連盟だより（２０１６年７月・８月）

専務理事

新井光雄

Ⅰ、国内外の動き
★ 自民党三役固まる
安倍首相は８月１日、３日に行う内閣改造・自民党役員人事の骨格を固めた。
党三役では、自動車事故で入院中の谷垣幹事長の後任に二階前総務会長（77）を充て、総務
会長には細田博之前幹事長代行（72）を起用する。
政調会長には茂木敏光前選挙対策委員長（60）を就ける人事を固めた。
★ EEZ 着弾に危機感
－首相「重大な脅威」－
日本政府は３日、北朝鮮が中距離弾道弾ミサイル「ノドン」（射程約 1300 ㌔）とみ
られるミサイルを日本の排他的経済水域（EEZ)に着弾させたことを強く非難するとともに、
ミサイルの性能を向上させているとみて警戒感を強めている。
★ 第３次安倍再改造内閣
－首相「経済が最優先」－
第３次安倍再改造内閣が３日夕、皇居での認証式を経て発足した。
菅官房長官や麻生副総理兼財務相ら主要閣僚が留任する一方、経済産業相に起用された世
耕弘成前官房副長官ら８人が初入閣した。
防衛相に就いた稲田朋美自民党前政調会長は当選４回で２度目の入閣を果たした。
安倍首相は「未来チャレンジ内閣」と命名。
★ リオ五輪開幕
第 31 回夏季五輪リオデジャネイロ大会が５日（日本時間６日）開幕し、南米大陸初
となる祭典が始まり、21 日までの 17 日間にわたる熱戦が幕を開けた。
史上最多の 205 か国・地域から１万人を超える選手が参加を予定。
28 競技 306 種目が実施され、2020 年東京大会を控える日本は 27 競技に出場し、選手は
338 人に上る.
★ 中国尖閣で挑発激化
－漁船、数百隻・
「主権」既成事実化狙う－
東シナ海の尖閣諸島（沖縄県石垣市）周辺での中国海警局の公船などによる挑発行動

がエスカレートしている。
尖閣諸島周辺の接続水域内に入った中国公船は７日、過去最多の 13 隻に上り、公船周辺で
は数百隻の漁船が航行する異例の事態となっている。
日本政府は、公船が漁船を保護する形で、中国が尖閣周辺海域の「主権」をアピールし、既
成事実化を進めているとみて、対応を検討している。
★ 天皇陛下、生前退位の意向示唆
天皇陛下は８日、国民に向けたビデオメッセ－ジで、
「高齢となった天皇の望ましい
在り方」についての考えを発表された。
82 歳の陛下は数年前から高齢による体力の低下を感じ、「象徴の務めを果たしていくこと
が、難しくなるのではないか」と案じていると語り、終身天皇を前提とする制度の問題点に
触れて生前退位の意向を示唆された。
宮内庁によると、皇太子さまと秋篠宮さまも陛下のお考えを了承されている。
安倍首相は同日、陛下のお言葉について「重く受け止める」と述べた。政府は法整備に向け
た議論に着手する方針だ。
★ 71 回目原爆忌
広島は６日、長崎は９日、71 回目の原爆忌を迎えた。
広島では広島市中区の平和記念公園で午前８時から、平和記念式典（原爆死没者慰霊式・平
和祈念式）が開かれ、参列者約５万人が犠牲者を悼み、平和への誓いを新たにした。
松井一実市長は平和宣言で、今年５月に現職で初めて広島を訪問したオバマ米大統領の声
明の一部を引用し、核兵器廃絶へ、情熱を持ち、世界が連帯して行動を起こすよう呼びかけ
た。
長崎では長崎市の平和公園で長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典が行われ、被爆者や遺族ら
約 5600 人が参列して犠牲者を悼んだ。
田上富久市長は平和宣言で、５月にオバマ米大統領が広島を訪れたことを踏まえ、各国首脳
に被爆地訪問を要請。
「核兵器のない世界」の実現に向け、英知を結集するよう呼びかけた。
式典には、安倍首相のほか、被爆 70 年だった昨年に次いで多い 53 か国・地域と欧州連合
（EU)の代表が参列。
首相はあいさつで、
「悲惨な経験を二度と繰り返させてはならない」と述べた。
★ 伊方原発３号機再稼動
四国電力は 12 日、伊方原子力発電所３号機（愛媛県伊方町）を再稼動させた。
東京電力福島第一原発事故を受けて 2013 年に策定された新規制基準の下での再稼動は５
基目。

このうち、現在動いている原発は九州電力川内原発１，２号機（鹿児島県）だけで、伊方
原発は３基目となる。
★ 戦後 71 年平和の誓いー終戦の日
－天皇陛下「深い反省」－
終戦記念日の 15 日、東京都千代田区の日本武道館で全国戦没者追悼式が開かれ、先
の大戦で犠牲になった 310 万人の戦没者をしのんだ。
戦後 71 年を迎え、式への出席を事前に登録した戦没者の妻が初めて１桁台となる７人にと
どまるなど、戦争の記憶の風化が懸念される中、幼い子供たちも参列した。
追悼式には天皇、皇后両陛下をお迎えし、遺族の代表者ら約 6000 人が参列した。
天皇陛下は「過去を顧み、深い反省とともに、戦争の惨禍が再び繰り返されないことを切に
願います」と、昨年初めて触れた「深い反省」との表現を今年も盛り込まれた。
８日に生前退位の意向を示唆するビデオメッセージを公表して以降、初めてとなる公の場
でのお言葉だった。
★ 戦没者慰霊大祭と追悼中央国民集会
終戦記念日の行事として全国戦没者慰霊大祭（「英霊にこたえる会」主催）と、第 30
回戦没者追悼中央集会（
「英霊にこたえる会」
「日本会議」共催）が例年どおり靖国神社境内
で盛大に行われた。
この集会には、寺島会長（
「英霊にこたえる会」会長兼務）が主催者代表ととして挨拶され
たほか、多数の会員が参加し、慰霊の誠をささげた。
集会では、主催者等から総理大臣の靖国神社参拝の定着と天皇陛下のご神拝への道が開か
れることが強く要望された。
★ 高市氏・丸川氏靖国参拝
－首相、私費で玉串料奉納－
高市総務相と丸川五輪相は終戦記念日の 15 日、東京・九段北の靖国神社を参拝した。
安倍首相は参拝を見送り、中国や韓国への配慮をにじませた。
閣僚では山本農相が６日、今村復興相が 11 日に参拝し、15 日には萩生田光一官房副長官も
参拝した。
★ トルコテロ５１人死亡
トルコ南部ガジアンテップで 20 日、大きな爆発があった。
エルドアン大統領は 21 日、51 人が死亡、69 人が負傷したことを明らかにした。
12～14 歳の未成年者による自爆テロだったとみられるとし、イスラム過激派組織「イスラ
ム国」による犯行の可能性に言及した。

★ リオから東京へ
－17 日間熱戦に幕－
リオでジャネイロ五輪最終日の 21 日、閉会式が行われ、南米初の五輪が幕を閉じた。
史上最多の 205 か国・地域、難民選手団などから計１万人以上の選手が出場し、28 競技 306
種目で、17 日間にわたって熱戦を繰り広げた。
日本が獲得したメダルは、金 12、銀８、銅 21 の合計 41 個、前回ロンドン大会の 38 個を
上回る過去最多だった。
★ イタリア地震死者 159 人に
イタリア中部で 24 日未明に発生したマグ二チュード（Ｍ）6.2 の地震による被害は
拡大し、政府の集計では死者が 159 人となった。
石造りの建物が崩れて多くの住民が下敷きになっている模様で、クレーン車によるがれき
の撤去と救助作業が夜を徹して続けられた。
★ 日中外相会談
－尖閣沈静化を要求－
岸田外相は 24 日、中国の王毅外相と外務省で会談し、尖閣諸島（沖縄県石垣市）周
辺で中国公船が領海侵入などを繰り返していることに抗議し、事態の鎮静化を要求した。
王氏は、両国が状況の悪化を防いで日中関係の改善につなげていくべきだとの考えを
示した。

★ 元慰安婦に１人 1000 万円
日本政府は、韓国政府が元慰安婦を支援するために設立した財団の事業として、元慰
安婦１人につき１億ウオン（約 1000 万円）を支出することで韓国側と合意したと発表。
日本政府は今年度予算の予備費から 10 億円を拠出することを閣議決定（24 日）。
★ 築地移転延期を表明
東京都の小池知事は、11 月７日に予定していた築地市場（東京都中央区）の豊洲市
場（江東区）への移転を延期すると発表（31 日）
。
★ 日中関係改善へ努力
主要 20 か国・地域（G20）首脳会議出席のため杭州を訪れている安倍首相は９月５
日夜、中国の習近平国家主席と約１年５か月ぶりに会談した。
両首脳は、日中関係の改善に向けて努力することで一致した。

自衛隊と中国軍の偶発的な衝突を防ぐ防衛当局間の「海空連絡メカニズム」の運用開始を急
ぐことでも一致した。
ただ、中国が東シナ海や南シナ海での海洋進出を自制する気配はなく、緊張緩和につながる
かどうかは依然、不透明だ。
★ 北、EEZ に３発
－首相、
「重大な脅威」－
日本政府は５日、北朝鮮が同日午後０時 13 分頃、同国南西部の黄海北道・黄州付近
から日本海に向けて弾道ミサイル３発を発射したと発表した。
ミサイルはいずれも北海道の奥尻島沖約 200～250 ㌔の日本の排他的経済水域（EEZ)内の
ほぼ同じ地点に落下した。
北朝鮮が発射したミサイルの弾頭部分が日本の EEZ 内に落下したのは８月３日以来、2 回
目。
★ リオパラリンピック開幕
第 15 回夏季パラリンピック・リオデジャネイロ大会が７日（日本時間８日）、開幕し
た。
159 の国・地域と初めて結成された難民選手団が参加した開会式がマラカナン競技場で行わ
れ、日本は旗手を務めた車いすテニスの上地結衣（22）
（エイベックス）を先頭に、選手や
役員ら約 120 人が日の丸の小旗を振りながら入場行進した。
★ 「核弾頭

爆発成功」

－北朝鮮５回目核実験－
北朝鮮は９日午後１時（日本時間午後１時半）、朝鮮中央テレビで「核弾頭の威力判
定のための核爆発実験が成功裏に行われた」との声明を伝え、核実験の実施を発表した。
北朝鮮の核実験は今年１月６日以来で、通産５回目となる。
核弾頭の実験実施に言及したのは初めてだ。
核弾頭を搭載した弾道ミサイルの実戦配備に近づいた可能性が大きく、日本や韓国などに
とって脅威が一段と」増大した。
★ 安保理北制裁強化へ
国連安全保障理事会は９日午後（日本時間 10 日午前）、北朝鮮の核実験を受けて、
「過去の安保理決議の明確な違反だ」として強く非難する報道機関向けの声明を発表し、制
裁強化についての協議を開始した。
米国や日本の国連大使は、新たな決議による制裁強化を目指す決意を表明。
北朝鮮包囲網の強化に向け、今後、中国などとの協議を本格化させる。

★ 民進新代表に蓮舫氏
民進党は 15 日、東京都内で開いた臨時党大会で党代表の投開票を行い、新代表に蓮
舫氏（48）を選出した。
任期は 2019 年９月末までの３年間で、低迷する党勢を回復させ、政権交代を目指す。
女性や参院議員が代表になるのは民主党時代を含めて初めて。
★ ＮＹで爆発 29 人負傷
米ニューヨーク・マンハッタン南西部のチェルシー地区の路上で 17 日午後８時半
（日本時間 18 日午前９時半）頃、爆発が起き、１人が重症を負うなど計 29 人がけがをし
た。
その後、現場から数百㍍離れた場所で、爆発物のような不審物も見つかった。
17 日朝には隣接するニュージャージー州でも爆発事件が発生しており、連邦捜査局（FBI）
など警察当局は連続爆破事件の可能性もあるとみて捜査を始めた。
Ⅱ、連盟の動き
〇 執行役員会
９月７日（水）
国民運動の実施結果
賛助会員の納入状況
ブロック研修会について
女性部全国研修会について
海外研修について
雑誌「郷友」の編集構想
事務局・研究所関係
〇 安保フォーラム（９月５日）
演題 「平成２８年度防衛白書について」
講師 山野 徹氏（防衛省大臣官房企画評価課長）

