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総合司会：小栗泉・企画委員（日本テレビ） 

本日の進行を務めます企画委員の小栗泉です。 
日本記者クラブが行う国政選挙での党首討

論会は、今回で 13回目となります。 
まず初めに、主催者を代表いたしまして、吉

田慎一理事長からご挨拶申しあげます。 
吉田慎一・理事長（朝日新聞） 日本記者ク

ラブの理事長をしております、朝日新聞の吉田

と申します。 

きょうは、お忙しい中、9 党の党首の皆さん

にお集まりいただきまして、まことにありがと

うございます。 

いまご紹介にありましたけれども、国政選挙

で当記者クラブが党首討論会を最初に行いまし

たのは 1990年、以来 13回目でして、参議院選

挙では 5回目となっております。おかげさまで、

この 24年間の間に、この党首討論会は日本の国

政選挙での欠くべからざるイベントとして定着

してきたと自負しております。 

党首の皆さんの率直な意見表明のみならず、

こちらに控えております、当クラブの企画委員

――報道各社のベテランの記者ですが――から

の質問と丁々発止のやりとりをあわせまして、

各党の主張並びに選挙の争点のみならず、党首

の皆さんのお人柄や政治姿勢もここで浮き彫り

にできる、そういう企画だということで、有権

者の皆さん、それから報道各社の注目を集めて

いると信じております。 

きょうもたくさんのカメラの放列もありま

す。びっしり、報道陣も駆けつけておりますの

で、ここでニュースを発信するおつもりになり

まして、どうぞ思いのたけをご発言いただけれ

ばなというふうに思います。 

今回の参院選挙は、安倍政権発足後半年余の

中でさまざまな政策が打ち出されて、その政策

がまさに選挙の争点になるという、久々の政策

選挙と位置づけられるのではないかと思います。 

誰もが認めるアベノミクスのみならず、ＴＰ

Ｐとか、原発とか、被災地の問題とか、沖縄の

普天間とか、あるいは対中国、対韓国の近隣外

交の問題とか、憲法改正とか、テーブルの上に

盛りだくさんの課題がのっております。ぜひ、

その盛りだくさんの課題について忌憚のないご

意見を、きょうは思い切りご発言いただければ

なと思います。 

ぜひお願いしたいことが一つあります。選挙

ですので、政治家の皆さんは選挙モードといい

ますか、有権者の耳に心地よい聞こえがするよ

うな物言いをしがちでありますけれども、この

参院選挙の後、もしかすると、3 年間、国政選

挙がないのではないかといったような憶測も流

れている中ですので、そうであるならば、なお

さら、2年、3年先もにらんで、本音で本日は議

論をしていただきたいとお願いをいたしまして、

主催者、日本記者クラブからのご挨拶とさせて

いただきます。 

限られた時間でありますけれども、どうぞよ

ろしくお願いいたします。（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部の 2部構

成です。全体で2時間、途中の休憩はございま

せん。 

第 1 部は、党首の皆さんによる主張と討論、

第 2部では、会場の皆さんからの質問を参考に

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

るかと思いますので、そこにお書きいただいて、

係の者に合図をしていただければ取りに伺いま

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

の小栗泉です。 

では、党首の皆さんをご紹介いたします。 

皆さんからみて左から、社会民主党の福島瑞

穂党首。 

福島 よろしくお願いします。 

総合司会 生活の党の小沢一郎代表。 

小沢 （会釈） 

総合司会 公明党の山口那津男代表。 

山口 よろしくお願いいたします。 

総合司会 民主党の海江田万里代表。 

海江田 よろしくお願いします。 

総合司会 自由民主党の安倍晋三総裁。 

安倍 よろしくお願いします。 

総合司会 日本維新の会の橋下徹共同代表。 

橋下 よろしくお願いします。 

総合司会 みんなの党の渡辺喜美代表。 

渡辺 こんにちは 

総合司会 日本共産党の志位和夫委員長。 

志位 よろしくお願いします。 

総合司会 みどりの風の谷岡郁子代表です。 
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谷岡 よろしくお願いいたします。 

総合司会 討論会は第1部と第2部の2部構

成で行います。第 1部は党首の皆さんによる主

張と討論です。第 2部では、会員から寄せられ

た質問を参考に、4 人の企画委員が党首を指名

して代表質問をいたします。 

それでは、島田企画委員の司会で第 1部を始

めます。 

第 1部 党首の主張と討論 

司会：島田敏男・企画委員（ＮＨＫ） 第 1

部担当の企画委員、島田です。よろしくお願い

いたします。 

最初に、各党の基本的な主張を伺います。事

前に、「選挙で国民に一番訴えたいこと」をそ

れぞれのボードに書いていただきました。それ

を卓上のビニールテープを張ってある位置、そ

こに示してお話をしていただこうと思います。

発言時間はお一人 1分でお願いします。発言時

間管理は、ステージの前にありますランプで行

います。話し始めて 50秒たちますと、このよう

に点滅を始めます。そのあたりでうまく話をま

とめていただければなと。で、1 分で完全に点

灯しますので、そこで発言終了です。 

発言の順番は、国会での勢力順でお願いしま

す。では、始めたいと思います。 

《基本的な主張》 

最初は、自民党の安倍さんです。お願いしま

す。 

（注 各党党首発言の見出しは、党首が「選挙で国

民に一番訴えたいこと」に書いたことばです） 

【強い経済 実感をその手に】自民党 

安倍晋三・自由民主党総裁 昨年のいまごろ、

長引くデフレ、行き過ぎた円高、経済は低迷し、

閉塞感が国を覆っていました。何とかしてほし

い、その声に押されて昨年の総選挙は自由民主

党が政権を奪還して、次元の違う 3本の矢の政

策でもって、デフレ脱却、経済再生に挑みまし

た。 

その結果、昨年のいまごろはＧＤＰマイナス

3.6％、これが新しい政策によって、ことしの 1

月、2月、3月はプラス 4.1％に成長した。マイ

ナスからプラス、大きく変わりました。まさに

皆さんの力で政治が変わり、経済も動き出しま

した。われわれは参議院選挙に勝って、ねじれ

を解消し、政治の安定を手に入れ、まさに実感

を皆様の手にお届けしたいと思います。 

司会 続きまして、民主党の海江田さん、お

願いします。 

【暮らしを守る力になる】民主党 

海江田万里・民主党代表 今度の選挙、私ど

もは「暮らしを守る力になる」ということをス

ローガンに戦っていくつもりであります。今度

の参議院選挙、まさに日本の国のこれからがか

かっています。いまの自民党と公明党の政権は

大変危うさがあります。この危うさに対して国

民の暮らしを守るということ、これが私どもの

主張であります。 

確かに安倍さんの経済政策、国民の期待感を

膨らますことには成功をいたしました。しかし、

その副作用と申しますか、まさに物価は上がっ

ています。4 月にも大きく上がりました。そし

てまた、この 7月にも、それこそ電気代、ガス

代、そして小麦粉が上がることによって食品な

ども上がってきます。こうした生活破壊のおそ

れのある安倍政権の政策に対して、私どもは国

民の生活をしっかり守る、国民の暮らしを守る

ということをテーマに掲げていくつもりであり

ます。 

司会 そして、日本維新の会の橋下さん。 

【批判を恐れず 反論を恐れず 選挙を
恐れず】維新 

橋下徹・日本維新の会共同代表 「批判を恐

れず、反論を恐れず、選挙を恐れず」です。ア

ベノミクス第 1の矢、第 2の矢は、やはり結果

が出ていると思います。しかし、一番重要なこ

とは第 3の矢、徹底した構造改革ですが、これ

はしがらみのある、既得権に左右されるような

政党では日本にとって必要な改革はできません。 

農協改革、混合診療の解禁、カジノの解禁、

それから社会保障においては、われわれ世代、

40歳の世代は、年金をもらえるその年齢を段階

的に引き上げていくこと。それから、地方議会

や地方自治体が猛反対をしています道州制の導

入。霞が関が抵抗している地方分権。 

とにかくこれまでの政治が議論ばかりをし

て実行できなかったこと、これは選挙を恐れて、

票を恐れて、全部選挙前にその改革にふたをし

てきました。われわれ日本維新の会は、批判を

恐れず、反論を恐れず、そして選挙を恐れず、
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日本にとって本当に必要な改革をしっかりと実

行していきます。 

司会 公明党、山口さん、お願いします。 

【国民目線に立つ】公明 

山口那津男・公明党代表 公明党は連立政権

を自由民主党とともにつくって、政権合意で経

済の再生、被災地の復興のスピードアップを優

先課題として取り組んでまいりました。経済政

策 3つの柱で実行しましたが、さまざまな前進、

効果を生んできております。しかし、実態的に

は、国民の手元にその実感が伴っていないとい

う状況です。これからその実感をもたらすため

に、特に成長戦略を実行していくことが重要で

あります。 

しかし、国会のその決定力は十分ではありま

せん。したがって、今回の参議院選挙は与党で

過半数をとる、ねじれを解消する、そして成長

戦略を実行できる力を得るということが与党の

共通の目標です。 

それに当たって、私たち公明党の連立政権に

おける役割が重要だと思います。「国民目線に

立つ」、この公明党の存在が広く民意を受けと

め、安心感を与えるものと思います。 

司会 続いて、みんなの党の渡辺さん。 

【闘う改革】みんな 

渡辺喜美・みんなの党代表 「闘う改革」で

す。この 20年間、日本の国家の動向が右肩下が

りの下がりっぱなしになってしまったのは、ま

さに国家経営のイノベーションができない、日

本のシステムが時代おくれになってしまったと

いうことであります。戦後レジームは、実は、

マッカーサーがつくったもの以外に、1940年前

後にでき上がった官僚統制、中央集権、これが

戦後レジームの根幹をなしております。 

われわれは、こうした岩盤のようなシステム

に風穴をあける。例えば、公務員制度改革をや

らないと国家経営のイノベーションができませ

ん。そして、民間の間に岩盤規制がはびこって

いる。特に電力、農業、医療、この 3分野は、

成長分野でありながら成長できていない。闘う

改革を進めてまいります。 

司会 生活の党の小沢さん、お願いします。 

【「いのち」と「くらし」と「地域」を守る】生活 

小沢一郎・生活の党代表 いま、安倍政権、

アベノミクスのもとで、広範な物価高によりま

して国民の生活は苦しくなっていると思います。

また、原発の再稼働によりまして国民の命も危

うくされようとしております。さらには、ＴＰ

Ｐ参加は農林水産業の衰退あるいは医療、皆保

険の崩壊を招きかねません。 

こうした中で、わが国は国際的にも孤立を深

め、日米関係も危うくなっていると考えており

ます。国民の皆様には、このような点をしっか

りと冷静にご判断いただきたいと思います。政

治は国民のために、生活を守るためにある、私

どもはそういう考え方のもとで、このような政

治を実現するために頑張っていきたいと思いま

す。 

司会 共産党の志位さん、お願いします。 

【自民党と対決 ４つの転換を】共産 

志位和夫・日本共産党委員長 私たちは、「自

民党と対決 “4 つの転換”」を訴えて選挙戦

を戦い抜きます。 

第 1は、国民の所得をふやして景気回復を図

る政治への転換です。大企業の 260兆円の内部

留保の一部を活用して、賃上げと安定した雇用

をふやし、景気回復の突破口を開きます。消費

税増税には断固反対です。 

第 2は、原発ゼロの日本への転換です。事故

が終息してないもとでの再稼働や原発輸出には、

厳しく反対します。 

第 3は、憲法を守り、生かす政治への転換で

す。9 条、96 条の改定に反対し、9 条を生かし

た平和外交を進めてまいります。 

最後に、アメリカ言いなり政治からの転換で

す。ＴＰＰ推進、米軍普天間基地の辺野古移設

などに反対し、自主独立、平和な日本をつくっ

てまいります。日本共産党をよろしくお願いい

たします。 

司会 社民党の福島さん、お願いします。 

【強い国よりやさしい社会】社民 

福島瑞穂・社会民主党党首 社民党は、「強

い国よりやさしい社会」をキャッチフレーズに

戦っていきます。 

軍事大国、原発輸出、原発推進、１％の大企

業や大富裕層のための強い国ではなく、やさし

い社会を目指します。やさしい社会とは、99％

を切り捨てず、安心して子どもを産み育て、働

き続け、年をとることができる社会です。 
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雇用と暮らしの立て直しで景気を回復させ

ます。給料を上げる政策をとります。最低賃金

1,000 円以上を実現します。長時間労働を規制

し、過労死防止基本法を成立させます。 

原発再稼働、原発輸出を許しません。脱原発

基本法を成立させ、自然エネルギーを促進し、

地域で電気、産業、雇用をつくってまいります。 

自民党が基本的人権を制限し、憲法 9条を変

え、戦争のできる国にすることに対決をしてま

いります。よろしくお願いします。 

司会 続いて、みどりの風の谷岡さん。 

【若者女性のしあわせ】みどり 

谷岡郁子・みどりの風代表 格差の小さい、

日本らしい共生社会をつくりたい。みどりの風

は、この選挙、若者・女性の幸せのために戦っ

てまいります。 

資本主義の社会では、お金は低いところから

高いところへ流れがち。そして、政治は再分配

機能を果たすべきですが、これまではそうなっ

てまいりませんでした。そのしわ寄せは、失業

しているから貧しいのではなく、働いていても

とても貧しい若者たち、そして女性たちをつく

り出しています。 

また、脱原発、消費税の凍結、そして反ＴＰ

Ｐを挙げておりますが、これらはとりわけ若

者・女性たちを不安にしている問題です。未来

にツケを原子力で回されることへの不安、また、

年収が少ないのに消費税で圧迫されることへの

不安、同時に、反ＴＰＰ、これによって知的財

産というものが強調されるあまり、ダウンロー

ド法等、いま、歌の聞こえない社会、そして音

楽に接することができない文化の弱い日本をつ

くり出しています。変えます。 

 

《党首同士の討論》 

司会 皆さん、ありがとうございました。 

基本的な主張、これに続きまして、党首同士

の討論に移ります。質問はお一人最低 1回です

けれども、可能な限り 2巡目に入りたいと思っ

ております。また、こちらから短い追加の発言

をお願いするケースもあるかもしれません。 

簡単にルールを説明しますと、質問をする人

は最初に、誰に聞くのか、相手を1人指名して、

そして、みずからの主張を交えながら質問をし

てください。指名された方が答えることによっ

て 1回の討論を終了、こうなります。 

質問のテーマは、内政・外交全般から大事だ

と思う問題を自由に選んでください。 

質問も 1分以内、答えも 1分以内、この往復

でお願いします。先ほどと同様に、50秒たちま

すとランプが点滅しますので、ご協力をお願い

します。 

今度は、先ほどは自民党の安倍さんからご発

言いただきましたので、質問の順番はひとつ、

ずれて、民主党の海江田さんからお願いをいた

します。海江田さん、どうぞ。 

民主⇒自民 定数削減、国民の年収 

海江田 私は総理にお尋ねをいたします。 

総理は、総理の言葉の重み、あるいは国民に

対する公約の重み、これをどう考えているのか

ということであります。具体的には議員の定数

の削減、終わりました国会までにこれは仕上げ

るということを、約束をしたわけでありますが、

それが果たされていません。 

それから、ＴＰＰの問題でも、アメリカとの

事前の交渉で、車の国益と申しますか、車で大

いに妥協いたしました。国益を守るということ

をおっしゃっていたわけですが、それが本当に

守られているのかどうなのか、これから守られ

るのか。 

それから、国民の年収を 150万円上げるとい

うような発言もありました。これは大分事実に

誤認があるようでありますが、この発言が途中

から撤回をされてしまった。どうなっているの

か。 

それから、憲法 96 条についてもどういうお

考えなのか。当初の言っていることと違ってき

ているのではないだろうかというふうに思って

おります。 

司会 それでは、安倍さん。 

安倍 たくさん質問をいただきましたので、

1 分でお答えできるかどうかわかりませんが、

まず、定数削減と選挙制度の改革については、

昨年の党首討論で、議事録をよく読んでいただ

ければおわかりだろうと思いますが、野田さん

に対して、「私と野田さん、2 人で民主主義の

土俵を決めていいわけはありませんね。そうい

う傲慢な態度をとるわけにはいきません。共産

党や社民党のような小さな政党の皆さんの発言

も聞きながら決めていくべきですよ、よく議論

していくべきですよ」ということを 3回申しあ
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げました。その中において、この国会で最善を

尽くす。 

残念ながら、われわれも努力をしました、私

たちの案を出したわけでありますが、民主党の

皆様にも賛成をしていただけず、成案を得るこ

とができませんでしたので、われわれは、これ

は国会議員同士でやっていてもうまくいかない

から、国会に第三者機関をつくって、そこで議

論をして成案を得て、それをみんなで賛成をし

ていこうという提案をしておりますので、ぜひ

賛成していただきたいと思います。 

司会 時間なんですが、大事な憲法のことだ

け一つ……。 

安倍 あと、ＧＮＩ、1 人当たりの国民総所

得を 150万円ふやしていくということでありま

す。多少わかりやすく説明しようというところ

で誤解を生んだところもあったんですが、ＧＮ

Ｉを 150 万円ふやしていく。これは 70 年代も

80 年代もわれわれは達成していることであり

ますから、やるべきことをやれば、間違いなく、

1 人当たりのＧＮＩ、総所得ですね、これは達

成できる、このように思います。 

司会 では、憲法のことだけを一言。 

安倍 憲法については、われわれ、もうすで

に自由民主党案を、お示しをしているとおりで

あります。 

司会 この後、類似の質問が出るかもしれま

せんから、また、この後の討論をみながら考え

ましょう。 

続いての質問者、日本維新の会、橋下さん、

お願いします。 

維新⇒自民 マクロ経済 

橋下 安倍首相に質問させてもらいます。マ

クロ経済政策についてご質問させてもらいます。 

安倍首相のマクロ経済政策、大胆な金融緩和

については賛成なんです。2％の物価上昇、3％

の名目ＧＤＰの成長、これも賛成です。ただ、

消費税の増税に関して、論理的に整合性がとれ

ていないかと思います。 

黒田日銀総裁が3月に国会答弁をされたよう

に、3％の増税をした場合には 2％物価に影響す

る。経済学者によれば、5％増税した場合には

3％物価に影響する。黒田総裁は、消費税増税に

よる物価影響を除いて、この 2％の物価上昇は

やるというふうに言い切っています。そうしま

すと、来年には増税分と金融政策合わせて 4％

の物価上昇、そして 10％の消費税になった場合

には 5％の物価上昇になります。これはオイル

ショック以来の物価上昇率でありまして、結局、

この 5％、4％の物価上昇を認めるのか、それと

も増税をやめるのか、それとも金融政策という

ものをやめるのか、そのあたりについての論理

的な整合性を答えていただきたいと思います。 

司会 安倍さん、1分でお願いします。 

安倍 われわれは、まず 2つのことをお約束

をしています。2年間で 2％の物価安定目標に到

達をしていく。これは日本銀行との共同作業に

なっていきますが、基本的に日本銀行に責任を

負っていただきます。同時に、2015 年に 2010

年比、ＧＤＰの財政赤字について、対ＧＤＰ比

を半減をしていくというお約束をしている。 

これを達成していくためには、われわれは消

費税を上げていく必要がありますが、同時に、

消費税を上げていくことによって経済に影響が

出て、税収全体が減っては元も子もなくなりま

すから、そこはいまの指数、4－6（月）の指数

が出てきますし、足元の状況等をみながら適切

に判断をしていきたいと思っております。 

公明⇒自民 連立政権 

司会 では、続いては公明党の山口さん、お

願いします。 

山口 自由民主党の安倍総裁に伺います。 

日本では、一つの政党が衆参で過半数を得る

ことが久しく生じない状況になっております。

これから日本の政治は連立政権をいかに安定的

に運営するかという力が問われると思います。

自由民主党と公明党は過去 10年、そしてまた新

たな連立がいま生じております。 

連立政権で、例えば選挙あるいは連立内閣を

つくる、あるいは異なる政策を調整する、ある

いは国会の運営を円滑にする、さまざまな協力

の局面があるわけです。いまの自公連立政権に

おいて、公明党は国民目線を重視しております。

3,000 人の議員のネットワークを通じて、国民

の声に敏感な政策を提案している、そういう力

があると思います。それと、中国や韓国など、

対話で交流を重ねてきたという特徴があります。 

こうした公明党の持ち味、これを連立政権で

生かすことが重要だと思いますが、安倍総裁の

評価を伺いたいと思います。 

安倍 まさに 10 年前ですね、公明党の皆さ

んは違いを乗り越えて、政治を安定させなけれ
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ばいけないという大きな決断をしていただきま

した。政治の安定がいかに大切かは、われわれ、

この 6年間、まさに身をもって経験をしたと思

います。だからこそ、公明党のあの決断、われ

われも感謝をしていますし、高く評価をしてい

ます。 

もちろん、党が違いますから、政策が違って

当然でありますが、しかし、われわれは総選挙

の際には共同の公約を掲げ、その公約は必ず実

現をしていくという誠意をもってお互いに協力

をしているわけであります。 

そして、公明党の立場、わが党とは違うもの

もあります。例えば山口代表には中国を訪問し

ていただいて、習近平主席とも会談をしていた

だきました。それは、安倍政権外交全体を、補

完をしていただいている、このように思います。

これからも自民党はより謙虚に、そして公明党

とともに、しっかりと安定政権をつくるために

努力をしていきたい、全力を尽くしていきたい

と思っております。 

みんな⇒自民 成長率、ＴＰＰ 

司会 続いて、みんなの党の渡辺さん、お願

いします。 

渡辺 安倍総理に、2問質問いたします。 

まず、アベノミクスと名目 3％成長というの

は合わないですね。おかしいです、矛盾です。2

年で物価安定目標 2％というのだったら、実質

成長 2％、物価 2％で、名目 4％になるはずなん

です。この矛盾をどうご説明されるのか。 

そして、この 4％成長を達成するためには、

増税を凍結をしなければいけないはずなんです。

10月まで待ったら、これはもう走り出している

わけですから、凍結できません。「でもしか」

は要りません。決断するならいまでしょう。お

聞きをいたします。 

2 点目は、ＴＰＰ。自民党は一体どっちを向

いているのか。自民党の公約の中では、ＴＰＰ

に参加しないこともあるみたいなことを言って

いますが、これは国益を損なうものであります。

ぜひはっきりしていただきたいと思います。 

司会 安倍さん、いまの 2問にコンパクトに

1分でお願いします。 

安倍 われわれ自由民主党は、公約において

実質 2％、そして名目 3％成長していくというこ

とをお示しをしております。 

そこで、物価安定目標が 2％だから、矛盾す

るのではないかというのが、いまの渡辺さんの

ご質問だと思います。この 2％というのは、消

費者物価、いわばＣＰＩでありまして、名目で

実質にのせていくのは、これはＧＤＰデフレー

ターでありまして、名目の 2は、デフレーター

に計算し直すと1だということでありまして、

そこで、われわれ、3％ということになっており

まして、何ら矛盾することはないということで

あります。 

そして、ＴＰＰについては、まさにこれから

交渉に参加をするわけでありまして、交渉参加

する前に、実際に参加するかしないかなんてい

うことを言うのは、私は態度して間違っている

と思います。あくまでもしっかりと国益を確保

するという決意で交渉してまいります。 

生活⇒自民 雇用、医療 

司会 そして、今度は生活の党の小沢さん、

お願いします。 

小沢 安倍総理に2点お伺いしたいと思いま

す。 

1 つは雇用の問題であります。小泉政権のも

とで雇用制度が改変されまして、今日では非正

規の社員が 35％を占めているといわれており

ます。これが国民所得の減少の大きな要因では

ないかと思っていますし、また、生活を不安定

なものにしている最大の要因ではないかと思っ

ております。 

ところが、こうした中で、いわゆる限定正社

員というような言葉を使って、この非正規の枠

組みをさらに拡大しようとしていると聞いてお

ります。この点について、総理のお考えをお聞

きしたいと思います。 

それから、第 2点目は医療ですけれども、政

府は規制改革実施計画で混合診療を拡大してい

くと方針を打ち出しておりました。これは、結

局、国民皆保険の制度を崩壊させることになる

のではないかと思います。その点について、総

理のお考えをお伺いします。 

司会 2 点、お願いします。 

安倍 まず、雇用について言えば、安倍政権

になって、5月、前年同月比60万人ふえました。

そして、いわゆる有効求人倍率は 0.9人になり

ましたね。これはリーマンショック前に戻りま

した。われわれの政策によって明らかに実体経

済がよくなって、雇用にもいい影響が出てきま

した。そして、雇用市場がタイトになってくれ

ば、必ず正社員はふえていきます。事実、正社
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員は 4月に 2万人求人がふえています。ですか

ら、まだ半年間でここまでの数字が出ています

から、これを続けていけば、間違いなく必ず皆

さんに実感していただけるだろう、こう確信を

しております。 

そしてもう一つは、限定の正社員の制度につ

いては、これは働き方で、さまざまなバリエー

ションを持った働き方を、経営者側と被雇用者

がいろいろと相談をしながら決めていこうとい

うことであります。 

そして、ＴＰＰにおいて、われわれ、混合診

療を進めなければいけないということにはなっ

ておりませんし、われわれが進めているいわゆ

る混合診療ですが、これは先端医療について、

それを活用範囲をふやしているというものであ

って、いまの公的な医療保険制度には何の影響

もない、ほとんど影響がないというふうに言っ

てもいいと思います。 

共産⇒自民 政治献金 

司会 共産党の志位さん、お願いします。 

志位 安倍さんに質問いたします。 

ここに、ことし2月、自民党の石破幹事長初

め三役連名で出された文書があります。ゼネコ

ンなどで構成する日本建設業連合会に宛てた政

治献金の要請文です。私たちの新聞、赤旗日曜

版が入手したものです。 

要請文には、自民党の政治資金団体である国

民政治協会の文書が添えられております。そこ

では、自民党は強靱な国土の建設へと全力で立

ち向かっており、こうした政策遂行を支援する

ため献金をお願いしたいと述べ、「一、金4億

7,100 万円也」と金額まで明示しております。

まるで請求書です。 

国土強靱化とは、10年間で 200兆円という巨

額の公共事業を進めるものですが、その見返り

に金額まで明示して政治献金を求める。これは

文字通り、政治を金で売る最悪の利権政治だと

思いますが、見解を求めます。 

司会 安倍さん、お願いします。 

安倍 私、文書をみたこともございませんの

で、何とも申しあげようがございませんが、国

土強靱化というのは、やってくるであろう大災

害に備えて、国民の命を守るために、これはハ

ードだけではありません、ソフトも含めて、し

っかりと強靱な国をつくっていこう。防災、減

災のための国づくりをしていこうというもので

あって、われわれは 200兆円というようなこと

を実際に約束したことは全くないわけであって、

それはもうすでに来年度の予算をみていただけ

れば明らかなとおりであります。やるべきこと

をしっかりとやっていくということにすぎない

ということを申しあげておきたい、このように

思います。 

社民⇒自民 沖縄、自殺 

司会 志位さん、また後で発言の機会をつく

りますから、先に進みます。 

社民党の福島さん、お願いします。 

福島 沖縄の自民党は、辺野古に基地をつく

ることに反対です。福島の自民党は、脱原発で

す。北海道の自民党は、ＴＰＰ断固反対です。

自民党は本部と地方で意見が正反対です。自民

党は、本部はなぜ、地元の切実な声を踏みにじ

るのですか。あるいは二枚舌ではないでしょう

か。 

2問目。20代の死因の半分が自殺です。社民

党は、とりわけ若者と女性を応援をしていきま

す。社民党は公約で、若者を使い捨てにするブ

ラック企業の根絶のために、氏名の公表を掲げ

ています。また、時給 1,000円以上を実現する

必要があると思います。自民党は、これができ

ますか。 

以上、2問です。 

司会 お願いします。 

安倍 まず、自民党の公約は党本部で出した

ものが公約でありまして、それ以外のものは、

地域が独自に地域としての取り組みを示してい

るものであって、いまおっしゃった、例えば沖

縄については、沖縄県連としては県外が希望で

あるということを彼らの希望として書いている

わけでございまして、党は党の方針として決め

ているということでご理解をいただきたい、そ

の中において投票していただきたい、こう思う

ところであります。 

そして、ブラック企業については、やはり定

着率がいい企業がありますね、そういうところ

はもっと奨励をしたほうが私はいいと思います

から、そうした企業をどんどん、これから入社

しようという皆様にとってわかりやすくお示し

をしていくことができるようにしていきたい、

それをもっと推奨していきたい、このように思

います。 
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みどり⇒民主 補完勢力 

司会 みどりの風の谷岡さん、お願いします。 

谷岡 海江田民主代表にお尋ねをいたしま

す。 

このところの選挙、軒並み投票率がとても低

い状況が続いております。それは、民主党が国

民の大きな期待を受けながら大きく裏切ったと

いうことへの、政治への絶望感というものに起

因しているのではないかというふうに思ってお

りますが、民主党はこのことをどのように受け

とめられておるのでしょうか。 

そして、この国会、実質、ねじれは解消して

いたというふうに私は思います。天下りの機関

がまた幾つもできました。それは、民主党が自

公と一緒になって賛成するという形で行われて

きたものであります。 

民主党は、果たして自公の補完勢力というこ

とをお続けになるのか、それとも、いま、主張

していらっしゃるような野党であるのか。いま

の現状、言っていらっしゃることとやっていら

っしゃることが大変、乖離してみえますけれど

も、その点がいかがなのかということをお尋ね

したいと思っております。 

司会 海江田さん、お願いします。 

海江田 言っていることとやっていること

ということですけれども、いまは私どもは野党

でありますので、その意味では、いま、何か過

去の話といまの話を一緒にして議論をするのは

どういうものだろうかというふうに思います。 

そして、確かに私どもは昨年末の選挙で大変

厳しい批判をいただきました。これはやはり真

摯に反省をしなければいけないと思っています。

そして、その反省をする中で、私は特に地域の

声をしっかり聞かなければいけないのではない

だろうか。与党の間に、そういう地域の声を聞

くことに少し欠けていたのではないだろうかと

いう反省がありますから、地域を回って、靴底

を減らして、そして丹念にこれまで永田町に届

いていない声、あるいは霞が関に届いていない

声を丁寧に拾ってまいりました。 

ですから、その意味では、そうして各地で拾

った声を今度のマニフェストにまとめましたし、

これから参議院の後の政策にもしっかり反映を

していきたい、こう思っています。 

自民⇒みんな 選挙協力 

司会 討論一巡の最後の質問者が安倍さん

になります。安倍さん、相手を選んでお願いし

ます。 

安倍 それでは、みんなの党の渡辺さんにお

伺いをしたいと思いますが、選挙協力について、

先ほど、山口代表から私に対して質問がありま

したが、自民党と公明党はまさにしっかりと政

策協調をしながら、過半数をとったら、われわ

れが与党を形成をして政権を運営していきます

よ、ということをお示しをして選挙に臨んでい

ます。 

その中で、みんなの党として、民主党と選挙

協力をしていくということでありますが、選挙

協力をしていくのであれば、果たしてそれは連

立政権をつくるという覚悟があるのかどうか。

そしてまた、自治労あるいは日教組といった組

合の支援を受けて、みんなの党が掲げている改

革とはほど遠い結果になるのではないか、この

ように思いますが、どうなのでしょうか。 

渡辺 選挙協力といっても、愛媛県とか、も

う極めて例外的なところだけであります。民主

党とは、実は 27本、法案を共同提案をしていま

す。その中には、自民党が野党時代にわれわれ

と一緒に共同提案をした公務員改革法案も含ま

れています。今回も自民党には投げかけました

が、与党になった自民党は、この公務員改革か

ら逃げてしまいました。民主党はこれに応じて

われわれと共同提案をした。 

こうしたものを参議院において可決をしよ

うと思ったら、どうしても自民党、公明党が過

半数をとるのを阻止をしなければいけないんで

すね。そのためには、31ある一人区でいかにき

ちんとすみ分けをしていくかということが大事

なことであります。維新の会とは完全にすみ分

けができておりますが、民主党とはバッティン

グしているところもある。その中で例外的に協

力ができたのが愛媛県ということであります。 

司会 皆さんのご協力で、一巡が終わりまし

て、二巡目に入ることができました。この後は、

議論を深めるために、できれば、先ほどとは別

の相手を選んで質問していただきたい。しかし、

どうしても再質問だという方もいらっしゃるか

もしれません。ご判断はお任せします。 

今度は、質問者、１人ずれまして、日本維新

の会の橋下さん、お願いします。 

維新⇒自民 消費税増税 

橋下 安倍総裁に再質問させてもらいます。

マクロ経済の考え方については非常に危うさを
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感じました。といいますのは、消費税増税を財

政再建の視点だけで考えられています。物価上

昇するという視点が抜けているのではないでし

ょうか。景気に冷や水を浴びせないために消費

税を増税するかどうか判断するというふうに言

われましたが、物価上昇しますので、もし景気

がよくなったら増税するということになれば、

いまの日銀の方針と増税が合わさると、2014年

には物価上昇が4％、2015年には物価上昇が5％

です。これはマクロ経済政策的には非常に危険。

オイルショック以来の物価上昇率というものを

認めるのか。やはり消費税を財政再建の視点だ

けで考えられているのは、マクロ経済政策的に

は僕はおかしいと思うんですが、ここに再答弁

を求めたいと思っています。 

司会 安倍さん。 

安倍 いま、橋下さんがおっしゃった視点も

考慮していくポイントの一つであります。当然、

上がっていく賃金と、そして上がっていく物価

との関係において、消費が落ち込んでいく、あ

るいはまたそれが投資を鈍らせていくという可

能性もあります。 

それがひいてはＧＤＰの伸びを鈍らせてい

けば、当然、名目ＧＤＰの伸びが鈍っていけば、

税収は伸びていかないということになりますか

ら、結果として、これは財政再建という目的だ

けではありませんが、しかし、国債の信認、そ

してまた、あるいは伸びていく社会保障費に対

応するということにもなるわけでありますが、

そこで大切なのは、経済が腰折れをしてしまっ

ては元も子もありませんし、もう 15年間、デフ

レが続いてきました。今後 10 年、20 年みてみ

ても、これは最大で、もしかしたら最初で最後

のデフレから脱却のチャンスで、このチャンス

を私は逃したくないと思っています。その中に

おいて慎重に判断をしていきたい。 

同時に、国の信認。たくさんの借金を抱えて

いますから、この国の信認ということも考えな

がら、難しい判断なのですが、そこは私が最終

的に決断をしたいと思っています。 

司会 公明党、山口さん、お願いします。 

山口 特にございません。 

司会 よろしいですか。 

山口 はい。 

司会 それでは、みんなの党の渡辺さん、お

願いします。 

 

みんな⇒自民 消費税、公務員、減反 

渡辺 安倍総理に質問いたします。 

Ｇ8 サミットで、安倍総理は、消費税は予定

どおり引き上げるということを明言をされてお

られます。いまのご答弁は非常にあいまいです

ね。一体どっちなのでしょうか。 

2 点目、公務員改革について先週金曜日に閣

議決定をされまして、「戦う公務員」という表

現を使っておられます。しかし、一般職のまま

戦う公務員といっても、既得権を守るために戦

うとしか読み取れません。やはり幹部公務員は

特別職にする、そういうことが必要だと思いま

すが、いかがでしょうか。 

また、3 点目。統制型のシステムが日本をだ

めにしてきている。その典型例が減反政策です。

「瑞穂の国日本」と安倍総理はよくおっしゃい

ますが、瑞穂の国で統制をしている結果、日本

の農業がじり貧になったのではありませんか。

減反政策をやめるつもりはございませんか。 

司会 安倍さん。 

安倍 まず、Ｇ8 においては、基本的にわれ

われは伸びていく社会保障費に対応するために、

消費税を来年 3％、再来年 2％上げていきますと

いう話をしています。しかし、同時に、経済的

にさまざまな条件、指数を勘案しながらそれを

決めていくということを申しあげているわけで

ありますから、当然、それは矛盾するわけでは

ないということになります。 

そして、公務員制度改革については、先般、

公務員制度改革本部において本部決定をいたし

ました。幹部人事の一元化をします。内閣人事

局の来年春の設置を目指していきます。そのた

めの法案、法律改正を、この秋の国会で目指し

ていきたいと思います。 

農業については、若い皆さんが、この分野で

自分の努力次第によって、情熱によって、未来

を切り開いていくことができるという分野に必

ずしていく決意であります。 

司会 生活の党、小沢さん、お願いします。 

生活⇒自民 憲法 97条 

小沢 安倍総理にお伺いしたいと思います。 

先ほど、医療の点について、高度の技術を伴

う医療について枠を広げるだけだというお話で

したけれども、結局、それが自由診療の枠を広

げ、最終的に皆保険を維持できなくなってしま

う結果になるのではないか、というふうに私は
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思っているということでございます。 

質問は、誰もまだ触れておりませんので、憲

法の問題について触れたいと思います。 

9 条については、賛否は別にして、総理のお

考えやら何やら、ときどき風の便りに聞きます

けれども、もう一つ、自民党案には 97条の削除

ということがあります。この 97条というのは、

基本的人権は永久の権利として与えられたもの

だということが規定されておるものですけれど

も、これを自民党案では削除になっております

が、これはどういうふうなお考えのもとに、ど

ういう憲法にしようとしているのか、日本をど

ういう社会にしようとしているのか、総理のお

考えをお聞きしたいと思います。 

司会 安倍さん、憲法です。 

安倍 いま、逐条的に聞かれても、わが党の

案を持っておりませんが、97条を削除して、別

の項目と統合させたのだろうというふうに思い

ます。後ほど、自民党の原案を・・させて（注 

 聞きとれず）いただきたい、このように思い

ます。 

司会 共産党の志位さん、お願いします。 

共産⇒自民 政治献金、消費税 

志位 安倍さんに 2問伺います。 

先ほど私が出した文書は、日建連の事務局の

側も赤旗の取材に対して、そういう要請を受け

た事実をコメントしております。ですから、間

違いのないものです。私が聞いたのは、4 億

7,100 万円という金額を明記した献金を求める

ことの是非です。これを改めて問いたいと思い

ます。はっきり答えていただきたい。 

それから、もう一点は消費税の問題ですが、

参議院選挙の公約の中で、自民党は消費税は全

額社会保障に使いますと述べているだけで、増

税という言葉は公約の中にはありませんね。で、

首相は、経済情勢をみて秋に判断すると言いま

すが、国民の審判を受けないつもりでしょうか。

13.5 兆円もの大増税を国民の審判抜きに強行

するというのは、民主主義の国では許されない

と考えますが、いかがでしょうか。いまの状況

をもって増税をやれば、暮らしも経済も、ひい

ては財政も破綻に陥ることは明瞭です。この点

もお答えいただきたい。 

司会 安倍さん、意見……。 

安倍 まず最初の献金の話は、私、それは全

然存じあげませんので、党によく確認をしてみ

ないと、どういう経緯でそういうお願いをして

いるかということについては、私もいま、ここ

でお答えをするわけにはいきません。 

もう一点の、いわば選挙で約束しないのかと

いうことでありますが、そもそもこの法律は、

昨年、自公民で通して、そして、基本的には来

年 3％、再来年 2％上げていくということを、も

うすでにお約束をしているわけであります。た

だ、そこの附則 18条において、経済の状況をみ

ていくということになっておりまして、それは

やはり足元の経済の指標といえば、4月、5月、

6 月の指標になるわけでありまして、いまの段

階ではそれはわかりませんから、これはまさに

この結果が出てから判断をしたい、このように

思っております。 

司会 社民党の福島さん、お願いします。 

社民⇒自民 立憲主義、再稼働 

福島 安倍総理に質問をいたします。 

1 問目。私は憲法は国家権力を縛るものだと

思っています。立憲主義です。総理はこれに同

意をされますか。もし、同意をされるとすれば、

自民党の憲法改正案はこれにのっとったもので

しょうか。 

2 問目。自民党の憲法改正草案は、基本的人

権を公益及び公の秩序によっていくらでも制限

できるというものになっています。表現の自由

を公益、公の秩序で制限すれば、権利がなくな

ってしまう、危うくなる、これについてはどう

お考えですか。 

3 問目。東電が柏崎原発の再稼働の申請をし

ました。汚染水の処理もできず、いまだに 15

万人以上が避難し、福島東電原発事故を引き起

こした東電に、再稼働を申請する資格がないと

思います。 

安倍総理は、再稼働や、それから原発輸出を

推進しています。二度と原発事故が起きないと

いう保証はありません。万が一、事故が起きた

場合、あなたは責任がとれるのでしょうか。 

安倍 まず、立憲主義については、憲法とい

うのは権力を縛るものだ、確かにそういう側面

があります。しかし、いわば全て権力を縛るも

のであるという考え方としては、王権の時代、

専制主義的な政府に対する憲法という考え方で

あって、いま、民主主義の国家であります。そ

の民主主義の国家である以上、権力を縛るもの

であると同時に、国の姿について書き込んでい

くものなのだろうと私たちは考えております。 
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もう一点は、いくらでも基本的な人権を制限

できる、これは明らかに間違った読み方だとい

うことをはっきり申しあげておきたいと思いま

す。 

そしてもう一点、再稼働についてであります

が、再稼働については、まず言えることは、安

全第一であります。その安全の基準を、原子力

規制委員会が専門家の見地から世界で最も高い

ハードルの水準の基準をつくっていきます。こ

の基準に合わないものは再稼働しない、これは

当然のことであろうと思います。 

そういう中で、同時に私たちは低廉で安定的

な電力を供給していかなければいけないという

責任も負っているわけでありまして、安全とい

う判断があったものについては再稼働していく

ということになるわけであります。 

司会 みどりの風の谷岡さん、お願いします。 

みどり⇒自民 憲法 

谷岡 安倍総理にお聞きいたします。憲法は

誰のものなのかということについてです。 

いまの私たちの憲法は、「日本国民は」とい

う言葉から始まっています。明らかに憲法は日

本国民のものであるというふうに規定している

と思います。それに対して、自民党案は「日本

国は」ということから憲法が始められています。

なぜ「日本国民は」という言葉を「日本国は」

というふうにお考えになったのでしょうか。こ

の 2つの違いは一体何なのでしょうか。 

そして、「国民は」ということではなくて、

「国家は」というものがあるとするならば、国

家は国民に何をプラスしたものであるのか、そ

このところを明確にしていただきたいと思いま

す。 

安倍 憲法の議論については、これからまさ

に国民的に議論を広く深くしていく必要がある

のだろうなと思います。私たちは私たちの案を

お示しをしていますが、直ちにこれを次の国会

で発議をしようということにはなっていないわ

けでありまして、3 分の 2 が必要であります。

その議論をまず皆様にしていただこうというこ

とで、われわれは誠意をもって長い間議論をし

てお示しをしているわけでありまして、その中

ではっきりと申しあげておけば、国民主権、基

本的人権、平和主義、これはいまの現行憲法、

昭和憲法と変わっていないわけであります。ま

さに主権在民でありますから、国民が主権者で

あるという考え方にはいささかの違いもないと

いうことは申しあげておきたいと思います。 

司会 質問の順番が、今度は安倍さんに戻り

ます。安倍さん、ご指名のうえ、お願いします。 

自民⇒民主 経済成長 

安倍 それでは、敬意を表して海江田さんに

ご質問したいと思いますが、先ほど、海江田さ

んからわれわれの経済政策について批判があり

ました。しかし、私たちは 15年続いたデフレ脱

却、15年間できなかったのですから、いままで

の政策ではできない、これははっきりしている

んですね。自民党政権時代、かつての安倍政権

のときにもできなかった。民主党政権の 3年間

でもできなかったんですよ。ですから、このデ

フレから脱却するために、われわれは次元の違

う政策にチャレンジをしています。 

そこで、民主党は副作用については強調して

いますが、では、どうやって経済を成長させて

いくのか。私たちは名目ＧＤＰ3％という目標を

立てました。それは民主党の政権公約から消え

ましたね。では、どうやって経済を成長させて

いくのか。デフレのままでいいのか、行き過ぎ

た円高のままでいいのか、ということをお伺い

をしたいと思います。 

海江田 私どもも、デフレのままでいいとは

思っていません。それから、円高のままでいい

とも思っていません。株も安いままでいいとは

思っていません。しかし、経済の成長にとって

大事なのは、やはり持続可能性なんですね。長

続きする経済の成長を追い求めていかなければ

いけないということが私たちの基本的な考え方

ですから、長続きする経済の成長ということで

すと、やっぱり国内の需要ですね。健康的な、

健全な消費というものを拡大していかなければ

いけない。 

そのためには、やっぱり雇用の安定というの

が非常に大切ですし、それから、いま一番生活

に困窮しているのは子育て中のお父様方、お母

様方。この世代に私たちは、それこそ子ども手

当でありますとか、あるいは高校の授業料の無

償化でありますとか、こういうものを通じて手

取り額をふやすことに努力をしてきたんです。

そんなに急激に賃金は伸びませんけれども、手

取りをふやすことによって、一番消費を必要と

している人たちに消費をしていただく。そのこ

とによって持続的に経済が成長していく、そう

いうものを目指しているわけであります。 

司会 質問者の最後は海江田さんになりま
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す。海江田さん、では、コンパクトにお願いし

ます。どなたに。 

民主⇒自民 年金 

海江田 では、安倍総理に敬意を表しまして。 

一つは、先ほどの物価上昇と年金生活者との

関係なんですね。私は、4 月の党首討論のとき

に、年金生活者も 4月の段階からすでに悲鳴が

上がっていましたから、これをどうするんです

かというお尋ねをしましたら、いや、それは物

価が上がれば年金の額も上がるんだというお話

をしていましたけれども、それは 9年前までは

確かにそうでした。物価スライドという制度が

ありました。 

ところが、9 年前の法改正によりまして、こ

の物価スライドが全くなくなってしまったわけ

ではありませんけれども、マクロ経済コントロ

ールということで、例えば物価が 3％上がって

も、実際に年金の額は 2.1％ぐらいしか上がら

ない状況になってきたわけですね。だから、こ

れが消費税と物価の押し上げと両方相まって、

やっぱり 4％、5％になってきたときに、年金生

活者に対して、とりわけ、低年金の人たちに対

して何らかの手当ては必要だと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

司会 安倍さん。 

安倍 まず、低年金の方々に対する手当てと

いうことについては、まさにわが党と民主党が

合意をして法的な対処はしております。そして

同時に、基本的には、物価が上がっていけばマ

クロ経済スライドしますが、物価に対応して年

金も上がっていくような制度になっていますが、

そこで、0.9％、いまマクロ経済スライドの数字

がありますが、しかし、このマクロ経済スライ

ドがあって初めて年金の需給関係は安定してい

るんですね。給付と負担のバランスが、需給調

整がされたんですよ。それで、16年の改正でそ

れが安定的なものになったということになって、

御党の岡田副総理も、いまの制度は安定してい

る、このようにおっしゃった。 

そのためには、ある程度安定的に物価が上が

っていく必要を前提としています。経済成長を

前提として、この年金というのは財政基盤は安

定をしていくわけであります。つい最近、公表

されましたが、いわば、今年度年金の運用、こ

れは 11兆円プラスでした。そして、あまり申し

あげたくありませんが、前半、民主党政権時代

はマイナス 1.5兆円の運用。後半、12兆円のプ

ラスですから。つまり、経済成長によって、年

金の運用は、過去ほぼ最高の利益を上げている

ということは申しあげておきたいと思います。 

司会 海江田さん、発言したい気持ちはよく

わかりますが、続きは第 2部のほうに委ねたい

と思います。 

各党の皆さん、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。 

総合司会の小栗さん、お願いします。 

 

第 2部 代表質問団との質疑応答 
 

総合司会（小栗） それでは、続けて第 2部

に入ります。まず代表質問者を紹介いたします。

いずれも日本記者クラブの企画委員です。 

皆さんからみて左から、実哲也さん、倉重篤

郎さん、橋本五郎さん、星浩さんです。 

質問に対するお答えは 1分以内でお願いいた

します。１部同様、10秒前にランプが点滅いた

します。 

ただ、質問によっては「イエス」「ノー」で

お答えいただくような場合もあるかと思います。

限られた時間を有効に使うということで、ご理

解ください。 

なお、１部では、各党首、公平に時間配分を

いたしましたけれども、こちらではある程度ニ

ュース性を重視して質問させていただきます。

同じ回数の質問が皆さんに行くとは限りません

が、よろしくお願いいたします。 

それでは、代表質問、始めましょう。 

 

《基本的な質問》 

橋本 それでは、よろしくお願いします。 

どうしても参議院選挙は、ある意味では中間

選挙、政権に対して一体それをどう評価するか

という性格がありますので、われわれの質問も

安倍さんに対する質問が多くなると思いますけ

れども、それはご容赦願いたいと思います。 

これから具体的に重要な政策課題について

お聞きしますけれども、まず最初に、政治に対

する基本的な心構えというか、ありようについ

て、皆さんにお伺いしたいと思います。 

実は、安倍さん、一見ささいなようで、しか

し、指導者のありようとして考えるとき、意外

にそうでもないと思われることがあるんですね。

それは、フェイスブックで安倍さんがいろんな
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意見に反論されている。私、つくづく思うんで

すけれども、大宰相になろうとしたら、もっと

大きな政治について言うべきであって、あまり

一々反論したり、そうやるのが大宰相への道な

のか。もっと深い、沈潜された哲学、そういう

ものに基づいて、それを国民に訴えかけるとい

うのがやっぱり大切なことなのではないかとい

うことで、甚だ老婆心ながら、まずそのことに

ついてお伺いをしたいと思います。 

安倍「私ごとで反論したことはない」 

安倍 いま、橋本さんからのお言葉でありま

すから、しっかりと胸に刻んでいきたい、この

ように思っております。 

ただ、私が反論したのは、私ごとで反論した

ことは一回もないわけでありまして、国の根幹

にかかわるような政策について間違ったことを

言われているときには、それは間違っています

よということを言うというのは、私のいままで

ずうっと義務だと思ってきました。「政治家と

して、そんなことで反論すると、君、かえって

損だよ、一票にもならないだろう」ということ

を私はずうっとやってきて、いま、総理大臣の

場に立っている。総理になったからそのことを

やめるかどうか。 

ただ、いま、橋本さんがおっしゃったように、

総理大臣はやることがたくさんありますから、

そういうことに神経を集中するよりも、もっと

大きなことを考えながらやっていくべきだなと

いうのは、まさにおっしゃるとおりだな、この

ように思ったところでございます。 

星 橋本さんの話に関連するんですけれど

も、外務省の田中均元外務審議官と安倍さんの

応酬がありまして、その中で安倍さんが田中さ

んに「外交を語る資格がない」という表現を使

われておるんですが、最高権力者として、そう

いう形で、民間人かどうかという議論はありま

したが、人に対して批判をしていく。 

歴代の自民党のリーダーをみますと、権力の

行使、権力者の発信というものはなるべく抑制

的であるべきだという考え方の人もいたように

思いますが、安倍総理の権力の行使、発信と、

最高権力者としての立場ですね、その辺をどう

いうふうに考えていらっしゃるのか、まずお聞

きしたいと思います。 

安倍 いまの星さんの権力の行使という言

葉の使い方は、申しわけないんですが、間違っ

ていると思いますね。総理大臣の力を利用して

田中さんに発言させないというのが権力の行使

です。 

私は、公の皆さんに、これは違いますよとい

う私の公の政策についての考え方を述べたので

あって、当然、このフェイスブックの場でも私

に対する批判があります。ですから、それは権

力の行使でも全くなくて、これは事実、朝日新

聞からは批判をされているわけでありますから。

朝日新聞に批判されているのは大変ですよ。テ

レビ朝日も批判すれば、週刊朝日も批判されま

すから。そのような、まさに大変な権力と私は

闘わなければならないという覚悟をして書いて

いるわけであります。 

資格がないというふうに申しあげましたが、

これをはっきりとこの場で申しあげますと、い

わば、小泉訪朝の前の 2回の田中さんの交渉の

記録が残っていないんです。これは、当時の谷

内次官に私は官房長官時代に指示をして、私は

全て記録をみたいから調べてほしいと言って、

そして、当時のアジア局長、佐々江局長に調べ

させたら、2 回分がなかった。本人に確かめた

ら、その後、私は知らないと言った。これは、

私は外交官として間違っていると思いますよ。

そのことをはっきりと申しあげておきたい。そ

のことが個人攻撃かといえば、決してそんなこ

とはなくて、外交官の基本を踏み外した人がお

かしいのではないか、というのが私の正義感で

あります。 

 

海江田「参院選は政権をとりにいく選
挙ではない」 

 

橋本 海江田さんにお伺いします。都議選で

民主党は惨敗しました。そして、今度の参議院

選に当たってのマニフェスト、公約、民主党政

権のとき、あまり具体的な数字を出してしまっ

たから、それが実現できなかったから、批判さ

れたから、では、今度は数字はあまり出さない

ようにしよう、これではやっぱり戦う政党、こ

れから政権を逆に今度は奪還する政党、あるい

は野党第一党としての責任、いろんな点から考

えて、これはいかにも情けない、そう思うんで

すけれども、一体、これから民主党をどういう

形で立て直そうとしているんですか。そのこと

はやっぱり多くの国民が思っていることだと思

います。 

海江田 まず、マニフェストに、2009年のと
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きと比べると数値がないということですけれど

も、はっきり申しあげまして、今度の選挙、参

議院の選挙というのは、政権をとりにいく選挙

ではありません。今度の選挙は、与党の暴走を

とめる選挙でありますから。ですから、私ども

は、その意味では、当然、今度、衆議院の選挙

を迎えるときは、政権をとりにいくわけですか

ら、ここには書き込むつもりでいます。 

数値が入っていないということですけれど

も、そのかわりしっかり書かれていますのは、

私たちはこういう法律をつくりますよというこ

とを書いているんです。これはかなり事細かに

書いています、財政健全化責任法でありますと

か。 

で、与党でありません、残念ながら、野党は

国会では予算そのものをつくることはできませ

ん。しかし、昨年の末、野党に転落してから、

私どもはそこに力を入れたんですが、実は、法

律をつくって、そしてそれを提案をして、しか

も、その法律の中身がいいと、これはちゃんと

法律として成立するんですね。例えば子どもの

いじめ防止対策推進法という法律、これを民主

党のネクストキャビネットでつくりまして、そ

れを各党に提案をしましたら、みんなが「これ

はいい法律だから、やろうじゃないか」と言っ

て、これは成立したんです。 

だから、そういう意味では、私たちは野党の

間は法律をつくって、そして、その法律を提案

をして、私たちが考えていることを実現してい

く。そのことをはっきりマニフェストにうたっ

ています。 

橋本 あまり細かく数字を出すこと自体、私

は逆に問題だとは思うんですけれども、政府の

案と対比させる意味でも、これからは具体的な

論戦の中でそれを示してほしいな、そういうこ

とはあります。 

時間の関係もありますので、橋下さんにお伺

いしたいんですけれども、一時大変な勢いだっ

た。しかし、逆に凋落の一途というか、それは

共同代表自身の発言に起因するところ大だと思

うんですけれども、もう一つは、石原さんと一

緒になったことがどうなのかという見方もあり

ます。 

私、ちょっと下世話な言い方をしますと、遠

距離恋愛に無理があったのではないか。という

のは、これはよほどの心構えというか、遠距離

恋愛を維持するためにはどうしたらいいかとい

うことも、強い愛情とか、あるいは相手に対す

る敬意の念だとか、そういうものが積み重なっ

ていなければ、これはなかなか実らないことだ

と思うんです。そこにそもそも問題があったの

ではないかという気がするんですけれども、い

かがでしょうか。 

橋下「陰口をいわないのが私と石原代
表の性格」 

橋下 共産党やみんなの党のように、トップ

のマネジメントがしっかり働くような組織であ

れば、あまり党内で意見対立というのはないの

かもわかりませんけれども、民主党でも自民党

でも、意見の相違といいますか、政治家同士の

意見の対立というのはありますよ。たまたま私

と石原代表という、こういう人物だからこそ、

また、東京、大阪に住んでいるということだか

らメディアで取り上げられますけれども、これ

ぐらいの意見対立といいますか、議論はありま

す。 

で、私と石原代表の性格ですから、陰口は言

わない。ですから、記者の皆さんと懇親会をや

って、あいつはどうだ、あいつはどうだという

ような陰口は言わないというのが私と石原代表

の、ある意味、性格ですから、思ったことをそ

のまま表で言います。ですから、あのような状

況になりますけれども、最後はしっかりと多数

決で、または二人の合意で決定をする。ですか

ら、意見対立のまま決定を先送りしたことはあ

りません。 

ですから、あとはおもしろおかしくメディア

が報じているだけであって、妻ともそんな完全

に意見が一致することなんかないですしね。そ

れは歩んできた人生も違えば、哲学も価値観も

違うでしょう。ただ、政党としては一つの方向

性におさまっているということで、むしろ、意

見のそういう対立といいますか、議論の経過が

オープンになったほうが健全なのではないでし

ょうかね。 

山口「意見が分かれる点が出てくれば、
率直に申し上げる」 

倉重 山口さんにお聞きしますが、ねじれよ

りももっと怖いものが、おごりというのが多分

あると思うんですね。今度の選挙の結果、いま

言われているように、自民党が大勝した場合、

必ずやそれが出てくる。過去の実績がそれを証

明しているんですね。 

先ほどから山口さんがおっしゃっていたの
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は、まさに国民の目線でそれをチェックしてい

くというお話なんですけれども、そういうこと

だけで足りるのかどうかですね。 

連立政権というのは、過去をみてみますと、

場合によっては、連立離脱カードなんていうの

を隣の小沢さんなんかはよく出してきたと僕は

思うんですけれども、そういうことも念頭に置

いて、これから自民党と一緒にやっていかなけ

ればいけないというような、そんなお考えは持

っておいででしょうか。 

山口 いま国民の皆様は、大きな流れとして

政治の安定を求めていらっしゃると思います。

少し政治が落ちついて、地に足をつけて、国民

の直面する政治課題をしっかり乗り越えていっ

てもらいたい、こういう期待だと思います。そ

れをわれわれは連立政権で担って実行しようと

思っているわけであります。 

しかし、国会での数が多過ぎると、そこにお

ごりが生じる可能性がある。それはみずからに

謙虚に、それは自民党だけではなくて、もちろ

ん公明党自身にもそういった戒めは必要だと思

っております。 

しかし、自民党だけで単独で衆参過半数を取

れない、だからこそこの難題を乗り越えるため

に連立政権をつくる、その責任感がまず重要だ

と思います。そのうえで、国民の期待するとこ

ろではない、あるいは大きく意見が分かれる、

そういう点が出てくれば、それは率直にわれわ

れの考えも申しあげますし、相談もしますし、

そこの最終判断というのは、国民の声をよく聞

きながら、その期待にたがわない道をわれわれ

は選びたい、このように思っております。 

橋本 渡辺さんにお伺いします。どうもみん

なの党がニュースになるのは、それだけではあ

りませんけれども、代表と幹事長が対立してい

るということばかりが何か表に出る。どうして

こんなに小さい政党で――小さいからこそ対立

するのかもしれませんけれども――江田さんと

対立しているのか。政策的な不一致なのか、そ

れとも性格的な不一致なのか。政策か性格か。

一体どういうことなんでしょうか。 

渡辺「党内のプレーヤーが限られた人
間しかいない」 

渡辺 そういう報道は読売新聞だけだと思

いますけれども。役割分担は確かにあります。

例えば江田幹事長は維新の会との交渉を進めて

きたのは事実でありますし、私はもっと広い立

場から、一人区でいかに自民党、公明党の全面

勝利を阻止するか、そういった観点からいろい

ろな組み立てを行ってまいりました。先ほどの

一人区でのすみ分け論もその一つでありますが、

そういう役割分担が、尾ひれ羽ひれがついて「党

内対立」と読売新聞だけに報道されたのは、非

常に悲しいことだったと思いますね。 

橋本 しかし、役割分担が対立になっている

かのように報道されることは、決してプラスに

はならないのではないですか。 

渡辺 そうですね。ですから、本当に党内的

にはこんなに小さな話なんですね。その小さな

話をこんなに大きく拡大して報道されてしまう。

それはどっちが悪いのかということかもしれま

せんけれども、結局、こういうのは小さな政党

にありがちな、党内でしっかりときちっとやっ

ているにもかかわらず、党内のプレーヤーが極

めて限られた人間しかおりませんので、一方的

な取材で書かれてしまうと、そういう報道にな

ってしまうかなという気がいたします。 

小沢「自民党にかわる受け皿をつくる」 

星 小沢さんにお聞きします。6 年前、ここ

の場で小沢さんは民主党を率いて、安倍さんの

自民党と対決をして、参議院は民主党が勝利を

して、その後、民主党は政権を獲得するという

ことがありました。 

その後、民主党を出て、この6年後のいまは、

安倍自民党は衆議院で 300近い勢力を持ち、小

沢さんのところは非常に弱小の勢力になってし

まった。この 6年間、一体何に、どこに問題が

あったのか。それから、仮に選挙後、もう一回、

小沢さんが政界再編なるものに挑むのか、野党

の結集というものに挑むのか、選挙後の展望は

どんなふうに描いていらっしゃるのか。その 2

点について。 

小沢 ちょっとその前に、先ほど、山口さん

に対する質問で、私のことを例に出して、しか

も、事実をちょっと曲解した言い方だと思いま

すが、これはあまり公正ではないのではないで

しょうか。不適切だと思いますが。 

倉重 では､反論してください、どうぞ。 

小沢 反論ではありません。あなたが私に対

する質問ではなくて、山口さんに対する質問で

私の名前を引用してやるというのは、こういう

場では特に不適切ではないでしょうか。 

倉重 例えに挙げただけで、決して不適切で

はないと思います。続けてください、時間があ



 

 16

りません。 

小沢 それはちょっと傲慢な言い方だと思

います。 

それから、いまの質問ですけれども、ちょう

どわれわれも民主党、自由党の時代に、振り出

しに戻ったという格好になりました。あのとき

に国民の皆さんの多くは、まさか自由党、民主

党が合併して政権をとるというふうには思わな

かったと思います。まず振り出しに戻ってしま

って、これからまた国民の皆さんの信頼を取り

戻すということは大変な作業ですけれども、や

はり私は自民党にかわる政権を担い得る政党、

受け皿をつくらなくては、議会制民主主義が日

本には定着しない、そういう思いをずうっと持

っておりますので、もう一度、その目的に向か

って努力したいと思っております。 

志位「躍進して連立政権の道を開く」 

倉重 志位さんにお聞きします。都議選も順

調で、参議院選でも大勝を狙っていると思うん

ですが、自共対決と言われても、どうもリアリ

ティがいま一つない。何かといいますと、共産

党の主張がどうやって生かされていくかという

点において、やはり野党のままでいるとどこか

に限界があると思います。例えばイタリアでは

オリーブの木みたいな形で共産党が政権に参加

しています。中長期的な将来をにらんで、そう

いうようなご意思はおありでしょうか。 

志位 私たちは大きな目標として民主連合

政府を樹立するということを綱領で掲げており

ます。この政府は、いまの日本の政治の 2つの

ゆがみを根底から改革する。すなわち、あまり

に異常なアメリカ言いなりの政治、もう一つは、

大企業、財界中心の政治、この 2つを改革して、

まず資本主義の枠内で民主的な改革を進めよう

という連合政権をつくることを展望しておりま

す。 

いまはまだそういう条件が熟しているとは

言えませんけれども、私ども日本共産党が躍進

することによって、そういった政界の中での変

化が訪れることも展望しております。1970年代

に日本共産党が躍進した際には、野党の間の連

立政権ということが現実の課題となったことも

ありました。ですから、わが党が伸びることが、

そういう連立政権への道を開くことになると考

え、大いに力を尽くして頑張りたいと思ってお

ります。 

福島「リベラル勢力の結集のかなめに」 

橋本 福島さんにお伺いします。 

私はつくづく思うんですけれども、社民党が

前に社会党といっていたころ、自民党と二大政

党時代とも言われました。山は動く、参議院選

で社会党が大勝し、日本の政治に対して大きな

影響を与えていました。いまは、はっきり言っ

て、みる影もないというか、失礼な言い方です

けれども、そうなっている。一体なぜそうなっ

たのか、一体どうしようとしているのかという

ことを、ぜひお伺いしたいと思います。 

福島 何としても社民党は躍進したいとい

うふうに思っています。もちろん、この間、社

会党が民主党と社民党に分かれるとか、いろん

な要素はあったわけですが、今度の参議院選挙

は本当に重要で、日本の本当に正念場だと思っ

ています。今度の参議院選挙、例えば私たちが

日本国憲法を持ち続けることができるのかどう

か、本当に脱原発が実現するのか、もう一度私

たちは原発事故を経験してしまうのか、あるい

は暮らしが、雇用がもう一回壊れるのではない

か、そういう極めて重要なことが問われる選挙

です。 

ですから、社民党はできるだけ多くの国民の

皆さんに社民党の政策を訴えて、そして、やは

り議席増を図りたいというふうに思っています。 

社民党のよさというのは 2つあると思います。

1 つはぶれないということです、護憲や、ある

いは暮らしや原発で。2 つ目はネットワーク。

いろんな党と、例えば脱原発基本法を提出する、

問責決議をまず3党で出しました。いろんなと

ころと組める、広がっていくというのがよさで、

これを生かしていきたい。 

参議院選挙後は、とりわけリベラル勢力の結

集のかなめとして社民党は頑張っていきたい。

憲法改悪を阻止しなければなりませんし、多元

的な社会をつくるためにも、リベラル勢力の結

集の大きなかなめとして社民党を生かさせてく

ださいと思っています。ですから、どうかよろ

しくお願いします。 

倉重 谷岡さんにお伺いします。環境政党へ

の世の中のニーズは非常に高いと思うのですが、

いま吹いている風をみますと、アベノミクスの

追い風はよくわかるのですか、どうもみどりの

風には吹いていないような気がします。ただ、

これから 3週間ある中で、風をどうやってつく

り、最終的なゴールに向かっていくのか、その

辺の考えを聞かせてください。 



 

 17

谷岡「日本の伝統文化に従って知恵を
引き出す」 

谷岡 みどりの風にとっては初めての選挙

ですので、それは大きなチャレンジです。これ

まで発信する機会がなかなかなかった。きのう、

総務省に公文書を届けに行きましたら、総務省

の係官まで「緑の党」と書いてしまって、私た

ちは大変なショックを受けることになりました。

みどりの風ということをしっかりと出していく

ということで、本当にこういう貴重な機会を得

られて幸せです。 

私たちは、やはりヨーロッパ型の緑というも

のと、私たちみどりの風がはっきり日本らしい

伝統文化に従ってというところで違っていると

思います。都市型の理念でいう環境ということ

ではなくて、本当に多様で複雑な自然とうまく

つき合い、時には牙をむく自然に対して、支え

合い、分かち合い、現場の創意工夫というもの

をやり、そして、保全管理をうまくやってきた。

そして、江戸時代にはリサイクル社会、ボラン

ティア社会というものをしっかりとつくってき

た。この日本の伝統文化に従って、私たちはそ

の知恵を引き出した「みどり」というものをつ

くるんだということをしっかりと説明をしてい

ければ、ご理解を得られるものと思っておりま

す。 

 

《経済 アベノミクス》 

実 それでは、これから具体的な政策につい

てお話を伺いたいと思います。 

まずは、アベノミクスについて安倍さんにお

伺いしたいと思います。アベノミクスについて

はいろんな効果が出ているという評価がある反

面、いろんな意味での不安とかリスクを感じて

いる国民もかなりいるのかなと思います。 

一つは長期金利、国債の金利への影響だと思

います。この間の金融緩和の中で、長期金利も

上昇したりして、住宅ローンの金利も上がった

りする。ある程度景気がよくなって金利が上が

るというのはある程度自然なことだとは思うん

ですが、そうじゃなくて悪い形で金利が上昇し

ていってしまうと、これは経済にも影響を与え

るということがあると思います。ここで政府と

して、長期金利が悪い形で上昇してしまうとい

うことに対して何か手を打てるのか、あるいは

これは日銀の問題なのか、あるいはこれはマー

ケットに任せればいい問題なのかというのが一

点です。 

もう一点は、物価についてですけれども、2％

という目標を掲げているわけですが、これも国

民の中には、2％まで行かなくても、景気がよく

なって、雇用もよくなって、雰囲気がよくなれ

ば 2までは行かなくてもいいのではないかとい

うような見方もあるのではないかと思うのです

が、この辺についてどういうふうに考えておら

れるか、お願いいたします。 

安倍「信認が疑われる金利上昇には政
府、日銀が対応する」 

安倍 2 点あったと思いますが、長期金利、

10年ものの国債の金利について、われわれもず

っと注目をしております。そしてその中におい

て、これはマーケット全体なんですが、これは

バーナンキも言っているように、積極的な政策

を行った当初においては、ある程度のボラティ

リティがあるのは予想外のことではない、こう

言っています。これが世界的な金融の専門家の

常識なのだろう。だんだん落ちついていくとい

うことであって、事実、いま、そうなる予兆が

みられると私はみています。 

金利については、大切なことはやはり実質金

利なんですね。いままで、デフレの中で実質金

利は上がっていたわけですよね、結果として。

実質金利が高いから、お金は借りませんよ。当

たり前ですよね、お金の価値がどんどん高くな

っていきますから。実際お金を借りてしまった

ら、実質金利が高くなっていく。 

ですから、この中でインフレ期待が高まって

きています。インフレ期待が高まっている中に

おける名目の金利の上昇については、これは物

価安定目標に向かって経済が成長していく中に

おいて起こり得ることなのだろう。 

しかし、そうではない金利上昇については、

いわば信認が疑われるような金利上昇について

は、われわれはしっかりと、これは政府、日本

銀行、両方がしっかりと対応していかなければ

いけない、このように思っております。 

もう一つの 2％。これは、さまざまな議論の

中において、日本銀行とも議論をする中におき

まして、同時に、これはノーベル経済学賞をと

ったスティグリッツ教授ともお話をいたしまし

た。2％、これが、健全な市場経済が機能してい

く、健全な資本主義が機能していく中において、

企業は投資をしていこう、国民は消費をしてい

こう、物がことしよりも来年上がっていくとい

うことになれば、早目に買っておこうねという
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ことになるわけでありますし、下がっていけば、

これはなかなか買わない。その中におきまして、

15 年のデフレから脱却するうえにおいての安

定目標は、結局、かつての日本銀行、1％で目標

を立てましたね。中身についても問題があった

けれども、全く効かなかった。ですから、いま、

私たちは 2％という目標を立てて、そしてイン

フレ期待が上がってきました。物価連動債をい

ままで発行できなかったんですが、これをやっ

と発行できるようになりました。これは普通の

国債との差が、いわばインフレ期待と言えるわ

けでありますが、このインフレ期待がだんだん

生じてきたということではないか、健全な、と

いうふうに私は思っております。 

海江田「財政健全化の方向性を出して
ほしい」 

実 この関連で海江田さんにお伺いしたい

んですが、先ほど安倍さんのほうからの質問に

もありましたけれども、副作用の話はされてい

るけれども、じゃ、どうするんだという話があ

りましたが、それについては先ほどちょっとご

説明があったと思うんですが、副作用があるの

で、じゃ、これはもうやめてもらったほうがい

いのではないかというような、つまりアベノミ

クスの中で、こういう政策が何かあるとすると、

何なんでしょか。 

海江田 ぜひしっかり方向を出してもらい

たいのは、財政の健全化の話ですね。いま、い

くつか安倍さんのほうから外国の、バーナンキ

さん初め、何人かのアベノミクスを評価するお

話ありましたけれども、それから金利の上昇の

話もありましたが、日本はＧＤＰの 200％の借

金があるわけですから、こんな国は世界のどこ

をとってもないわけですね。先ほどの国土強靱

化の中でもやはり 200兆円という金額も出てい

ますし。 

それから、財政政策、機動的なということを

言っていますけれども、果たして機動的なとい

うことはどういうことかということを考えると、

私はまたこれから参議院の選挙が終わった後、

例えば補正予算でそういう公共事業の積み増し

なんかをやる可能性はあると思っているんです。

だから、やはり政府ははっきりと、どういうプ

ランでこの財政の健全化を図るかということを

明らかにすることが、いま必要だと思っていま

す。 

 

安倍「雇用がスムーズに移っていく仕
組みを進める」 

星 安倍さんに成長戦略についてお伺いし

ます。選挙後にも第二弾ということですし、こ

れは当然、構造改革といいますか、痛みを伴う

ということになります。安倍さんは、岩盤を砕

く先頭に立ってということも言われております

が、具体的には例えばどのような分野の成長戦

略、構造改革、例えば雇用、労働法制だとか、

農業、農地法の改正だとか、具体的な成長戦略

についてイメージされているものについてお話

しいただきたいと思います。 

安倍 まず1つは、電力の自由化ですね。こ

れはできないと言われていた。われわれ、法律

を出しました。残念ながら、ねじれ国会によっ

て法律が通りませんでした。秋の臨時国会で直

ちに成立をさせたい、このように思っています。 

そして、成長力を強化するための法律を通し

ていきます。まさに成長戦略のための法律であ

りますが、同時に雇用についても、これは成熟

した産業から、これから伸びていくと思われる

分野の産業に人がスムーズに移っていくように、

いままで雇用調整金によって会社にとどめおく

というためにお金を使っていましたが、スムー

ズに移っていくための職業訓練、ジョブトレー

ニングやキャリアアップのために使っていくよ

うな、そういう仕組みをちゃんと進めていきま

す。 

そして、例えば岩盤と言われたもの、農業が

そうですね。私は、ＴＰＰ交渉に参加しました、

農協中央会は反対をしていましたが。この中に

おいて、土地を県が集約をして、まとめてリー

スをする、条件をだんだんどうやって緩和して

いこうかということがさらに議論になっていき

ますが、これでかなり私は生産性は上がってい

くというふうに思っておりますし、混合診療に

ついても、先ほど申しあげましたように、保険

外の療養制度でありますが、これについては先

端医療の分野においては相当拡大をしていきま

す。これでかなり私は患者の皆さんの需要が満

たされていくのだろうなと、このように思って

おりますし、インターネットにおいても、お薬

のインターネットは原則解禁をいたしました。

これはずっとできなくて、小泉政権のときに相

当やってきましたが、岩盤にいまぶつかって、

一番難しいものしか残っていませんが、これに

もわれわれは果敢に挑戦をしていく決意であり

ます。 
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星 その中で、いくつか財政再建との関係で、

当然、歳出カットが想定されるわけです。具体

的には、70 歳から 74 歳の老人医療費、いま暫

定的に、本来は2割負担を 1割負担になってい

るわけですが、2,000 億円の支出になっている

わけですね。この辺をとりあえず対象として削

減に踏み切るのかどうか、その辺はいかがでし

ょうか。 

安倍 本則においては、これは 2割というこ

とが本則でありますから。しかし、これは対象

者の方々も含めて高齢者の皆様の混乱が起こら

ないように、理解が進んでいくことが重要だと

思っています。だんだん理解は進んできたのか

なと思います。適時適切に判断をしていきたい

と考えております。 

渡辺「政府の不都合な真実を洗いざら
い出す」 

倉重 渡辺さんにお聞きします。みんなの党

の経済政策をみますと、名目成長が年率 4％、

所得 10年間で 5割アップ。しかも、消費増税は

不要と。何かいいこと尽くしで、本当にこれが

できるのかどうかという感じが国民の中にある

と思うんです。渡辺さんのお父さんの渡辺ミッ

チーさんは、毛針だけは政策として打ち出して

はいかんということをおっしゃっていたと思う

んですけれども、お父さんの教えに背いていま

せんでしょうか、どうでしょう。 

渡辺 毛針発言をしたころというのは、名目

何％成長だったか、ぜひ調べていただきたいと

思います。昭和 61年のたしかダブル選挙のころ

ですから、1986年ごろの日本の名目成長率、も

のすごい高いですよ。もう 4％なんかはるかに

超えていましたね。 

ですから、そういう成長を取り戻すことが大

事なんですよね。できない、できないと、誰が

言っているんだ。増税をしたい人たちが言って

いるだけですよ。ですから、自民党、公明党、

民主党、維新の会、全部名目 3％ですよね。つ

まり、こういう計算なんですよ。名目 2％だっ

たら、10年後、プライマリー黒字を達成するた

めに、消費税率は 15％必要。名目 3％だったら

10％必要。じゃ、名目 4％以上だったら 5％で済

んじゃう、というのが日本国政府の不都合な真

実なんです。ですから、この不都合な真実を表

に洗いざらい出して実現をしようじゃないか、

アベノミクスをやるんだったら名目 4％以上と

言わないと矛盾がありますよ、と言っているん

です。 

橋下「農協に独禁法を適用する」 

倉重 1 分ルールがまだ続いているので協力

よろしくお願いします。 

橋下さんにお聞きします。経済政策で、先ほ

どおっしゃった第 3の矢について、自民党は構

造改革ができない、であるならば、橋下維新は

どういう構造改革ができるのか。先ほどおっし

ゃったこともありますが、橋下さんが大阪府と

してなし遂げた実績に基づいて、1 つだけ例を

挙げて言ってください。 

もう一つ。先ほどからインフレ率が過剰にな

ることを、安倍さんに対して質問して心配され

ていますけれども、であるならば、どうしよう

というわけですか。金融緩和をむしろやめよう

ということなんですか。その辺の整合性をよろ

しくお願いします。 

橋下 まず、渡辺さんが日本維新の会は 3％

成長と言っていますけれども、表現が違います。

3％以上ですから、もちろん 4％になるのであれ

ば 4％でもいいんですけれども、いまは、われ

われは 3％以上という表現を使っています。 

それから構造改革については、やはりこれま

での業界団体、票をたくさん持っているところ

に配慮をしなければいけない政治ではできない

こと。繰り返しになりますけれども、混合診療

論、これは全面解禁ですね。いまの保険外併用

療養費制度というものは、後に保険適用させる

ことが前提となっていますけれども、自由診療

を拡大していこうというのが混合診療の解禁で

す。しかし、日本医師会が反対する。農協につ

いても、いまは地域独占体制になっています。

独禁法の適用除外になっていますが、これを全

面的に独禁法を適用させて、農協に切磋琢磨さ

せていく。これも農協の反対でできません。解

雇規制についての緩和も、これもやるべきだと

思っています。これは事後的な金銭補償という

こともしっかりやらなければいけない。カジノ

解禁もそうですね。 

あとは、大胆な自治体再編です。大阪都構想

で、大阪府・大阪市を統合することによって、

いま積算していますけれども、400 億円、500

億円、もうちょっと金額が出てきそうです。経

済効果が出てきそうです。道州制なんですよ、

最終的には。この大胆な道州制ということをや

らなければいけないのに、残念なことに、自民

党が今回アベノミクスを実行する、まさに地方
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の声をすくうのに、地方競争力協議会というも

のを立ち上げるそうです。これは経済産業省の

出先機関を使うそうなんですが、僕はやっぱり

こういうやり方は違うと思いますね。関西広域

連合とか、全国の自治体を信用して、われわれ

にしっかりと経済政策をやらせる権限と財源を

与えてもらえれば、これはしっかりできますの

で、やはり中央集権を打破する、地方分権の観

点で自治体を大胆に再編する、これで非常に効

果が出てくると思いますね。 

 

《外交 安全保障》 

星 続いて、外交安全保障の問題に移ります。

安倍さんにお聞きします。第 1次安倍政権のと

きは、いきなり中国に訪問されて日中関係の改

善を進めたわけですが、今回の日中関係の打開、

かなり難しそうな雲行きですけれども、その辺

の見通しをどういうふうに描かれているのかと

いうのが 1つと、韓国との関係も首脳会談が開

かれないままでありますが、日中に先駆けて、

やはり日韓関係というのを先行して進めていく

お考えなのかどうか、その2点について。 

安倍「日中関係のドアは常にオープン」 

安倍 まず日中関係なんですが、もちろん日

中というのは最も重要な二国間関係の一つであ

ります。われわれは、ですから戦略的互恵関係

の原点に戻るべきだ、こういうふうに申しあげ

ているんですが、戦略的互恵関係の原点とは何

かといえば、当然これは国境を接していますか

ら、さまざまな問題が起こります。課題もあり

ます。1 つの問題が起こったからといって、い

わばすべてのドアを閉じてしまうのは間違って

いるということであります。特に、気に食わな

いから、あるいは要求をのまないから首脳会談

をやらない、これは間違っていると思いますね。

われわれは常にドアをオープンにしております

し、そこでもし主張すべきことがあれば主張し

てくれればいいと思っております。だんだん、

われわれ、その中において、お互いが必要だな

という気持ちが盛り上がっていくように努力を

いま続けているところであります。 

同時に、尖閣の問題なんですが、力による変

更ではなくて、やはりルールが支配するという

秩序をしっかりとつくっていきたい。また、そ

ういう秩序をつくっていくために、志を同じく

する国々と協力をしていきたい。 

日韓は、自由や民主主義、基本的人権、価値

を共有する隣国ですから、さらにわれわれも首

脳会談ができるような状況をつくるように努力

をしていきたい。とりあえず、先般、外相会談

を行うことができました。今後さらに努力をし

ていきたいと思っています。 

橋本 日中については、基本的に第 1次安倍

内閣と第２次が違うなと思われるのは、まず日

中の核心部分に入って日中関係を改善する。い

まはそうではなくて、周りから固めていって日

中関係を改善するという大きな違いがあって、

いまは待ちの姿勢で、しばらく中国の権力が安

定するまで待とう、そんなに急ぐことはない。

向うも歩み寄ってこなければ、これはこちらか

ら行ったのでは日本にとってプラスにはならな

いと、そういう考えですか。 

安倍「法とルールによって秩序を作っ
ていく」 

安倍 2006 年、2007 年のときといま、何が

違うかといえば、2006年、2007年の段階では中

国の公船が尖閣の領海に侵入するということが

ありませんでした。それが起こったのが 2008

年からです。安倍政権の次からです。そこでい

ままさに、しょっちゅう日本の領海に入ってく

る、あるいは防空識別圏に中国の飛行機が入っ

てくる、近くを潜水艦が航行しているという状

況になっているという大きな問題があります。 

そこで、こういう状況というのは、この東シ

ナ海だけではなくて南シナ海でも起こっていま

す。ですから、それはやはりこの地域全体で、

いま申しあげましたように、力による変更は許

してはいけませんね、法とルールによって秩序

をつくっていきましょう、という考え方を多く

の国々と私は共有していきたいと思っています

し、共有してきました。ですから、その中にお

いて、中国も、いまの振る舞いというのは国際

社会から受け入れられませんねという中におい

て考え方を平和・対等の方向に切りかえる、と

いうことをわれわれも目指していきたい、この

ように思っています。 

橋本 どうしても現職総理大臣にお聞きす

ることが多くなっていくので、ほかの党首の方

もご了承願いたいのですけれども、安倍さんに、

拉致の問題、これは民主党政権では解決できな

かった、その前の自民党政権も足踏みが続いた

んですけれども。しかし、安倍内閣は違うと。

自分の内閣でやれるんだというぐあいに、これ

は公に言われました。そこには具体的な何か、
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これだったらできるという確信、あるいは手が

かりみたいなものがあっての発言なのか、その

辺はいかがですか。 

安倍「金正恩氏は自分がやったことを
否定しなくてもいい立場」 

安倍 そう簡単なことではもちろんありま

せん。まず一つは、金正日政権から金正恩政権

にかわったということが大きいんですね。拉致

のオペレーションについては、金正日委員長自

体がかかわっていたと言ってもいい。そして小

泉総理との約束は張本人ですね。しかし、金正

恩氏は違うわけですから、政策を変える、自分

がやったことを否定しなくてもいいという立場

になった。ただ、同時に、そうは言っても、父

親がやったことを否定するのは大変ですから、

そのためには、それに踏み切るためには、この

ままではやっていけないという状況に追い込ん

でいく必要がありますから、圧力を強めていく

必要があります。 

アメリカも金融制裁、私が呼びかけたのです

が、アメリカも呼応して、いま一緒にやってい

ます。中国も乗るかもしれないということにな

ってきている中において、これは可能性として

はないわけではないと思いますし、あらゆるチ

ャンスを私は貪欲につかんでいきたい、こう思

っています。 

橋本 安倍政権の発足時から半年たって、そ

れは光が次第にみえつつあるということが言え

るんですか。 

安倍 まだ、もちろんそこまでは言えません、

残念ながら。これは国際社会の状況もあります。

国際社会においてしっかりと北朝鮮に対して圧

力をかけていく中で、これはもうしようがない

と北朝鮮が思わない限り、彼らは拉致問題解決

をしようとしませんから、まずその圧力の力を

強めていくことが重要だろうと思っています。 

倉重 安倍さんにまた続きます。申しわけあ

りません。歴史認識問題でズバリ聞きたいんで

すけれども、第二次世界大戦で日本は朝鮮半島

を植民地支配したのかどうか、これが第 1点。

もう一点は、中国大陸を侵略したのかどうか、

これが第 2点です。これは政治家の言葉として

定義していただけませんか。 

 

 

安倍「歴史に対し、政治にかかわる者
は謙虚でなければならない」 

安倍 私は総理大臣で政府の長ですね。歴史

というのはさまざまな側面がありますし、それ

をどう判断をしていくかということは、これは

相当の知恵と見識が必要なわけでありますけれ

ども、同時にそういう判断、定義をしていくう

えにおいて、その判断、定義自体が政治問題、

外交問題になっていくんですね。ですから、そ

れは政治問題、外交問題になっていくというこ

とを前提に、それを計算しながら歴史を読み解

いていくのは、私は間違っていると思いますね。

つまり、それはやはり基本的に歴史家に任せる

べきだ。多くの方々から、安倍さん、それは歴

史家に任せるべきだというご意見がなされてい

ます。だからこそ私は歴史家に任せるというふ

うにずっと言ってきているわけであって、これ

からもそれは歴史家に任せていくべきだろうと

思います。 

例えば、総理大臣の私が歴史はこうなんだと

いう態度は、謙虚ではない。歴史に対しては、

いわば政治にかかわる者は謙虚でなければなら

ない、こう思っています。 

倉重 お言葉なんですけど、歴史家に任せる

べきは、歴史の事実のディテールであって、歴

史の総合的判断というのは、まさに政治家がす

べきだと私は思うんですね。過去の例をみても、

中曽根さんはちゃんとそういう判断をしてきた

し、小泉さんも判断をしてきた。でも、安倍さ

んは、いまのようなおっしゃる言い方で判断を

示さない。ある意味では、それは自信のなさの

あらわれなのか、それとも別のことがあるのか、

いかがでしょう。 

安倍 中曽根総理はそういう判断を総理大

臣としてはされていませんよ。 

倉重 侵略と植民地支配という判断をされ

ています。 

安倍 いや、されていませんよ、それは。総

理大臣としての答弁としては、それはされてい

ないと思います。 

倉重 答弁としてされています。まあ、それ

は水かけ論になりますけれども。まさに政治家

がそういう歴史の判断をして、評価をして、そ

のことによって政治を一歩前に進める、政治的

な妥協をしていくというのが政治家の仕事、総

理大臣の仕事ではないかと、安倍さんは逃げて

いるのではないかという気がするんですが、い

かがでしょうか。 
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安倍 いま、妥協という言葉を言われました

よね。つまり、妥協ということを、いわば歴史

をそういう形でもてあそんではならないと思っ

ているんですね。歴史に対して。これはずっと

先人たちが積み上げてきたものです。いまの政

治の状況によって、そこで私の都合で妥協して

いいものではないと思いますね。つまり、そう

いう妥協をすること自体が、自分のこと本意で

考えている結果になっていってしまう。つまり、

そうではない強靱な精神が私は必要だと思って

います。 

倉重 しつこいようですが、安倍さん、まさ

に村山談話が言っている植民地支配と侵略とい

う言葉、まだ安倍さんは使われないけれども、

そこだけどうなんですか、日本の過去の歴史の

評価として。事実として。 

安倍 私は、植民地支配あるいは侵略をして

いなかったということは言っていません。しか

し、それを定義する立場に私はないということ

を申しあげているわけであって、そういう謙虚

さが私は必要だと思いますよ。いま、例えば国

際情勢だから、そういう定義をしたほうがうま

くいくという考え方は、私は間違っているとい

うふうに思います。そうした誘惑に耐える、私

は強靱な精神を、政治家、つまり為政者は持た

なければいけないというふうに考えています。 

倉重 その延長線上で、もう一点だけ。靖国

問題です。これは歴史認識の延長線上の問題で

すけれども、かつて官房長官のころは戦略的曖

昧方式で、行ったか行かないかも明らかにしな

い。しかし、総理大臣という職責はそういうこ

とは私は許さないと思います。それは、中曽根

さんが 1回行ったけれどもやめた。橋本さんも

やめた。小泉さんは行き続けた。明確な姿勢と

判断が必要だと思います。8.15と秋季例大祭に

対する姿勢をお聞かせください。 

安倍「靖国問題について、行く、行かない
ということ自体が外交問題に発展する」 

安倍 これはいままでも何回も言い続けて

おりますように、国のために戦い、命を落とし

た人たちのために祈り、そして尊崇の念を表す

る、私は、これは当然のことなんだろうと思い

ますし、非難されるいわれはないんだろう、こ

のように思います。そして、靖国に眠っている、

まさに兵士たちは国のために戦ったわけであっ

て、アーリントン墓地には南軍と北軍の兵士が

眠っています。そこに行って、亡くなった兵士

の冥福を祈る、大統領も祈りますね。しかし、

それは南軍の兵士が眠っているからといって奴

隷制度を肯定するわけでは全くないわけであっ

て、そこに眠っているのは、そうした理念では

なくて、ただ国のために戦った兵士たちの魂な

のだろう、このように思います。これが私の基

本的な考え方であって、靖国問題について、行

く、行かないということ自体が、これは外交問

題に発展をしていくわけでありますから、いま、

そのことについて申しあげるつもりはありませ

ん。 

倉重 アーリントン墓地のケースをよく言

われますけれども、あれは南北戦争という内戦

であって、同じ国の人たちが葬られている。し

かし、靖国は中国との戦いであり、そこには日

本の人しか埋葬されていない。ちょっと違うと

思います。 

安倍 それは全然間違っていると思います

よ。これはアメリカのケビン・ドークというジ

ョージタウン大学の教授が、彼自身はクリスチ

ャンなんですが、彼はその哲学論として述べて

いるのであって、内戦あるいは外国との戦いと

はかかわりないということを彼ははっきりと言

っています。そういうことではなくて、つまり

戦った兵士の魂に対してどういうことかという

ことであって、そこにいわば戦争の目的あるい

は理念とはかかわりがないということであろう

と、このように思います。 

これは、インドネシアのユドヨノ大統領と、

これは随分前ですけれども、お目にかかったと

きも、そういうお話をしたことがございます。 

つまり、それを内戦、外国との戦い、そのよ

うに矮小化するという姿勢が根本的に私は間違

っていると言わざるを得ないと思います。 

もっとやりますか。よろしいですか。 

山口「集団的自衛権の政府見解変更に
は説得力とコンセンサスが重要」 

星 続いて、集団的自衛権について公明党の

山口さんにお伺いします。 

自民党は、参院選挙後に集団的自衛権の行使

容認に向けた手続、それから年内にはそれに伴

う防衛大綱、中規模の見直しなども控えており

ますが、公明党の集団的自衛権の見直しについ

ての見解、仮に自民党が行使容認に向けて動き

始めてきた場合はどのような対応をとるか、お

聞かせください。 

山口 集団的自衛権の行使は認めないとい
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うのが、長年、政府がとってきた考え方であり

ました。これはかつての自民党一党政権のとき

も、また、その後の歴代連立政権のもとでも、

今日までそれが続いてまいりました。これを公

明党は尊重しているということであります。で

すから、これを変えるというのであれば、それ

はなぜ変えるかということをしっかりと主張し、

国民の理解を得る必要があると思います。 

そして、これまでの長年の政府の見解、これ

は憲法のレベルで、ある意味で法的な安定性が

あるということです。国民の受け入れ、そして

また国際社会の受け入れ、こういう予測をつく

り出しているわけでありますから、これを変更

するというのであれば、そういう説得力とコン

センサスをつくるということが重要だと思いま

す。そして、新しいルールをつくりたいという

のであれば、しかるべき手続ということも必要

になるのではないかと思っております。どうい

うお考えを出されるのかは、われわれはまだわ

かりませんので、よく見守りたい、言うべきこ

とは申しあげてまいりたい、こう思います。 

 

《憲法改正》 

橋本 憲法改正は、ある意味では国政選挙で

初めて大きな争点になるという、ちょっと歴史

的な選挙になると思います。立場のはっきりし

ている、憲法改正すべきだという政党と、それ

から共産党、社民党、みどりの風にしても、こ

れは憲法改正に反対。ここははっきりしている

からわかるんですけれども、どうも曖昧模糊と

しているのが民主党ではないのかと。一体、し

ようとしているのか。96条の先行には反対して

いる。では 96条の改正それ自体は反対なのか賛

成なのか。ほかの点はどうなのか、よくわから

ない。よくわからないというのは、選択する側

にとっては一番困ることであって、ここはやは

り一番の争点の一つのわけですから、これはや

はり明確にしてもらわなければ困るんですよね。

いかがですか。 

海江田「憲法改正の議論をいまやって
いる最中」 

海江田 まず 96 条については、先行改正で

すから、まずその 96条から改正に入っていこう

ということにははっきり反対だということです。

これは民主党の中でしっかり議論をして、そう

いう確認をしましたから。 

それから、憲法の 9条を初めとしたほかの項

目のところですけれども、これもいま民主党は、

憲法調査会で、いまに始まったことではありま

せんけれども、過去に何度も何度も議論をして、

そしていま、それを集約をする作業に入ってい

ます。 

ですから、例えば 9条について言えば、やは

り私たちは憲法の平和主義でありますとか、そ

れから専守防衛の考え方、それからやはり徴兵

制はこれはやりませんよという考え方、それか

ら国会がしっかりと統制をしなければいけませ

んよという考え方、こういう考え方の柱をまず

決めて――これはもう決めましたから――その

中で議論をしていこう。しかも、これは私たち

の中の議論と同時に、国民との間の議論もやっ

ていこうということですから、議論をいまやっ

ている最中だということです。 

安倍「憲法改正がリアリティをもって
議論されたのは初めて」 

橋本 安倍さんに。憲法改正について問題提

起をした、96条先行で行く、ところが、どうも

国民世論的にはなかなか浸透していない。そう

すると 96条の、一気に 2分の 1にするのではな

くて項目ごとにするとか、いろいろ態度が――

柔軟に対応するというのもリアリストの条件な

のかもしらんけれども――何か少しぶれている

のではないかという見方もあるんですね。ぶれ

はないんですか。 

安倍 私たちがすでに憲法改正草案をお示

しをしています。長い議論をした末、憲法草案

としてお示しをしています。ただ、憲法改正と

いうのは 3分の1の多数派をかち得なければい

けない。それが全くないのに何か言っていても、

これはただの床屋談義になってしまうわけであ

って、われわれは結果を出していくことが大切

ですね。 

同時に、発議するのに 3 分の 2、そしてさら

に国民の、いわば投票した方の過半数をかち得

なければ、これは憲法の改正ができない。これ

が一般の法律と圧倒的に違う点であって、つま

り、一般の法律であれば国会で完結をします。

国会議員が投票すれば、それで終わりですね。

ところが、憲法の場合は発議権であって、いわ

ば決めるのは国民の皆さんなんですね。そこで

国民の皆さんの中において、これが 2分の1と

れるという確証がなければ、それはなかなか、

そもそも最初から難しいということなんだろう。 

まず、その努力をしていく中において、では、
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条文で 2分の 1の過半数をかち得る、あるいは

また、そもそも発議するうえにおいて 3 分の 2

をかち得るためのどういう知恵が必要かという

ことを考えていくのは当然なんだろうと思いま

す。一般の法律においても、よくお互いに修正

をし合ったりとかするのは当たり前のことであ

りますから、まず私たちは第一歩として、自由

民主党の草案をお示しをした。そしてここまで

来たんですね、議論が。これは初めてですよ、

憲法改正という議論がリアリティを持って議論

されたというのは。という意味においては、第

一の目的は達成することができたのかなと、こ

う思っています。 

橋下「なぜ日本だけが慰安婦問題で非
難を受けるのか」 

倉重 次に原発問題に入りますが、一点だけ

すみません、橋下さんに対して。慰安婦問題。 

橋下 ごめんなさい、どちらですか。 

倉重 慰安婦問題、あの一件について、橋下

さんはあれをどう総括されているのか。反省あ

るのか、あるいはやはりメディアが悪かったの

か。最近また、国の意思があったのかどうか、

国家の意思が、とおっしゃっていますけれども、

それはどういうことなのか、展開してください。 

橋下 僕の発言についてはメディアの誤報

だと思っています。僕が発言したことを毎日新

聞と朝日新聞がすぐに、詳細にインタビュー記

事をその日か翌日に出しましたけれども、僕は

それはフェアに報じてくれたというふうに最初

は評価をしました。これは記者の皆さんは、み

んな国語力がたけているから記者になっている

かと思うんですが、僕のインタビュー記事を読

んでいただければ、どこが僕の主張だったのか。

これは、普通は結句ですよね。一番最後の結句

の部分です。ここが一番言いたかったことなん

です。 

何が言いたかったかといいますと、河野談話

の事実が曖昧不明確ではないかというところだ

ったんですね。河野談話は、国家の意思として

の女性の拉致、人身売買を認めたような表現に

なっている。しかし、それが認めたのか認めて

いないのかがわからない。2007年の、まさに第

1 次安倍内閣のときの閣議決定によっては、強

制連行を裏づける直接の資料がなかったとなっ

ている。ですから、僕は非常に事実が曖昧不明

確になっているということを言いました。 

ただ、それを言う前に、慰安婦の利用を正当

化するつもりはないけれども、もちろんするつ

もりはないけれども、世界各国の軍が戦争当時、

女性を利用していた、必要としていたという事

実はあったじゃないか。しかし、なぜ日本だけ

がこれを非難を受ける、また慰安婦問題を取り

上げられるかというと、まさに国家の意思とし

ての拉致、人身売買というところを取り上げて

いるところだから、ここをはっきりしなければ

いけませんね、ということを言ったわけなんで

す。 

それがメディアのほうで、一番言いたかった、

要約すれば、400 字以内にまとめれば、この一

番最後の部分、「まさに事実が不明確ですよね」

というところを言いたかったのに、前の部分、

「まさに当時、世界各国の軍が」、これを全部

外して、橋下が慰安婦を正当化した、そういう

ふうに報じられましたので、これは完全に誤報

ですね。僕は決してこれを正当化するつもりも

ないし、過ちは認めなければいけない。しかし、

世界各国から何か事実と違うようなこと、また

河野談話についての問題があること、これはし

っかりと、きちんと世界各国に向けても言いま

すよ、というのが僕の趣旨です。 

 

《原発》 

倉重 原発に移ります。安倍さんにお聞きし

ます。これから再稼働の問題、それから各国へ

のトップセールスとしての売り込みの問題、安

全性が最も大きな争点になると思います。安倍

さんのおっしゃるところによりますと、福島の

経験を生かした安全性というお話をされるんで

すが、具体的に言うと、ハード面、ソフト面、

要するに機器の面での安全性がどれだけプラス

になったのか、あるいは運用の面で、ソフト面

でどれだけいい知見が得られたのかということ

だと思うんですが、その 2つについて、どんな

ことが新しい知見なのか教えていただきたい。 

安倍「過酷事故の経験によって得た技
術を世界と共有するべきだ」 

安倍 まずハードについて言えば、福島第一

原発で事故を起こしたものは、40年前、50年前

の技術であります。それと相当時を経たいま、

最新の技術であって、世界は高く日本の技術を

評価をしていて、ぜひ日本の安全な原発技術で

自分の国の原子力発電所をつくりたいというこ

とを言っているわけであります。 

そして、ソフトにおいては、われわれ、まさ
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に最高の安全基準というものをこれからつくっ

ていくわけでありまして、そのときの基準、プ

ラスまたその基準に達するうえにおいての操業

ノウハウというものも当然かち得たものがあり

ます。これは私が言うよりも、つまり、それを

世界各国が、トルコもそうですし、ＥＵもそう

ですし、アラブ首長国連邦もそうですし、Ｖ４

の国々もそうでした。ポーランドもそうですね。

多くの国々がまさに望んでいる、その国の専門

家が望んでいるということ、それだけ高いとい

うことは間違いないのだろう。つまり、われわ

れの経験した、この過酷事故の経験によって得

た操業の技術、そしてまたハード、これは世界

と共有をしていくべきだろうというのが私の考

えであります。 

 

《締めくくりの発言 ４党》 

橋本 原発については、いまだ 15 万人の人

が家に帰れないという状況があります。これは

与野党が力を合わせて一日も早く実現するよう

にしてほしいと思うんですけれども。 

きょうは、もう予定の 3時になってしまいま

した。そして、どうしてもやはり総理大臣中心

に質問が行ってしまいまして、まことに申しわ

けないことでしたけれども、最後に、きょう非

常に第二部で発言の機会の少なかった両側の 2

党ずつ、4党について、2～30秒ずつ、これを言

わないと死んでも死にきれないということを最

後に、まことに短くて申しわけないんですけれ

ども、福島さん、小沢さん、そして志位さん、

谷岡さん、この順序でお話をしていただきたい

と思います。 

では、福島さん。 

福島「1％ではなく99％のための政治」 

福島 歴史的な選挙の中で対立軸ははっき

りしています。雇用と暮らしの立て直しをする

のか、日本国憲法を変えて戦争のできる国にす

るのか、原発推進するのか、ＴＰＰ参加をする

のか。社民党は 1％のための政治ではなく、99％

のための政治、そして社民党こそ、これから新

しい未来をつくるというところを訴えて、支持

を広げて、風を起こしていきたいと思っていま

す。どうかよろしくお願いします。 

 

 

小沢「セーフティーネットを作った上
で自由競争の社会に」 

橋本 では、小沢さん。 

小沢 いまの政治を続けていきますと、日本

社会はますます格差の大きい社会になっていっ

てしまうと思います。それは地域間の格差、雇

用の格差、所得の格差、いろんな意味で格差が

広がっていきます。したがいまして、私はどう

しても、いろいろな分野で、きちっとした雇用

でも、あるいは社会保障でも、農業でも、いろ

んな意味でセーフティーネットをきちっと作っ

たうえでの自由競争という社会にしなければい

けないと思います。 

志位「原発即時ゼロの決断を」 

橋本 それでは志位さん、お願いします。 

志位 私は原発問題について一言述べてお

きたいと思います。 

私は、原発に依存し続けるというのは、もう

選択肢にできないということを前提にした議論

が必要だと思います。再稼働ということがおそ

らく今度の選挙の大争点になるでしょう。しか

し、いまなお 15万人の方が避難生活を強いられ

ている。そして事故の原因もわかっておりませ

ん。収束もしておりません。そして、例えば防

災計画もつくられていない。こういうもとで原

発を動かすというのは、絶対あってはならない。 

ですから、現実的な方策として、原発即時ゼ

ロの決断をして、そして廃炉に向かうプロセス

をずっと進めていく、そして再生可能エネルギ

ーへの抜本的転換を行う。こういうことを訴え

ていきたいと思っております。 

谷岡「経済ばかりが議論されるとバラ
ンスが崩れる」 

橋本 では最後に谷岡さん。 

谷岡 この社会というものは、動脈、すなわ

ち経済のようなものと、そして静脈、生活、環

境、健康、こういったもの、人間の体であれば

同じ量の血液が流れる、そのバランスの中に維

持をされているというふうに思います。環境、

健康、そして命、この問題がやはりおざなりに

される、経済ばかりが議論される、そういう政

治であれば、ますます動脈と静脈のバランスと

いうものが崩れていく。みどりの風は、そうで

はないのだということをしっかりと申しあげた
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いと思います。 

橋本 ありがとうございました。 

総合司会・小栗 まだまだ積み残した問題、

主張されたいことがおありかとは思いますけれ

ども、約束の時間を過ぎましたので、これで本

日の討論会を終わりにしたいと思います。 

党首の皆さん、そして会場の皆さん、ご協力

ありがとうございました。（拍手） 

 

（文責・編集部） 
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