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イラク戦争の無法ー戦斗部隊撤退とテロの続発と

8･7～8 イラクーテロ続発、少なくとも計55人死亡、250人以上負傷（8・9Ａ夕）

⇒8・4 アフガン戦死者 2000 人ー民間団体「アイカジュアルディーズ」、ア

フガン展開の米軍その他の兵士の死者数 01・10 戦争開始以降の累計が 8・

14までに2000人超え2002人に／09年は521人、今年はすでに434人／国

別死者ー米軍1226人、英軍331人、カナダ軍151人‥（8・15Ａ）

⇒8・17バグダッドで自爆テロー61人死亡、124人負傷（8・18Ａ）

⇒8・18 米軍戦斗部隊撤退ーイラク駐留米軍の最後の戦斗部隊 6000 人が撤

退開始ー8･末までに全部隊の撤退方針（オバマ政権）／米軍ー07 年当時最

大 17 万 1000 人ー戦斗部隊撤退完了後の駐留米軍 5万 6000 人→→9月以降

イラク治安部隊の訓練と支援目的で 5 万人が駐留／イラクでの米軍死者

4400人に（8・19Ｍ夕）

→8・20Ａ「戦斗部隊イラク撤退全米中継、オバマ政権『順調』演出ー中間

選挙を意識ーやまぬテロ、政治空白続く」

8・8 長野県知事選ー阿部守一候補（民、社、国推薦）当選362,903、腰原愛正候

補（自）357,882、松本猛候補189,793－投票率52.7％（前回65.98％）

8・9 最高裁国民審査提訴ー米ニューヨーク在住日本人男性 2 人、国に対し、次

回国民審査で投票権を有することの確認を求める訴訟（東京地裁）－海外

在住を理由に投票できなかった事案で←4月・上海在住の日本人男性も、同

様訴訟を提起（8・10Ｍ）

核廃絶に逆らう勢力に喝！ー長崎の平和宣言

8・9 長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典ー英仏イスラエル含む 32 カ国代表参加

（米ルース大使不参加）、1年間の死亡確認3114人、死没者累計15万 2276

人ー菅首相も「あいさつ」

⇒田上富久市長「平和宣言」読み上げ（8・9Ａ夕）
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「‥核保有国の指導者の皆さん『核兵器のない世界』への努力を踏みにじ

らないでください。‥核保有国が核軍縮に誠実に取り組まなければ、それ

に反発して、新たな核保有国が現れて、世界は逆に核拡散の危機に直面す

ることになります。ＮＰＴ体制は核兵器保有国を増やさないための最低限

のルールとしてしっかりと守っていく必要があります。‥

核兵器廃絶へ向けて前進させるために、私たちは、さらに新しい条約が

必要と考えます。‥全ての国に、核兵器の製造、保有、使用などの一切を

平等に禁止する『核兵器禁止条約』を私たち被爆地も強く支持します。‥

被爆から65年が過ぎた今年、政府は『核密約』の存在を明らかにしまし

た。非核三原則を形骸化してきた政府の対応に、私たちは強い不信を抱い

ています。さらに最近、ＮＴＰ未加盟の核保有国であるインドとの原子力

協定の交渉を政府は進めています。これは、被爆国自らのＮＰＴ体制を空

洞化させるものであり、到底、容認できません。

日本政府は、なによりもまず、国民の信頼を回復するために、非核三原

則の法制化に着手すべきです。また、核の傘に頼らない安全保障の実現の

ために、日本と韓国、北朝鮮の非核化を目指すべきです。『北東アジア非核

兵器地帯』構想を提案し、被爆国として、国際社会で独自のリーダーシッ

プを発揮してください。‥」

→8・9Ａ夕「非核の道閉ざすな、長崎原爆の日ー日印協定に危機感」「長崎

の記憶世界へー証言50時間託された」／Ｍ「65年の祈り、長崎原爆の日ー

核廃絶の努力踏みにじらないでー市長、保有国を批判」「語り継ぐ誓い」「非

核の心次代へー遺族が手記や講演」

⇒8・9 原水爆禁止 2010 世界大会・長崎（長崎市民会館、2000 人参加）－

核兵器廃絶条約の速やかな交渉開始を求める「手紙」を採択、「核の傘」か

らの離脱を日本政府に迫る（8・10Ｈ）

→8・10各紙社説

●Ａ「廃絶への道ー核依存症から抜け出そう」

●Ｈ「原水爆禁止世界大会ー廃絶条約もとめる世論強化を」
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日韓併合 100年ー菅首相談話で免罪されるか

8・10 日韓併合百年「首相談話」を閣議決定

＜談話＞

「本年は日韓関係にとって大きな節目だ。ちょうど 100 年前の 8 月、日韓

併合条約が締結され、以後36年に及ぶ植民地支配が始まった。3・1独立運

動などの激しい抵抗にも示されたとおり、政治的・軍事的背景の下、当時

の韓国の人々は、その意に反して行われた植民地支配によって、国と文化

を奪われ、民族の誇りを深く傷つけられた。

‥この植民地支配がもたらした多大の損害と苦痛に対し、ここに改めて痛

切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明する。‥

‥私はこの大きな歴史の節目に、日韓両国のきずながより深く、より固い

ものとなることを強く希求するとともに、両国間の未来を開くために不断

の努力を惜しまない決意を表明する。」（8・10各紙夕刊）

→8・11各紙社説

●Ａ「併合100年談話－新しい日韓協働の礎に」

●Ｍ「併合100年談話ー未来へ向け日韓の礎に」

●Ｙ「日韓併合談話ー未来志向の両国関係に弾みを」

●Ｔ「日韓併合談話ー歴史を胸に刻み未来へ」

9 月の民主党代表選を控えー菅首相の再選戦略

8・10 Ａ（世論調査）8・7～8電話調査 1960人回答（57％）

①菅内閣ー支持37％、不支持43％

②民主代表選ー菅首相続投がよい56％、交代した方がよい27％

③菅首相は小沢一郎氏との距離ーおいたほうがよい 69％、提携した方がよ

い16％

④消費税引上げー賛成41％、反対47％

⑤昨年の衆院選で政権交代が起きたことー良かった 68％、よくなかった
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20％

⑥民主政権の 1 年の仕事振りー大いに評価 2％、ある程度評価 42％、あま

り評価せず45％、全く評価せず10％

⑦民主中心政権の外交・防衛政策の取組みー評価15％,評価せず67％

⑧これまでの行政のムダ減らしの取組みー評価69％、評価せず23％

⑨これまでの官僚依存政治を改める取組みー評価62％,評価せず26％

⑩民主の政治とカネ問題への対応ー評価21％、評価せず67％、

⑪今後も民主政権ー続いた方がよい38％、そう思わない47％

⑫参院選での民主党議席減はー政策中身そのものへ批判 61％、そう思わな

い30％

⑬民主議席減と菅首相の消費税引き上げ発言との関係ー消費税引上げ発言

47％、そうは思わない48％

⑭民主議席減らしの大きな理由はー実行するとの約束が実行できていない

こと69％、そうは思わない24％

8・10 Ｙ（世論調査） 8・6～8電話調査 1056人回答（63％）

①内閣ー支持44％、不支持46％

②今後、菅内閣に優先的に取り組んでほしい課題ー景気・雇用31％、年金・

社会保障28％、消費税など財政再建15％‥

③菅首相の定数削減論（衆院80、参院40）の方針についてー評価70％、評

価しない21％

④落選の千葉法相が在任し続けていることー納得33％、納得できない55％

⑤民主代表選での菅首相の続投ー賛成57％、反対30％

⑥衆院の解散・総選挙ーできるだけ早く28％、急ぐ必要はない67％

⑦自民が再び政権担当することーできるだけ早く16％、担当してよいが当

面は望まない48％、担当してもらいたくない31％

⑧消費税引上げー必要63％、そうは思わない32％

8・10 Ｔ（共同通信） 8・7～8電話方式回答1030人

①菅内閣ー支持38.7％、不支持44.8％
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②消費税引上げー賛成22.6％、どちらかといえば賛成34.5％、どちらかと

いえば反対18.3％、反対23.0％

③千葉法相による死刑執行に関連して、死刑制度にー賛成 45.4％、どちら

かといえば賛成30.5％、どちらかといえば反対10.4％、反対9.1％

④9 月の民主代表選で代表としてのふさわしさ－菅直人 37.2％、前原誠司

14.6％、岡田克也7.8％、小沢 一郎5.3％、原口一博4.7％‥ＤＫ他22.8％

厖大な国の借金・沖縄知事選・円高不況‥

8・10 国の借金900兆円突破（財務省発表）－国の借金（国債、借入金、政府短

期証券合計）、6月末現在904兆 772億円ー09年度ＧＤＰ476兆円の約1.9

倍ー前回発表の3月末から21兆 1538億円増加（8・11Ｔ）

8・11 普天間移設ー仲井真知事、福山哲郎官房副長官と会談（沖縄県庁）－名護

市辺野古移設を決めた日米声明について「県民の強い意向である普天間基

地の県外移設、民主党の昨年の衆院選公約が唐突に変わった」（辺野古移設）

「そのままでは実行不可能」と明言（8・12Ｍ）

→8・12Ｙ「普天間移設、沖縄県に正式説明ー日米合意内容、話し合い進展

なし」

⇒（判明）8・6 北沢俊美防衛相、仲井真知事と会談の際ー「政府としては

仲井真知事に当選していただきたい」と発言（8・13Ａ）

⇒8・13 沖縄、「普天間基地を使用する航空機の飛行中止を求める学内の集

い」（8・14Ｈ）

8・12 Ｙ「円高、一時84円 72銭ー米景気減速で、15年ぶり水準」「米国発ドル安

の波ー円高長期化もー84 円台「消去法」で買われるー輸出頼み企業、『85

円で赤字になる』」／Ａ夕「東証、今年の最安値更新ー東京円も一時 84 円

台」／Ｎ夕「日経平均、年初来安値にー円高で一時9100円割れ、ＮＹ株265

ドル安ー株安・円高、景気圧迫も」

→8・13Ｙ「円高輸出株を直撃、株一時今年最安値ートヨタ・シャープ‥ー
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政策対応求める声」／Ｔ「円高・株安ー景気にＷパンチ、妙手なく対策後

手ー輸出企業を直撃」「㈳政策不在が招く円高ー景気と雇用を考える」

→8・14Ｍ「輸出企業襲う円高ー15年前よりは影響小さく、拠点分散で抵抗

力」

8・13 Ａ「不明 100 歳以上 279 人ー26 県はゼロ、兵庫・大阪に集中ー住民票管理

に差ーホームレス男性『おれも最後は無縁仏』」

→8・18Ｙ「行き場なき遺骨ー親族すらかかわり拒否」

8・13 情報公開訴訟ー大阪地裁（山田明裁判長）、内閣官房報償費（機密費）めぐ

る情報公開訴訟で内閣官房千代幹也・内閣総務官（57）が証言、使途公開

の証言を拒否ー「官房長官が国内外の難しい政策課題を解決するために必

要な情報収集や協力依頼に使う経費」「領収書類は厳重に保管している」「支

出先や領収書類などを明らかに出来ないのは」「相手方は名前が出ない前提

で協力している」「（金額について）（別の相手と）比較されて不満が生じ、

信頼関係が崩れる可能性がある」（8・14Ａ）

→8・14Ａ「機密費核心、口閉ざすー担当官僚法廷証言『運用判断は官房長

官』」／Ｈ「機密費のヤミ浮き彫り、大阪地裁ー担当官僚出廷、使途明かさ

ず、『情報収集に支障』－裁判長『具体的に説明を』『なぜ隠すのか』原告

ら証言批判」

終戦 65周年ー各党各界の対応と空襲被害告発と

8・14 全国空襲被害者連絡協議会結成ー差別なき戦後補償を求めて立法化をすす

める 8・14 集会（東京都台東区、約 300 人参加）－全国 100 以上の都市で

50万人の死者（8・15Ｍ）

→8・15Ａ「空襲被害、国を正すー初の全国組織発足『家族の犠牲謝って』」

「民間人の空襲補償をー20団体が全国組織、援護法目指す」「子孫のために

打破ー『国民は我慢すべき』受忍論」

⇒8・14終戦記念日で各党談話（8・15Ｔ）
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▼核廃絶へ全力

〔民主党〕（枝野幸男幹事長談話）唯一の被爆国として、核廃絶は国民共通

の悲願。国債釈迦いい粘り強く働き掛け、世界の平和のために全力を尽

くす。過去の歴史と正面から向き合い、教訓と反省を未来の平和へつな

げる努力を続ける。

▼平和のため努力

〔自民党〕（谷垣禎一総裁談話）平和は歴史の検証とたゆまぬ努力があって

初めて得られる。日米は安全保障条約を結び、地域の平和と安定に大き

く寄与している。過去の歴史に深く思いを致し、今後も一層の努力を重

ねていく。

▼核抑止発言は遺憾

〔公明党〕（党アピール）核兵器廃絶に向け、新しい風が国際社会に吹き始

めた。菅直人首相が「核抑止力は必要だ」と発言したのは誠に遺憾だ。

平和の党の使命と責任を肝に銘じ、世界平和と人類繁栄に貢献する国づ

くりに全力を尽くす。

▼なおアジアに傷跡

〔共産党〕（位置だ忠義書記局長談話）戦後 65 年が経過したが、日本の起

こした戦禍の傷跡はアジア太平洋の各地にいまだに深く刻まれている。

あらためて世界平和と核兵器廃絶を正面に掲げ、外交問題の交渉による

平和的解決のため奮闘する。

▼戦時体制が残存

〔みんなの党〕（渡辺喜美代表談話）平和と繁栄は尊い犠牲の上に築かれた

ことを心に刻み、二度と戦争への道は歩まないと誓う。戦時体制下で完

成した官僚統制・中央集権がなお残存している。国民主義と真の議院内

閣制確立を決意する。

▼憲法堅持で信頼

〔社民党〕（党声明）日韓併合百年に当り、植民地支配の事実を直視するこ

とで相互理解が可能になる。平和憲法は近隣諸国から評価されており、
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堅持することが信頼の基礎。改憲のため憲法審査会を動かそうとする国

会の動きに反対。

▼追悼行政再建を

〔たちあがれ日本〕（平沼赳夫代表談話）戦後 65 年を経ても首相は堂々と

靖国神社に参拝せず、国に追悼担当の部局もない。戦没者に対する追悼

と顕彰が不十分だ。独立国家にふさわしい追悼行政を再建し、素晴らし

い日本を守り伝えていく。

8・15 第 65回終戦記念日ー各紙社説

●Ａ「65回目の終戦記念日ー『昭和システム』との決別」

●Ｍ「戦後65年終戦の日ー歴史見すえ平和創ろう」

●Ｙ「終戦の日ー平和な未来を築く思い新たに」

●Ｎ「敗戦の教訓をいまに生かしているか」

●Ｔ「歴史は沖縄から変わるー終戦の日に考える」

●サ「終戦から65年ー『壊れゆく国』正す覚悟を、慰霊の日に国難の打開

を思う」

●Ｈ「終戦65周年ー平和の決意を生かしぬく日に」

⇒8・15第65回終戦記念日（政府主催、日本武道館、6000人）

⇒8・15閣僚、靖国参拝なし（8・16各紙朝刊）

／「みんなで靖国神社に参拝する会」（会長・尾辻透久参院副議長）、所属

議員の集団参拝ー衆院 20 人、参院 21 人、計 41 人ー自民 26、民主 11、

たちあがれ日本2人、みんなの党1人、国民新1人（8・16Ａ）

→8・16Ａ「8・15私は思うー『思いを新たにする日』『過去あって今がある』

－『海外の目気にしただけでは』、閣僚全員靖国参拝せずー靖国で追悼が

いい・宗教色ないものを、国立新施設の是非」／Ｍ㈳閣僚参拝ゼローな

お決着遠い靖国問題」

8・15 Ｈ「憲法違反の政党助成金ー世界一高い、イタリアは廃止、英は使途を制

限」ー日本319億 4199万円、ドイツ174億 2300万円、フランス98億円、

イギリス2億 9200万円（年間）
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→8・17Ｈ「第一生命パー券1200万円ー生保業界不払い発覚後の07年度、

自民・民主ら44議員から購入ー貢献度評価？岡田・小沢（鋭）氏の名も」

「保険会社の『保険』－第一生命のパー券購入、水面下で広く系統的にー

元議員証言、各社が事務所訪問も」

→8・20Ｈ(主) 「生保政界工作ー『御用政治家』で恥じぬのか」

日本ＧＤＰ－減速し中国を下まわる

8・16 ＧＤＰ減速、年 0.4％増（内閣府）、2010 年 4～6 月期の国内総生産（ＧＤ

Ｐ）の１次速報値発表ー前期比0.1％増、年率換算で0.4％増（8・16Ａ夕）

→8・16Ｍ夕「成長率鈍化年0.4％増、4～6月期ー個人消費が減速、エコ政

策効果一巡ー3 期連続のプラス」「中国ＧＤＰを下回るー米ドル換算」－日

本の４～6月期のＧＤＰは米ドル換算で1兆2883億ドル（118兆5379億円）、

同期中国のＧＤＰ（1兆 3369億円）を下回るー中国に抜かれる

→8・17Ａ「ＧＤＰ減速ー需要先食い消費じり貧ーエコ補助、鈍る効果ー頼

みの輸出に影」／Ｍ㈳「ＧＤＰ伸び減速ー経営者も草食系では」／Ｙ㈳「Ｇ

ＤＰ減速ー景気腰折れへ警戒を強めよ」／Ｈ(主)「4～6 月期ＧＤＰ－暮ら

しと内需重視への転換を」

8・16 医療費35兆 3000億円（厚労省集計）－09年度の医療費、過去最高の35.3

兆円ー前年比1.20兆円増（3.5％）－70歳以上の医療費が全体の44％（8・

17Ａ）

ヒートアイランドー異常高温続きと熱中症激増

8・17 都心 38.2 度ー5・31～8・15 の間、熱中症で病院搬送された人が 3 万 1579

人（総務省消防庁まとめ）／愛知県2530、東京都2335人、埼玉県2215人、

大阪府1929人、神奈川県1454人→死亡確認132人、重傷者1170人ー65歳

以上の高齢者1万 5051人（8・18Ａ）

→8・18Ｍ「汗だくの列島ー各地で猛暑日、練馬で38.2度」
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小沢一郎氏出馬序曲ー軽井沢研修会と新人囲い込みと

8・19 鳩山前首相、軽井沢研修会ー衆参約 150 人参加、小沢一郎前幹事長も出席

し「あいさつ」（8・20Ｙ）

→Ａ「小沢氏出馬を検討、鳩山氏研修会に 160 人ー来月民主代表選、求心

力維持へ来週にも判断」／Ｙ「動き出した小沢氏ー『鳩山研修会』出席、

結束誇示連携探る」「㈳民主党代表選ー『小鳩』の総括と政策論が先だ」

／Ｔ「『小沢首相』世論の壁ー政治とカネ依然逆風ー鳩山研修会、出馬なら

党内二分」／Ｙ夕「小沢氏の民主代表選出馬検討－閣僚から反発の声」

→8・21Ａ㈳「民主党代表選ｰ何のために戦うのか」／Ｙ「菅陣営が反撃開

始ー『小沢氏、永遠に退場願う』前原グループ幹部、会合で支持固め」／

Ｔ「首相派反撃ー民主党代表選『起訴の可能性あり違和感』「国民はクリー

ンさ求めるー『交代なら解散』ちらつかせ、小沢氏出馬けん制」

⇒8・24菅首相、「自公との連携」に意欲（衆院当選1回生議員19人との懇

談で）（8・24Ｙ夕）

→8・25Ａ「民主党代表選ｰ小沢氏出る？出ない？、歴代担当記者が分析ー

『出なければ求心力失う』、『首相の姿勢見極め判断』－『政治主導思い強

い』、『理念・実態ギャップ』－『活躍の場まだある』、『党を出る話もある』」

→8・25Ｙ「鳩山氏、挙党体制へ『仲介役』－民主代表選、首相は歓迎姿勢

ー『小沢氏周辺突っ走れば崩壊』」

→8・22Ｍ㈳「小沢氏擁立論ー民主党の勘違いに驚く」

／Ｙ「『解散で駆け引きー菅支持『首相交代なら総選挙が筋』－小沢支持『小

沢首相で先送りへ』

→8・23Ｍ「首相迫られる決断ー『党のカネで派閥、許せない』－脱小沢か

挙党かー´09マニフェスト修正で『本格政権を』、『反菅』勢力結集許す」

⇒8・23菅首相、「3年後ダブル選」ー初当選衆参新人議員約20人との懇談

で」－「3年間しっかりやらせてもらう。衆参ダブル選挙でやればいい」（8・

23Ａ夕）
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→8・24Ａ「首相『3年間は解散しない』ー新人取組み腐心ー求心力低下も、

『余計な事を』／Ｍ「民主、新人争奪戦ー菅首相『選挙は 3 年後』と不安

軽減、小沢氏側『続投なら来春には解散』－代表選カギ握る大票田」

／Ｙ「民主代表選新人囲い込みー首相『衆参ダブル選』発言、解散への不

安に配慮ー小沢氏側、勉強会で対抗」

8・20 沖縄県知事選ー宜野湾市伊波洋一市長（58）、出馬受諾ー共産県委、社民県

連、社大党の3党からの出馬要請を受諾→県知事選ー11・11告示、28投票

（8・21Ｈ）

8・20 官房機密費 2 億円支出ー政府、菅内閣下で 6・25,7・23 の 2 回各 1 億円の

官房機密費（内閣官房報酬費）を支出したと答弁書決定ー使途明らかにせ

ず（共産・塩川鉄也議員の8・4提出の質問主意書に答弁）（8・21Ｈ）

白骨遺体をリュックに背負う世界最長寿国の悲劇

8・20 Ａ夕「リュックに『104歳母』の骨ー大田のアパート、男性『死後も年金』」

→8・21Ｙ「白骨遺体・都会の死角、転居直前リュック詰めー大田区、ウソ

説明見抜けず」／Ｔ「『104歳』白骨遺体、長男『年金受け取った』－計120

万円、詐欺容疑で立件もー老人会に精力的参加ー長男、周囲に『一人暮ら

し』」

→8・21Ａ夕「亡母の年金『生活に』－104歳白骨、長男『悪い』と認識」

→8・21Ａ夕「75歳以上457人不明の可能性ー旭川市、年齢広げ調査」

→8・25Ａ「福島でも高齢白骨遺体、いわきの『102歳』ー同居五女姿消す、

『一人暮らしだと‥』近所の人」「大阪に『149 歳』－江戸時代生まれ、戸

籍上は存命」

→8・26Ａ夕「三重で『163歳』生存扱いー黒船来航の6年前誕生」

⇒8・27「111 歳」高齢者年金不正で長女と孫娘逮捕ー足立区ミイラ遺体事

件（加藤宗現氏）で、遺族年金 915 万円の詐取で長女（81）と孫娘を逮捕

（8・28各紙朝刊）
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核廃絶に背向ける日本ー原子力ビジネスの行方

8・21 日本の原子力ビジネスー岡田克也外相、インドのクリシュナ外相と会談（ニ

ューデリー）－日印原子力協定で協議、「核実験なら協力停止」を明言（8・

22Ａ）

→8・22Ｍ「核不拡散政策と原子力ビジネスとー日本にジレンマー外相対話、

『協力停止』明記は道険しく、インド米国にらむ」←8・21Ｍ夕「日印原子

力協定に懸念ー外相諮問機関『軍事不使用担保を』」

⇒8・21 イラン原発、核燃料搬入→9 月中の稼動、10～11 発電を開始（8・

22Ｍ）

→8・22Ｍ「イラン初の原発稼動ー米露思惑一致で前進、懸念深めるイスラ

エルーＩＡＥＡは問題視せず」

／Ｙ「イラン『濃縮』正当化狙うー原発稼動化作業開始、核燃料調達根拠

にー露、原発市場で存在感」／Ｔ「イラン原発稼動態勢ー燃料搬入・欧米

への勝利強調ーロシア『核利権』拡大、リース方式で新興国に」

→8・23Ｍ㈳「日印原子力協定ー『核実験なら停止』を通せ」

→8・26Ａ「原発ベトナムに売り込めー経産省・関連企業首脳が行脚」

8・23 Ａ「炎暑延々ー9・10月も気温高めーほくほく涼呼ぶ商品特需①ーへとへと、

ペットも熱中症」

⇒8・23「処暑」ー最高気温 35°異常の猛暑日を 36 都道府県 163 ヵ所で記

録（全国921ヵ所の観測区）ー全国最高38.5度、群馬県館林市ー都心の猛

暑は（7～8月）計9日ー95年の計13日に次ぐ史上2番目（8・24Ａ）

⇒8・24 熱中症搬送 9259 人ー8・16～22 で救急搬送された人は全国で 9259

人、死者16人→5・末よりの合計救急搬送者4万 1020人、死者145人（総

務省消防庁調査）（8・24Ｙ夕）

→8・25Ｍ「猛暑余波ー免疫落ち病気に弱くなる？来春、花粉の量5倍にー

10月まで平年より気温高く」
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海自開き直りーあたご事故公判の無罪論

8・23 イージス菅首相あたご事故初公判ー横浜地裁（秋山敬裁判長）業務上過失

致死、業務上過失従来危険罪で元あたご当直仕官の自衛官2人ー元水雷長・

長岩 友久３等海佐（37）、「衝突したことは間違いなく、道義的責任を感じ

ている。しかし、（検察が主張する）航路図は私の過失を作り上げるための

虚構だ」／元航海長・後潟桂太郎3等海佐（38）、「事故が政局化する中で、

ゆがんだ捜査が行われた。当直の引継ぎで長岩 ３佐を混乱させたことはな

い」と陳述（8・23Ａ、Ｍ各夕）

→8・23Ｙ夕「あたご衝突無罪主張、横浜地裁初公判ー海自２被告『検察側

構図は虚構』「漁船の航跡特定カギ－ＧＳＰ水没、直接証拠なし」「無罪主

張、遺族『悲しい』－あたご衝突初公判ー遺体不明『あきらめられない』、

船長・吉清さんの妹ー被告『ゆがんだ捜査』」／Ｔ夕「検察側、海難審判と

異なる主張ー当直仕官の過失巡り」「検察批判に静まる廷内ー両被告、対決

姿勢鮮明に」

→8・24Ｈ「『過失ない』何事か、イージス艦衝突初公判ー海自幹部に遺族

怒るー被告、責任逃れの強弁」

イラク開戦は誤りだったーパウエル元国務長官証言

8・23 Ｍ「対イラク開戦『拙速』ーション・ネグロポンテ元国務副長官（71）、単

独会見ー「国連安保理決議を欠いたままの開戦は、『急ぎすぎた』

→8・23Ａ㈳「米軍のイラク撤兵ー重い教訓に向き合うとき」

⇒8・2イラクー各地でテロ攻撃ー少なくとも52人死亡（8・26Ａ）

→8・26Ｍ「バグダッドいまだ『戦時下』ー米戦斗部隊撤退後も、街中で銃

構える国軍兵士ら」「イラク復興置き去り、ＮＧＯも次々撤退、治療薬不足

深刻にー『米国は戦争と言う病もたらしただけ』

⇒8・28Ｍ「パウエル元米国務長官ー「イラク戦争避けられた」、本紙イン

タビューー慎重派、虚偽情報に悔恨」－02・11 国連安保理がイラクに旧フ
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セイン政権の大量破壊兵器（ＷＭＤ）の存在にかかわる情報が間違ってい

たことは「極めて残念だ」、事前にＷＭＤがないと判明していれば「個人的

見解と死、米国は戦争をしなかっただろう。ＷＭＤ（の存在）が国連決議

の根拠だったからだ）、（情報が正しいと信じるだけの根拠があり、開戦は

「法的に正当化される」と

円高、株安連鎖ー菅政権の無策で加速

8・24 Ａ夕「東証一時 9000 円割れー円独歩高、再び 84 円台ー政府・日銀へ失望

広がる」／Ｎ夕「『催促相場』色濃く、日経平均一時 9000 円割れー政府・

日銀に円高対応促す」

→8・25Ｍ「円高、株安連鎖止まらずー83円台、東証9000円割れ」「不安底

なし、円高、株安ー政府、代表選控え『無策』－市場、失望感深める」「世

界貿易額23％減、09年ジェトロ推計ー減少幅過去最大、輸出中国発の首位」

「円高・不景気、長引く就職活動ー15 万人行き場ない、希望留年認める大

学増ー既卒者への支援も継続ー大手企業、採用活動長期化ー中小、人材確

保でしわ寄せ」／Ｙ「手詰まり日本円高の波ー米、欧、中は通貨安容認、

景気回復図るー財務相会見、具体策なくー首相発言『検討』どまり」「円高、

企業利益奪うー国内空洞化拍車も、輸入品安買の連鎖」／Ｔ㈳「円高株安

ー政府・日銀が無策では」

／Ｙ夕「円高悲痛ー中小企業『政府の対応後手』」

→8・28Ａ「首相、為替介入に言及ー日銀は追加緩和 不可避」「米も追加緩

和用意ー景気減速受け，ＦＲＢ議長表明」

→8・29Ｙ「雇用確保へ国内投資ー首相が促進策指示」

死刑場の公開ー死刑廃止論を強めるか

8・24 Ａ「死刑制度の現状、いちからわかるーＱ、刑はどこで執行、全国 7 つの

拘置所に刑場／Ｑ『その日』までの生活は、約３畳の個室で／Ｑ、存続へ
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の賛否はー日本『やむを得ない』8割、世界139カ国で廃止、停止／Ｑ情報

どこまで公表,名前などに限定」

⇒8・234中国、死刑犯罪13削減案審議ー中国・全国人民代表大会、現行刑

法68犯罪が死刑適用、経済犯罪を中心に13削減へ（8・24Ｙ）

⇒8・27死刑刑場を初公開（法務省）－東京拘置所内に設けられている刑場

6室

①房から廊下②教誨室③前室④執行室⑤ボタン室⑥立会室（8・27各紙夕刊）

→8・27Ｍ夕「刑場初の公開、東京拘置所ー死刑存廃議論喚起狙うー千葉法

相、感情論を制す」「執行脳裏から消えず、刑場初公開ー死刑囚『別れの朝』

に立ち会った元検事」／Ａ夕「刑場限られた公開ー位置は『厳秘』・執行ロ

ープなし」／Ｙ夕「広さ 14 畳の執行室ー『厳粛な場』入り口で一礼ｰ死刑

論議活性化狙う、千葉法相」

→8・28Ｍ㈳「『刑場』公開ーまずは議論の出発点に」／Ｔ㈳「刑場公開ー

死刑を考える一歩に」／Ｙ㈳「死刑刑場公開－まだ開示すべき情報は多い」

小沢氏出馬表明ｰ「政治活劇」に全国民の関心

8・26 Ａ「小沢氏、出馬の方向ー民主代表選、鳩山氏の仲介不調」「小沢氏、菅氏,

真っ向ｰ主戦論、沸く小沢系、代表選山岡氏ら要請前倒しー菅氏、固い対決

姿勢、鳩山氏の説得にも揺るがず」「小沢氏、『塾』で質疑ー『信念を貫く

こと大事』『共鳴する人全国に』」「菅氏懇談会に新人の過半数ー3日間で87

人、落胆の声も」

8・26 小沢一郎氏、出馬表明／鳩山氏も支持（民主代表選）

＜小沢氏＞

（鳩山氏と約30分会談した後）

「鳩山前首相から、『代表選に出馬を決断するならば、自分としては全面的

に協力し、支援していきたい』と言うお話を頂いた。不肖の身であるが、

代表選に出馬する決意をした」／鳩山氏「（民由合併では）私の一存で民主
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党の入ってもらったので、その経緯から私が応援するのが大義だ」／菅首

相（当選1回議員との会合で）「小沢さんが出馬の意向を固めたとの報道が

ある。本当に大変いいことだと思う」「正々堂々と戦った中で決まったリー

ダーが、大きなリーダーシップを発揮できる」（8・26Ａ夕）

→8・26Ｍ夕「小沢氏が出馬表明,民主代表選ー鳩山氏の支持受け、菅首相

と一騎打ちー挙党一致拒否され決断、菅首相『大変いいことだ』」「『内輪も

め止めて』、小沢氏代表選出馬表明ー市民冷ややか、道連れ辞任3ヵ月『今

は経済を』－陸山会事件、検察審手続き第二段階」／Ｙ夕「菅陣営に衝撃、

小沢氏代表選出馬ー鳩山氏の支持転換、ダブルショック、小沢氏は気勢ー

『政治とカネ』、消費税が争点」

→8・27Ａ「菅、小沢氏全面対決ー民主代表選、党二分の様相」「窮地の小

沢氏決起ー『菅総理はどうしようもない』手打ち不発、代役も不在ー鳩山

氏変心、分裂を懸念」「政策異なる軸足ー激突、菅vs小沢○上ー財政、健全

化を前面に、菅首相／ムダ省くのが先、小沢氏／安保・外交、米国重視に

傾く、菅首相／対等な同盟志向、小沢氏」

→8・27小沢氏出馬表明と各紙社説

Ａ「小沢氏出馬へ－あいた口がふさがらない」

Ｍ「民主党代表選－大義欠く小沢氏の出馬」

Ｙ「小沢氏出馬表明ｰ日本の針路を競う代表選に」

Ｎ「主導権争いだけの党代表選なら不毛だ」

Ｔ「『国のかたち』こそ争点だー菅、小沢氏一騎打ちへ」

サ「小沢氏出馬ー国の指導者に不適格だ、『政治とカネ』で信任失った」

新安保懇報告書ー「力には力を」の対決論提起

8・27 新安保懇、報告書ー菅首相の私的諮問機関『新たな時代の安全保障と防衛

力に関する懇談会』（座長・佐藤茂雄京阪神電鉄最高経営責任者）、「基盤的

防衛力」見直しに関する報告書を提出ー今年12月決定の「防衛計画の大綱」
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のたたき台となるもの

＜報告書要旨＞ （8・28Ａ）

①「安全保障戦略」

北朝鮮の核・弾道ミサイル開発、特殊部隊活動は直接的な脅威。中国

は軍事力を急速に近代化。日本近海でも活発化している。

非核三原則に関して、当面、日本の安全のために改めなければならな

いという情勢にはない。最も大切なことは保有国に核兵器を「使わせな

いこと」で、一方的に米国の手を縛ることだけを事前に原則として決め

ておくことは、必ずしも賢明ではない。

②＜防衛力のあり方＞

基盤的防衛力構想は既に過去のもの。予想される将来、本格的な武力

侵攻は想定されない。基盤的防衛力構想の名の下、重要度・緊要性の低

い部隊、装備が温存されることがあってはならない。

自衛隊の離党周辺海・空域での警戒監視、新たな部隊配置が必要。機

動展開訓練や日米共同運用の強化も図る。

③＜防衛力を支える基盤の整備＞

武器輸出三原則などに基づく武器禁輸政策によって米国以外の友好国

との国際共同開発・生産を検討できず、国際的技術革新の流れから取り

残されるリスクにさらされている。武器禁輸政策は見直しが必要。

④＜安全保障戦略を支える基盤の整備＞

防衛大綱は継続的見直し作業が必要。内閣官房のような組織で、常設

の有識者会議と対話しながら進行管理を行うのも一案。

弾道ミサイル発に備えた共同行動中の米艦の防護や米国領土に向かう

弾道ミサイルを撃ち落とすことが、従来の憲法解釈では認められていな

い。

→2・28Ｈ「政府『安保防衛懇』が報告書ー集団的自衛権行使促す・武器輸

出三原則見直しー憲法上の制約撤廃要求」「憲法上の歯止め」一掃、日米

同盟抜け出せず」
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→8・28各紙社説

Ａ「新安保懇報告ー『力には力を』でいいのか」

Ｍ「武器輸出三原則ー見直しは『理念』曲げる」

Ｙ「防衛大綱報告書ー装備を『量から質へ』転換せよ」

Ｔ「安保防衛懇報告ー『平和 創造』にも節度を」

Ｈ「新『安保防衛懇』報告ー軍事大国化めざす危険な挑発」


