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司会 ただいまから日本記者クラブ主催の７

党党首討論会を始めます。 

私は進行を務めます企画委員、川戸恵子で

ございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、７党の党首の皆さま方をご紹介

いたします。左から国民新党の綿貫民輔代表、

公明党の太田昭宏代表、自民党の安倍晋三総

裁、民主党の小沢一郎代表、日本共産党の志

位和夫委員長、社民党の福島瑞穂党首、そし

て新党日本の田中康夫代表でございます。 

きょうの討論会は、第一部と第二部の二部

構成で行います。第一部は、党首の皆さん方

による主張と討論です。そして第二部では、

会員の皆様方から寄せられました質問を参考

にいたしまして、４人の代表が党首を指名い

たしまして代表質問をいたします。 

それでは、影山日出夫企画委員の司会で第

一部を始めます。影山さん、よろしくお願い

いたします。 

第 一 部 

影山 では、第一部を始めます。第一部では、

まず今回の参議院選挙で有権者に一番訴えた

いことを各党首お一人２分間ずつ発言をして

いただきます。発言の順は、自民、民主、公

明、共産、社民、国民新党、新党日本の順で

お願いしたいと思います。なお、前にありま

す白いランプが１０秒前から点滅をいたしま

して、２分になるとついたままになりますの

で、それを目安にして時間厳守でお願いをし

たいと思います。 

では早速、まず自民党の安倍さんからお願

いいたします。 

安倍 私は約９カ月前、総理に就任し、新し

い国づくり、美しい国に向けて国づくりを進

めていく。こう宣言をいたしました。そして

昨年の臨時国会で教育基本法を改正をし、教

育再生に取り組んでいます。地方分権改革推

進法を成立をさせ、さらなる地方分権に向け

て歩みを進めています。防衛庁を省に昇格を

させ、安全保障の礎をつくりました。この国

会におきましては、国民投票法案を成立をさ

せ、憲法改正に向けて大きな基礎をつくった。

こう自負をしています。 

そして、いま起こっている年金の記録問題

は、社会保険庁、まさにいままで積み上げら

れてきた公務員制度の中の「親方日の丸」的

なあしき労働慣行、そうした象徴でもありま

す。こうしたものを打破をしていく。社会保

険庁を解体をし、そしてまた公務員制度を改

革をしていく。まさにそれが私の、戦後レジ

ームからの脱却であります。 

また、私は経済を成長させていく改革を進

めていく、と。こうお約束をいたしました。

私が総理に就任して６０万人の雇用をつくり

ました。再チャレンジ支援策で２３７の施策

を進め、１，７２０億円予算をつけ、３５万

人のフリーターの方々が定職につかれました。

経済は力強く成長しています。 

責任政党とは何か。政権を担うこととは何か。

それは、できることしかいわない、約束した

ことは必ず実行していくということでありま

す。私がお約束をしたことは必ず実行してま

いります。 

影山 続いて民主党、小沢さん、お願いします。 

小沢 民主党の小沢一郎です。私たちは、国

民が安心して暮らせるようにすること、それ

が政治の使命だと考えております。日本にま

ともな政治を取り戻す、そのために私は国民

の皆さまと３つのことをお約束いたします。

これは国民の生活を立て直す３つのセーフテ

ィーネットを確立することであります。 

第一は年金です。今回の選挙は、まさに年

金信任選挙だと思います。民主党が国民の声

に耳を傾けて取り上げてきた「消えた年金問

題」は、国の責任で全額支払うこととし、「年

金通帳」で記録を確認できるようにいたしま

す。民主党は、老後の安心のために年金制度

を抜本的に改革するつもりであります。自称

「１００年安心」の与党か、「抜本改革」の民

主党か、選択肢は明確だと思います。 

第二は子育ての支援です。子供たちの未来

のために、１人月額２万６，０００円の子ど

も手当を中学校卒業まで支給いたします。 

第三は農業であります。農家が安心して農

業に取り組める戸別所得補償制度を創設し、

地域社会を再生し、国内で安全な農産物を供

給し食料自給率を高めます。 

与党は、これまで国民の皆さまがまじめに納

めてきた税金や保険料を無駄に使ってまいり
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ました。我々は、国と地方のかかわり方の根本

的な見直しをすると同時に、天下りや談合の根

絶、特殊法人、独立行政法人、特別会計の廃止

により財源を確保いたします。この国を立て直

すチャンスは今回の参議院選挙しかありませ

ん。どうぞよろしくお願いいたします。 

影山 では、公明党、太田さん、お願いします。 

太田 公明党代表の太田昭宏です。今回の参

議院選挙、私たちは、「未来に責任を持つ政治」

を掲げました。連立政権に入りまして８年が

経過し、そして景気、経済はここまでやっと

来ました。これからです。人口減少社会に突

入をし、そして少子高齢化や環境問題など課

題は山積をしています。次の世代によりよい

日本をと考えまして、すべての課題に責任を

持って挑戦をしていきたいと思います。その

決意が「未来に責任を持つ政治」ということ

でございます。 

第一に「命のマニフェスト」というのを掲

げました。そして、まずドクターヘリの全県

配備、そして小児科や産科がいないというよ

うなことを含めての医師不足対策、そして癌

対策。三本柱を「命のマニフェスト」として

しっかり訴えていきたいと思っております。

私は、いま一度１人の命が大事だということ

を政治に吹き込みたい、このように思ってい

ます。 

次に暮らしの安心と安全です。何といいま

しても暮らしの安心の中核は年金問題だと思

います。年金記録問題は、漏れなく必ず全額

受け取られるようにしていきたいと思ってお

ります。また、「ねんきん定期便」を少しでも

早く、「特別便」という形になりましたけれど

も、これを１億人の方々にお知らせするとい

うことに力を注ぎます。災害対策や、あるい

は町や子供の安全についても全力を注ぎます。

私たち公明党は、子供たちの未来、働く人の

未来、そして確かなる社会保障の未来のため

に働きます。実現力の党・公明党、マニフェ

スト達成率ナンバーワンの党が私たち公明党

であります。「未来に責任」公明党、実現力の

公明党によろしくお願いをしたいと思います。

頑張ります。ありがとうございます。 

影山 続いて共産党、志位さん、お願いします。 

志位 今度の選挙で私たちは、「ストップ貧困、

憲法９条を守れ」ということを訴え抜いて戦

います。 

消えた年金問題については、１億人の国民

すべてに年金納付記録を通知するということ

などを初め、建設的な提案をしてまいりまし

た。国の責任で１人の被害者も残さず解決す

るまで、私どもも力を尽くしたいと思います。 

ストップ貧困という点では、いま、ネット

カフェ難民、医療難民、介護難民など、経済

大国といわれるこの日本で、貧困が深刻にな

っているのは大問題です。この事態を打開す

るために私たちは住民税の増税、消費税の増

税を中止させること。医療、介護、子育て、

障害者福祉などで国民の負担を軽減する「緊

急福祉１兆円プラン」を実行すること。 低

賃金を全国どこでも時給１，０００円以上に

引き上げ、人間らしく働けるルールをつくる

ことなど、具体的な提案をしております。 

憲法問題もこの選挙の重要な争点です。自

民党のマニフェストでは、３年後の国会では

改憲案の発議をすると述べており、これにス

トップをかけることは大変重要です。憲法９

条を投げ捨てて、海外で戦争をする国につく

りかえる。これは絶対に許してはなりません。

党をつくって８５年、反戦平和を貫いた日本

共産党が伸びることが憲法９条を守り抜く一

番確かな力になることを訴えたい。日本共産

党が伸びれば、政治を必ず変える力になりま

す。１議席ふえますと、党首討論で発言権が

生まれます。２議席ふえますと、議案提案権

で国民の皆さんの要望を法案で出せます。ど

うか日本共産党へのご支持をよろしくお願い

いたします。 

影山 続いて社民党、福島さん。 

福島 社民党の福島瑞穂です。今回の選挙は、

国民の皆さんと一緒に安倍政権に不信任を突

きつける選挙です。国民の暮らしと命を軽ん

じて、平和と民主主義を壊し、憲法９条を変

えることに熱心です。今回は社民党へ、命と

憲法９条を守る選挙です。 

年金記録の問題は、まじめに年金の保険料

を払ってきた国民に対する裏切りです。国の

責任で完全な年金記録をつくらせ、人々の年

金受給に対する専門家チーム「年金レスキュ

ー隊」をつくります。 

パート、派遣などの非正規雇用は年々ふえ
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続け、１，７００万もふえ、５人に１人が年

収２００万円以下です。サラリーマンの給与

は８年連続下がり続けています。にもかかわ

らず、政府は毎年２，２００億円ずつ社会保

障費をカットし、定率減税を廃止し、１．７

兆円住民税の大増税を行い、選挙後には消費

税の値上げを行おうとしています。社民党は

雇用の問題に熱心に取り組んできました。非

正規の人たちの均等待遇を実現します。 低

賃金を１，０００円以上に引き上げ、年収２

００万円以下の人をなくします。製造業につ

いては、派遣を禁止します。また、税制改革

を行い、社会保障費や教育費の教育予算の引

き上げを行います。雇用と福祉を守り、命に

格差が生じないようにします。 

ところで、国民投票法が成立し、安倍政権

は３年後の２０１０年に憲法改正の発議をす

ることを公約のトップに掲げました。世界の

戦場で米軍と一緒に戦争ができる国にしては

なりません。変えるべきは憲法９条ではなく、

国民を見下す政治です。憲法９条と年金が危

ない。今回は社民党へ。憲法改悪を社民党は

阻止していきます。どうかよろしくお願いい

たします。 

影山 国民新党、綿貫さん、お願いします。 

綿貫 国民新党の綿貫です。討論会をごらん

の皆さん、いまの日本の政治をどのようにご

らんでしょうか。また、毎日の社会や生活を

どのようにお考えでしょうか。私ども国民新

党は、一昨年のあの乱暴な「郵政政局」を中

心にして、今日、３つの間違った方向に日本

の政治が進んでいると認識をしております。 

第一は、バランスを失した政治。つまり、こ

れまで私どもは、競争と共生ということが日

本のいい方向だったと思いますけれども、現

在、まさに競争至上主義ということで、ひた

走りに走っております。その結果、いま格差

問題、あるいは弱肉強食、地方の衰退、そし

てまたモラルの廃退といろんな問題が起こっ

ております。 

第二番目は、ブレーキのない政局であります。

かつては、間違った政治や政策があった場合

には「ノー」ということがいえた時代であり

ましたが、現在は、まさに国権の 高機関で

ある国会さえも、何か内閣の従属機関のよう

に押しつぶされて、「ノー」という声などは全

く出ておりません。ブレーキのない政治にな

っていると思います。 

第三番目は、ファッション政治、あるいはポ

ーズ政治ともいっていいわけでありますが、

次々に中身も、また魂も十分に入っていない

ような法律がどんどん強行採決されて、でき

あがっております。これは、まさにポーズだ

けがあって魂なし。仏つくって魂なしという

ことに等しいと思います。私どもは、このよ

うな政治の流れを変えなければ、いま大変な

ことになると考えております。国民新党は、

この流れを変えるために全力を挙げて、この

政治、政局に向かっていきたいと思っており

ます。 

私どもの信条は、「ぶれない、こびない、おご

らない」。この３つの方向で国民新党は皆さん

のために頑張りたいと思います。どうぞよろ

しくお願い申しあげます。 

影山 後に新党日本、田中さん、お願いし

ます。 

田中 こんにちは。新党日本代表、田中康夫

です。私たち新党日本は、今回の選挙では「脱

しがらみ、脱なれ合い」ということを訴えま

す。一人一人の皆さんが確かな１票として投

票所に向かわれるということが、日本を新し

い日本へと変えていくことになると思ってい

ます。 

建築、建物に限らず、食品も介護も年金も

偽装だらけです。そして外交も財政も、ある

いは人事も無責任な状態が続いています。身

内の仲間内のものではなく、まさにチームワ

ークは切磋琢磨するものでなくてはなりませ

ん。 

私たちは２つ大きく掲げています。まず、

これまで預けた金額と、そして将来もらえる

金額が一目でわかる「年金通帳」の導入。先

ほど民主党の小沢一郎さんからもお認めをい

ただいた内容を、私たちは２年前から主張し

てきました。そして、景気と消費を失速させ

ないためにも、増税なき財政再建を行う、と

いうことを掲げています。「年金通帳」では、

いままで預けた金額のみならず、毎年、国費

負担を含めて１．７倍をした金額をきちんと

記すことによって、将来の受給予想額ではな

く、皆さんがその年預けた金額がいつからど
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のようにもらえるのかということを示します。

このことは、結果として１５０兆円といわれ

る年金の掛金が、財投も含めて一体含み益に

なっているのか、含み損になっているのか、

このことを政府が明らかにせねばならない触

媒となっていくということです。 

今回、日本年金機構へと看板をつけかえて

も――私が知事時代に全国知事会の特別委員

長として調べたときには、独立行政法人の給

与の平均は、国家公務員の給与の平均の１

０％増しであります。こうした形を変えると

いうことです。平成元年の段階でＧＤＰの

９％であった役所の経費は、わずか１７年で

倍の１８％になっています。増加分の半分、

４．５％を削減をするだけでも２３兆円とい

う財源を生み出すことができます。しがらみ

のない新党日本は、こうした改革を日本が行

う触媒となっていく政党です。 

影山 どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして党首同士の討論に移

っていただきます。やり方を説明いたします

と、それぞれの党首に６分ずつ持ち時間をお

渡しいたしますので、その持ち時間の範囲内

で相手を指名して討論を挑んでいただきたい

ということです。テーマは自由ですし、その

持ち時間の範囲内で複数の党首を指名してい

ただいても結構です。ほかの党の党首の考え

方をただしたり批判したりして議論を深めて

いくようにお願いいたします。 

なお、指名されたほうの党首がお答えにな

る時間も相手の持ち時間の中に含まれますの

で、質問するほうもお答えになるほうも簡潔

に議論をしていただいて、時間が有効に使え

るようにお願いいたします。 

この順番につきましては、１つずらしまし

て民主、公明、共産、社民、国民新党、新党

日本、 後に自民党でお願いいたします。ラ

ンプは、同じように持ち時間がなくなる１０

秒前から点滅して、６分を過ぎますとついた

ままになりますので、話をまとめていただき

たいと思います。では、民主党の小沢さんか

らお願いいたします。 

小沢 私から安倍総理に質問をいたします。

第一は、やはり年金です。まず消えた年金問

題への対策は、現場から報告を聞きますと、

総理の言葉とは裏腹に、まだまだ本当に国民

の立場に立って対策を進めているとは考えら

れない。根本的に考え方を改めて取り組んで

もらいたいと強く申しあげます。 

総理にお聞きします。昨年から民主党はこ

の問題を取り上げるたびに、総理は強行採決

のその日まで「不安をあおる」と答えまして、

この問題に正面から向き合おうとする姿勢を

示されていませんでした。すでにご存じだっ

たそうですが、なぜこのような対応になって

しまったのでしょうか？ 

また、全加入者への通知を速やかに行うべ

きだと私ども民主党はかねがね提言してまい

りましたが、今日になっても「来年に入って

行う」としかいわれません。国民は、いま不

安を抱えているわけであります。記録を直し

てからではなく、いま直ちにこれを送るべき

だと思います。なぜいまの記録を送ろうとし

ないのか？国民の不安にこたえていただきた

いと思います。 

さらには、制度の問題にも取り組むべきだ

と思います。民主党は、公的年金を税と保険

料による 低保障と所得比例を合わせた一つ

の新制度を提案しております。また、消費税

全額を年金に投入して年金財政を将来に向け

て安定させたいと思います。国民にとっては、

将来幾ら年金が受け取れるかが問題でありま

す。民主党のプランについて、外部シンクタ

ンクの協力を得て民主党が試算いたしました。

それによると、モデル世帯の年金は２３．１

万円となり、現行制度の２３万円とほぼ同じ

水準であります。 

財源は、申しあげましたように、いまの仕

組みを全面的に変えることで確保するつもり

であります。私は、これまでの制度、仕組み

についてはよく知っておると自負しておりま

す。だからこそ本当に無駄を省けるとお約束

ができると思います。 

さて、私たちは、いまの年金制度を改革す

べきだと申しあげております。大きな問題で

すが、少子高齢化が進むからこそ必ずやり遂

げなくてはならないと思います。総理は、い

までも現行の制度を１００年安心だと国民が

信じているとお考えでしょうか？政府の試算

は、例えば非現実的な高い賃金上昇率を前提

に考えられております。どの統計をみても過

去５年間で賃金上昇率はゼロ、マイナス。２

００６年でもゼロ以下でございます。政府試
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算は、２０１１年には４．１％にまで伸びる

ことを前提にして組み立てられております。

これはあまりにも現実からかけ離れているの

ではないでしょうか？ 

また、与党から政策の財源の話は全く聞い

ておりませんが、基礎年金の国庫負担を引き

上げるのに必要な２兆５，０００億以上の財

源は、どのようにされるのでしょうか？この

ことにつきまして、総理から改めてお聞きい

たしたいと思います。 

安倍 それでは、まず年金の問題であります

が、私たちは、打てる手段、打てる政策をす

べて打っています。いま、小沢党首からも私

たちが示している年金記録問題に対する対策

について、具体的に「ここはだめだ」という

お話は１つだけしかなかった。あとは具体的

な指摘はなかったと思います。 

商工会議所の皆さまがこの年金の記録問

題の解決について協力を申し出ていただいた

中の一環として相談所を設けていただいて、

社会保険労務士の方々のご協力もいただいて、

企業ごとに取りまとめて社員の方々の記録を

まとめて相談するという仕組みをつくり、ス

タートしていただきました。経団連の方々も

ご協力をいただいています。あるいはまた都

道府県の方々、市町村の方々にもご協力をい

ただいている。まさに全日本の体制ができあ

がっていると考えています。 

私は、年金の問題、与野党で議論する、あ

るいは相対立をするというよりも、お互いに

みんなで一致協力をして信頼回復をしていく

ために、この問題を処理をしていくために全

力を尽くさなければならないと考えています。

だからこそ、私は民主党、あるいはまた共産

党の案においても、いい案は取り入れて実行

をしています。 

そしてその中で、いま、ご質問があった全

員に対する通知をいつするのかというお話で

あります。私どもは、まず行き先が決まって

いない５，０００万件については、ことしの

１２月から来年の３月までにおいて、いわば

照合を行います。そして照合できた人から順

次、追加的な記録があればわかりやすい通知

をいたします。来年の３月までにその通知を

出し終えているということでございます。 

そして、さらにそれ以外の方々、それを行

えば全員ということになるわけでありますが、

「ねんきん定期便」の「特別便」といたしま

して、年金の加入履歴を送付するということ

になっているわけであります。まず優先順位

として――これはコンピュータの技術的な問

題でありますが――まず記録の名寄せ、突き

合わせを優先して行います。そしてその通知

を出すほうが先ではないかと考えたからであ

ります。 

影山 安倍さん、小沢さんの持ち時間が過ぎ

ておりますので、その中で簡潔にお答えくだ

さい。 

安倍 簡潔に答えたいのですが、一問一答で

あればよかったのですが、一度にたくさん質

問をしていただいていますものですから、ま

とめてお答えさせていただかないと答えにな

らないのかなと思います。 

影山 簡潔にお願いします。 

安倍 そして、来年の１０月を目途に、それ

以外の方々については、履歴について通知を

お出しをする。これは、いわば技術的な問題

も含めてしっかりとやっていくということで

ございます。 

そして、次に民主党のプランについて、ど

う考えるかということでございます。これは

後ほどの質問等々でさらに詰めていかなけれ

ばいけない問題だと思っていますが、民主党

の、いわば 低保障年金を含めたこの制度、

私は、財源等は極めていいかげんな制度であ

るといわざるを得ないと思います。 

そして年金財政について、ご質問がござい

ました。年金の財政、もちろん賃金の上昇率、

物価の上昇率はどうなっていく、あるいは経

済の成長、そして出生率、こうしたものを加

味しながら給付と負担がどうなっていくかと

いうことを計算をしていくわけでございます。 

この数年間、経済は回復をして、成長して

います。この経済成長がいかに大きな結果に

つながっているか。それは平成１５年、１６

年、１７年、この３年間において、年金の財

政は当初の予測よりも１２兆円改善していま

す。なぜ改善したか。それは、例えば厚生年

金に加入する人が、景気がよくなったがため

に企業も含めてふえてきたということであり

ます。そして、もちろん株価の上昇等も含め

まして運用がプラスになっている。私が政権
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を担ってからの９カ月ちょっとの間だけでも

運用は４兆円プラスになっています。それは

給付に結びついていく。２０２６年、所得代

替率５１％、現在の計算ではお約束できる状

況になっております。 

そして基礎年金、３分の１から２分の１に引

き上げることについて、ご質問がございました。

これにつきましては、まずは徹底的な歳出の削

減に取り組みます。徹底的に取り組んでいく。

そしてそのうえにおいて、さらに経済成長戦略、

新経済戦略によって、先ほど申しあげました

ように成長の果実があります。税収増があり

ます。その税収増を何とか実現をしていく。

できれば消費税を上げなくて済むという状況

に持っていきたいと思っています。しかし、

それでもなお足りない場合は、ことしの秋に

行う抜本税制改革において議論をしていく。

これは、国際競争力がどうか、国と地方の税

配分はどうかということも含めての議論にな

っていくということでございます。 

影山 はい、わかりました。では、続いて太

田さんですけれども、６分間の時間の中で質

問、答え、それに対する再反論というような

形で議論が展開していくように、できるだけ

簡潔に絞った形で発言をしていただければと

思います。 

太田 民主党の小沢党首にお聞きします。私

は、民主党の年金改革案の問題点、大変ある

と思います。民主党の年金改革案は、基礎年

金、いわゆる 低保障年金というところは税

ですべて賄う、そして国民はすべてもらえる

ような感じで書かれている、というふうに思い

ます。しかし、マニフェストをみましても幾ら

払って幾らもらえるかということが全くわか

らない。私は、年金は数字が一番大事だとい

うふうに思います。幾ら払い幾らもらうか。

数字が一番具体的で、これがなければ年金制

度ではありません。まず幾らもらえるか？ 

この間、党首討論のときに、小沢代表は７

万円弱といった。この間は６万円という話も

あった。あるいは７万円というのもある。そ

してまた、今回、マニフェストをみて驚いた

ことは、その数字が消えている。年金の数字

が消えているという大変な問題があると思っ

ています。財源もわからない。本当に６５歳

以上の人がすべてもらえるということになる

と、これは現在のところで２２兆円かかる。

しかし、いま、１６兆円足りない。この１６

兆円は一体どうするのか。そうすると、「１３

兆円でいいんですよ」ということをいう。そ

して、「なぜ１３兆円でいいかというと、所得

制限を設けるので……」というふうにいわれ

る。では、所得制限というのは、幾らのとこ

ろが所得制限でということをいうと、２２兆

円で、と。そして１３兆円というならば、大

体４割の人はもらえないということになる。

私は、これは大変なことだというふうに思い

ますから、一体幾らというところが所得制限

なのかということを明確にしなければ、年金

制度としては、これは政策ではないというふ

うに思っていますが、いかがでしょうか？ 

そして、さらにこの所得制限というのは、

事業主とかそういう人がみんな入るわけです

から、そうなると、所得捕捉というのが、い

まのところなかなか難しい。所得捕捉が難し

いうえに所得制限を一体どういうふうにする

のだろうかということが、私は大変な問題だ

というふうに思っています。 

小沢代表は、「財源等を所得制限についてはき

ちっとマニフェストの中に書く」と、この間

党首討論あるいはテレビでもいったわけです

が、マニフェストの中にもこのことは一切書

いてない。私は、絵にかいたもちというか、

まことに無責任な案というふうに映るのです

が、どうでしょうか？ 

小沢 太田さんにももう少し我々の仕組み、

制度、主張をよく検討していただきたいと思

っておりますが、我々は、先ほどの質問の中

でも申しあげましたように、現在とほぼ同じ

給付水準、２３万円を前提としてこの制度を

提案をいたしております。制度的には、まず

すべて一元化ということ、それから 低保障

年金と所得比例の２階建ての仕組みにする、

そのように提案をいたしております。 

低保障年金の部分につきまして、いま財

源が云々という話がありましたけれども、私

どもは、年間収入１，２００万超の皆さんに

対しましては、 低保障のかさ上げの部分は

遠慮していただく、というふうに考えており

ます。それは、なぜならばみずからの所得比

例の部分で、それ以上の所得の方々は２３万

円以上の給付が受けられるわけでありますの

で、税によって、国費によってかさ上げする

部分は我慢していただくというふうに考えて
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おります。 

したがいまして、私どもの案は、その意味

では低所得者の皆さんに厚く、そして高額所

得者の方々には我慢していただく部分が出て

くる。そういうふうに我々は考えておりまし

て、この年金というのは、やはり大勢の国民

の皆さんの生活を保障し安定させることが大

事ですので、そういう意味での所得に応じた

対応というのは必要だと思っております。 

したがいまして、それを加味して財源とし

て税額５％、消費税額１３．３兆円をすべて

この 低保障年金に充てることによって賄え

る。もちろん、現在、基礎年金に投入してい

る７兆円と過不足を計算しますと、６兆円あ

まりの新規財源を必要とすることになります。

私どもの新しい提案では、この財源と、それ

から「子ども手当」の財源等が必要なのであ

りますけれども、それは基本的にいまの統治

の仕組み、行政の仕組みを根本から変えると

いう前提に立っておりますので、いまの仕組

みのまま、ただ予算を削減すればいいという

考え方とは基本的に違っております。その中

で非常に大きな無駄を省くことによって財源

を確保することができる。これはマニフェス

トにもきちんと載せて説明しております。 

太田 多くの人がもらえないということだけ

ははっきりしたというふうに思いますし、も

う少し数字をきちっと出さなければ、私は、

年金の信頼ということに全くならないと思い

ます。 

小沢 もう少し私どもの主張も詳細に検討し

てみてください。 

影山 時間が過ぎておりますので、続いて共

産党、志位さん。 

志位 安倍さんに２問質問いたします。６月

から庶民の家計を住民税の大増税が襲い、日

本列島で怒りの声が噴き上がっています。例

えば東京都では都内の４５区市町村だけでも

都民からの苦情、問い合わせがすでに１４万

件を超え、「預金もなく払えない」「生活でき

ない」「死ねというのか」など、激しい怒りの

声が殺到しております。安倍自公政権が定率

減税を廃止し、１兆７，０００億円もの庶民

増税を押しつけた結果であります。 

問題は、政府与党が定率減税廃止の理由を

国民にどう説明していたかということにあり

ます。ここに２００３年１２月に自民・公明

が決めた「税制改正大綱」があります。これ

をみますと、「定率減税の廃止とお年寄りへの

年金課税の強化による増税によって、基礎年

金の国庫負担割合を３分の１から２分の１に

引き上げるための安定した税財源を確保す

る」と述べております。すなわち増税分は年

金に回すということがはっきり述べられてお

ります。増税のほうはすでに実施され、政府

によると、国税分だけでも年間２兆８，００

０億円の増収になるといいます。 

それでは、安倍さんにうかがいますが、基

礎年金に対する国庫負担は、増税前の２００

３年に比べて一体どれだけふえたのでしょう

か？大まかな数字で結構ですから数字をお答

えください。 

安倍 ただいま志位さんのご質問の中で所得

税についての話がございましたが、まずは所

得税、住民税、国税と地方税のいわば税源委

譲によるものでございまして、これは、いわ

ば基本的には中立になっているわけでありま

して……。 

志位 幾ら積み上がったかを聞いています。 

安倍 所得税の分と住民税、所得税で減った

分は住民税がふえている、こういう形になっ

ています。 

そして定率減税については、一部を基礎年

金の、３分の１から２分の１に上げていくも

のの原資にいたします。そして残りにつきま

しては、孫子の代に借金を残さないという考

えから累積債務を減らしていく。つまり、借

金を減らしていく原資に充てています。 

そこで、いまの志位さんの質問であります

が、３，０００億かな？数千億だと思います。 

志位 いま、定かな数字をおっしゃらなかっ

たわけですけれども、政府の答弁では５，１

００億円にすぎません。すなわち、定率減税

の廃止とお年寄りの課税強化で２兆８，００

０億の増収があったにもかかわらず、基礎年

金に積み上がった部分、年金に回った分は、

その２割弱にすぎない。ですから、８割はほ

かに流用されたことになります。実際、今年

度予算では大企業や大資産家向けの１兆７，
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０００億円の減税がなされております。結局、

年金財源のためといって増税をしておきなが

ら、大企業などのための減税にばらまかれた

のではないか。これは国民を欺くやり方だと

いうことを述べておきたいと思います。 

もう一問聞きます。安倍さんは、民放テレ

ビ番組で「消費税を上げないなんていうこと

は一言もいってない」とお述べになりました。

日曜日のテレビ討論では「消費税を上げない

で済む可能性もある」とおっしゃりましたが、

これは裏を返していえば、消費税を上げる可

能性があるということにもなります。 

そこで安倍さんにうかがいたい。我が党は

消費税増税にもとより絶対反対ですが、秋の

税制改革で消費税を上げる可能性があるなら

ば、事前にこの参議院選挙で国民に審判を仰

ぐべきではないでしょうか？参議院選挙は、

上げる可能性があることをはっきりいわずに

やり過ごして、選挙が終わった後の秋に増税

を決めてしまい、既成事実の追認を迫るとい

うやり方は、税金のあり方を国民が決めると

いう国民主権にもとると私は思います。消費

税を上げる可能性があるならば、そのことを

参議院選挙で国民に正直に話し、事前に審判

を仰ぐべきではないでしょうか？その意思は

おありになりますか？これはイエスかノーか

で端的にお答えください。審判を仰ぐつもり

があるのかどうか。 

安倍 先ほどの定率減税については、決して

もちろん流用ではなくて、それは３分の１か

ら２分の１に上げていく年金の原資にしてい

ます。そして残りは、先ほど申しあげました

ように借金を返していく。当然、これは私た

ちの義務であろうと思います。 

そこで３分の１から２分の１に上げてい

くうえにおいて、全体としては２．５兆円、

先ほど志位さんから５，０００億という数字

を示していただきましたが、この数千億はす

でに充当されていて、残りの分をどうしよう

か、こういうことだと思います。ことしの１

月に、これも含めてさらに我々は財政の再建

を行っていく、２０１１年までにプライマリ

ーバランスを黒字化するという目標を立てて

います。そこで、我々は 11 兆円から１４兆円、

国、地方の歳出の削減を行い、さらに３％の

後半の経済の名目成長を達成していけば、こ

れは消費税を上げなくても到達できる可能性

はある、こう申しあげています。 

しかし、経済は生き物であって、そこに到

達できないケースもある。そのときには、こ

れは税制の抜本改革の中で、３分の１から２

分の１に引き上げる原資とともに議論をして

いく。正確な議論をしなければいけないし、

経済は生き物である、私はこのように考えて

います。 

志位 私の質問に答えてないんですね。いま

も消費税を上げなくて済む可能性があるとい

うことをおっしゃったけど、裏を返せば上げ

る可能性があるということなんですよ。その

審判を仰がなくてもいいというのが安倍さん

の立場なのか、このことを聞いたのですけれ

ども、お答えがありませんでした。 

消費税という税金は、１９８９年に導入さ

れたときにも、９７年に増税されたときも、

事前に国民の審判を仰いだことのない税金で

す。公約違反の税金です。これを三度繰り返

すことは絶対に許されない。私たちは、この

増税計画、もしそういう可能性があるのだっ

たら、堂々とここで仰ぐべきだと思います。 

影山 持ち時間が過ぎています。続いて社民

党、福島さん。 

福島 安倍総理に３問質問いたします。まず

第一に憲法９条です。安倍総理は、２０１０年

に憲法改正の発議をするといっています。自

民党新憲法草案では、海外で自衛隊が武力行

使をすることを禁止をしていません。安倍総

理は、海外で自衛隊を自衛軍とし、海外で武

力行使ができることをお認めになられます

か？ 

安倍 憲法については、私が申しあげている

のは、３年後に憲法改正について発議をして

いくことも含めて、憲法改正を私の任期中に

政治スケジュールに乗せていく。そして、そ

のうえにおいて私たちはすでに自由民主党の

案をお示しをしています。この自由民主党の

案は、国民の皆さまとともに新しい国のあり

方を議論をしていく。私は、いわばたたき台

にしていただきたいと思っているわけであり

ますが、広く議論を深めながら、しかし、３

分の２の多数を形成しなければ発議そのもの

ができません。政治は現実でありますから、

そのための努力を重ねていく。そういう方向
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に向かって議論を大いにスタートをしていく。 

福島 はっきりしてください。自民党の憲

法のマニフェストのトップは憲法改正で、２

０１０年には憲法改正の発議をするとしてあ

ります。今度の参議院選挙で選ばれた人たち

が憲法改正の発議をするかどうかを決めます。

消費税の議論もそうですが、集団的自衛権の

行使を認めるかどうか、国民にはっきり示し

て、この参議院選挙を明確に戦うべきです。

また、有識者懇談会が集団的自衛権の行使を

日本国憲法下でも認める方向と報道されてい

ます。日本国憲法下でこれを認めることがで

きません。憲法を踏みにじることで、許され

ないということを申しあげます。 

次に、政治とお金の問題について、お聞き

をします。松岡前農林水産大臣の後の赤城農

林水産大臣ですから、これはきちっと領収書

を開示すべきであると総理は指導すべきです

が、いかがですか？ 

安倍 政治資金の問題というのは、政治活動

の自由と同時に、やはり透明度を上げていく

ことが大切です。透明度を上げていくことに

よって政治への信頼を確保しなければいけな

い。そういう観点から議員がルールをつくっ

て、ルールをつくった以上、それをみんなで

守っていく。これがルールの意味であり、我々

はルールをしっかりと守っていくことでみず

からを律していく。その観点からさきの国会

におきまして政治資金規正法を改正をいたし

ました。５万円の領収書を添付をする、資金

管理団体については添付をするというルール

をつくりました。これは政治家が１人１つし

か持てない。いわばこれが窓口になっていく

と基本的に考えていいのだろうと思うわけで

ありますが、そういうルールをつくった。 

そして、さらに不動産については、やはり

個人名義にするのは問題だ。それをできない

ようにする。その法律をつくった。この法律

が来年の１月に施行されます。当然、そうな

ればルールが変わるわけでありますから、そ

の中でルールを守っていくということが大切

ではないでしょうか。 

福島 私が聞いているのは、領収書の開示を

するかどうかです。結局、松岡前農林水産大

臣も説明しないままでした。同じことです。

全く同じことを赤城農林水産大臣はやろうと

している。国民は、領収書の開示などがなけ

れば納得ができません。安倍総理の任命責任

と同時に、なぜかばうのか理解ができません。

また、内規で政治資金管理団体を広げるとい

うふうにおっしゃいますが、それなら、なぜ

今度の法律改正でやらなかったのでしょうか。 

次に雇用の問題について、お聞きをいたし

ます。雇用の劣化は明確に労働法制によって

発生をしています。社民党は、製造業につい

ては派遣を認めるべきではないと考えます。

また、先日、閣議決定を経た規制改革会議は、

「派遣の受入先の直接雇用義務を見直すべき

だ」とさえいっています。労働法制を厳しくす

るか、それともこれを緩めてもっともっと非正

規雇用を広げるのか。でも、この規制改革会議

の案では、正社員の道が閉ざされてしまいます。

総理、製造業について派遣を禁止する考えはな

いのか？あるいは、この閣議決定を経た規制

改革会議の考え方で労働法制を緩めるのでは

格差の固定化になり、再チャレンジなどでき

ないと考えますが、いかがですか？ 

安倍 福島さんの議論は全く現実をみていな

い、そういうふうにいわざるを得ないですね。

ことしの４月に新卒で就職をされた方々、高

卒は４年連続、そして大卒は３年連続、内定

率が改善しています。そして初任給も高卒で

２年連続、大卒で３年連続上昇をしているの

です。私が総理に就任して、先ほど申しあげ

ましたように、６０万人新たに雇用を創出し

ました。そして９年ぶりに失業率は４％を切

って３．８％になりました。そしてまた、さ

らに進めている再チャレンジ支援策によって、

ある医療メーカーは６，０００人の非正規雇用

者を５，０００人正規雇用しています。そうい

う動きは、もう次々と出てきているのです。 

そういう中にありまして、いま働き方、暮

らし方が変わってきています。多様性のある

働き方をしたい、そしてまたワークライフバ

ランスも考えていきたいという中にあって、

労働法制を見直していくというのは当然だろ

うと思います。 

そして、さらに生産性を上げていくことも

大切であって、生産性を上げて競争力を高め、

成長していくことによって果実を得て、そし

てその果実を得ながら、当然、セーフティー

ネットは守っていく。この国会におきまして

も、パートタイマーの方々が厚生年金に加入

できる、その法律も通ったのです。できるこ
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とは着実に進めながら、皆さんの状況は明ら

かに上昇、改善をしていると申しあげていい

のだろうと思います。さらに努力をしてまい

ります。 

影山 時間が過ぎておりますので…。 

福島 正規雇用以上に非正規雇用は相変わら

ず拡大をしています。労働法制を緩めようと

しているからこそ問題です。総理のほうこそ、

どのような労働の実態、日本の現実をみてお

られるでしょうか。日本経済の繁栄は、中小企

業や働く人たち、非正規雇用の犠牲のうえに成

り立っています。成長の実感を非正規雇用や働

く人たちは持ち得ていません。以上です。 

影山 では、続いて国民新党、綿貫さん。 

綿貫 安倍自民党総裁にお尋ねします。あし

たは、いよいよ参議院選挙の公示でございま

す。参議院ということについて、お尋ねいた

します。さきの国会を１週間延長されまして、

参議院選挙の投票日も１週間ずらす、という

ような形で国会が終わりました。しかし、こ

れは、総理というか総裁は、自分の目指す法

律が参議院での議決という大変重い形で採決

されることを認識しておやりになったものだ

と思います。 

そこで、一昨年の郵政政局、郵政国会の中

で小泉前自民党総裁、総理が、参議院で郵政

民営化法案が否決されたのを受けて、これは

国民の声じゃないというような認識のもと、

直ちに衆議院を解散されました。そして、そ

のときに臨んだ選挙において、この場所にお

いて私は小泉さんにお尋ねいたしました。「永

田町といわれるところは衆議院も参議院もあ

りますが、参議院というのは国民の代表が集

まっておるところだと認識しておりますが、

そこで出された結論が国民の声ではない、と

いうのはおかしいじゃないですか」といいま

したら、小泉さんはそのときに、「それは時と

場合によるんだ」と。こういうご返答をいた

だきました。私の耳には、いまもなおその声

が残っておりますが、安倍総裁は、このこと

について、参議院の議決というものは、時と

場合によって国民の声になったり、ならなか

ったりするのか、あるいは今回のように非常

に重要なものだといつもお考えなのか、お聞

かせ願いたいと思います。 

安倍 法律は、衆議院で通過をして、さらに

参議院で通過しなければ成立をしない。当た

り前の話でしょう。一昨年のあの郵政解散は、

かなり特別なケースだろうと思いますね。も

しあのときに私が総理だったら同じことをや

ったかといえば、どうだろうかと思います。 

ただ、これは申しあげておきたいのですが、

自由民主党総裁選挙をやって小泉さんを総裁

に選びました。小泉さんの政策の「一丁目一

番地」が郵政の民営化だったのです。そして

小泉さんを総裁に選んだときに、やはりそれ

は反対もあったのでしょうけれども、党内の

民主的な手続によって総裁に選んだ以上、こ

れは小泉さんの政策をみんなで推し進めてい

くということではないのでしょうか。 

さらに、その前の参議院選挙のさらに前の

参議院選挙では、小泉さんの改革という名の

もとに大勝しているのだろうと思います。で

すから、これは、自民党が今後、総裁選挙を

どう位置づけるのか、総裁を選ぶということ

をどう考えるかというところにも起因するの

ではないかと思うわけであります。いまの総

裁選挙は、昔の総裁選挙と違って派閥の論理

で動く総裁選挙ではないのです。政策を堂々

と掲げ政策論争をして、そして多数を得た人

が総裁になった以上、その人がその政策を基

本的には推し進めていく。私は、それがいま

の変化の激しい国際化の中で、総裁が総理た

るにふさわしい仕事ができることにつながっ

ていくと思います。 

綿貫 いま、自民党の総裁の話をしているの

ではないです。憲法で決められております二

院制のもとで、参議院の議決というものが、

時と場合によって国民の代表の発言ではない

とか、あったとか、法案によってそれが変わ

るというようなことはおかしいのではないか

と思いますが、いかがですか？ 

安倍 衆議院で成立をして、参議院で否決さ

れたということで、さらに衆議院を解散して

ということは、基本的に私は考えないタイプ

だというふうに申しあげておきたいと思いま

す。 

綿貫 安倍さんならば、そういうことはおや

りにならなかった。小泉さんのときの、あれ

は間違いだったというか、解釈がおかしいと

いうふうにお考えですか。 
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安倍 これは、解釈といえば、いま綿貫さん

の立場に立てば、そうお考えになるのでしょ

うけれども、ただ、当時の状況を考えてみれ

ば、やはり当時は自民党としてそういう決断

をすでにその前の総裁選挙のときにしたので

はないか、というのが当時の私の考え方であ

ります。 

綿貫 いまのお言葉を聞きますと、参議院と

いうのは非常に便利なものだなあということ

になりますが、そんなものではないと思うの

です。私は、憲法改正をいっておられます安

倍さんが、憲法の趣旨を重んずれば、参議院

の議決も衆議院の議決も国民の声であって、

これを重要視しなければならないということ

は当然だと思います。小泉さんの考え方は間

違っておったということで修正されますか？ 

安倍 綿貫さん、大先輩でありますが、ぜひ

これからも未来のことを考えていきましょう

よ。私は、いま申しあげましたように、衆議

院での議決、参議院の議決を尊重していきま

す。私の政権ではそれを尊重していくという

ことで進んでいきたいと考えています。 

綿貫 あともう一問いいですか。 

影山 いや、一言でまとめてください。もう

時間が過ぎていますので。 

綿貫 日本は、やっぱり共生の社会であると

思います。いま、日本で一番困っております

のはタクシー業界です。規制緩和によって競

争が激しくなって、いままではまじめに働い

て税金も納めておった、と。こういう方々は、

いまは税金を払うどころじゃない、まさに生

活保護世帯と同じような所得になったという

ことを嘆いております。これは日本じゅうそ

うです。お調べください。こういう競争至上

主義でいいでしょうか。共生ということを無

視していいのかどうか。安倍さんは再チャレ

ンジということでありますが、一遍池に落と

してから助けるというのではなくて、池に落

ちる前に助けるというのが、本当の人間社会

ではないでしょうか？ 

影山 では、それは国民新党の主張というこ

とで……。続きまして新党日本、田中さん。 

田中 安倍さんにお聞きをいたします。 

新たな伏魔殿化をしている、名前とは裏腹

の独立行政法人ですが、今回の公務員制度の

改革において、官僚の方は独立行政法人には

合間を置かずに転職をすることが可能になり

ました。大学も独立行政法人です。研究所も

独立行政法人です。ここには膨大な新たな理

事というポストができました。工学部であっ

たり、薬学部であったり、農学部であったり、

あるいは土木の研究機関で官僚の方が新たな

人生を得る。ここまでは国が管理をするとい

います。しかし、ここから建設会社や製薬会

社、農業団体といった民間へと移られるとい

うことに関しては、国は関与をしないといっ

ています。 

１週間の会期を延長して、まさに国が一元

化して天下り制度を合法化するだけでなく、

さらに改悪をする法律をおつくりになった安

倍さんにお聞きをしたいと思います。 安倍

さんは、小池百合子さんとご一緒に国家安全

保障会議（ＮＳＣ）と呼ばれるものの創設に

向けてご尽力されていますが、昨日、アメリ

カにおいて、このＮＳＣの上級アジア部長で

あられたマイケル・グリーン氏は、このよう

に発言をされています。安倍政権は国家主義

的であり、このままの形で日米安保を強化す

ると、逆にアメリカはアジアの中で孤立して

しまう、と。このことはすでに報じられてい

る発言です。この発言に関して、安倍さんは

どのようなご意見をお持ちか、まずお聞きい

たします。 

安倍 私は、その発言は存じ上げません。私

はマイケル・グリーン氏と親友であります。

マイケル・グリーン氏が私の外交方針を高く

評価している論文はたくさんあります。いま、

よく私も知らないようなその報道、本当かど

うかということですが、ぜひそういう論文、

むしろそちらのほうが圧倒的に多いのではな

いかと思いますが、私が進めている価値観外

交、これは日本の極めて戦略性に富んだ、そ

して新たな価値を堂々と示唆するすばらしい

外交である。このようにマイケル・グリーン

氏には論評していただいています。そういう

ところもよくみていただきたいと思います。 

そしてまた、先ほど日本年金機構について、

お話がございましたが、日本年金機構に社会

保険庁から変わった段階で、社会保険庁の

方々は一度公務員の身分から離れていただき

ます。そして日本年金機構に自動的に雇用さ
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れるわけではないのです。日本年金機構は、

やる気のある人しか雇用しません。だらだら

と仕事をしている人たち、あるいはまた熱心

なサービスをしない人たちは雇用しないとい

う仕組みになっていきます。 

そして給与です。これも田中さんの認識は

間違っています。給与については、実績主義、

能力主義で決まっていくようになります。そ

して、さらには日本年金機構になって徹底し

たリストラを行い、今回の記録問題でかかっ

た費用については、こういうリストラ、ある

いはさらなる全体の歳出削減において捻出を

していく考えです。 

田中 いま、安倍さんはそのようにおっしゃ

いましたが、自由民主党の改革実行本部長で

あられる石原伸晃さんは、私がこの点を番組

で指摘した後、記者の方々に「職員の給与を

一律に下げることを検討する」とおっしゃい

ました。まさにこのような後出しの後手後手

では信じられる日本の政治にならないと思い

ます。 

続いて、いま安全保障の話が出ましたが、

私たちの生活の安全保障に関して、お聞きを

します。これは端的にお答えください。宇都

宮の街頭演説で安倍さんはこのようにおっし

ゃいました。食料自給率、実はフランスやア

メリカは１００％を達成しています。日本は

４０％です。健康食品の代名詞のお豆腐の大

豆に至っては、食料自給率は５％です。食料

自給率を１００％にするには現在の耕地面積

の３．５倍が必要で、そうしたことを目指す

のは絵にかいたもちだと街頭演説でご発言な

さいました。この３．５倍の面積が必要だと

いう根拠をお示しください。 

安倍 先ほど来、田中さんはいろんな人の発

言を例に出しているのですが、本当でしょう

かね……。 

田中 いや、これはすべて報じられている内

容に基づいています。 

安倍 いや、その前のマイケル・グリーンさ

んの発言もそうなのですが、ぜひご本人に確

認をしてみたいなあと思います。 

田中 このことは日本の通信社も流しており

ます。 

安倍 すみません、一問一答なんですから、

田中さん、あなたが質問をしているとき、私

は絶対に口を差し挟みませんから、私がこう

やって答えているときはしばらくおとなしく

していてください。よろしいですか。 

田中 どうぞ。では、端的にお答えください。 

安倍 例えば小麦、大豆については、いま、

ほとんどを輸入をしているわけであります。

日本が消費をしている小麦、大豆すべてを日

本で生産をしようとしたとしても、輸入して

いる小麦、大豆をどこに植えればいいのか。

それは、いまの耕作放棄地である。３８万 ha

だと思いますが、それに対して、いま輸入し

ている小麦、大豆の輸出先の耕作面積は、そ

の１０倍です。しかも生産性が高いのです。

品質も高い。それはとてもできないというの

ははっきりしています。 

３．５倍というのは、計算をした話ですから、

そうではないというのだったら、そうではな

い根拠をお示しをいただきたいと思います。

自由民主党は、４０％を４５％に上げていく、

担い手を支援をしていく、こういう地に足の

ついた現実性のある農政を進めています。 

影山 田中さん、時間が過ぎていますので、

一言でまとめてください。 

田中 ６分の質問時間の中の４分以上は安倍

さんにお話をいただいたこと、光栄に思いま

す。実は日本の水田の面積は、いまは昭和３０

年代の半分です。米の消費が減ったとはいえ、

学校給食でも使う中において、安倍さんたち

の「３．５倍」という根拠は、極めて不透明

であります。そしてウルグアイラウンドの対

策といって日本は６兆円、あるいは７兆円と

いう費用を投じました。これらはふるさと農

道をつくることを初めとする公共事業でした。

信州、長野県で私は、農薬使用をいままでの

半分以下へ踏み出す方、農薬をほとんど使わ

ない方、こうして自分から踏み出す方に関し

ての支援ということを行いました。こうした

ことが真の意味で一人一人が農業のみならず、

産業においても消費者においても、自立をし

ていくインセンティブだと新党日本は考えて

います。 

影山 では、 後に自民党、安倍さん、お願

いします。 
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安倍 先ほど小沢さんが太田代表の質問に答

えられました。 低保障年金についてお答え

をされました。そこで、いわば所得制限をす

る、１，２００万、このようにおっしゃった

のですが、６５歳以上の人口は２，５６７万

人でありまして、そのうち年金を受給してお

り、住民税の納付義務のある方は７７７万人

で、３０％です。住民税を払っておられるレ

ベルにおいて、これは３０％。 

民主党の所得制限は、４割制限をしなけれ

ば無理なのです。なぜならば、６万６，００

０円払えば２２兆円必要であって、１３兆円

の差額。これは約４割であります。１，２０

０万円ということでは、とてもこの４割は生

み出せないわけであって、それをおうかがい

をしたいと思います。 

小沢 我々は、基礎年金、 低保障年金につ

きましては、現在、１９兆円だと思います。

したがいまして、全部払えばそういうことに

なるわけでありますけれども、先ほど太田さ

んにお答えいたしましたように、年間１，２

００万円超の方々は、みずからの所得比例の

分でもって２３万円以上の給付を受けられる

方々でありますので、その人たちに対しては、

国が税金で給付する 低保障年金、この点に

ついては我慢していただくというふうに考え

ております。そういうことで、私どもの党で

計算した中で１３兆円強で基礎年金、 低保

障年金の財源は賄える、というふうに考えて

おります。 

安倍 そこは、申しわけないんですが、小沢

代表、違うんですよ。１９兆円とおっしゃっ

たのですが、それは、いま給付している総枠

です。 

小沢 そうです。 

安倍 しかし、民主党の案は違います。民主

党の案の 低保障年金という考え方は、未納

の人も、また免除の人も、未加入の人も全員

税金で６万６，０００円保障します、という

のが民主党の案です。それで計算すれば２２

兆になります。そして、先ほど申しあげまし

たように、いま納税されている方を全部足し

込んで、この人たちには一銭も払いませんよ、

といったって３０％しかできないのに、１，

４００万円ですか…… 

小沢 １，２００万。 

安倍 １，２００万円の人たちだけに限って

できるわけがないといわざるを得ないと思う

のですが、民主党の案でいきますと、例えば、

いま６０歳の方は４０年間ずうっと年金の保

険料を払ってきました。しかし、所得制限を

超えるので、あなたには残念ながらいまの基

礎年金部分は一銭もお支払いできませんよ、

ということになります。そして、その人の同

級生が、実は払わなければならないのにずう

っと未加入・未納だった。しかし、民主党の

案では、それでもその人の収入が所得制限以

下であれば、もらえますよということになっ

てしまう、ということをいわざるを得ないと

思います。 

小沢 そうではありません。そうではありま

せん。 

安倍 そこで、もう少し大きな話をさせてい

ただきたいと思うわけでありますが、民主党

の案で徹底的な歳出の削減を行っていく。そ

れでも民主党が示している給付の額にはまだ

遠く及ばないと思います。しかし、民主党の

額が正しかったといたしましても、徹底して

歳出を削減したものは、すべて新たな歳出、

給付に充ててしまったら、では、いままでの

借金はどうするのでしょうか。これからの借

金に対して、例えばプライマリーバランスを

黒にするという目標については、一体どう考

えているのでしょうか？ 

私たちは違います。私たちは、２０１１年

までにプライマリーバランスを黒字化するた

めに徹底して歳出削減をしていきます。国、

地方を合わせて１１兆円から１２兆円歳出削

減をしていく。さらに新経済成長戦略でしっ

かりと経済を成長させ、果実を生み、そして

税の増収を図っていき、２０１１年までにプ

ライマリーバランスの黒字化を達成いたしま

す。私の内閣の初の予算は、プライマリーバ

ランスに向けてマイナス 0.6 になりました。

かつて一番大きかったときには、マイナス

６％だった。これを１０分の１にしました。

小泉政権がスタートして、 初はマイナス４．

４だった。これが一時景気が悪くなってマイ

ナス５．７まで上がって、そしてその後、下

がってきて、私の内閣で削減をいたしました。 

いま、私がご質問をしたことは、まさに根
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源的なアプローチの違いだと思います。民主

党は、経済成長戦略も案として、政策として

は全く示していないわけでありますが、累積

債務に対して、またプライマリーバランスの

黒字化に向けてどう考えているのか？お示し

をいただきたいと思います。 

小沢 まず 初に、先ほど年金保険料を全然

払ってない人のほうが逆にもらえるケースが

出てくるのではないだろうか、というような

お話をされましたけれども、私どもは、 終

的に全員が加入できるように……。そうすれ

ば、もちろん保険料収入も上がりますし、そ

ういうふうな国民の信頼の得られる仕組みを

きちんと提示していく。そこに私たちの主張

の根本があります。 

ただ、いままで全く保険料を払ってこなか

った、加入してなかったという人たちにまで、

この制度ができて、それで基礎年金、 低保

障年金をすぐに支払うというふうには考えて

おりません。 

それから、総理は、いま歳出削減を徹底し

てやると再三お話をなさっておりましたけれ

ども、いまの仕組みをそのままにしておいて

歳出だけをどんどん切っていったら、そのし

わ寄せは弱い人、それから地方に及ぶ。そこ

にしわ寄せがどんどん出てきてしまうと思い

ます。現に全国、そういう意味で特に地域の

人たち、あるいは低所得の人たちが非常に困

っております。ですから、私は、いまの仕組

みを変えることによってその無駄を省く。い

まの仕組みを温存して予算だけ切るというよ

うなやり方を主張しているわけではありませ

ん。このことはぜひご理解をいただきたいと

思います。 

それから成長政策。経済が成長するという

こと自体、私はいけないということをいって

いるわけではありません。ただ、いま自由競

争至上主義、市場原理ということを強く強調

するがゆえに、成長の果実がきちんと国民の

皆さまに還元されていない、偏っているとい

うところにいろいろな格差が生まれてくるの

だと思います。 

先ほど、政府の「１００年安心年金」の基

準値にとられた収入につきましても、いまま

で賃金上昇率はみんなマイナスであります、

それが突然２％、３％、５年後には４％とい

うふうにとられておるのは不思議です、とい

う話をしましたけれども、現実に成長の果実

が広く国民の皆さまにきちんと行き渡るとい

うふうになっていないところが、いまのいろ

んな格差が生じる 大の原因だと思います。 

影山 それでは、以上で党首同士の討論を終

わります。第一部をこれで終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

第二部 

司会 それでは、これから二部に入りますが、

まず代表質問者をご紹介いたします。いずれ

も当クラブの企画委員でございます。党首の

皆さん方からごらんになりまして右から宮田

謙一さん、山田孝男さん、橋本五郎さん、そ

して長谷部剛さんです。 

質問に対する党首の皆さん方のお答えは、

原則１分以内でお願いいたします。１０秒前

に先ほどのよう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よろしく

お願いいたします。ただし、質問によっては、

イエス、ノーでお答えいただくケースもある

と思います。活発な質疑応答で限られた時間

を有効に使いたいと思います。なお、第一部

の党首の主張と討論のほうでは、各党首の皆

さん方に全く公平に同じ時間を差し上げまし

たけれども、こちらのほうはニュース性を重

視させていただきたいと思いますので、あら

かじめその点はご了承くださいませ。 

それでは、代表質問を始めてください。 

橋本 それでは、お聞きしたいと思います。

まず安倍さんに……。先ほど福島さんからも

農林水産大臣の問題がありました。本当はあ

まり 初にこういうことを聞きたくないんで

すけれども、一国の総理大臣が、光熱水費が

月８００円とか、そんなことを弁明しなけれ

ばいけないような状況というのは、非常に嘆

かわしい状況なんですね。この問題は極めて

簡単です。それは、法律的には、先ほどもル

ールがあって、そのルールの中で説明してい

るから領収書は出さなくてもいい、そういう

ことだったのでしょう。でも、やっぱりこう

いうぐあいに使ったんですよと説明すれば、

それで済む。あと、それにとらわれずにいろ

んなことができる。しかし、その説明に毎日

費やしている。やっぱりこの状況は変だと思

いますよね。どうしてきちんと説明できてな
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いんですか。 

安倍 この問題が起こった発端は、赤城さん

のご両親が、この事務所が実は使われていな

いのではないかという、誤解を与えるような

お答えをされた。つまり、架空ではないかと

いうことだったのだと思うのです。しかし、

その後、ご両親は、そうではないということ

をお話をされて、後援会長もそのように説明

をされました。また、赤城大臣も割と時間を

とって説明をしていると思います。 

そしてまた、いままでの事務所費の問題は、

ほとんど金額の多寡によったのだろうと思う

のです。ですから、私が８００円という説明

をしたのは３つ理由がありまして、一つは、

一番直近の光熱水費がそうなっていたという

こと。そして事務所費だけではなくて、いわ

ば経常経費というのは、事務所費や人件費や

光熱水費や備品とか消耗費も入っていますよ、

ということを説明したかった。そしてもう一

点は、赤城さんが説明しているように、だん

だんこの事務所を使う比率が少なくなってき

ましたね、という変化についても証明される、

こう思ったからなのです。 

やはりこういうルールというのは、前もっ

てみんなで決めて、そのルールを決めたら、

みんながそれに従っていくということではな

いのでしょうか。 

橋本 いやいや、「領収書は出さなくてもい

い」なんていうことはルールじゃないんです

よね。自主的に示して、「それは安心してくだ

さい」と、そういえば済む話じゃないですか。 

安倍 これは、みんながルールを決めて、だ

からこそ前の国会で規正法を変えて、５万円

を超えたら添付を義務づけましょう、という

ふうにしました。 

橋本 この問題ばかりにとらわれてはあれで

すけれども、安倍政権ができて９カ月弱。先

ほども教育基本法の改正、防衛庁を省に昇格

させる法案の成立、いろんな実績について挙

げられました。ただ、わずか９カ月で３人の

閣僚がやめるという事態は、やっぱり異常な

事態ですね。佐藤内閣は、“トカゲのしっぽ切

り”といわれて、しょっちゅう閣僚を切った

ということもありましたけれども、その大叔

父さんであってもこんなにやめませんでした。

何か少し構造的な問題があるのではないか。

では、それをどうお考えになるのか。 

それから、これからそういう事態になって

政治が立ち行かなくなる、いろんなことがで

きなくならないようにするために一体どうい

うお考えでいるのか、ということをお聞きし

たいと思います。 

安倍 確かに３人閣僚が交代したことは残念

ですし、それは私の任命の責任に起因すると

思います。しかし、政治は一瞬の停滞も許さ

れません。私はあくまでも前向きに、私が総

理に就任した際、お約束をしたことを果たし

ていくことが政治においては一番求められる

責任だと思っています。私は、お約束をした

ことは着実に実行しています。この国会にお

きましても会期を１２日間延長しましたが、

あれだけ困難といわれた公務員制度改革につ

いても法律を通しました。この公務員制度改

革については、国民からみて押しつけ的であ

れば、それは押しつけ的な天下りなんだ、私

の内閣で初めてそういう定義をしました。事

務次官会議でこの定義については反対されて、

事務次官会議は通らなかったのです。そんな

ことをやった内閣はほとんどありませんが、

しかし、私の内閣では事務次官会議で通らな

かったこの定義を閣議決定したのです。そう

いう意味では、新たに大臣に任命した渡辺大

臣、大変突破力があったと思います。だから、

いま、これは進んでいる。あくまでも前向き

に残してきた実績に私はすべてをかけたい、

こう考えています。 

宮田 安倍さんに先ほどの赤城大臣のことに

関連してお尋ねしたい。自民党のほうで政治

資金管理団体に政治家の団体は一本化してい

くようにしたらどうかというような検討がさ

れている、という報道があるんですけれども、

これは一体何なのでしょうか。と申しますの

は、さきの国会で政治資金規正法を与党が実

現したばかりですよね。あの政治資金規正法

改正が足りなかったということをお認めにな

ったということなのでしょうか。 

安倍 全く違いますね。全く違う。それはい

かにも批判のための批判だと思います。 

私は、かつて自民党の党改革実行本部長で

した。その実行本部長のときに、法律では決

められていないいろいろなことを内規で決め
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ました。私たちは、例えば政党の選挙区支部

を持っています。そして政治資金管理団体を

持っている。そして、これらをわかりやすく

ホームページで一緒にすべて公開をする。こ

れは自民党が一番 初にやりました。 

そしてもう一点。すべて献金については、

基本的には銀行振り込みにする。これは党内

においても大変な反対がありましたよ。それ

を決めました。そしてまた、さらには年末… 

宮田 一本化の話をお聞きしているんですが

…… 

安倍 ちょっと黙っていて……。これはニュ

ース性のある話ですから、恐らく国民の皆さ

まは、あなたよりも私の話を聞きたいのでは

ないかと思いますので、お話をさせてくださ

い。 

そして、さらに年末において銀行の通帳と

政治資金の報告が合うようにさせた。なぜか。

それは１億円の、橋本さんの問題というのが

ありました。そして随分実態の額と報告の額

が違っている、こういう指摘がありましたか

ら、党においてそういう内規を決めました。

このように私たちは、内規で決めるべきもの、

あるいはまた内規を決めるということは私た

ちの姿勢を示しているわけであって、それも

含めて国民の皆さまの審判をいただいている。 

しかし、ルールをつくるというのは、全体

において、議員全部において議論をして、そ

してそれをルール化していく、法律化をして

いくということが大切です。そして今回も、

これは松岡さんの問題に帰するだけではなく

て、やはり政治全体で考えていこうというこ

とにおいて、５万円の領収書をつけるという

ことを決めました。 

政治団体については、政治家以外の方々も

持てます。資金管理団体というのは政治家し

か持てませんよ。持てないのです。そして１

つに限られている。ですから、政治資金管理

団体については厳格にやっていきましょう、

ということになりました。そして、それ以上

にするのであれば、さらに自主的に努力をし

ていこうということがあっても、それは当た

り前なのではないでしょうか。 

宮田 そんなにいいアイデアなら法律に書け

ばいいじゃないですか。 

安倍 だから、先ほど説明したじゃないです

か。法律を決めるというのは、全体的にそう

いう合意がなされて初めてできるわけであっ

て、自民党だけではできないのです。 

宮田 野党は反対ですか？ 

安倍 そして直ちにできるということになり

ます。そこで政治資金管理団体になるべく集

めていくということが、やはり大切であろう。

個々によって随分違います。自民党のことし

かあなたはおっしゃらないけれども、例えば

経常経費については、民主党の方だって、人

件費で１カ月間に数千万円計上している方だ

っているんですね。しかし、そういうことに

ついては一切あなたなんかは問題にされない。

しかし、そういうことではなくて、全部の議

員がルールを決めていこうということが大切

だろうと思いますね。 

宮田 はい、ありがとうございました。 

この問題ばかりに時間を使えないので、次

に小沢さんにお尋ねします。安倍内閣の支持

率が劇的に下がっているんですけれども、民

主党の支持率が劇的に上がるということは一

向にありません。これは、民主党というのが

国民の政治的な期待に対する受け皿になって

ないのではないかと思わざるを得ないんです

けれども、何が足りないのだとお考えでしょ

うか。 

小沢 ご指摘の面は否めない事実だと思いま

す。それは我々自身の自己努力の不足という

ことが基本的にあると思いますけれども、日

本の場合は半世紀以上にわたってほぼ一つの

自民党政権が続いているわけでありまして、

他の民主主義国のように政権交代、議会制民

主主義というのは全く定着していない現実が

あると思います。したがって、民主党は歴史

も浅いですが、野党にすぎないわけで、どう

しても与党の支持率の低下が民主党の支持率

アップということに素直に結びつかない原因

はその２つ。私ども自身の努力不足と、それ

から日本の議会制民主主義がまだ欧米の民主

主義の先進国のような意識構成になっていな

い、そういう風土が一つだと思います。 

橋本 そういう状態でありながら、小沢さん

は、今度は参議院選で与野党逆転、そして次

の衆議院選挙で与野党逆転し政権を交代させ
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る、こうおっしゃっていますね。 

小沢 はい。 

橋本 それは具体的にどういうシナリオとい

うか、道筋というか、それをお考えなんです

か。それをわかることが国民にとっては判断

の材料になると思うんですよ。 

小沢 私どもは、そういう日本の戦後６０年

の風土ではあるけれども、いま、やはり手お

くれにならないうちに変えなければいけない

ということで、一生懸命努力しております。

このことでも、国民の皆さんの理解をいただ

きたいと思ってあすからの選挙に臨みます。 

それから、どのようにしてということにな

りますが、日本は二院制です。もちろん衆議

院の優越は認められておりますが、基本的に

二院制です。したがって、それぞれの政党単

独で過半数は 大の目標ですけれども、現状

では野党でもって過半数を何としてもとると

いうことです。そういうことになれば、我々

の主張が参議院において、例えばいろんな法

律案件にしましても、我々の多数でもってそ

れを修正することもできますし、そういうい

ろいろな我々自身の意見を少なくとも参議院

においては正確に反映できる、というふうに

私は思っております。それがまた衆議院へ行

って再議決云々というのは別にいたしまして、

そのことについては国民が判断することです

ので、我々は、そういう意味で、私どもの主

張を明確にするためにも、ぜひ参議院で多数

をとらせてもらいたいと思います。 

山田 志位さんにお尋ねいたしますが、与野

党逆転の場合に、参議院議長選挙で民主党の

候補に投票されますか。 

志位 これはルールがありまして、議長選挙

の場合は、第一会派から議長が出る、そして

第二会派から副議長が出るというのが参議院

のルールですから、いろいろな場合があり得

ると思いますけれども、そのルールに従って、

議長候補になられた方が公正で民主的な運営

をきちんとやられる方だということが明瞭で

あるならば、これは全党で一致して推すこと

になるでしょう。 

山田 福島さん、同じ質問、いかがでしょう

か。 

福島 与野党逆転ということを、社民党は社

民党の躍進と同時に願っておりますので、参

議院選挙で、与野党逆転させ、いまの現在の

野党で議長をとるべく社民党もそういう形で

協力することになると思います。 

山田 現実の問題としてその可能性が高いの

は民主党ですけれども、投票されるというこ

とですね。 

福島 そうですね。それは党内で議論します

が、議長であれば問題はないと思います。 

山田 公明党、太田さんにうかがいます。与

党内における公明党の役割という点です。久

間大臣に対しては非常に厳しく辞職を要求さ

れたいきさつがありますけれども、赤城大臣

に対してはそうなっていない。これは問題の

性質が確かに全然違いますけれども、しかし、

政治と金の問題は、公明党は立党以来、高い

モラルを追求されてきて、法律がどうだから

という以上の非常に高いモラルを追求されて

きたんですが、赤城大臣については、公明党

の閣僚が「法律がそうなっているんだからい

いのではないか」という趣旨を発言している。

この現状、この落差は、与党なれといいます

か、与党ずれではないかという批判もあると

思うんですが、どうお考えですか。 

太田 そういうことではないと思います。私

は、久間さんの問題については、核という問

題は絶対悪である、そして人の命というのが

大事である、そういう観点に日本は立って非

核ということを、世界に向けての外交の柱と

もいうべき戦いをしなくてはいけないという

ことをいろんな方に伝えた、ということがあ

あした辞任という形になったと思います。 

政治と金の問題については、この国会でも

随分私たちもいいました。資金管理団体の経

常経費の事務所費ということでは、当初、国

会で全く使っていない事務所費が計上されて

いる、おかしいなということが提起されまし

た。そして、それは合算をするということに

おいては問題ないんだということで、その後、

一切展開しなかった方もいらっしゃいます。 

私は、そこで５万円ということを資金管理

団体の中に潜り込ませるという不信がありま

したから、そこは資金管理団体できちっとや

るということが大事だ、ということを主張さ
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せていただいて、法改正というものを実現さ

せていただいたと思っています。 

今回は、赤城さんのところが親と代々から

ずうっと事務所として使われてきて、 近は

フェードアウトをしてきたとはいいながら、

そこが使われているのかどうか、そしてそれ

は実態とどうなのかということが問題である

というふうに思っています。それゆえに、先

ほど領収書というお話もありましたが、そこ

が使われていたということをもっともっと丁

寧に、具体的にいろんなことをそこでされて

いたならば、そういうことをきちっとお話を

する説明責任というのは当然ある。説明責任

というのは公開性がまさに大事になってきて

いる。透明性が大事になっているというのは、

格段の違いがこの数年前とはあります。私は、

ますますそういう時代になると思います。す

べての国民の皆さまにできるだけ何度も繰り

返してもいいから、お話をきちっとするとい

う説明責任というものが必要になる、という

ことを強く申しあげているところでございま

す。 

橋本 綿貫さんにうかがいます。選挙の結果

いかんによっては一体どういう行動をとるの

かというのが非常に注目されています。綿貫

さんは、「郵政民営化を自民党が見直さない限

り、自民党との部分連合なんてあり得ません

よ」ということをおっしゃっていますよね。

恐らく自民党は郵政民営化を見直しするとい

うことはあり得ないでしょう。となれば、自

民党と連立、あるいは部分的に協力するとい

う可能性は全くゼロだと考えてよろしいんで

すか。 

綿貫 お答えします。私どもの政党は全く独

立自尊の党でございまして、良識ある第三極

を目指しております。どこからも侵されない。

そういうことでございますから、連立とか、

あるいはだれかと組むとか、そういう気持ち

は一切持っておりません。今後、私どもは、

結果をみての判断でございますが、 初から

キャスチングボートを握るとか、連立だとか、

そういうことは考えておりません。 

橋本 それは自分だけではなくて、党に所属

している人すべてがそうだと解釈してよろし

いですか。 

綿貫 そうです。 

橋本 田中さん。ちょっと聞きづらいんです

けれども、参議院選挙前に離党者が出るとい

うのは、この政党に未来はあるのかなとちょ

っと心配するんですが、いかがですか。 

田中 大変に唐突だったので、私自身もお二

人の意見を聞いたときは驚きました。取材を

された多くのジャーナリストの方から、「やは

り田中康夫と有田芳生と一緒にいたのでは安

倍さんのためにならなかったのかな」という

ご意見をいただいて、そういう世間の見方も

あるのかなとは思いました。 

私たちは、まさに著名だから白紙委任状を

出してくださいということではなく、皆さん

と同じように発言をして、多くの人たちに気

づいていただき、そして行動してきた。その

私たちの発言や行動をどのように評価して期

待していただけるか。それが今回の「脱しが

らみ、脱なれ合い」の選挙を戦う新党日本だ

と思っています。 

橋本 はい、ありがとうございました。 

長谷部 大の争点になってきた年金につい

てお聞きします。まず安倍さん。先ほど「打

つ手は全部打った」とおっしゃいました。こ

の問題を振り返ると、５，０００万件や１，

４３０万件や３０何万件、いろんな数字が次

から次と出てきた。もう打つ手は打ったとお

っしゃるということは、こういうふうな消え

た年金とか浮いた年金で、新しい数字なんか

は出てこないと思ってよろしいですね。 

安倍 これは新しい数字と５，０００万件の

関係だと思いますが、新しい数字が出てきた

から、その数字のための対策ということでな

くて、根本的な対策を打っています。例えば

１，４２０万件の中においても、この５，０

００万とこれは照合していくわけです。つま

り、その照合作業をすべてにおいてちゃんと

やっていきます。しかし、もちろん社会保険

庁の体質は、いわば厚生労働省も社会保険庁

の幹部も、ある意味ではあしき労働慣行、組

合のあしき活動といってもいいかもしれない

が、なかなかすべてを把握をしていませんか

ら、検証委員会において今度は特捜検事も入

れて徹底的にうみを出していきます。さらに

は、この対策をちゃんとやっているかどうか

ということも、残念ながらこれは監視をして

いかなければならない。ですから、検証委員
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会とは別に監視をしていく委員会をつくって、

それを社保庁の中に置いて、ちゃんとやって

いるかということも監視をしていきます。 

ですから、もしかしたら新しい件が、この

検証委員会がしっかりとやっていく中におい

て出てくるかもしれない。それは、むしろう

みをどんどん切開をしていく。それは我々の

仕事の成果が上がっている、というふうにと

らえていただきたいと思います。 

そして、さきの国会で時効をなくすための

法律が通りました。ですから、例えばその突

き合わせについても来月の３月まで時間をか

りようとするわけであります。さらにその後、

皆さま方から返事が来て、 終的に統合がさ

れていくわけでありますが、時効がなくなり

ましたので、わかった時点ですべてさかのぼ

って全額お支払いができるということになり

ましたから、その点はご安心をいただきたい

と思います。 

長谷部 この記録問題騒動のためもあって、

制度論がどうも不在だったような気がする。

これこそが年金不安の根本なわけですから、

そこを聞きたいんですが、小沢さんからいま

具体的なお話がございました。お聞きしたい

んですけれども、先ほど安倍さんからも太田

さんからも２２兆と１９兆という数字があり

ました。これは３兆円の違いがある。ベース

になる数字が１９兆円だと考えているのだと

すると、先ほどありましたように、いままで

払ってない方も全部入れるとすると、ベース

が狂ってきます。それはどう考えるか。 

それと、１，２００万円とおっしゃいまし

た。１，２００万円は確かに高所得者かもし

れませんが、そこで断層があるのではなくて、

普通の制度は８００万円の人のところで……。

そうすると、減るわけですね。 

もう一つ確認します。「いままで払ってな

かった人には払わない」とおっしゃったので

しょうか。 

小沢 加入してない人。 

長谷部 はい。その辺、ちょっと……。 

小沢 まずは、こういういろんな問題が起き

るのは、政治資金の問題もそう、この年金の

問題もそう。それは全部クローズドな仕組み

になっているからです。これを 初から情報

開示（ディスクロージャー）、全部オープンに

していたらこんなことになりっこないのです。

ですから、私は、政治資金についても、まあ、

質問にはなかったですが、全部公表、公開す

るのが一番いい方法だと思います。。日本社会

では、何か問題が起きると、必ず規制強化の

方向に行くんです。監視委員会だ、何だかん

だということになる。それは逆だと思います。

情報を開示するようにすべきなんです。いま

まで民主党は一生懸命「こういう資料、どう

だ？どうなっているんだ？」といってきまし

たけれども、ほとんど資料が出されていない。

そういう役所の秘密体質のところにこういっ

た問題がどんどん――このほかについても同

じですが――起きてくるのだと思います。日

本社会に一番必要なのはディスクロージャー

（情報開示）だ、そのようにまず思っており

ます。 

それから、さっき申しあげましたように、

１，２００万でバタンと切るというわけでは

ありません。６００万円前後のところからな

だらかにいくという形になるだろうと思って

おります。私は専門家ではないですから、詳

しい細かい計算のところまでわかりませんけ

れども、５％の消費税、１３．３兆円ですか、

これで全額賄うことができるというふうに考

えております。 

長谷部 先ほど安倍さんからもあった、いま

まで保険料を払ったことのない人は？ 

小沢 加入してない人でしょ？ 

長谷部 はい。税方式でしたら、同じように

払うんですか。 

小沢 ですから、今後は全員が加入できるよ

うな、そういう魅力ある年金、信用される年

金制度をつくっていきたいと思っております

けれども、経過措置の話になりますが、全く

いままで保険料を支払ってない人に、この仕

組みができたからといってすぐ全額支払うと

いうふうには考えておりません。 

長谷部 すみません、くどいようですが、６

００万円だと中堅所得層も払った保険料ほど

もらえない人が出てきますね。 

小沢 払った保険料じゃないですよ。２階建
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ての、自分で保険を払って、そして１，２０

０万円の境というのが、現在の給付の２３万

円以上もらえる。その人たちは自分の２階建

て部分が年金。現行の２３万円程度の給付以

上の給付を自分のあれでもってもらえる人に

は、国費の部分については我慢してもらう。 

長谷部 １，２００万円の人に限ってもいい

んですが、いままで払った分ほどもらえない

ということになりますね。いままで払った保

険料はどこに行くんだ？ おれがいままで払

った保険料はどこに消えるんだとならないだ

ろうか。 

小沢 ですから、２階建ての部分で、経過措

置になりますが、今までの分をきちんとそこ

に組み込んでいくということに。 

長谷部 そうですね。 

小沢 当然だと思います。 

長谷部 そうすると、１３兆という……。 

小沢 ただ、この基礎部分というのは、全く

国費で、税でもって、保険料云々のところじ

ゃなくて支払うわけですから、その部分につ

いては、高額の所得の人には我慢していただ

くということです。 

長谷部 小沢さんだけに聞くわけにいかない

ので……。 

安倍さんと、太田さんにうかがいます。「１

００年安心年金」というのを一生懸命いって

こられました。１６年の改正でマクロスライ

ド方式にしたので、もう安心ですよ、と。そ

の時点ではそうかもしれません。その後、人

口減少のペースが想定より早まりました。先

ほどありましたけれども、賃金も伸びてない。

そういう状況の中、本当にもらえるのかとい

うのを国民の皆さんは不安に思っている。そ

の辺に対応して制度論としてこれからしなけ

ればならんことがあるとお考えかどうか。 

安倍 まず初めに申しあげますと、１６年の

改正で給付と負担を調整する仕組みをつくり

ました。これは、将来の労働力人口と平均寿

命を我々は「マクロ経済スライド」といって

いるんですが、給付を調整する仕組みです。

それによって自動的に調整される仕組みをつ

くりましたから、いままでのように５年ごと

に大騒ぎする必要はなくなってきました。そ

のかわり、人口が減少していきますから、さ

らなる負担をお願いをしている。それはすで

に発表しているとおりであります。私は、そ

れによって年金というのは極めて安定的な仕

組みになったと思います。 

そして、先ほど賃金が上がらないじゃない

かという話があったのですが、所得代替率で

すから、賃金が上がらない場合は、年金の給

付が一定であれば、所得代替率は変わらない

ということになります。 

あわせて、いま年金の受給者の方、７割は

住民税を含めて税金を払っておられない層で

す。ですから、先ほどの小沢さんの説明では、

とても説明になっていないといわざるを得な

いと思います。そのことをつけ加えておきた

い。 

太田 年金制度の問題と、それから年金記録

問題というのは、リンクをしておりますけれ

ども、基本的に考え方としては別です。おっ

しゃるとおり年金制度は大丈夫なのかという

ことが一番大事です。これからどうするかと

いうことですが、私たちは被用者年金の一元

化を、これはやる必要がある。これが一つで

す。これから十二分にやるべきことです。 

そしてもう一つは、やっぱり基礎年金部分

の３分の１の国庫負担を２分の１にするとい

うところをきちっと２００９年度までにやる、

ということが大事です。 

もう一つは、この比例という、いわゆる被

用者年金ではなくて、国民年金の人たちにど

れだけバックアップをするかということが、

年金制度の大事な問題だというふうに思いま

す。ここのところは、いま、２年だけ追納で

きるということがあります。２５年、そして

フルで４０年ということならば、ここの追納

ということをやることが大事だろうというこ

とです。ぜひともここは５年の追納というこ

とを実現させたいと私たちは思っています。 

同時に、これはまだ私の個人的な考えです

が、２５年ということにならないともらえな

いということは、あまりに長過ぎるのではな

いかという声が随分あります。諸外国の例を

みましても、これから外国に行ったり、人口

の流動化ということもありますから、私は、

２５年というのはちょっと長過ぎると思う。
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期間を短くするということも、これから十分

検討する余地がある、というふうに思ってい

ます。 

ですから、その辺をカチッとさせて、そし

て２００４年からの３年間で、年金制度は壊

れるんだとか、あるいは積立金がなくなると

いう声がありましたけれども、現実には積立

金が逆にふえて１５０兆円を超えたというこ

とは承知をしていただきたいというふうに思

っておりますす。それがゆえに、私は、児童

手当を初めとするそうしたことをきちっとや

って支え手をふやす、少子化対策に力を入れ

るというような大きな枠組みが実は大事なこ

とではないか、というふうに思っています。 

長谷部 安倍さんにお聞きしたいんですが、

財政の話ですけど、消費税の増税の件、いろ

いろ話題になりましたけれども、成長して税

収を上げる、歳出削減を一生懸命やる。それ

で２０１１年の財政黒字、プライマリーバラ

ンスの黒字化目標は達成できるかもしれない。

それはわかるんですが、債務、国債の残高を

減らさないと、財政再建の道がついたとはい

えない。そうすると、どうしても消費税の増

税が必要だろうと。これ、国民はみんな薄々

わかっているわけですね。 

参院選の今度の争点にはしないとおっし

ゃる。どこかの席で次の衆議院選の争点とい

うふうなことをおっしゃったように聞いてい

ますが、次の衆議院選の争点ということです

と、本当に上げるということになりますと、

３年、４年、５年先になりますね。それで財

政がもつかどうか。そもそもその５年間、成

長を持続できるのか。その辺、どうでしょう。 

安倍 私は、いわゆる典型的な財政主義者で

はありません。私は、むしろ経済主義的な運

営を極めて重視しているのです。税を上げる

ことによって経済にマイナスな影響が出て、

結果として税収が思っていたよりもふえない、

逆な結果が出るということは、我々、経験を

していることで。その中において、私の内閣

において当初予算よりも３．２兆円税収が上

回っている。補正予算をその後、組んでいま

すが、当初予算よりは３．２兆円上回ってい

る。２．５兆円はこの中にも入ってくる数字

でありますが、やはり経済を成長させていく

ことによって税収が生まれてくるということ

を軽視をしてはならないわけです。１月にお

示しをした幾つかのパターンのモデルの中に、

それによってプライマリーバランスの黒字化

を達成して、２０１０年代の半ばごろには安

定的に累積債務の――これはＧＤＰ比率が大

切であって――ＧＤＰ比率を安定的に減少さ

せていくということも可能であるということ

は、マクロ経済的にお示しはすでにしている

ことです。そのために私たちはオープンな姿

勢と、そしてイノベーションによって新しい

経済成長を生み出していかなければならない。

こう申しあげているのです。 

例えばサービス業においては生産性はま

だまだ低い。ですから、５年以内に生産性の

伸びを５割増しをするという目標を立ててい

ます。そういうことをしっかりと行っていく

ことによって、さらには「成長力底上げ戦略

推進円卓会議」をつくって 低賃金を引き上

げていくことも考えています。それによって

消費がよくなってくる。結果として成長が加

速するということも十分に可能である。あく

までもそれを目指していきたいと考えていま

す。 

また、国と地方の決算が出てくるのはしば

らく先の話です。そしてまた、さらには昨年

行った医療制度改革の効果が出てくるのもま

だ先の話です。こうした数字をしっかりと見

込んでどうするかということを正確に議論を

していきたいと考えています。むしろ、その

ほうが国民に対して誠実な姿勢ではないかと

思います。 

橋本 憲法についてうかがいたいのですが、

志位さん、福島さんは何でおれのところに回

ってこないんだろうというぐあいにお思いで

しょうけれども、憲法については、もうよく

わかっていますので、よくわからない人にお

聞きしたいと思う。 

それは、まず安倍さんです。あれだけ戦後

レジームからの脱却の も象徴的なことは憲

法改正、と。ところが、 近はだんだんトー

ンダウンしてきた。これは３分の２以上の賛

成がなければなかなかできない。その合意形

成の努力もこれからしていかなければいけな

い。では、何をどうするんだというときには、

前に自民党が憲法の改正案を出しているんだ

から、それをみてください、という感じなん

ですけれども、やっぱりこの問題について、

何を も優先的に考えているのかということ
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を説明しないといけないと思うんです。いか

がですか。何を優先にしているんですか。 

安倍 憲法改正というのは、あくまでも政

治的なリーダーシップがないと――例えば自

民党結党のときに憲法改正ということを示し

ているのですが、５０年間できなかった。そ

れは、やはり難しかったからなのです。難し

かったからこそリーダーシップを発揮をしな

ければこの壁は打ち破れない。ですから、私

は幹事長時代にリーダーシップを発揮をしま

した。総理になってもリーダーシップを発揮

をして、政治スケジュールに乗せるというこ

とを、党としても基本的なコンセンサスを得

てお示しをしています。 

しかし、これから先は結果を残すためには

当然、多数派の形成に全力を挙げる。３分の

２をとらなければいけない。そして自民党は

すでにお示しをしています。前文から全部書

きかえたものをお示しをしています。しかし、

先般成立をした国民投票法案による改正の仕

方は、全文を一度にいきますという形には残

念ながらなっていませんね。むしろ逐条的に

いかざるを得ない。そういう中において、ど

れを優先していくかということは、まさにこ

れから政治的な合意を形成をしていくという

ことを重視をしなければいけないと思います。 

もちろん我々は「これは私たちがまさに議

論をして日本国民がつくったもの」というこ

とを明確に前文に書いています。そして９条

においては、自衛隊を自衛軍として明確に明

記をしています。そしてシビリアンコントロ

ールをしっかりと書いた。そして、さらには

国際貢献についても書いています。また、環

境の恵沢を我々は享受をするという権利を保

障しなければいけない、ということが書いて

ある。あるいは公平、平等の原則の中に、障

害の有無にかかわらず平等であるということ

を、今度初めて自民党案の中に書いてありま

す。 

そしてまた、地方分権については、いまの

憲法においてはほとんど書いていないといっ

ていいと思います。地方自治体が何だという

ことしか書いていない。地方自治体の意味、

意義、目的、義務等々について、自民党の案

では明確にかなりボリュームをとって書いて

います。しかも、例えば市町村合併を進めて

います。その中で基礎自治体ができあがって

いる。身近なことをやる基礎自治体、そして

広域自治体との関係について書いてある。こ

れは将来の道州制もにらんだものです。そう

いう大きな枠組みを書いています。それを私

たちはお示しをしています。 

この自民党の案についても、ぜひ国民の皆

さまに議論をしていただきたい。我々の案が

すべて通るとは全く思っていません。３分の

２という極めて高いハードルの中において、

まずはしっかりと国民とともに議論をしてい

くことが大切だと考えています。 

橋本 わかりました。小沢さん、きのう出た

マニフェストを読みますと、国民と闊達な議

論をこれからしたいと。まあ、それはそうで

しょう、いわれなくてもわかっているよ、と

いう感じなんですね。何をどう議論するのか、

具体的にほとんど書かれていない。どうも腰

が定まってないのではないか。抽象的なこと

しか書かれてない。 

小沢 マニフェストにですか。 

橋本 そうです。憲法について。 

小沢 憲法につきましては、私はこう考えて

います。国民生活を守る、向上させていくた

めに、お互いに国民が決めた 高のルールで

す。ですから、世の中の状況が変化して、こ

このところはこのように変えたほうが国民の

ためになるということがあれば、私は憲法を

改正すればいいというふうに思っています。

その意味では、何ら護憲とか改憲とかという

形だけの形式的な対立というのは、あまりよ

ろしくないと思っています。ただ、憲法は６

０年このままで来ているわけですし、それか

ら総理もいまお話のように３分の２の発議と

いう、ほとんどの国民のコンセンサスがなけ

ればできない問題ですので、いま、この参議

院選挙で憲法問題を掲げてやるという緊急の

必要性というものを私は認識しておりません。 

宮田 安倍さんに集団的自衛権の有識者懇談

会のことについてお尋ねします。９月に結論

が出るといわれておりますけれども、これま

での議論の流れをみますと、集団的自衛権の

行使容認の方向である、というふうに読めま

すね。そういう結論が出た場合に、政府、安

倍さんとしては、粛々と政府解釈の変更に踏

み切ると考えてよろしいかどうか。 
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安倍 いま、まさに議論を深めているところ

です。私が「こうです」といってしまえば、

もう議論をする意味がないと思います。これ

は４類型、具体的な類型をお示しをいたしま

して、わかりやすく議論してください、とい

うことをお願いをいたしています。その中で

具体的な類型に沿ってそれぞれ専門知識を持

った方々にお集まりをいただいておりますか

ら、さらに議論を深めていただきたいと思い

ます。 

橋本 志位さん、福島さん、９条改正は阻止。

しかし、憲法改正については相当な賛成論も

ある。そういう中でどういうぐあいに阻止し

ようとしておられるのか。ちょっと時間の関

係もありますので、簡潔にお願いしたい。 

志位 改憲する側がどういう仕掛けをつくろ

うとも、国民の多数が「ノー」といえば、憲

法改定はできない。ですから、国民の中でい

かに多数派をつくっていくか、ここに精魂を

傾けたいと思います。「９条の会」は大江健三

郎さんなどが掲げた会ですが、全国に数千つ

くられています。それから、私、 近、経済

同友会の終身監事の品川正治さんから、経済

界の中でも９条を守ろうという声が広がって

いるとうかがいました。品川さんは終戦の際、

復員する船の中で９条をみて、感激して抱き

合って泣いた、と。そういう話もしながら９

条のことを訴えますと、これは経済界の中で

も響くというんですね。ですから、９条を守

り抜こう、この一点で結集するといいますか、

国民の多数派を形成する。そのために共産党

が今度の選挙で大いに前進したいと思ってお

ります。 

福島 社民党は、「９条と年金が危ない。今回

は社民党へ」のスローガンで頑張ります。前

回、自民党に入れた人も民主党に入れた人も、

今回は社民党へと。国民の皆さんの「９条を

変えたくない人」は５０％ぐらいいらっしゃ

いますので、躍進したいと思います。また、

実は自民党の中にも民主党の中にもいろんな

考えの人がいますので、社民党は議席をとに

かくふやして自民と民主の間に分け入って、

やっぱり憲法９条を変えないほうがいいとい

うことの連帯の核として国会の中でも果敢に

頑張ります。 

太田 私たちは加憲という立場に立っていま

す。現在の憲法は極めてすぐれているという

認識のうえに憲法三原則を堅持し、９条の第

１項、２項を堅持したうえで、環境権とかプ

ライバシー権等の時代の要請に従ったものに

ついては加えて、補強して加憲するという立

場です。９条については１項、２項堅持とい

う姿勢であるということだけは申しあげてお

きたいと思います。 

橋本 勝敗ラインについては、もうかねてか

ら安倍さんは、それは設定しないとおっしゃ

っていますから、これ以上お聞きしてもお答

えにはならんでしょうから、小沢さんにお聞

きします。今度の参議院選挙で与野党を逆転

させなければ政界を引退するということまで

おっしゃいました。しかし、二大政党制のた

めには、政権交代しようという人が、なぜ参

議院でそんな命をかけるのか。一番の主戦場

は衆議院じゃないのか。それは恐らく自信が

おありだからなんでしょうけれども、しかし、

「政界を引退する」なんていわないでやれば

どうですか。「政界を引退する」なんていわな

いで、参議院選挙、衆議院選挙ではやるんで

すよと。 

小沢 そうじゃない、そうじゃない。説明し

ます。マスコミがやんややんや聞くから私は

答えているだけで、私からいっているわけで

はありません。 

橋本 あー、そういうことですか。じゃ、本

意じゃないんですか。 

小沢 それで、何回も何回も聞かれるから、

「じゃ、はっきり自分の心境をいう」といっ

ただけの話でございます。 

それで、今度の参議院ですが、私は、今回

の参議院の選挙で与野党逆転を実現しないと、

これからの将来、そういう機会はほとんどな

いだろうというふうに思っております。です

から、これが 大のチャンスであると同時に、

我々にとって、そして国民にとっても、議会

制民主主義、政権交代、こういう本来の機能

を民主主義が発揮するためには今回の参議院

選挙で与野党を逆転させる。そこからいまの

政治を変えることが、そして議会制民主主義

が定着するスタートになるだろう。そういう

意味で私はこの参議院選挙に全力を尽くした

いということでございます。 
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橋本 綿貫さんにちょっとお尋ねしたいんで

すけれども、今回、国民新党の候補者になっ

たフジモリ元大統領ですが、国民はあっと驚

いたわけですけれども、同時にいかがなもの

かという議論も起きている。これは綿貫さん

のアイデアなのかどうかも含めて簡潔にお答

えいただきたいんですけれども。 

綿貫 これは党でみんなで決めたことですか

ら、私の意見というよりも、そういう形で決

まりました。 

宮田 共産党の志位さんにお尋ねします。け

さの新聞のインタビューで「確かな野党から

確かな与党へ」というようなことをお話しさ

れているんですけれども、共産党が与党にな

るというのは、ちょっと時代が変わるんでし

ょうけれども、具体的にどういう道筋で与党

になろうとお考えになっているのでしょうか。 

志位 私たちは、２１世紀の早い時期に民主

連合政府という政権構想を綱領の中に書き込

んでいます。この政権構想というのは、いま

のアメリカとの関係、あまりに異常な、アメ

リカのいいなりの根源にある日米安保条約を

廃棄して、アメリカとの関係を本当に対等、

平等の関係にする。 

それから経済政策は大企業中心の経済の

ゆがみ、いまの貧困と格差という形で、これ

は非常にゆがんだ形で出ています。これを正

して国民中心の経済に切りかえる。この２つ

の大改革をやる民主主義の政権ですけれども、

これは統一戦線でつくっていくという展望で

す。私たち、いま、このパートナーがあるか

といったら、いますぐ政権協力の相手がある

わけではありませんが、私はこの先、消費税

の問題あり、憲法の問題あり、大きく政治が

激動してくると思います。そういう中で連合

のパートナーが出てきたら、そういうパート

ナーと連立を組んで民主的政権をつくるとい

う展望を持っております。 

山田 安倍総理には勝敗ラインをうかがって

も仕方がないということですので、別のこと

をちょっとだけおうかがいします。総理は非

常に精力的、積極的にテレビの党首論戦など

も参加されておりますけれども、公開討論の

宿命と申しますか、どうしても宣伝本位とい

いますか、これは安倍さんだけではありませ

んけれども、議論が硬直化してしまう傾向が

あると思うのです。どうしてもテレビ映りで

ありますとか、ディベートのテクニックとい

うようなことに関心が集中する、そういう現

状があると思うんです。この討論会もテレビ

中継されているわけですけれども、いわゆる

テレビ党首論戦を通じて国民が議論を整理し

て考えていく場になっているのかどうかとい

うのは、私、ちょっと疑問があると思ってい

るんです。総理は、そういう論戦に参加しな

がらどうお考えになっているのか。おれはデ

ィベートはうまいからこれでいいんだとお考

えになっているのかどうか。その辺のことを

美しい国の民主主義のあり方という視点でお

尋ねしたい。 

安倍 選挙というのは、まさに政策を競い合

うんですね。どちらの政策がすぐれているか。

どちらの政策がより現実性があるかというこ

とで、きょうは例えば政策的な議論は少なか

ったのですが、年金については大分深まって

きたと思います。民主党の年金の設計が大丈

夫なのか、私たちは疑問を提示をしました。

それは、やはり国民の皆さんに判断材料を提

供していると思います。お互いがマニフェス

トを提示をするだけではなくて、給付を示し

たら、その裏づけがあるのかどうか。年金の

設計、給付だけではなくて、負担が果たして

本当にはっきりしているのかどうか。 

例えば、年金というのは数字がすべてなの

です。数字がすべてです。例えば給付を制限

するのであれば、給付がこれぐらいというの

であれば、それは先ほど議論がございました

ように、所得制限しますねという話があるの

であれば、年金受給者の７割は住民税も含め

て納税をしておられないという方々、そうい

う方々がいるにもかかわらず、４割の人たち

がもらえないという形でなければ１３兆円の

給付だけで済まないという民主党の案は、大

きく矛盾しているわけです。これはやはり数

字がすべてですから、しっかりと数字を出し

ていただかなければならない。こういう議論

をしていくのがディベートにふさわしいので

はないかと思いますね。 

山田 自分の声が国民に届いているなという

手ごたえを感じておられますか。 

安倍 それは２９日までわかりません。手ご

たえを感ずるべく全力を尽くしていきたいと

思っています。 
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小沢 先ほどの質問に対して、私どもの年金

批判をなされましたが、私どももいまの政府

の年金に対する態度、それから賃金上昇率等、

政府の「１００年安心」といっている年金の

今日の状況が全く安心でない。そして、総理

に言葉をお返ししたいと思いますが、非常に

実態とかけ離れた数字でもって「１００年安

心」と称する年金のあれが行われている、と

いうふうに私どもは考えております。 

橋本 それぞれの党首の皆さんには、まだお

っしゃりたいことがおありでしょうし、私も

聞きたいことがまだまだあるんですけれども、

時間がもうオーバーしてしまいましたので、

この辺でおしまいにします。 

司会 どうもありがとうございました。本当

に積み残した問題、まだまだあると思います

けれども、いただいたお時間をすでにオーバ

ーしてしまいました。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

て会場の皆さま、どうもありがとうございま

した。 

文責・編集部 


