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総合司会（川戸） 本日の進行役を務めさせ

ていただきます企画委員の川戸恵子でござい

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国政選挙での党

首討論会は、今回で 16回目を迎えます。 

最初に、主催者を代表いたしまして、小田尚

理事長からご挨拶を申しあげます。 

小田理事長 日本記者クラブの理事長を仰

せつかっております読売新聞の小田尚でござ

います。 

本日は、公示 2日前という非常にお忙しい中、

8 党首の皆さんにお集まりをいただきまして、

まことにありがとうございます。 

この党首討論というのは、第 1 回目が 1990

年、当時は海部内閣のときでございましたが、

そのとき、当時の主要 5政党の方々から、日本

記者クラブでぜひ党首討論をやっていただき

たいというご提案がありまして、そこからスタ

ートしております。 

いまお話がありましたように、その後、慣例

にもなってまいりまして、国政選挙では 16 回

目、衆議院選について申しあげれば、ちょうど

節目の 10回目ということになっております。 

この討論は、新聞、テレビを通じてかなり大

きく報道されますので、有権者の方々にとって

は投票行動の判断材料の一つになっていると、

主催者としては自負しております。 

今回は、選挙の前になって国政新党が 2つで

きるという異例の展開となっております。誤解

のないように申しあげておきますが、解散時の

政党の代表であった民進党の前原代表、それか

ら自由党の小沢代表からは、党首討論を辞退し

たいという申し出があったことを付言させて

いただきます。 

本日は、党首同士の討論だけでなく、日本記

者クラブの企画委員であるベテラン記者から

の質問が飛びます。中には意地悪い質問もある

かもしれませんが、そこでの白熱したやりとり

を期待して、ご挨拶とさせていただきます。 

総合司会 それでは、きょうの討論会の進行

を簡単にご説明申しあげます。 

1 部と 2 部に分けまして、2 部構成で行いま

す。全体で 2時間です。途中の休憩はございま

せん。それから、生中継の都合上、第 1部は 1

時 5分から始めます。 

第 1部は、党首の皆さん方による討論でござ

います。そして第 2部では、会場の皆さんから

寄せられました質問を参考に、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になってください。

合図をしていただければ、係の者がとりにうか

がいます。 

なお、各党首の皆さんのテーブルには進行に

ついてのメモを置いておきますので、ご確認く

ださい。 

それでは、1時 5分スタートですので、もう

少々お待ちください。 

◇ 

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、進行役の川戸恵子、企画委員でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

それでは、党首の皆さんをご紹介いたします。

皆さん方からご覧になって左から、社会民主党

の吉田忠智党首。 

日本維新の会の松井一郎代表。 

公明党の山口那津男代表。 

自由民主党の安倍晋三総裁。 

希望の党の小池百合子代表。 

日本共産党の志位和夫委員長。 

立憲民主党の枝野幸男代表。 

そして、日本のこころの中野正志代表でござ

います。 

きょうの討論会は 2部構成で行います。第 1

部は党首の皆さんによる討論です。そして、第

2 部では会員から寄せられた質問を参考にい

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、島田企画委員の司会で第 1部を始

めさせていただきます。 
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第 1部 

 

司会（島田） 企画委員の島田敏男です。党

首の皆さん、よろしくお願いいたします。 

先ほど、皆さんに一番訴えたいことというこ

とをボードに書いていただきました。この後、

それに一言だけ添えてご紹介いただきたい。お

一人 30秒以内という時間の制約があります。 

本日の発言時間の管理は、この前にあります

ランプで行います。制限時間の 10 秒前になり

ますと、点滅を始めますので、話をまとめて着

地をしていただければと思います。 

最初は、自民党の安倍さんから。では、ボー

ドを右肩の上に掲げて、30秒でお願いします。

文字が映るようにお願いします。 

安倍 私たちは、安定した政治のもと、この

国を守り抜いてまいります。北朝鮮の脅威に対

して外交力を発揮し、国民の平和で幸せな暮ら

しを守り抜いてまいります。少子化に対し、私

たちは日本の未来を、そして子どもたちの未来

を切り開いていくために、全力を尽くしてまい

ります。 

この選挙は日本の未来を決める選挙であり

ます。 

司会 続いて、希望の党の小池さん、お願い

します。 

小池 国民ファーストの政治で日本に希望

を。 

社会保障、安全保障、さまざまな課題がござ

います。国民一人一人の皆様方は、では、この

選挙で私の人生はどうなるの、このことを知り

たいと思います。 

いま、100歳生きる人生、そういう中におい

て、例えば高齢者の方々には、病院に行かずに

大学に行けるような、そんな新しいパラダイム

に変えていきたい。それによって、社会保障、

これからますますお金がかかりますが、発想を

変えましょう。 

司会 そして、公明党・山口さん。 

山口 公明党は結党以来、教科書の無償配布

など子育て支援に取り組んでまいりました。今

回の公約では、教育負担の軽減を掲げさせてい

ただきました。幼児教育の無償化、私立高校の

授業料実質無償化。さらには、大学生活を支援

する返済の要らない給付型奨学金を拡充する

など、取り組んでまいります。 

絶大なるご支援を公明党に賜りますよう、よ

ろしくお願い申しあげます。 

司会 共産党の志位さん。 

志位 安倍自公政権の 5 年間を振り返りま

すと、安保法制、秘密法、共謀罪、こんなに憲

法をないがしろにしてきた政権はかつてあり

ません。沖縄新基地、原発再稼働、こんなに民

意を踏みつけにしてきた政権もかつてありま

せん。そして、森友・加計疑惑、こんな異常な

国政私物化疑惑にまみれた政権もかつてあり

ません。 

市民と野党の共闘の勝利、日本共産党の躍進

で安倍暴走政治に退場の審判を下し、新しい政

治をつくる選挙にしていきたいと思います。ど

うかよろしくお願いいたします。 

司会 日本維新の会・松井さん。 

松井 われわれは、身を切る改革で、教育無

償化です。 

これは、いま現在、大阪でもうスタートをし

ていることです。僕は、政党の代表であると同

時に大阪府の知事ですが、いま、大阪において

は、まさに改革による財源によりまして、実質、

高校まで、私学をもちろん含めまして、無償化、

実現をしています。ぜひこれを全国でやりたい。 

そのために、皆さんの支援をいただきたい、

こう思っています。 

司会 続いて、立憲民主党の枝野さん。 

枝野 立憲民主党は、真っ当な政治を取り戻

します。 

誰かがどこかで決めて、多くの国民がそれに

従わなければならない、これは民主主義ではあ

りません。国民の皆さんの草の根の声を踏まえ

た本当の民主主義を取り戻す。そして社会が分

断され、格差が拡大をされ、そして少数の人た

ちが差別をされる、これは真っ当な社会ではあ

りません。 
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私たちの国に真っ当な政治を取り戻し、真っ

当な社会を取り戻します。 

司会 社民党・吉田さん。 

吉田 今回の選挙は、安倍政権の是非、憲法

が問われる大事な選挙です。社民党は、国民生

活最優先、憲法を生かす政治を掲げて、子ども、

若者、女性、高齢者、障害者など、社会的に弱

い立場の皆さんの政策をしっかり掲げて戦い

ます。どうぞよろしくお願いします。 

司会 日本のこころ・中野さん。 

中野 日本のこころです。自主憲法の制定を、

消費税マイレージ制度の導入を、被災者の自立

を徹底支援、そして敵基地攻撃能力の保有を、

次の世代に熱いメッセージを残してまいる戦

いといたしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

司会 各党党首の皆さん、ご協力ありがとう

ございました。 

続いて党首同士の討論に移ります。私が指名

をいたしますので、どなたに対して質問するの

か、相手を一人だけ指名をしたうえで、ご自分

の主張を交えて質問をしてください。テーマに

ついては自由に選んでいただいて結構です。 

テンポよく進めたいと思いますので、これも、

いまと同じように、ランプが点滅したら着地を

考えるということで、1分でお願いいたします。 

私がお名前を読み上げたら、発言を始めてく

ださい。質問する方も、答える方もお願いいた

します。可能な限り、考え方に違いがある政党

の党首に質問をするようにお願いいたします。 

1部の終了時間は、午後 2時前ぐらいを予定

しております。 

では、質問の順番は、いまのご発言から一つ

ずれて、今度は希望の党の小池さんからお願い

します。小池さん、どなたに質問するのか、相

手を特定して、1分間でお願いします。 

小池 違いのある人じゃないとだめですか。 

司会 はい、基本、そうです、討論ですので。 

小池 わかりました。それでは、情報公開に

ついて、安倍総理に伺いたいと思います。 

ＰＫＯの日報問題しかり、それから森友・加

計疑惑等々、これについても情報公開が足りな

いことによって、自衛隊に対しての信頼性、そ

してまた特区という制度についてのネガティ

ブな印象が大変高まってしまいました。 

私は、東京都において、これまでも、公金の

支出 70 万件にわたりますが、これをホームペ

ージに全部掲載をするなど、この情報公開を進

めてまいりました。公文書の管理というものも

大変重要な課題でございます。これについて、

安倍総理としてどのように対応されるのか。 

また、加計・森友問題についても十分な納得

が国民の間にいっていないのではないか。これ

についてどうお答えになりますでしょうか。 

司会 では、安倍さん、いま、2つ質問が出

ました。2点、両方について答えてください。 

安倍 まず、いわゆる森友問題、そして獣医

学部の新設の問題についてでありますが、私も

これまで予算委員会や閉会中審査において丁

寧に説明を重ねてまいりました。一部説明の足

りない点、あるいは姿勢については反省すべき

点はあると思いますが、ただ、委員会の中で明

らかになったことは、前川さんも含めて、私か

ら言われた、あるいは私が関与したと言った方

は一人もいないということは、明らかになって

います。 

また、民間議員の八田（達夫）委員も初め、

原（英史）さんもそうなんですが、民間議員の

皆さんは口をそろえて、一点の曇りもないとい

うことは明確にされています。 

また、愛媛県の加戸知事は、ずうっとこの問

題に取り組んでこられた。門をあけようと頑張

ってきた方でありますが、行政がゆがめられた

のではなく、ゆがめられた行政が正された、こ

う言っておられます。 

あの予算委員会を全部ご覧になった方、全部

ご覧になった方は、かなり納得をしていただい

たのではないか。この報道されなかった部分も

含めて、ご覧になった方々はかなり納得された

のではないかと思います。 

司会 時間になりましたので。また、後のと

ころで情報公開について触れる機会があった

らお願いします。 
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お隣の公明党の山口さん、どなたに質問なさ

いますか。 

山口 希望の党の小池代表に伺います。 

希望の党は、今回、100名を超える旧民進党

出身の方々を公認いたしました。しかし、民進

党は、かつて、党を挙げて平和安全法制に反対

し、憲法違反とまで主張して、プラカードまで

掲げて阻止に動きました。今回、そうした人た

ちが安保法制賛成を確認して公認をしたとお

っしゃられるでしょうけれども、しかし、かつ

て日本社会党は自社さ政権をつくったときに、

一夜にして安保防衛政策を変更し、その後、国

民の信頼を失って消滅したという歴史があり

ます。 

そういうことを考えると、この民進党出身者

の方々を 100名も超えて公認を出した、そうい

う候補を抱えているということについて、小池

代表はどのようにご認識されているでしょう

か。 

司会 希望の党・小池さん。 

小池 希望の党は、全く新しい党でございま

す。党をつくる際に、やはり理念、綱領、そし

て大きな柱となります政策、これで一致してい

るというのがあって初めて政党となるわけで

ございます。 

そして、実際、平和安全保障法制について反

対意見を述べられておられた方がいらっしゃ

いました。数多くの問題点も提起をされていた

かと思います。また、野党という立場において、

政府を追及するということで、厳しく対処され

てきたものと存じます。 

今回、希望の党を立ち上げ、そしてまた候補

者を募るに当たりまして、さまざまな、主な安

全保障等に関する、また、憲法に関する、その

問いを投げかけてまいりました。いま、北朝鮮

情勢が大変厳しい、国際情勢も厳しい中におい

て、リアルな政治を進めていこうということで

一致をしております。 

司会 続いての質問は、共産党の志位さん、

お願いします。どなたに……。 

志位 安倍さんに質問します。 

野党 4党は、6月 22日に、憲法 53条に基づ

いて、一連の国政私物化疑惑の徹底究明のため

に臨時国会召集を要求しておりました。ところ

が、総理はこの要求を 3カ月以上も放置したあ

げく、国会を招集したと思ったら、一切の審議

なしに冒頭解散を強行しました。 

冒頭解散を強行した理由は一体何か。総理は、

その理由をこれまで一度も説明をしていませ

ん。総理は、この解散を少子高齢化、北朝鮮と

いう 2 つの国難を打開するための解散だと言

います。しかし、それは冒頭解散の理由にはな

りません。臨時国会できちんと時間をとって、

国政私物化疑惑を究明する。総理の言う 2つの

問題も含めて争点を明らかにして、そのうえで

国民に審判を仰ぐべきではなかったか。 

それをせずに冒頭解散を強行した理由はた

だ一つ、森友・加計疑惑隠し、これ以外にない

ではないですか。そうでないと言うんだったら、

冒頭解散の理由をはっきり説明していただき

たい。 

司会 自民党・安倍さん、いかがでしょうか。 

安倍 まず、森友・加計隠しではないという

ことは、この場でもご質問いただき、選挙の中

でお答えをさせていただきますから、そんなこ

とは隠しようもありませんし、隠すつもりもあ

りません。 

また、共産党の小池さんは、都議会選挙が終

わった後、安倍さんは直ちに解散せよ、こう明

確におっしゃっていたわけであります。 

そして、私がなぜ解散したかといえば、北朝

鮮の脅威の中において、私たちはしっかりと圧

力を高めていく中において、この問題を解決し

ていくという明確な方針を示し、そして、その

うえにおいて、11 月にやってくるトランプ大

統領、あるいはＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協

力）、ＥＡＳ（東アジア首脳会議）の会合にお

いて、世界の首脳たちにこの姿勢をしっかりと

リーダーシップをもって示していきたい。また、

時間をかければ、この問題は解決するわけでは

なく、もっと緊張感が高まっていく中で、さら

に圧力を求めていかなければならない。 

また、少子高齢化は待ったなしです。今年中
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にパッケージをまとめなければ、もう間に合わ

ないという中において、この選挙で消費税の使

い道を問うたところでございます。 

司会 安倍さん、いま、発言の中で、小池さ

んが解散を求めたとおっしゃったのは、共産党

の小池さんのことですね。 

安倍 共産党の小池さんです。 

司会 わかりました。 

では、今度は質問者、日本維新の会・松井さ

ん、お願いします。 

松井 これは全ての代表の方にお聞きした

いんですけれども、それはできませんので、や

っぱり最大政党、自民党、安倍総理にお聞きし

たいと思います。 

いま、増税のお話が出ました。増税の前の国

民との約束がございました。要は、増税をお願

いする、ご負担をお願いする限りは、国会議員

が身を切る改革をやる。これは、2012 年から

14 年まで、報酬の 2 割カットが行われており

ましたが、いま現在、この国会議員の 2割カッ

トがいつの間にか終わってしまって、満額支給

となっております。 

国民の皆さんへの約束、やはり増税をするん

なら、国会議員自ら約束を果たすべきだと思い

ますが、いかがでしょうか。 

司会 安倍さん、お願いします。 

安倍 確かに私たちは無駄遣いをしてはい

けない。身を切る覚悟をしっかりと示さなけれ

ばならない、こう考えています。 

安倍政権ができてから、2回にわたって議員

定数を削減しました。1 回目に 5 人、次に 10

人、合計 15 人です。1 つの内閣で 2 回も定数

削減した内閣というのは、日本にはなかったの

ではないでしょうか。 

そして、私自身は 3割俸給をカットしており

ます。そして、大臣は 2割カットしているわけ

でありますし、また同時に、公務員においても、

例えば公務員宿舎の売却、5 万人分の売却、

3,000 億円の売却をしているわけであります。

やるべきことはしっかりと、さらにこれからも

やっていきたい、こう考えております。 

司会 そして今度は、立憲民主党の枝野さん、

どなたに質問しますか。 

枝野 安倍総裁にお尋ねをいたします。経済

についてお尋ねをしたいと思います。 

日本の経済は、1990 年ごろからずうっと低

成長が続いています。その主たる要因はどこに

あるのか。輸出ではなくて、内需、国内消費に

あるのではないかと思いますが、それについて

の考え方。 

そして、国内消費を拡大させるためには、実

は、格差の拡大というのは、むしろ貧困を増や

し、消費する購買力を減らして、消費にマイナ

スになっているのではないか。このあたりにつ

いて、消費性向についてのご認識とあわせてご

説明をいただきたいと思います。 

司会 自民党・安倍さん。 

安倍 2点、質問があったと思いますが、日

本の経済は、1997 年に 536 兆円、これはピー

クになります。ずうっとダラダラ落ちていくん

ですが、一時的に上がって、第一次安倍政権の

ときに、これに近づいたんですが、その後、ず

うっと下がっていって、われわれが政権をとる

前、民主党政権のときには、493兆円まで落ち

ました。それに対して私たちは 3本の矢の政策

で挑んで、そして、それは 543兆円、久々に過

去最高を記録し、われわれが政権をとって 50

兆円増やしています。しっかりと経済は増えて

いく。人口が減少していく中で、私たちは経済

を成長させていく。正しい政策を進めていけば、

経済は成長していくんです。 

そして、デフレが 20 年間続いてきた。これ

は、国民生活、経済を相当縮小させ、国民経済

を圧迫していたところであります。 

格差については、安倍政権ができて、ずうっ

と下がってきた。例えば子どもの相対的貧困率、

これが 9.2、9.7、9.9 と上がってきたものを、

安倍政権で初めてこれを改善した。 

司会 はい、時間です。 

安倍 2 ポイント改善して、7.9 まで下げた

ということは申しあげておきたいと思います。 

司会 次の質問者、今度は社会民主党・吉田
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さん、どなたに……。 

吉田 安倍総裁に質問いたします。 

沖縄の辺野古新基地建設問題、沖縄では最大

の選挙の争点でありますけれども、沖縄のみな

らず、これは日本中の皆さんに考えていただか

なければならない課題だと思っています。 

これまで名護の市長選、沖縄県の知事選挙、

前回の衆議院選挙、民意は示されましたけれど

も、その民意を踏みにじって新基地建設が強行

されています。これは新たな軍港を備えた基地

をつくるということですから、100 年、200 年

の負担を沖縄に押しつけるものであります。 

沖縄におきましては、受忍の限度を超えてい

る。絶対引かない、そうした強い決意を持って

反対の運動がなされています。ぜひこれは再考

をしていただきたいと思いますが、総理のお考

えを伺いたいと思います。 

司会 自民党・安倍さん。 

安倍 私たちはまず、沖縄に過度に米軍の基

地が集中している、この現状を変えなければい

けない、こう思っています。そのために努力を

してまいりました。 

そして、面積で言えば、過去最大の返還を私

たちは実現をしました。北部演習場をはじめ、

過去最大の返還を確保しました。また、住宅地

に囲まれた普天間飛行場を固定化してはなら

ない。そのために、私たちは辺野古に移転しま

す。事実上、機能は大幅に縮小されるわけであ

ります。空中給油機も山口県に移りました。そ

うしたことをしっかりと進めながら、できる限

り沖縄の負担軽減のために力を尽くしていき

たいと考えております。 

司会 日本のこころ・中野さん、どなたに。 

中野 小池代表にお願いします。 

築地の移転問題で、都知事の判断について、

情報公開請求に対し、小池知事は人工知能で決

めたなどとはぐらかし、全く応じない。まさに

隠蔽です。 

極めつけは民進党との合流、突然の前原提案

に日本中が驚きました。もっと驚いたのは、枝

野さんたち立憲民主党の皆さんも、無所属にな

った人たちも、民進党の全員が提案に反対せず、

ちゃっかり小池人気に乗っかろうとした。ほん

とにびっくりいたしました。 

なぜ、こんなことになったのか。小池さんと

前原さんがどんな話をしたのか、これこそ完全

な密室政治です。わかりやすく言えば、小池さ

んの政治スローガンは、全てブーメランなんで

す。他人を批判する以上、小池さんに対するこ

うした批判についても、みずから説明責任を果

たしてもらいたいと思います。 

なお、音喜多東京都議会議員、都政も都民フ

ァーストもブラックボックスだ、こう言ってい

るではありませんか。 

司会 希望の党・小池さん、お願いします。 

小池 全くそれは、ご質問の内容と事実は違

います。豊洲、そして築地の対策はどうあるべ

きかということは、いろんな専門家の方々、議

会の皆様方の声などを聞いて、そして最後は、

最終的には政策判断でございます。それの資料

を出せと言われても、そこは政策判断でござい

ますので、その部分はない。そのほかの部分に

は、徹底して情報公開をさせていただいている

というのが 1点。 

それから、今回、民進党から合流ということ

ではございません。皆様方がそれぞれ政策に賛

成をして、そして、基本的な考え方が一致され

た方々にお入りいただいているわけでござい

まして、まさしくこのことによって新しい政党

ができあがった。 

そして、先ほども少しご質問というか、ご指

摘がございましたけれども、住専国会のときな

ど、野党は徹底抗戦をしました。しかし、その

後、リアルな判断で、そして正しく政治を動か

していったということがございます。 

よって、これらのことをしっかり進めている

ということでございます。 

司会 討論の 1巡目の最後は、質問者が自民

党・安倍さんになります。安倍さん、どなたに

質問しますか。 

安倍 それでは、希望の党の小池さんにお願

いをしたいと思います。 
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希望の党は消費税を凍結する、こうおっしゃ

っておられますが、公約の中には、ベーシック

インカムもありますし、また、給付型奨学金の

大幅な拡充、そして教育の無償化もおっしゃっ

ておられますが、その財源は示しておられない。 

同時に、企業の内部留保に課税をするという

こともおっしゃっておられます。これをそれに

充てるのかどうかということでありますが、世

界各国をみて内部留保に課税をして兆円単位

で税収を上げているところはない。このように

思いますし、多くの企業にこれを当てはめれば、

まさに企業が出ていって、空洞化をもたらすこ

とになるだろうと思います。やっている米国

等々は、懲罰的にこれをやっているところはあ

りますが、1 回限りですね。2 回目からは、そ

れに対応して使途を変えていきますから、税収

安定財源にはならないのではないか、このよう

に思います。大切なことは、賃金を上げていく、

投資をさせていくということではないでしょ

うか。 

司会 希望の党・小池さん。 

小池 先ほどのご質問にも関係するんです

けれども、冒頭解散の政策判断、これの情報公

開を求めても多分無理だと思いますので、この

点、改めて申しあげたく存じます。 

それから、消費税の増税凍結ということでご

ざいますけれども、まずこれについては、地方、

そして中小企業を中心とした成長の実感であ

るとか、一人一人の消費者の、国民の景気、好

景気に対しての実感が伴っていない中におい

て、消費税の増税というのは一体どういうもの

なのかということで、一旦、立ちどまりましょ

うということを申しあげております。 

先ほど、冒頭、30 秒で言いあらわせません

でしたけれども、これからますます長寿の時代

に入ります。2025 年にはいまの団塊の世代の

方々が後期高齢者入りをする。 

もうランプがついているんですけれども、ど

うしましょうか。 

司会 後でまた発言の機会がありますから、

一旦そこで……。 

小池 要は、パラダイムを変えていきましょ

うということでございます。ベーシックインカ

ムもしかりでございます。 

司会 そして、討論 2巡目に入ります。2巡

目トップバッターは公明党の山口さん、どなた

に質問を……。 

山口 公約の中で自民党と公明党の違いが

あるところを、あえて自民党・安倍さんに伺い

たいと思います。 

司会 対立点ですか。 

山口 対立点というか、違いですね。 

わが党の公約にあって、自民党の公約にない

もの、それは私立高校生の授業料実質無償化の

推進であります。 

 公立よりも私立高校の授業料は一般的に高

いわけでありますが、全国各都道府県がそれぞ

れの支援策に取り組んでいます。埼玉県や京都

府なども独自の支援策があります。しかし、こ

れがかなりまちまち、ばらばらでありまして、

これでは支援策として十分ではないと考えま

す。 

その点で、どこに住んでも、どこの私立高校

に通ったとしても、平等な支援策を受けられる

ように、全国的にこの私立高校の授業料実質無

償化、これを推進するべきだと考えますけれど

も、自民党の安倍総裁、いかがお考えですか。 

安倍 今回の私たちの政策の基本的考え方

は、少子化を克服するため、社会保障制度を全

世代型の社会保障に変えていくということで

ありまして、子どもたちに、子育てに頑張る世

代に、あるいは家族の介護に頑張る世代に、思

い切って投資をしていくということでありま

す。 

どんなに貧しい家庭に育っても、頑張れば専

修学校や大学にも通うことができるように、高

等教育を真に必要な子どもたちに限って無償

化をしていくということであります。 

こうした考え方のもと、年内に 2兆円のパッ

ケージを取りまとめる予定でありますが、いま、

山口代表からご提案のあった私立高校の授業

料の無償化についても検討していきたいと思

っております。 
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司会 続いての質問者、共産党の志位さん。

どなたに……。 

志位 安倍さんに質問します。 

核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）が

ノーベル平和賞を受賞しました。これは、核兵

器禁止条約のために命がけで頑張ってきた広

島・長崎の被爆者をはじめとする市民社会の努

力を高く評価したものであり、私は心から歓迎

したいと思います。 

核兵器禁止条約は、核兵器の使用の威嚇、す

なわち、いざというときは核を使うぞ、という

おどしによって安全保障を図ろうという核抑

止力論も禁止しています。世界の多数の国がこ

の流れに合流しているときに、唯一の戦争被爆

国日本政府は、核の傘にしがみついて、これに

背を向ける態度をとっていいのか。 

 核兵器禁止条約の国連会議では、私も参加し

ましたが、被爆者の方々から、日本政府の態度

に、「心が裂ける思い」「母国に裏切られた」

などの批判が相次ぎました。 

総理は、こうした被爆者の声をどう受けとめ

ますか。これまでの態度を改めて、日本政府と

して禁止条約にサインすべきではありません

か。端的にお答えください。 

司会 安倍さん。 

安倍 随分、政府内でも議論をしました。日

本は唯一の戦争被爆国として、核なき世界をつ

くっていく、世界の議論をリードしていく責任

があると考えています。 

昨年も、私や日本政府の努力もあって、オバ

マ大統領が米国の大統領として初めて広島を

訪問し、核なき世界に向かって進んでいくべき

だという演説をされました。 

そして、この核禁条約でありますが、残念な

がら、核保有国は強く反対をしている。実際に

結果として核廃絶に向かっていくためには、現

実に核兵器を持っている核保有国の賛同を得

なければなければならないわけでありまして、

私たちは賛同を得る形での核兵器の削減の国

連決議を主導権を持ってやっています。 

同時に、いま、北朝鮮のこの危機がある中に

おいて、核抑止力を否定してしまっては、日本

が日本の安全を守り切ることができないとい

う判断をいたしました。 

司会 日本維新の会・松井さん、どなたに質

問を……。 

松井 共産党の志位委員長にお伺いをいた

します。 

共産党と自民党は水と油で全く政策が合わ

ない、僕はそう捉えていますし、これは国も地

方も同じだと思います。 

ところが、大阪においては自民党と共闘して

われわれと闘う。これはどういう意味なんでし

ょうか。共産党の背骨はどこへ行ったんでしょ

うか。 

司会 志位さん。 

志位 これは、大阪維新のやっている政治が

あまりにもひどい、この点に尽きます。結局、

都構想と言っておりますが、地方自治を否定す

るものになっております。 

この前、堺の市長選挙がありました。この堺

の市長選挙では、堺は一つ、堺の自治を守ろう

ということで、保守の方々もわれわれも結束し

て戦って勝利しました。やはり地方自治を大事

にする。そして、住民自治を大事にする。一人

の司令官にお金も権限も全部集中するような

都構想は、党派の違いを超えて反対する。 

これは、私たちは大変原則的かつ柔軟な態度

だと考えております。大阪で維新がやっている

ことはあまりにひど過ぎる。だから、そういう

協力をやっております。 

司会 次の質問者に移ります。立憲民主党の

枝野さん、どなたに……。 

枝野 安倍総理にお伺いします。 

先ほどのお尋ねには都合のいい数字だけ並

べて、私の聞いた内需と外需、原因がどちらに

あるのかとか、消費性向の問題については何の

お答えもいただけませんでしたが、また同じこ

とを聞いても一緒なので、今度は労働法制につ

いて伺いたいと思います。 

この解散の直前まで、いわゆるホワイトカラ

ー・エグゼンプションや裁量労働制の拡大など、
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私どもは残業代ゼロ制度と呼んでおりますが、

こうした法案を準備されていました。この選挙

に勝ったら、再びこれを成立させようとするの

かどうか。 

そして、これは過労死や過労自死などが相次

いでいるという、こうした社会状況の中では、

全く時代に逆行したことではないかと私ども

は思っていますが、こうしたいわゆるブラック

企業、長時間労働に対する考え方をお聞かせく

ださい。 

司会 自民党・安倍さん。 

安倍 まず一つは、先ほど、答弁し残したと

ころとして、消費性向についてお話があった。

だからこそ、私たちは子どもたちへの投資をし

っかりとしていく。子育ての不安、家族の介護

の不安、これに対してしっかりと私たちは支援

をしていくということを示す。同時に借金返し

もしていくということによって、財政は大丈夫

か。この 2つの不安に応えることによって、消

費を進めていきたい、こう考えております。 

 もう一点でありますが、われわれはまず、す

でに連合とも合意をいたしまして、時間外の長

時間労働、これ、上限を決めました。こうやっ

て働き過ぎを変えていく。そしてまた、ブラッ

ク企業等に対しては、しっかりと罰するものは

罰する、取り締まっていくのは当然のことでは

ないか。 

 同時に、多様な働き方ができるようになって

いくことで、女性も、あるいは高齢者も仕事を

持つことができる、持ち続けることができるの

ではないか、このように考えております。 

司会 社民党の吉田さん、どなたに質問です

か。 

吉田 小池代表に原発について質問いたし

ます。 

小池代表が原発ゼロということを掲げて、今

回の衆議院選挙の大きな争点になったのは、本

当によかったと思っています。ただ、小池代表

は原発再稼働は認めるという立場でございま

す。そして、先般、原子力規制委員会において、

東京電力柏崎刈羽原発 6号、7号について、新

基準に適合しているという報告がなされまし

た。東京都は東京電力の最大の株主であります

けれども、このことについてどのように思われ

るか。 

そして、再稼働についてもだめだというふう

に方向をぜひ修正をしていただきたい。そうし

ますと、私たちと脱原発社会に向けた政策、方

向性が一致しますので、ともに共闘できると思

っておりますが、その点、いかがでしょうか。 

 司会 希望の党・小池さん。 

 小池 私どもは 2030 年をめどに脱原発を目

指すということで、3本の柱。まず、脱原発を

目指すという理念、そしてまた、それに対して

の工程表を描いていく、省エネ、そしてまた再

生エネルギーの比率を増やしていく、これが 3

本の柱でございます。 

その中で、今回、規制委員会が総合的な判断

としてゴーサイン、合格という形で発表されま

した。それに加えて、今度は地元の新潟県のほ

うが、あと、例えば避難に対してどのような形

で担保していくのか等々、これからご検討され

るのだろうというふうに思います。 

私は、再稼働という観点につきましては、こ

れは是としておりまして、そして、これはむし

ろ今後の原発の経年、つまり、老朽化というこ

とと合わせてこの工程表を書いていくべきだ、

このように現実的に考えているところでござ

います。 

司会 日本のこころ・中野さん。 

中野 枝野代表にお伺いします。 

立憲民主党の最高顧問は菅直人元総理、幹事

長の福山さんは菅内閣の官房副長官、枝野さん

は官房長官を務められたので、菅内閣そのもの

の政党と言っていい政党です。 

菅内閣といえば、危機管理もめちゃくちゃ、

企業はどんどん海外に出ていって、経済もめち

ゃくちゃでした。立憲民主党へ一票を投じると

いうのは、そんな菅内閣を信任するようなもの

だと思います。 

いま、思い出せば、消費税 10％の引き上げ

を菅総理が突然ぶち上げたんです。あんなに日

本の景気が落ち込んでいたのでありますが、信
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じられないことでありました。現在はアベノミ

クスによって景気回復中でありますが、しかし、

今度は立憲民主党の皆さん、菅内閣のメンバー

だった菅さんが消費税を引き上げないと言っ

ております。全く矛盾しております。菅内閣の、

あの最悪の景気のときに消費税を引き上げる

という判断をされたことを、どう国民に説明を

されるのか、お答えいただきたいと存じます。 

司会 立憲民主党・枝野さん、お願いします。 

枝野 菅内閣のときには、東日本大震災と東

電の原発事故がありました。これに対する対応

が 100点だとは決して思っていません。全力を

尽くしましたが、至らない点はたくさんあった

と思います。だからこそ、一日も早い脱原発、

そこに向けた責任、役割を背負っていると思っ

ています。 

それから、実質経済成長率はいまよりよかっ

たはずです。きちっと数字、データを調べたう

えで言っていただきたい。 

実質経済成長率がいまよりよかったという

前提では、いまのご質問自体が成り立たないん

ですが、消費税については、あの時点における

経済状況、あるいは当時、3党合意で最終的に

合意がされた使われ方、そして全体としての税、

法人税や所得税、全体のバランスの構造が崩れ

ていますので、したがいまして、前提が崩れて

いる以上は、これは容認できないと意見が変わ

るのは当然のことです。 

司会 党の 2巡目の順番、今度は質問者が自

民党・安倍さんになります。安倍さんはどなた

に……。 

安倍 それでは、公明党の山口代表にお伺い

したいと思うんですが…… 

司会 与党内ではできるだけ控えてもらい

たいんですけれども。 

安倍 ちょっと確かめたい。 

司会 違いがあるというんですか。 

安倍 はい。私の質問を聞いていただければ、

最後のほうでわかってくると思いますが、自民

党と公明党の連立は、いわば政策合意を積み重

ねた、風雪に耐えた連立与党であり、野党時代

にも私たちは結束して政権奪還を目指したわ

けでありまして、政党の離合集散によって政権

奪還を目指したわけではないわけであります。 

そこで、先般の都議会議員選挙等において、

公明党の皆様は小池都政に支援をされた。議会

運営においてもそうです。もちろん、これは東

京オリンピック・パラリンピックを成功させて

いく、東京をしっかり発展させていくという意

味においては理由があるのだろうと思ってお

ります。わが党も賛成すべき点については、小

池さんに協力をしておりますが、しかし、国政

政党の代表を都知事が務められるということ

についてはどのように考えておられるのでし

ょうか。 

司会 山口さん。 

山口 公明党は、この東京オリンピック・パ

ラリンピックは国と東京都の共通テーマであ

る、そして互いに協力してこれを成功させなけ

ればならないという観点から、責任感を一貫さ

せてまいりました。都議選においては、自民党

都連と対応が分かれたように思いますけれど

も、この責任感を一貫させるという意味では、

私たちの考えは貫かれています。 

国政では、自民党と公明党でしっかり結束を

して連立政権の運営に当たるというところは、

いささかの揺らぎもありません。都政において

は、都民の大きな期待を担って小池都知事が誕

生されたわけですから、小池都知事には、やは

りこの東京オリンピック・パラリンピックを国

と協力をして成功させる、その期待、また成果

を出すことに一生懸命取り組んでいただきた

いと思っています。 

司会 そこで順番が、今度は質問者が希望の

党の小池さんになります。小池さん、どなたに

聞きますか。 

小池 いまの点も改めて聞きたいところで

すが、安倍総理に伺います。 

総合合算制度ということ、これは 2012 年の

自公民の増税の際の 3党合意で、これを行うこ

とになっていたわけでございますけれども、今

回の使途見直しでも総合合算制度を入れてい

ないというのは、これは約束が違うのではない
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かということでございます。 

全世代型社会保障ということをおっしゃっ

ておられますけれども、この部分を外している

というのは、全世代型社会保障の名が泣くので

はないかということでございます。いかがでし

ょうか。 

司会 安倍さん。 

安倍 この総合合算制度でありますが、医療

と介護の自己負担の合算額への限度の導入に

ついては、すでに平成 20 年度に法制化をして

いるわけであります。 

同時に、やっぱり 3党合意において、軽減税

率を導入するのか、総合合算制度を導入するか

等の 3つの選択肢を出して、消費税導入に当た

って、われわれは軽減税率制度を導入するとい

うことを決めたわけであります。 

そして、この総合合算制度の中においては、

われわれは幼児教育の無償化を行いますから、

そのうえで、障害福祉を含めることがまだ残っ

ているということでありまして、これはよく勉

強していきたい。 

消費税導入の前には3つのうちの1つをとる

ということでありますから、そこは政策におい

てもお約束においても整理をされているとこ

ろでありますが、しかし、障害福祉を含めるか

どうかは大切なことですから、検討はしていき

たいと思っています。 

司会 そして、討論 3巡目に入ります。3巡

目トップバッターは共産党の志位さんです。ど

なたに……。 

志位 安倍さんに質問いたします。 

北朝鮮による核ミサイル開発は断じて容認

できません。国連安保理決議の厳格な全面的な

実行が必要です。同時に、破滅をもたらす戦争

は絶対に起こしてはなりません。 

この点で私が大変危惧しておりますのは、安

倍さんが、「すべての選択肢はテーブルの上に

ある」という米国の立場を一貫して支持すると

繰り返していることです。ここでいう選択肢の

中には軍事的選択肢、すなわち、先制的な軍事

力行使も含まれます。実際、1994 年の核危機

の際には、米国は北朝鮮の核施設をトマホーク

で破壊するという先制攻撃の一歩手前まで行

きました。このときは、韓国の当時の金泳三大

統領が直談判してとめました。 

総理に端的に問いたいと思います。北朝鮮の

軍事挑発は絶対に容認できませんが、それに対

して先制的な軍事力行使で対応したら、破滅を

もたらす戦争になります。専制的な軍事力行使

は絶対にやるべきでない、と米国に求めるべき

ではありませんか。はっきりお答えください。 

司会 安倍さん。 

安倍 日本もずっと北朝鮮と対話をしてま

いりました。私もこの問題、94 年からずっと

注目し、かかわってもきました。その間、何回

も日本は対話をし、北朝鮮と約束をし、米の支

援をし、あるいはＫＥＤＯ（朝鮮半島エネルギ

ー開発機構）の合意についても、1,000 億円、

日本はお金を貸した。そのうち、400億円は執

行したんですが、返ってこないという状況であ

ります。 

ＫＥＤＯの合意においても、あるいは 2005

年の 6者協議の合意においても、核を廃棄する、

北朝鮮はそう約束をしたんですが、残念ながら、

この約束は 2回も裏切られてしまいました。こ

の話し合いをまさに時間稼ぎに使って、核ミサ

イルの能力をここまで上げてしまった。 

私たちはもうだまされるわけにはいかない

んです。ですから、しっかりと圧力、あらゆる

手段の圧力を高めていき、北朝鮮に政策を変え

るから話し合ってもらいたいという状況をつ

くってこさせる必要があります。そうした全て

の選択肢がテーブルの上にのっている。われわ

れは、この米国の方針を支持しております。そ

うしたことも含めて、北朝鮮にはいま圧力がか

かっているということであります。 

司会 次の質問者、日本維新の会・松井さん、

どなたに……。 

松井 志位さんにお願いします。 

先ほど、志位さんから、大阪での維新の政治

は非常にひどいと、こう言われました。大阪の

経済指標は上がっていますし、われわれがやっ

ていることは、税金で生活する側、ここに対し
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厳しくして財源を生み出し、教育無償化を高校

まで実現している。どこがひどいのか、よくわ

かりません。 

ただ、共産党はよく、政党助成金をもらって

ないから、一番、政党としては国民目線だとか

言いますけれども、国会議員の文書通信交通滞

在費、これは経費です。世の中、民間で領収書

のない経費なんかありません。共産党の皆さん

は、そこまで言うなら、領収書を公開すべきだ

と思いますが、いかがでしょうか。 

司会 志位さん。 

志位 文書交通滞在費、これは公開していき

たいと思います。 

で、なぜ、ひどいかということで、いろんな

ことを言われました。高校の授業料はいいです

よ。しかし、私が言ったのは自治の問題なんで

す。1人の司令官にお金も権限も吸い上げてし

まおう。で、自治をばらばらにしてしまおう。

で、堺も吸収合併してしまおう。こういうやり

方というのは、私は地方自治の原則に反すると

言っております。だからこそ、堺で審判が下っ

たじゃないですか。あなた方は審判を受けとめ

るべきです。 

司会 次に、立憲民主党・枝野さん、どなた

に……。 

枝野 安倍総理にお尋ねしたいと思います。 

原発の再稼働についてなんですが、現状はエ

ネルギーの需給もうまくいっていますので、そ

もそも必要性もないと思いますが、広域の避難

計画、これは誰がどう担保しているんでしょう

か。規制委員会は、原子力発電所そのものの安

全性については、独立して責任を持って評価を

します。しかし、広域的な避難計画については、

現状では制度的に誰も担保してくれていない

はずです。これについて、こうしたものをどこ

かで担保せずに再稼働することは、これは周辺

住民の観点からも理解を得られないんじゃな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

司会 安倍さん、広域避難。 

安倍 広域避難計画についてでありますが、

これはまず、その広域、地域をよく知っている

自治体がしっかりと計画も立てていくわけで

ありますが、もちろん、私たちは自治体任せで

はありません。国も責任を持って、この避難計

画作成を支援しながら、私たちも責任を持って、

ともに作成をしていきたい。そして、われわれ

も責任を持って、その実施が必要になったとき

には実施をしていくということになっていく

のだろうと思います。 

司会 社民党の吉田さん、どなたに質問を

……。 

吉田 安倍総裁に質問いたします。 

森友学園問題、加計学園問題、国民の多くの

皆さんが説明が足りない、あるいは疑念が晴れ

ておりません。私は、その最大の原因は、それ

ぞれのキーパーソンが国会に来て、そして発言

されていないということだと思います。 

森友学園では安倍昭恵さん、加計学園では加

計晃太郎さん。総理の決断で、ぜひ国会に証人

としておいでいただきたい。しっかり真相を語

っていただきたいと思いますが、その点、いか

がでしょうか。 

司会 安倍さん。 

安倍 私自身が何度も国会で答弁をさせて

いただいております、何度も説明をさせていた

だいております。同時に、私がかかわってない

ということを申しあげても、なかなかこれは信

用してもらいにくいのも事実であります。一方、

私がかかわっていたということを明確に述べ

た方は誰もいないわけであります。 

と同時にですね、先ほど申しあげたように、

そのプロセスを進めてきた民間議員の皆さん、

八田さんもそうですし、原さんもそうです、竹

中平蔵さんもそうです、皆さんの発言、証言は、

残念ながら、なかったことのようにされている

わけでありますし、そして、加戸知事はずうっ

と情熱を持って、この壁をこじあけようとして

きた。加戸さんは、全く私がかかわってないと

いうことを明確に証言していただいたわけで

ありますが、こうした第三者の証言等が野党の

皆さんは全くなかったかのごとくにしておら

れますし、なかなか報道されないということの

中においては、なかなかご理解をしていただき

にくいという状況になっている。 
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こうした証言も含めて、再び機会を求められ

れば、国民の皆様の前で丁寧に説明をしていき

たいと考えています。 

司会 安倍さん、いま、吉田さんが質問した

昭恵夫人と加計さんについては、国会にお招き

する件についてどうなんですか。 

安倍 私の妻については、もう私がかわって

十分にお話をさせていただいております。そし

て、加計氏は、ご本人が決めることであろうと

思っています。 

司会 日本のこころ・中野さん。 

中野 報道されておりますけれども、小池さ

んにあえてお伺いをいたします。 

あなたの部下の東京都庁の職員の知事就任

1年後の評価ということで、点数があらわされ

ておりました。小池さんは 46 点、舛添さんが

63点、石原さんが 71点、こういう評価であり

ました。東京都政大改革ということで 1年間頑

張られたのでありましょうけれども、みずから

の部下の点数評価がこんなものだというのは、

どう感じられますか。 

そして、国政改革にいろいろまた思いをぶつ

けていただいておりますけれども、どちらも中

途半端ということになるのではないでしょう

か。お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

司会 小池さん。 

小池 この 1年間というのは、東京都が抱え

ます負の遺産をもう一度見直すというところ

から始まりました。よって、それにかかわって

きた職員の皆様方からすれば、これまでやって

きたのにという思いがあるのでございましょ

う。しかし、その職員が満足するということと、

都民が満足するというのは、また別の話だと思

っております。 

これから 2年目は、これまで種をまいてきた

ことの、水をあげ、そしてまた肥料をあげとい

うことになってまいります。2年目からは、か

なり都庁の皆様方の納得のいくといいましょ

うか、ともに都政をよくしていくということに

つながっていく。請う御期待で、お願い申しあ

げたく存じます。 

司会 次の質問者は、自民党・安倍さんです。

どなたに……。 

安倍 そうですね、それでは、共産党の志位

さんに質問したいと思います。 

共産党は、いまでも自衛隊の存在は憲法違反

である、こうおっしゃっておられます。しかし、

いまや、共産党は、どの党とかはわかりません

が、連合政府をつくろうとしておられるわけで

ありまして、そうなれば、答弁席に立って、自

衛隊は合憲か、違憲かということを聞かれるこ

とになるわけでありまして、違憲だということ

を答弁された瞬間に、憲法上、自衛隊法は無効

になってしまうわけであります。いわば、その

かわりに自衛隊なる組織があるとお考えなの

かどうか、お伺いをしたいと思います。 

司会 共産党・志位さん。 

志位 日本共産党は、自衛隊と憲法 9条は両

立し得ないものだと考えております。で、私た

ちは 9 条という理想に向けて自衛隊の現実を

国民合意で一歩一歩改革していく、これが私た

ちのプランです。 

で、国民の多数が、私たちが参画した政権が

できて、平和政策によって、日本を取り巻く平

和的環境が成熟して、もう自衛隊なしでも安心

だという合意が圧倒的多数の国民の中で成熟

したときに、初めて 9条の全面実施の措置をと

るというのが私たちのプランです。 

そこで、ご質問ですが、私たちが参加した政

権ができた場合に…… 

司会 いえ、質問はできませんので、答えて

ください。質問に対して答えるまでです。 

志位 いや、ご質問ですが、と聞いている。 

司会 それは大変失礼しました。 

志位 安倍さんのご質問ですが、私たちが参

画する政権が仮にできた場合に、その政府とし

ての憲法解釈は、その政府が自衛隊の解消の措

置をとる。すなわち、国民の圧倒的多数で自衛

隊はもう解消しようという合意が成熟するま

では、合憲という措置を引き継ぐことになりま

す。 

党は違憲という立場を一貫して堅持します
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が、政府は合憲という立場を一定期間ずうっと

とることになります。そして最終的には検討す

ることになりますけれども、そういう立場を堅

持しますので、ご心配のようなことは起こらな

いということを答弁しておきたいと思います。 

司会 途中で言葉を挟んで失礼しました。 

次の質問者、希望の党・小池さん。 

小池 先日は、東京一極集中の是正の策とい

たしまして、東京 23 区内の大学の学生数を抑

制しようということで、これだけ加計問題で話

題になっていたのが、文科省の告示でもってそ

れが行われようとしております。 

司会 それで、質問はどなたに…… 

小池 あ、ごめんなさい。安倍総裁に伺いま

す。 

私は、先ほど、冒頭に申しあげてまいりまし

たのは、大学の今後のあり方というのは、学生

数を抑制するということではなくて、むしろ、

アジアの中でも、東大にしても、かなり地位が

低くなっている。 

それから、冒頭申しあげましたのは、私は、

これからシニアの方々、65 歳になっても、み

んなお元気ですよ、大学でもう一度学び直した

らどうですか、ということを申しあげている。

それで、シルバーパスを使うよりも、学割を使

ったほうが、皆さん、プライドを保てるではな

いですか。そして、社会の一員だという帰属意

識ができるじゃないですか。 

こういうことによって、病院に行くより大学

に行きましょうということで、社会保障の費用

を下げる。この発想の違い、これを私は強調し

たいと思います。 

司会 自民党・安倍さん。 

安倍 この 15年間で、東京 23区の学生が約

2割増加をしました。一方、地方はどうだろう

か。地方は、20 代以下の若者、3 割、約 500

万人が減少しているという、この地方の現実を

みなければなりません。 

ですから、私たちは地方にキラリと光る地方

大学を改革することによってたくさんつくり

たい、こう考えているんです。 

同時に、大学の国際競争力は大切であります。

大学の国際競争力というのは、学生の数だけを

増やせばいいということでは全くなくて、例え

ば経営の自由度を向上させました。そして、世

界のトップ大学と連携を私たちは進めている。 

また、教員の国際化。これは、大変反対があ

って難しかったんですが、教員の国際化を私た

ちは進めておりました。全国 37トップ大学で、

3年で 2,000人増加が進んでいる。そしてまた、

沖縄の沖縄科学技術大学院大学は、世界中から

ノーベル賞クラスの教員がたくさん集まって、

トップクラスの学生が集まっています。 

ちなみに、23 区においても留学生の数は制

限はかけません。 

司会 討論の最後、質問者は公明党の山口さ

ん。どなたに……。 

山口 立憲民主党の枝野代表に伺います。 

立憲民主党結党に先立って、民進党として希

望の党ができるやいなや、両院議員総会を開い

て合流を決定されました。しかし、小池さんの

側からは、全員を受け入れる気持ちはさらさら

ない、排除します、こう言われて、排除されて

はたまらんということで、新しい党をつくられ

たようにもみえるわけであります。 

1カ月前には代表選挙をやって、前原さんが

代表になり、枝野さんは代表代行になり、一致

結束をして政権交代を目指す、こう言っていら

っしゃったと思います。政策信念を貫きたいと

いうことならば、民進党として全員希望の党に

合流するということを決めないほうがよかっ

たのではないでしょうか。いま、どうお考えで

すか。 

司会 枝野さん。 

枝野 その両院議員総会は公開されていま

すので、記録が残っていますが、前原代表は、

民進党の理念と政策を希望の党の中で実現を

すると明確におっしゃっています。このために

みんなで行くんだとおっしゃっています。 

1カ月前に党大会、代表選挙をやって、一致

結束をしてやっていこうということでござい

ましたので、私はそう簡単にいかないのではな

いかと思いましたが、その代表の言葉を一旦は
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信じざるを得ないということでございました

が、途中をみると、やはりそれは難しいことで

ある。だとすれば、私どもが掲げてきた暮らし

の足元にしっかりと光を当てる、そうした政治

勢力が消えてなくなってしまうわけにはいか

ない、そういうことで党を立ち上げたというこ

とでございます。 

司会 ありがとうございました。 

以上で第 1部を終わります。いまのご発言を

もとに、この後、当クラブのメンバーが皆様に

いろいろとご質問いたします。ご協力ありがと

うございました。 

 

第 2部 

 

総合司会（川戸） それでは、これから第 2

部に入ります。 

第 2 部では、当クラブの企画委員が、会場か

ら寄せられました質問を参考にいたしまして、

代表して各党首に質問をさせていただきます。

質問に対する党首の皆さんのお答えは、また同

じく 1 分以内でお願いいたします。10 秒前に

ランプが点滅いたしますので、そこで発言を締

めくくるようにしてください。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

有効に使うためですので、どうぞご理解いただ

きたいと思います。 

では、代表質問者を紹介いたします。 

党首の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、そして坪井ゆづ

るさんです。 

なお、1 部の党首の主張と討論では、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けれ

ども、その部分はあらかじめご了承願いたいと

思います。 

それでは、代表質問、よろしくお願いいたし

ます。 

橋本 はい、よろしくお願いします。 

最初は、政治の基本姿勢について、各党の皆

さんに聞きたいと思います。 

まず、安倍さんにお伺いします。これは総理

大臣の解散権の問題です。解散というのは議員

の首を切ることですから、明確な理由がなけれ

ばいけない。今度の場合は、“大義なき解散”

とかいう批判がある。一方で、これは政権を審

判すること自体が大義ではないかという意見

もあります。安倍さん自身は、首相の解散権は

一切縛られるべきではない、あと決めるのは総

理大臣自身なんだ、そういうぐあいにお思いで

すか。 

安倍 解散権自体は、総理大臣というよりも

内閣にあるわけでありまして、内閣が一致しな

ければ、これは解散できないということになり

ます。 

しかし、解散というのは、私も含めて与党の

議員全員が信を問わなければならないわけで

ありまして、つまり、解散にならない限り絶対

に政権交代は起こらないわけであります。解散

をするからには、私たちは政権交代するかもし

れない、私たちのほうが、議席がいま多いわけ

でありますから、そういうリスクをあえて問う

以上、しっかりと国民の皆様に説明できる理由

がなければならないと考えています。 

橋本 今回の場合、そういう理由があったと

いうことですか。 

安倍 まず一つは、先ほど申しあげました北

朝鮮の脅威であります。先般、国連決議が採択

をされました。そして、この採択された決議に

よって、重油、石油製品 3 割、これが輸出制限

されていきます。だんだん厳しくなっていきま

す。つまり、時を経るとだんだん事態は緊張し

ていく可能性もある。これに応えなければ、さ

らにまたもっと事態が緊張してくる。さらなる

圧力が必要になっていくわけでありますが、11

月にトランプ大統領が訪日をし、またＡＰＥＣ、

そしてＥＡＳの会合があり、その場で習近平主

席やプーチン大統領とも話し合うということ

になるかもしれませんが、その前に、私たちの

方針、しっかりと圧力をかけていくということ
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を国民の信を得て、そして強い外交力――外交

力には、国民から信任されている、これは強い

外交力になります。これは私の 4 年半の経験で

ございます。そうしたことを生かしていきたい

と思いますし、もう一つは、やはり税金の使い

道、税こそ民主主義でありますから、これは私

たちは一貫をしております。 

橋本 それにしても、勝てると思って踏み切

ったんでしょうけれども、その後の展開は安倍

さんにとっても予想外の展開で、「あれっ、し

ないほうがよかったかな」という気持ちではな

いのかな、そういう感じ、正直な気持ちをちょ

っとお聞きしたいと思います。 

安倍 政治というのは、大切なのは、情熱と

判断力と責任感だと思っております。そこで、

政策をしっかりと前に進めていこうという強

い情熱を持っていなければならない。そして、

時には難しい判断を果断にしていく判断力が

必要であります。そして、同時に責任感、この

政策を実行していこうという責任感だろうと

思います。いわばこの 3 つの点からいっても、

今回の判断について揺らぐことはありません

でした。 

橋本 それでは、小池さんにお伺いします。

衆議院選挙というのは政権選択選挙、それはど

の党が政権をとるにふさわしいか、そして総理

大臣候補は誰かということを目にみえる形で

示すことによって国民の審判をいただく、こう

いうことなんですけれども、依然として総理大

臣候補を挙げられないでいる。これはどうも、

きつい言葉で言えば、フェアじゃないとも言え

るわけですね。なぜ出せないんですか。出さな

いつもりですか、ずうっと。 

小池 お答えをさせていただきます。希望の

党、新しくできたばかりでございます。現在、

私、代表ということでございまして、この党の

体制、これを整えていくということがまず一点。 

それから、これからの選挙において、現在無

所属の方々も参加の見込みもあるということ

でございます。ということから、今後の選挙の

結果ということも見ながら進めていくという

ことになろうかと思っております。 

いま、過半数が 233 ということでございま

すが、私どもは、安倍一強の政治、これをただ

すために、有権者の皆様方に選択肢をお示しす

るという意味で、いま候補者の最終調整に入っ

ているところでございます。233 候補者をそろ

えたから全員当選というわけではございませ

んけれども、いま最後の努力をしているところ

でございます。政権を目指すということは、一

つ大きな私どもの目標でございます。 

橋本 総理大臣候補では選択肢を示してい

ないんですよ。そうでしょう。 

小池 いえ、それは、皆様方の選挙の結果と

いうことを踏まえながら考えていきたいと思

っております。 

坪井 では、公明党の山口さんにお聞きしま

す。 

自民党と連立を組んで 20 年近くになります

が、この安倍政権の 5 年近くで公明党がどんど

ん右へ引きずられているのではないかという

意見が聞こえてきます。安保法制しかり、共謀

罪しかり、特定秘密保護法しかり、この辺は、

公明党はどういうふうにお考えですか。 

山口 これは、公明党としては、この政権の

進むべき方向について、公明党がいるから健全

なチェックをし、そして合意をつくり出す、意

見の違うことについて合意をつくり出す。右か

左かというのは、左に立っている人は右にみえ

るでしょうし、右に立っている人は左にみえる、

相対的なものであります。 

しかし、日本が直面する課題についてどう乗

り越えていかなければならないか、客観的な観

点で健全なチェックをしながらやってまいり

ました。 

例えば平和安全法制で言えば、この現行憲法

のもとで、専守防衛の理念を曲げないで、そし

て憲法のもとで許される自衛権の限界という

ものをぎりぎりまで議論を深めて、そして法制

をつくった。これはむしろ厳しい要件を課して、

この憲法の規範性や実効性を確保したのは、公

明党の深い議論があったからだと自負してお

ります。これからもその姿勢は変わりません。 

橋本 共産党の志位さんにお伺いします。最
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近の共産党は、当面は天皇制も認め、それから

自衛隊についても、先ほどのように、しばらく

の間、合憲とすると。 

志位 政府としてですね。私たちが参画した

政府の憲法解釈としては合憲と。しばらくです

ね。 

橋本 そういうぐあいに、まあ、かつての共

産党からみれば随分変わったな、そういう感じ

がするんですよね。どうして変わったんですか。 

志位 これは 2004 年に、私たち党綱領の全

面改訂をやりました。そのときに、いろんない

まの天皇の制度の問題あるいは自衛隊の問題、

かなり踏み込んで解明をやりまして、それぞれ

の位置づけについて、かなり現実に即した対応

ができるような整備をやりました。ですから、

この綱領がもとになっております。綱領で、も

うすでに、先ほど述べた自衛隊の段階的な改革

の問題、あるいは天皇の制度については、これ

は私たちは民主共和制ということを目指すと

いう立場に立つけれども、そのための運動をや

ったり闘いをやったりするのではない、決める

のは国民ですよと。将来、熟したときに国民が

存廃の是非を決めるんだということで、これは

国民の決めることだ、ということも決めており

ます。 

ですから、この綱領改定で、非常に私たちは

原則を守りながら、幅のある対応ができるよう

になったと考えています。 

橋本 言葉を変えていえば、前はあまりよく

なかったな、間違っていたなということですか。 

志位 いやいや、それは時代の発展とともに

私たちも変わるべきところは変わると。 

それから、この間の野党共闘について言えば、

2015 年 9 月に安保法制が強行されて以降、そ

れまでは私たちは単独で国政選挙をずうっと

戦うと戦後やってきましたけれども、やはりこ

れはここで変わらなければいけない、私たちも

変わらなければいけないということで、選挙の

方針も変えて、選挙協力をやりながら戦うとい

う方針にしてきました。やはりこれは協力しな

かったら、政治を変えられませんから。 

坪井 松井さんにお伺いします。大阪と東京

で希望とすみ分けてしまったことによって、日

本維新の会が大阪の政党というか、関西の政党

という枠組みがはめられてしまったというか、

全国への広がりを欠いてしまうのではないか

という批判がありますが、それはいかがですか。 

松井 希望の小池都知事の政策を拝見する

と、われわれが 5 年前から掲げてきたことを非

常によく研究いただいて、参考にしていただい

ているということで、政策が一致しております

から、大阪と東京で無駄な争いは避けて、われ

われの政策を全国に広げようと。そのためには、

東京というところは全国に発信する、そういう

力がありますから、これはわれわれ大阪でも発

信してきましたけれども、まあ、メディアの世

界でもキー局は東京ですから、われわれがやっ

ている、いま実際に実現していることを東京か

らも目指していただいて発信することで、日本

中でそういう地方分権、そして身を切る改革、

そういうものを実現していきたい、こういう思

いで連携をしているということです。 

坪井 維新にとってはプラスだったという

ことですか。 

松井 政党にとってプラス、マイナスよりも、

われわれは、これから地方分権はこの国には必

要だと思っています。少子化、超高齢化、人口

減少社会。やはり地方が、もっと言うなら、市

町村に一番権限が移る、身近なところで物事を

決められるようにしていく。そのためには、や

はり中央、霞が関に対してさまざまなプレッシ

ャーをかけていかないと。分権というのは権限

を奪い取る話ですから、お願いだけでは変わっ

ていきません。それを実際にやるためには、政

治のパワー、これが必要だということで、小池

都知事と、実際の分権改革を全国に広げていき

たい、こういうことです。 

倉重 立憲民主党の枝野さんに聞きます。ぎ

りぎりのところで第三極をつくったというこ

とについはて一定の評価が出ていると思うん

ですが、そこに至るまでが、先ほどもあったけ

れども、丸ごと合流するつもりがなかった流れ

に対して、それを丸ごとと勘違いして、二転三

転したということ、一種の脇の甘さが出てきた

と思うんですね。その脇の甘さを枝野さん、ど
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うやって克服していくのか。 

もう一つ、枝野さんが新しい話を打ち出した

中に、例の沖縄の辺野古の問題がありますね。

辺野古をゼロベースから考えるということを

言い出した。それは新しい新味の話なので、そ

の辺の真意、その 2 点について、短縮してお願

いします。 

枝野 前原代表が小池代表とお話をされて、

どういうお話をされた上で、両議院総会で諮ら

れたのか等について、私は直接承知をしていま

せん。ただ、代表選挙で党一致結束してやって

いこうと、その 1 カ月以内に、代表から、民進

党の理念、政策を希望の党で実現をする、これ

は両議院総会で明確におっしゃられました。み

んなでまとまってやっていこうということを

決めた直後ですから、その代表の言を一定期間

信じて様子をみるというのは、むしろ組織人と

して当然のことだと思っています。 

倉重 結果的に、前原さんにだまされた？ 

枝野 私は、民進党に残った方について、出

ていった立場から何か申しあげるべき立場に

はないというふうに思っています。 

それから、沖縄の問題については、私は、検

証を行う。これまでの経緯、あるいは現状の安

全保障環境についての検証をゼロベースで行

う。若干過剰期待をいただいているかもしれま

せんが、いますぐに、いまの方向性を変えられ

るような材料を持っているわけではありませ

ん。ただ、進め方については、こういう強引な

やり方では、むしろ日米安全保障にも悪い影響

を与える。今後のことについては検証を始める

ということです。 

橋本 吉田さんにお伺いします。この社民党

の位置をみますと、共産党、それから立憲民主

主義に非常に近いんですね。そうなりますと、

今度、新たに立憲民主党ができたことによって、

一体社民党の存在理由は何なのか、一緒になっ

たほうがいいのかなというぐあいに思ったり

するんですね。それについては、これからの展

望はどうですか。 

吉田 立憲民主党ができて、いま沖縄の話も

ありましたけれども、だいぶ社民党の政策に近

づいてきたなという実感はございます。で、い

ま 3 党ですみ分けをして、もう２４０幾つ何と

かすみ分けできる方向になりました。まずはす

み分け、連携強化をして、3 党で結束して、憲

法改正、国民投票発議できないような、3 分の

1 以上、3 党プラスアルファでとりましょう。

そして、そのうえで、どういう連携ができるの

か、しっかり議論していきたいと思います。 

橋本 中野さんにお伺いします。政党に対し

て、あなたの存在理由は何かと聞くのも非常に

失礼な話なんですけれども、あえて聞かなけれ

ばいけないのは、自民党を支援していますよね。

だったら、自民党と一緒になったらどうですか。 

中野 ありがとうございます。 

私たちは日本のこころという政党を結党さ

せて、いまは一人ですけれども、やはり日本の

こころという意地があるじゃないですか。結党

の初心、これを大事にしたい。ですから、最後

まで戦いはしたい、その気持ちで比例区に出馬

をして戦いを進めております。自民党とはあく

までもいま参議院で統一会派ということです。 

実 経済政策について伺いたいと思います。 

まず、安倍首相に伺いたいと思います。遊説

では、雇用が 185 万人増えた、あるいは企業

収益も最高であるというような話をされてい

るんですが、一方では、賃金がなかなか伸びな

い。それから、将来不安もあるので、なかなか

消費ができないのではないかという声も結構

あります。アベノミクスも長くやってきました

けれども、もう機能不全に陥っているのではな

いかという声もありますけれども、どういうふ

うに答えますか。 

安倍 アベノミクスに対してさまざまなご

批判があります。われわれはそういうご批判も

真摯に受け止めたいと思います。ただ、批判す

る方で、かわりにこういう政策を、と言った人

をほとんど私はみていません。 

かつ、賃金について言及されましたが、今世

紀に入って最高水準の賃上げが続いています。

そして、また最低賃金をみてみましょう。この

4 年間で 100 円上がりました。4 年間で 100 円

上がったというのは、これは過去最高と思って
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もいいのだろうと思います。ですから、パート

で働いている皆さんの時給は、これは間違いな

く過去最高であります。 

そして、何よりも大切なことは、高校を卒業

する、大学を卒業する皆さんにとって、仕事が

あるということなんです。かつては、どんなに

頑張ったってなかなか仕事につけなかった。し

かし、いまはまさに選べる時代になってきた。

高校、大学を卒業した皆さん、ことしの 4 月、

過去最高水準になっていますし、4－6 月のＧ

ＤＰは、内需主導、そして消費、設備投資、内

需主導の成長になっています。 

実 次は財政ですけれども、自民党の公約で

は、基礎的な財政収支の黒字化をする目標を堅

持すると書かれているわけですけれども、総理

が新しく示された今度の消費税の増収分、教育

無償化等に充てていくということ、それはポジ

ティブな政策の打ち出しだと思うんですが、実

は一方で、借金を減らしていくというものを、

ある意味、いままでよりは減らしていく分を少

なくしてしまうという意味で言うと、赤字の増

加要因になってしまうという部分もあるんだ

と思います。 

いずれにしましても、2020 年という目標は

なくしたということであるならば、一方で堅持

するということであるならば、いつまでにこれ

は目標を達成するんだというのを示さないと、

国民からみると無責任と思われるのではない

かと思うんですが、その辺、いかがでしょうか。 

安倍 ありがとうございます。 

われわれも財政健全化努力を積み重ねてま

いりました。国債の新規発行は 10 兆円まで削

減しました。なぜそれができたかというと、私

たちの経済政策で 22 兆円、税収が増えたから

であります。同時に、無駄遣いをなくしている。

社会保障費、毎年 1 兆円伸びていくと言われて

いるものを、5,000 億以下に圧縮しています。

小泉政権のときに毎年 2,200 億、私たちの半分

なんですが、これはしかし、5 年間できなかっ

た。3 年間しか、それもできなかったのを、わ

れわれは3年連続5,000億以下に圧縮をしてお

ります。そうした努力は続けていく。 

しかし、今回の消費税の使い道を変えますか

ら、2020 年のＰＢ、プライマリーバランスを

黒字化することはできませんが、われわれはこ

の目標は掲げていく考えであります。 

いつまでにということは、これはしっかりと

数字等を精査しながら、その目標を掲げていき

たいと考えています。 

実 いま示すことはできないと。 

安倍 現段階では十分に材料がそろってお

りませんから、お示しをすることはできません

が、必ずこれは示してまいります。 

実 それから、2019 年 10 月に消費税を上

げると、その税収増加分を使って教育の無償化

等に充てていくというお話だと思うんですが、

一方で、経済が大幅に悪化したときには、増税

はできないだろうという話もされています。増

税をしなかった場合は、今回の選挙で公約され

ている教育無償化はないということでよろし

いんでしょうか。 

安倍 それはそういうことになります。 

実 年末までに 2 兆円という新しい経済政

策を出すということですが、これはその分を使

って増収分を見越してやっているものとは違

うんでしょうか。2 兆円は違う財源ということ

ですか。 

安倍 2 兆円は、大層は消費税引き上げ分の

使い方を変えることによって充てていくとい

うことになります。 

実 実際に増税されない場合は、それはなく

なってしまうと。 

安倍 私たちは、社会保障費、これは安定財

源でなければなりません。ですから、消費税が

一番ふさわしい、こう考えています。 

倉重 安倍さんね、その安倍さんが過去 2

回、消費税増税を先送りして、今回も使途の変

更ですよね。使途の変更というのは、財政健全

化からみると、これも赤字国債を出さなければ

いけない、一種の先送りですね。 

安倍さんは、選挙のたびにそういうことをさ

れるということは、消費税を選挙の道具に使っ

ているような気が私はいたします。過去の自民
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党政権をみると、大平さんも、中曽根さんも、

竹下さんも、現役の国民が負担すべきものを、

自分たちで負担しようという形で、率直に国民

に負担を求めて、そして死屍累々の歴史を負っ

てきた時代を振り返ると、安倍さんのやり方と

いうのは自民党的には邪道だと私は思ってい

るんですけれども、それについて、これは究極

のポピュリズムだと思いませんか。人気取り政

策だと思いません？ 

安倍 そういう批判をされる方がおられる

ことは承知をしております。しかし、すでに安

倍政権で 5％から 8％に引き上げております。

大切なことは何かということを申しあげてお

きたいと思います。大切なことは、しっかりと

経済を成長させていくことであります。この経

済が腰折れしてしまって、世の中に失業者があ

ふれて、若い人たちが就職できない、そして税

収が落ちていけば、当然、財政再建などできな

い。経済を成長させていくことによって、初め

て税収は本格的に増えていきます。ずうっとみ

ていただければ、名目ＧＤＰが伸びているとき

に税収は増えています。それをしっかりとみて

いかなければ間違えます。 

ですから、私たちはしっかりと経済をみなが

ら、消費税を上げるべきときには上げています。

しかし、上げるべきでないときには、正しい判

断をして上げていないのです。でも、税収が落

ちていますか。税収は増えているんです。です

から、ちゃんと使っている。 

ですから、同時に、使い道を変えるときには、

あるいは税で大きな判断をするときには国民

の信を問うているということであります。 

実 希望の党の小池さんに、やはり経済問題

を伺いたいと思います。やはり幼児教育の無償

化等、自民党と同じ政策を掲げると同時に、ベ

ーシックインカムという新しい考え方も打ち

出されています。ただ、一方で消費税は凍結す

るということで、これは財源にならないという

ことで、さっきもちょっと出ましたけれども、

企業の内部留保に課税をされるという話、これ

は法人企業に対する課税強化ということにな

ると思うんですが、一方で、小池さん、先月の

会見で、アメリカのトランプ政権の動きについ

て触れられておりまして、法人税を思い切って

ダイナミックに下げているということで、そう

いうところに追いついていかないといけない

と――追いついていくというか、日本のほうが

そこは進んでいますけれども――。そういう意

味で言うと、法人税を下げようとしているのか、

それとも強化しようとしているのか、何かメッ

セージがみえない。それから、さっきの財源論

ですね、その辺をちょっとお話ししていただけ

ますか。 

小池 いまアメリカの法人税のお話も出ま

した。私はこの国際経済、金融などをみており

ますと、非常にダイナミックにいま進んでいる

ということが一点、そこにどうやって日本経済

がグローバルな競争に追いついていけるのか

どうか。いま東京として、国際金融都市東京を

つくろうとしている中において、さまざま国と

の連携、さっきの特区もそうでありますけれど

も、それを進める中で、どうやって磁力を、東

京、そして日本に持たせていくか、いまその総

合的な設計が必要だと思っております。 

一方で、私どもの希望の党というのは、全く

新しい政党でございまして、そして、これまで

の延長線だけで、この使途をどういうふうに変

えていくかという弥縫策（びほうさく）だけで

は足りないのではないか、ある意味、かなりエ

ッジのきいた提案を今回させていただいてお

ります。 

ベーシックインカムというのは、ご承知のよ

うに、まだまだ実験的な部分もございますけれ

ども、これも将来的に考えるべきではないかと

いうことで、会議体をつくっていきたい。 

内部留保につきましては、せっかくのアベノ

ミクスの果実を、もっと社会に還元するために、

コーポレートガバナンス・コードの進化という

ような形でできるのではないか、このことなど

を提案させていただいているということでご

ざいます。 

実 それから、全体の経済政策、「ユリノミ

クス」というのを練っておられて、それをみま

すと、アベノミクスというのは過度な緊急緩和、

あるいは財政出動に頼っているという話をさ
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れているんですが、一方で金融緩和については

引き続き大規模な緩和を続けるべきだという

こともおっしゃられているので、では、どの辺

に差があるのかな、財政金融政策については、

基本的には安倍政権と変わらないのか、それと

も、そこも含めて違うのか、そこをお話しして

いただけますか。 

小池 大変僣越ながら、「ユリノミクス」な

どいう言葉を掲げているわけでございますが、

マクロ経済というよりは、より消費者に寄り添

ったマーケティングなどをベースにしたもの

と考えいただければと思います。 

例えば、個人消費、日本経済を動かす 6 割を

超える大きな消費の部分もまだまだ冷え込ん

でいる、そしてまた、デフレ経済の中で、まだ

ここからは脱却しているという段階ではない。

そういう中において、どうやって人々の共感を

得、消費者の共感を得、というふうに進めてい

くのかというところの部分こそが私は重要だ

と思っております。 

そのためには、希望の党というのはきょうよ

りもあしたのほうがいい、まさにデフレからの

脱却そのものでございます。それは心理の面か

らもあるし、それから税制などの面もあるし、

そういった総合的な設計ということを私ども

は提唱していく。これまでの延長線ではない部

分で、かなりジャンプしたところもあるかもし

れませんけれども、そのことをお訴えしている

ということであります。 

倉重  安倍さん、先ほどは、成長主導の財政

健全化ということを一言でおっしゃったと思

うんですが、あれだけの異次元の金融政策を 5

年も続けていれば、これぐらいの成長はあり得

るだろうし、しかし、逆に言えば、それでやっ

てもここまでしか成長できないのか、あるいは

ここまでしか雇用はよくならないのか、という

見方もあると思うんです。 

そこで、アベノミクスをこれだけ異常な政策

を続けること――特に異次元緩和ですけれど

も――の副産物もいま出ていると思います。特

に、日銀が一国のＧＤＰに近い額の国債を抱え

込まされている、この事態を、いわゆる出口問

題という話ですが、安倍さんとしては、いつ、

どうやって解消されるおつもりですか。 

安倍  もし、われわれが政権を奪還せずにこ

の金融政策、財政政策、成長戦略を行わなかっ

たら大変なことになったと思います。当時、考

えてみていただきたい。日本の企業は行き過ぎ

た円高でどんどん海外に出ていってしまった。

海外からやってくる企業などほとんどなく、日

本に投資する会社なんかなかったんですよ。法

人税も高くて……。 

倉重 私は副産物を聞いているんです。いま

おっしゃっていることは散々これまでお聞き

したんですね。副産物について、安倍さんは一

切口を開かないので、そこだけちょっと教えて

ください。あるのかどうか、どうやってそれを

克服するのか。 

安倍 ちょうどいま佳境に入るところだっ

たので、これから説明しようとしていたところ

なんですが、ですからやらなけれはいけない政

策だったことはおそらくお認めいただけるの

ではないかと思います。私たちは、行き過ぎた

円高を是正しました。そして、まさに雇用に。

実体経済というのは、雇用が一番大切ですから、

働く人が増えて、税収も増えていく。ここで、

金融政策においては、テーパリング等の出口戦

略に移っていく。まだデフレから脱却していな

い段階で出口戦略に触れることは、マーケット

もみています、時期尚早だと思います。基本的

に、金融政策については、2％という物価安定

目標については、私と黒田さんで政策協定をし

ておりますが、どのような手段を使ってそれを

達成し、そしてその後、出口戦略に向かってい

くかという中身については、これは当然世界的

な常識でありますが、日銀、中央銀行の総裁に

任せているということであります。 

倉重 経済論戦はこれで終わりまして、森友、

加計問題を聞きます。 

安倍さん自身が本来はこの臨時国会で説明

すべき問題だったと思うんですけれども、その

機会を失われたんですね。国会のかわりをする

わけではないですけれども、幾つかの素朴な質

問をさせてもらいます。 
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今回の問題は、森友も加計も、国家の一つの

行政措置に当たって、結果的に最高権力者であ

る総理大臣のお友達を優遇するというケース

として共通点があると思うんですね。その過程

に安倍さんが関与したかしないかはわかりま

せん。安倍さんは関与していないとおっしゃっ

ている、だけど、結果的に、一番偉い方の友達

が優遇されたということに対して、安倍さん、

これまであまり、何も言っていらっしゃらない

ので、その辺、いかがですか。 

安倍 「李下に冠を正さず」でありますから、

籠池さんは私の友人ではありません。詐欺罪で

逮捕され、そして起訴されているわけでありま

すが、私は一回もお目にかかったことはないと

いうことは、まず……。 

倉重 奥様のお友達ですね。 

安倍 その点ははっきりさせていただきた

い、このように思います。 

また、加計氏については、獣医学部について、

そして申請をしてきたのは、15 年間加計学園

のみであった、ということは事実であります。

そして、安倍内閣においても、5 回却下をして

おりますし、これは加戸さんもおっしゃってい

るように、第一次安倍政権においては、文科省

に行ってもけんもほろろだったということで

あります。 

そして、いわばワーキンググループ等の膨大

な議事録は公開をされておりまして、座長の八

田さん等も、一点の曇りないということをおっ

しゃっているし、そして加戸知事も、まさにゆ

がめられていたのはむしろ行政のほうだ、こう

おっしゃっているわけ。 

倉重 安倍さん、私が聞いているのはそこで

はありません。結果的にそうなってきたことに

ついて、あなたは何か責任を感じないんですか。

最高責任者として、総理大臣として。結果的に

あなたのお友達が、加計さんはそうですよね。

行政的に優遇されていたことについて。 

安倍 そこはなぜ優遇なのかということを

お伺いをしたいわけでありますが、いわばずっ

と 15 年間、1 校しかなかったわけでありまし

た。果たして 50 年間獣医学部が全く設立され

なかったことがよかったのかどうか、というこ

とであります。鳥インフルエンザもあります、

狂牛病もある、獣医師の公務員が必要だった、

あるいは産業獣医師を必要だというときに…。 

倉重 安倍さん、その必要性について聞いて

いるのではありません。結果的にお友達が、ほ

かの候補も手を挙げているところで、結果的に

あなたのお友達が獣医学部の新設を認められ

たということについて、しかも、それはあなた

とお友達ですよ、加計さんは、ゴルフも会食も

している、その方が、結果的に行政的な厚遇を

受けたことについて、あなたとしては何の反省

もないんですか。問題も感じないわけですか。 

安倍 何が問題かといえば、私が私の友人で

あることをもって行政に影響力を与えて、そこ

に対して何か優遇措置をしたということであ

れば、そのとおりであります。いま、倉重さん

が指摘されていることも、私と加計さんが友人

であったという事実だけであって、私が影響力

を行使したということについては、何も証明さ

れていないわけでありますから、それについて

全くおっしゃっていない中においては、私とし

ては、確かに「李下に冠を正さず」であります

から、私の友人がいわばこういう中において、

国家戦略特区に指定された中において、ここが

獣医学部を申請できるようになったというこ

とについて疑いを持たれるということについ

ては、これは当然のことであろう。そういうこ

とについては、私自身がもっと慎重であるべき

だったとは思っておりますが、しかし、これは

数々の証言者が述べておりますように、私が何

か行使をしたということは、前川（喜平）さん

も含めて、誰もそれは証言していないというこ

とは、これは明らかになっているということで

あります。 

坪井 質問の仕方を少し変えます。安倍さん

は丁寧に説明してきたとおっしゃっているん

ですが、例えば朝日新聞で、安倍さんの説明が

十分でないというのは 79％、9 月の段階でで

す。先ほど、安倍さんは、国会をずうっとみて

きた方は大体わかってもらえたのではないか

とおっしゃったんですが、実は私は、7 月の国

会の閉会中審査で、安倍さんが、加計学園が今
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治で特区になったというのを知ったのは 1 月

20 日だったと、あの証言で逆にびっくりして、

それまで知らなかったんなんていうことはな

いだろう、というふうにみんなの疑念がふくら

んでいるんですね。イエス、ノーで、ここだけ

は教えていただきたいんですけれども、本当に

1 月 20 日だったということをこれからもおっ

しゃり続けるわけですね。 

安倍 まず、朝日新聞は、先ほど申しあげた

八田さんの報道もしておられない。 

坪井 しています。 

安倍 ほとんどしておられない。していると

いうのはちょっとですよ。ほんのちょっと。ア

リバイづくりにしかしておられない。加戸さん

については、証言された次の日には全くしてお

られない。 

坪井 しています。 

安倍 批判があったから、投書欄等で載せて

おられますが……。 

坪井 いやいや、そこはいいです。 

安倍 いや、これは、しかし、大切なことで

すから、ぜひ皆さん、調べていただきたいと思

います。本当に胸を張ってしていると言うこと

はできますか 

坪井 はい。できます。 

安倍 これはぜひ、国民の皆さん、新聞をよ

くファクトチェックしていただきたいと思い

ます。 

いまの答えについては、イエスであります。 

坪井 わかりました。 

同じ 7 月の閉会中審査で、安倍さんは、加計

さんのことを捉えて、彼は非常にチャレンジン

グな人で、時代のニーズに合わせて新しい学部

や学科をつくりたいという話は聞いたことが

あります、とおっしゃっているものですから、

そのときには学部や学科というのはどういう

話をされたんですか。 

安倍 いろんなことをチャレンジしていき

たいということをおっしゃっていました。彼は

いままでも薬学部等々をずうっとつくってき

ましたが、できるまで、私にその話をしたこと

は一回もありません。だからこそ、40 年来の

友人で……。 

坪井 わかりました。新しい学部や学科とい

ったときに、新しい学部や学科について、具体

的に何も言わないで話をされるんですか。 

安倍 私自身はそれ以上話に興味がそれほ

どありませんでしたから、そうだなと思って、

具体的な説明をしていなかったわけでありま

すが、ぜひ先ほど申しあげましたように、私が

そう言っているだけでは、なかなか信用してい

ただけないわけでありますから、同時に加戸知

事とか八田さんの証言も、朝日新聞にもぜひ、

もう少したくさん載せていただきたいと思い

ます。 

坪井 では、森友に関して一つ聞きます。国

会閉会後、近畿財務局の職員が値段の交渉をし

ていたという具体的なデータが報道されてい

ます。音声のテープも出てきたりしています。

これは今後、国会できっちり調べていくべきだ

というふうに安倍さんはお考えですか。 

安倍 まず、すでに籠池氏は逮捕されて、起

訴されています。そして、適正な価格だったか

どうかということについても、捜査当局が調べ

ているという報道がございます。まずはしっか

りと捜査当局が真相を明らかにするべきだろ

う、このように思います。 

坪井 国会でこれからも聞かれたら。 

安倍 国会において、聞かれたら、当然、私

は総理大臣でありますから、答弁する義務があ

る、丁寧にお答えしたいと考えています。 

橋本 では、次に憲法改正についてお伺いし

たいと思います。これは安倍さんに対して、ま

ず希望の党、いろんな中身の違いはあるんです

けれども、憲法改正について前向きな姿勢を示

しています。そうなりますと、安倍さんに求め

られるのは、一番最初の自衛隊の問題について

も、提案者ですから、これは具体的にどういう

道筋で考えているのかということを示すこと

で、初めて各党、それについてはどうだという

ことになると思うんですね。その辺が、掲げる

んだけれども、反対が多いなというと少し弱め

てみたり、何かどうも軸足がきちんとしていな
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いような感じがするんですけれども、それはい

かがですか。 

安倍 私は、憲法論議について、憲法という

のは最後、決めるのは国民が、国民投票によっ

てお決めになるわけであります。そのためにも、

深い議論が国民の皆様の中でされなければな

らない。そして、その中におきましても、憲法

審査会の議論が建設的に活発化していく必要

があるだろうという考え方から、一石を投じた

ところでありますが、今回も、選挙戦において、

公約の中に 4 つの項目を絞ってお示しをさせ

ていただきました。今後、国民の中で議論がし

っかりと深まっていく、あるいはまた憲法審査

会の中において、各党がその案を持ち寄り、建

設的な議論が進んでいくことをぜひ期待した

いと考えています。 

橋本 小池さんにお伺いしたいんですけれ

ども、小池さんは防衛大臣もおやりになってい

る。自衛隊を明記するかどうかについては、必

ずしも明確ではないですね。国民の理解を得ら

れればと。国民の理解を得られるというのは一

体どういうことなのか、ということも含めてお

答えを願いたいと思います。 

小池 憲法でございますので、国民の理解を

得られるかというのは、これはどの条項におい

ても同じことだと思います。ましてや自衛隊と

いう実力部隊に対しての国民の理解というの

は、例えばＰＫＯの問題で日報がどこかへ行っ

てしまったとか、そういうような信頼を削ぐよ

うな行政ではなくて、むしろそういったことに

ついては積極的に知らしめて、そして、むしろ

隊員の士気も高めていくための国民からの信

頼確保のための情報公開、これは進めるべきだ

と思っています。 

それから、今回、安倍総裁が 3 項を加えると

いう話でございますが、もともと合憲とおっし

ゃってきたのを、急にここに 3 項をプラスする

という点、それから、防衛省という役所があっ

て、防衛省設置法というのがあって、かつ実力

部隊の自衛隊の部分だけ取り出していくと、ど

のように防衛省と自衛隊の関係、これが逆転し

てしまうのではないかというようなことも、こ

れあり、3 項について、このような形でそのま

ま進めるというのは若干疑問があります、いや、

大いに疑問があります。 

坪井 公明党にお伺いしますが、公明党は公

約の中で、自民党の中での憲法 9 条改正につい

て、慎重姿勢を示されているような文章が載っ

ているわけですが、いまの自民党の 9 条改正に

関する動きをどのように評価されていますか。 

山口 安倍総裁が 5 月 3 日に、従来の自民

党の持っていた草案とは違う考え方を提起さ

れたわけです。この 2 つの考え方、自民党の中

でまだ集約されていません。自衛隊については、

国民の大多数がこれを容認しております。しか

し、各メディアのアンケート調査、世論調査等

をやりますと、賛成という人はあまり多くなく

て、反対が多かったり、あるいはよくわからな

いというものも含めると、やはり半分以上がま

だ自衛隊を憲法に書くことについては理解を

示していないわけです。 

ですから、自民党の中のまだ分かれている議

論、これはわれわれとしては見守っていく。そ

して、その議論に干渉するような主張を公明党

からは言わないでおく、ということで当面いき

たいと思います。 

大事なことは、やはり国会の憲法審査会、こ

れは衆議院だけではなくて、参議院も議論を深

めて、そして国民の理解が伴っていく、そうい

う成熟した国民の理解のもとで、発議や国民投

票を迎えるべきだと思っています。いまはそこ

までは至っていないというのが現状認識です。 

倉重 志位さんと吉田さんにお聞きします。

いまの皆さんのご意見を聞きますと、ある意味

では、憲法を改正すべきだという勢力がだんだ

ん広がっていく可能性がいま出てきています

ね。この選挙結果で、立憲民主党は別かもしれ

ませんね。その場合、護憲政党ということで打

っているお二方の政党は、ますます少数派して

いく中で、どうやって護憲の灯火を世の中に伝

えていくか、それについてお考えを聞かせてく

ださい。まず志位さんから。 

志位 私は、今度の選挙、共産党、立憲民主

党、社民党でできる限りの連携、協力をしてや

っていきたいと思うんですが、その市民連合の
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皆さんとも合意した政策合意の中に、安倍政権

のもとでの 9 条改憲には反対するというしっ

かりとした合意がございます。ですから、この

共闘の力でいまの流れを食いとめ、そして押し

返していきたい。 

それで、枝野さんとは憲法に対する考え方、

違いもあります。しかし、いまやられようとし

ているやり方は反対だと。少なくともいま書き

込まれようとしている自衛隊は、安保法制が実

行できる自衛隊になっている。すなわち、憲法

違反の集団的自衛権が実行できる自衛隊を書

き込むことになれば、これは違憲の法律を合憲

化することになる、だから反対だという論理は

共通しているんですね、枝野さんと僕も。 

ですから、まずは共闘の力で多数派をつくり、

国民的な多数派をつくっていく努力をしてい

きたいと考えております。 

倉重 吉田さん、いかがですか。 

吉田 憲法に自衛隊を書き込むということ

は、もちろん長年にわたって自民党政権のもと

でも憲法 9 条で自衛隊を合憲であるという解

釈をとってきましたから、それとの整合性も問

題になりますし、2 項を空文化させるというこ

ともありますし、矛盾する点もあろうかと思い

ます。 

国民の皆さんは、自衛隊の存在を多くの方が

認めていると思います。災害救援でありますと

か、そういうことに対して貢献されている。し

かし、自衛隊を表現として書き込むことは、そ

れだけにとどまらないんだと。 

特に、一昨年、戦争法、安保関連法が強行さ

れて、集団的自衛権行使も可能になった、武力

行使との一体化につながる後方支援も可能に

なった、まさにアメリカ軍と一緒になって一体

的に行動できるようになってしまった。アメリ

カは国益のためには戦争をする国ですから、ま

さにアメリカの戦争に巻き込まれる危険性も

あるんだ、そういうことになるんですよ、とい

うことを、やっぱり私たちは丁寧に国民の皆さ

んに理解をしていただく努力をしていかなけ

ればならない。素朴に自衛隊を書き込むことが、

決してそれだけでは済まない、ということをし

っかり訴えて、反対の世論を広げていきたいと

思っています。 

坪井 では、松井さんにお伺いします。維新

は、教育無償化を憲法改正の三大項目の一つに

掲げていますが、先ほど来、松井さんもおっし

ゃったように、大阪では私立高校が実質無償化

等、財源があれば、憲法を改正しなくてもでき

るんじゃないかという意見が多くありますが、

これについてはいかがですか。 

松井 いま公立の小中学校は無償化です。こ

れは憲法に書かれているから、それに従って法

律がつくられ、財源がそこに充てられるわけで

す。だから、憲法に書かないと。例えば民主党

時代に「子ども手当」という話がありました。

これは法律でやりました。財源も用意をして。

でも、民主党政権が終われば、「子ども手当」

はなくなっております。 

教育というのは機会平等、豊かな家に生まれ

ようが、少し苦しい家に生まれようが、子ども

たちは自分の好きな教育を受けられる。いわば

家庭の格差が教育格差にならない、そういうシ

ステムをつくろう。このシステムをつくるため

には、憲法に明記するというのがわれわれの考

え方です。 

それから、さっきからあれなんですけれども、

僕は安倍政権の間に憲法の改正議論をしない

というのは、これはあまりにも幼稚だと思うん

ですけれども。では、誰のときだったら憲法改

正の議論をするんでしょうか。あまりにも幼稚

過ぎて、いまの国際情勢の中では、誰が総理で

あろうと憲法改正議論をやるべきだと思いま

すよ。 

橋本 それでは、枝野さんにお伺いします。

どうも私の記憶では、枝野さんは、たしか自衛

隊の保持についてお認めになるんですよね。 

枝野 そうです。自衛隊は合憲です、われわ

れは。 

橋本 そうすると、これについての、自衛隊

を明記させることについては、これも安倍政権

だからだめだと。 

枝野 違います。先ほど志位さんもおっしゃ

ったとおり、いまの安保法制は違憲である、こ
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れは私どもも同じ考え方であり、違憲の安保法

制を追認するような憲法改正には賛成できな

い。それは、違憲の部分というのは、専守防衛

を超えている集団的自衛権の一部行使容認を

認めるようなことは、われわれは考えていない

し、私自身も過去、文藝春秋に私案を出しまし

たが、あれは集団的自衛権の一部行使を認めて

いません。しっかりと個別的自衛権の範囲、ぎ

りぎりのところはどこまでか、ということを憲

法典に明記するというのは一つの考え方とし

て私はあり得ると思いますが、そこを超えて、

専守防衛を超えるような集団的自衛権行使容

認は反対ですので、いま自衛隊を書き込めば、

それには賛成できない、当然のことです。 

橋本 中野さんにお伺いします。中野さんの

ところの憲法改正論は、相当、自民党よりも過

激というか、そういう感じですよね。今度、こ

ういう形でくっきり分かれる形になるんです

けれども、どういうぐあいにお思いですか、こ

の状況を。 

中野 私たちは、やはり国連憲章 51 条で自

衛権は認められる、個別的であれ集団的であれ、

これ基本にしなければならないと思っていま

す。小中高校生が第 9 条について教えられてい

る現実を考えてください。また、憲法学者、政

党がこういう形で両用の解釈ができるという

ところに問題があるので、失礼な話ですが、子

どもたちにわかりやすい条文にして、はっきり

自衛隊を明記して、日本の安全、防衛、しっか

り守っていきましょう、ということにほかなり

ません。 

橋本 次に、北朝鮮問題ですけれども、これ

は今度の解散の大きな理由として、「国難突破」

なんだというぐあいにおっしゃられています。

しかし、国難というからには、それは国会で、

なぜ国難なのか、ということの理解を求める努

力というのはしなければおかしいのではない

か、というのが一つありますね。どうも国難と

あおっているのではないか、という批判もない

わけでない。 

という中で、さあ一体北朝鮮に対してさらに

圧力をかけよう。しかし、その圧力の先に何が

あるのか。圧力をかけなければ、もう核を認め

ることになるからという理由なんでしょうけ

れども、その先をどう考えておられますか。安

倍さん。 

安倍 まず、北朝鮮というのは、核は保有し

ている。核保有国が、日本という非核保有国を

脅かしたのは初めてであります。核を使って日

本列島を消滅させるという趣旨のことを発言

したのは初めてのことであります。それは今後

も起こり得る。そして、いよいよＩＣＢＭで米

国の首都を核で狙えるという状況になれば、か

つてヨーロッパでデカップリング論というの

がありました。ＮＡＴＯに対して、いわばソビ

エトが米国を破壊できれば、ＮＡＴＯに対して

攻撃があった後、自分たちの国を犠牲にして報

復しないのではないかという議論、同盟にくさ

びを入れる、いわばそこまで――日米同盟は強

固なものですよ、平和安全法制もあって、しか

し、この状況まで彼らが来てしまったわけです

から、これは絶対に認めるわけではない。 

もうすでに公開されている情報の中におい

て、十分に私は国難だと思います。これ以上北

朝鮮に挑発をさせない。いま、ここで政策を変

えさせなければ日本も世界も大変なことにな

っていく、こう思っています。 

橋本 アメリカはさまざまな選択肢を考え

ていると。それは、一体アメリカはどうしよう

としているのかということもかなり入ってい

るんですか、そこを明らかにするというのは大

変かもしれないけれども、そうしないと、なか

なか理解が得られないというところはあると

思うんですね。 

安倍 日米同盟の能力も含めた防衛力その

ものに尽きますから、相当のやりとりをして、

緊密なやりとりをしております。ダンフォード

統参議長も来られた。あるいは太平洋の司令官

も来られた。あるいは陸軍の参謀総長も来られ

た。相当長い間私も話をし、防衛大臣も話をし、

こちらの政府のトップとも長い話をし、相当の

打ち合わせをし、緊密に対応を詰めています。

日本の立場もしっかりと説明をしています。そ

の意味においては、完全に日本とアメリカは

100 パーセント共にあると言ってもいいのだ

ろう、こう思うわけであります。 
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その中で、北朝鮮は残念ながら、いままでこ

ちら側が善意を持って話し合いをしても、これ

はうまくいかなかった。安倍政権においても、

北朝鮮と話し合いをしたこともあります。スト

ックホルム合意をしています。しかし、残念な

がら、それも裏切られています。あのときも制

裁を一部解除していますが。ですから、だから

こそ、アメリカの力を中心に国際社会が連携し

て、北朝鮮に圧力をかけて、彼らから政策を変

えるから話し合いをしましょうという状況を

いまこそつくりあげなければならないと考え

ています。 

倉重 その圧力路線の行き先がみえないこ

とに、国民はえらく不安を感じていると思うん

ですね。それから、圧力路線の有効性について

も、ささやかな疑問があるんですね。ちょっと

挙げますと、例えば拉致問題ですね。拉致問題、

安倍政権、5 年間、制裁と圧力でやってきたけ

れども、小泉政権が 1 年かけてじっくり外交的

な解決を図って、5 人の拉致被害者と家族の奪

還を成功させましたけれども、安倍政権下では

多分実績が上がっていない。そういうことを考

えましても、圧力は大事だと思うけれども、圧

力をかけながら、水面下で外交的な努力をする

必要があると思うんですね、そういったことを

果たしてなされているのかどうか、全くそれが

みえないんですが、それはいかがですか。 

安倍 水面下というのは水面下ですから、い

まここで水面下の努力をしているということ

は、全く申しあげることはできません。やって

いるにしろ、やっていないにしろです。 

そして、事実認識の問題なんですが、小泉政

権のときには、あの年、ブッシュ大統領が一般

教書演説をし、「悪の枢軸」ということで北朝

鮮を名指ししました。名指しをしたんですよ。

私は当時、官房副長官でした。私たちは、私た

ちから何か援助するということは一切しなか

った。それまでやっていたことはしなかったん

です。 

この米国のこの圧力、ある意味では軍事的圧

力に北朝鮮は相当狼狽します。そして、日本に、

いわば米国との話し合いを含めて話を持って

きたんです。実は、その年の早い段階から。そ

れはいろんな資料で分析をしていますから。つ

まり、これは圧力の成果であると言えるのだろ

うと思いますし、2003 年に中国が北朝鮮に石

油の供給をとめたことによって、六者協議の場

に戻ってきたという事実もありますから、圧力

が意味がないということは、全くないというこ

とは申しあげておきたいと思います。 

坪井 原発で 1 問、小池さんに質問させてく

ださい。小池さんは、原発ゼロを目指すとおっ

しゃった。ということは、核燃サイクルもやめ

るんだと、ここで明言していただければ、本気

なんだなと思う人がたくさんいると思うんで

す。もともと小池さんは原発をそんなに否定さ

れていなかったとみんな受けとめていますの

で、核燃サイクルをやめると、ここでおっしゃ

れますか。 

小池 はい、私はこれまで気候変動の観点か

ら、安全性が確保されるのであるならば、とい

う前提をつけたうえで、この原発ということに

ついては容認をしてまいりました。 

そして、一方で 3.11 の福島第一原発の事故

の後の対応をみておりますと、これは大変なこ

とだということは、改めて感じたところでござ

います。今後、どのようにして原子力の技術を

日本に残していくのかということも重要なこ

とでございまして、研究の部分と、それからい

まお話しのあった今後の核燃料サイクルの存

続否かという点、これは総合的に考えていくべ

きだ、このように考えております。 

むしろ、今後は、廃炉ビジネスということが

日本の原子力に関しての大きな役割となって、

世界中の原発もかなり老朽化していくわけで

ございますので、そういったところで原子力技

術ということを生かしていく、全部なくしてし

まうということとは、その技術者を育てないと

いうことにもなりますので、よって総合的に考

えたいと思っております。 

橋本 最後に、連立の枠組みについてお伺い

をしたいと思います。ほかの党首の方にはまこ

とに申しわけないんですけれども、やっぱり安

倍さんにそれは聞かなければいけない。自公で

過半数ということを言われておりますけれど
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も、それは過半数ぎりぎりのような状況、もち

ろん過半数を割れば、これはやめざるを得ませ

んね。過半数ぎりぎりの場合だって、これは大

変ですね。そうすると、当然ながら連立、大連

立を考えなければいけない。そうすると、いま

からその備えはしておく必要がありますね。ど

ういうぐあいに、希望の党、維新というぐあい

になるんでしょうけれども、そこはどういうぐ

あいに考えているんですか。 

安倍 いままさに起こっていることは、当選

するために新しい党をつくったり、合従連衡、

いまわれわれは選挙に当たって愚直に、まさに

誠実に政策を訴えていく、この連立政権におい

て政策を訴えて、そしてこの政策を実現するた

めには過半数をいただきたいということを申

しあげております。 

ですから、私たちはわき目を振らずに愚直に

真っ直ぐに政策を訴え続けていきたいと考え

ております。 

倉重 自公で過半数というと、自民党議席だ

けとっても 80 議席ぐらい減らないと、過半数

割れはしませんわね。しかし、一種相場観とい

いますか、永田町などを歩いていますと、50

議席減が一つのめどで安倍退陣、というような

声を聞きます。 

それはなぜかといいますと、今回の解散は、

やはり「安倍さんの安倍さんのための安倍さん

による解散」だ、安倍さんの森友隠しが一つの

大きな背景になっているということを自民党

の中でも考えている方が結構いらっしゃると

思います。 

もし安倍さんが 50 議席減になったときに、

なお政権に居座るおつもりでしょうか。そこを

はっきりしてください。 

安倍 この選挙は政権選択の選挙でありま

す。過半数を取った勢力が政権をとる、つまり

私たちは過半数を維持すれは政権を継続して

まいります。そして、私がいわば自民党の総裁

として、過半数を取れば、当然首班指名を受け

る候補として出ています。世界中そうですが、

その選挙の結果を受けて過半数を取ったほう

がいわば選挙に勝利をした、過半数を取れなか

った勢力は、これはよく頑張ったと言われても、

政権をとれなければ敗北であります。 

私は、前回、前々回、これはもう国民の皆様

に本当に大きなお力をいただき、幸いにも大勝

利を果たしました。しかし、自民党、いままで

240 前後の議席しかなかなか取れてこなかっ

た。そして、今回は 10 議席定員を減らした中

における選挙であります。当然、いつも私が申

しあげているように、2014 年もそうでしたし、

小泉政権のあの郵政選挙でも、自公で過半数、

これを掲げて選挙を闘っています。 

橋本 最後に小池さんにお伺いします。もう

いろんな報道があるんですけれども、一番最初

にお聞きした、総理大臣候補を出していない、

これは 10 日の公示前には出すということ、そ

れともそれでも出さないということなのか、そ

れともう一つ、自民党の石破さんの名前を挙が

っていますけれども、そういうことはあり得ま

せんか。そこのところをちょっとはっきりして

ほしいと思う。 

小池 後半のご質問については、これはいま

石破さんは自民党の方でございますので、その

選択肢ということについては……。 

橋本 大連立になった場合ですね。 

小池 大連立する……。私どもはいま、安倍

一強の政治において、緊張感をもっともたらす、

そして、お友達政治、しがらみ政治、これを正

していくという意味での選択肢を提供させて

いただいて闘うわけでございます。そういう中

において、今後どうなるのかというのは、これ

は、しっかりと戦い抜くというのがまずあって、

そして、その結果としての判断ということにな

ろうかと思います。 

ただ、基本的には安倍一強政治、これを変え

ていくというのが私どもの大きな旗印である

ということは強調しておきたいと思います。 

坪井 その小池さんに確認ですけれども、安

倍一強を倒すというのであれば、立憲民主党の

ところに対立候補を立てないという戦術もあ

ったと思うんですね。それをなさらない理由は

何ですか。 

小池 それは有権者の皆様方に選択肢をお
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示しするということでございます。いま考えて

みますと、ゴルフ場で言うならば、右と左があ

って、ちょうど真ん中が抜けているということ

でございますので、私はそう考えておりますの

で、そのフェアウエーど真ん中として有権者に

私ども選択肢を立たせていただきたいと考え

ております。 

坪井 野党の票が割れるというのは、結果と

して自民党を利するだろうというお考えはあ

ったうえで、そうですか。 

小池 いろいろと足し算、引き算あるかと思

いますけれども、いまの有権者の皆様方のご判

断というのは、ただ単に足し算、引き算ではな

い、このように信じております。さもなければ、

私の都知事選での勝利はございませんでした。 

橋本 それでは、ほかの党首の方には非常に

申しわけないことでしたけれども、ここでおし

まいにしたいと思います。ありがとうございま

した。 

総合司会（川戸） どうもありがとうござい

ました。 

まだまだ十分に取り上げられなかった問題、

たくさんあると思いますけれども、時間になっ

てしまいました。これで本日の討論会を終わり

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

をどうもありがとうございました。 

会場の皆様方には、党首の皆様方が退席なさ

るまで席を立たないようにお願いいたします。 

どうもありがとうございました。 

（文責・編集部） 
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