や︑今後の弔問

からは﹁拉致問題が進展するきっかけになってほしい﹂

広がった︒北朝鮮による拉致問題への支援に取り組む人

れた19日︑県内の北朝鮮関係者には突然の計報に動揺が

北朝鮮の最高指導者︑金正日総書記の急死が伝えら

のきっかけになる可能性は

＝前橋市三俣町＝は﹁解決

務局長︑大野敏雄さん︵75︶

馬ボランティアの会﹂の事

する﹁救う会・群馬﹂ ﹁群

ろまで通常通りの授業をし

事実を伝えた︒午後3時ご

と切り出し︑子どもたちに

橋市︶では昼すぎ︑担任が
﹁悲しいお知らせがある﹂

群馬朝鮮初中級学校︵前

正恩氏はまだ若く︑︵韓

い︒︵後継者とされる︶金

は﹁とてもショックで悲し

在日朝鮮人の男性店主︵37︶

き肉店を営む

という︒

れなど対応協

大変驚いて

と願う声の一方︑拉致問題や核問題などに関し﹁新たな

あるが︑一層困難になる恐

し
た
︒

た後︑クラブ活動は中止に

なるのか不

体制が国際社会にどう臨んでくるのか﹂ ﹁政情不安が起

れもある﹂と複雑な表情

中央本部と

きないか﹂との懸念も高まっている︒
美さん︵撃＝藤岡市藤岡＝

変化を感じるという︒民主

脱北するなど北朝鮮国内の

受け止めた様子だったが︑

遠のいてしまうのではない

国との︶続一という悲願が

﹁何とか拉致問題の進展

は膠着状態の打開を期待

在日本大韓民国民団県地

か﹂と沈痛な面持ちだった︒

方本部︵前橋市︶の常任顧

職員は﹁日本と本国の関係

がうまくいっていないのは

化の機運が盛り上がれば
﹁被害者を救い出せるので

問︑妻成沢さん︵75︶は政情

する一方︑﹁政権の世代交
代で問題が置き去りになっ

る︒悲しみよりも︑今後ど

子どもたちも分かってい

970年に安中市内で失綜

し︑北朝鮮による拉致の可

はないか﹂︒日本政府には
﹁毅然とした態度で交渉し

不安を懸念する︒﹁︵朝鮮

てしまうのではないか﹂と

うなるかという不安の方が

能性が指摘されている特定

てほしい﹂と要望した︒

鮮拉致問題解決促進議員連

本部︵前橋市︶は事実確認

い﹂と話した︒

きる環境づくりを期待した

半島の︶分断が続いている

日朝友好連帯県民会議議

盟︵拉致議連︶の腰塚誠会
長は﹁次の体制が拉致問題

在日本朝鮮人総連合会県

大きいのではないか﹂と話

の不安も強いという︒

拉致被害者の家族を支援

に踏み出したのは功労だっ

が︑政治の安定と対話がで

や拉致問題では対外的な不

距Jが︑拉致問題が解決でき

し
た
︒

日朝関係の改善や拉致問

を取った︒一国の首領とし
てあまり評価はできない﹂

て﹁拉致問題を速やかに解

手際もあり︑孤立する路預

と指摘︒﹁粒致問題や核問

ほしい﹂と話した︒

決し︑国交正常化を急いで

題の解決に向けて取り組ん

題をしっかり話し合えるよ

なかったのは最大の障害だ
った﹂と批評︒今後につい

社会党委員長時代などに

う︑平和的に後継体制へ移
席であいさつを交わしたこ

長の角田義一元参院副議長

についてどう考えているの

な胸の内を語った︒
数回︑訪朝経験がある田辺

行してほしい﹂と話した︒

とがあり︑計報は﹁突然の

平壌宣言をして日朝正常化

は﹁小泉さん︵元首相︶と
正目氏について﹁核問題

かまったく分からないが︑
ず活動する﹂と話した︒

今後も解決に向けあきらめ

之軌冊宅亥老杉肪診＃棚焔麦芽老妻後覆蒙抜芽笈家宅坊携朋杉筍批笈亥亥批老須クを玖算数家宅偽名覆亥茨芳雀彬を葛篭彩を空亥易孝芳芽を穿

金正日氏死去

ことで大変驚いている﹂︒

自民党県議でつくる北朝
1992年にパーティーの

誠氏︒金正日総書記とは︑

できた県内の政治家は複雑

﹁国交正常化急いで﹂鵬治醐

失綜者・横田道人さん＝当
時︵鬱＝の実妹︑真藤真由

につながってほしい﹂︒1

子どもたちは落ち着いて

大野さんは近年︑軍幹部が

拉致問題進展を 政情不安の懸念

上毛新聞・2011年（平成23年）12月20日・火曜日

盟
註監

肩落とす総連関係者

特定失踪者家族思い複雑

︵75︶は﹁拉致問題が解決す

1 9 7 ﹂ 年 1 2 月 に 埼 玉 県 を落とした︒県本部は︑独

職井上イトノさん︵88︶は

い﹂と話し︑﹁息子には︑

【支 局】

軍きき註≡

︵42︶も﹁同胞たちは悲しみ

メールは甲aebashi

建設中止﹁貫いて﹂

紺鰍蕪戦艦詫弼…緋晰

一

じて生徒に金総書記の急逝
が伝えられ︑校内は静まり

かえっていた︒学校は﹁コ
北新鮮の安定統治は予断

メントできない﹂とした︒

を許さない状況で︑韓国籍

店経営金承学さん︵40︶は

︵50︶は﹁︵正恩氏は︶まだ

市︑マッサージ店経営女性
若い︒北朝鮮は混乱に陥る
と思うので︑韓国が心配だ﹂
と話した︒

方針を固めた八ッ場ダムを

巡り︑民主党の建設反対派
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は19日︑前原政調会長に対
帰ってくることを期待す ていた︒
前原氏に再要請 し ︑ 2 0 0 9 年 衆 院 選 の マ
一方︑朝鮮総連県本部の
る﹂と︑指導者の交代で手
前田国土交通相を中心に ニフェスト︵政権公約︶に
詰まりの状況が打破される 雀光林委員長︵52︶は︑ラジ
可能性を指摘︒﹁この機会 オニュースで訃報を知った 政府側が﹁建設継続が妥当﹂ 掲げた中止方針を貫くよう
を逃すと︑しばらくチャン といい︑﹁決して病床にい とする検証結果を尊重する 改めて要請した︒前原氏も

る大きなチャンスが采だと 私が元気なうちに帰ってき
感じた︒拉致被害者全員が てもらいたい﹂と期待し

八ッ場反対議連

北朝鮮による拉致被害者 ﹁金総書記さえいなかった に暮れ︑ショックを隠せな
の家族を支援する﹁救う会 ら︑状況が変わるかもと考 い﹂と話した︒
前橋市荒牧町の群馬朝鮮
・群馬 群馬ボランティア えていた︒これで問題が
の会﹂の大野敏雄事務局長 少し進展するかもしれな 初中級学校では︑教員を通

変化に懸念を示した︒

複雑な思いをのぞかせてい 川口市で行方が分からなく 自でお悔やみの行事を取り ﹁︵後継の︶正恩氏は若く︑
る ︒ 県 内 に 住 む 約 3 0 0 0 なり︑特定失踪者とされ 仕切ることを検討している 経験も浅い︒正目氏よりも
人の在日コリアンにも衝撃 た前橋市出身︑井上克美さ といい︑終日︑協議に追わ 強硬路線に傾くかもしれな
は広がり︑朝鮮半島の情勢 ん︵当時21歳︶の母で無 れた︒同本部の金泰治部長 い﹂と心配していた︒高崎

県内の特定失踪者の家族は

か︑言葉にならない﹂と肩 漏れる︒伊勢崎市の焼き肉

北朝鮮の重昭別総書記 スは来ない︒不安にも感じ た方ではない︒残念という の住民からは︑不安の声が

金総書記死去

の死去に︑拉致が疑われる る﹂と話した︒

2011年（平成23年）12月20日（火曜日）
0
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金総書記死去

り交じっている﹂と取材に
話した︒

チャンスではないか﹂と期

現在の北朝鮮の状況につ
﹁期待と不安﹂
いて﹁後継者への政権委譲
拉致問題で﹁救う会﹂
の途中で︑政情は不安定︒
北朝鮮鉄剣正副総書記が 志ある者が北朝鮮を変える

死去したと報じられた19
待する︒一方で︑﹁権力構

﹁混乱ないこと願う﹂
中級学校︵同市荒牧町︶

朝鮮の政治的な安定を り阻んでほしい﹂と今

金総書記死去県内関係者も驚き
﹁混乱が起きないこ

悪い方向にいく可能性もあ

日本人拉致問題に取

待を示した︒

解決されないまま亡く 連県本部からの連絡も の延坪島が砲撃され

たが︑そのような暴挙

群馬ボランティアの

り組む﹁救う会・群馬

会﹂の大野敏雄事務局
長は﹁拉致問題解決の

好機かもしれないが︑

決が遠のくのではとい

う不安も沸き上がる︒

恩氏は︑海外留学の経

後継者といわれる正

拉致問題が解決されな 験もあると言われてお

一方︑在日本大韓民 いまま亡くなったのは り︑交渉ができる国に

を開いた︒群馬朝鮮初 姜成澤常任顧問は﹁北

の現政権もしっかり取

︻庄司哲也︑塩田彩︼

家主席が死去した時 国民団︵民団︶県地方 残念︒拉致問題解決や なってほしい﹂と蕃っ
は︑県本部でも追悼式 殊椰−葡市古市町︶の 国交回復に向け︑日本 ︒
た

総書記の父︑金日成国

た
︒
ている︒94年持娼妃金 し

会︵朝鮮総連︶県本部 く︑どんな国を造って と首脳会談を行うなど
︵前橋市古市町︶は﹁驚 いくのかを冷静に見守 日朝関係の改善に一定
いている︒今後につい り︑隣人として支援す の貢献があった﹂と評
ては一切未定だ﹂とし べきだ﹂との見解を示 価する一方︑﹁日本人

在日本朝鮮人総連合 安をあおるのではな 記は小泉純一郎元首相 この機会を逃すと︑解

もって迎えられた︒

が起きないことを願
に明らかになった金 と話した︒
北朝鮮との友好親善
正日朝鮮労働党総書
う
﹂
と話した︒
日朝友好連帯県民会
記の死去の知らせは︑ を図る市民団体・日朝
県内関係者にも驚きを 協会県支部の永井正取 議代表の角田義一・元
会長は﹁いたずらに不 参院副議長は﹁金総書

なったのは残念﹂︒19泊 なく︑答えようがない﹂

とを願う﹂﹁拉致問題が の男性職員は﹁朝鮮総 望汽ヨ避年11月に韓国 後の日朝関係改善に期

ことはない﹂と述べた︒

﹁学校としてコメントする

朝鮮初中級学校︵同市︶は

が予想される︒北朝鮮が混 きない﹂とコメント︒群馬

一方︑在日本朝鮮人総連

てほしい﹂と訴えた︒−岬

対しては﹁事件解決に向ガ

る﹂と心配した︒

造の不安定さゆえに︑一層

日︑北朝鮮による拉致被害

硝錮摘調絹配粥
︑務局長は﹁期待と不安が入

金総書記死去県警︑警戒を強化

団体の行動を注視しっっ︑

北朝鮮の金正日総書記が 強めている︒
また︑北朝鮮による日本 合会︵朝鮮総連︶県本部︵前
死去したとの報道を受け︑
橋市︶は︑金総書記死去に
県警は19日︑県内の関係団 人拉致事件の解決を目指す
関する産経新聞の取材に対
体に対する情報収集に乗り 救う会・群馬の大野敏雄事
し﹁担当者が不在で対応で
出した︒捜査幹部は﹁右翼 務局長は︑﹁何らかの変化

不測の事態に対応できるよ 乱し︑解決が遠のく恐れも
うにする﹂と述べ︑警戒を ある﹂と危慎︒日本政府に

