
 

 

 

 

 

 

 

第 46 回衆議院選挙 

１１党党首討論会 
2012 年 11 月 30 日（金）１３：００～１５：３５ 

日本記者クラブ 10 階ホール（プレスセンタービル） 

出席者 

野田佳彦 民主党代表 

安倍晋三  自由民主党総裁 

嘉田由紀子  日本未来の党代表 

山口那津男  公明党代表 

石原慎太郎  日本維新の会代表 

志位和夫  日本共産党委員長 

渡辺喜美  みんなの党代表 

福島瑞穂  社会民主党党首 

鈴木宗男  新党大地・真民主代表 

自見庄三郎  国民新党代表 

舛添要一  新党改革代表 

第１部＝党首の主張と討論      ２㌻ 

第２部＝代表質問団との質疑応答   14 ㌻ 

党首が書いたフリップ「訴えたいこと」 29 ㌻ 

巻末に使用したフリップ（各党の基本的主張）があります 

日本記者クラブ YouTube チャンネル 

http://www.youtube.com/watch?v=wQZpqHGqtC8&list=PLYwASnKU6CvjBXzFGB3NLyPHCwgbzeCg0 
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総合司会（川戸恵子 日本記者クラブ企画委員、

ＴＢＳ） 本日の進行役を務めます企画委員、川

戸でございます。よろしくお願いいたします。 
日本記者クラブが行いますこの国政選挙での党

首討論会は、今回で12回目になります。 
初に、主催者を代表いたしまして、吉田慎一

理事長からご挨拶を申しあげます。 
吉田慎一 日本記者クラブ理事長 ご紹介いた

だきました理事長の吉田でございます。きょうは

11党の党首の皆さん、本当にお忙しい中、お集ま

りいただきましてありがとうございます。 

いまお話がありましたように、1990年にスター

トしまして、今回で12回目の党首討論ということ

になります。過去を振り返ってみますと、今回の

党首討論は極めて異例のことが多々ございます。

ごらんのように、ずらりと11党の党首さんにお並

びいただいた、これも初めてのことでございます。

過去は 9党が 高でございました。それから、11

人の方が出席することが決まったのもきのうで、

これもぎりぎりまで決まらないということで、い

ずれにしましても、政治の混乱と申しますか、液

状化現象といいますか、そういうものを反映した

状況の中での討論会ということになります。メデ

ィアの関心も非常に高うございます。後ろのほう

に控えておりますテレビカメラ、ざっと25を超え、

海外も含めまして、これも当記者クラブで記録的

な数でございます。 

ここに前においでになった方はご記憶かもしれ

ませんけれども、この会場は、左側がもともとス

テージでございました。しかし、たくさんの党首

の皆さん、それからテレビカメラ等を収容するた

めに、突貫工事で縦と横をひっくり返しまして配

置がえをして、かつ緞帳もつくり直すという、記

者クラブもてんやわんやの開催となりました。 

しかし、我々、特異な異例のことを喜んでいる

わけではございません。日本政治、さまざまな宿

題をここ数年間抱えて、あまり動かずに進んでま

いりました。今回の総選挙は、そういう日本の政

治が動くきっかけになって、日本の長いトンネル

の出口を見出していただければと我々取材者一同

も感じながら、きょうの討論会に参加させていた

だきたいなと思っております。 

特設した新しいステージで、ぜひ日本の政治の

信頼回復への第一歩を刻んでいただければと心か

らお願いいたしまして、ご挨拶にかえさせていた

だきたいと思います。2 時間半以上に及ぶ長時間

になりますけれども、どうぞ端的、明快なご議論

をお願いするということでお願いいたしまして、

ご挨拶にかえさせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

総合司会 きょうの討論会の進行を簡単に説明

させていただきます。1部と2部に分けまして、2

部構成でございます。全体で 2 時間半です。途中

の休憩はございません。 

第 1部は、党首の皆さん方によります主張と討

論です。 

第 2部では、会場の皆様方から寄せられました

質問を参考にいたしまして、クラブの企画委員が

各党首に代表質問をいたします。お手元に質問カ

ードが配られていると思いますが、それに質問を

お書きください。合図をしていただければ係の者

が取りに上がります。 

それから、各党首の皆さんのテーブルにはこの

進行についてのメモを置いておりますので、改め

てご確認をいただきたいと思います。 

 

(オン・エア開始) 

 

ただいまから日本記者クラブ主催、党首討論会

を始めます。私は進行役を務めます企画委員の川

戸恵子でございます。 

それでは、党首の皆さんをご紹介いたします。

左から、国民新党の自見庄三郎代表。 

自見庄三郎代表 よろしくお願いします。（拍手） 

総合司会 社会民主党の福島瑞穂党首。 

福島瑞穂党首 こんにちは。よろしくお願いい

たします。（拍手） 

総合司会 日本共産党の志位和夫委員長。 

志位和夫委員長 こんにちは。よろしくお願い

いたします。（拍手） 

総合司会 公明党の山口那津男代表。 

山口那津男代表 こんにちは。よろしくお願い

いたします。（拍手） 

総合司会 自由民主党の安倍晋三総裁。 

安倍晋三総裁 こんにちは。よろしくお願いし

ます。（拍手） 

総合司会 民主党の野田佳彦代表。 

野田佳彦代表 こんにちは。よろしくお願いい

たします。（拍手） 

総合司会 日本未来の党の嘉田由紀子代表。 

嘉田由紀子代表 新人ですが、よろしくお願い

いたします。（拍手） 

総合司会 日本維新の会の石原慎太郎代表。 
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石原慎太郎代表 暴走老人の石原です。よろし

くお願いします。（拍手） 

総合司会 みんなの党の渡辺喜美代表。 

渡辺喜美代表 こんにちは。みんなの党です。

（拍手） 

総合司会 新党大地の鈴木宗男代表。 

鈴木宗男代表 よろしくお願いします。（拍手） 

総合司会 新党改革の舛添要一代表。 

舛添要一代表 こんにちは。よろしくお願いい

たします。（拍手） 

総合司会 以上の皆さん方でございます。 

改めて申しあげますけれども、きょうの討論会、

第 1 部と第 2部、2 部構成でございます。第 1 部

は党首の皆さんによる主張と討論。そして第 2部

では、会員から寄せられました質問を参考にいた

しまして、4 人の企画委員が党首を指名いたしま

して、代表質問をいたします。 

それでは、神志名企画委員の司会で第 1 部を始

めていただきます。神志名さん、よろしくお願い

します。 

 

第1部 党首の主張と討論 

 

司会（神志名泰裕 日本記者クラブ企画委員、

ＮＨＫ） よろしくお願いします。早速、第 1部

の 初は、各党の基本的な主張をお聞きします。

選挙で一番訴えたいこと。事前にフリップにお書

きいただいています。それを示してお話しいただ

きたいと思います。発言の時間はお一人 1分以内

でお願いします。時間の管理は、前にあるランプ

で行います。制限時間の15秒前になりますと点滅

になります。話をまとめていただきたいと思いま

す。完全に点灯すると時間が終了ということにな

ります。 

それでは、発言順は、ここはそれぞれの党に所

属をする衆議院議員の数の多い順番にお願いした

いと思います。 

 

《基本的な主張》 

 

初は、民主党の野田さんです。よろしくお願

いします。 

（注：各党首発言の見出しは、党首がフリップ「有権

者に一番訴えたいこと」に書いたことばです） 

 

【前に進むか 後ろに戻るか】民主党 

 

野田 民主党は、これからの政治の動き、前へ

進むか、後ろに戻るのか、これが問われる選挙だ

と考えています。特に社会保障については、一体

改革を踏まえて、年金・医療・介護、揺るぎのな

い安心をつくる、そして特に子育て支援を大々的

に支援をする、こうした社会保障改革を前に進め

たいと思います。 

経済については、グリーン、ライフ、農林漁業、

中小企業、こうした重点分野に力を注いで、成長

をつくり、そしてそれを雇用につなげていきたい

と考えます。 

3 点目は、エネルギー政策であります。2030 年

代に原発依存ゼロを目指す。そのためにあらゆる

政策資源を総投入する、この大方針のもとで着実

に脱原発に向かいます。 

4 点目は、外交・安全保障です。これは日米同

盟を深化させながら、平和国家の理念を堅持し、

排外主義に陥らずに、現実的な外交・安保政策を

進めます。 

経済外交はこれまでどおり積極的に行ってまい

ります。そして定数是正、脱世襲、そして企業団体

献金、政治改革も前に進めていきたいと思います。 

 

司会 はい、時間が参りました。続いて、自民

党の安倍さん、お願いします。 

 

【まっとうな政治】自民党 

 

安倍 自由民主党は 3年前、なぜ政権を失った

のか、この深刻な反省から私たちはスタートしま

した。理念を見つめ直し、そして政策を鍛えてき

ました。我々はこの選挙において、私たちに与え

られた使命は、まっとうな政治を取り戻していく

ことだと思います。デフレから脱却をし、円高を

是正し、新しい成長戦略をしっかりと実行するこ

とによって、強い経済を取り戻していきます。 

教室においてはモラルが低下し、いじめ件数も

倍増しています。そして各学校の現状を、学力を

しっかりと把握できないでいます。我々はまっと

うな教育を取り戻し、子どもたちの未来を守って

いきます。 

領土・領海が脅かされようとしています。我々

は日米同盟の絆を取り戻し、強い外交力を再びか

ち得ていきます。 
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私たちは、できることしか政権公約には書いて

いない。国民の皆様の信頼を政治に取り戻してま

いります。 

 

司会 ありがとうございました。日本未来の党

の嘉田さん、お願いします。 

 

【政治は未来をつくる力 

子ども・女性・若者・お年寄りが元気で、 

原発のない社会】日本未来の党 

 

嘉田 政治には未来をつくる力があります。今

回の総選挙は3.11以降初めての国政選挙です。私

たちは福島を忘れてはいけません。大地を汚し、

ふるさとを奪う原発から、まず卒業することです。

10年後までの卒業を目指していきます。 

そして 2点目は、全員参加型社会。声なき声、

子ども、女性、若者、お年寄りが社会参加をする

中で元気に、経済も内発型の経済をつくり出して

いきます。 

そして 3点目は、地域主権型、地域のことは地

域で決める。中央集権からの脱却、官僚政治から

の脱却。 

未来の党は、多くの皆さんの 1票を決める力で

未来をつくり出してまいります。 

 

司会 ありがとうございました。公明党の山口

さん、お願いします。 

 

【日本再建】公明党 

 

山口 いま日本は、経済も外交も大変厳しい状

況です。これを建て直すための日本再建が求めら

れています。これを担う政党には 3つのことが求

められると考えます。 

まず第一は、政権を担う責任感と経験があるか

どうかです。一度やらせてみよう、だめならかえ

ればいい、そういう淡い期待をかける余裕はない

と思います。公明党はその責任感と経験を有して

おります。 

2 点目は、具体的な経済対策を実行できるかど

うかです。この経済状況の中で、公明党は10兆円

規模の大型補正予算を実行すべきだと考えます。

それに続いて、10年間で100兆円規模の防災・減

災を中心とする社会資本の投資を行うべきだと考

えます。 

もう一つ、3 点目、地域に深く根差して政策を

実行する力が必要であります。東日本大震災では、

市町村にある公明党の議員が被災者の実情をみて、

耳で聞いて、そして国政と連動して、具体策を766

項目にわたって提案をしました。それがいま実行

されつつあります。 

こうした地方と国を通じた政策の実行力が重要

だと思います。公明党はこの3つを備えています。 

 

司会 ありがとうございました。日本維新の会

の石原さん、お願いします。 

 

【中央官僚集権打破！】日本維新の会 

 

石原 私は、日本の心臓部であり頭脳部である

東京をあずかって14年間行政してきましたが、そ

の間、いろんな点、新しいことをやろうとするた

びに国の官僚のつくっている規制、規律と抵触し

ました。私は、この硬直した中央の官僚が支配し

ているこの国の政治を直さないと、この国はよく

ならんと思います。 

とにかく、たびたび申していることだけど、先

進国の中で単式簿記なんて、ばかな、役人がいく

らでも金をごまかせる会計制度をやっている国は

日本だけですよ。北朝鮮とパプアニューギニアと

フィリピンぐらいだよ、やっているのは。これを

私たちは直しました。複式簿記、発生主義に。そ

して国が言っている外部監査を入れました。その

結果、非常に財政は再建されて、合理化もされま

した。 

私たちが新しいことをやろうと思うと、全部国

の規制に引っかかる。私も自民党に25年いました

けれども、その間、改革をやるたびに役人は同じ

ことを言ってきた。何を言っているかというと、

私たちの特性は continuity、consistency でござ

います。つまり、継続性、一貫性。ということは、

たんびにそれを言うということは、私たち役人の

言うとおりにやればいい、1 年そこそこしかいな

い――このごろ総理大臣もそうなってきたけれど

も――大臣が余計をことするなということですよ。 

 

司会 はい、時間が参りました。ありがとうご

ざいます。共産党の志位さん、お願いします。 
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【提案し、行動する。】共産党 

 

志位 政治も経済も閉塞を深めるもとで、共産

党はあらゆる分野で改革ビジョンを提案し、その

実現のために行動してまいりました。経済提言を

発表し、消費税増税に反対するとともに、消費税

に頼らなくても社会保障を充実し、財政危機を打

開する別の道があるということを詳しく明らかに

してまいりました。 

原発即時ゼロ提言を発表し、即時ゼロは可能な

んだということを示してまいりました。 

外交ビジョンを発表しまして、日米安保条約を

なくすとともに、憲法 9 条が生きる平和日本の展

望を示してまいりました。 

尖閣提言を発表しまして、この問題を冷静な外

交的交渉によって解決する道筋を示し、日本政府

並びに中国政府に問題を提起してまいりました。 

これらのすべての私たちの提案ができる根本に

は、アメリカ言いなり、財界中心という古い政治

のゆがみを大もとから断ち切る改革の立場を持っ

ている。提案し、行動する日本共産党、どうか躍

進させてください。よろしくお願いいたします。 

 

司会 続きまして、みんなの党の渡辺さん、お

願いします。 

 

【闘う改革】みんなの党 

 

渡辺 みんなの党は、闘う改革を目指します。

この20年間、日本がじり貧国家になってしまった

のはなぜなのか。それは、既得権益、しがらみ、

これがあまりにも強過ぎて、政治がこれを打破す

ることができなかったところに 大の原因があり

ます。 

消費増税凍結、これはまさしく中央集権体制と

の闘いであります。たくさん集めて、たくさん配

る、これが日本をだめにしてきています。地域に

できることは地域に任せる、民間にできることは

民間に任せる。 

そして脱原発。これも経済産業省や電力会社と

の闘いです。電力自由化によって脱原発を目指し

ます。 

デフレ脱却。これはまさしく日本銀行、財務省

との闘いであります。本来アクセルを踏むべきと

きにブレーキをかけてきた。総理官邸が司令塔に

なって国家戦略を実行しなければいけないのに、

それができてこなかった。そこに我々闘う改革勢

力の必要性が生じます。 

 

司会 ありがとうございました。続いて、社民

党の福島さん。 

 

【格差是正 脱原発 憲法】社民党 

 

福島 社民党は、生活再建、命を大切にする政

治を実現をいたします。選挙の争点は 3つありま

す。格差拡大か格差是正か。原発推進か脱原発か。

憲法改悪か憲法を生かすのか。その 3 つが選挙の

対立軸です。非正規雇用を立て直し、消費税増税

やＴＰＰ参加に反対します。不公平税制に切り込

むなど、格差是正に取り組みます。雇用の立て直

しこそ必要です。 

社民党は全国の原発、大飯原発などにも実際に

行って活断層の存在を指摘してきました。3 月 11

日の原発事故以前から、ぶれずに脱原発を目指し、

再稼働に反対をしてまいりました。脱原発基本法

を成立させ、脱原発を確実に実現をいたします。 

大震災を経た日本で、生存権、幸福追求権、平

和的生存権など、いまこそ憲法を生かしていくこ

とが必要です。紛争で問題を解決をしない、戦争

をしないと決めた憲法 9 条を絶対に変えさせませ

ん。どうか社民党をよろしくお願いします。 

 

司会 続きまして、新党大地の鈴木さん。 

 

【景気回復 雇用 若者に夢を】新党大地 

 

鈴木 新党大地は、若者に夢を、景気回復と雇

用の創出を訴えてまいります。 

小泉自民党政権以後、新自由主義で勝ち組、負

け組、格差の広がる社会が起きました。その結果、

いま若者はやる気を失っております。その若者に

夢を与える、これが新党大地の考えです。 

新党大地、北海道の地域政党ですが、おかげさ

まで全国政党になりました。平均年齢42歳の若い

候補者がそろっております。この若さをしっかり

生かせることが、これまた若者に夢と希望を与え

ると思っております。もちろん、反消費増税であ

ります。原発ゼロであります。ＴＰＰには断固反

対。これが新党大地の訴えでありますので、どう

ぞよろしくお願いをいたします。 
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司会 続きまして、国民新党の自見さん、お願

いします。 

 

【正しい国家の羅針盤】国民新党 

 

自見 国民新党は、いま、たくさんの中小政党

が林立しておりますけれども、言うなればファー

ストランナーだというふうな自負を持っておりま

す。小泉さんが進めた新自由主義の政治、地方を

切り捨てる、弱者を切り捨てる、そしてお金とマ

ーケットが一番大事だ、そういった時代。これは

絶対に世界の歴史からみておかしいという、ぶれ

ない羅針盤を持ってきたわけでございます。むし

ろ我々は、少数といえども強い結束のもとでそう

いう政党をつくり、むしろ現実のほうが後からつ

いてきたわけでございます。アメリカのリーマン

ショックをみても、まさに行き過ぎた金融資本主

義がどういう結果を生むのか、明らかでございます。 

また、小泉さんのした新保守主義の本丸である

郵政民営化、行き過ぎた郵政民営化を、きちっと

我々は連立の政権交代をする、連立を組むことに

よって、そのことを改正郵政民営化法として実現

した政党でございます。 

小なりといえども、正しい国家観と羅針盤、団

結力、そして重厚な経験を持つ保守政治家がきち

っとやれば、この国家でも動かせるんだというこ

とをきちっと証明させていただきたいと思ってお

ります。ぜひ国民新党をよろしくお願いをいたし

ます。 

 

司会 新党改革の舛添さん、お願いします。 

 

【景気回復 社会保障の充実】新党改革 

 

舛添 何よりも景気を回復する、そしてデフレ

を克服する。これがないと、もう日本は本当に暗

くなっております。そのために規制緩和をやる。

それから法人税の減税をやる。それから大幅な金

融緩和。私はずっとインフレターゲットと言い続

けてきております。日銀のやり方は、ちょこちょ

こ小出しにやる。思い切ったことをやるというこ

とです。 

それから、消費税は、まずデフレを克服してか

らやるべきだ。私は長期的には増税ということは

必要だと思っています。ただ、このデフレのもと

でやると、もっと経済を悪くする。日本のＧＤＰ

500 兆のうちの 6 割の 300 兆が個人消費です。個

人消費を冷え込ませるようなことはやめないとい

けない。 

もう一つ個人が消費しない理由、それは老後の

不安、子育ての不安、医療の不安。ですから社会

保障を充実する。私はこの問題に、ライフワーク

として大臣のときも取り組んできました。今後と

も全力を挙げて皆さんに安心をお与えするような

社会保障改革を実現させたいと思っております。 

 

 

《党首同士の討論》 

 

司会 ありがとうございました。続いて、党首

同士の討論に移ります。過去の日本記者クラブの

党首討論では複数のテーマで行ってきましたが、

今回は政党の数が多いということと、時間の関係

もありますので、ご質問はお一人 1回だけとさせ

ていただきます。議論が足りないところは第 2部

の代表質問などでも、さらに掘り下げた議論を深

めていただきたいと思います。 

ルールを手短にご説明します。 

質問者、 初の発言者は、冒頭に、どなたに聞

くのか、質問の相手を 1 人指名をした上で質問を

お願いします。 

テーマは、内政・外交全般の中から、 も重視

するテーマ・問題を自由に選んでください。 

質問に対して、指名された方が答えて、そこで

1 回の議論が終わります。この方式で一巡すると

いう形で進めます。 

発言時間は、ここは少し延ばしまして、お一人、

質問は 1分半以内、お答えも 1分半以内です。同

じく制限時間 15 秒前になったらランプが点滅を

します。公平を期すために、時間の管理は厳格に

させていただきますので、ご協力をお願いします。 

以上、質問の機会は 1回限りですので、乾坤一

擲の質問をお願いしたいと思います。 

質問の順番、 初は 1つずれまして、自民党の

安倍さんからお願いします。 初に質問される方

を指名してください。 

 

自民⇒民主 デフレ脱却・経済成長 

 

安倍 それでは野田総理にお伺いをいたします。 

金融財政政策について、であります。14年以上

デフレが続いています。デフレは、物の値段が下

がっていく以上に収入が下がって、ですから若い
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人たちは将来に夢が持てない。そして、円高はデ

フレを助長させます。 

先ほど、自由民主党はこの 3年間で変わった、

こう申しあげました。我々は 3 年前の自民党とは

違います。デフレ脱却、経済を成長させるための

政策も 3年前とは次元が違う。大幅にパワーアッ

プしました。ですから、伝統的な日銀の金融緩和

ではなくて、2％というインフレターゲットを設け

て、そのインフレターゲットに向かってありとあ

らゆる手段をとっていく。この手段によってデフ

レを脱却し、そして円高を是正し、さらには我々

は財政政策も行い、そして世界が注目するような

成長戦略を打ち立て、新たな投資分野をつくって

いきます。この投資分野は、国民の皆様の課題を

解決をし、世界に展開できるような、例えば長寿

社会をつくっていくというようなものであります。 

私は具体的な案を提示しました。野田総理はそ

れに対して批判はしていますが、野田総理として

の具体的な案は、私は聞いたことがありません。

どうやってデフレを脱却し、円高を是正させ、そ

して成長させていくか、お伺いをしたいと思います。 

 

司会 野田さん、どうぞ。 

 

野田 一日も早くデフレから脱却をし、日本経

済を活性化しなければいけない、これは当然私ど

もも強く思っています。したがいまして、その意

味で、金融政策では日銀の独立性を担保しなけれ

ばなりませんが、問題意識は強く共有しておかな

ければなりません。したがいまして、先般、共通

理解という文書をお互いに共同で責任を持って発

出をさせていただきました。これからも日銀と連

携をしながら、デフレ脱却に向けての取り組みを

強めていきたいと思いますが、我々は当面の物価

の上昇の目標を 1％に置いています。これは現実

的な数字だと思うのです。なぜならば、2000年に

入ってから、2001 年から 2010 年の間の物価の上

昇率（ＣＰＩ）は－0.3 です。90 年代は 0.8％で

す。80 年代ですら 2.1％です。まずは 1％をしっ

かりと、日銀も努力する、我々も努力しながらク

リアをしていこうと思います。 

その際に大事な経済対策は、何よりもばらまき

ではなくて、種をまくことだと思います。成長分

野はどこにあるか、需要がどこにあるか、どうい

う分野が雇用吸収をするのか、その意味では、こ

れからはグリーンエネルギー革命であるとか、医

療・介護、こういうライフの分野であるとか、あ

るいは農林漁業を競争力をつけさせるであるとか、

中小企業であるとか、こういう分野に成長力がこ

れからあると思っていますので、ばらまきをやる

のではなくて、まさに種まきをしながらやってい

きたいと思います。 

事実、過去に、いわゆる需給ギャップ、ＧＤＰ

に比較して8％あったのが、いっときは2％まで縮

まりました。いま 3％ですが、着実にデフレ脱却

の視野、視界は開けてきていると思っています。 

 

司会 続きまして、日本未来の党の嘉田さん、

質問をお願いします。 

 

 

未来⇒自民 原発事故 

 

嘉田 自由民主党の安倍総理に原子力発電所問

題についてお伺いいたします。今回の福島の事故

をいかにして自由民主党は責任をとるのか、2 点

お答えをいただきたいと思います。 

1 点は、安全神話の中で原子力村の仕組みを、

経済界、国家、そして電力事業者と三位一体の原

子力村構造をつくり上げて、今回の事故の遠因の

一つとなっております。そういう中で、いま、手

塩にかけ育ててきた牛を手放し、そして田畑から

追われ、ふるさとを追われ、命の不安におびえて

いる福島の人たちに対して、いかに謝罪をして、

いかなる責任をとられるのでしょうか。 

また 2 点目の質問は、地球規模でみてみまして

も、大地、大気、水は循環をしております。福島

から出たものが、残念ながら地球規模で拡大をし

ております。地球を汚さないという地球倫理の上

から、また日本という国家が地球存在として品格

のある国家となるために、この原子力発電所の事

故、いかなる国際的発信をなさるのでしょうか。 

地元に対する責任、国際的発信、2 点の責任に

ついてご質問をさせていただきます。 

 

安倍 ありがとうございます。 

まず第 1点でありますが、先ほど申しあげまし

たように、自由民主党はなぜ政権を失ったのか、

この反省からスタートいたしました。昨年のあの

過酷事故、我々はあの過酷事故を真摯に受け止め

ました。安全神話に寄りかかってきたということ

については、我々は反省しなければいけませんし、

私たちに責任があります。 

一方、なぜ我々は原子力発電という選択をした
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のか。1973年、石油ショックがあった。自前のエ

ネルギーを持たない、これはまさに国民の生活、

そして時には命にも関わってくるということを私

たちは経験したのです。その経験の中で、安いエ

ネルギー、安定的なエネルギーという中で、原子

力発電を推進をしてきました。そして日本はさら

に経済を成長させました。例えば「三丁目の夕陽」

の時代には、年金や医療や介護・社会保障の給付

は 1兆円台です。いまは 100 兆円を超えている。

これをどうやって賄っていくのか。経済を成長さ

せ、税収を得て、社会保険料を得ていくしかない

のです。我々は責任ある立場として、それを実行

していく必要があります。 

そして、中国等々はこれからも原子力発電を続

けていく。その中で日本だけがやめてしまって、

例えばもし事故が起こったとき、それで大丈夫な

のか。あるいは使用済核燃料の 終処分、これは

世界の課題です。我々はその課題にも貢献をして

いくために、技術者を日本において確保していく、

あるいは育成していく必要もある、こう考えてい

ます。 

 

司会 それでは、公明党の山口さん、お願いし

ます。 

 

公明⇒民主 経済政策 

 

山口 民主党の野田さんに簡潔に3点伺います。 

まず第1点は、いまの厳しい経済状況に対して、

公明党が提案する経済対策に賛同していただける

かどうか伺います。有効求人倍率は 1 倍を切った

ままであり、円高倒産は過去 高、年率のＧＤＰ

はマイナス成長。こういう厳しい現状の中で、い

ま必要なことは10兆円規模の緊急経済対策、補正

予算を組むべきだということであります。需要政

策と金融政策が車の両輪として相まっていかなけ

ればなりません。金融緩和のもとでこの需要創出

が重要だと考えます。成長分野への投資はもちろ

ん必要ですが、その効果が出るまでに防災・減災

対策をしっかりやって、景気を下支えしていく、

地域の雇用をつくり出す。こういう対応について

どうお考えですか。 

2 点目。東日本大震災の政権与党の対応に反省

すべき点はありませんかということです。被災地

の現場で、我々公明党は地方議員、国会議員が一

緒になって被災地の実情を見て、また被災者の声

を聞いて、仮設住宅のアンケートも実施をして、

そうした切実な実情や声、これを政府に 766 項目

にわたって具体的に提案しました。いま、その大

部分が現場で実施されているわけであります。そ

ういった点に民主党・与党の取り組みは欠けると

ころがなかったでしょうか。 

3 点目。消費税の制度設計の中に、低所得者対

策として軽減税率を適用すべきだと考えます。こ

れはヨーロッパでも実行され、また日本でも各種

アンケート、8割の国民が賛同いたしております。

こういった実績のある軽減税率は有効であり、国

民の理解を得られると我々は思っておりますが、

この点についてどう考えますか。 

以上3点お願いします。 

 

野田 どうもご質問ありがとうございました。 

まずは景気対策ですが、先月末と、そしてきょ

うと、切れ目のない経済対策ということで 2 段階

に分けての経済対策を講じました。国費ベースで

1.3 兆円、事業規模で 2 兆円、融資も含めると 5

兆円です。まだ必要だと思っています。本格的な

補正予算、未来志向の補正予算というものを、こ

れはつくっていかなければいけない。これが第 3

弾だと考えています。 

山口代表のお話をされている 10 兆円というの

は、国費規模なのか事業規模なのかわかりません

が、いずれにしても第 2 弾に加えて本格的な補正

予算を早急につくることが必要であり、景気のて

こ入れは必要だと思います。ぜひこれはお知恵を

また借りたいと思います。 

それから、2 つ目の東日本大震災については、

公明党が本当に現場に入っていろんなご指摘をい

ただいたことを踏まえて、我々も 大限取り入れ

るものは取り入れてまいりました。ただし、被災

地においてはまだまだ行き届いていないとか、遅

いというご指摘をいただいている部分もあること

も間違いありません。高台移転であるとか、ある

いは除染であるとか、これからいよいよ本格化す

る、加速化するものもあります。復興交付金であ

るとか、復興庁であるとか、こういう司令塔はで

きてまいりましたので、フル回転をさせていきた

いというふうに考えております。 

それから、消費税を引き上げる際に、低所得者

対策は間違いなく必要です。ご指摘のあった軽減

税率、これはいい点もあるし、課題もあるんです。

もう一つは給付付き税額控除、それまでに実施す

る簡易な給付措置、こういうものをしっかりと講

ずることによって低所得者対策に万全を期してい

きたいと考えています。 
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司会 ありがとうございました。続いて日本維

新の会の石原さん、お願いします。 

 

維新⇒自民 会計制度、尖閣 

 

石原 次の総選挙でおそらく第 1 党になるだろ

う、そしてまた首班指名に応じられるだろう安倍

さんにお聞きしますけれども、日本をいま衰退、

孤立に導いているいろんな原因があります。毛沢

東の論理で言えば「主要矛盾」という、この日本

をだめにしている大きな問題、憲法については後

ほどおそらく質問が出るでしょうから、もう一つ

の問題。 

先ほど指摘しました、役人がこの国を壟断して、

勝手気ままなことをしている、あの支えになって

いる非合理的な会計制度を変えるおつもりはあり

ますか。これは、日本にはバランスシートがない

んです。どんな企業にもあるし、家庭にもありま

す。そして、この国には財務諸表がないんです。

そんなものを持たない企業なんて世界に存在しな

いけど、この国は先進国でありながら、それがな

い。だから民主党も事業仕分けみたいなばかなこ

とをやってパフォーマンスするけど、結局何も出

てこなかった。これは、会計制度を変えたら役人

のうそが出てくるんです。むだがたくさん出てく

るんですよ。これ、何でやらないんですか。 

そして、地方には国は法律つくって外部監査入

れろというけど、国はやっていると。やっている

のは会計検査院じゃないですか。役人が役人を調

べたって悪いことが出てくるわけがないんだ。こ

れは、やっぱりあなた、絶対に変えてもらいたい。

先進国並みにね。 

もう一つ。総裁選始まる前にあなたと、ある人

を介して飯食ったときにあなたにお願いしたが、

尖閣どうしますか。あの貧しい漁民を救うために、

低インフラとして灯台をつくり、船だまりをつ

くっていただきたい。これはあなた、あのとき確

約したけど、これ、やってくださいよ。国土を守

るために。日本をチベットにしないためにね。 

 

安倍 ありがとうございます。 

まず、会計でありますけれども、会計検査院は、

いま非常に厳しい批判をされましたが、それなり

に問題点を指摘しているのは事実であります。し

かし、東京都でできて、なぜ国ができないのかと

いうことも含めて、もし我々が政権を取ることが

できたら、今度は根本的にそうした会計のあり方

も含めて考えていきたいと、こう思います。その

中で、では、果たして実際いくら我々には債務が

あるのか、資産があるのかということも含めて見

直しをしていくということも大切であろうと思い

ます。 

そして、尖閣でありますが、尖閣について言え

ば、我々は実効支配をしています。何をもって実

効支配をしているかと言えば、いま12海里に海上

保安庁の船が24時間いて、そこに入ってくる中国

の公船を外に出しているからでありまして、これ

がもし 24 時間彼らがそこに居続けるということ

になれば、実効支配も危うくなっていくわけであ

ります。 

そして、さらに接続水域には、石原さんがかつ

て指摘をされたように、ほとんどいま中国の漁船

が漁をしています。彼らがマナーが悪いために、

日本の漁船はなかなかそこで漁ができないという

状況になっているし、船だまりがないということ

も欠点の一つだろうと思います。我々は政権公約

の中で、船だまりを含めて、例えば公務員を常駐

させるということも検討していこうということを、

いま公約で述べているわけであります。 

いずれにせよ、実効支配を決して譲らない、現

状は決して変えない、この強い決意を示していき

たいと思います。 

 

司会 続いて共産党の志位さん、お願いします。 

 

共産⇒民主 消費税 

 

志位 私は野田さんに質問します。 

消費税増税の是非は総選挙の大争点です。3 つ

の角度から問題点をただしたいと思います。 

第 1に、そもそも消費税増税法案の強行は公約

違反だと指摘されて、あなたは増税を実施する前

に、その是非について国民の審判を仰ぐとの弁明

を繰り返しました。ならば、その言葉のとおり、

この総選挙で消費税増税を実施していいのかどう

か、そのものの是非を正面から国民に問うことは

あなたの責任ではありませんか。にもかかわらず、

きょうの発言を聞いても、あなたにその姿勢が全

くみられないのはどういうわけか。 

第 2に、消費税増税が日本経済に与える影響を

どう認識しておられるのか。この大不況のもとで

大増税を強行すれば、日本経済の底が抜けてしま

います。そうなれば、増税をしても税収が落ち込

む結果になります。あなたはそういう認識を持っ
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ておられますか。 

第 3に、なぜ財源といえば弱いものいじめの消

費税だけに頼るのか。富裕層への減税、ばらまき

の結果、所得 1億円を超えますと、所得税の負担

率が逆に下がる。大企業優遇税制のために法人税

の実質負担率は、中小企業よりも大企業が低くな

っております。こうした不公平税制を抜本的に正

すことこそ真っ先にやるべきことではありませんか。 

以上 3点について明快にお答えください。 

 

野田 明快にお答えしたいと思います。 

まず、社会保障改革を前に進めるという話をし

ました。それは一体改革を踏まえてということが

前提です。安定財源を確保しないで、年金や医療・

介護、揺るぎない安心をつくることはできません。

そして子育て支援を大々的に後押しをするのも、

安定財源があったればこそであって、子ども・子

育て新システム、1 兆円の枠をつくりました、財

源。そういうのは消費税を引き上げることが前提

になっています。そのことは当然、社会保障改革

を進める上で安定財源は必要なのだ、そのことは

国民の皆様にお訴えをし、ご理解をいただきたい

というふうに考えております。 

2つ目は経済の影響ですが、当然のことながら、

今回の一体改革の関連法は、経済の好転をさせる

ということが条件になっています。向こう10年間

で名目3％、実質2％、こういうものをクリアをし

ながら、もちろんそのときの政権が判断をするわ

けでありますけれども、経済の好転を実現をする

ために、切れ目のない経済対策をしっかり講じて、

お約束をした社会保障充実、安定させるために消

費税の引き上げができるような環境整備に全力を

尽くしていきたいと考えています。 

不公平税制について手をつけることは、税制の

抜本改革の中で位置づけております。資産課税、

所得税、これは明らかに格差是正の観点から見直

さなければいけません。証券優遇税制については

平成27年 1月をもって本則に戻す、こういう抜本

的な改革をしっかりとやっていきたいと思います。 

 

司会 続きまして、みんなの党の渡辺さん、お

願いします。 

 

みんな⇒自民  

ＴＰＰ、道州制、建設国債 

 

渡辺 安倍総裁に質問いたします。 

私は安倍内閣の行革担当大臣をやっておりまし

た。あのころの安倍さんは、大変改革マインドに

あふれた方でありました。人生意気に感じて天下

り規制などをやったものです。ところが、 近の

自民党は先祖返りをしているのではないか、そう

いう思いにとらわれます。そういう問題認識から

3点ご質問をいたします。 

まず、ＴＰＰ。これは、なぜ中国を除外をして

いるのか。いま、尖閣問題をめぐり、かなり長期

にわたり中国と対峙をしていかなければいけない。

そういうときに、あえて中国を除外をしたＴＰＰ

の枠組み、これはまさに多角的な勢力均衡体系を

つくっていくという積極的な戦略的意味合いがあ

ります。なぜ安倍さんがこれに積極的にならない

のか。聖域なき関税撤廃には反対などというまや

かしを言うのか。安倍内閣になったら、これに交

渉参加するとなぜはっきり言わないんでしょうか。 

第 2点。道州制基本法を出すと言っておられま

すが、道州制に至るプロセスの中で、地方支分部

局の廃止というのは避けて通れません。ところが、

自民党の公約にはこれが入っていないのはなぜか。 

第 3に、デフレ脱却。日銀法改正、我々も提案

をしております。もっとお金の量を増やす。しか

し、なぜ建設国債なのか。建設国債なんていうの

は 5兆円しか出していないんです。こんな金融緩

和では足りません。これはもうまさしく建設業界

向けの、投票よろしくというメッセージにほかな

らないのではないでしょうか。以上。 

 

安倍 3点質問がございました。 

まず、ＴＰＰについて言えば、いまの渡辺さん

の分析はなかなか鋭い分析だと私は思います。し

かし、鋭いというのは、私が後退しているという

意味ではありませんよ。ＴＰＰに対する分析なん

ですが。 

ＴＰＰについては、良い交渉、悪い交渉という

のは基本的にないと思います。自由な貿易環境は

日本にとって国益だと思いますし、安倍内閣時代

には 4つのＦＴＡ、ＥＰＡを協定、あるいは 4つ

のＦＴＡ、ＥＰＡを交渉スタートさせてきました。

このＴＰＰはいわば経済交渉ですから、そこで守

るべきものを守らなければならない、農業分野で

あり、あるいは保険分野等々なのだろうと思って

おりますが、そもそもこのＴＰＰのスタートの仕

方が悪かったんですね。菅さんがいきなりＴＰＰ

ということをダボスで言って、そしてそれは日本

を開国するためだと言ってのけたのですが、普通、

交渉において、開国していなくても開国している
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と言ってのける交渉者でなければ得るものは得ら

れないのですが。実際、日本は関税においては開

国しています。日本は平均3.3％、米国3.9％、そ

してＥＵは4.4％であります。 

要は、守るべきものがちゃんと守られるかどう

か、その交渉力があるかどうか。我々自由民主党

には、私は突破していく交渉力はあると思います

し、まずは聖域なき関税撤廃という条件を変える

ことができるかどうかだと思います。 

道州制について、地方支分部局なのですが、こ

れは広域連合をつくって地方支分部局をなくして

いくというと、広域連合の新たな組織にも中央か

ら役人が下っていくんですよ。これでは私は意味

がないんだろうと。本来の道州制である州をつく

って、そこに国の役人が、権限を渡した役人も行

って、そして県はなくなって基礎的な自治体にな

っていくという、本来の道州制を私は目指してい

くべきだろうと、こう思っております。 

3 番目は、建設国債という指摘なんですが、こ

れは公債でも、もちろん国債ということで申しあ

げているわけでありますが、建設国債という言い

方をしたのは、赤字国債ではないという意味にお

いて建設国債。建設という名前がつくと、いきな

りコンクリートかという、そういうイメージが確

かにあると、私はそのときは気づかなかったんで

すが、そういう意味においては公債・国債、さら

には金融緩和ということであれば外債を買ってい

くこともそうでしょうし、あるいはＦＲＢがやっ

ているように……。 

 

司会 時間が参りましたので手短にお願いします。 

 

安倍 株式市場に直接影響を及ぼしていくとい

うこともやっていくべきだろう。結果的には、も

し私が総理大臣になったら、この手段は申しあげ

ません。それは、いわば日銀が手段については決

めていくことでありますが、いま私は野党の立場

でありますから、例えばということで手段につい

ても言及をしているということであります。 

 

司会 ありがとうございました。社民党の福島

さん、お願いします。 

 

社民⇒自民 憲法、原発、雇用 

 

福島 今度の選挙の争点は、格差是正、脱原発、

そして憲法です。そして憲法改悪は極めて今回、

重要なテーマです。 

自民党の安倍総裁にお聞きをいたします。 

1 点目。自民党は日本国憲法改正草案を発表し

て、そして公約では国防軍の設置と集団的自衛権

の行使を決めています。これは日本の戦後67年間

を根本的に変えるものです。もし国防軍とし、集

団的自衛権の行使としていれば、例えばあのイラ

ク特措法をつくったときに、国防軍は、それは米

兵と一緒にイラクで人々を殺していただろう。憲

法 9条の効用がある。日本は戦争しない、戦争は

できない、コミットできない。それはやはり日本

の戦後の財産だと思います。それを根本的に変え

てしまう。今度の総選挙後、憲法改悪国会になる

と社民党は大変危惧を持っています。この憲法 9

条を変えて憲法を改悪することについて、まず 1

点お聞きをします。 

2 点目は、40 年間自民党が政官業癒着の中で原

発推進をやってきた。この責任をどう考えるのか。

自民党の公約では、10年間の間でベストミックス

を図ると言っていますが、まだこの状況で原発を

続けるんでしょうか。 

そして 3点目、雇用についてほとんど公約があ

りません。規制緩和をするんですか、非正規雇用

がこれだけ増えた現状を本当に規制できるのか、

ワーキングプアをなくすのか、どうですか。 

 

安倍 政権与党でもないのに、次々と質問をい

ただいて大変光栄に存じます。 

まず、国防軍でありますが、我々はことし、主

権を回復して 60年目に当たる 4月 28日に、谷垣

執行部において憲法改正草案を発表しました。そ

の際、世に問うたのですが、また民主党に対して

も、民主党がもし批判があるなら対案を示しても

らいたい。果たして改憲なのか護憲なのか示して

もらいたい。こういう議論をしようとしたんです

が、マスコミも含めて、全く無視をされてしまい

ました。そしてこの選挙において改めてその一部

をこうして取り出していただいて、ある意味では

私は議論になってよかったと思っています。 

まず国防軍なんですが、憲法を変えなければ国

防軍にはしません。我々は憲法を改正する手順と

しては、まず96条の改正手続から変えていきたい

と思います。そして 9条においては、第 1項の平

和主義、これは残しておきます。第 2 項において

は、5 兆円近い予算をつくっている自衛隊に対し

て、例えば中学生がこの憲法を読めば、これはお

かしいんではないかと思うはずであります。です

から、そこを変えていくのは当然でありますし、
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かつ、また海外からは自衛隊はどうみられている

か。政府の答弁はこうです。私も政府として答弁

したことがあります。「海外からはジュネーブ条

約上は軍として認められています」、こう答えま

す。なぜか。こう答えざるを得ないんですね。も

し交戦状態になって、自衛隊員が捕虜になっても、

捕虜として扱われるには軍でなければならないん

です。軍でなければ、ただの人殺しとして、そこ

で射殺をされるという可能性もありますから、「海

外からは軍として認められています」と答弁して

きた。国内に向かっては「軍ではない」、もうこ

ういう詭弁は、憲法を改正して、私はやめるべき

だ、自衛隊に対して失礼であると、こう考えます。 

そして、集団的自衛権については、日本の船と

アメリカの船がシーレーンを防衛するために航行

していて、アメリカの船がもし攻撃されたら、日

本の自衛隊は助けなくてもいいのか。助けなかっ

た瞬間に日米同盟は終わります。 

そしてもう 1 点、原発についてでありますが、

我々の公約においては、原子力規制委員会におい

てきっちりとした規則をつくって、そして 3 年以

内に、再稼働する原発については再稼働していく

という判断をします。再稼働をこれはしないとい

う原発については再稼働しない。そしてその 3年

間に、再生可能エネルギーについて集中的に投資

をし、そして新しいイノベーションを生み出しま

す。そしてさらにその後10年間、熟慮をしながら

ベストミックスを考えていくということであります。 

 

司会 時間が参りましたので手短によろしいで

すか。雇用の問題だけ一言よろしいですか。 

 

安倍 すみません、雇用の問題、手短にいきます。 

安倍政権においては、雇用については、67万人

正規雇用が増えました。67万人ですよ。そして非

正規と合わせると 100 万人雇用をつくり出すこと

ができた。なぜか。名目ＧＤＰが 513 兆円になっ

たからなんです。つまり、経済を成長させること

によって正規雇用も増えた。しかし、民主党政権

になってからは、43万人正規雇用は減っています。

しかし、非正規は87万人増えていますが、雇用と

しては増えたのは、ほとんどが正規は減って、非

正規が増えています。安倍政権のときには正規が

増えて、非正規も少し増えましたが、圧倒的に正

規のほうが多かったということは申しあげておき

たいと思います。 

 

司会 新党大地の鈴木さん、お願いします。 

新党大地⇒新党改革 エネルギー 

 

鈴木 新党大地は景気の回復、雇用創出を 1 番

に挙げていますが、この点では新党改革の舛添さ

んと同じ価値観を共有していますので、舛添さん

に、具体的に景気回復についてお尋ねいたします。 

なお、新党大地は景気を考えた上でも、外交を

考えた上でも、ロシアの存在が大きいと思ってお

ります。日露関係が良好なときの橋本・小渕・森

政権では、中国も韓国も日本に特別な発言はあり

ませんでした。小泉政権以後、空白の10年といわ

れる日露関係ですが、日露関係が弱くなってから

中国も韓国も日本にいろいろ言うようになってき

ました。中国も韓国も、エネルギーはロシア頼み

の点があるんです。この点、私は雇用の創出ある

いは3.11の大震災後のエネルギー問題、原発ゼロ

に関しても、 大のその裏付けのエネルギーは天

然ガスだと私は思っております。 

天然ガスといえば、いま、サハリンで掘ってい

る。サハリンで掘っている天然ガスをガスパイプ

ラインで稚内、苫小牧に持ってきて、北海道で一

大エネルギーの備蓄基地をつくって、それを日本

に供給していけば、相当な雇用と、また産業の活

性化につながると思っています。 

この点も合わせて舛添代表にお聞きしたいと思

います。 

 

舛添 ありがとうございます。デフレの克服、

金融政策については先ほど申しあげましたので繰

り返しません。 

それから、ロシアとのエネルギー供給含めての

外交、これはしっかりやらないといけないという

ふうに思っています。特に明治日本を考えたとき

に、例えば日清戦争後、ロシアをどうするかと。

イギリスと組むという方向と、日露協商をやると

いう、両方をちゃんと明治の先輩はやってきたん

ですね。こういう多角的観点が必要だと思います

ので、ロシア外交については鈴木代表にぜひ頑張

っていただきたいと思います。 

もう一つ別の観点から言うと、規制緩和、道州

制、こういうことが必要だということなんです。

なぜかといいますと、私は北海道にも縁がありま

して、大好きな大地です。その北海道を、例えば

教育大国にする。あの大自然の中で若者を育てた

らどうだ。すばらしい教育ができると思います。

文部省の規制がある。それから医療の水準がすご

く高いですよ、北海道。この福祉や医療の水準の

高さを同化するときに、私は相当大臣のときに、
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規制緩和をやって自由にやってくれと言いました

けれども、もう現場に任せてやっていく。 

それから皆さん、雪。住んでいると嫌なんです、

雪は。だけど、雪はすごい観光資源です。雪を見

たことのないアジアの人は、札幌の雪まつりに来

たくてしようがない。じゃあ千歳をもっと自由に

使え。国土交通省の規制がある。 

だから、北海道は独立国になる気概でもって、

デンマークと同じ規模ですから、デンマーク並み

の成長を遂げられると思います。頑張っていただ

きたいと思います。 

 

司会 ありがとうございました。国民新党の自

見さん。 

 

国民新党⇒未来 市場原理主義 

 

自見 それでは、未来の党の嘉田知事さんに質

問させていただきたいと思っております。 

1 点は、私が 初に申しあげましたように、日

本では特に小泉さんが強く採用した市場原理主義

ですね。小さな政府をつくる。その例として、骨

太方針2006、医療・福祉・年金・介護という、本

当に人間の尊厳に関する社会保障をどんどん機械

的に削っていった。あの時代、3、4年前、医療崩

壊ということは非常に大きな問題になりました。 

それから、少なくともＷＨＯが言った、世界で

一番システムとして立派な公的な医療保険制度は、

日本の医療保険制度でございまして、その基本で

すら崩壊の危機に瀕した。そしてまた過度の規制

緩和。そして、まさに過度の官から民へというこ

との典型が、まさに本丸が明治 4年以来 140 年続

いた日本の伝統と文化と、そして新しい明治開国

以来の理念に沿った、世界で一番能率のよかった、

効率のよかった郵政 3事業を、本当に子どもがお

もちゃを壊すごとく崩してしまった。そういった

市場原理主義について、アメリカですら、もうご

存じのように、リーマンショックを引き起こして

いる。 

私はことしの 6月まで金融大臣で 2年間、アメ

リカに2回、ヨーロッパに2回、中国とインド等々

行きましたけれども、まさに行き過ぎた金融の規

制緩和がリーマンショックを引き起し、まだまだ

世界に本当に厳しい痕跡を残しているわけでござ

います。 

そういった意味で、嘉田さん、基本的に、そし

て小さな政府ですから、滋賀県の地方交付税交付

金をたくさん減らされたと思いますよ。一番基本

的な一つのテーゼ、一つの思想、それについてど

ういうふうに思われるのか。そのことをぜひお聞

きをしたいというふうに思っております。 

 

嘉田 自見代表、ご質問ありがとうございます。 

哲学的な意味での、あるいは社会の基本的な意

味での新自由主義と、それから地域経営を進めて

いく上での地域主義と、何か 2 つの質問が合わさ

っているように思われます。的確な回答にならな

いかもしれませんが。 

一つ、私どもはＴＰＰなど、ルールの極めて緩

いというんでしょうか、ルールのないというんで

しょうか、無制限な開発、そして無制限な開放に

は反対をしていきます。つまり、それぞれの社会

には社会的仕組み、医療にしろ、保険にしろ、あ

るいは人々の安心を生み出してくる長い意味での

社会システムがあります。そういうところに対し

て土足で踏み込んでくるようなＴＰＰに対しては、

いまの時点では慎重にならざるを得ないというこ

とで、反対と申しあげております。 

では、一方で、地域がいかに自立を積み上げて

いくのか。自見代表はお医者さんですけれども、

私どもは現在、地域の自立に対して社会保障ある

いは医療・介護・福祉は、専門的に拡大し過ぎる

中で大変困難がある、と。人生50年の医療と、人

生 80年の医療では違います。人生 80年、高齢者

の老いは病院では治せません。 

そういう中で私どもが今回お示ししています在

宅みとり、あるいは医療介護・福祉、地域のネッ

トワークをつくり、ともに支える共生・共助の社

会づくりということを自治体として滋賀県では実

践をしておりますし、ぜひこれを、国政を担う段

階になったら全国に広げていき、相互に助け合え

る社会づくりを進めていきたいと思っております。 

 

司会 ありがとうございました。新党改革の舛

添さん、お願いします。 

 

新党改革⇒未来 経済、金融 

 

舛添 私も日本未来の党の嘉田さんにご質問さ

せていただきたいと思います。 

私が厚生労働大臣の時代に、嘉田さんは知事と

して、関西の新型インフルエンザ、本当に抑える

ために一生懸命やってきました。嘉田知事が県民

の命を守るために一生懸命社会保障をおやりにな
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ったのはよくわかるんですけど、この新しい日本

未来の党が、どういう経済政策、金融政策を持っ

ておられるのかというのをもうちょっと教えてい

ただきたいんです。 

というのは、私は、男女の雇用を均等にして、

女性に働いてもらわんといかん、これも大賛成な

んです。だけども、要するにニューマネー、どこ

かからお金を稼いでこないと、その元々の財源を

どうするんですか。確かに社会保障というのは内

需拡大効果があるんです。だけど、それは一つの

過程の中で、いまあるお金を右から左に回してい

るだけなんです。外から、お父さんもお母さんも

働いて、ボーナスもたくさんもらって稼いできた、

そのお金をもとにして、じゃあ子育てやろう、じ

ゃあ介護をやろう、こうならないといけないんで

すが。大急ぎでおつくりになったからかもしれま

せん。しかし、日本未来の党は、このいまのデフ

レとか不況に対して、どういう経済政策をやるの

か、金融政策をやるのか。そして、先ほどＴＰＰ

のお話をなさいましたけど、グローバルな国際環

境の中で、どうして日本の企業が国際競争に勝っ

ていくのか。こういう点について、ちょっとご説

明がいままでいただいていないようなので、よろ

しくお願いいたします。 

 

嘉田 ご質問ありがとうございます。舛添大臣

が厚労大臣のときに、私ども新型インフルエンザ

で関西は大変苦しみました。そのときに大臣みず

から、真夜中でも電話を受けていただいて、知事

として大変安心をさせていただき、ありがとうご

ざいます。 

未来の党の中に経済政策、金融政策がみえにく

いということでございますので、2 点申しあげた

いと思います。 

まず、未来の党の基本的な経済政策は、内需拡

大でございます。その内需の中で、いま一番潜在

的に仕事ができていない人たち、女性です。日本

の場合、子どもを産んだときに、女性の 7割が仕

事をやめております。これは大変なロスです。こ

の間、ＩＭＦのラガルドさんが来られたときに、

“Can women save Japan？”というレポートを書

かれました。そのときにＩＭＦも、日本が再生す

るには女性の稼ぐ力、就業能力を高めなければい

けない。この就業能力を高めると、実は子どもも

産まれるのです。女性の有業率と出生率は正の相

関です。ここが多くの皆さんが誤解をしている。

という中で、女性の稼ぐ力、ダブルインカム・ス

リーキッズを一つの目標に掲げていきます。 

そういう中で、グローバルには、女性が参画を

することで、実はいまつくっている製造品、ある

いはサービスも、ダイバーシティを得ることで、

もっともっと国際競争力を得ることができます。

マーケットイン、お財布を持っている女性の感性

や創造性やアイデアを生かす形で、より製造業も

ダイバーシティ、そして国際競争力をつけること

ができるというのが質的な転換でございます。 

 

司会 ありがとうございました。では、民主党

の野田さん。 

 

民主⇒自民 ＴＰＰ、尖閣 

 

野田 自民党の安倍さんにお尋ねをいたします。 

ご質問する前に、一つの意見として申しあげた

いんですが、先ほど安倍政権のときはＧＤＰ520

兆、雇用もつくったというお話がございました。

それに比べて民主党は、というお話があったんで

すけれども、あのときはアメリカの住宅バブルが

あって、新興国が台頭して、非常に経済のパフォ

ーマンスがよかったのは間違いありません。ただ

し、その後はリーマンショックが起こっているん

です。大震災も起こっているんです。単純に比較

をされては、これは困ります。その中で、少なく

とも麻生政権のときの完全失業率は 5.4％でした。

我々は努力して、いま 4.2％まで改善させていま

す。有効求人倍率は 0.4％でした、麻生政権のと

き。いまは0.8％、2倍まで上げました。企業の倒

産件数も月間 300 件減らしております。という違

いがあるということはぜひ押さえておいておきた

いと思います。 

その上で、決定的に政権交代の前と後で違うの

は、先ほど来、ＦＴＡ、ＥＰＡの話が出ていまし

たけれども、日本の貿易量に占めるＦＴＡ、ＥＰ

Ａのカバー率は、政権交代前は16％にすぎません。

韓国は当時33％です。周回遅れだったんです。き

のう、日・ＥＵのＥＰＡを交渉スタートすること

になって、ようやく 30％台に乗ります。日中韓、

これもスタートしますが、これは50％に乗ります。

ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携）入れ

ると70％に乗ります。ＴＰＰへ入ると9割になり

ます。まさに日本は通商国家の要（かなめ）にな

るはずなんです。我々はそういう積極的な戦略で

いきたいと思いますけれども、確かにＴＰＰは国

益を守る、その観点が大事です。ただ、アクセル

を踏むのか、ブレーキを踏むのか、先ほどのご発

言ではよくわかりません。交渉力を持ったら進め
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るのかどうか。これは明快にお答えいただきたい

と思います。 

もう一つは外交案件。これは尖閣をめぐるお話

がございました。長期的に、平穏かつ安定的な維

持管理のために我々は国有化を進めました。しか

し、残念ながら、中国はいま感情的に反発をして

います。これは毅然たる対応をこれからも続けて

いきたいと思いますが、公務員を常駐させるとか、

物的に形状を変えるとかということをいま議論す

ることが、それがどういう影響を及ぼすか、どう

お考えなのかをお尋ねをしたいというふうに思い

ます。 

 

安倍 まず 初に経済についてでありますが、

麻生政権のときに大型の補正予算を組んで、いわ

ば適切な対応をしたからこそ、あそこで済んだん

ですね。しかし、民主党政権が政権を取った後、

減額補正をしました。減額補正をしたことによっ

て、せっかく麻生政権であのリーマンショックに

対応したのに、逆にブレーキを踏んでしまったと

いう、極めて愚かな政策だったんだろうと私は思

います。 

それと単年度でみていただきたいと思いますが、

私がいつも比較するのは、安倍政権と、いわばリ

ーマンショック後、そして東日本大震災の衝撃を

受ける前の鳩山政権のときとの比較をしています

が、安倍政権では歳出は81兆円だった。鳩山政権

では 95 兆円ですね。そして鳩山政権では税収は

40 兆円しかなかった。安倍政権では 51 兆円あっ

たんです。ですから当然、プライマリーバランス

は5.5兆円になった。21世紀では一番これは財政

規律が守られていました。いま30兆円近いんです

よ。 

ですから、そういう意味において野田総理が私

に対して、財政規律を考えていないという指摘は

全く誤りであるということを申しあげておきたい

し、国債の発行減額も過去 大幅の減額を行いま

した。 

そして、ご質問のＴＰＰでございますが、聖域

なき関税撤廃、これは関税自主権を手放せと言っ

ているようなものであります。普通、日米同盟関

係ですから、こういう重要な政策課題については

事前に必ず調整をします。なぜ事前の調整がなか

ったか。それはまさに民主党政権によって日米同

盟関係の信頼がずたずたにされてしまったからこ

そ、いわば事前調整ができなかった。交渉力を失

っているんですね。まずは、我々は交渉力をちゃ

んと身につけて、そして、いまどういう問題点が

あるかいうことをもう一度情報を明らかにしなが

ら分析をし、そして聖域なき関税撤廃、これを突

破できるのかどうか吟味しながら、我々は外交交

渉力を磨いて対応していきたいと思います。 

外交については、まさにこの外交敗北によって

中国は尖閣にチャレンジをしているんです。北方

四島や、あるいは竹島に外国の首脳が上陸をする

ようなことは、自民党時代にはなかった。こんな

に再々12 海里に北朝鮮の公の船が入ってくるこ

ともなかった。これは日米同盟が悪化した結果な

んですね。 

そして外交交渉においては、まさに交渉です。

我々はどのぐらいの決意をもっているか、これを

示していくことが大切なんですね。民主党はずっ

と中国に 3年間遠慮してきました。それがこの結

果ですよ。 

私は総理大臣時代に、言うべきことは言ってき

ました。しかし、日中関係は改善させました。 

 

司会 党首の皆さん、ご協力ありがとうござい

ました。以上で第 1 部を終わります。川戸さん、

お願いします。 

 

第 2部 代表質問団との質疑応答 

 

総合司会（川戸） それでは、これから第 2部

に入ります。まず代表質問者を紹介いたします。

いずれも当クラブの企画委員でございます。 

党首の皆さんから見て左から、実哲也さん、倉

重篤郎さん、橋本五郎さん、そして星浩さんでご

ざいます。 

質問に対する党首の皆さんの答えは、原則 1分

以内でお願いいたします。15秒前にランプが点滅

いたしますので、そこで発言を締めくくるように

お願いいたします。 

ただし、質問によっては「イエス」「ノー」で

お答え願うともあると思います。限られた時間で

すので、よろしくお願いします。 

もう一つご理解いただきたいのは、1 部の党首

の主張と討論では、各党首全く公平に時間配分を

いたしましたけれども、こちらのほうはニュース

性を重視いたしまして質問させていただくことに

なりますので、同じ回数の質問が皆さんに行くと

は限りません。あらかじめご了承願いたいと思い

ます。 後に30秒ずつ、言い残したこと、言いた

いことを言う時間がございますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 
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それでは、橋本さん、代表質問、よろしくお願

いします。 

 

《基本的な質問》 

 

橋本 初は基本的なご質問をしたいと思いま

す。非常に短い時間でまことに恐縮なんですけれ

ども、内容のある、そして品格のある質疑にした

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

まず 初に野田さんにお伺いします。日本記者

クラブ始まって以来、11党並んでいる。一体これ

はだれの責任なのかということですね。それは、

民主党がバラバラになったというのが直接の原因

です。これはやはり政権党がバラバラであること

は民意をよく反映しているという言い方もできる

かもしれないけれども、しかし、私はそうは思わ

ない。という意味で、一体こういう状況になって

いることは、その責任をどう思っているのか、こ

こをきちんとしないと、なかなか政治に対する信

頼の回復もできない、そう思いますので、一番の

責任者と思われる野田さんに、まずそのことをお

聞きしたいと思います。 

 

野田「苦しいけれど決断した」 

 

野田 国論を二分するような問題を党内で議論

をし、そして結論を出す過程において、残念なが

ら離党される方が出ました。その離党された方が

いくつかの党に分かれているという状況で、すべ

ての新党がそうだとは言いませんけれども、関わ

っているケースがございます。その意味では、民

主党が分裂をし、離党者が出たことが一つの原因

になっているということはご指摘のとおりだと思

います。 

したがって、それは、責任は私に一端はある、

一番重たいと思います。でも、国論を二分するテ

ーマを、私は先送りできないと思いました。した

がって、苦しいけれども決断をしました。決断を

する政治を私は進めていきたいと思います、これ

からも。もちろん党内での議論をよく踏まえての

決断をしたいと思いますが、決断をすることによ

って従わなかった人が出たことは残念です。でも

逆に、今回 260 人以上の公認、推薦候補を出すこ

とができました。これからも決める政治、決めた

ら従う、そういう政治、そういうものを固く守っ

ていく胆力と知力と行動力を持った戦闘集団がで

きつつあるというふうに思っています。 

安倍「インパクト強いことでも、ひるま
ずにいう」 

 

星 安倍さんにお伺いします。自民党の総裁に

カムバックされてから、事実上の選挙戦が始まっ

て、非常に強い言葉を連発されております。野党

の党首としては当然だという気もしますが。私を

含め多くの国民は、やはり 5年前に安倍さんがあ

あいう弱々しい形で退場された映像というのを鮮

明に覚えていると思うんです。この間、安倍さん

ご自身はどういうふうに変わったのか、自民党自

身もこの 3年間の野党でどういうふうに変わって

きたのか、そこをまずお聞きしたいと思います。 

 

安倍 先般の自民党の総裁選挙においても同じ

質問を何回も皆さんからされました。私自身がど

う変わったか。それはまず、あの挫折を経験し、

この5年間、さまざまなことを学んできました。 

それは、政治にとって大切なことは結果を出し

ていくということであります。安倍政権下ではあ

りましたが、1 年間で教育基本法の改正、防衛庁

の省への昇格、そしてまた公務員制度改革もなし

遂げました。そして経済においても、先ほど申し

あげましたように、プライマリーバランスは 5.5

兆円まで行った。あのとき、もし日本銀行が緩和

をやめていなかったら、あのときプライマリーバ

ランスにおいて 5.5 兆円まで行ったということに

おいては、デフレギャップがほとんどなくなった

ということが大きかったんですが、しかし、デフ

レからは完全に脱却をしていなかったんですね。

それをやっておくべきだったというのは、今回の

いわば経済財政金融政策において私が主張してい

るインフレターゲット。あのときインフレターゲ

ットを持っていたら、デフレギャップがゼロにな

ったからといって金融緩和をやめていなかった。

完全にデフレから脱却できていたんですね。だか

ら、私はその反省のもとに厳しいこと、いわばイ

ンパクトの強いことであったとしても、それを恐

れずに、ひるまずに申しあげているんです。 

自民党は、ただの政権維持政党ではもうない。

立党の信念に戻って、なぜ私たちは自由民主党を

つくったのか、なぜ国民のために、今まで二分し

てきた保守が一緒になったのか、その原点をもう

一度呼び起こしました。それは日本の誇りを取り

戻すことであり、そして豊かな日本を取り戻して

いくことであります。多少の議論があったとして

も、私たちはちゅうちょせず、勇気を持って発言

をしていきたいと思います。 
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橋本 できるだけ時間を（守るよう）お願いい

たします。 

 

石原「首相候補には平沼君を推挽したい」 

 

倉重 石原さんにお聞きします。維新の会の代

表は石原さんですけれども、維新の会の首相候補

はだれなんでしょうか。といいますのは、橋下さ

んは石原さんだと言うし、石原さんは、私は年だ

と。しかし、第二極にもなろうとしている政党で

首相候補がいないというのは、国民が一挙両得に

非常に判断に困ります。きょうはその辺をはっき

りさせてください。 

 

石原 それはね、大事な質問だと思いますけど、

私ね、橋下君が一番ふさわしいと思いますけど、

彼はやはり当分首長の席を離れるわけにいかない

でしょう。ほかには平沼さんのように有力な自民

党時代の首相候補がいるわけですから、私の年齢

より若い有力な候補者がたくさんいると思います。

当面、そういう可能性を含むんだったら、私は平

沼君を推挽したいと思っていますけどね。 

 

橋本 しかし選挙というのは政権を選び、総理

大臣を選ぶ選挙なんですよ。それでいいんですか。 

 

石原 そこまで行けますかなあ。それはやはり

ステップ・バイ・ステップで、現実的に物を考え

ていったほうがいいと思うんですよ。いま、あま

り高ぶって総理をだれにするかという問題ではな

くて、いかに我々が大きな第二極をつくるかとい

うことだと思いますよ。だから渡辺さんもここに

出てきたしね。かつての青嵐会時代に渡辺さんの

お父さん、みっちゃんと私でいろいろやってきま

したからね。 

 

嘉田「小沢さんを使いこなせずに官僚を
使いこなすことはできない」 

 

橋本 はい、わかりました。 

嘉田さんにお伺いします。卒原発を唱えている

んですけれども、それ以外の政策は、どうもこれ

は原発依存ならぬ小沢依存ではないのかと。これ

はだれがみてもそういうぐあいにみえるんですね。

しかも、そうするとだれを選ぶかというときに、

どうも小沢さんを選ぶのかどうなのか。しかし、

役職にはつけない。そうすると、ますます影でと

いう話になってしまう。あまり聞きたくないんで

すけれども、一体、小沢問題をどういう評価の仕

方をしているんですか。 

 

嘉田 個人的な問題もございますので、私のい

まの立場をお話しさせていただきます。 

なぜ皆さん、小沢さんをそう怖がるのか。これ

まで小沢さんの力を…… 

 

橋本 いや、怖がっていませんよ。 

 

嘉田 嫌がるか。小沢さんの力をご自分のため

に利用してきた方たちが怖がっていらっしゃるの

かなと思います。私は国民が求める政治を実現す

るために小沢さんの力を使わせていただきたいと

思っております。小沢さんを使いこなせずに官僚

を使いこなすことはできません。私は滋賀県の官

僚をしっかりと使いこなし、そして生活の中に合

った、生活が第一のマニフェスト、それにプラス

して、知事として経験をしてきた地域主権改革、

子育て、女性の参画、そして原子力発電所問題を

含めて、自然を守る政策を、知事だからこそ経験

してきたことを小沢さんのもとの「生活」のマニ

フェストに追加をさせていただいた。それがこち

らでございます。近々公表させていただきます。 

 

星 共産党の志位さんと福島社民党党首、お二

人にお伺いします。ちょっと変化球の話ですが。 

今回の選挙、リベラル勢力とか左派勢力が衰退

をしていると言われておりますが、共産・社民両

党、この衰退の、ある意味では一つの責任もある

と私は思うんですね。ちなみにヨーロッパでは同

じような共産党、社民党、社会党が政権に関与し

たり、フランスでは大統領も手にしているわけで

すが、その辺の反省についてはどういうふうにお

考えなのかを、まずお二人にお伺いする前に、ヨ

ーロッパ政治史の学者である舛添さんに解説をし

ていただいて、その上で志位さんと福島さんにお

話を伺いたいと思います。 

 

舛添 解説するほどおこがましいことは申しあ

げられませんけれども、例えばフランスのミッテ

ラン大統領が生まれたときというのは、これはや

っぱりきちんとした現実的な政策を出していった

ということです。それから、ヨーロッパ全体をみ

ると、連立政権というのは当たり前の話であって、
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したがって複数の政党の間できちんと政策合意が

なされてきた。やはりユートピア的なことだけ言

うのではなくて、権力を持ったときに具体的にそ

うする、それがきちんと綱領に書かれていたこと

が成功の原因だと思いますが、そこから先はお二

人の党首のお答えに待ちたいと思います。 

 

志位「新しい政治を求める新しい流れが
ある」 

 

志位 衰退と言われましたが、それは現状認識

が違いますね。私は、いま国民の中で新しい政治

を求める、かつてない歴史的な戦いの高揚がある

と思うんです。例えばＴＰＰの問題、この問題で

は私たちはＪＡ全中の皆さんとも協力して、ある

いは医師会の皆さんとも協力して、従来は保守の

皆さんとも協力して大きな輪をつくってまいりま

した。 

それから、原発ゼロを目指す戦い、これは毎週

金曜日の官邸前の行動、私も大体毎週参加してま

いりましたけれども、数万人という方が毎週集ま

る。自発的にああいう行動が起こる。そして私た

ちとずっと共同の輪が広がる。これはかつてない

ことが起こっていると思います。 

それから、沖縄に行きましたら、島ぐるみで10

万人のオスプレイ配備反対の集会が行われ、私も

参加しましたが、シンボルカラーは赤でしたよ。

で、オスプレイにレッドカラーをということで、

島ぐるみの運動になっている。 

ですから、いま国民の中に新しい政治を求める

新しい流れが起こっている。その流れとしっかり

共同して、今度の選挙では、その共同する流れが

日本共産党の躍進にもつながっていくような努力

をしていきたいと思っております。 

 

福島「民主党の裏切りは沖縄と社民党を
切り捨てて始まった」 

 

福島 社民党は、その名前のとおり、社会民主

党、ソーシャル・デモクラティック・パーティー

で、ヨーロッパを初めとした社会民主主義政党、

政権とは友党関係にあります。ですから、どんな

社会をつくりたいかといえば、やはり雇用がきち

っとして、社会保障が充実し、やはり脱原発であ

り、かつ自然エネルギーの促進という点ではつく

りたいんですね。 

ですから、そういうふうにいま日本がなってい

ないけれども、それを願う人たちは多いですし、

今回の選挙でやはりリベラルであったり、脱原発

や、そういう人たちの声を社民党にどうかよろし

く、という形で頑張っていきたいと思っています。 

私は 3 年前の政権交代のとき、社民党は政権に

入りました。申しわけないが、民主党の裏切りは、

5 月に沖縄と社民党を切り捨てたところから始ま

ったと思っています。ですから、社会民主主義的

な社民党の政策を使って政権交代が起きたけれど

も、その後は沖縄を切り捨てる、社民党を切り捨

てる、そして消費税増税、ＴＰＰと来ているわけ

ですから、やはり新自由主義ではない社会民主主

義的な政策、そして格差是正、そして脱原発を、

今回は本当に社民党に入れてくれという形で躍進

を図りたい。その後、国会の中で多くのところと

連携しながら脱原発を実現していきたい。格差是

正を実現していきたい。憲法改悪阻止をしたいと

思っております。 

 

渡辺「だれと組むかの前に、何をやるか
を大切に」 

 

倉重 みんなの党の渡辺喜美さん、第三極で一

番 初に駆け出したにも関わらず、この間の合従

連衡で、結果的には一緒になることができずに、

若干谷間的な存在になった感じがあります。石原

さんからは、「木をみて森をみない」とか、「自己

過信が強過ぎるんじゃないか」という批判なんか

もされていますけれども、これから先、どういう

ふうに展開されていくんですか。 
 
渡辺 みんなの党は、だれがやるか、だれと組

むかの前に、何をやるかの理念と政策の一致を大

切にします。民主党の失敗は、まさにこれがなか

ったんですね。とにかく政権を取るために、自民

党、社会党、民社党、日本新党の人たちが寄せ集

まってできた。政権を取ったら、この我慢がポキ

ンと折れちゃって、ばらけ始めたわけです。我々

はそういう政界再編は邪道だと思っております。 
したがって、今回、私たちは、維新の会とは 8

月の段階で合流は御破算になっています。したが

って、その後、相乗効果の発揮できるやり方を模

索してまいりました。きょう、間もなくですが、

お互いの公認候補を推薦し合う、そういう相互承

認を発表いたします。我々は次の選挙の後、選挙

の結果、これは国民の意思でありますから、この

国民の意思を踏まえて、次の行動は考えたいと思

っています。 
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山口「ぶれない軸をしっかりと」 

 
倉重 公明党の山口さんにお聞きします。公明

党も来年、結党 50 周年ですか。 
 
山口 再来年です。 
 
倉重 再来年ですね。それだけ一つ大きな歴史

の中で与党化路線というものをある程度安定させ

てきた。これからなんですけれども、これから全

体が保守化する空気の中で、元祖中道として、ど

んなふうな形で自分たちのスタンスを明確に政治

の中に生かしていくのか。 
それからもう一つ、先ほど第三極には淡い期待

を抱いてはいけないとおっしゃいましたが、実際、

大阪では維新の会と選挙協力をしている。その辺

もちょっと矛盾を感じるんですが、その辺はいか

がですか。 
 
山口 我々は結党以来、「大衆とともに」という

立党精神、これに基づいてまいりました。また、

生命・生活・生存を 大限に尊重する人間主義、

これが中道主義の内実である、ということも掲げ

てまいりました。まさにその大衆の生活の現場、

仕事の現場、ここに目を凝らし、そして耳を傾け

る。この基本的な政党としての国会議員や地方議

員を通じた取り組み、ここはいささかも私たちは

ぶれていない。また、この 3 年間、野党にあって、

そこを見極めるというところに努力をしてまいり

ました。これからもそのぶれない軸をしっかりと

生かしていきたい、このように思います。 
また、大阪維新の会、これは現実に大阪の市政

で、公明党がキャスティングボートを議会で持つ

というところで、橋下市長と現実的な協力関係や、

あるいは是々非々の関係があります。これらに基

づいて選挙協力をやっています。 
また、道州制や大阪都構想、この点についても

認識を共有しています。しかし、ほかの点では全

く白紙の状態。国政レベルというふうになれば、

我々と主張の違うところは堂々と申しあげたいと

思います。 
 

《復興、原発、エネルギー》 

 
橋本 それでは、大震災からの復興、そして原

発、エネルギー問題に移りたいと思いますけれど

も、復興について、安倍さんにまずお伺いします。 
民主党政権だからこんなに遅れているんだ、だ

めだったんだと。遅れていることは確かにそのと

おりだと思いますけれども、じゃ、自民党だった

ら一体どこをどういうぐあいにやったのか。それ

は 大野党ですから、それを十分生かす道もあっ

たんだろうと思うんです。自分たちが政権を取っ

たら、一体どこのところを重点に、まあ公約には

書いてありますよ、しかし、何を重点に、民主党

の悪いところはこういうぐあいにしていくんだ、

ということを少し明確にしていただきたい、そう

思います。 
 
安倍 2点申しあげたいと思います。 
まず、自由民主党は野党時代にこの問題で協力

をしていないのではないか、という誤解がありま

すが、我々は阪神・淡路大震災の経験があります。

この経験をもとに、522 項目の対応項目を政府に

提案しています。その中から 33 本の政府提出の

法案が出て、成立をしました。また、政府が同意

をしなかったものの中から、14 本の議員立法を出

しました。瓦れきの処理もそうです。あるいは、

働く場所がなければ、その場を去らざるを得ない。

つまり企業が新しい機械を買う上において、すで

に残っているローンをどうするか、この二重債務

を救済していく法律も出した。 
一番の問題点は、2 番目は、復興庁がちゃんと

機能していないのです。縦割りで、予算もひもつ

き。そして、本来であれば、復興庁は東北につく

るべきだったんです。多くの公務員が現場に行っ

て、現地の人たちと、いわば復興させていきたい

という人たちの気持ちと一緒になって政策を前に

進めていくことが求められているんだろう。本来

の私たちは政治主導を取り戻し、役人にも、どう

すれば復興に役に立つかという観点から裁量権を

思い切り発揮をしてもらいたいと思います。 
 
橋本 はい、わかりました。 
 
石原 ちょっと、私は安倍さんに言いたいんだ

けどね。 
 
橋本 ちょっとそれはルール違反になりますか

ら、それはまた後で考えます。 
嘉田さんにお伺いします。いま、どの党も原発

の割合を減らそうと、ただ、それに年月の長短が

あるという状況なんですけれども、一番の問題は、
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そういう方向性はいいんですけれども、一体その

間の代替エネルギーをどういうぐあいに持ってい

くのか、そこが一番問題なんですね。示すべきは、

何年でやめるという話ではなくて、それも必要で

すけれども、その間、どうやって補うのかという

ことが明確にならない限り説得力を持ってこない

と思うんですけど、その点は具体的に示せるんで

すか。 
 
嘉田「卒原発プログラムを出す」 

 
嘉田 お答えさせていただきます。 
まず、そもそもいま、この時点で、大飯の 3、4

号機、236 万 kＷしか動いておりません。いま、

ほぼ原発ゼロの状態だということを皆さんと共有

をしたいと思います。 
そういう中で、私どもが示す「卒原発プログラ

ム」、まず一つは、いまご指摘のような、エネルギ

ーのベストミックスをどうつくるかということで

す。総量を節約する、これがまず一つです。それ

は、例えば家庭系ですと、ここ 20 年で 2 倍、総

量が増えております。それから、同じ生産物を生

産するに当たっても効率化をすることができる。

総量を減らす。 
2 つ目は、原子力以外の代替エネルギーを開発

する。再生可能エネルギー、ようやく全量買取制

度がこの 7 月にできてまいりました。そのところ

で、また化石エネルギーも途中では使わなければ

いけないとは思っております。ガスコンバインド

なども含めて、効率的なエネルギーの仕組みも提

案していきたいと思います。 
あわせて、電力の自由化、システムの改善、ま

たそれぞれの立地地域の雇用、経済、これも解決

をしないと、国民的合意にならない。そして何よ

りも廃棄物を、これ以上増やさない。“トイレのな

いマンション”と言われておりますけれども、こ

れ以上廃棄物を増やさないというところでの方針

を「卒原発プログラム」として具体的に出させて

いただきたいと思います。 
 

石原「フェードアウトってどういうこと
ですか」 

 
倉重 石原さんにお聞きします。維新の会の原

発政策がどうも二転三転して、非常にわかりにく

いという印象なんです。 後はフェードアウト―

―フェードアウェイですか、消滅ということです

ね――するというような結論になったようですが、

これは会場からの質問でもあるんですが、フェー

ドアウトした場合、石原さんの持論である核保有

のオプションが持てなくなるのではないかと思い

ますが、この前のシミュレーション発言も含めて、

いかがでしょうか。 
 
石原 私ね、核の全廃を唱えている人たちに過

去を振り返ってもらいたいんですがね。昭和 80
年代にオイルショックが来て、電力（電気料金）

を上げましたね。あのとき、アルミ産業というの

は瞬間的に消えました。1 社だけ、日本軽金属の、

あれは大井川の近くですか、水力発電をやってい

るところだけは操業しましたけれども、あとは全

滅しましたな。いまでも非常に電力を食う基幹産

業の一つの鉄鋼をつくっている会社なんかは、大

手の新日鐵は知りませんけど、中くらいの会社は

全部、昼間、要するに電力が高いので休んで、夜

間に操業していますよ。同じような現象が、これ

から先、仮に 20％電気料金が上がったら、例えば

自動車産業なんか 80％ですか、電子部品をつくっ

ている会社は 10 割、とにかく利益が減る。こう

いうものを想定して、せめて 10 年間の経済計画

を立てて、その中でエネルギーをどういうふうに

配分するかということを考えずに、何％残すとか、

何年までに原発を全廃するとか、一種の願望で…

… 
 
倉重 石原さん、ちょっと時間になりましたの

で、済みません、質問にお答えください。核オプ

ションを失ってよろしいんですか。石原さんのこ

れまでのスタンスの延長線上からいって。 
 
石原 核のオプションを何ですか？ 
 
倉重 失ってもよろしいんですか。フェードア

ウトするということで。 
 
石原 いや、それは困ります。 
 
倉重 では、フェードアウトという維新の会の

政策は、石原さんの意に沿わない政策ということ

ですね。 
 
石原 フェードアウトって、どういうことですか。 

倉重 フェードアウトというのは「消滅」です。
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それは石原さん、維新の会の公約に書いてあるん

ですよ。 
 
石原 原発を、ですか。いや、それは違います。

私は、そういう公約は直させました。ですから、

シミュレーションをして、とにかくそのシミュレ

ーションの中で原発というものの淘汰を考えると

いうことでありましてね。 
 
倉重 これ以上やりません。直っていませんか

ら、じゃ、直させてください。 
 
石原 わかりました。 
 
 

安倍「軽々にゼロにするとはいわない」 

 
実 原発について、安倍さんにお伺いしたいと

思います。自民の公約を見ますと、再稼働の結論

を 3 年以内に出すと。それから、ベストな電源ミ

ックスを 10 年以内に確立するというような形に

なっていますが、人によっては、これは問題を何

となく先送りにしているのではないか、あるいは

曖昧にしているのではないかというような批判も

あるようですけれども、基本的に、自民党のポジ

ションとしては、原発を維持するんだという意思

を示している、そういうふうにみてよろしいんで

しょうか。 
 
安倍 この問題をまじめに考えていくと、白か

黒か、あるいは言葉遊びはするべきではないと私

たちは思っています。その結果、我々は、私たち

の政権公約にこういう書き方にならざるを得なか

ったのです。 
いま生きる日本人にとって、仕事も必要です。

病院に供給する電力も必要です。どうやってこの

電力を維持していくのか。まだ開発をされていな

い再生エネルギーにすべてを依存するわけにはい

かない。しかし、イノベーションが起こるべく、

我々はその分野に 3 年間で集中的に国家資本を投

入していきます。でも、それはうまくいくか、い

かないか、いま断言できません。いまの段階でや

めてしまうと言えば、もう日本には原子力関係の

技術者は育ちません。日本にいる人たちも外に出

ていくでしょう。それはいま選ぶべきではないし、

また中小のものづくりの皆さんも、電気が供給さ

れる安い電気なのか、高くなってしまうのか、そ

こで海外に出ていくかどうか判断します。軽々に

それは言うべきではない。 
ですから、我々が考えに考え抜いた結論が、こ

の結論であります。できる限り、できる限り原発

に依存しない社会をつくっていこうということに

おいては、我々はあの過酷事故を経験して、それ

は決めています。でも、軽々に、ではゼロにする

ということは私たちは言わないということ、これ

が責任ある政党の姿だろうと思います。 
 

実 原発で野田さんにお伺いしたいと思います。 
民主党は 30 年代に原発依存ゼロを目指すとい

うことだと思うんですが、その中で、再処理事業

ですね、再処理については当面継続していくとい

うような決断もされていると思うんですが、これ

は両方矛盾するんじゃないかというような見方も

あります。これについてのご見解を伺いたい。 
もう一つ、いま福島の原発の補償だけではなく

て、除染あるいは廃炉、これに相当なお金がかか

るのではないかというふうにみられていますけれ

ども、つまり 10 兆円規模以上ですね、これを一

体どうやって賄っていくのか、この辺についてお

考えをお示ししていただければと思います。 
 
野田「10年も考えるのは続原発だ」 

 
野田 民主党は 2030 年代に原発稼働ゼロを目

指す、そのために政策資源総動員をするというこ

の大きな方向性を閣議決定をしています。これを

踏まえて着々と進めていきたいと思うんです。10
年も立ちどまって考えていくということは、私は

それは「続原発」だと思います。昨年の事故を受

けて、国民の皆様の声というか、国民の覚悟が、

私は、将来はゼロ、稼働させないということだと

思います。それを受けとめて、現実的に施策を推

進していかなければなりません。 
その現実的な施策の推進というのは、これまで

協力をしてきていただいた青森県などを含めての

立地自治体、あるいは国際社会、こういうところ

ときちっとコミュニケーションを図っていきなが

ら、課題を乗り越えていかなければなりません。

その中で、再処理については継続をする、 終処

分地を青森県にしないというお約束がありますの

で、そういう約束などは守りながら、継続をせざ

るを得ないと思います。なお、直接処分のあり方

も、来年から緊急着手をする、そういういろいろ

と工夫を凝らしながら前へ進めていく努力をする
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ということでございます。 
それから、廃炉にどれぐらいお金がかかるかと

いうのは、これはまだ定かな数字を出すことはで

きません。これについてはまだ責任ある回答をす

ることは、金額については申しあげることができ

ませんけれども、その額は一定程度、相当な額に

なるというふうに思うんです。それはやらざるを

得ません。そのときの負担のあり方というのは、

いわゆる基本的には責任は事業者にありますけれ

ども、その枠組みをどうつくっていくかという議

論も含めて、それは精査をしなければいけないと

思います。 
廃炉に向けては、逆に技術も必要です。人材も

必要です。安倍さんご指摘のとおり、それがゼロ

になってはいけないというご指摘はそうだと思う

んです。技術とか経験を、廃炉をやっていくため

にも、これは国が責任を持ってそういう技術を残

すような努力はしなければいけない、ということ

は付言をしておきたいと思います。 
 

《外交 安全保障》 

 
星 続いて、外交・安全保障の問題に移ります。

安倍さんに 2 点お伺いします。 
1 点は、6 年前に安倍政権が発足したときに、

安倍さんは持論である靖国参拝を一時封印されて

中国との関係を進めました。「戦略的互恵関係」

でありましたが、その対応について、今後は靖国

神社には必ず参拝すると言われておりますので、6
年前のそのような対応は誤りだったのか、どうだ

ったのか、その問題が一点。 
もう一つは、従軍慰安婦問題についての「河野

談話」の見直しを掲げられておりますが、この問

題は法律事項でもありませんので、やろうと思え

ば政権発足後すぐにでも内閣の閣議である程度の

了解をとればできるわけですが、「河野談話」の

見直しのスケジュールについては、どのようにお

考えでしょうか。 
 

安倍「靖国参拝できなかったのは痛恨の
極みだった」 

 
安倍 まず、靖国神社参拝についてであります

が、国のために命をかけた英霊に対して尊崇の念

を表していく、これはどの国のリーダーも厳粛に

行っていることであります。そのことについて外

国の人たちからクレームをつけられるいわれはな

いのだろうと私は思います。靖国神社は間違いな

く日本の国土の中にあります。総理大臣が行けな

い場所があっていいのかどうか、海外の指導者か

らそこに行くなと言われて、それに従っていいの

かどうかということについても、これも考えてみ

る必要があるんだろうと思いますね。 
そして、私は行くか行かないかについては、前

回、総理大臣に就任したときにも、いたずらに外

交問題としてこれに火をつけたくないということ

で申しあげてきました。いまも、先般の総裁選挙

でもそう申しあげていたはずです。そして、前回

任期中に参拝できなかったことは痛恨の極みであ

った、ということを申しあげた。これがいま申し

あげることのできるすべてであります。 
河野談話については、これは閣議決定されたも

のではありません。安倍政権において、それを証

明する事実はなかった、ということは閣議決定し

ています。そもそも星さんの朝日新聞の誤報によ

る吉田清治という詐欺師のような男がつくった本

がまるで事実かのように、これは日本中に伝わっ

ていったことで、この問題がどんどん大きくなっ

ていきました。その中で、果たして人を人さらい

のように連れてきた事実があったかどうかという

ことについては、それは証明されていない、とい

うことを閣議決定しています。 
ただ、そのことが内外にしっかりと伝わってい

ないということを、どう対応していくか。ただ、

これも対応の仕方によっては、真実いかんとは別

に、残念ながら外交問題になってしまうんですよ。

ですから、新聞社の皆さんにも、そこは慎重にな

ってもらいたいと思います。 
そこで、我々はこれをどう知らしめていくかと

いうことについては、有識者の皆様の知恵もかり

ながら、考えていくべきだろうと思っています。 
 
石原「やっぱり中国の姿勢でしょう」 

 
倉重 尖閣というと、やはり石原さんにまたお

聞きせざるを得ないんですね。尖閣問題が起きた

ときに、フィナンシャル・タイムズという新聞が

「ファイアブランド・ガバナー」、いわゆる「火

付け知事」というタイトルで原稿を書いたらしい

んですけれども、今回の一連の事態の発端をつく

られたのは石原さん。石原さんとしては意図があ

ったと思います。その結果、これだけの混乱と経

済的な損害と、いろんな事態が起きたことについ

て、その後の野田政権のやり方が悪かったのか、

あるいは中国がすべて悪いのか、石原さんについ
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ては責任の一端があるのかないのか、それを思わ

れているのか、全くそう思われていないのか、そ

の辺、みんなが聞きたいと思っているんですが、

ぜひお答えください。 
 
石原 私の国会議員時代、青嵐会というのをみ

んなでつくりましてね、そのときに拠金をして、

関西の冒険部の学生に頼んで、ちゃちな灯台をつ

くりました。その後、あそこに青年社が立派なも

のをつくってくれましてね。感謝して、水路部に

紹介して、足りないところがあったら補填するか

らということで立派な灯台になって、正式にチャ

ートに載せろと言ったら、外務省が時期尚早とい

うことで 20 年間ほったらかした。私の息子が国

交大臣になったときに、あれを正式に認めないと

かえって危険だぞということで、私、ほかの問題

で、横田の問題で国防総省へ行ったときも、ラム

ズフェルドとかウォルフォウィッツが、「それは

石原さん、おかしいじゃないか。日本の外務省は

どうしてそんなことをするんだろうか」と言った

ぐらいですね、これは人命にかかわる問題だよ。

とにかく正式にチャートに載せないと、私はヨッ

トであっちこっち歩いていますから、点火物、発

光物が、紛らわしいものが光っていると航路を誤

ったりして、非常に生命に危険があるんですよ。

ですから、もともと記載しないということがおか

しいんでね。やっと 20 年近くたってあそこに記

載をして、チャートに載るようになりましたがね。

それからのことですからね、この責任はやっぱり

自民党にありますな。自民党の外務省。それはや

っぱり鄧小平の時代に、あの問題を持ち出されて

棚上げにしようということに合意したことが間違

いなんです。 
 
倉重 石原さんにはないんですか、責任はなか

った。 
 
石原 私は国会議員として責任を果たして、政

治家として……。 
 
倉重 今回の事態、都知事としての。 
 
石原 私はすべきことをしました。責任あると

いったら責任とりますけど、どういう責任ですか。 
 
倉重 結果的にこういうことになった責任です。 
石原 それはやっぱり中国の姿勢でしょう、や

っぱり。 
 
倉重 中国のせいですか。 
 
石原 はあ。 
 
橋本 ちょっと石原さんに、それに関連してお

聞きしたいんですけれども、尖閣は、確かに我々

は領土を守るという意識が希薄であったのかもし

れない。しかし、これは実効支配しているんです

よ。むしろ実効支配していない、不当に支配され

ている竹島と北方領土があるんですよ。であるな

らば、むしろその 2 つの実効支配されているとこ

ろに石原さんの力を、現にこっちは支配している

んですから、支配していないところに、それを問

題にしてやるべきじゃないですか。 
 
石原 それは、あなたね、質問の責任転嫁であ

ってね、いま竹島の話をしたってしようがないじ

ゃないですか。その経緯を、あなた、知っている

でしょう。北方領土だって、戦争のどさくさにと

られたんじゃないですか、人間が殺されて。 
尖閣は、沖縄返還交渉のときに私もくっついて

行きましてね、非常に突起物が多いからどうしよ

うかというときに、私、ヨット乗りですから、ロ

ールコールで自分のポジションを報告する、それ

と同じように、どこの船がどこにいるか、その点

を結ぶようにして、それから南へ入っているもの

は全部、返還交渉に乗せるとか、そういう文章に

させたんですよ。で、戻ってきたんですよ。それ

をいままでアメリカは、要するに爆撃のターゲッ

トに使ったんじゃないですか。 
とにかく日本はすべき抗議もしていないし、こ

としの 2 月ですよね、人民日報が、あれは私たち

にとっての致命的な権利だと、これを獲得し直す

ために我々はもっと果敢な行動をとって、そのた

めの機材も整える。おまえの家に強盗に入るため

にもっと凶器をつくるぞ、ということを宣言した

んじゃないですか。私は、それですからやったん

ですよ。国がこんなもの、やるべきことなんだ。

国が。あなた方が言うべきことなんだよ、これは。

そうじゃないですか、責任とってもらうのは、そ

っちだよ。メディアのほうも責任あるよ、これ、

本当に。しっかりしてくれよ。 
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山口「自衛隊の名称を変える必要はない」 

 
星 続いて、公明党の山口さんにお伺いします。

これは後ほど議題になる連立の組みかえの問題と

も絡むのですけれども、公明党の基本政策として、

自民党の掲げている憲法改正の中の国防軍の問題、

それから集団的自衛権の問題について、かなり基

本的な政策だと思われますが、この問題が次の連

立の問題にも影響を与える可能性があるのかどう

か。公明党の見解とあわせてお聞かせください。 
 

山口 先ほど安倍総裁から、国防軍については、

まずは憲法の改正規定の改正、さらには憲法 9 条

の改正と、2 段階の憲法の改正を経て組み立てて

いく、こういう説明でした。だとすれば、相当息

の長い議論をするというご主張だと思いますので、

それは政党としてそういうご主張をされること自

体は、我々は尊重したいと思います。 
しかし、私たちは、基本的に、いまの自衛隊は

国民から信頼をされ、長年定着をしていると考え

ますから、この名称を変える必要はないとまず思

います。そして、仕事の中身、ここは集団的自衛

権の行使、これを認めるということは、日本が領

域を超えて海外で米軍とともに武力を行使する余

地を認める、つまり憲法上のその点の歯どめをな

くすということを意味するわけでありますので、

ここは慎重に考えたいと思います。 
長年、集団的自衛権の行使は政府が認めてきま

せんでした。我々はそれに賛同したいと思います。

安倍政権の当時、そういう合意をして、現実に政

権を運営しましたので、この当面の政権運営につ

いては、自民党とも協調的に現実的な運営ができ

ると我々は思っております。 
 

安倍「拉致問題は圧力に軸足を置いた圧
力と対話で」 

 
橋本 質問が偏ってまことに申しわけないです

けれども、安倍さんに、どうしても拉致問題、こ

れは民主党政権だから進まなかったんだと、自分

たちはもっと進めることができるんだという趣旨

のこともおっしゃっている。これは一体どういう

ぐあいにこの事態を進めようとされているのか。

外交ですから、そんなことは表に言えないという

ことも言えるかもしれませんけれども、それだけ

の自信がおありなら、その一端を示してほしいと

いうことが一つ。 

それからもう一つは、憲法改正。これは後で石

原さんにもお伺いしたい。これは 3分の 2 が、ま

ずその前に憲法を改正しなければいけないんです

から、中身を変える前に、96 条を変えなければい

かんわけですから、それをどうやって 3 分の 2、
できるんですか。そこのところをお伺いしたい。

その 2 点をお伺いしたい。安倍さんの話、ちょっ

と長くなっていますから、手短にお願いします。 
 

安倍 まず、拉致問題について、正しい認識を

持っているかどうかということについては、極め

てこれは疑わざるを得ないと思います。拉致問題

担当の大臣、松原さんはそれなりに頑張ったと思

いますよ。でも、その前の山岡さんにしても、そ

もそも朝鮮総聯の会に出席をしていた人たちがそ

れを担当しているということ事態が、そもそもこ

の問題を解決をしていくという意思を疑わざるを

得ないんです。 
この問題を解決するためには、ちゃんとした認

識が必要です。ですから、これは話が長くなるん

ですが、認識というのは、なぜ 5 人の被害者が帰

ってこれて、8 人は死亡したというカテゴリーに

入れられてしまったか、それはそれなりに理由が

あるんです。大韓航空機撃墜というのは、北朝鮮

はやっていないと言っている。金賢姫は存在しな

いと言っているんですね。ですから、金賢姫に会

った人物は帰せない。あるいはよど号犯、関わり

がなかったと言っているから、彼らが連れてきた

人たちは帰せないと言っている。これを覆すため

には、相当の困難とぶつかっていく。ですから、

北朝鮮は日本の要求を受け入れなければやってい

くことができないと独裁者に判断させなければ難

しいですから、ですから、しっかりとした認識を

持って、圧力に軸足を置いた対話と圧力しか方法

はない。 
ただ、金正恩に政権が変わりました。彼は自分

がやったことではないですから、それは父親がや

ったことを否定する――それでもハードルは高い

ですよ――可能性は出てきたと思います。この中

において、国際的な包囲網をしっかりと構築をし

ながら攻めていくことが大切だろうと思います。 
 
安倍「96条の改正案を出したい」 

 
橋本 3分の 2 を簡単に。 
 
安倍 3 分の 2 については、国民のいま多くの
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方々は、憲法を改正したほうがいいというアンケ

ートが出ています。フジサンケイグループで 57％、

朝日新聞でも 51％ですね。そして、8 割の人は国

民投票によって、賛成、反対の両方で何らかの意

思を示したいと思っているんですが、たった 3 分

の１をちょっと超えた国会議員が反対をすれば、

国民は指一本触れることができない、これはやっ

ぱりおかしいんですね。国民の手に……。 
 
橋本 それを、だからどうするかということな

んです。 
 
安倍 国民の手に憲法を取り戻すために、96 条

の改正案を出したい。96 条の改正案を 3 分の 2 か

ら 2 分の１に変えていく、という案を出したい。 
 
橋本 まず出すということですね。 
 
安倍 そうですね。 
 
橋本 石原さん、その点。 
 
石原 人間、それぞれ国家社会、民族によって

風習も現況も違うでしょう。ただ、人間の歴史を

通じて、歴史の中に本当の原理というのはあるん

ですね。それを振り返ってみると、いままで人間

というのはいろんな形で戦争してきました。それ

で、勝者が敗者を統治するために、いろんな法律

もつくってきました。しかし、勝者が敗者を統治

するためにつくった基本法なるものは、相手が独

立を果たした後なお有効だという歴史原理はどこ

にもありません。法律の学者、あるいは法律の歴

史学者に聞いてごらんなさい。私たちのしっかり

した政権が、この占領憲法というのが、勝者の敗

者に対する統治のための方法としてしかつくられ

ていなかったということを否定したら、これはだ

れも反対する法的な根拠はないんです。 
 
橋本 それはわかりました。具体的に。 
 
石原 ですから、しっかりした政権ができて、

吉田茂の間違いは、単独講和かもしれませんが、

とにかくサンフランシスコ条約で日本が独立を果

たした後、吉田茂の責任でこの憲法を廃棄して新

しい憲法をつくらなかったのは 大の罪だと私は

思っています。 

《経済 金融》 

 
実 次は、経済政策についてのご質問に入りた

いと思います。 初に安倍さんに伺いたいと思い

ます。金融政策の問題については、安倍さんがい

ろんな形で問題提起をされて、いろんな論争が起

きたと思います。いまの経済を変えていかなくて

はいけないというところからのお話だと思うんで

すが、2 点、気になったことがありますので、そ

れについてお伺いしたいと思います。 
先ほど、渡辺さんもちょっと触れられたんです

が、いまはそれほど言っていないということなの

かもしれませんが、 初、建設国債の、これは引

き受けじゃなくて買いオペであるということ、建

設国債を日銀に買ってもらうんだという話をされ

ていた。この買いオペと建設国債という話を結び

つけると、どうしても、例えば公共事業を増やそ

うとしている、そのところを日銀に買ってもらう

という意味で、非常に財政とごっちゃにすること

によって財政規律が失われるのではないかという

批判なり声が出たというのは、これはちょっとし

ようがないところがあるんじゃないかなというの

が私の理解なんですが、これについて、どういう

ふうにお考えかということ。 
もう一つは、安倍さんがいろいろ発言された後

に株価が動きました。為替も安くなったというこ

とで、勝負あったというようなお話もあったと思

うんですが、マーケットの関係者の人たち、もち

ろんこれは皆さんいろんな思惑があると思います

が、ただ、1 日、2 日の動きで一喜一憂していい

んだろうか、大政治家たるもの、それでいいのか

というような声もあるのも事実であります。 
この 2 点について、見解をお聞かせください。 
 

安倍「経済常識を持たない方の批判が多
かった」 

 
安倍 まず初めに、マスコミの方の批判は、基

礎的な経済常識を持っていない方の批判が多かっ

たんだろうな。失礼なんですがね。私は直接引き

受けと言ったことはありません。割と私や自民党

に批判的な東京新聞が社説で書いていましたね。

安倍さんは直接引き受けと言ったことはない、誤

報から始まった砂上の楼閣であって、砂上の楼閣

であるにも関わらず、これを中心に議論する白川

さんもいかがなものかという、そういう批判が書

いてあった。いまの質問も、その砂上の楼閣にの

っとって批判をされていると……。 
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実 いや、ただ買いオペの話と絡めてお話を…

…。 
 
安倍 ちょっとすみません、私がしゃべってい

るんですから静かにしていただけますか。 
 
実 失礼しました。 
 
安倍 低限のルールですからね、子どものと

きに教わりませんでしたか。よろしいですか。 
 
実 どうぞ。 
 
安倍 つまり、これは建設国債とか赤字国債と

か、国債に色はついていないんですよ。何年物と

して売っています。これはまず常識ですよね。建

設国債なんていうもの、いまはそもそも紙として

売っていないですから、電子的に売り買いが入り

ます。何年物という形で売っていくんですね。そ

して、例えばこれはマクロ政策として申しあげて

いるんであって、いま渡辺さんからそういう指摘

もありましたが、建設国債というのは赤字国債で

はありません。赤字を、ばらまきを補填するもの

ではなくて、物をつくったり、資産を残していく

ものに対するいわば国債なんです。赤字国債は国

会の議決が必要ですが、建設国債は出せるわけで

すから、その中において、例えば建設国債発行の

範囲の中で買いオペを進めていくということも必

要ですね、ということを申しあげた。 
それと、そもそも国債を買いオペをしていない、

国債を買っていない、日本銀行が国債を買ってい

ないということを前提に議論する人たちがいまし

たが、いま毎月 1 兆 8,000 億円買っているんです

よ。麻生政権のときには 1 兆 4,000 億円を 1 兆

8,000 億円に増やして、これによって相当リーマ

ンショックからの立ち直りが早くなったというこ

とがあります。 
 
実 手短にお願いします。1 分ですからね。 
 
安倍 そして、マーケットについては、では、

株は下がったほうがいいんですか。円は高いまま

でいいんですか。そして、いわば日銀の政策決定

会合の後、ピクリとも市場は動かなかった。私は、

私の発言だけではないと思いますよ、しかし、こ

れはイェール大学の浜田教授…… 

橋本 ちょっとルールを守っていただきたい。 
 

安倍 質問も長かったもんですから、途中で遮

られちゃったんで、いいですか。 
イェール大学の、いわば日本で初めて経済学賞

を取ると言えば浜田教授だろうと言われている浜

田さんも、私の議論が正しい、そしてマーケット

が反応していると言っています。浜田さんは、マ

ンキューやハーバード、ノードハウス等の先生た

ちと話もして、結局そういう方向で行くべきだと

いう議論をしているわけでありますから、正しい

ことを正確な情報に基づいて冷静に議論していく

ことが、特に経済においては求められているんだ

ろうと思います。 
 

野田「日銀に財政のファイナンスをさせ
るのはおかしい」 

 
実 経済政策に関連して、野田さんにお伺いし

たいと思います。 
先ほどもやりとりの中で安倍さんのほうから、

民主党の経済政策運営についていろんな批判があ

ったと思うんですが、同じことを繰り返してもあ

れなので、一つ、円高の問題ですね。確かに数字

だけ見ますと、円高がかなり進んだということで、

この円高が進んだという批判に対してどういうふ

うにお答えされるか、あるいはどういう形で直せ

ばいいのか、あるいは成長戦略なんかも、やるや

ると言いながら実際は実行されなかったじゃない

かという批判もあったと思うんですが、この辺、

どういうふうにお考えでしょうか。 
 
野田 円高のための対策というのは、これまで

総合的に 3 つの分野でやってきました。 
一つは、円高の痛みを和らげるために、これは

中小企業の金融支援などを中心にやってまいりま

した。 
それから、円高等に耐え得る強靭な経済をつく

ろうということで、「立地補助金」という制度を

つくって、これは効果的だったというふうに思い

ます。 
それから、円高というのは、プラスになるとこ

ろもあるわけで、それは、海外の資源等々、ある

いはＭ＆Ａ等を進めることができます。それを後

押しをする。 
こういう 3 つの政策で対応し、あまりにも無秩

序な動きがあったときには、私も財務大臣を経験



 

 26

しておりますけれども、まさに介入もするという

こともやってまいりました。こういう果断な対応

というのはこれからもやっていきたいというふう

に思います。 
それから、実績として申しあげたいと思います

が、リーマンショックの後に、厳しい経済状況で

したが、4 四半期プラス成長実現をしました。大

震災の後も 4 四半期プラス成長させました。こう

いうやり方で円高やデフレへの対応をこれからも

やっていきたいと思います。 
先ほどの安倍さんのご発言を聞いていますけれ

ども、買いオペだろうが何だろうが、やっぱり日

銀に財政のファイナンスをさせるという発想では

ないかと、私はやっぱり思えてなりません。それ

は私は本道ではないと思っております。そういう

政策は私はとりません。日銀と連携をしながら、

日銀はきちっと金融政策をやってもらわなければ

なりませんが、建設国債だろうが、赤字国債だろ

うが、借金は借金であります。それを日銀に買い

オペだろうが、どういう手法だろうが、ファイナ

ンスをさせるというやり方は、私はおかしいと思

います。 
 

野田「普天間のパッケージ論を切り離す」 

 
星 外交問題にちょっと戻って恐縮なんですが、

会場から沖縄のメディアの方から質問が寄せられ

ていますので、野田総理にお伺いします。 
米軍普天間飛行場移設問題でありますが、沖縄

からご存じのとおり反対意見が続出しております。

そうした中でも、辺野古への移設を進めていくの

か、いかないのか、それから、今回、オスプレイ、

沖縄県民の多くの方々が配備は嫌だということが、

強行されてきたわけですけれども、この問題を、

本土と共有して負担を分け合うという政策がなぜ

推進できないのか、これはこの 3 年間の民主党政

治の一番大きな反省点でもあると思いますので、

そこを野田さんにお伺いしたいと思います。 
 
野田 まず普天間の固定化は、これは一番避け

なければいけないというふうに考えています。4
月の 2＋2 でも、あるいは私とオバマ大統領との

会談でも確認をさせていただきましたけれども、

いままでは、在沖海兵隊のグァム移転と嘉手納以

南の土地や施設の返還、これとパッケージで普天

間を辺野古へ移設するということとセットで考え

ておりましたけれども、このセット論、パッケー

ジ論を切り離して行うということにいたしました。

むしろ、ですから沖縄の皆様の負担軽減がもっと

具体的に目に見えるように、特に嘉手納以南の返

還というものを具体的に急いでいきたいというふ

うに思います。 
一方で、そのときにあわせて確認をされている

のは辺野古への移設というのが唯一有効な方法で

あろうということの確認をしています。だからこ

そ、負担軽減の問題も含めて沖縄の皆様に丁寧な

ご説明を続けていかなければいけないと思います。 
オスプレイは、これは、安全保障という、ある

いは抑止力から考えたときには、大変有用なもの

だと考えます。ただし、安全面の配慮はこれは十

分しなければなりませんし、地域の生活にも 大

限の配慮をしなければなりません。日米合同委員

会で決まったことをアメリカがきちっと遵守する

ように、強く迫ってこれからもいきたいというふ

うに思いますし、全国知事会でも、これは全国で

ちょっと分かち合ってほしいと。訓練等々の分散

については、要請をさせていただいております。

そういう形で沖縄の皆様の負担軽減を具体的に進

められるように努力をしていきたいと思います。 
 

《ＴＰＰ》 

 
実 ＴＰＰの話に移らせていただきます。あま

り時間がないものですから、残念ながらお二人に

しかお伺いできないんですが、鈴木さんにお伺い

したいと思います。ＴＰＰ、断固反対というお話

をされたと思うんですが、北海道は農業大国とい

いますか、大規模な農家もかなりあって、その中

では非常に強い農家もあるのかなあという気もす

るんですけれども、やはりそうではなくて、ＴＰ

Ｐというものに入ることによってそれは壊滅して

しまうのか、あるいはちょっとＴＰＰとは別に農

業というのを強くするには一体どうすればいいの

か、その辺をお話しいただけますでしょうか。 
 

鈴木「アメリカが狙っているのは新自由
主義」 

 
鈴木 はい。新党大地がＴＰＰ断固反対という

のは、農業の問題だけではないんです。アメリカ

が狙っているのは、金融だとか、保険だとか、医

療だとか、まさに新自由主義の考えなんです。強

い者が善、勝ち組、負け組なんです。これをやら

れると日本全体がおかしくなる。日本の文化や歴

史もすべてなくなるんです。ご案内のとおり、ア
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メリカでは 5,000 万の人が保険に入っていません。

病院に行ったって保険に入ってないといったらア

ウトです。途中で死んでしまう。アメリカは生き

残った者が善、強い者が善なんです。その文化が

日本に来ると、合いません。私は日本は、ハイエ

ク型よりもケインズ型が合っていると思うんです。

北海道から沖縄まで、多様な価値観がありますか

ら、その中で日本の歴史と文化を守る上で、断固

ＴＰＰは反対であるということです。 
 
実 はい、わかりました。同じＴＰＰの問題で、

郵政問題にかかわってこられた自見さんに、同じ

ようにお伺いしたいと思います。ＴＰＰについて

のご見解、改めてお願いいたします。 
 

自見 郵政の問題ということが質問にございま

したけれども、ご存じのように、あの中で、郵政

3 事業というのは、郵便、貯金、保険でございま

すが、アメリカは保険業に関しまして非常に懸念

を表したのは事実でございますが、私自身、アメ

リカの財務省のブレナード副長官に、ご存じのよ

うに、日本はＷＴＯ、自由貿易で反映してきたん

ですから、ＷＴＯ違反することは絶対ございませ

んよと。法律上 3 つも、――詳しくは言いません

――、3 つの安全弁をきちっとつけているんだ、

そういうことをきちっと説明してきましたよ。 
そうしたら、それはよくご存じのように、個々

のアメリカの第 3 分野の企業が大変懸念を持って

おりますが、これはきちっと、アメリカはそうい

う懸念ですけれども、しかし、どうするかは、ア

メリカは日本国の内政干渉はしません。でき上が

った結果、郵政の保険業と民間の保険業をイコー

ルフッティングにしてくれと、ここまでですよ。

これを何か非常に多大に報道されているようです

けれども、そこまできちっとやって、私、法律が

通っても、アメリカ政府から何も言ってきません

よ、私のところに。郵便大臣でしたけれども、当

時はね。 
だから、国家は国家としてきちっと筋道を立て

て、原理は原理、我々がきちっとして、そこを毅

然として、何かもう恐ろしいお化けが出るぞとい

うようなことでなくて、やっぱりそこはきちっと、

毅然として国家としてやっていくべきだと。それ

で、その問題、逆に、私がやめた後、アメリカの

大使からお礼が来ましたよ、私に。本当の話です。 
やっぱり国益をきちっと、やっぱり日本の伝統

と文化をして、法律できちっと担保した法律なん

ですから。そういうことはきちっと、誤解でなく

て、堂々とアメリカの政権中枢の人に言うことが

まず必要だと思いますよ。 
 

《政権枠組み》 

 
橋本 皆さんには、前もってフリップを書いて

いただきました。といいますのは、今度の選挙は、

おそらく政権の枠組みが問題ではないというので

すけれども、やっぱり政権になるには１党ででき

なければ、これは枠組みをどうするかというのは

やっぱり 大の問題になるわけですから、しかし、

そう聞いても直接は答えないだろうということで、

近い政党はどこかということを皆さんに書いてい

ただきました。それをちょっとまことに恐縮です

けれども、出していただきたいと思います。 
こうやってみますと、いくつかの固まりはわか

るんですね。自・公、そして民主・国民新党、そ

して共産・社民、それから日本未来の党、そして

日本維新の会と、それを 2 つに対して、渡辺さん

はどうしようかということなんでしょうけれども。 
 

フリップ【政策や理念が近いと思われる政党を近

い順に三つあげてください】 

民主  １国民新党 ２？  ３？ 

自民  １公明党  ２   ３ 

未来  日本の未来をつくるすべての改革勢力と

協働したい 

公明  １自由民主党  ２   ３   

維新  １みんなの党  ２自民？  ３ 

共産  １社会民主党  ２・３「一点共斗」は

どの党とでも 

みんな １維新の会  ２新党改革  ３？ 

社民  １未来の党  ２共産党  ３ 

大地  １日本未来の党 ２新党改革  ３ 

国民  １民主党  ２自民党  ３ 社 民

党 

改革  １みんなの党  ２日本維新の会 ３自

由民主党 

 
橋本 ありがとうございました。さあ、そうい

う中で、まず安倍さんに、それに基づいてお聞き

したいんですけれども、これは、1 つ「公明党」

としか書いてありませんけども、それはおそらく
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衆議院選で、両党合わせて過半数とれるという自

信があるからなんでしょうけども、しかし、参議

院では第 2 党ですからね。一体それをどう超える

んですか。そこのところを、下のところが欲しい

んですよ、これは。 
 

安倍「ほかの党は連立交渉をしたことが
ないからわからない」 

 
安倍 この近いというのは、果たしてどの政策

を優先しているのかどうか、これは絶対にしてい

るものがあるかどうか。公明党とは長年、連立与

党を組んできました。その中で、お互いに非常に

苦しみながらも協調して政治を安定させてきまし

た。ただ、ほかの党は、まだ実際、そういう連立

交渉をしたことがありませんから、わからないん

ですね。これはやってみないといまの段階ではわ

かりませんし、この選挙の結果を受けて、参議院

の安定的な勢力を、どこがどうつくっていくか、

それぞれの交渉が、その段階で始まっていくんだ

ろうと思います。 
 

野田「２番目に公明党さんもいいかと思
ったが、物議を醸すので書かなかった」 

 
星 再編の問題に関して野田総理にお伺いしま

すが、2 つ。 
1 つは、この間の民主党をめぐる離合集散とい

いますか、党内対立などを経て、どうもこの 3 年

あまり、民主党はやはりちょっと党内、理念、政

策ばらばらに過ぎたなあという反省があるのかど

うか。 
2 点目は、この間の公認とか選挙戦、政策づく

りを通じて、そこが少し改善されて、よく野田総

理も言われている筋肉質の政党に生まれ変われつ

つあるのか、その政党が次の再編にはどういうふ

うに臨むのか、消費増税では民自公という枠組み

がありましたが、それは今後、続くのか続かない

のか、そのあたりについてお伺いします。 
 

野田 一連の政権の歩みの中で重大な決断をす

るときに離党者が出たりしたことについては、先

ほどもご説明とおわびをさせていただきました。

そのことによって、いま「筋肉質」という言葉を

いただきましたけれども、やっぱり決断をする政

治、決まったことについてはみんなで守っていく

という、リーダーシップ論とともにフォロワーシ

ップ論というのもあったと思いますが、そういう

ものにおいて民主党は進化をしつつあると私は思

います。 
そういうことも含めてですが、今回の新しいマ

ニフェスト、3 年前にはできなかったことを、随

分出てしまいました。その総括で出てきた話は、

あまりにも工程表、財源、細かくやって、理念が

見えなくなっているというご批判もあったんです。

で、あえてマニフェストで一番 初は、よって立

つところ。社会像、価値観、目指すべき像。だれ

のために我々は政治をするのか、そういうところ。

その後のことは、とりあえず、さっきこれを書き

ましたけれども、一緒に苦労してきた国民新党、

郵政民営化の見直し等、これは一番友党だと思い

ます。 
どう書こうかと思ったんです、2 番目。という

のは、3 党合意一体改革があります。定数削減、

平和国家を堅持しながら冷静な外交・安全保障と

いうのは、2 番目に、私は公明党さんもいいかと

思ったんですが、物議を醸すので書きませんでし

た。あと、第 3 極、第 4 極はちょっとよくお考え

を聞いてからいかないと、うかつには書けない、

そういう意味で「？、？」にしてあります。 
 

倉重 今後の組み合わせといいますか、再編の

方向性を知るためにも、ぜひ野田さんと安倍さん

のお二人にお聞きしたいんですが、二大政党とい

うのは、意外と政策の差がないにも関わらず、政

局から、あるいは選挙から、お互いを批判して、

結果的にどちらかが勝ち上がろうとすることによ

って、お互いに政策が実現できなくなって、国民

の無関心を呼び、そこに第 3 極が大きく出てきて、

そして政治が機能しなくなるというのが、1930 年

代の歴史もありましたし、一つの流れだと思うん

ですね。いまがそれと全く同じとは言わないんで

すが、いまお聞きしていると、ほとんど変わらな

い政策もあり、その中で、もしこれから政治の役

割として大事なものが妥協ということであるとす

るならば、お二人がそれぞれ、むしろ違いじゃな

くて、こういう一致点があるから一緒にやってい

ける。あるいは相手をけなすんじゃなくて、褒め

られるというような観点から、お互いに全く違う、

これまでのやり方とは別にして、それぞれの人物、

政治家像を語っていただきたいんですけれども、

まず野田さんのほうから、安倍さんを語ってくだ

さい。 
 
野田 はい。いや、私は 95 代の内閣総理大臣
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ですし、安倍総裁は 90代目の内閣総理大臣です。

総理大臣の経験者として、お互い、たぶん一番ど

ういう苦労があるかは、わかり合える部分がある

と思います。 
ただ、選挙の前ですから、ここが同じですよと

いう話を強調したら選挙になりません。選挙のと

きは、こういうところが違うんだよということが

あって初めて有権者の判断があると思います。た

だしですよ、国のことを考えたときに、お互いの

足の引っ張り合いをやっちゃいけないというのが、

私はこのねじれ国会で総理大臣をやった中での経

験です。だから、谷垣総裁、山口代表とも党首会

談をやって、一体改革を進め、先般も党首討論で

定数削減、議院歳費の削減も一緒に約束してもら

いました。 
このように、かみ合った議論を、時折というか

大事な局面ではやっていかなければいけないと思

いますし、その意味で、私は安倍総裁に一定のリ

スペクトは持っております。ただ、選挙中は、あ

まり「ここが一緒ですよ」と言うこと自体は望ま

しいことではないというふうに思っています。 
 

安倍「野田さん、一緒にお酒を飲んだら
楽しいだろうな」 

 
倉重 安倍さんいかがですか。 
 
安倍 私は率直に言って、野田さんを好きです

よ。一緒にお酒飲んだら楽しいだろうなと思いま

すね。前のお二方、おられたけれども、野田さん

とは一緒に時を過ごしてみたいと思いますが、し

かし、いま、まさに各地域で激しく我々は闘って

いますし、やっぱり随分違うんですよ。 
先ほど、世襲のことをおっしゃったけれども、

民主党というのは、参議院では 4 割近くが労組の

幹部です。そして日教組、自治労、官公労があり

ますね。こういうところとは、私たちは一緒にな

れないと思います。ただ、3 党合意、我々は合意

をしました。また、例えば野田さんは、尖閣を国

有化しました。いろいろタイミングどうのこうの

言う人いますよ、私は全面的にそれは支持してい

ます。その中で中国がああやって日系企業を襲っ

たり、邦人に危害を加える、これはルール違反な

んですよ。ルール違反をして政治的目的を達成し

ようとする、これは明らかに間違いだと私は思い

ます。そういう意味においては、それはよかった

と思います。 

ただ、これは異なる政策、たくさんありますし、

基本的に官公労主体の民主党は、我々、何として

も倒さなければならない、こう決意をしています。 
 

石原「公明党は評価できない」 

 
橋本 石原さんにお伺いします。さっきの近い

政党、みんなの党で、2 番目が自民、これがクエ

スチョンマークなんですね。ということは、おそ

らく自民党が第 1 党になれば連立政権に加わるの

ではないのかなあと、こういうぐあいに、先ほど

「自民党が第 1 党になることは間違いないでしょ

う」というお話をされていましたけれども、それ

を前提にして、これは連立政権に加わるという意

思表明なのか…… 
 
石原 いや、それは全然違います。 
 
橋本 違いますか。 
 
石原 ただね、私はね、公明党という政党、あ

んまり評価できないんですよ。それはね、憲法に

ついても、やっぱり日本が衰弱し、衰退させた大

きな原因の一つは、いろいろあるでしょうけれど

も、やっぱり憲法だと思います。その憲法を大幅

に考え直すということにどうも公明党の神御一人

は反対のようでね、公明党がそれに同意しないん

だったら、私は自民党が公明党と連立していく限

り、その自民党に期待できないですな。 
 
橋本 なるほど。はい、わかりました。共産党、

社民党、さっきの区分けでいきますとね、ここは

まあ「栄光ある孤立」というか、そう言っちゃ悪

いですけど…… 
 
福島 いや、違いますよ。 
 
橋本 いや、政党の、衆議院の中ではですよ、

それは数は少ないわけですから。そして、お互い

に近い政党として意識していると。 
 
福島 いいですか。脱原発基本法案を通常国会

のときに提出をしました。そのときは当時、国民

会議というのがあって、社民党、国民の生活が第

一、減税日本、きずななど 6 会派が出したんです

ね。で、民主党の中のロードマップの会などの人
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たちもそれに、発議者には残念ながらなれなかっ

たんですが、賛同しますというのを出してくれて、

百何名かで、脱原発基本法案、賛成と出しました。

ですから、社民党は、孤立なんて全然考えてない。

脱原発グループ、まさに新自由主義ではないグル

ープ、そして社会民主主義、それともう一つは憲

法改悪させない、そのグループで、その中でかな

めとして頑張りたいと思っていますので、むしろ

社民党はぶれない政党ですが、連携をしていく相

手はたくさんいますし、いままでもそのような形

で脱原発共産法案などを国会に提出し、それは解

散で廃案になりましたが、今度またさらに出して

いきたい。国会で成立させようと思っています。 
 

橋本 わかりました。志位さんにお伺いする前

に、ちょっとまことに恐縮なんですけれども、も

う一度ちょっとその近い政党を出していただけま

すか。済みません。はい、どうぞ。 
 
志位 私は社民党を挙げたのですが、これは憲

法の集会、5 月 3 日に毎年やっていますが、土井

さんの時代からご一緒して、9 条を守ろうという

ことでやってきました。 
それから、いま沖縄が島ぐるみで、オスプレイ

配備反対と、普天間基地の閉鎖・撤去ということ

になっておりますので、今度の選挙では、共産党

は全国小選挙区で立候補するという方針ですが、

唯一、沖縄 2 区については候補者を立てずに、自

主投票と。そして社民党さんも沖縄 1 区について

は候補者を立てずに自主投票と。そういうことも

やっております。 
同時に、私たち、「一点共斗ではどの党とでも」

とありますが、新しい国会になりましたら、例え

ば、消費税増税の中止法案を出すつもりです。こ

れを成立させようと思ったら、立場はいろいろ違

っても、その一点で協力する政党とは協力してま

いります。ＴＰＰの問題、原発ゼロの問題、ある

いはオスプレイの問題、さまざまな問題で一点共

闘で政治を動かしていくということは、大いにこ

れまでもやってきましたし、今後もやっていくと

いう立場で頑張りたいと思っております。 
 
橋本 はい、わかりました。お疲れさまでした。 
 

《いっておきたいこと》 

 
この後、 後に、質問が多かった党、そうでは

ないところ、いろいろどうしてもそれが生じてし

まいましたけれども、 後に、短いんですけれど

も、30秒から1分ぐらいの間に、言い残したこと、

これだけは絶対言っておかなければいけないとい

うことを、簡潔に、時間を守っていただいて、お

話をお願いします。では、自見さんから順に行き

ましょうか。 
 
自見 去年の 3.11 の後、私、金融大臣でしたか

ら、ドイツ連邦銀行の女性の副総裁とお会いしま

した。その副総裁はこう言いましたね。「3.11 の

ような千年に一遍の津波の中で、ほんとに日本人

というのはどうしてあれだけ自然の災害に耐え得

るんですか。あれだけ秩序正しく人間の誇りを失

わず、尊厳を失わず、きちっと列に並んで災害物

質を受け入れられるんですか。私の娘は大学生だ

けど、いたくそのことに感動している」、こう言

われましたよ。 
我々、自分たちは気がつかないかもしれんけど、

この 4 つの島国、2,000 年以上もこうして、お互

いに助け合いの文化があるんですよ。だから、私

は、140 年前のペリーの国難も、67 年前も“国破

れて山河あり” のときでも乗り切れたと思います

よ。私はやっぱし日本人にはきちっとお互いの助

け合いの絆、それをきちっと復活させていく政治

をやっていきたいというふうに思っております。 
 

橋本 はい、では福島さん。 
 

福島 社民党は生活再建、命を大切にする政治

を実現します。命が大事だから、原発、これはも

う脱原発を実現します。社民党は、3 月 11 日の時

点で、国政の中では唯一の脱原発の政党で、私自

身も 30 年以上、反原発の活動、裁判支援をやっ

てきました。ぶれないで、これは何としてもやっ

ていく。そして、きょう、あしたの生活、雇用が

大事、だから消費税増税に反対し、雇用の立て直

しをやっていきます。 
そして、実は、今回憲法が問われています。今

回、総選挙が終わったら、憲法改正要件を変える

ために、民自公はわかりませんが、維新の会など

が手を結ぶんじゃないか。私は、国会の中に、憲

法 9 条を変えないという政党がなくなったら困る

と思って社民党に入りました。社民党は、元祖格

差是正、元祖脱原発、元祖護憲です。がんこに平

和、元気に福祉。憲法がかかっている。男女平等

やいろんなのを書いている憲法がかかっている。

社民党を大きくしてください。社民党を残してく
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ださい。社民党、頑張ります。 
 
橋本 はい、志位さん、どうぞ。 
 

志位 きょうの討論全体を聞いておりまして、

憲法を変えるのは当たり前だと、あるいは過去の

侵略戦争について、これを事実上肯定美化すると

いうような動きが語られたということは、大変危

険な動きだと私は思って聞きました。 
例えば、憲法を変えるといったらどこを変える

のか、9 条を変えようという、9 条 2 項を変えよ

うという。あるいは集団的自衛権の行使をしよう

という、これをやったらどういうことになるのか。 
結局、戦後、日本の自衛隊というのは、一人の

外国人も殺しておりません。一人の戦死者も出し

ていない。これはやっぱり 9 条があって、海外で

の武力行使ができないという大きな歯どめになっ

て働いていたわけですね。これを取り外してしま

ったら、日本という国は、殺し、殺されるという

国に変わってしまう。それでいいのだろうか。 
そして、侵略戦争の問題、この過去の問題につ

いて、もし反省を欠くような行動をしたとしたら、

日本は世界でも、アジアでも生きていく道を失い

ますよ。やはりそういう逆流とは日本共産党は断

固として闘い抜く。90 年頑張ってきた党です。そ

ういう反戦・平和、そして民主主義のために頑張

ってきた、そういう党として逆流には断固として

闘い抜くという決意を申しあげたいと思います。 
 

橋本 はい。では、山口さん、お願いします。 
 

山口 被災地の復興は優先の第一だ、こう思い

ます。それと石原さんかおっしゃった、複式簿記

を東京都に取り入れて実績を上げた、これを提案

したのは公明党の都議会議員であった、というこ

とを申し添えておきたいと思います。 
 

石原 全然違うよ。 
 

橋本 山口さん、よろしいですか。 
 

山口 結構です。 
 

橋本 では次、安倍さん。 
 

安倍 きょうは前に並んでおられる論説委員の

中で、女性は――こちらにはおられるんですが―

―1 人もおられないんですが、我々自由民主党は、

2020 年までに、あらゆる分野に、指導的な地位を

女性が 3 割占めるという約束をしています。必ず

達成していきたいと思います。女性や、あるいは

お年寄り、そして障害を持つ方々にとってハード

ルのない、自由でダイナミックな社会をつくって

いきたいと思います。 
そして、先ほど星さんからも指摘をされました

が、私は、持病の潰瘍性大腸炎で職を辞するに至

りました。私は幸い、いまこうやって健康な体を

取り戻しましたが、まだ多くの方々は、こうした

病、難病で悩んでいる人はたくさんいます。でも、

なかなか仕事がそれでうまくいかないと、先ほど

星さんがおっしゃったように、弱々しいという非

難を受けることもあります。そういう方々にとっ

ても、何回だってチャンスもあるし、仕事をしな

がら、しかし、そういう病気とつき合っていくこ

とができる。あるいは画期的な新薬がどんどん世

の中に出てくる。いま、出てくる期間が大変長い

ですから、こうしたものも短くしていく。苦しむ

人たちにとって暮らしやすい社会、何度でもチャ

ンスがある社会をつくっていきたいと思います。 
 
橋本 はい。野田さん、お願いします。 
 
野田 政権交代前と後で変わった風景というの

は、私はそれまで見劣りをしていた子育て支援が

かなり前に進んできたと思うんです。加えて、高

等学校の授業料の無償化をやりました。経済的な

理由で学校をやめる子どもの数は半減しました。

効果が出てまいりました。 
そして、3 党合意を踏まえて、私が政治生命を

かけて断行しようとした一体改革は、これは将来

世代のためです。社会保障を持続可能なものにす

るための財源は、現役世代だけではなくて、いま

は、将来世代のポケットに手を突っ込むやり方を

している。将来の世代が一番弱者です。その人た

ちは１票行使できないんです。子どもも学生も、

これから生まれてくる人も。民主党は、今回の選

挙はもちろん勝ちたいと思うけれども、その選挙

で一番大事にしているのは次の世代です。次の選

挙、大事だけど、次の世代のことを一番考えてい

る、本気で改革をしようとしているメンバーが集

まった民主党となりました。ぜひ皆様のご支援を

改めてお願い申しあげたいと思います。 
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橋本 はい。嘉田さん、お願いします。 
 
嘉田 はい。地方自治を担う知事が、なぜ国政

政党なのか、随分疑問をいただきました。 
私は 6 年前、税金の無駄遣いもったいない、琵

琶湖の自然を壊したらもったいない、そして子ど

もや若者の育つ力を損なったらもったいないとい

うことで、知事をやらせていただきました。6 年

間の実績の中で、本当に残念ながら霞ヶ関、永田

町は、地方自治の現場をご存じない。ここを知っ

ている人間が国政をやったらすごく節約できます。 
例えば八ッ場ダムなどですね、公共事業。民主

党さんは結局、マニフェストに入れたけど、やめ

られなかった。滋賀県では、ダムを、例えば 400
億円のダムをやめて、40 億円の同じ治水効果を持

つ河川改修をやらせていただきました。 
あるいは子育てでも、現金給付だけではなかな

か子育て支援になりません。子育て応援バウチャ

ーのような仕組み、これも滋賀県はつくり出しま

した。その滋賀の仕組み、あるいは地方自治の仕

組みを国政に反映していきたい。そして琵琶湖を

守るために、実は大変リスキーな若狭湾の原子力

発電所、早く、できるだけ早くとめていただかな

いと、関西 1,450 万人の命の水源を守れないとい

う思いで国政の党首として仕事をさせていただく

ことになりました。どうか皆さん、皆さんの一票

一票で、日本の未来を開いていきたいと思います。

未来の党に、どうかよろしくお願いいたします。 
 

橋本 はい、石原さん反論もあるようですから。 
 

石原 敗戦から 75 年続いた平和というのは非

常にありがたいと思いますがね、同時にまた平和

が醸し出した毒というのもあると思うんです。こ

れが当たり前の現況になってしまって、私たち、

やっぱり我欲が張り過ぎて、大震災のときはみん

な助け合って、非常に美しい日本人というのを示

しましたけれども、これは本当に一部のものでし

かなかった。やっぱり、こういう社会を変えなき

ゃいかんと思う。 
私、 近聞いた 92 歳になる戦争未亡人の歌に

非常に心、打たれたのです。これはね、「かくま

でも（かくばかり）みにくき国になりたれば捧げ

し人のただに惜しまる」。これは戦争未亡人です。

夫を亡くして、あと子どもを育てて、子どもは親

の顔も知らないでしょう。その人がいまの世の中

を見回してみて、自分の愛した人は一体何のため

に死んだのかという、あの感慨は、私は敗戦を経

験して、戦後ずっと生きてきた高齢者の一人とし

て共感するところが強いんですね。こういった国

というものをもうちょっとしゃんとして、したた

かで、しんから強い国に直すために、ほんとに新

しい維新をやろうと思いますから。 
 
橋本 はい、渡辺さん。 
 

渡辺 みんなの党は、闘う改革を目指します。

普通の先進国は名目 4％成長、この成長軌道に乗

れば、10 年でお給料は 1.5 倍になります。年金も

1.5 倍になります。この 20 年間、日本が失った富

は 600 兆円以上あります。まともな国家経営をや

れば、4％成長は達成できるんです。政治を諦めた

らアウトです。みんなの党は、まさにこの国家経

営の本来業務に戻す。民間にできることは民間に

任せる。地域にできることは地域にお任せをする。

国家は本来業務に戻れ。国民の生命・自由・財産

を守る。領土・領海・領空はとことん守る。これ

がおろそかになっていることこそ日本の衰退の原

因です。政治を諦めないでください。みんなの党

は闘う改革をやります。 
 
橋本 はい。鈴木さん、お願いします。 
 

鈴木 新党大地。北海道がよくなれば日本がよ

くなる。北海道の元気が日本の元気だと、この思

いで頑張ります。 
北海道 1 区、金メダリストの清水宏保、これは

期待されておりますから、どうぞお願いします。3
区の町川順子、4 区の苫米地英人、7 区、釧路、

根室は鈴木貴子、10 区は浅野貴博、11 区は石川

知裕、12 区、松木謙公です。少数ではありますけ

れども、きらりと光る政党で頑張ってまいります。 
あわせて皆さん政治の価値を思い出してくださ

い。信念のある政治家を選んでください。選挙の

ために政党が一緒になる、これは野合であります。

政治家に大事なのは、志です。不撓不屈の精神で

頑張る新党大地をよろしくお願い申しあげます。 
 
橋本 はい。候補者の名前を挙げたことについ

ては、これはおそらくごらんになっている皆さん

が判断されるでしょう。 
はい、舛添さんどうぞ。 
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舛添 私は、皆さん、小選挙区制を見直さない

といかんと思っています。小選挙区制は、二大政

党制になって、定期的な政権交代が国民のために

なると。事実、みてください。こんだけの政党が

できた。小選挙区制は破綻したということですよ。 
二大政党制での政権交代、いいことありました

か？ それから 350 人近い民主党の議員がいて、

何で数人の人の間でしか大臣のポストをたらい回

しすることしかできないんですか。人材の枯渇で

すよ。こんな制度をこのまましていていいと思い

ません。もうブームで、小泉ブームで通る人がい

る。政権交代ブームで通る人がいる。今度は何ブ

ームか知らないけれども。これじゃ政治家は育た

ないんですよ。 
私はポピュリズムを打破して、本当に品格ある

政治を取り戻したいと思っています。「品格ある

政治」、これが我々のモットーです。まあ、新党

改革、小さい政党ですけれども、“山椒は小粒で

もピリっと辛い”、この政党は国民のために不可

欠だと思います。皆さんのご支援をよろしくお願

いいたします。 
 

橋本 はい、ありがとうございました。時間の

関係で、なかなか質問が来ない、ご不満な方もい

らっしゃると思いますけれども、これも、これだ

けの政党がなっちゃったということでもある、と

いうことで免じていただきたい、そう思います。

川戸さんどうぞ。 
 
総合司会(川戸) まだ積み残した問題、たくさ

んあると思いますけれども、お約束の時間、もう

すでに過ぎております。 
これで本日の討論会を終了いたします。党首の

皆さん、それから会場の皆さん、どうもご協力あ

りがとうございました。 
会場の皆様には、党首の方々が退場されるまで

席を立たないようにお願いいたします。 
なお、控室でいつものように党首の皆さんに揮

毫をお願いいたしましたので、党首の皆さんが退

席された後にご紹介いたします。 

どうも皆さん方、ありがとうございました。ご

退席くださいませ。（拍手） 
 
揮毫をご紹介申しあげます。後で、前のほうに

置きますので、カメラ撮影をしてください。 
 
まず民主党代表、野田佳彦さん、 
「動かすのは決断」でございます。 
それから安倍さんは「至誠」。 
嘉田由紀子さんは、 
「政治は未来をつくる力がある」。 
さすが友党、公明党代表の山口さんは、 
「至誠一貫」でございます。 
そして石原さんは、 
「人生は情熱を演じる劇場である」。 
共産党志位さんは、「日本の歴史を変えるとき」。 
みんなの党代表渡辺さんは、「道在近」。 
社民党党首福島さんは、 
「いのちを大切にする政治」。 
そして新党大地の鈴木さんは、「日本再興」。 
国民新党代表の自見さんは、「同心成就」。 
そして新党改革、舛添さんは、「大道無門」で

ございます。 
 
どうもきょうはありがとうございました。 

 

（文責・編集部） 

 

総合司会  川戸恵子（ＴＢＳ） 

第一部司会 神志名泰裕（ＮＨＫ） 

代表質問  橋本五郎（読売新聞） 

      星浩（朝日新聞） 

      倉重篤郎（毎日新聞） 

      実哲也（日本経済新聞） 

いずれも日本記者クラブ企画委員 

 

 

 


























