェーについて調べ

るつもりだったが、健祐さんは「中学生は選挙権はないけれど、

議論になっている学校給食選択制の当事者でもある。選挙を身近

に感じられるように候補者にインタビューしてみたら」。 

 「面倒だな」。最初はそう思った。もともと政治や選挙に関心

があったわけでもない。それでも、両親に協力してもらって候補

者の公式サイトやSNSを通じてインタビューを申し込むと、思

いのほか協力が得られた。 

「写真と違った」素顔 

 今回の市長選に立候補したのは、横浜市長選では過去最多の8

人。7月下旬からインタビューを始め、立候補を取りやめた1人

を含めて8日までに全員に話を聞いた。部活や習い事のバレエ、

塾の合間を縫っての取材。なかなか連絡がつかず、街頭演説の場

所を調べてアポなしでインタビューした候補者もいた。 

 両親はアポイントをとったり、インタビュー中の様子を撮影し

たりしてくれたが、インタビュー中は一切口を挟まなかった。 

 たまきさんは最初は緊張して質問する声も小さく、質問に対す

る答えがかみ合っていなくてもどうすることもできずにいたが、

候補者が多かったことが幸いした。次第に慣れて堂々と質問がで

きるようになり、最後は「インタビューが楽しくなってきた」。 

 「どんな中学生でしたか」。ある候補者に尋ねると、「中学の頃

からモテた」と返ってきた。「女の子と（学校から）帰ってきて、

神社の境内で2人で話していると親から心配された」。別の候補

者は「野球少年でわんぱくだったけど、人見知りで恥ずかしがり

屋だった」と語り、思わぬ素顔が浮かんできた。「この言葉、わ

かる？」と何度も確認しながら、例を挙げて説明してくれる候補

者もいた。 

 一人ひとりに直接会って話を聞くうちに、遠かった候補者たち

が、ぐっと身近に感じられるようになった。「ポスターやチラシ

の写真では怖そうな人もやさしく説明してくれた。候補者全員が

好きになった」 

 母親のまどかさんは「政治は自分の生活や未来と直結する、候
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補者は自分の未来を語っているんだということを、おぼろげなが

らも理解するきっかけになったのでは」と話す。最近では候補者

全員にあだ名をつけて、家族で話題にする機会も増えたという。 

 インタビューの結果は、まどかさんが運営するウェブマガジン

「森ノオト」（http://morinooto.jp/2021/08/11/yokohamamayor/

）で公開している。 

「中学校給食どうする？」各候補は 

 横浜市の市立中学校では、家庭の弁当か、デリバリー型の給食

を選択できるようになっている。3月までは民間業者がつくる弁

当「ハマ弁」が提供されていたが、利用率が数%と伸び悩んでい

た。ハマ弁は今年度から市が事業主体となって「給食」という位

置づけになり、利用率は21%まで上がったという。 

 たまきさんは、中学校の給食を今後どうするかについても質問

した。各候補の答えは以下の通りだった。（届け出順） 

太田正孝氏（75）無新 〈元〉市議 

 「ハマ弁を給食というのはインチキで、みんな食べない。新し

いちゃんとした給食をつくりたい。中学生は育ち盛り。家庭弁当

やハマ弁だと栄養バランスに偏りがあるから、子どもたちの健康

のために栄養のある給食を食べられるようにする」 

田中康夫氏（65）無新 〈元〉長野県知事 

 「今のものは『給食』ではない。政令指定都市で中学校給食が

ないのは横浜だけ。横浜市のお金は長野県の4倍の3・9兆円も

あるのになぜ給食ができないのか。今は親子式、センター式、自

校式という議論よりも、まずは『全員に温かい給食を出す』を目

標にして、親子式から自校式にしていく」 

小此木八郎氏（56）無新 〈元〉国家公安委長 

 「現状をよく見てみたい。お母さんの声や生徒の声を聞く。女

性の社会参加で昔とは状況が違う」 

坪倉良和氏（70）無新 水産仲卸会社長 

 「中学校給食は、各学校でつくることが当たり前（自校式）。

長い時間をとって、素材や生産者の思いや食事の大切さを学ばせ

たい」 

福田峰之氏（57）無新 〈元〉内閣府副大臣 

 「ハマ弁はおいしくない（と評判だ）から、（中学生自身が）

おいしいと思うものをつくる。最終的には自校調理式にしていく」 

山中竹春氏（48）無新 〈元〉横浜市大教授 

 「小学校のような給食にするべきだ。給食をおいしくしたい。

どれくらい安くできて、どれくらい中学生が満足できるか、バラ

ンスよくかけあわせる。でも一番の指標は中学生が満足すること」 

林文子氏（75）無現 〈元〉車販売会社長 

 「これまで保護者がつくる愛情弁当が多かったけど、選択式デ

リバリー式の給食にしたことにより、当日でも自由で便利に選べ

る、しかもおいしくて栄養バランスもよい給食を実現できた。こ

のまま続けていきたい」 

松沢成文氏（63）無新 〈元〉知事 

 「中学校給食をやっていないのは（全国の政令指定都市では）

横浜だけなので、お母さんがいなかったり、貧しかったりする人

はお弁当がつくれない経済格差がある。自校式や親子式など、全

部掛け合わせてバランスよくやる」（山下剛） 

 

立民現職に身内が刺客、岩手 1 区 次期衆院選、政治資金問題

で対立 

2021/8/14 19:07 (JST)8/14 23:01 (JST)updated共同通信社 

記者会見で衆院選への立候補を表明する佐野利恵氏

＝14日午後、盛岡市 

 立憲民主党岩手県連は14日、次期衆院選岩手1区に盛岡市出

身のフリーアナウンサー、佐野利恵氏（30）を擁立すると発表し

た。同区には既に同党から公認内定を得ている現職階猛氏（54）

がいるが、資金問題で対立する階氏に身内が「刺客」を立てる異

例の構図で、野党の分裂選挙となる可能性が出てきた。 

 階氏は旧民主党時代、消費税増税を巡る路線対立で小沢一郎衆

院議員（立民県連代表）とたもとを分かった。 

 岩手1区は他に、自民現職の高橋比奈子氏（63）＝比例東北、

共産新人の吉田恭子氏（40）が立候補を予定している。 

 

立憲・枝野代表、コロナ与野党政治休戦「そういう状況」 

朝日新聞デジタル2021年8月15日 23時06分 

立憲民主党の枝野幸男代表=内田光撮影 

枝野幸男・立憲民主党代表（発言録） 

 （感染拡大が深刻化する新型コロナウイルスの対策に集中する

ために）東京の何人かの首長さんが、「もう与野党、政治休戦を

して何とかしろ」という提言を先週出されています。私もそうい

う状況じゃないかと思っています。 

 くしくも今日は8月15日だが、76年前の日本に近い状態で、

それぐらい国民の命が危機にさらされていて、従来の政治が機能

していない状況だ。 

 前例とかにとらわれずに、本当に危機管理として、今、命をど

うやって救うかということは、まず国がやらなきゃいけない。 

 我々、もっともっと危機感を持って政府に迫っていきたいし、

我々もある意味では、ここは与野党を超えて、やらなければなら

ないと思っている。（党のオンラインイベントで） 

 

公明党の遠山元議員側に現金か 公庫融資の仲介依頼した元顧

問 

東京新聞2021年8月14日 06時00分 

遠山清彦氏 

 公明党の遠山清彦元衆院議員（５２）＝２月に議員辞職＝の当

時の秘書らが違法な融資仲介に関わったとされる貸金業法違反

事件で、日本政策金融公庫の融資仲介を依頼した側が遠山氏側に

現金を渡していた疑いがあることが、関係者への取材で分かった。

東京地検特捜部が経緯を調べている。 

 関係者によると、現金を渡した疑いがあるのは太陽光発電関連

会社「テクノシステム」（横浜市）の元顧問。遠山氏が財務副大
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臣在任中の昨年、元顧問は中小企業の代表を務める知人らから、

公庫の窓口を紹介するよう頼まれたという。 

 元顧問は遠山氏の当時の秘書らに、公庫支店の担当者名を調べ

てもらえないかメールで依頼。元秘書らから担当者名を教えても

らうと知人らに伝え、謝礼を得ていたとされる。 

 元顧問が関与した公庫の融資は１００件を超えていたといい、

元顧問はこの間、遠山氏側に現金を渡していた疑いがあるという。 

 公庫は財務省の所管。貸金業法は、登録をせずに貸借の仲介を

することを禁じている。 

 遠山氏は本紙の取材に「秘書たちが多くの企業に公庫の窓口を

紹介したが、お金をもらったことはない」と話している。 

 特捜部は今月４日、元秘書らが現在所属する公明党衆院議員の

事務所や遠山氏の自宅などを、貸金業法違反事件の関係先として

家宅捜索した。 

 

靖国問題、日本に抗議 首相奉納・閣僚参拝で反発―中国 

時事通信2021年08月15日18時39分 

中国外務省の華春瑩報道局長＝２０１９年１０月、中

国・北京 （時事） 

 【北京時事】中国外務省の華春瑩報道局長は１５日、菅義偉首

相が靖国神社に玉串料を納め、安倍晋三前首相や閣僚が参拝した

ことについて、北京や東京の外交ルートを通じて日本側に抗議し、

「強烈な不満と断固たる反対」を表明したと明らかにした。中国

外務省が華氏の談話を発表した。 

 華氏は「靖国神社は侵略戦争の象徴だ」と主張。また「日本側

の動きは、侵略の歴史に対する誤った態度を反映している」と強

調し、「歴史を直視し反省するという約束を固く守るよう日本に

促す」と訴えた。 

 

玉串料奉納に「失望と遺憾」 韓国 

時事通信2021年08月15日15時28分 

靖国神社＝４月２１日（ＡＦＰ時事） 

 【ソウル時事】韓国外務省報道官は１５日、菅義偉首相による

靖国神社への玉串料奉納や閣僚の参拝を受けて談話を発表し、

「深い失望と遺憾」を表明した。 

 談話は「日本の責任ある人物が歴史に対する謙虚な省察と真の

反省を行動で示すことを促す」と主張。「こうした姿勢が基盤に

なるときに、未来志向的な韓日関係を構築でき、周辺国の信頼を

得られる」と訴えた。 

 

日韓は「協力の模範を」 対話に意欲も具体案なし―韓国大統領 

時事通信2021年08月15日11時20分 

韓国の文在寅大統領＝７月（ＥＰＡ時事） 

 【ソウル時事】韓国の文在寅大統領は１５日、日本の植民地支

配からの解放を記念する「光復節」の式典で演説し、日韓の懸案

や新型コロナウイルスなどに「共同対応」するため「（日本との）

対話のドアを常に開いている」と述べ、協議を通じた問題解決に

改めて意欲を示した。「韓日両国が知恵を集め、困難を共に克服

し、隣国らしい協力の模範を示すことを期待する」と訴えた。 

 歴史認識の問題に関しては、「国際社会の普遍的な価値と基準

に合わせた行動で解決していく」と主張した。しかし、日本側が

求めている元徴用工問題などの懸案解決に向けた具体的な提案

はなかった。 

 文氏は「（日韓は）国交正常化以降、長らく民主主義と市場経

済という共通の価値を基盤に分業と協力を通した経済成長を共

に成し遂げることができた」と強調。「今後も両国が共に行かね

ばならない方向だ」と語った。 

 ７月の東京五輪開会式に合わせた文氏の訪日と日韓首脳会談

開催は、韓国側が十分な成果を見込めないと判断し、見送られた

経緯がある。 

 一方、対北朝鮮関係について文氏は「統一には時間がかかって

も、南北が共存し、非核化と恒久的平和を通じて、北東アジア全

体の繁栄に寄与する『韓（朝鮮）半島モデル』をつくり出せる」

と強調したほか、新型コロナ対策で北朝鮮と協力したい意向を重

ねて主張。ただ、間もなく始まる米韓合同軍事演習をめぐり北朝

鮮側が韓国への非難を強めていることには直接言及しなかった。
 

韓国、文氏が日本に対話呼び掛け 歴史問題で解決策言及なし 

2021/8/15 11:19 (JST)8/15 11:33 (JST)updated共同通信社 

15 日、ソウルで演説する韓国の文在寅大統

領（聯合＝共同） 

 【ソウル共同】日本の植民地支配からの解放を記念する「光復

節」を迎えた韓国のソウルで15日、政府式典が開かれ、文在寅

大統領は日韓の懸案や国際的課題への共同対応のため「対話の扉

を常に開けている」と強調した。日韓が知恵を出し合って共に困

難を克服し「隣国らしい協力の模範を示すようになることを期待

する」とも述べた。 

 来年 5 月で任期を終える文氏の最後の光復節演説。元徴用工

訴訟や従軍慰安婦問題を念頭に、日韓の歴史問題に関し「国際社

会の普遍的な価値と基準に合った行動と実践で解決していく」と

述べたが、解決策への具体的な言及はなかった。 

 

香港の民主派団体が解散…国安法施行で「圧力受け、運営できな

い」 

読売新聞2021/08/15 14:03 

 【広州＝吉岡みゆき】香港で大規模デモを主催してきた民主派

団体「民間人権陣線」（民陣）が１５日、解散を発表した。香港

警察は、民陣がデモを組織したことが国家安全維持法（国安法）

違反の疑いもあると指摘しており、３月以降、所属政党や団体が

次々と脱退していた。 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500365&g=pol&p=20210815ds43&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500280&g=pol&p=20210815ds44&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500202&g=pol&p=20210815ds40&rel=pv
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「民間人権陣線」が組織して行われたデモ

（２０１９年７月１日）＝ＡＰ 

 民陣は１５日、「各構成団体は圧力を受け、公民社会はかつて

なく厳しい挑戦にさらされている」としたうえで、「運営を維持

できない」との声明を出した。 

 ２００２年に設立された民陣は、毎年７月１日の中国返還記念

日に民主化要求デモを開催してきた。１９年には中国への犯罪容

疑者引き渡しを可能にする逃亡犯条例改正案の撤回を求める２

００万人デモを組織し、政府の条例改正案撤回につながった。 

 普通選挙が実現されていない香港では、住民にとってデモが最

大の意思表示の手段で、民陣は民主化運動をリードする代表的な

団体だった。昨年、新型コロナウイルスの感染が拡大して以降は、

政府は感染防止を理由にデモを許可していなかった。 

 民陣は、元々約５０の構成組織があったが、脱退が相次ぎ、現

在では８団体を残すのみだった。代表の陳皓桓氏は５月、２０１

９年１０月に無許可集会を組織したなどとして、公安条例違反の

罪で禁錮１年６月を言い渡され服役中で、組織の弱体化が顕著に

なっていた。 

 

香港民主派の中心組織が解散 国安法で捜査受け「運営困難」 

毎日新聞 2021/8/15 13:34（最終更新 8/15 16:19） 

民間人権陣線（民陣）が主催した2019

年6月16日の大規模デモ。民陣は約200万人が参加したと発表

した＝香港・湾仔で 2019年6月 16日午後7時 16分、福岡静

哉撮影 

 香港の民主化運動を長年にわたり主導してきた市民団体「民間

人権陣線」（民陣）が15日、解散を発表した。香港当局は、反政

府的な活動を取り締まる香港国家安全維持法（国安法）を2020

年6月に施行して以降、民主派への弾圧を強化。民陣に対して国

安法違反容疑で捜査中だと報じられていた。運動の中心組織が解

散に追い込まれ、民主派の存続はさらに困難となる。 

 香港では 02年 9月、50以上の政党や民主派団体が参加して

民陣を結成した。香港が英国から中国に返還された記念日の7月

1 日に民主化要求デモを開催するなど、運動をけん引。「デモの

街・香港」を象徴する団体だった。 

 だが国安法の施行後、民陣は幹部が同法違反容疑で逮捕される

など打撃を受けた。今年 3 月には香港警察が民陣を国安法違反

容疑で調査しているとの報道を受け、民主党や公民党など10以

上の政党や団体が民陣から脱退した。 

 警察は、民陣が米国の政府系組織から資金援助を受けている疑

いがあるとみているという。5月には民陣に対し、財務資料など

の提出を要求。応じない場合は摘発する方針を示した。また香港

警察トップの蕭澤頤氏は12日、香港紙の取材に、民陣が過去に

主催した大規模集会が「国安法に違反している疑いがある」と指

摘し、捜査を進めていると明らかにした。 

 当局からの強い圧力に加え、国安法の施行後は警察にデモの開

催を申請しても許可されなくなり、民陣は運動の継続が困難な状

態に陥っていた。民陣は13日の会議で解散を決定。15日の声明

で、幹部らが収監されて事務局運営が困難になっている点などを

理由に挙げた。 

 香港では19年6月、中国に容疑者を引き渡すことを可能にす

る逃亡犯条例改正案への抗議活動が本格化した。民陣は大規模デ

モを繰り返し主催し、抗議運動を主導。最大で約 200 万人が参

加したと発表していた。その後、警察はデモを頻繁に禁止するよ

うになった。民陣は今年、03 年以降で初めて、返還記念日のデ

モ申請を断念。警察が1万人態勢で警戒に当たり、目立った抗議

活動は起きなかった。【台北・岡村崇】 

 

香港大規模デモの市民団体が解散 中国、民主派組織の撲滅狙

う 

2021/8/15 16:04 (JST)8/15 16:21 (JST)updated共同通信社 

「逃亡犯条例」改正案の撤回を求めデモ

行進する人たち＝2019年6月、香港（共同） 

 【香港共同】2019年の香港での抗議活動で100万人規模のデ

モを組織した民主派連合の市民団体「民間人権陣線（民陣）」が

15 日、解散を決めたと発表した。香港警察が、違法デモを組織

したと指摘し、香港国家安全維持法（国安法）違反の可能性があ

ると警告していた。 

 香港の民主化運動を支えてきた教職員組合「香港教育専業人員

協会（教協）」に続く主要な民主派団体の解散。親中派の学者に

よると、中国の習近平指導部は「香港の反体制派撲滅」を目指し

ており、今後も反中国の市民団体の多くが解散に追い込まれそう

だ。 

 民陣は02年に民主化運動などに関わる約50団体が結成した。 

 

香港、デモ主催団体が解散 民主派勢力の瓦解加速 

日経新聞2021年8月15日 15:03 (2021年8月15日 15:33更

新) 

陳皓桓氏㊥ら民陣幹部が相次いで収監

された（2020年7月の抗議活動）=ロイター 

https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20210815-OYT1I50044/
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【香港=木原雄士】香港の大規模デモを主催してきた民主派団体、

民間人権陣線（民陣）は15日、解散したと発表した。主要な幹

部が相次いで収監されており、香港国家安全維持法（国安法）の

もとで活動を続けるのは難しいと判断した。香港では民主派勢力

の瓦解が加速している。 

13日に年次総会を開き、全会一致で解散を決めた。15日に出し

た声明では「民陣メンバーのグループが抑圧され、市民社会は前

例のない厳しい状況に直面している。これ以上、事務局は運営を

維持できず、参加するメンバーもいない。解散を選択するしかな

かった」と説明した。 

民陣は2002年に民主派政党や労働組合、市民団体が集まって設

立された。毎年、中国への返還記念日である 7月 1 日にデモを

主催し、香港の民主化運動をリードしてきた。19 年には「逃亡

犯条例」改正案への抗議を呼び掛け、反対デモは 100 万人規模

に達した。 

民陣は2019年の一連の大規模デ

モを主催した（19年6月9日、香港島中心部） 

かつて香港政府も民陣の存在を認めていたが、20年6月の国安

法施行で状況が一変した。19 年のデモ当時に代表だった岑子傑

氏が同法違反罪で起訴され収監された。新たに代表に就いた陳皓

桓氏も違法集会の罪で禁錮18月の実刑判決を受けた。 

今年春に一部メディアが民陣の国安法違反の疑いを報道すると、

構成団体が相次ぎ離脱。香港警察トップは13日付の中国系香港

紙のインタビューで「民陣が主催した大規模デモの一部は国安法

違反の疑いがあり、徹底的に捜査する」と語り、締め付けを強め

ていた。 

香港は「一国二制度」のもと、言論やデモの自由が保障されてい

た。中国共産党や香港政府に批判的でも、穏健な民主派の存在は

容認されてきたが、統制強化でこうした前提が覆った。 

香港立法会（議会）や区議会（地方議会）の民主派議員は大半が

すでに辞職した。民主派の声を代弁してきた香港紙・蘋果日報（ア

ップル・デイリー）が6月に廃刊に追い込まれ、代表的な民主派

労働組合である香港教育専業人員協会も今月、解散を表明した。

自由な政治活動や市民運動の道は閉ざされつつある。 

香港警察は民陣の解散を受けて「違法に運営されてきた組織だ。

解散しても犯した罪の責任は消えない。国安法違反などの追及を

続ける」との声明を発表した。 

 

香港 大規模デモ主催の団体 解散発表「弾圧でかつてない困難」 

ＮＨＫ2021年8月15日 15時57分 

 

香港でおととし 100 万人以上が参加したとされる大規模なデモ

を主催した、民主派の団体が、解散を発表しました。香港では民

主化運動で中心的な役割を果たしてきた団体への圧力が強まっ

ており、解散が相次いでいます。 

香港の民主派団体、民陣＝「民間人権陣線」は、15 日声明を発

表し「弾圧によりかつてない困難に直面している」として解散し

たことを明らかにしました。 

民陣は 2002 年に民主派の労働組合や団体が参加して設立され、

おととし 6月には、一連の抗議活動の出発点となった 100万人

以上が参加したとされるデモを主催しました。 

合法的なデモを通じて市民の意思を示すことを理念としてきま

したが、去年、反政府的な動きを取り締まる香港国家安全維持法

が施行されたあと、抗議活動や議員選挙に関連して幹部が逮捕さ

れ、参加団体の離脱が相次いだうえ、デモは厳しく抑え込まれて

いました。 

さらに最近は親中派メディアが、民陣が国家安全維持法に違反し

ている疑いがあるなどとした警察幹部の発言を伝えていました。 

香港では今月10日、およそ9万人の教員が加入していた民主派

の労働組合が、中国の国営メディアに「違法行為をあおっている」

などと批判され解散を発表したばかりで、香港の民主化運動で中

心的な役割を果たしてきた団体が相次いで解散に追い込まれる

事態となっています。 

 

企業への情報漏えい懸念 デジ庁職員、兼務容認で―来月１日

発足 

時事通信2021年08月15日07時09分 

 

デジタル改革関連法案準備室の立ち上げ式で、記念撮影に応じる

菅義偉首相（左）と平井卓也デジタル改革担当相＝２０２０年９

月、東京都港区 

 

 菅政権が看板政策に掲げるデジタル庁が９月１日、発足する。

新型コロナウイルス禍で明らかになった行政のデジタル化の遅

れを挽回し、国民の利便性向上を目指す。ただ、目玉とする民間

からの人材登用は職員の兼務を認めており、出身企業への情報漏

えいをいかに防ぐかが課題となる。 

 政府は、同庁を官民デジタル化の司令塔と位置付け、全ての行

政手続きを６０秒以内にスマートフォンで完結させることを目

指す。各省庁への勧告権を持ち、情報システム関連予算を一括計

上できるなど強い権限を持つ。 

 同庁は発足後速やかに、デジタル政策の方向性を示す重点計画

を策定。同時に、新型コロナワクチンの接種記録に関し、マイナ

ンバーカードの個人向けサイト「マイナポータル」で閲覧できる

よう、システム開発を急ぐ。平井卓也デジタル改革担当相は「（同

庁が取り組む政策の）フラッグシップ（旗艦）の一つになり得る」

と期待する。 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=5de4c4f6e35abe1d059649f987036805&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081400314&g=pol&p=20210814at30S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081400314&g=pol&p=20210814at29S&rel=pv
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 人材は、事務方トップのデジタル監やその補佐役の「最高技術

責任者」「最高ＡＩ責任者」などを民間から起用。５００人規模

の職員のうち、１００人程度は民間との兼業を認め、週に数日勤

務の非常勤とする。 

 民間からの登用には懸念もある。兼職の多い職場となるため、

出身企業への情報漏えいや、特定企業を優遇する可能性も否定で

きないためだ。先の通常国会では野党から「特定企業に都合の良

いルールづくりや予算執行が行われるのではないか」などの指摘

が相次いだ。 

 政府は、採用時に職員の出身企業、保有する株式情報を登録す

ることで懸念の解消を図りたい考え。しかし、実効性を確保でき

るかは不透明で、同庁が発注するシステム情報などが流出すれば、

公平な入札が阻害されるリスクをはらむ。 

 

遺骨収集ボランティアが靖国神社前でハンスト 辺野古基地建

設巡り 

動画あり 

毎日新聞 2021/8/15 19:21（最終更新 8/15 19:37） 

沖縄戦の遺骨が混じる土砂を新

基地建設の埋め立てに使わないでと訴えてハンストをする具志

堅隆松さん＝東京・九段北の靖国神社前で2021年8月15日午

前9時51分、後藤由耶撮影 

 沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」代表の具志堅隆松

さん（67）が、東京・九段北の靖国神社前で14日からハンガー

ストライキを行っている。戦没者のものとみられる遺骨が今も見

つかる沖縄本島南部の土砂を、名護市辺野古の新基地建設に伴う

埋め立てに使う計画に反対する目的で、15日夜までの予定。 

 太平洋戦争終結から 76年となる 15日朝、土砂降りの雨にぬ

れながら歩道脇に立つ具志堅さんの姿があった。靖国神社のすぐ

近くの日本武道館で開かれる全国戦没者追悼式に参列する遺族

に南部の土砂の問題を伝えるため、沖縄から駆けつけたという。

豪雨のため14日夜には一時中断したが、15日朝から再開した。 

 戦没者の遺骨収集を約40年続ける具志堅さんは、南部の土砂

使用に反対するハンストを 3月と 6 月にも沖縄で実施し、今回

が3回目。「基地建設賛成か反対かではなく人道上の問題だ」と

訴え、「靖国神社に参拝に訪れる人たちも戦没者への思いがある

はず。関心を向けてほしい」と語る。 

 政府は太平洋戦争の戦没者の遺骨について今年秋から DNA

鑑定の対象を拡大し、身元の特定につながると期待されている。

具志堅さんは、南部の土砂使用計画は「これに逆行し、戦没者の

遺骨を海に捨てることになる」と批判している。【後藤由耶】 

 

しんぶん赤旗2021年8月15日(日) 

辺野古埋め立て 遺骨土砂使うな ハンスト始まる 日本武道

館前 

（写真）「戦没者の遺骨を海に

捨てるのは人間のすることではない」と訴える具志堅隆松さん＝

１４日、東京都千代田区 

 沖縄戦戦没者の遺骨が混ざる沖縄県南部の土砂を、名護市辺野

古の米軍新基地建設に使うことに反対するハンガーストライキ

が１４日、東京・日本武道館前で始まりました。沖縄戦遺骨収集

ボランティア「ガマフヤー」代表の具志堅隆松さんが、終戦の日

の１５日まで行います。 

 ハンガーストライキは、１５日に武道館で開かれる全国戦没者

追悼式の参列者にアピールするために行います。靖国神社に参拝

する遺族にもよびかけます。 

 具志堅さんは「戦争で殺された人が、今度は海に捨てられる。

これは新基地建設に賛成・反対以前の人道上の問題だ。沖縄戦に

は全国から日本兵が来ていて、沖縄ではなく全国の問題だ」と語

っています。 

 新基地建設をめぐっては、大浦湾に軟弱地盤が見つかり、当時

の安倍政権が昨年、地盤改良の設計変更を沖縄県に申請。県内の

土砂採取地を２地区から７地区に拡大し、本島南部の糸満市と八

重瀬町が入っていました。 

 具志堅さんらは、計画断念を国に要請することを求める文書を、

本土の都道府県議会・市町村議会に送付。奈良県議会などで意見

書が可決されています。具志堅さんは「９月議会でさらに多くの

議会で可決され、国民の声で国に断念を迫りたい」と語っていま

す。 

 

「犠牲者遺骨眠る土砂使うな」関西の沖縄県人会が要請文 辺

野古移設 

毎日新聞 2021/8/15 10:09（最終更新 8/15 11:52） 

要請文を示す沖縄県人会兵庫県本部の具志堅和男

会長＝2021年 7月 19日、兵庫県尼崎市の同県本部で高尾具成

撮影 

 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

を巡り、関西の沖縄出身者でつくる7団体が連名で、埋め立て工

事で沖縄戦犠牲者の遺骨を含む土砂を使わないよう求める要請

文を菅義偉首相と玉城デニー沖縄県知事宛てに提出した。関西で

も自治体議会が土砂使用に反対する意見書を可決するなど動き

が広がる中、「土砂使用は人道上の観点からも許されない」と訴

えている。 

 辺野古沿岸部の地盤は軟弱で大量の埋め立て土砂が必要とな
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り、防衛省は昨年4月、土砂採取計画に76年前の沖縄戦の激戦

地で、いまだ多くの遺骨が地中に眠る沖縄本島南部の糸満市や八

重瀬町を追加した。 

 これに対し、遺骨収集ボランティア団体「ガマフヤー」の具志

堅隆松（たかまつ）代表（67）＝那覇市＝らは「基地の賛否以前

の問題。人の道に外れている」と今年3月にハンガーストライキ

で抗議し、4月には沖縄県議会が遺骨を含む土砂使用に反対する

意見書を可決。その後、奈良県議会、大阪府茨木市議会などが同

様の意見書を可決している。 

 要請文を出したのは、沖縄県人会兵庫県本部▽大阪沖縄県人会

連合会▽京都沖縄県人会▽奈良沖縄県人会▽近畿八重山郷友会

▽近畿宮古郷友会▽関西読谷郷友会――で7月13日付。 

 要請文では「生き残った人たちが、まだ見つからない親、兄弟、

姉妹の遺骨を探し求めている。沖縄本島南部の土砂には数知れな

い遺骨が混じっている」と強調。辺野古埋め立ての是非を問う

2019年2月の住民投票で7割が反対を表明しながら、工事が続

けられている現状を批判し、土砂を使わないよう求めた。沖縄県

人会兵庫県本部の具志堅和男会長（74）は「沖縄戦で人間の尊厳

が踏みにじられた。遺骨に対してもこれほどまで軽々しく扱うの

は許されない」と話している。 

 沖縄戦では、米軍に追い詰められた日本軍司令部が沖縄本島南

部に撤退し、避難していた多くの住民も戦闘に巻き込まれた。一

般市民、日米兵士、朝鮮半島出身者ら約20万人の命が失われた。

16 年に議員立法で成立した戦没者遺骨収集推進法は遺骨収集は

国の責務と定め、24年度までを集中実施期間としている。【高尾

具成】 

 

しんぶん赤旗2021年8月15日(日) 

沖縄 普天間オスプレイ部品落下 １．８キロのパネルなど 

「命軽視」市民怒り あかみね議員「基地撤去を」 

 １２日午後９時半ごろ、米軍普天間基地(沖縄県宜野湾市)所属

のＭＶ２２オスプレイ１機が、飛行中に重さ１・８キロのパネル

とフェアリングと呼ばれる覆いを落下させました。 

 米側が事故を沖縄防衛局に伝えたのは１３日午後。落下から１

日近くたっていました。 

 防衛局などによると、落下物はパネル(1・8キロ、３５センチ

×４５センチ)とフェアリング(7センチ×２２センチ)。オスプレ

イが「中部訓練場」(米軍キャンプ・シュワブとキャンプ・ハンセ

ンにまたがる区域をさす米側の呼称)から普天間基地に戻った際、

部品が欠落していました。 

 米軍は落下地点を明らかにしていません。一方、防衛局は関係

先として沖縄県、宜野湾市、名護市、金武町、宜野座村、恩納村

などに通知しています。 

 沖縄県では７月、普天間基地所属ヘリが渡名喜村沖にコンテナ

を落下。今回の事故が判明した１３日は、沖縄国際大学に同基地

所属ヘリが墜落して１７年にあたる日でもあります。 

 ２０１７年に同基地所属ヘリの部品が落下した緑ケ丘保育園

（宜野湾市）の神谷武宏園長は「欠陥機が飛び交うから事故は繰

り返される。しかし日本政府に危機感はなく、私たちの命は軽視

されている」と憤ります。 

 日本共産党の、あかみね政賢衆院議員（沖縄１区）は「軍の運

用と市民生活は両立しない。オスプレイの運用停止を、日本政府

は米側にしっかり求めるべきだ。普天間基地は早期閉鎖・撤去し

かない」と語りました。 

 

沖縄 終戦の日に不発弾処理作業 “約1900トンの不発弾残る” 

ＮＨＫ2021年8月15日 12時52分 

 

終戦の日の15日、沖縄県の西原町で不発弾の処理が行われ、近

くを通る高速道路が一時通行止めとなりました。 

沖縄には戦後76年が経過してもなお、およそ1900トンの不発

弾が残っているとされ、処理作業が続けられています。 

 

処理されたのは、ことし6月、西原町徳佐田にある会社の敷地内

で見つかった、アメリカ軍のものとみられる 5 インチ艦砲弾 1

発です。 

午前9時20分ごろ、自衛隊の隊員がクレーンを使って不発弾を

人工の穴に移動させ、合図とともに信管が破壊されると「ボン」

という爆発音が鳴り響きました。 

作業に伴い、現場から半径90メートルの20世帯52人が避難の

対象となったほか、近くを通る沖縄自動車道と那覇空港自動車道

の一部の区間が50分ほど通行止めとなりました。 

対策本部の本部長を務めた西原町の崎原盛秀町長は「戦後76年

たつが、まだまだ不発弾が残っており、沖縄の戦後は終わってい

ないと感じる」と話していました。 

沖縄には戦後76年が経過してもなお、およそ1900トンの不発

弾が残っているとされ、処理作業が続けられています。 

 

しんぶん赤旗2021年8月15日(日) 

自衛隊特集１０本超 テレビが広報に加担 問われる自主性 

 政府は７月に閣議決定した防衛白書で防衛省・自衛隊の活動は

「国民の信頼と協力を得ていくことが重要」だとして、自衛隊の

広報活動を重要事項と位置づけています。これに呼応したかのよ

うに、今年１月～７月までに民放テレビ・キー４局が自衛隊を特

集した番組は１０本以上にのぼることがわかりました。 

戦闘機に搭乗護衛艦を見学 

 日本テレビは「沸騰ワード１０」（金曜日放送）など３番組で

７回特集しました。自衛隊の施設を訪れ、訓練などに密着。自衛

隊が「大好き」だという芸人やアイドルが戦闘機に搭乗し、護衛

艦の内部を見学しました。 

 ５月放送の同局番組では、男性芸人が「防衛大臣に呼び出され
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た」として東京・市ケ谷の防衛省を訪問。訓練の様子や、防衛省

に配備された地対空ミサイルの性能や金額を取りあげました。さ

らに岸信夫防衛相が「防衛省・自衛隊に対する理解の促進に貢献」

したとして男性芸人に感謝状を手渡す一幕も映し出されました。 

 各局の特集番組は、「テレビ初公開」などのあおり文句で訓練

や設備、戦闘機の威力や機能を説明するほか、退官職員や隊員と

家族の話を感動秘話として紹介。それを見たスタジオゲストが感

想を述べ合うという、最近増えている、さまざまな仕事の裏側を

見せる“職業バラエティー”のつくりです。 

 しかし番組のなかには「番組に密着オファーが」と、自衛隊側

から取材依頼があったとするものも。“密着”を見た出演者の感

想も「すごい」「感動した」などの持ち上げばかりで、実質的に

自衛隊のＰＲ、イメージアップにつながっています。 

 防衛省は本紙の取材に対し、「広報費用などのテレビ局への支

払いはない」と回答。タレントが戦闘機に乗るための減圧訓練や

テスト費用は「他の隊員と一緒に行っているので発生していない」

としました。 

 自衛隊番組が最も多かった日本テレビは、企画意図や自衛隊か

らの依頼があったのか尋ねた本紙に対して「制作過程については

お答えしていません」と回答。自衛隊・自衛官の出演に関して「金

銭のやりとりはない」としました。 

無批判のまま「職業紹介」か 

 この間、自衛隊は広報のノウハウを学び、テレビ局などマスメ

ディアとの人脈を築くために大手広告代理店に「研修生」を送り

込んでいます。テレビへの露出拡大は、手軽で費用負担もなく、

視聴者の親近感を得て、自衛隊への抵抗感を払しょくするのに最

適です。 

 放送法は、「放送が健全な民主主義の発達に資する」ことを目

的として掲げています。米軍と一体になった戦闘訓練や、中東派

兵などで自衛隊員の命が危険にさらされることなどに無批判の

まま、職業紹介の様相で自衛隊広報の片棒を担いでいいのでしょ

うか。放送局の自主性が問われています。(北野ひろみ) 

 

 

アフガン大統領が国外脱出 事実上の政権崩壊―タリバン、首

都突入を指示 

時事通信2021年08月16日00時39分 

アフガニスタンのガニ大統領＝４日、

カブール（ＡＦＰ時事） 

 

 【ニューデリー時事】アフガニスタンの反政府勢力タリバンが

１５日、首都カブールへ進軍し、ガニ大統領が国外に脱出した。

タリバンとの和平交渉責任者、アブドラ前行政長官がフェイスブ

ックで明らかにした。２００１年の米英軍による攻撃を機に成立

した民主政権の事実上の崩壊とみられ、アフガン情勢は重大な局

面を迎えた。 

 タリバンは戦闘員をカブール市外で待機させた後、ガニ氏の脱

出を受けて、市内への突入を指示した。タリバンが権力移譲に当

たって主導権を握るのは確実で、停戦の行方も焦点となる。 

 タリバンは先に、主要都市が軒並み占拠されて孤立している首

都の包囲を狭め、ガニ氏に権力を移譲するよう圧力を強化。ミル

ザクワル内相代行は「暫定政府への権力移譲が平和裏に行われる」

と表明していた。 

 ロイター通信によると、ガニ氏は米国のハリルザド・アフガン

和平担当特別代表と急きょ協議。モハマディ国防相代行は「ガニ

氏が全権を委任した長老らが１６日にカタールの首都ドーハに

向かう」と説明した。権力移譲をめぐって交渉する見通しで、タ

リバンの広報担当者は数日中の「平和的な移譲を望む」と英ＢＢ

Ｃ放送に述べた。 

 カブール市内について、地元記者は電話取材に「１５日になっ

て電話が通じにくくなった。（日曜が平日のアフガンで）銀行も

緊急休業した」と証言した。住民が避難するための現金も引き出

せない状態という。 

 タリバンの進軍に先立ち、米国防総省は、大使館員の退避支援

のためカブールに軍を増派すると発表。ロイター通信によると、

１５日にはヘリコプターで退避が始まった。 

 タリバンは１４日、北部バルフ州の州都である要衝マザリシャ

リフを制圧。政府側は東部ジャララバードも１５日に失った。政

府軍の士気の低下は明らかで、連日の州都陥落により、全３４州

都の大半がタリバンの手に落ちた。 

 マザリシャリフは、中央アジア・ウズベキスタンとの国境に近

い交易の拠点で、ガニ氏が反撃の拠点とすべく１１日に訪れ、政

府軍を激励したばかりだった。地元州議会議員は取材に「タジク

人のアタ・モハンマド・ヌール元州知事、ウズベク人のドスタム

将軍ら軍閥トップを含め、街の守備部隊は国境に向かって逃げ出

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500333&g=int&p=20210815atG7S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500333&g=int&p=20210815ax10S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500333&g=int&p=20210815at77S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081500333&g=int&p=20210815at73S&rel=pv
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した」と語った。 

 

アフガン大統領国外脱出 タリバン「全土支配」、政権崩壊 

2021/8/16 01:38 (JST)共同通信社 

カブールにある米大使館に着陸する

米軍のヘリコプター＝15日（AP＝共同） 

 【カブール、ワシントン共同】アフガニスタンの反政府武装勢

力タリバンが 15 日、首都カブールに進攻して大統領府を掌握、

ガニ大統領は国外脱出した。ロイター通信などが伝えた。政権は

事実上崩壊した。タリバンは全34州都をほぼ制圧し「全土が支

配下に入った」との声明を発表、治安維持名目で戦闘員を首都入

りさせ、カブール郊外で衝突が発生、40人以上が負傷した。 

 イスラム原理主義の神学生らが結成したタリバンが首都を支

配すれば、米中枢同時テロ後の米英軍による攻撃で旧タリバン政

権が崩壊して以来約 20年ぶりとなる。バイデン米政権は15日

も米軍撤退方針を堅持すると改めて表明した。 

アフガニスタンのガニ大統領（ゲッティ＝共同） 

アフガニスタンの首都カブール近郊でタリ

バンの旗を売る人＝14日、ヘラート（AP＝共同） 

 

アフガン大統領が国外脱出 政府高官がSNSに声明 

朝日新聞デジタルバンコク=乗京真知 2021年 8月 15日 23時

38分 

ブリュッセルで開かれた国際会合で記者

会見するアフガニスタンのガニ大統領=2016年10月6日、乗京

真知撮影 

 

 アフガニスタンのアブドラ国家和解高等評議会議長は15日夜、

SNSにビデオ声明を投稿し、同国のアシュラフ・ガニ大統領（72）

が「国を去った」ことを明らかにした。同国の主要テレビ局「ト

ロ」は同日夜、複数の情報源からの話として、ガニ大統領（72）

が国外に脱出したと伝えた。 

 ロイター通信も同日夜、アフガン内務省職員の話として、ガニ

大統領が首都カブールを発ち、隣国タジキスタンへ向かったと報

じた。 

 同国では駐留米軍が 8 月末を期限に撤退を進めるなか、反政

府勢力タリバーンが次々と都市を制圧し、15 日には首都を包囲

した。ガニ政権は追い込まれ、ミルザクワル内務相代行が同日、

「権力の移行は平和裏に進む」として、タリバーンへの権力の移

行に言及していた。 

 移行の仕方は決まっておらず、今後、タリバーン主導の国家体

制づくりが進む見通しが強まっている。（バンコク=乗京真知） 

 

アフガニスタン 大統領が突然出国 タリバンが政権移行迫る中 

ＮＨＫ2021年8月16日 2時03分 

 

アフガニスタンでは、各地を制圧した反政府武装勢力、タリバン

が首都カブールに部隊を進めるとともに、政府に対し政権の移行

を迫っています。一方、ガニ大統領は突然、出国し、事態は重大

な局面を迎えています。 

アフガニスタンでは、治安を担ってきたアメリカ軍が今月末まで

の完全撤退を目指す中、タリバンが各地で攻勢を強め、これまで

に34ある州都のうちの31を支配下に置きました。 

 

そして首都カブールに迫ったタリバンは日本時間の15日夕方声

明を出し「武力を使ってカブールに入ることは望んでいない。平

和的にカブールに入り、政権移行プロセスを安全に完了させるよ

う敵対勢力と協議している」と明らかにしましたが、その後、別

の声明を出し、部隊にカブールに入るよう命じました。 

こうした中、和平プロセスを主導してきた国家和解高等評議会の

アブドラ議長は、ガニ大統領が中央アジアのタジキスタンへ出国

したと自身のツイッターに投稿しました。 

ガニ大統領が緊迫した情勢の中で出国した詳しい理由などは明

らかになっていませんが、タリバンの部隊が政府庁舎を占拠しつ

つあるという情報も伝えられていて、事態は重大な局面を迎えて

います。 

アメリカ 大使館職員を空港へ移動 

アメリカのブリンケン国務長官は 15 日、アメリカ・ABC テレ

ビとのインタビューで、首都カブールにあるアメリカ大使館の職

員を市内にある国際空港へ移動させていることを明らかにしま

した。 

そのうえでブリンケン長官は「外交活動は維持する」と述べ、大

使館を閉鎖するわけではないと強調しました。 

NATO 空港機能の維持を支援 

NATO＝北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長は15日、

ツイッターに投稿し、アフガニスタン情勢をめぐって、イギリス

のジョンソン首相のほかカナダ、デンマーク、オランダの外相と

相次いで協議したことを明らかにしたうえで「退避が進むよう、

NATO はカブールの空港の機能の維持を支援している」として

https://www.asahi.com/sns/reporter/norikyo_masatomo.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815002410.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815002410.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815002410.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210815002410.html
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います。 

イラン 一時避難先としてキャンプを設置 

アフガニスタン情勢が緊迫するなか、隣国イランの政府高官は

15 日、アフガニスタンから逃れてくる人々の一時避難先として

国境を接する東部の 3 つの州にキャンプを設けたことを明らか

にしました。 

イランの国営通信は、アフガニスタンと国境を接する南東部シス

タン・バルチスタン州にアフガニスタン政府軍の兵士がこれまで

に多数、逃れてきたと伝えています。 

ただ、イラン内務省の高官は、軍の関係者であればアフガニスタ

ン側に引き渡すことになるとしているほか、市民であってもアフ

ガニスタンの状況が改善すれば本国に戻ってもらうとしていま

す。 

長年にわたり難民を受けいれてきたイランには難民として登録

されていない人も含めて、アフガニスタンから逃れてきた人がお

よそ 300 万人いるとされていて、イラン政府としてはアメリカ

の制裁で経済が苦境に陥る中、隣国から多くの難民が押し寄せる

ことを警戒しているものとみられます。 

 

タリバーンへの「権力移行」 アフガン政府が認める声明 

朝日新聞デジタルバンコク=乗京真知 2021年 8月 15日 18時

59分 

14 日、アフガニスタン中部ガズニ州で銃を持

つタリバーン戦闘員=ロイター。風にたなびいているのはタリバ

ーンの白い旗 

 

 アフガニスタンのアブドゥル・サタール・ミルザクワル内務相

代行は 15 日午後、ビデオ声明で国民に対し、「権力の移行は平

和裏に進む」との見方を明らかにした。政府側が「権力の移行」

を認めたのは、これが初めて。今後、タリバーン主導の国家運営

が始まる見通しが強まった。 

 タリバーンは同日朝までに首都以外の全ての主要都市を制圧

し、首都でタリバーンと政府軍の交戦が始まる懸念が高まってい

た。 

 ミルザクワル内務相代行は、ビデオ声明で「首都カブールは攻

撃されない。治安当局がカブールの安全を確保する」と語った。 

 同日昼には、タリバーンの報道担当者が「（タリバーン執行部

は）構成員たちにカブール市内には入らず、（カブール郊外の）

ゲートで待機するよう指示した。市民の命や財産、名誉を害する

ことなく、平和裏に権力の移行が行われるよう（政府側と）交渉

している」とツイートしていた。 

 駐留米軍が 8 月末までの撤退を進めるなか、タリバーンは地

方都市への一斉攻撃を開始。6～15 日に全国 34 州都のうち 30

州都の制圧を宣言し、首都につながる幹線道路などを次々に占拠

した。（バンコク=乗京真知） 

 

アフガンの日本大使館職員退避へ 政府、事態の推移を注視 

2021/8/15 21:06 (JST)8/15 23:05 (JST)updated共同通信社 

 政府はアフガニスタン情勢の緊迫化を受け、同国の首都カブー

ルにある日本大使館の職員を国外に退避させる方針を固めた。政

府関係者が15日、明らかにした。外務省幹部はアフガニスタン

の反政府武装勢力タリバンがカブールに進攻したことについて、

事態の推移を注視する考えを示した。 

 外務省関係者によると、在アフガニスタン大使館に勤務する日

本人職員は十数人。政府筋は「情勢が非常に早く展開している。

欧米諸国と連携しながら情報収集を急いでいる」と述べた。 

 外務省幹部は、タリバンが「全土が支配下に入った」との声明

を発表したことに関し「20 年間の努力が水の泡になる」と懸念

を示した。 

 

カブール市内緊迫で混乱も 空港や銀行、市民ら殺到―アフガ

ン 

時事通信2021年08月16日00時35分 

１５日、アフガニスタンの首都カブールの検

問で警戒に当たるアフガン治安部隊（ＥＰＡ時事） 

 

 【ニューデリー時事】アフガニスタンの反政府勢力タリバンが

首都カブール入りし、市内の情勢は緊迫の度合いを増している。

米国はじめ各国が大使館職員の退避を加速させているほか、空港

へと続く道が車であふれ返り、市民らは銀行に殺到した。 

 １５日、カブール市内の米大使館からは米軍のヘリコプターが

次々と飛び立った。タリバン戦闘員によるカブール郊外への進軍

が同日朝に伝えられると、米軍は大使館職員らのカブール国際空

港への移動を急いだ。 

 米国に続き、各国も続々と大使館職員の国外退避を進めている。

カナダのガルノー外相は声明で「安全を守る能力に深刻な課題を

もたらしている」と指摘し、大使館業務の一時停止を発表。ロイ

ター通信によると、ドイツ政府も「治安状況が劇的に悪化した」

として大使館を閉鎖した。 

 慌ただしい各国の動きは、タリバンによる首都掌握が近づきつ

つあることに伴い、市内での緊張が高まっていることを示してい

る。一部報道では、市内の数カ所から銃声が聞こえた。 

 「鍵を掛けたまま車を乗り捨て、空港へと歩き始めた人もいる」。

ロイターは１５日、現地住民の言葉を伝えた。タリバンがカブー

ルを包囲していることから、市外に脱出するには空港が唯一の道。

だが、空港への道は車で大渋滞が起きているもようだ。 

 その空港には、多数のアフガン政府高官らが集まり、国外退避

への準備を進めているとの情報もある。ただ、空港には飛行機で

の脱出を試みる人々が搭乗カウンターに大勢並び、荷物を抱えた
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人であふれ返っているという。 

 一方、カブール市内の銀行の外では預金を引き出そうとする人

で長い行列ができた。市内の公園や空き地には、タリバンに制圧

されたアフガン各地の都市から逃げ込んで来た人々がテントを

張り、身を寄せ合っている。 

 

米、アフガン「脱出」加速 退避支援で軍部隊増派 

時事通信2021年08月16日00時34分 

バイデン米大統領＝１２日、ワシントン（Ａ

ＦＰ時事） 

 

 【ワシントン時事】アフガニスタンのガニ政権の後ろ盾となっ

てきた米国は、自国民や協力者の「脱出」を加速させた。バイデ

ン大統領は１４日、米大使館員らの退避支援のため現地に派遣す

る米軍部隊について、５０００人規模に拡大することを承認した

と発表した。 

 米政府はこれまで、大使館の要員を縮小するものの、ビザ（査

証）発給業務などは続けると説明していた。だが、ＣＮＮテレビ

は関係者の話として、大使館の全要員が７２時間以内に退避する

と報道。ブリンケン国務長官は１５日、大使館機能をカブールの

空港に移したと米メディアに語った。 

 米政府は先週、３０００人の米部隊をアフガンに派遣すると発

表。それ以前から約１０００人が現地に駐留しているため、新た

に承認された増派は１０００人規模となる。現地に駐在する米国

や同盟国の要員のほか、駐留米軍に協力したアフガン人の「安全

で秩序だった退避」を支援するのが目的だ。 

 バイデン氏は声明で、反政府勢力タリバン代表に対し「アフガ

ン駐在の米要員を危険にさらす行動に及べば、直ちに米軍の強力

な反撃に遭う」と警告したことを明らかにした。ＣＮＮによれば、

米政府のハリルザド・アフガン和平担当特別代表はタリバンに、

米市民の退避が完了するまでカブール入りを見合わせるよう要

請した。 

 

アフガン派遣部隊、５０００人規模に タリバンに警告も―バ

イデン米大統領 

時事通信2021年08月15日07時34分 

バイデン米大統領＝１２日、ワシントン（ＡＦＰ時

事） 

 【ワシントン時事】バイデン米大統領は１４日、在アフガニス

タン米大使館職員らの退避支援のため現地に派遣する米軍部隊

の規模を約５０００人まで拡大することを承認したと発表した。

米政府は既に３０００人の派遣を決定。以前から１０００人が駐

留しているため、実質的に１０００人規模の追加となる。 

 アフガンでは、今月末の駐留米軍撤収期限をにらみ、反政府勢

力タリバンが攻勢を強める。米軍部隊派遣は、米国や同盟国の要

員のほか、駐留米軍に協力したアフガン人の「安全で秩序立った

退避」を支援するのが目的。米大使館自体は閉鎖せず、ビザ発給

などは継続するとしている。 

 バイデン氏は声明で、タリバン代表に対し「アフガン駐在の米

要員を危険にさらす行動に及べば、直ちに米軍の強力な反撃に遭

う」と警告したと説明。米軍と情報機関に「アフガンからの将来

のテロに対応できる能力と警戒を維持」するよう命じたとも述べ

た。 

 

米、アフガン増派5000人に 大使館員危害で軍事対応 

2021/8/15 06:32 (JST)8/15 06:45 (JST)updated共同通信社 

バイデン米大統領（AP＝共同） 

 【ワシントン共同】バイデン米大統領は14日の声明で、反政

府武装勢力タリバンが攻勢を強めるアフガニスタン情勢を巡り、

在カブール米大使館の外交官らの安全な退避に向け軍部隊計約

5千人の派遣を承認したと発表した。国防総省によると、発表済

み分の総数に加え、約千人増となった。 

 バイデン氏は、大使館員を含む米市民らの危険が高まるような

状況になった場合「即時に強力な軍事的な対応を行う」とタリバ

ンに警告したことも明らかにした。 

 

米軍のアフガン緊急増派、5000人規模に タリバン勢力急拡大

で 

毎日新聞 2021/8/15 08:39（最終更新 8/15 08:39） 

アフガニスタンの首都カブールの国際空港で、

出発ターミナルに向かう人々。タリバンが首都に迫る中、退避す

る人々も増えている＝カブールで2021年8月14日、AP 

 バイデン米大統領は14日、アフガニスタンから退避する米政

府職員やアフガン人協力者の安全を確保するため、アフガンに

5000人規模の米兵を配置すると声明で発表した。 

 米国防総省は12日にアフガンへの米兵3000人の増派を発表。

この時点で首都カブールには米兵 650 人が駐留していた。今回

の発表でさらに1350人が追加派遣される計算になる。旧支配勢

力タリバンがアフガン全土で急速に勢力を拡大しており、8月末

を目標としている米軍撤収までに政府職員らを退避させるには、

さらに人員が必要と判断した模様だ。 

 一方でバイデン氏は、米軍増派はあくまでも安全な退避のため

の一時的な措置で、アフガン駐留米軍を撤収する自らの方針に揺

らぎがないことを強調した。声明で「内戦状態にある他国に米軍

を無期限で駐留させることは容認できない」と強調したうえで

「アフガン駐留米軍を指揮する大統領は私で 4 人目だ。この戦

争を5人目には引き継がない」と宣言した。 

 一方、米CBSテレビは14日、カブールの米大使館について、
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大使を含めた少数の幹部と警備要員を除き、職員の大半がカブー

ルの国際空港内の米政府施設に 3 日以内に退避すると伝えた。

タリバンがカブールに侵攻する可能性を念頭に置いた動きとみ

られる。【ワシントン古本陽荘】 

 

米、在アフガン大使館員の退避開始 

時事通信2021年08月15日13時41分 

 【ワシントン・ロイター時事】米当局者は１５日、ロイター通

信に対し、アフガニスタンの首都カブールにある米大使館から館

員の退避を開始したと明らかにした。 

 

アフガン、州都7割超が陥落 反タリバン牙城の要衝も 

2021/8/15 13:06 (JST)共同通信社 

アフガニスタンの首都カブールの国際空

港で、出発ターミナルに向かう乗客たち＝14日（AP＝共同） 

 【カブール、ワシントン共同】アフガニスタンの反政府武装勢

力タリバンは14日、かつて反タリバンの牙城だった北部の最大

の要衝で、アフガン第 4 の都市マザリシャリフを制圧したと宣

言した。別の複数の州都も陥落し、北部州都は全てタリバン支配

下となった。全34州都のうち7割超に当たる26州都が制圧さ

れた。タリバンが迫る首都カブールには混乱が広がった。 

 ガニ大統領は14日放送の演説で、政府軍の態勢立て直しが「最

優先だ」と述べたが、劣勢は続いたままだ。一方、バイデン米大

統領は14日の声明で、米大使館の外交官らの安全な退避に向け

軍部隊約千人の追加増派を承認したと発表した。 

 

バイデン氏、アフガン戦争終結に固執 「米国第一」貫く 

日経新聞2021年8月15日 13:00 

バイデン米大統領は副大統領を務めたオバマ政

権下でもアフガニスタンからの撤収を主張した=ロイター 

【ワシントン=中村亮】バイデン米大統領は 14 日、アフガニス

タンの反政府武装勢力タリバンが首都カブールに迫るなかでも、

米軍撤収を進める方針を堅持した。同盟関係やパートナーシップ

重視を訴えつつも米国の国益を最優先するバイデン氏の信条を

如実に映す。 

バイデン氏は14日の声明で「私はアフガン駐留米軍を指揮する

4人目の大統領だ。この戦争を5人目に引き継がない」と強調し

た。「アフガン軍が自国を守ることができない、もしくは守る意

志がないのであれば、米軍がさらに 1 年間または 5 年間駐留し

ても意味がない」とも指摘し、4月に表明した米軍撤収を正当化

した。 

バイデン氏は在カブール米大使館で働く外交官らの退避を加速

するためカブールの国際空港に米兵 1000 人を追加派遣して

5000人態勢とした。退避状況に応じて8月末に予定する米軍撤

収期限がずれる可能性はあるが、約20年続く戦争の終結を優先

する立場は変わらない。 

バイデン氏がアフガン戦争の終結にこだわる理由はなにか。米ジ

ャーナリストのジョージ・パッカー氏が著名外交官リチャード・

ホルブック氏の生涯をつづった著作にバイデン氏の考えが表れ

ている。ホルブック氏はバイデン氏が副大統領を務めたオバマ政

権の初期にアフガン担当を務めた。 

ホルブック氏に対し、バイデン氏は「私は女性の権利のために若

者たちを（アフガンに）送って命を危険にさらさない。（女性の

権利維持が）駐留目的にならない」と語った。タリバンは女子教

育を敵視する。オバマ政権がタリバンの攻勢に対抗するため米軍

増派の検討を進めるなかで、バイデン氏はむしろ撤収すべきだと

主張した。 

バイデン氏は 2020年 2月、CBSテレビのインタビューでパッ

カー氏の著作に関連し「タリバンがアフガンを再び支配して、女

性が権利を失っても責任をとらないということか」と問われた。 

「責任はゼロだ」。バイデン氏はこう断言した。CBSの司会者に

「あなたは 100 万人のウイグル族が収容所で行われていること

（の解決）のために中国と戦争をしろというのか」とまくしたて

た。「私の責任は米国の国益を守ることであり、軍事力を使って

世界のあらゆる問題を解決するため米兵を危険にさらすことで

はない」と強調した。 

一連の発言は「バイデン氏は米国ができることの限界を認識して

いる」（バイデン氏の元側近）ことを示す。バイデン氏はアフガ

ン戦争の目的は米本土に対するテロの脅威をなくすことだと繰

り返し主張。米同時テロの実行犯である国際テロ組織アルカイダ

の指導者ウサマ・ビンラディン容疑者を11年に殺害し「我々は

目的を達成した」と語ってきた。 

01年にアフガン戦争を始めたブッシュ政権（第43代）は当時の

タリバン政権崩壊やビンラディン氏の殺害に加え、アフガンの民

主化を目指していた。当時のラムズフェルド国防長官などブッシ

ュ政権の政策理念であったネオコン（新保守主義）は米国流の民

主主義を世界に広げるべきだとしていた。 

米国のアフガン専門家の一人は、バイデン氏のアフガン撤収方針

について「外交儀礼に従ったアメリカ・ファースト（米国第一）」

と指摘する。アメリカ・ファーストを掲げたトランプ前大統領は

同盟国との対話を軽視し、一方的にアフガン駐留米軍の削減を進

めて強い批判を浴びた。バイデン氏はアフガン政府や欧州諸国と

対話を重視したが、結局は米国の国益を最優先して撤収を強行し

ているとの見方だ。 

アフガン撤収は同盟重視を訴えるバイデン政権の外交に疑念を

抱かせる可能性がある。パッカー氏の著作によると、ホルボック

氏はオバマ政権下でアフガン撤収を訴えるバイデン氏に対して

「我々を信頼してくれた人々への責務がある」と主張したが、バ

イデン氏は「知ったことか」と応じた。 

ニクソン政権は1973年、南ベトナムから撤退し、その2年後に

首都サイゴン（現ホーチミン）が陥落した。 

バイデン氏は南ベトナム撤退を引き合いに「ニクソン大統領とキ

ッシンジャー大統領補佐官は（撤退を強行したが）おとがめなし

だった」と指摘。米国に対する信頼は揺るがなかったとの見方を

示唆した。「我々は政治的に大敗北しかかっており、失業率が高
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いまま、アフガンが足を引っ張り続けるのであれば12年の大統

領選に負ける」とも語ったという。 

米国民の 7 割がアフガン撤収を支持し、内向き志向が一段と強

まる米国。アフガン撤収は、同盟関係やパートナー関係が米国の

国内事情に左右され、永続的ではないことを示しているようにみ

える。 

 

バイデン氏、アフガン戦争終結を優先 タリバン攻勢でも 

日経新聞2021年8月15日 6:25 (2021年8月15日 8:08更新) 

バイデン米大統領は 14 日の声明で「私はアフ

ガニスタン駐留米軍を指揮する4人目の大統領だ。この戦争を5

人目に引き継がない」と強調した=AP 

【ワシントン=中村亮】バイデン米大統領は 14 日、アフガニス

タン情勢に関する声明で「私はアフガン駐留米軍を指揮する4人

目の大統領だ。この戦争を5人目に引き継がない」と強調した。

反政府武装勢力タリバンが首都カブールに迫るなかでも、約 20

年におよぶ戦争の終結を優先する意向を示した。 

バイデン氏は①米国人の退避支援を目的に米兵 5000 人をアフ

ガンへ派遣②将来のテロ阻止に向けた能力維持③戦闘停止に向

けてアフガン政府支援④タリバンによる米兵への攻撃に即時反

撃⑤米国を支援したアフガン人の米国移送手続きを加速――す

る方針を決め、関係閣僚らに指示した。 

アフガン駐留をめぐり「アフガン軍が自国を守ることができない、

もしくは守る意志がないのであれば、米軍がさらに 1 年間また

は5年間駐留しても意味がない」と指摘した。「ほかの国でも国

内紛争が起きているなかで終わりなき米軍駐留は受け入れがた

い」としてアフガン撤収を改めて正当化した。 

タリバンが12日以降に主要都市を相次いで制圧してから、バイ

デン氏がアフガン情勢に言及するのは初めて。バイデン氏は4月、

アフガン駐留米軍を撤収させる方針を表明していた。 

バイデン氏は5000人の米兵派遣について「米国や同盟国の人員

の秩序的かつ安全な退避を確実にするためだ」と説明した。攻勢

を強めるタリバンの掃討を主要任務とはしていないのは明白だ。

在カブール米大使館で働く外交官らの退避状況に応じて 8 月末

に予定する撤収期限がずれる可能性はあるが、米史上最長のアフ

ガン戦争に終止符を打つ方針は変わっていない。 

バイデン政権はタリバンによるカブール攻撃が当初想定より早

い可能性があると判断し、外交官らの退避を急いでいるとみられ

る。米国防総省は12日、米兵3000人をカブールの国際空港に

派遣すると発表。国防総省当局者によると、これとは別に米兵

1000人が空港に駐留しており、バイデン氏はさらに 1000人を

上積みして合計で5000人態勢とするよう指示した。 

アフガニスタンの反政府武装勢力タリバンは14日、アフガン政

府軍に対して攻勢を一段と強めた。米シンクタンク「民主主義防

衛財団」によると全34州都のうち23州都を支配下に置いた。 

14日には北部要衝の第4の都市マザリシャリフを制圧した。マ

ザリシャリフは、米国がアフガン戦争初期に協力関係を築いた反

タリバン勢力「北部同盟」の本拠地とされていた。同地の制圧は

タリバンの勢いを物語る。アフガン政府のガニ大統領は11日に

マザリシャリフを訪れて政府軍を鼓舞したばかりだった。 

タリバンはカブールと隣接する東部ロガール州も制圧し、カブー

ルに迫る。ガニ氏は抗戦を続ける構えだが、タリバンの勢いを止

められるかどうかは不透明だ。 

五輪関係者、帰国後に3人陽性 パラ含め累計576人 

2021/8/15 14:33 (JST)8/15 14:51 (JST)updated共同通信社 

 東京五輪・パラリンピック組織委員会は15日、海外の報道関

係者で、日本から出国後14日以内の新型コロナウイルス検査で

3人が陽性になったと発表した。大会関連で、母国などに帰国後、

陽性となった事例の報告は初めて。国籍などの詳細は明らかにし

ていない。 

 パラ関連では新たに 8 人の陽性が判明した。内訳は業務委託

スタッフ 5 人、組織委職員、大会関係者、報道が 1 人ずつで選

手はゼロ。五輪関連では陽性者のリストから 2 人が除外された

一方、大会関係者2人が新たに追加された。 

 7月1日以降、両大会での陽性者の累計は、帰国後に陽性とな

ったケースを含め、576人。 

 

コロナ敗戦から考える「危機の政治」と「政治の危機」  

朝日新聞デジタル構成・高橋純子編集委員2021年8月15日 8

時00分 

 「コロナ敗戦」「インパール2020」――新型コロナウイルス感

染拡大への政府の対応や東京オリンピック開催に至るまでの曲

折は、先の大戦になぞらえられることも少なくない。戦後76年

の夏、長谷部恭男・早稲田大教授（憲法）、杉田敦・法政大教授

（政治理論）、そして日本近現代史研究で知られる加藤陽子・東

京大教授の目には、いまの政治はどう映るのか。 

「コロナ敗戦」の底流 

加藤陽子・東京大教授=安倍龍太郎撮影 

杉田敦・法政大教授 「東京オリンピックが慎重論を押し切って

開催され、新型コロナウイルスは爆発的に感染拡大しています。

最近では、医療逼迫（ひっぱく）の中で病床を増やさずに、入院

基準を厳格化して『自宅療養』を拡大するという危険な決定を、

専門家にも、さらには与党にさえ相談せずに独断で行うなど、政

府の強権的な姿勢が目立っています」 

長谷部恭男・早稲田大教授 「医療資源が限られている中で『な

い袖』は振れない、優先順位を付けようということなのでしょう。

しかし、ワクチンなどの対策で収まるという希望的観測の結果、

袖がないのに気づくのが遅れた上に、いろいろな対策のバランス

をとるべきところ、通知の中身が入院基準の一点にしぼった硬直

的なものだったので反感を買ってしまった」 

杉田 「場当たり的な政府の対応については、『コロナ敗戦』、あ

るいは、無謀な作戦で多数の犠牲者を出した太平洋戦争末期にな

ぞらえて、『TOKYO2020』ならぬ『インパール2020』などとネ

ット上では言われています。近現代史を専門に研究されている立

場として、どうご覧になっていますか」 

https://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%82%BA%E7%82%8E.html
http://www.asahi.com/olympics/2020/
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%86%B2%E6%B3%95.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7.html
http://www.asahi.com/olympics/2020/
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/%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%88%A6%E4%BA%89.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210813002147.html


28 

 

加藤陽子・東京大教授 「やはり、エビデンスに基づいた政策決

定が不得意な国なのだと思います。菅義偉首相が楽観論に流れて

判断を誤るのは、もちろん彼自身の資質にもよりますが、日本の

統治システムの『宿痾（しゅくあ）』であるとも言える。夏なの

で戦争の話をしますが、たとえば1941年の秋、東条英機内閣が

対英米開戦を決定するさいに御前会議にあげた船舶の喪失予想

データは、本来の専門の部署が算出したものではありませんでし

た。対英米開戦に前のめりの人物がその手下に命じ、なんと航空

機による損害を含まない第 1 次大戦期のドイツの船舶喪失量か

ら算出した、過小に見積もられた不適切なデータを御前会議に上

げてしまうのです。専門家でない人物が数日間ででっち上げた数

値の真贋（しんがん）を問える力を、御前会議に居並ぶ為政者の

誰ひとりとして持っていなかった。おそらく今回の『コロナ敗戦』

も、都合のいいことしか聞かなくなった為政者のもとに、叱られ

てもよいから、本当の正確なデータを上げる人がいないというこ

となのでしょう」 

東条英機首相 

長谷部 「最近、フランスの哲学者シモーヌ・ヴェイユの本をよ

く読むのですが、彼女は『重力と恩寵（おんちょう）』の中で、

人間は執着に弱いと言っている。何かに執着すると幻想が生まれ、

その幻想によって『きっとうまくいくはずだ』と自分の願望を正

当化しようとする、人間とはそういうものなんだと彼女は強調し

ています。加藤さんご指摘の点は、これと同じメカニズムだと思

います」 

杉田 「菅さんはオリンピックに執着して、コロナもなんとかな

るという幻想を抱いたと」 

長谷部 「そう。執着によって何が現実かを見ることができなく

なるから、正しく考えることも正しく判断することもできない。

幻想の中で物事が回っていくことになります」 

杉田 「哲学者のスラヴォイ・ジジェクが指摘していることです

が、自分にとって都合のいい幻想を手放すのは難しい。反ユダヤ

主義が典型的で、ユダヤ人の『陰謀』の事実などないことをいか

に示しても、どこかに悪の『根源』を見いだそうとする人々は反

ユダヤ主義にしがみつく。奇妙な比喩になりますが、日本では憲

法9条について、同じような構図が一部見られます。9条のせい

で日本は他国にナメられているとか、若者がだらしなくなったと

か、ワクチンの開発ができなくなったなどという幻想を一部の改

憲論者は手放さない。さらに言えば、国民というものもそうで、

国民が『想像の共同体』にすぎないという指摘は正しいのですが、

だからといって簡単に捨てられるわけではない。オリンピックの

開会式でまた『イマジン』が歌われていましたが、国なんてない

んだといくら想像してみたところで、日本が金メダルをとったら

うれしいとか、自分が何もしていなくても『便乗』できる、共同

幻想としての国民（ネーション）は実に強力です。そういう、幻

想への執着の強さをどうすべきか」 

8月21日に3人が語り合うオンラインイベント「〈危機の政治〉

と〈政治の危機〉を考える」 

 この記事に登場する長谷部恭男・早稲田大教授（憲法）と杉田

敦・法政大教授（政治理論）、加藤陽子・東京大教授（日本近現

代史）の3人が語り合うオンラインイベント「〈危機の政治〉と

〈政治の危機〉を考える」を21日（土）午後1時から開催しま

す。朝日新聞デジタル有料会員の方は、このリンクからご応募く

ださい。 

加藤 「開会式といえば、私が不思議に感じたのは、菅さんがと

ても暗い顔をしているように見えたことです。コロナ禍とはいえ、

権力者としては一世一代の晴れ舞台なのだから、『やってやった』

という高揚感が見えてもよいはずです。安倍晋三前首相だったら

喜びを表したのでは。無観客で事業収入が見込めないことからく

る負債は最終的には国庫にまわってくるので、国がますます前面

に出てこざるをえない。当事者は東京都だ、組織委員会だ、と逃

げてはいられなくなる、そのような関係に気づいたのではないか

……など、菅さんの思考を追おうとはしているのですが」 

杉田 「安倍さんも開会式には来ませんでしたね」 

無観客で開かれた東京五輪の開会式。締

めくくりの花火が周囲を赤く照らした=2021 年 7 月 23 日午後

11時49分、東京・国立競技場、朝日新聞社ヘリから、迫和義撮

影 

※     ※      ※ 

宮内庁長官の「拝察」発言と天皇、そして菅首相 

長谷部 「安倍さんと菅さんの政治手法は、構造的には一緒です。

ただ安倍さんは、少なくとも一部の人にとってはアイドル=偶像

だった。テレビに出て歌ったり踊ったりしているアイドルと同じ

です。観衆が自分の思いや願いを投影し、自分のために歌ったり

踊ったりしてくれてるんだ！と意味づけることができるから、ア

イドルはアイドルでいられる。しかし菅さんは違いますね。そも

そも何を言っているのかよくわからないから意味づけることが

できない。開会式で暗い顔を見せるなんて、アイドルだったら絶

対にやらないでしょう」 

加藤 「安倍さんの『魅力』の一つは、ある集団に『反日』など

のレッテルを貼り、『安心してたたいていいんですよ』と名指し

してくれるところだったと思います。日本学術会議についても、

既得権益である、貴族であると、任命拒否に手をたたいて喜んで

いた人たちがいました。アイドルというのは本来、自分が汗をか

いて人の気持ちを意味づけるわけなので、安倍さんは言うなれば

『亜アイドル』、疑似アイドルなのではないでしょうか」 

杉田 「アイドルということで言うと、天皇はどう位置付けたら

いいでしょう？ オリンピックがコロナ感染拡大につながらな

いか『ご懸念されている』と、宮内庁長官が天皇のお気持ちを『拝

察』していましたが」 

長谷部 「天皇はアイドル=偶… 

残り：8263文字／全文：10995文字 

 

第 5 回大田司令官が願った沖縄への「御高配」 子孫に映るい
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ま 

朝日新聞デジタル岡田将平2021年8月15日 14時00分 

 76年前の 1945年 6月、沖縄の地下に掘られた洞穴で、一人

の軍人が自ら命を絶ちました。海軍司令官の大田実さん。残され

た子や孫は、故人への思いを抱えながらそれぞれの道で「平和」

を目指しました。今回は、元海軍自衛官の四男や高校教諭の孫ら

が登場します。大田さんが願った沖縄県民への「ご高配」は果た

されたのでしょうか。 

 那覇の街並みや東シナ海が見渡せる沖縄県豊見城（とみぐすく）

市の小高い丘で6月13日、旧海軍の慰霊祭が営まれた。だが今

年は、コロナ禍のため遺族の姿はなかった。 

大田豊さん=2021年 7月 5日、横浜市西区、岡田将平

撮影 

 76 年前のこの日、地下にある司令部壕（ごう）で司令官の大

田実氏は自決した。四男の大田豊さん（76）は 2 年前まで毎年

参列してきた。父だけではなく、沖縄戦で亡くなった20万人以

上の人たちに向けて手を合わせるためだ。 

 自決の2カ月前に生まれ、父のことは知らない。戦後、海上自

衛官の道を進んだ。自宅には旧海軍関係者が訪れ、母と思い出話

をすることもあった。先に自衛官となった兄の落合畯（たおさ）

さんもいて、自衛隊は身近だった。 

 1998年、豊さんが最後の任地として赴いたのは、沖縄県うる

ま市の沖縄基地隊だった。 

沖縄県民斯ク戦ヘリ 遺された戦後 

大田中将一家 それぞれの道 

 初めて沖縄で暮らしてみて、米軍基地に囲まれる現地の負担を

肌で感じた。「いい場所は全部基地になっているな」。フェンスで

囲まれた米軍基地の中は広々としていた。基地のすぐそばに住宅

地が広がる場所もあった。相次ぐ米軍がらみの事件や事故を「怖

い」と感じた。ここで暮らす人々の不安を思った。 

ご高配と基地問題 大田が願った未来になっているか 

 司令部壕に実氏の遺族20人以上が集まったのは77年5月の

ことだった。三十三回忌の節目。遺骨が慰霊塔に納められ、実氏

の電文を刻んだ碑が除幕された。 

 《沖縄県民斯（か）ク戦ヘリ… 

残り：1106文字／全文：1852文字 

 

「戦争は絶対いらない」誓い続ける 緊急事態下の東京で 

朝日新聞デジタル杉浦達朗、津田六平、小川崇 2021年 8月 15

日 19時40分 

終戦の日を迎え、千鳥ケ淵戦没者墓苑で手を

合わせる女性=2021年 8月 15日午前 11時 47分、東京都千代

田区、長島一浩撮影 

   

    

   
 76 回目の終戦の日を迎えた 15 日、各地で慰霊と平和への祈

りが捧げられた。新型コロナウイルスの急激な感染拡大に歯止め

がかからず、緊急事態宣言下だった東京でも、静かに手を合わせ

る人たちの姿があった。 

 政府主催の全国戦没者追悼式があった日本武道館。宣言下であ

るため、今年の参列者は過去最少の約 200 人に絞られた。座席

はアリーナに限られ、間隔が1メートル空けられ、場内はガラン

としていた。 

 午前6時前、武道館から少し離れた靖国神社。雨が降って肌寒

い中、開門前を待つ参拝者の傘の列が延びていた。太鼓の音とと

もに門が開くと、ゆっくりと境内に入っていった。 

「10代で兄は逝った」「次世代に伝える」終戦の日に遺族は 

 「今年は決死の思いで来た」。東京都板橋区の小板橋俊子さん

（78）は、都内の新型コロナの感染者数が連日4千～5千人台が

続く中、靖国神社にまつられる兄に会いにきた。毎年、参拝を欠

かさなかったが、コロナ禍1年目だった昨年は断念していた。 

 16歳離れた兄は海軍の予科… 

残り：939文字／全文：1375文字 

 

「満州は国家が崩壊する経験」 山室信一・京大名誉教授 

朝日新聞デジタル聞き手=編集委員・永井靖二2021年8月15日 

11時00分 

地図を手に説明する京大名誉教授の山室信一さ

ん=2021年6月、大阪市北区、安冨良弘撮影 

   

第1章「王道楽土」の裏側で インタビュー編 

 日本が中国東北部に侵攻した満州事変から今年、90年になる。

なぜ日本は中国東北部をめざし、傀儡（かいらい）国家の「満州

国」をつくったのか。そして、そこで諜報（ちょうほう）活動を

活発化させたのは、どうしてなのか。「キメラ――満洲国の肖像」

（中公新書）の著書で知られる京都大学の山室信一名誉教授に聞

いた。 

 ――満州に進出した日本の動機はどういうところにあったの

でしょうか。 

 根底にあったのは 1890 年に山県有朋首相が唱えた「主権線」

と「利益線」という考え方です。主権線とは国境線のことです。
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資源のない日本が仮想敵国に対抗するためには、国境線の外側に

利益線と呼ぶ勢力圏を確保する必要があるというものです。 

 1910年に韓国を併合した日本は、その外側の中国東北部に利

益線が必要となりました。関東軍の石原莞爾中佐の主導で、31年

9月に満州事変が起き、中央の不拡大方針を振り切るように翌年

3月に成立させたのが満州国です。 

 さらに第 1 次世界大戦によって戦争が総力戦化し、これに対

処するため中国での資源確保が課題となりました。他方、ソ連も

社会主義体制を維持するためにモンゴルを衛星国とし、長大な国

境線を挟んで緊張関係が高まり、諜報戦が避けられないものとし

て激しさを増します。 

 ――そのなかで特務機関はどのような役割を担ったのでしょ

うか。 

 ソ連側は、通信の傍受や満州国内に情報提供者を作るなどの手

法でスパイ活動を活発化します。それに対抗して関東軍は国境の

守備を強化しますが、軍事的な手法以外にも情報収集とスパイ摘

発にあたる特務機関を拡充します。 

 第 1 次大戦では、毒ガス戦や細菌戦など戦争の形も劇的に変

わりました。例えば、日本側はソ連の「細菌戦の組織図」とされ

るものを作っています。毒ガスや細菌兵器は1925年のジュネー

ブ議定書で禁じられましたが、相手が使うかもしれないという疑

心暗鬼のもと、ハルビン郊外に拠点を置いた石井部隊（七三一部

隊）が毒ガスや細菌戦の研究に手を染めました。秘密兵器の開発

競争の中、こちらの情報がどこまで漏れているかを知ることも重

要となり、日本が勢力下に置いた他のどこよりも満州国で、特務

機関や憲兵隊の活動が活発化しました。 

国籍法も憲法なかった擬制国家の満州国。インタビューの後半で

は、日本が満州国に寄せた理念や結末について語られます。 

 ――多様な民族が暮らす満州… 

残り：1464文字／全文：2422文字 

 

「終戦とはごまかしだ」 敗戦を認めて修正を求めた首相 

朝日新聞デジタル2021年8月15日 8時00分 

「安息の群像」絵・皆川明 

日曜に想う 曽我豪編集委員 

 76 年前の今日は終戦、いや、敗戦の日である。その事実をた

だちにごまかさず国民へ訴えようとした首相がいた。 

 1945（昭和 20）年8月 17日、太平洋戦争を終結させた鈴木

貫太郎首相の後を襲って陸軍大将で皇族の東久邇宮稔彦王（ひが

しくにのみやなるひこおう）が首相に就任、初閣議を開く。 

 防音装置があるのに、騒音で話し声も聞き取れない。陸海軍の

飛行機だ。宮城を一周した後、首相官邸の屋根すれすれに飛び、

次々と品川沖で自爆してゆく。 

 初閣議では、国民に向け「今後に対処する覚悟」と題した声明

を出すことが決まる。元朝日新聞副社長で今の官房長官にあたる

内閣書記官長に就いた緒方竹虎氏が自ら原文を起草したが、そこ

に「終戦」の言葉があった。 

 「終戦とはごまかしのことばだ」と断じたのが首相である。「い

たずらに国民の覚悟を弛緩（しかん）せしめるだけだ。これは敗

戦の事実を認めてよろしく“敗戦”とすべきだ」と言葉の修正を

求めた。 

 軍部の反発を恐れた下村定（… 

残り：1211文字／全文：1649文字 

 

「ランドセル地蔵」伝え継ぐ 機銃掃射で犠牲の児童悼む 八

王子 

毎日新聞 2021/8/15 17:00（最終更新 8/15 17:00） 

神尾明治さんを悼む「ランドセル地蔵」。色あせた

ランドセルは肩ひもの一方が切れ、現在は肩にかけられている

（寺の許可を得て撮影）＝東京都八王子市泉町の相即寺で 

 戦争末期、東京都八王子市に疎開中、米軍機の銃撃の犠牲にな

った神尾明治さん（当時9歳）を悼んだ「ランドセル地蔵」が同

市にある。ボロボロになったランドセルが時の流れを告げている。

亡くなったのが神尾さんであることなどを掘り起こし、本にまと

めた同市在住の児童文学作家、古世古和子さん（91）が今夏、同

市の学校図書館司書らに思いを語った。【野倉恵】 

 「ランドセル地蔵」は同市泉町の相即寺に祀（まつ）られてい

る。古世古さんや寺によると1945年7月8日昼、品川区の国民

学校から寺の近くに兄らと疎開していた神尾さんが、米機の機銃

掃射に被弾し亡くなった。寺には「葬儀に駆けつけた母がわが子

に似た地蔵に遺品のランドセルを背負わせた」と伝えられていた。

だが、誰が供養されたかは長年不明だった。 

米軍機の銃撃で亡くなった神尾明治さん（古世古和

子さん提供） 

 古世古さんは戦前、旧満州の女学校で学び、引き揚げ後に小学

校教員となった。そこで地蔵の存在を知り、育児のため退職した

後も、寺に何度も通って由来を調べ始めた。手がかりが少なく調

査は難航したが、活動が新聞で紹介されると読者から情報が寄せ

られた。疎開元の校長が奉仕会（PTA）会長に宛てた児童の死亡

を知らせた手紙が見つかり、神尾さんと判明した。後日、母親も

半年後に病死していたこともわかった。 

 「兄ちゃん、こわいよー」。血に染まった神尾さんが兄に言っ

た最後の言葉だ。古世古さんの「ランドセルをしょったじぞうさ

ん」（新日本出版社）は1980年に刊行された。 
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神尾明治さんの存在を突き止めて書いた「ランドセル

をしょったじぞうさん」を手にする古世古さん＝東京都八王子市

内で 

 7月 6日の講演を聞いた司書らからは、「生きた話を体験者か

ら聞けない次世代に（体験を）手渡して行きたい」「子供たちを

二度と悲しませないようできることを考えたい」などの感想が寄

せられた。企画した市教育センターの大橋道代さん（65）は「事

実を掘り起こした経過や使命感を知り、一冊の本の背景を子ども

に伝える糧となったと思う」と話す。古世古さんは「自分も戦争

で死んだ子どもだったかもしれず、亡くなったのは誰かわからな

いのはおかしいとの思いで突き動かされ、本ができた。子どもた

ちに知ってほしい」と話している。 

 

いとこの出征、女性だけの田植え…戦時下の記憶、和紙人形で 

群馬 

毎日新聞 2021/8/15 16:30（最終更新 8/15 16:30） 

昭和の暮らしを再現する和紙人形を作り続けて

いる町田喜和子さん＝群馬県渋川市赤城町で2021年8月13日、

庄司哲也撮影 

 群馬県渋川市赤城町の町田喜和子さん（85）は、子供時代から

人形作りが大好きだった。60 歳を過ぎた頃から、当時の記憶を

たどって昭和の暮らしや子供たちの遊びなどを和紙人形で再現

している。終戦時は小学生だった町田さんの脳裏に今も焼き付く

戦時下の風景とは。【庄司哲也】 

 神社の境内で人々が日の丸を振っている。一段高い場所でタス

キを掛けた男性が敬礼。作品のタイトルは「出征兵士 必勝祈願 

本家の㐂久（きく）ちゃんが兵隊に行く」。いとこの高橋㐂久治

さんの出征の風景だ。 

いとこが出征する様子＝群馬県渋川市で

2021年3月13日、庄司哲也撮影 

 町田さんは作品についてこう説明する。「本家には4人のいと

こがいて、中学生だった一番下だけが残り、3人が兵隊に行きま

した。2人は帰ってきたけど、1人は戦死して。私はまだ幼くて

大人たちの戦争がよく分からなかったんです」。作品には自分も

登場させる。日の丸を振る女性と手をつなぐ赤い着物の女の子が

町田さんだ。 

 針金に脱脂綿を巻き付けて肉付けし、鮮やかな和紙の着物や服

をまとわせる。細部にこだわり、今にも動き出しそうなほど生き

生きとした和紙人形からは、町田さんが経験した当時の時代の空

気がしっかり伝わってくる。 

男手がなくなった戦時下の田植えの風景

＝群馬県渋川市で2021年3月13日、庄司哲也撮影 

 農村の田植えの風景。5人の女性が田植えをし、後方で子供時

代の町田さんがその様子を見ている。「男手が戦争に取られてし

まって女性がその代わりをしなければならかったんです。だから、

残された本家の中学生のいとこが農作業の一切を取り仕切って

いた。家には黒板があって、その日にやる作業が書かれていまし

た。しっかりしていましたね」 

 小学校の学芸会で、兵士の手当てをする看護師に扮（ふん）し、

町田さんら子供たちが歌って踊る人形。空襲を表現した作品には、

こう書かれていた。「子供の遊び場も“空襲だ”警戒警報発令 早

く防空壕の中に入れ‼」。戦争の末期には町田さんの18歳離れた

兄も出征する。「気丈だった母がその日から体調を崩したのを覚

えています」。やがて、1945年8月15日を迎えた。 

兄の復員の様子を描いた作品＝群馬県渋

川市で2021年3月13日、庄司哲也撮影 

 「汽車が渋川駅に着いてみんな歩いて赤城まで戻ってきました。

高台に登ると見えるので毎日、『帰ってくるかな』と、眺めてい

ました。そんな日が何日も続きました。だから、戦争が終わって

も帰らない息子を岸壁で待ち続けた『岸壁の母』の気持ちがよく

分かります」 

 ついに来たその日のことも和紙で再現している。作品のタイト

ルは「復員兵 兄ちゃんが帰ってきた」。大きなリュックと水筒

をぶら下げた 3 人の兵隊の姿。本当にうれしそうに両手を挙げ

て迎える女の子。それが、当時9歳だった町田さんの姿だった。 

 

政権が隠蔽した「無差別鎮圧」 知られざる台湾現代史 

朝日新聞デジタル佐藤雄二2021年8月15日 18時30分 

2・28 事件記念碑の碑文を見つめる台北

市民=2000年3月、台北市内 

  

 日本の植民地統治と中国国民党の独裁統治。それぞれ半世紀ち

かくに及んだ外来者による支配を乗りこえてきた台湾の現代史

をめぐる本が名古屋の風媒社から相次いで出版された。 
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 終戦直後に国民党が起こした住民弾圧事件を究明する『二二八

事件の真相と移行期正義』と、1980年代に始まった改革の潮流

を考える『民主化に挑んだ台湾』の2冊。勢いづく中国に脅威を

感じながら台湾が台湾であり続けることを願う「台湾の声」が聞

こえてくる論考集だ。 

 「228 事件」は、日本敗戦後に台湾を接収した中国国民党が

1947 年に起こした武力弾圧事件。2 月末、台北で闇たばこ摘発

にからんで起きた傷害事件をきっかけに、国民党の失政に対する

抗議騒動が全土に広がった。国民党は台湾駐留軍と大陸からの派

遣軍を投入し、2カ月半にわたって鎮圧を強行した。 

 死者数は 1万 8千人～2万 8千人とされているが確かな人数

はわかっていない。軍事展開中の処刑や拷問の実態、事件収束後

も続いた人権侵害の実態など、いまも不明な点が多い。「228事

件」は、その後1987年まで38年続いた戒厳令時代の「白色テ

ロ」と並んで、真相究明が問われている台湾内政の大きな課題と

なっている。 

 『二二八事件の真相と移行期正義』は、行政院（内閣）が設立

した財団法人二二八事件紀年基金会がまとめた報告書だ。 

 「移行期正義」とは、国のありようが大きく変わる過程で問わ

れる禍根の清算のことをいう。ここでは、事件の真相究明と受難

者遺族への賠償をいい、めざすのは「過去の克服と和解」だ。 

 報告集は「事件の原因分析」「情報機関の役割」「報道業界の受

難」など論文8編を収録している。 

 「軍隊の展開と鎮圧」と題し… 

残り：2356文字／全文：3066文字 

 

米国は原爆を謝罪するか 戦争の記憶、米教授が見た変化 

朝日新聞デジタル聞き手・国際担当補佐 城俊雄2021年8月15

日 16時00分 

原爆ドーム=2021年3月、広島市中区、

上田潤撮影 

   
 どの国にも戦争をめぐり国民が共有する「記憶」と「物語」が

ある。しかし、それらは時代の変化にともなって変わる――。グ

ローバルな視点から第 2 次世界大戦をめぐる国々の記憶を研究

してきたコロンビア大のキャロル・グラック教授（日本近現代史）

はこう話す。戦後76年間、日本の物語はどう変化したのか。記

憶の変化は、日本とアジア諸国の関係にどんな影響を与えたのか。

（聞き手・国際担当補佐 城俊雄） 

「不可逆的な解決」が形骸化した日韓の失敗 

 ――グラックさんが戦争と記憶の研究に取り組み始めたのは

冷戦後間もない頃でしたが、冷戦の終結は戦争の記憶に大きな変

化をもたらしていたのですか。 

グラック 冷戦の終結は重要な要因の一つでしたが、90 年代は

いくつかの要素が重なって記憶の変化を加速させていました。一

つは、80年代以前から起きていた戦争の記憶への関心の高まり。

もう一つは、冷戦後、特に東アジアと東欧・中欧に起きた第2次

世界大戦をめぐる、いわゆる記憶の「復活」です。戦争の記憶へ

の政治的、文化的、社会的な関心の高まりを背景に、50 年代に

は公には語られることのなかった体験が語られるようになって

きました。こうした変化の背景は冷戦終結だけではありませんで

した。例えば、戦後数十年が経って戦争責任はヒトラーやムソリ

ーニ、東条といった政治リーダーだけでなく、一般市民の問題で

もあるという考え方が広まりました。そして元慰安婦のように、

それまで戦争の記憶に居場所を持たなかった人々が自らの体験

を語り始めたのもそのもう一つの例です。これは冷戦の終結だけ

では説明がつきません。50 年代や 60 年代にはなかった人権や

女性の権利に対する国際的な意識の高まりといった動きも起き

ていたのです。だから90年代は「記憶の大釜（a cauldron of 

memory）」となったのです。 

キャロル・グラックさん略歴 

1941年生まれ。コロンビア大学歴史学教授。専門は日本近現代

史。90年代から重要なテーマの一つとして第2次世界大戦をめ

ぐるアジアやヨーロッパの「共通の記憶（パブリック・メモリー）」

を研究している。著書に『歴史で考える』『Thinking with the 

Past: the Japanese and Modern History』など。 

 様々な国の人々が自分たちの戦争体験を覚えておいてほしい

と思い語り始めました。米軍のアフリカ系米国人からソ連軍の衛

生兵として戦った女性たちまで、多くの人たちがそれまで公に語

られたことがなかった物語を語り始めました。研究者が「記憶の

活動家」と呼ぶこうした人たちとその支持者たちは、「私たちの

物語は語られていないし、認知もされていない」と感じたのです。

自分たちの歴史を覚えておいてほしいと願っている人々もいた

し、謝罪を求め、また不正義に対する補償を求める人々の数も増

えていきました。記憶の活動家たちは何十年も存在していました

が、90 年代にこうした人たちの話に以前よりも耳が傾けられる

ようになってきました。 

 ――この時期、日本の物語はどう変わりましたか。 

グラック 日本人の進歩派と記憶の活動家が長い間批判してい

た日中戦争の記憶が大きく抜け落ちていた日本の物語は、80 年

代に入ると少しずつ壊れ始めました。1982年に中国が日本の歴

史教科書の記述をめぐり日本と対立するといった問題が起きま

した。そして80年代末に冷戦が終わると、日本の物語から抜け

落ちていたアジアの戦争をめぐる記憶を思い出すよう求めるア

ジア諸国からの挑戦を受け、凍結されていた物語が溶け始めまし

た。中国や韓国などアジア諸国から歴史問題が日本に突きつけら

れました。この問題は日本と中国、韓国、東南アジア諸国の間に

多くの政治的緊張をもたらしてきました。 

 ――日米の原爆の物語も変化し始めたのですか。 

グラック この点は私にとっても疑問の一つなのです。私の知る

限り原爆の物語はあまり変わらなかった物語です。もちろん様々

な意見はありますが、少なくともこの物語の主要部分は変わって

いません。これは一つの謎です。 

 ――しかしオバマ大統領は 2016 年の 5 月に米大統領として

初めて広島を訪問しました。これは米国の原爆の物語も挑戦を受
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けているということを示していませんか。 

グラック 米国の原爆のメイン… 

残り：4131文字／全文：5727文字 

 

「戦争の悲惨さ話すため生かされた」 日中友好願う 101 歳 

甲府 

毎日新聞 2021/8/15 16:00（最終更新 8/15 16:00） 

中国で百寿の記念に贈呈されたチャイナ服を手に、

国際平和を訴える神宮寺敬さん＝甲府市で2021年6月26日、

梅田啓祐撮影 

 故郷の土を踏めずに息絶えた部下、軍旗の残灰、焦土と化した

故郷――。76年前の光景が今も神宮寺敬（けい）さん（101）＝

甲府市下積翠寺町＝の脳裏に鮮明に焼き付いている。日中戦争に

出征し、戦後は日中友好活動に取り組んできた。年々、戦争体験

者がこの世を去る中、平和の尊さを命ある限り、願い続ける。【梅

田啓祐】 

 神宮寺さんは旧制甲府中（現甲府第一高）を卒業し、逓信省に

入省。1941年 1月には近衛歩兵第 5連隊に入隊した。当時 20

歳。「天皇陛下に忠節を尽くし、命をささげようと心に決めた。

当時は名誉であり、男子の本懐と信じていた」。 

 前橋市の旧陸軍予備士官学校に半年間在籍後、南方戦線に出征。

翌42年に中国戦線に派遣され、歩兵第157連隊の通信中隊長と

して南京市付近で部下数十人を率いた。中国軍との交戦では大切

な部下の命を失った。 

 45年8月15日、上海市内で玉音放送を聞いて敗戦を知ると、

数日後の夜には東京から来た陸軍参謀の指示で重要書類と、命が

けで守り抜いてきた軍旗が桐箱に納められたまま燃やされた。静

かにその光景を見守った。 

 その後捕虜として収容され、46年1月14日に故郷に戻った。

しかし、慣れ親しんだ町並みは甲府空襲（45年7月6、7日）で

焦土と化していた。 

 復員を喜ぶ両親や家族を横目に、神宮寺さんは戦死した部下の

遺族に思いをはせて胸を痛めた。部下の実家を訪ね、戦死の報を

伝えた時の「うそだ」「信じたくない」という遺族の表情を思い

出しては「戦争さえなければ皆幸せな日々を送っていたのに。自

分だけ生き残った」と負い目を感じた。しばらくは戦争体験を身

内にも話すことができなかったという。 

 そんな神宮寺さんの意識を変えるきっかけの一つが、2004年

に公開された井上ひさし原作の映画「父と暮せば」だ。原爆で生

き残ったことに負い目を感じ、幸せになることをためらう娘と、

幽霊となって現れた父親との心の交流を描いた作品で、「自分は

戦争の悲惨さを話すために生かされている」と強く感じたという。 

 日本国民だけでなく戦争の犠牲になった中国の民間人に対す

るしょく罪の意識から、日中友好活動にも尽力してきた。自宅隣

に下宿棟を建て、中国人留学生を受け入れ、毎年秋には中国を訪

問。既に50回以上は訪中を重ねてきた。県日中友好協会理事長

として「日中の若者同士が互いに良いところを認め合って、話し

合うことが大切。仲良くやればいい」と日中交流の大切さを伝え

ている。 

 戦後76年の夏、戦争の風化が危惧される中、神宮寺さんは戦

時中にその目で見た数々の光景を思い起こし、「殺すことも殺さ

れることもない世の中を作ってほしい。戦争が起こらないように

全力を尽くして」と訴える。 

 

病身にも兵志願した父、戦争語らなかった父 終戦の日、家族た

ちは 

毎日新聞 2021/8/15 15:38（最終更新 8/15 15:38） 

千鳥ケ淵戦没者墓苑で花を手向け、手を合わせ

る女性＝東京都千代田区で2021年8月14日午後2時1分、長

谷川直亮撮影 

 「終戦の日」の15日、海外で亡くなり身元不明などの理由で

遺族に引き渡せなかった遺骨を納める千鳥ケ淵戦没者墓苑（東京

都千代田区）には、マスク姿の遺族らが訪れた。遺族らは雨の中

で静かに手を合わせ、「不戦の誓い」を新たにした。 

 「2歳の頃に出征したので父親の記憶はないが、白木の箱に爪

が 3 切れだけ入ったものが自宅に届いたのは覚えている。それ

が本当に父親のものかどうか分からない。ここに遺骨があるかも

しれない」。海軍にいた父が終戦間際、インド洋のアンダマン諸

島で病死した男性（79）＝千葉県浦安市＝は終戦から 1 年近く

して、自宅に父親の遺品が届いた時のことを今でも覚えていると

いう。 

 男性の父は自ら志願して海軍に入ったといい、「父親は持病の

ため、徴兵検査で一度はねられていた。でも周りがどんどん召集

されるのを見て耐えられなくなったのか、自ら志願して兵隊にな

った。『お国のために』という当時の空気感でしょうね。戦争は

してはいけない。安らかにお眠りくださいと手を合わせた」と話

した。 

 東京都中野区のホームヘルパー、高橋富美子さん（66）は、撃

沈された艦船の乗員などの遺骨が今も海底に眠っているという

ニュースを見て墓苑を訪れた。伯父は南方で戦死。父は中国から

帰ってきたものの、亡くなるまで戦争については多くを語らなか

ったという。「思いがいろいろあって」と言葉少なに語った。 

 祖父がフィリピンのレイテ島で戦死した江東区の会社員、坂井

愛子さん（47）は「体が弱く、戦況が悪化してから戦争に行った

と聞いた。30代で亡くなり、残された祖母は苦労して父ら3人

の子どもを育てたそうだ。無念の思いで亡くなった人に思いをは

せ、少しでもつながりを感じられたら」と話した。 

 近くの日本武道館で開かれた全国戦没者追悼式で東京都の遺

族代表として献花した中村正弘さん（77）＝江東区＝も、自身が

生後 4 カ月の時に出征した父をレイテ島で失った。終戦から 3

年後、死亡告知書が届き、祖母と母が大声で泣いていたのが記憶

にある。自宅は東京大空襲で焼けたが、母が持ち出したのか父が

出征前に書いた遺言は無事だった。20 歳を過ぎて母から見せら

れ、「父は覚悟を決めて行ったのだ」と衝撃を受けた。2011年、
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趣味の合唱仲間と父が亡くなった場所で慰霊の歌をささげ、心に

つかえていたものが取れた気がしたという。 

 この日の式典後、中村さんは「二度と戦争をしないと誓い合う

ことは非常に意味がある。規模は縮小したが心のこもった式典だ

った」と話した。【椋田佳代、野呂賢治】 

 

大連盲啞学校の記憶、残したい 難聴の93歳証言 神戸の有志

継承 

毎日新聞 2021/8/15 14:00（最終更新 8/15 14:00） 

大連盲啞学校卒業生の太田節生さん（前列

右端）と、記録継承に取り組む「デフサポートかもめ」のメンバ

ー＝神戸市中央区で 2021年8月 5日午前 11時 50分、木田智

佳子撮影 

 戦時中に日本の租借地だった中国・大連に目や耳が不自由な子

どもたちの通う「大連盲啞（もうあ）学校」があった。卒業生で

聴覚障害者の太田節生さん（93）＝神戸市西区＝の証言を基に同

校の記録を掘り起こす取り組みを、聴覚障害者と健常者の交流団

体「デフサポートかもめ」が進めている。22 日には、太田さん

が戦中戦後の暮らしや引き揚げ体験を伝える集いが神戸で開か

れる。【木田智佳子】 

 神奈川県出身の太田さんは、幼児期にできたしこりの手術が元

で右耳の聴力を失った。小学校に入学できないまま、7歳の時に

父の仕事の関係で大連に渡った。 

 1929年に創設された大連盲啞学校に9歳で入学。当時、手話

は禁じられ、大きな鏡の前で口を開けて発声を学び、言葉を覚え

ていったという。初等部を卒業し、16歳から造船の仕事に従事。

敗戦後の47年に引き揚げ船で帰国するまで、友人知人の壮絶な

最期に遭遇した。戦後は大阪で洋裁業を営み、結婚。地域で聴覚

障害者の生活の困りごとを解決する相談員を務めた。 

 太田さんの人生を、聴覚障害者の永江眞樹さん（ペンネーム紫

陽花まき）＝神戸市東灘区＝が聞き書きし、2013年に「難聴者

から見た満州の真実」として出版。1995年の阪神大震災で被災

した永江さんは、震災のストレスを抱える人たちのために開かれ

た「おしゃべり会」で太田さんの話を聞き、「後世に残さなくて

は」と筆を執ったという。 

1937 年にヘレン・ケラーが大連盲啞学校

を訪問した際に撮影された集合写真。太田さんは入学1年目、9

歳だった＝大連盲啞学校同窓会提供 

 その後、デフサポートかもめの高田英充さん（65）＝同市中央

区＝や水沢学さん（48）＝川西市＝が、「埋もれてしまう記憶を

記録として伝えよう」と、太田さんへの聞き取りをビデオカメラ

におさめ、各地に散らばる関係者から史料の収集を始めた。 

 64 年から続いていた大連盲啞学校の同窓会は卒業生の多くが

亡くなり、次第に開かれなくなったという。太田さんは「学校が

あったことを知っていてほしい」と願い、大切に持っていた写真

や資料を高田さんらに託した。 

22日に集い開催 

 集いは22日午後1時半～4時半、神戸市中央区下山手通4の

兵庫県民会館12階で開く。史料や写真のスライドショー、太田

さんへのインタビュー映像や、当時の聴覚障害児の暮らしなどを

伝える。参加希望者はメール(d_s_kamome@icloud.com)かファ

クス（078・330・4187）で申し込み、受理後、参加費 1000円

を振り込む。「かもめ」では大連盲啞学校についての情報提供も

呼びかけている。 

 

旧陸軍将校が書き残した中国戦線の実相 亡父の手記を娘が出

版 

毎日新聞 2021/8/15 13:00（最終更新 8/15 13:00） 

旧陸軍将校として中国に出征した父の手記を出版し

た畑埜志保さん＝北九州市門司区で、2021年 8月 13日午後 4

時49分、宮城裕也撮影 

 戦後76年の今年、一人の旧陸軍将校が戦争体験をつづった手

記が出版された。著者は中国大陸中部の戦線で中隊を指揮し、

2010 年に 88 歳で亡くなった長田志郎さん。死去で出版が一時

立ち消えになっていたが、三女の畑埜志保さん（55）が遺志を受

け継ぎ10年越しで世に送り出した。 

 1921（大正10）年生まれの長田さんは、将校を養成する陸軍

幼年学校を卒業したエリート軍人だった。中国大陸中部の戦線で

は小隊長や中隊長として部隊を指揮。終戦後は九州大で医学を学

び、故郷の北九州市門司区で医院を開いた。 

生前の長田志郎さん＝畑埜志保さん提供 

 生前の長田さんは物静かで戦争のこともあまり語らず、畑埜さ

んも父の体験や戦争にさほど関心を抱かなかった。45年 8月 9

日の長崎原爆の第 1 目標が北九州市だったと聞かされても「別

世界のことに思えた」。 

 ただ、交友関係が少なくあまり外出しない父が、戦友会には足

しげく通っていた。「父の話で友達として名前が出るのも戦争に

行った人ばかり。父が見た戦争とは何だったのだろう」。年を重

ねるにつれ知りたい気持ちも芽生えた。 

 00 年ごろ、父が医院から身を引いたのを機に戦争体験の手記

を書くよう勧めた。長田さんの戦友や士官学校の同期の訃報が増

え、戦争体験者が減っていくのを感じたからだ。「そうやなぁ…

…」。長田さんは進んで書きたがる様子ではなかったが、記憶を

思い出しながら少しずつ書き始めた。 

 しかし、原稿がまとまった10年に死去。出版の話は取りやめ

になった。東京在住の畑埜さんは手記が日の目を見ないまま埋も
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れていくことに申し訳ない気持ちでいっぱいだったが、仕事に追

われて手が回らなかった。毎年夏の報道で戦争体験者などが当時

のことを語るのを目にするたび、後世に伝えるべき父の手記を手

元にとどめたままでいいのか、思い悩んだ。 

 転機は自身の退職だった。出版を決意し、19 年春から父が残

した手書き原稿の編さんに着手。国会図書館に通って記述内容を

史料や新聞記事と照らし合わせるなど地道な作業を続け、そして

21年4月末、出版にこぎ着けた。 

   ◇ 

1941 年に中国戦線で軍旗手だった頃の長田

志郎さん（右から4人目）＝畑埜志保さん提供 

 「我が二つの人生」。そう題した159ページの手記は畑埜さん

が知らない話ばかりだった。長田さんは日中戦争突入後の41年

7月、20歳で陸軍予科士官学校を卒業。陸軍第2師団歩兵第29

連隊に配属される予定だったが、新設された別の部隊に転属し中

国戦線に向かった。このことが命をつなぐ結果になった。長田さ

んが配属される予定だった第29連隊はその後、南太平洋のガダ

ルカナル島で米軍に壊滅させられていた。 

 41年9月、長田さんは中国兵に包囲された陣地の守備を任さ

れ、小隊長として20人の部隊を率いた。昼夜問わず銃弾が飛び

交う連日の激しい戦闘が克明に描かれ＜お互いに死力を尽くし

ての防御戦闘を共にした戦友とは、血縁よりも深いものがある＞

と仲間への思いがつづられていた。 

 だが、長田さんも大けがをする。42年7月の戦闘で敵陣に突

撃した際、中国兵の手投げ弾が頭上で爆発し左手を負傷。二度と

手のひらを開くことができなくなった。 

 広島原爆の現場にも遭遇した。士官学校の教官として帰還し休

暇明けに門司から上京した時のことだ。原爆投下の約 2 時間後

の午前10時ごろ、広島駅の手前の駅で汽車から降ろされた。＜

焼けた家近くで倒れている人、逃げる途中力尽きて倒れたと思わ

れる人々、特に中心を流れる太田川の川岸は真っ黒といっていい

程の死体の山＞と荒廃した街でぼうぜんとした。原爆について長

田さんはこうつづる。＜敗戦後の苦難と原爆の恐ろしさや惨状は

決して忘れてはならないし、繰り返すことは絶対に許されない。

世界で唯一の原爆の洗礼を受けた日本は、核アレルギーと言われ

ても「原爆廃絶」に努力を続ける外に道はない＞ 

   ◇ 

 長田さんが生き延びたのは偶然の連続だった。もしガダルカナ

ル島に派遣されていたら、手投げ弾の爆発が少しでもずれていた

ら、もう少し早く広島に到着していたら……。手記を読んだ畑埜

さんは初めて我がこととして受け止めた。そして、戦時中の精神

状態に関する記述に衝撃を受けた。 

旧陸軍将校として従軍した長田志郎さんが戦争

体験をつづった「我が二つの人生」＝2021年8月8日、宮城裕

也撮影 

 特に「天皇の分身」といわれ神聖化されていた軍旗について驚

くことが多かった。手記にはガダルカナル島の戦闘から生き延び

たのに軍旗が行方不明だったため自決した同期のエピソードや、

軍旗手を務めた長田さんが上官に「銃弾や砲弾にやられても軍旗

を守れ」と言われていたことが書かれていた。「旗より自分の命

が軽いと真剣に思っていて、洗脳がかった恐ろしい世界と感じた」 

 長田さんが執筆をためらった理由も分かった。長田さんは自分

たちの「加害」にも触れていた。42 年秋に連隊中隊長として中

国・湖北省の無人の集落を侵攻した際は＜裕福な村に出会えば鳥

や豚が逃げ回っている。金を払うにも誰もいない。こちらは飢え

ているし仕方ない＞と部下に命じ、家畜や食料を調達させていた。

「同期が殺され、自分たちが生きるために殺す。異常な精神状態

こそ戦争の恐ろしさなのだと分かった。略奪ともいえる行為も含

め、自分のしたことを残すのは嫌だったと思う。でも、書くうち

に本当のことを残したいと思うようになったのかもしれない。こ

うした部分も伝えてくれたことを感謝したい」 

 出版を果たした今年の盆、父の霊前に向き合って願った。「何

かを残し、触れる機会があれば記憶はつないでいける。若い人が

戦争について知りたいと思った時、この手記が何かの役に立って

戦争を繰り返さない社会につながれば」【宮城裕也】 

 

昭和天皇の「聖断」は「英断」だったのか 終戦の日に考えた 

深掘り 栗原俊雄  

毎日新聞 2021/8/15 12:00（最終更新 8/15 12:00） 

宮内省庁舎の仮宮殿で政務の合間、新聞を読む昭和天

皇＝1946年撮影 

 1945年 8月 15日正午。連合国によるポツダム宣言受諾を国

民に伝える玉音放送がラジオから流れた。受諾の選択の背景には

昭和天皇の決断、いわゆる「聖断」があったのはよく知られてい

る。政府内の対立や軍部の強硬姿勢などにより終戦の決定ができ

なかったため、「聖断」がなければどうなっていたかわからない。

天皇が極めて重要な役割を果たしたのは間違いないが、いくつか

の疑問が残る。「なぜ国力で圧倒的に勝るアメリカと戦争を始め

たのか」「なぜもっと早くやめられなかったのか」などだ。終戦

の日のきょう、「聖断」の意味を再考してみたい。【栗原俊雄/学芸

部】 

日本政府の「終戦構想」 

 開戦前から日本政府は、国力ではるかに勝るアメリカを軍事的

に降伏させることはできないと思っていた。そこで、こんな「終

戦構想」を持っていた。 

 開戦直前の41年11月15日、首相ら政府の首脳と陸海軍の軍

事トップによる「大本営政府連絡会議」で採用された。すなわち

①同盟国であるナチス・ドイツがイギリスを屈服させる②その結

果、イギリスの同盟国であるアメリカが戦意をなくす。そこで講

和をする――というものだ。 

https://mainichi.jp/%E6%A0%97%E5%8E%9F%E4%BF%8A%E9%9B%84/
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 41年 12月 8日、日本軍の奇襲で太平洋戦争は始まる。陸軍

が英領のマレー半島に上陸し、海軍はハワイ真珠湾を襲って米太

平洋艦隊を壊滅させた。以後、日本軍は序盤で華々しい戦果を上

げる。イギリスが東アジアの植民地支配の拠点としていたシンガ

ポールを占領した。フィリピンからは米軍を、インドネシアから

はオランダ軍を追い落とした。南方を早々に占領し、石油などの

物資を確保して対米英などとの長期戦に備える――。「構想」は

実現するかにみえた。 

 欧州ではドイツが39年の開戦以降、フランスやオランダを占

領し、一時は欧州の覇者になる勢いだった。しかし海軍力が貧弱

で、英本土上陸は現実味がなかった（事実、実現しなかった）。

また、仮にドイツがイギリスを降伏させたとしても、アメリカが

戦意喪失して手を引くという保証はどこにもなかった。大日本帝

国の為政者たちは願望に空想を載せ、蜃気楼（しんきろう）のよ

うな、国民の生命をばくちにかけるような状態だったといえる。 

 米軍が態勢を整え反撃に出ると、日本軍はたちまち劣勢に。フ

ィリピンは米軍に奪還され、サイパンなどのマリアナ諸島も奪わ

れた。同諸島の基地を飛び立った米軍の戦略爆撃機B29は無差

別爆撃で日本本土を焼き尽くした。45年3月、東京都心から南

に1300キロ弱に位置する硫黄島が米軍に奪われたが、米戦闘機

なら数時間で東京に到着する距離。同年 6 月には沖縄が占領さ

れ、敗戦はもはや時間の問題だった。 

2度の「聖断」とは 

 そんな折、同年7月26日にアメリカとイギリス、中国によっ

て発せられたのがポツダム宣言だ。「日本国国民を欺まんし、世

界征服の挙に出させた権力及び勢力の永久除去」「戦争犯罪人の

処罰と、民主主義的傾向の復活強化の障がいの除去」などの文言

が並んでいた。 

 日本政府は当初これを黙殺していた。軍部はあくまでも強硬姿

勢。だがこれ以上続けるべきではないという認識が政府内で共有

されつつあり、できるだけ有利な条件での和平を模索するように

なった。その一環が、元首相、近衛文麿を天皇の特使としてソ連

へ派遣することだ。背景には日ソ中立条約があり、ソ連は対ドイ

ツ戦での勝利が確実で国際的な発言力を増していた。日本はソ連

を利用し、米英など連合国との和平を進めようとしていたのだ。 

 しかし実際は、既… 

残り3355文字（全文4783文字） 

 

淡い恋心も…戦争に奪われた青春 名古屋の95歳女性、体験を

本に 

毎日新聞 2021/8/15 10:38（最終更新 8/15 10:38） 

尋常小学校1年の記念写真（前から3列

目、左から4人目が貝谷さん）＝貝谷さん提供 

 「昭和20年3月19日、私の姑（しゅうとめ）になるだろう

人は、息子が戦死したことを告げて、その夜の空襲で鶴舞公園で

爆死してしまいました」－－。名古屋市在住の95歳の女性が8

月、戦禍の中で過ごした青春時代の記憶をまとめた本「戦争と私」

（桜山社）を出版した。淡い恋心や日常のささやかな楽しみを軽

妙洒脱（しゃだつ）に、それらが奪われていく無情さを辛辣（し

んらつ）につづっている。 

 著者の貝谷（かいや）アキ子さん（95）は1926年、現在の名

古屋市熱田区生まれ。名古屋女子商業学校を卒業後、女子挺身（て

いしん）隊員として「愛知時計電機」（同区）の近くの工場で働

いた。空襲で家を失い愛知県一宮市に移り、戦後は市内の会社で

定年まで勤め上げた。5年前に故郷の熱田区の老人ホームに入居

した。 

 本にまとめたのは、退職後に文章教室に通い、20 年以上にわ

たり書きためてきたエッセーから戦時を映す話を集めたもの。

「戦争さえなかったらねえ。悔しくてたまらない」と言葉を絞り

出す貝谷さんの話を聞いためいが出版を勧めた。 

著書「戦争と私」（桜山社）を手にする貝谷アキ

子さん＝名古屋市熱田区で2021年8月6日午前9時58分、太

田敦子撮影 

 戦争の足音を聞きながらも子ども時代は楽しい思い出が並ぶ。

てんびん棒を担いでやって来るあめ細工売り。1銭を握ってどれ

を買うか悩み、2銭握る隣の子を恨めしげに眺める。小学1年か

ら背中に弟をおぶって友だちと遊んだ。「私が年齢より足腰が頑

丈なのはいつも赤ちゃんを背負っていたからかもしれない」と思

い返す。 

 「2・26事件」は9歳ながら、ラジオの前の大人たちのただな

らぬ気配を感じた。「戒厳令が出るかもしれない」「御園座（名古

屋にある劇場）へ来る歌舞伎はどうなるんだろう」。当時の大人

たちの反応がつぶさに記されている。 

 戦争は次第にくっきりと姿を現す。近所の美しいゴルフ場の芝

生ははがして軍用機用の飛行場に移され、女学生たちがサツマイ

モ畑に開墾した。 

 兵器補給工場の勤労作業で大砲の火薬を絹袋に詰めた女学校

3年の春。危険な仕事なのに、箸が転んでもおかしい年ごろで私

語を我慢できない。手作りの砲弾に「あれでアメリカとまじめに

戦争したんだなァと今から思うと不思議で滑稽（こっけい）な気

がする」とつづる。 

 エッセーに再三登場し、通奏低音になっているのが幼なじみ

「潔さん」の存在だ。高等商船学校に進学後、休暇で戻る彼から

聞くのはいつも他言無用の厳しい戦況だった。「あなたたちを守

るためにまた船に乗る」と言われ、「どうか彼の乗船命令が出る

前に日本の国から船が一隻も無くなりますように」と祈った。 

 自宅は45年3月、空襲で焼け落ちた。成人式に国から支給さ

れ、潔さんと一緒に飲むため赤いリボンを結んだビールも失った。

焼け跡の整理中に彼の戦死を聞いたのが冒頭の場面だ。 

 貝谷さんは98年に戦没船員の顕彰団体に連絡を取り、潔さん

がベトナム沖で戦死したことを知った。以後何度か追悼式に足を

運んでいる。戦後、独身を選んだ貝谷さんは著書で「未だに、彼
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を恋人と明確に言えるかどうか戸惑ってもいます」と記している。 

 本をまとめ上げた貝谷さんは「みじめな時代でした。みんな兵

隊に行って死んじゃうんですもの。悲しいですよね。戦争ってそ

ういうものです」と静かに振り返る。【太田敦子】 

 

池上彰のこれ聞いていいですか？ 平和祈り、朗読「やらなきゃ」 

今回のゲスト 俳優・吉永小百合さん（その1） 

毎日新聞 2021/8/15 東京朝刊 有料記事 

池上彰さんと対談する俳優の吉永小百合さん

＝東京都中央区で、竹内紀臣撮影 

 ジャーナリストの池上彰さんが各界の著名人に話を聞くシリ

ーズで、終戦記念日を前に俳優の吉永小百合さんとの対談が実現

した。長年取り組んでいる平和祈念の朗読活動への思いや、公開

中の映画「いのちの停車場」で在宅医療専門医を演じ、命の大切

さを改めて見つめ直したことに話は及んだ。 

 池上 命の大切さということで言えば、私は毎年、8月6日に

広島、9日に長崎の平和式典の中継に携わっていますが、体力的

に出席できる方がどんどん減っていて間もなく原爆の被害体験

を話せる人がいなくなってしまう。どう伝えていくかが課題にな

っています。吉永さんも詩の朗読を通して、体験を伝承しようと

していますでしょう。 

 吉永 子どもの頃は原爆のことはよく知りませんでした。第五

福竜丸が巻き込まれたビキニ環礁の水爆実験は 9 歳ぐらいだっ

たと思いますが（被ばくし半年後に亡くなった）久保山愛吉さん

の容体を、毎日、ラジオで放送していました。そのため核実験の

恐ろしさは子ども心に感じていましたが、原爆は強く意識してい

ませんでした。 

残り1733文字（全文2173文字） 

 

終わらなかった「戦争」 被爆者の遺体解剖、元看護生徒が初証

言 

毎日新聞 2021/8/15 05:00（最終更新 8/15 05:00） 

看護生徒として手伝った被爆者の病理解剖につい

て語る梶川道子さん＝鳥取市で2021年8月3日午後0時2分、

平川哲也撮影 

 1945年 8月 15日に太平洋戦争の終結を知らされても、鳥取

市に住む梶川道子さん（92）の「戦争」は終わらなかった。当時

16 歳の看護生徒は直後に広島入りし、被爆した遺体の病理解剖

を手伝った。米軍による同 6日の原爆投下から 4 カ月以内に行

われた被爆者の解剖は 100 例を超えるが、看護生徒の協力を伝

える資料は少ない。「話しておかなければ、忘れられてしまう」。

15日の終戦の日を前に、初めて詳細を語った。 

トラックの荷台に乗り、焼け野原へ 

 梶川さんが被爆者健康手帳を取る際に入手した、文書の写し。

日本赤十字社鳥取支部の用箋には45年8月19日付の立案で「救

護班派遣伺」とあり、別紙「鳥取第二班編成名簿」には看護婦長

ら21人の中に「小林道子」の名前が見える。梶川さんの旧姓だ。

「見るたびによみがえる。解剖室は焼き場に近く、常に死臭が漂

っていた」。76年前のあの日を振り返った。 

 玉音放送がラジオで流れた45年8月15日、鳥取赤十字病院

（鳥取市）に併設された養成所で学ぶ看護師の卵だった。「国の

ため、人のために働きなさい」。父の言葉を胸に、郷里の鳥取県

勝部村（現鳥取市）を離れて1年余り。病院の廊下で終戦を知っ

た梶川さんは「よかった」と思った。戦傷病者が減るとも考えた。

だが、広島への派遣要請は来る。「人のために働く」。その使命感

を再びたぎらせた。 

 8月20日朝、汽車で鳥取をたち、その夜に広島へ到着。明く

る朝にトラックの荷台に乗り、一面の焼け野原に延びる道を進ん

だ。 

 その行き先を梶川さんは陸軍少年船舶部隊と記憶するが、「広

島原爆戦… 

残り1469文字（全文2129文字） 

 

種子島で中学校舎全焼、空襲の見張り役に 「平和の俳句 2021」

応募作品より 

東京新聞2021年8月15日 06時00分 

 きょう１５日は戦後７６年の終戦の日です。コロナ禍の日曜に

迎えました。戦争を考えて、平和を思うこの日、本紙は今年も読

者の皆さんから寄せられた「平和の俳句」をお届けします。 

敗戦の報を知らせた友が逝く 

 上園与三郎さん（さいたま市南区） 

終戦を迎えた種子島の地図を手に当時を振り返

る上園与三郎さん＝さいたま市南区で 

「戦争が終わって良かった。親友のヒサシもホッとした表情でし

た」。上園与三郎さん（８９）＝さいたま市南区＝は種子島（鹿

児島県）で旧制中学１年だった終戦当日の記憶を詠んだ。 

 父親を病気で亡くし、１９４２年５月、大阪から母親の実家が

ある種子島の西之表町（現西之表市）に母親と姉、妹とともに移

り住んだ。 

 だが種子島も空襲を受けた。４５年３月から、米軍機が爆撃や

機銃掃射を繰り返した。低空で飛ぶグラマン戦闘機の大きな機体

と爆音におびえた。４月に入学したばかりの種子島中学の校舎は

焼夷弾で全焼。炎に包まれ焼け落ちる姿が、目に焼き付いている。 

 「『鬼畜米英』という気持ちが強くなった」。自宅は被害を免れ

たが、庭には薬きょうがいくつか落ちていた。３歳年下の妹は県

北部の大口町（現伊佐市）に学童疎開した。 

 学び舎を失った中学生は空襲の見張り役を任された。高台にあ

る空き家の官舎から空を見上げ、米軍機が来たら町役場に電話で

連絡する任務。役場は警報を鳴らし、避難を促す。 

 広い空と海を見渡せる高台の官舎で、生徒は交代で見張り役を

務めた。上園さんも２度ほど「米軍機が来た」と役場に伝えた。 

https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=124356&pid=430246&rct=national
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 ８月１５日も任務に就いていた。米軍機の姿はなく、セミの鳴

き声が響いていた。そこにやってきたのがヒサシだった。「戦争

が終わった。日本は負けた」。下宿先から急いで伝えに来てくれ

たのだった。 

 米軍が沖縄に上陸し、広島、長崎には原爆が落とされた。上園

さんは「種子島もやられるのではと覚悟していた。終戦と知って

安心した」と振り返る。 

 種子島高校を卒業した上園さんは東京の大学へ。ヒサシは地元

に残り、農業と牛乳販売の仕事を続けた。なかなか会えなかった

が、島に帰省した時は近況を語り合った。ヒサシが病気で亡くな

ったと同級生から電話で知らされたのは、今年５月。既に葬儀は

終わり、別れの言葉を交わすことはできなかった。 

 忘れられない終戦の日。「あれから７６年、同じ時代を生きて

きた。むなしさ、寂しさ、悲しさ…、いろんな思いが込み上げて

きます」（土門哲雄） 

 

戦争なき今、理科の知識「命守るために学べる」 「平和の俳句 

2021」応募作品より 

東京新聞2021年8月15日 06時00分 

 きょう１５日は戦後７６年の終戦の日です。コロナ禍の日曜に

迎えました。戦争を考えて、平和を思うこの日、本紙は今年も読

者の皆さんから寄せられた「平和の俳句」をお届けします。 

理科学ぶ命を守るため学ぶ 

 太幡
たばた

琉美花
るみか

さん（埼玉県皆野町） 

入選句に込めた思いなどを語る太幡琉美花さん

＝埼玉県皆野町で 

 「地震について学ぶのは、大切な人の命を守るためなんだよ」。

理科の授業で先生が言ったこのひと言が、太幡琉美花さん（１５）

＝埼玉県皆野町＝が入選句を詠むきっかけになった。昨春、新型

コロナウイルス感染拡大に伴う一斉休校が始まる直前の時期だ

った。「ウイルスという見えない敵と闘うのも理科なんだよ」と

いうメッセージも強く印象に残った。 

 俳句をつくり始めたのは小学２年生の頃。母真由美さんの勧め

で町の広報紙に投稿を始めた。題材は主に学校生活。〈花冷えや

セーラー服の重いこと〉〈進級や心許なき朧月〉〈理科テスト光の

反射冬の虹〉〈衝撃波放ち荒ぶれはたた神〉―。その時々の気持

ちや学んだこと、季節の自然に着想を得て詠んできた。 

 作句は毎月末、その月にあった出来事を振り返りながら、日記

をつけるような感覚で言葉を紡いでいく。「掲載されるとうれし

いから、ずっと投稿を続けてきた」 

 皆野町は故金子兜太さんの出身地。町のあちこちに句碑が立ち、

太幡さんが通う町立皆野中学校の校歌の作詞者でもある。皆野小

３年の時に町で開かれた金子さんの誕生日を祝う会では花束を

渡し、握手も交わした。「兜太先生の存在は身近に感じてきた」

という。 

 太幡さんは戦争体験者らの話を直接聞いたことはないが、本を

読んだり、インターネットで調べたりしている。「理科の知識は

兵器にも爆薬にも使われる。命を守るために理科を学べるのは、

今が平和だからなんだなって、この句をつくって、そう思ってい

ます」 

 日々の授業も含め、理科を学ぶ楽しさが、自分の中でますます

広がっているのを実感しているという。（久間木聡） 

 

いつ息子が帰ってきても… 母は信じ続けた 「平和の俳句 

2021」応募作品より 

東京新聞2021年8月15日 06時00分 

 きょう１５日は戦後７６年の終戦の日です。コロナ禍の日曜に

迎えました。戦争を考えて、平和を思うこの日、本紙は今年も読

者の皆さんから寄せられた「平和の俳句」をお届けします。 

「裏口を開けて子を待つ敗戦忌」 

 中林秋江さん（横浜市金沢区） 

平和の俳句を詠んだ中林秋江さん＝長野県

小川村で 

 戦争が終わってから何年もの間、伯母は夜も家の鍵をかけなか

った。特攻隊員として出撃し、戦死の知らせが届いた息子が、万

が一にも帰ってきたとき、入ってこられるように。 

 横浜市金沢区の中林秋江さん（７１）は幼少期を長野県小川村

で過ごした。近くで暮らしていた伯母の和田与奈さん宅に、次男

照次
てるじ

さんの遺影があったのは覚えている。伯母が生還を信じて

待っていたことは、親族がまとめた追想集を最近手にするまで知

らなかった。 

 照次さんは旧制専門学校生だった２０歳で入隊。特別操縦見習

士官に採用され、一人前の戦闘機乗りになるための厳しい訓練を

受けた。１９４５年６月６日、６機編隊の４番機として鹿児島・

知覧の陸軍特攻基地から沖縄に出撃し、二度と帰らなかった。ま

だ２１歳だった。 

 戦死から間もなく、「御両親に何ら報ゆる処なくして征くを、

非常に遺憾と致します」と記された遺書が届いた。でも、与奈さ

んは死を受け入れなかった。 

 中林さんは、与奈さんが９２年に亡くなるまで、戦争の話は聞

いたことがない。「大事な息子の帰りを待ち続け、戻らないこと

を受け止めるまで、どんなに苦しかっただろう」。伯母の笑顔に

隠された深い悲しみを１７文字に込めた。「戦争は誰も幸せにし

ない」  

特攻隊員だった和田照次さんと兄芳郎さんの供

養塔に手を合わせる中林秋江さん＝長野県小川村で 

◆どんなに生きたかったか 

 特攻隊員として２１歳で戦死した和田照次さんの帰りを、長野

県小川村で待ち続けた母の与奈さん。本紙に「平和の俳句」を寄

せた与奈さんのめい、中林秋江さんと８月上旬に小川村を訪ねる

https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=124348&pid=430243&rct=national
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=124342&pid=430244&rct=national
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=124342&pid=430245&rct=national
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と、照次さんの妹ともいさん（８８）が迎えてくれた。 

 山あいにある旧家には、与奈さんや照次さんの遺影が飾られて

いる。照次さんは大の読書好きで、優しい性格だったという。「母

は兄がいつ帰ってきてもいいように、衣類をそろえて待っていま

した。必ず帰ってくると信じて」。ともいさんは、玄関を見やり

ながら振り返った。 

 照次さんは鹿児島・知覧に転属になる直前の１９４４年７月、

故郷の小川村に帰省した。遺書にはその時の思い出が書かれてい

る。「あの時、夏の清々しい夕べ、明るい燈の下で皆様と楽しく

お話しした時の事はいつも忘れませんでした」 

 記者が旧家を出ると夏空が広がっていた。近くに供養塔があり、

きれいに磨かれた石碑に詩が刻まれていた。 

 功名何ぞ夢の跡 

 消へざるものは唯誠 

 消えないのは誠の心―。犬養毅首相（当時）が殺害された５・

１５事件に関わった海軍中尉、三上卓が作詞した「青年日本の歌

（昭和維新の歌）」の一部だ。追想集によると、照次さんが出撃

４日前の夜、同じ第１６５振武
しんぶ

隊に所属しプロ野球選手だった

渡辺静少尉のノートにメモを書き残していた。 

 与奈さんがメモの存在を知ったのは８４年。渡辺少尉の遺族が

ノートからメモのページを切り離し、届けてくれた。思いがけず

手にした照次さんの片りんを、与奈さんは「骨が帰ってきたよう

だ」と泣いて喜んだという。 

 ともいさんは照次さんだけでなく、上の兄の芳 郎
よしろう

さんも戦

争で失った。「兄たちのことを考えると胸がいっぱいになる。戦

争は絶対にやってはいけない」 

 中林さんは「戦争をした当時とコロナ禍で五輪を強行した今が

重なる気がして怖い」とつぶやく。「照次さんは、どんなに生き

たかっただろう」。戦争に命を奪われた青年と家族が負った悲し

みを思い、供養塔に静かに手を合わせた。 （三宅千智） 

 

戦争体験を若者が語り継ぐオンラインイベント 

ＮＨＫ2021年8月15日 5時42分 

 

戦争を体験した世代が少なくなる中、終戦の日を前に、戦争の記

憶を若者が語り継ぐオンラインのイベントが14日夜開かれ、高

校生や大学生が自分の身近な人たちの戦争体験を語りました。 

このイベントは、戦争を体験した人たちの証言を伝える活動をし

ている若者のグループ、「ヒストリーフォーピース」が開き、高

校生や大学生など 3 人が家族や親族から聞き取った戦争体験を

本人に代わって語りました。 

このうち、東京の大学生の金子桃子さんは、現在89歳の祖母が、

13 歳のときに広島で被爆した当日の記憶や、多くの同級生が亡

くなった中で生き残ったことで責められ差別されたという話を

語り「どこか遠いように感じていた差別を祖母が受けていたこと

に驚きました。苦しい思いを聞いたことで祖母との距離が近くな

ったように感じました」と話しました。 

また、山形県の高校3年生の篠永南紬海さんは、78歳の祖母の

体験を紹介し、旧満州生まれで幼いころに父親を失い、母親とと

もに引き揚げたあと、各地を転々としながら生き延びたと語りま

した。 

篠永さんは「祖母は当時の記憶があまりなく曽祖母から聞いて記

憶にとどめいまも子どもたちに語り継ぐ活動を現在も続けてい

ます。今回初めて祖母の話を聞いたことで継承の必要性を改めて

感じました」と話していました。 

グループでは、今後も戦争の記憶を語り継ぐイベントを開き、

SNSなどでも発信することにしています。 

 

しんぶん赤旗2021年8月15日(日) 

女性標的 許すな 新宿で抗議スタンディング 

（写真）フェミサイドに抗議するス

タンディングデモ参加者＝１４日、東京・新宿駅西口 

 小田急線内で発生した事件をきっかけに、「女性を標的にした

憎悪犯罪を許すな」という怒りと連帯の声が広がっています。東

京・新宿駅前では１４日、雨のなか抗議スタンディングが取り組

まれ、「私たちは黙らない」とアピールしました。 

 スタンディングは、市民有志が呼びかけました。そのひとり、

ライターの石川優実さんは、今回の事件は明確に女性を狙った憎

悪犯罪（フェミサイド）だと指摘。一方で、そのことを否定する

言動も目立つとのべ、「だからこそ、私たちは声をあげ続けない

といけない」と語りました。 

 参加した市民もスピーチしました。「この事件は、日本社会に

根強くある女性差別が根底にある」「女性も男性も連帯して、許

さないという声をあげていこう」と訴えました。 

 事件をめぐって容疑者は、「仕事で女にあごでつかわれ、女に

恨みを持っていた」などと供述しています。 

 

しんぶん赤旗2021年8月15日(日) 

「必要のない命は軽い」とヘイト発言 ＤａｉＧｏ氏は謝罪を 

４団体が緊急声明 

 「メンタリスト」を名乗るタレントのＤａｉＧｏ（ダイゴ）氏

が、動画共有サイト「ユーチューブ」の動画で生活保護利用者や

ホームレスの人に対するヘイト発言を繰り返した問題で、生活保

護問題対策全国会議、つくろい東京ファンドなど４団体は１４日、

発言の明確な撤回と謝罪などを求める緊急声明を発表しました。 

 同氏は７日公開の動画で「生活保護の人が生きてても僕は別に

得しない」「自分にとって必要のない命は軽い。だからホームレ

スの命はどうでもいい」など命をおとしめる発言をしました。ホ

ームレスの人に対し「いない方がよくない？」「正直、邪魔」な

どとのべ、社会からの排除や抹殺まで示唆しました。 

 ネット上で批判が殺到し、厚生労働省の公式ツイッターアカウ

ントは「生活保護の申請は国民の権利です」とツイート。Ｄａｉ
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Ｇｏ氏は１３日、謝罪する動画を公開し、問題の動画を削除しま

した。 

 緊急声明は同氏の差別発言について「人の命に優劣をつけ、価

値のない命は抹殺してもかまわない、という『優生思想』そのも

の」で容認できないと批判。路上生活者への襲撃事件が後を絶た

ない中、さらなるヘイトクライム（憎悪犯罪）を誘発する危険の

ある悪質な発言と断じました。 

 ユーチューブのチャンネル登録者数２５０万人と影響力の大

きい同氏の発言が、ホームレス状態の人への偏見を助長し排除を

誘導すること、生活保護への市民の忌避感を強め、生活困窮者を

間接的に死に追いやる効果を持つと指摘しています。 

 同氏が発言を「謝罪」しても生活保護制度への根本的な理解を

欠いていることに変わりないとして、動画がヘイトスピーチに該

当する内容だと真に理解した上で改めて発言を反省し、撤回・謝

罪するよう求めました。 

 


