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▼労働組合のため、というよりは、一般の労働者、サラリーマンのために配慮する、ということ

がまず問われてくる。組織された人びとだけではなくて、一生懸命にまじめに働いている、普通

の市民の立場を大切にしていくということだと考えるわけです｡ 

 

▼女性は有権者の過半数を占めていますが、多くの女性は、政治の貧困やひずみ、不公平さの中

で政治不信に陥るぐらいに様々な不満や悩み、要求を抱えています。いわば生活に根ざした不満

や悩み、その中から出てくる憤り、こういうことを解決しない限り、政治の信頼をかちとること

は出来ないというふうに、私自身は思ってきました｡ 

 

▼(平和への決意は)戦後日本の初心であり、私の初心でもあり、そうしてまぎれもなく社会党自

身の初心でもあります。それをしっかり守り育てていくために、党の諸先輩が心血を注いできた

問題です。この初心は、動かざる初心として、あくまでも私は、守り抜きたいと思うのでござい

ます｡ 

 

▼緑の問題については、今日、国有林、民有林の荒廃が深刻な問題となっているのは、申し上げ

るまでもありませんが、これは、臨調・行革方式では、国土の保全や資源の保護とか環境の確保

という非常に大切な、基本的な立場から考えて、多くの問題を解決できないままになるのではな

いかということを指摘せざるを得ません｡ 

 

▼北東アジアでは、石橋委員長時代に補完外交ということが言われ、非常な努力をされましたが、

補完外交という言葉を、あえてここで使わせていただくとすれば、その継続が、今度は東南アジ

ア、太平洋で、私の展開のポイントになっていくわけです。平和・人権・福祉・開発ということ

がこの外交のテーマとして問われると思うのです｡ 

 

 

○Ｃ社団法人 日本記者クラブ 



司会（有馬企画委員）土井委員長について改め

てご紹介するものは何もないのではないかと

思います。昭和４４年、同志社大学講師をなさ

っております時に、時の成田社会党委員長に請

われて、政治の世界にお入りになった方です。

専攻は憲法です。経歴書を拝見いたしますと、

趣味はコーラスとピアノとあります。カラオケ

も大変お上手とうかがっております。 
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私なりの特徴を生かしたい 

 ご紹介いただきました土井たか子でござい

ます。きょうは、各国の首脳がこの席に座られ

お話をされた、伝統と権威のある日本記者クラ

ブにお招きいただき、光栄に存じております。 
 ただ、非常に緊張してまいりました。と申し

ますのは、このクラブは非常にこわいところだ、

入学試験のようなもので、この試験をパスしな

いと、あなたは委員長として認知されないので

はないか、とおっしゃる方がございました。私

自身、受験勉強せずにこういう委員長の席に就

き、ぶっつけ本番みたいな格好でこのクラブに

お招きいただいたわけですので、最初に、｢ど

うぞよろしくお願いします｣と、この席から申

しあげねばなりません。 
 さて、ほんとにはからずも委員長に就任して

から、毎日、目の回るようなスケジュールで、

一日一日経つのが非常に早うございますけれ

ども、早いもので、もう２０日経ってしまいま

した。 
 委員長になるということは、私自身の人生設

計の片隅にもなかったことですから、私は、こ

のことを“事件”であると考えているわけです。

ですけれども、責任を持ってこれをお引き受け

した以上は、やるしかない、頑張る以外にない

という決意で、これからひとつ歩を進めてまい

りたいと思っているわけです。しかし、私が、

社会党のこれほど大変な時に委員長にと、いろ

いろご要請いただき、こういうことになったの

には、私なりの特徴を何か考えていただいた結

果ではなかろうかと思われる点もあり、私自身

は、その特徴を生かしていきたいとも考えてい

るわけです。 
 私はいろいろな方々からご感想をうかがい

ますが、「あなたはどうも社会党らしからぬ国

会議員ですねえ」とおっしゃる方がわりに多う

ございました。「社会党には珍しい政治家だ」

とも言われてきましたが、どうも社会党に対す

るあるイメージがあって、その社会党のイメー

ジから考えると、ちょっとはずれた所に私があ

るように見ていただいたのかもしれません。正

直言って、このことは喜んでいいのか悲しんで

いいのか、ちょっと分からないのですが、しか

し、言葉を変えて今の私にあてはめると「社会

党の委員長らしからぬ委員長」ということにも

なりかねない。そうなりますと、額面どおりに

これを受けとったら、大変困ったことになると

思っています。 
 「社会党らしからぬ」という点を、私なりに

善意に解釈させていただくと、私は、労働組合

の幹部という経験を持っておりません。一人の

市民です。また、特定の党内派閥に深くコミッ

トしたという政治家ではありません。ですから、

そういうことを私の特徴として、また「社会党

らしからぬ」ということとの意味として考えて

いくということが、一つあるのではないか。私

は、この私の特徴を、これからの社会党のあり

方や社会党の体質の中に生かすために、精いっ

ぱい努力していきたいと考えているわけです。 
 
「市民」の立場を大切にする 

 それはどういうことか、というと、労働組合

のため、というよりは、一般の労働者、サラリ

ーマンのために配慮する、ということがまず問

われてくる。組織された人びとだけではなくて、

一生懸命にまじめに働いている、普通の市民の

立場を大切にしていくということだと考える

わけです。最近、全国各地で様々な形の市民グ

ループの運動や住民運動が起こっていますが、

これらの市民運動、市民の動きとしっかりと連

帯できる社会党の体質を心がけていきたいと

思っています。従いまして、一つは、簡単に言

えば市民派と言われてきた私の役割を、今後は

党のこれからの中にしっかりいきづかせてい

かなければならない。つけ加えると、労働者の



方々もご家庭にお帰りになれば一市民であり、

地域の住民ですから、その点を大切にして、そ

の立場を重視していくということを心がけた

いと思っているわけでございます。 
 そのために、いかに市民、住民の方々との共

同作業が出来るかということが、社会党の再出

発に当たっての大事な課題だと心得ているわ

けです。国民審議会とか――審議会という名前

がもう一つしっくりしない、名称を変えてはど

うですか、というご意見もすでにいただいてお

りますが――地域での審議会で――地域の審

議会を実は大切にしなければならないと私は

思いますが――党外の各界各層の方々のお知

恵やご協力をそこでいただきながら、党が主催

するんじゃなくて、むしろ党が出かけていろい

ろな方々との交流、提携、そして協力というこ

とを、共同作業の中でつくっていきたいと考え

ているわけです。 
 このことは、委員長選挙の最中に披瀝（ひれ

き）してきましたから、就任後にわかに出した

のではありませんが、９月８日に就任してから、

手順として、ぜひともこの審議会を具体化する

ために、中央執行委員会をあげて意見を出し合

って考えて下さい、ということも申しあげて、

今日に至っております。 
 
女性の「思い」をすくい上げる 

 さて、もう一つの特徴を考えますと、お見か

け通り、私はまぎれもない女性でございます。

中には「どうも女らしくない女性ですね」とお

っしゃる方が時々いますが（笑）、私は、「自分

でもいやになるくらい女性の中の女性だと思

っているんですが」と申しあげるんです。 
 どうもその点は、よくお分かりいただけない

ような場面もまだまだあるようです。しかし、

まぎれもない女性でございます。私を委員長に

推して下さった党員の皆さんのお気持ちには、

いろいろあったと思いますが、率直に言って、

「この際、社会党のイメージチェンジをした

い」とか「女性の票を当てに出来るのではない

か」という思惑が事実あった、ということを私

は承知しております。しかし、それは私にとっ

てまことに本意ではございません。 

 女性は有権者の過半数を占めていますが、多

くの女性は、政治の貧困やひずみ、不公平さの

中で政治不信に陥るぐらいに様々な不満や悩

み、要求を抱えています。いわば生活に根ざし

た不満や悩み、その中から出てくる憤り、こう

いうことを解決しない限り、政治の信頼をかち

とることは出来ないというふうに、私自身は思

ってきました。その意味で、社会党が、女性の

思いを実現させるために再出発の異議である

と同時に、日本の政治にとって非常に問われる

問題の部分を、一翼を担って解決していくこと

にもなるのではないか、と私は強く考えるわけ

です。 
 委員長選挙の最中に、私はいろいろな新たな

感銘を受ける場面に遭遇しました。九州や北海

道で、街頭で初めてお目にかかる女性の皆さま

方から「土井さんでしょう？」「はい、さよう

でございます」、「私は、残念ながらこの前の選

挙では社会党に一票を投じなかったけれども、

あなたが委員長になることに期待をかけてい

ますから頑張って下さい」とお声をかけていた

だきました。そういう方々にお目にかかる度ご

とに、年齢のせいでしょうか、最近、少し涙も

ろくなってすぐ熱いものがグッとこみ上げて

きます。特に、女性の方々は超党派で励まそう

と企画して、大変熱気のある集会を東京で催し

て下さいました。私は、その集まりでいろいろ

な方々から激励のご挨拶を受け、その一つ一つ

に感動して、これまた、もう本当に自分が挨拶

する時には、声が震え、涙で胸が詰まりました。 
 その中に、こういうご挨拶があったんです。

「女性が党首になって、テレビや新聞、雑誌に

連日出てくることが日常の風景になる、という

ことになれば、小学校や中学校の子供たち、高

校生に与える影響は大変なものだ。私たちが考

えている以上にその影響は大きい、ということ

を私はつくづく母親の立場で思います。しかも

子供たちに与える影響が私たちの想像以上の

ものであると考える時に、それぞれの女性のこ

れからの生き方も問われることになってくる、

ということを私は激励の挨拶として申し上げ

たい」とこうおっしゃったのです。若いお母さ

んで、私は聞いておりまして大変な感銘を受け



ました。 
 最近は、新聞の紙面の投書欄でも、時々、こ

ういう激励の投書をいただき、私は、朝読んで、

また感激して一日が始まるわけです。中には、

まあ、どこかの総理大臣のように、ネクタイだ

けを問題にするのじゃなくて、やはり、中身、

活動内容、その結果としてどういうことが巻き

起こされていくか、ということをしっかりと考

えて、女性の心の中にある思いを、もっともっ

と男性の方には知っていただきたいという投

書もあって、私は、それらを読む度ごとに、与

えられた責任と申しますか、これからやってい

かなければならない中身に対して、一緒にやっ

て下さる方がまたここにもいる、あそこにもい

るという力強さと同時に、背中の責任感の重さ

をひしひしと感ずるわけです。 
 
第１ハードルは来春の地方選挙 

 社会党として私ども、新しい執行部の第１ハ

ードルは、来春の地方選挙であると考えていま

す。最近、西ドイツ社民党の新しい綱領案を見

ても、男と女ということで一章を設け、共同社

会に生きていく女性を非常に重視した具体的

な中身が盛られていて、私は、ああ、なるほど、

とうなずいているのですが、具体的な数字をあ

げて、これから女性の議員数や党員数を増やし

ていく、特に党の意思決定の場に女性の数を増

やしていく、ということが計画されているよう

です。 
 社会党も来春の統一地方選挙の中で、あっち

こっちに女性の議員をつくっていかなければ

ならない。立候補に対して最大限の努力を、今

度は尽くさなければならないと考えているわ

けです。特に女性の候補を擁立するために財政

が非常に大事な問題になってきますから、今ま

でになく努力をするということを皆様の前で

申しあげ、党としてはこれに取り組むというこ

とを、はっきりさせていかなければならないと

いうのが私自身の思いでございます。 
 すでに逗子では、ご案内のとおり、２６人の

市議会議員定数のうち、５人の若い女性議員が

誕生して生き生きと活動されています。議員定

数の５分の１を女性が占めたというのは、実に

画期的なことで、議会の様子、議会が取り組む

問題、取り組み方も随分変わると思います。し

かし、これを「画期的なことだ」と、いつまで

も言っているのではなくて、あっちでもこっち

でも、そういうことが引き続いて出てくる状況

をつくっていかなければならないと思ってい

ます。 
 社会党の新しい執行部には私を含めて３一

人の執行委員がいますが、そのうち５人が女性

です。５人の女性が中央執行委員というのは、

結党以来初めてだと思いますが、中央執行委員

会の持ち運びも、様子が以前と違っているので

はなかいと、私自身は考えています。和気あい

あいと遠慮なく意見を出し合って討論する場

になっておりまして、決められたことに対して

あまり多くの時間を費やさないで採決し、了承

するという手続きに重点を置く執行委員会で

は、どうもただいまはございません。従いまし

て、中央執行委員会の様変わりも、あるいは女

性の数がグッと増えたというところにその一

因があると言っても大きく間違っていないと

いうふうにも思うわけです。 
 さて、以上のように、自分自身が考える２つ

の私の特徴から、これからの社会党にどういう

姿勢で臨んでいくかを申しあげましたが、次に

社会党のこれからの政策について少し申し上

げねばならないと思います。 
 
「動かざる初心」を基本姿勢に 

 私は、委員長選挙の最中に、これからの社会

党の政策に向かっていく姿勢をどういう表現

で示せばいいかをしきりに考えまして、その表

現をつづめて３つの言葉で表すことにしまし

た。一つは、「動かざる初心」です。２つ目は

「確かな目と耳」です。３つ目は、「しなやか

なステップ」という表現を取りました。｢しな

やかなステップ｣と申しますと、中には、「土井

さん、あんたの歩く姿を見ると、とてもしなや

かとは言えませんよ」とおっしゃる方があるか

もしれませんが、ふだん歩く姿ではございませ

んで、これは政治、政策に向かうステップでご

ざいます（笑）。この３つの表現は、私のいま

までの政治活動の中から出てきた党への思い



である、ということになるのではないかな、と

私自身は考えております。 
 それと申しますのは、私は、戦後、新しい憲

法を学びまして、この平和憲法を何としても大

切だと思って、ただいままで政治活動に取り組

んできました。その基本は、申し上げるまでも

なく一にも二にも平和がありますけれども、い

まの日本国憲法が｢平和憲法｣というふうに言

われるとおり、その基本は平和であります。 
 平和への決意は、非核三原則や、自衛隊の海

外派兵を認めないという問題、集団自衛権の否

定や徴兵制の禁止、また戒厳令を否定するとい

うこととか武器輸出禁止三原則であるとか、そ

してただいまずっと政治課題となっているＧ

ＮＰ比１％以下に軍備を抑えるという問題で

あるとか、いろいろな平和の諸原則を考えます

と、憲法と、そして憲法第９条と切り離しがた

く結びついて、ただいままで動いてきたもので

ございます。 
 それは考えてみますと、戦後日本の初心であ

り、私の初心でもあり、そうしてまぎれもなく

社会党自身の初心でもあります。それをしっか

り守り育てていくために、党の諸先輩が心血を

注いできた問題です。この初心は、動かざる初

心として、あくまでも私は、守り抜きたいと思

うのでございます。 
 また、きょうは、私の国会活動をご存じでい

て下さり、まめに取材して下すった方々もお見

えですが、私は長い間、公害対策ならびに環境

保全のために及ばずながら努力してまいりま

した。昨今、白神山系のブナ林や知床の原生林

の伐採、そうして沖縄の石垣島の珊瑚礁が破壊

される問題などが、非常に深刻な課題になって

います。現地の人びとだけではございませんで、

全国の人びとがこれを守ろうと見守って頑張

っています。具体的には、委員会で取り上げ質

問を展開しました酸性雨の問題であるとか、Ｎ

Ｏｘの問題、土壌汚染の問題や、毎日お互いが

食卓で口に運んでいる食品公害の問題である

とか、すべては人びとの健康と生存にとって重

大な問題です。 
 これらのことは、私自身、結婚、出産の経験

もなく、子供がいないわけですけれども、やは

り、女性というのは、結婚するしないにかかわ

らず、子供はあるなしにかかわらず、どうして

も気になるのは、小さい子供たちのことでござ

います。そうしてさらに子供たちの次の世代を

担う孫の時代、というふうなことを考えてまい

りますと、この環境問題は、大変大きな影響を

子々孫々に及ぼしていくということを考えざ

るを得ません。私は、こういう問題について、

社会党が、いままでになく、もっともっと積極

的な取り組みをする必要があると、かねてから

痛感をしてきました。改めて、社会党の指導性

の中に、この点を強めていきたいと考えている

わけです。 
 
基軸は地球社会の心の通い 

 緑の問題については、今日、国有林、民有林

の荒廃が深刻な問題となっているのは、申し上

げるまでもありませんが、これは、臨調・行革

方式では、国土の保全や資源の保護とか環境の

確保という非常に大切な、基本的な立場から考

えて、多くの問題を解決できないままになるの

ではないかということを指摘せざるを得ませ

ん。緑を守り、動植物との共生を考えていく。

森林を大切にする。こういう基本的な姿勢でこ

の問題を考えますと、必要な経費を国の責任に

おいて確保する必要があるというふうに考え

ます。従いまして、林野庁だけにまかせるのじ

ゃかうて、国の予算でこの問題の取り扱いを進

めるのに当たっては、関係省庁が集まって緑を

守る総合政策にしっかり取り組むような、もう

一つ申しますと、「みどり省」のようなものを

つくって、日本では、これに対してしっかりし

た予算を計上して、取り扱いを進めるくらいに

考えていかなければならない問題だ、と思って

いるわけです。 
 こういうことの政策づくりを、党の機関にも

いままで申してきましたけれども、多くの国民

の皆さん、住民の皆さんの英知を結集していく

場で、国民審議会、地域審議会でもぜひ提案し

ていきたい。関係の方々は言うまでもなく、よ

り多くの各界各層のご意見を聞かしていただ

く機会を、ぜひとも積極的に持っていきたいと

思うわけでございます。 



 さらに私自身は、少し時間をかけましたが外

務委員会所属の活動でした。国際平和と諸国民

の善隣友好のために活動をすることが、いわば

外務委員会での私の活動の基軸だったように

思っております。いわば地球社会という立場で、

この社会に住む人々に対して、いかに共感を持

ち、心を通わせ合うことが出来るかの課題に取

り組むのが、外交問題、国際問題の基点である

と私たちは考え、外務委員会では、時には厳し

い顔つきと、大変乱暴な言葉づかいもしながら、

種々質問を展開してきたわけです。 
 たまたま私が随分厳しい顔つきで、非常にき

つい言葉づかいで質問している場面が、ニュー

スになるのですね。そういう場面でないと絵に

ならない、ということかもしれませんが、そう

したニュースをごらんになった方々は、土井と

いうのは非常にこわい人間である、とっつきが

悪く、非常に怖くて堅苦しい、という印象をお

持ちになる場面がどうもあるようです。しかし、

私は、いま申し上げたような信条について、ま

だ私自身は非常に足りないところばかりであ

りますが、これでいいんだろうか、という思い

を込めながらやってきたつもりです。 
 
環太平洋の平和協力構想も 

 特に、外交活動の中で重視したのは、アジア

の人権の問題でした。この問題について、社会

党としては、やはり、積極的に取り組んでいく

ところの取り組み内容を、少し手に持ってやっ

ていかなきゃならないという気持ちで、私自身

いるわけです。構想は、まだまだこれから具体

的に固めていかなければなりませんが、簡単に

申しますと、環太平洋平和協力構想、と申し上

げていいのではないかと思っています。 
 昨今は、ご承知のとおり、社会党結党４０周

年の年で、いろいろな事業を計画したのですが、

私は、石橋委員長を補佐する副委員長という立

場で、計画について責任の一端を担うことにな

り、特に、国連婦人の１０年でもあるし、私が

かねがね考えてきた問題にもリンケージする

と考えまして、「反核・軍縮・非核地帯設置の

ための女性による国際フォーラム」を東京で開

かせていただいたわけです。そこには、ニュー

ジーランド、オーストラリア、ベラウ共和国、

ヨーロッパでは、非核地帯設置構想を考え、努

力をされ、中心的な役割を果たされているギリ

シャ、スウェーデンからも活動家や指導者にお

いでいただき、非常に実りのあるフォーラムが

開けたと、私自身、考えています。 
 反核・軍縮については、にわかにネットワー

クをつくるということではなく、すでにそうい

う素地を党レベルやいろいろな運動をしてお

られる方々との提携を通じていままでつくっ

てきたことを、一つは環太平洋平和協力構想の

中にも、しっかりいきづかせていきたい、と考

えています。また、そういう意味でも社会主義

インターとの連帯を強化していきたい。今年の

末には、アジア社会主義インターが開かれます

が、その場所を社会党は大変重視し、そこに果

たす役割を強化していくことを考えて臨みた

いと思っています。 
 環太平洋平和協力構想について、中には、「す

でに環太平洋平和協力構想というのが大平内

閣時代にあって、研究報告も出されている。そ

れとあまり違わないことを考えるんでしょう

か」と言われるかもしれませんが、中身から言

うと大きな違いがある、と申し上げねばならな

いと思います。いままで政府が提唱してきた環

太平洋構想ではなくて、むしろ私たちは、「対

決ではなくて平和を」、「従属ではなくて協力

を」という姿勢で臨みたい。いかにして平和提

携をしていくことが出来るか。開発援助に重点

を置いた取り組みを、国民レベルで考えていく

立場で協力していくことが出来るか、というこ

とです。北東アジアでは、石橋委員長時代に「補

完外交」ということが言われ、非常な努力をさ

れましたが、補完外交という言葉を、あえてこ

こで使わせていただくとすれば、その継続が、

今度は東南アジア、太平洋で、私の展開のポイ

ントになっていくわけです。平和・人権・福祉・

開発ということがこの外交のテーマとして問

われると思うのです。 
 
残念だった「中曽根発言」 

 そう考えますと、先ほど申し上げたとおり、

地球社会の中に生きている私たちの生き方、国



際社会で日本の果たす役割が、人の心を大切に

考えていくという立場で問われるのではない

かと、私はしきりに思うわけです。従いまして、

最近、大変問題になっている中曽根総理のご発

言は、残念至極でたまりません。私ども社会党

としては、先日、書記長談話の形で、この発言

に対する社会党談話を発表しましたけれども、

批判をするということは、幾らでも出来ると思

うのです。ただ、しかし、これは批判だけで済

むのだろうかと、しきりに私自身は考えるので

すね。すでに日米間係では政府対政府というこ

とで釈明され、謝罪をされて、政府対政府の間

はこういうことで決着をつけられたがごとき

報道が出ておりますけれども、アウト・オブ・

コンテクストでは済まないのじゃないかと、私

は思うのです。 
 本来、いま私が申し上げるとおりで、中曽根

総理を責めて済む問題ではない。私たちの中に

ややもすればごう慢さがありはしないか、と思

わせる中身だと思います。名指しで言われたあ

のアメリカのマイノリティーの問題も、アメリ

カでは少数民族と言われていても、世界では必

ずしも少数ではないはずです。しかも在米日本

人がどういう思いでいまアメリカで生活しな

ければならなくなっているか。 
 こういうことを考えますと、一つ一つ言葉に

出るのは、「その思い」ですから、国際社会の

中で生きている日本として、お互い、人の心を

通わせ合うことを大事にしなければならない

と、これほどもう一度考えさせられる時はない。

こう申しあげねばなりません。女性に対しての

ご発言も同様です。 
 さて、９月１６日に、私は、総理の所信表明

に対する代表質問をいたしました。中には、早

口でよく分からなかったとか、慣れないから仕

方がないけれども、もう少し突っ込んだ具体的

政策を聞きたかったのに、それが出てこなかっ

た、とおっしゃる方があり、一つ一つのご批判

は、私は、大事にしたいと思います。しかし、

あの代表質問は、総理の所信表明に対して、依

って立つスタンスと申しますか、私はこういう

ふうな立場で内政に対しても、外交に対しても

やっていきたいという、こちらの所信を申し上

げることに重点を置いた代表質問でした。 
 
２１世紀に向けた政策に取り組む 

 あの中では、国際国家ということをわざわざ

言わなくても、日本の国内政治で問われている

問題、諸外国も同じような悩みと苦労、苦悩を

しておられる中身について、日本がどのように

立ち向かい、解決していくかを具体的に示して

いくことが、お互い悩みを共にしている国々と

の共感を持ち合えることになるのではないか、

というので出しました一つが、高齢化社会への

問題であったわけです。 
 女性には三つの老後があると、と申し上げな

がら話を進めたわけですが、ご存じのとおり、

厚生省から出ている対応の中身でも、２１世紀

に向けて２０００年には７０歳以上の人口が

どのくらいになるとか、２０２０年になるとピ

ークですよ、という数字は出ていますが、それ

に向けてのアクションプログラム、具体的な政

策計画というものが見えてこない。 
 私どもは、少なくとも、もう高齢化社会をば

く進している、全世界に類のないくらいに大変

な高齢化社会の時期を、すぐに手の届くところ

に迎えなければならないということを抱えた

毎日、また今日であるわけですから、端的に申

し上げて、やはり、国民総生産比何％という、

たとえばいままで日本政府が軍備に対して考

えてきたこの姿勢、ＯＤＡ（政府開発援助）に

対して考えてきたこういう取り扱いを、高齢化

社会に向けても、やはり予算の目安をたて、ま

あ、ほかにもいろいろ目安のつけ方はあると思

いますが、せめてＧＮＰ対比何％というふうな

裏づけを持った政策を展開していかなければ

ならないのじゃないか、と考えているわけです。

このことを、具体的な政策内容として、社会党

としては、しっかり取り組むことにしていきた

い。 
 まだたくさん申し上げたいことがございま

すが、要は、私はふだん着のままで、マイペー

スでやっていきたい。そのやっていくことに対

して、最後に国民審議会について一言、現状の

ご説明を申し上げ、あらましここでのお話の一

区切りをつけさせていただきたいと思います。 



 社会党はいままで、政策面についてゼロであ

ったわけじゃございませんで、見てまいります

と、政策それ自身が立派な内容を持っている

数々の提案をしてきました。しかし、世の中の

それに対する受け答えを承っていくと、どうも

社会党の政策は分かりにくい、社会党は何でも

反対の党ですね、という声が聞こえてくるわけ

です。どこにいったい問題があったのか、を私

たちはしきりに考え、その結果、少なくとも２

つ考えていかなければならないんじゃないか

と思います。 
 
動き出す“審議会”のねらい 

 一つは、政策自身が私たちの党内にエキスパ

ート、その道のスタッフもいるわけですが、そ

のエキスパート、スタッフの党内の限られた人

材で、しかもデスクワークでつくられ「はい、

これが政策でございます」と言われても、どう

もピンとこない。やはり、生活に根ざし、生活

の中から出てくる政策でないと、その中身がい

くら理屈がしっかりし、論理がかない筋が通っ

た政策であっても生きた政策にはならない。普

通に働いて額に汗して真面目に生きている

方々、そういう方々と一緒になってこの政策は

つくり上げ、そして努力してさらに練っていか

なければならないんじゃないか、と考えたわけ

です。従って、今回の審議会の発想も、一つは

そこから出ている。 
 もう一つの問題は、いままで社会党は、人数

の少なさにもよるけれども、国会でそのつど出

てくる政府提案の法案に対してイエスかノー

かという問題、それに対する対案を用意すると

いう問題、これにきりきり舞いという格好があ

ってどうも余裕がなく、目先のことを一生懸命

にやることで精いっぱいだ、とよくご指摘いた

だきました。グローバルな視点がない。もっと

言うと、先の見通しをつけた先見性のある政策

がないということです。実は、この点が見事に

出来れば、政権に対してそれだけ近づくという

ことではないかと、私は思うくらいで、やはり

２１世紀に向けて先見性のある問題を取り上

げてやっていかなければならない。２１世紀の

国民生活と国づくりを考え、日本のこれからの

進路を提起するということを、各界各層の方々

との共同作業で進めたいと、やはり審議会の中

で考えているわけです。 
 こういうと、「党の中で出来るんですか」と

おっしゃる方々が必ずいます。それは出来ませ

ん。出来るんだったら、いままでやってきたと

思っていますが、いま申し上げたとおり、それ

は党の中でやる仕事ではなくて、党の外でいろ

いろなことに携わってこられた方々、また、い

ろんな期待やご意見をお持ちの各界各層の

方々と共同作業、提携をするという問題です。

だから、党の付属組織ではございませんで、全

く独立した自由に討論をしていただく機能だ

と申し上げねばなりません。 
 そのために当初は、私はせっかちな人間です

から、さあ、言ったと、言った以上は早くしな

ければならないと気がせきまして、あせり気味

で、１０月初旬には、もう第一回目の開催が出

来るように、と言ったのですけれども、やはり、

この点は、拙速ではもちろんなく、いろいろな

方々のお知恵を拝借しながら、この審議会の構

成を考えていくことが必要であると考えて、い

ま慎重に副書記長２人に構想を練っていただ

き、総務局長にも知恵をふり絞っていただく、

窓口になって、世話をして下さる中執の方々に

も声をかけて、大体、作業はそこまで準備作業

として進んできているわけです。準備会的なも

のを一つ作って、１０月中旬くらいまでには、

何とか皆さまに「いよいよ始動があそこに見え

ましたね。活動が始まりましたね」とおっしゃ

っていただけるようなところに、持ち運びをし

たいと考えています。 
 いろいろこれからご厄介になり、また、いま

申し上げたような作業の中で、お世話になる場

面が十分に出てまいります。ひとつ、その節は

どうかご支援とご協力、ご鞭撻（べんたつ）を

心からお願い申し上げてこの辺で区切りをつ

け、このあと、予定の時間までご意見を拝聴さ

せていただきたいと思います。どうもありがと

うございました。 
 
 
 



質 疑 応 答 

 
久保（政治評論家）この間の講演であったと思

いますが、中曽根さんは、いわゆる｢土井社会

党｣なるものについて次のようなことを言って

おります。「石橋さんは、社会党が日米安保と

自衛隊、韓国との関係、原発反対、これらにつ

いて政策を変えようと努力したけど果たせな

かった、土井新委員長はこれらについてどうす

るか注目している」。こういうことを言われた

と記憶しております。これは中曽根さんが、た

またまあなたとは違う政党で、いわゆる政敵関

係にあるというところからの発言であろうと

思いますけれども、中曽根さんが提起した疑問

点は、国民の立場からも重大な関心事であると

思います。 

 そこで、土井さんは、この３点について、石

橋さんと同じように、あるいはさらにそれより

多くこれを変えようとする意思があるのか、な

いのか。これが第一点。もし変えようとする意

思がおありだとすれば、どのような方向で、ど

ういうタイミングで政策転換を考えられるの

か。この２点についておうかがいしたい。 
 
土井 非常にやさしいようで難しいご質問で

ございます。まず第一点の、石橋委員長時代と

変わるのですか、ということですが、私は、石

橋委員長時代に努力をして積み重ねてこられ

た中身を、継承していきたいというのが基本姿

勢です。従って、いろいろな具体的なテーマに

ついて、いまご質問いただいたそれぞれの課題

について、やはり、石橋委員長当時から議論を

積み重ね、そうして党の大会で出してまいりま

した線というものを継承しながら、中身につい

てはなおかつ、さらに現実的な問題に対しての

対応をどうしていくかということも、考えてい

かなければならないと思っています。 

 ただ、その現実的な対応をどうするかについ

て、「いつ頃」という２つ目のご質問ですが、

これはなかなか難しい問題で、現実の対応は、

やはり、現実の対応の時期というのをいま申し

上げられないところが現実的なのでございま

す。従って、社会党が問われているそれぞれの

課題は、いろいろな方々との共同作業の中でも

必ず問われる問題ですから、私は、いろんな

方々の意見も拝聴させていただき、それを具体

的に生かしていくという努力は、どんどんしな

きゃならないと思います。聞かせていただきっ

放しの一方通行でなくて、こちらから、こうい

うふうにその問題は取り扱い方を考えさせて

いただく、というお返しをしなければならない。

その積み重ねをしていきたいと思っています

ので、「いつ頃」とおっしゃられますと、これ

また少し難儀なことですが、来年の１２月に党

大会がありますので、少なくともこういう作業

は１年くらいの期間、当面はずっと続けてやる

つもりでおります。 
 
田原（東京タイムスＯＢ）９月２２日の中曽根

さんの自民党研修会での発言について、簡単な

コメントがあったのですが、少し敷延していた

だきたいと思います。 

 まず、いわゆる少数民族の問題については、

私たちにもごう慢さがあるという形で、むしろ

日本の政治家としての反省という立場でおっ

しゃったんですけれども、私自身は、中曽根さ

んの三つ子の魂の中には、日本民族は最優等の

民族である、その最優等の民族が単一国家をつ

くっているから日本は最優等の国なんだ、とい

う哲学が隠されているんじゃないかと思いま

す。この辺について、土井さんのお考えがあっ

たらお聞かせ願いたい。 
 それから女性に対するも蔑視発言についで

ですが、これは具体的にお聞きしましょう。土

井さんは代表質問をされ、中曽根さんの回答を

お受けになったわけですが、その時のネクタイ

の柄を覚えていらっしゃいますか。それから話

の内容については、いかがでしょうか。 
 
土井 ご質問の前の部分は、私も全く同感です。

社会党の書記長談話ではその点も触れて、はっ

きり「これは日本人が最も優秀な民族であると

思い上がった選民思想がある」と表現していま

すから、きょうは時間の加減で繰り返しません

でしたけれども、私も全くそれは同じように考

えております。 



 女性に対する問題は、いろいろなところから

私のところにもお電話がまいります。「ああい

う蔑視発言に対して黙ってていいんですか」と

か、「何とかこれをまた国会で取り上げるよう

にしていただきたい」とか、いろいろなお電話

をいただくわけですが、アメリカのカリフォル

ニア大学ロサンゼルス分校のベアワルト教授

が、新聞でこういうことを言われています。「ア

メリカの政治家がこういうことを言ったら、そ

れで政治生命はおしまいだ」と。 
 長い間の民主政治のたゆまぬ積み重ねの中

でこういう問題に対しては敏感に感じ取る。そ

してこれに対しての対応も、間違いは、「すみ

ませんでした」と一言いったら全部終わりとい

うわけではない。やはり、言ったことに対する

責任をどう果たしていくか。基本は人権問題、

人の心のひだに触れる問題ですから。単に「す

みません」と言って政府対政府で謝ったり、「ち

ょっと軽はずみな表現でした、あの点は不適切

でしたから悪しからず」と言って済むことでは、

どうもなさそうに私は思います。 
 やはり、基本的には、人に対する考え方、人

の心に対してどれだけ思いやりがあるか、もっ

とつづめて言うと、人権意識の問題であろうと、

私自身は思います。口で男女平等を言うのは、

いとやさしい。それからまた「私自身はフェミ

ニストです」とおっしゃる男性は多うございま

す。だけど、フェミニストであるかどうか。平

等的な取り扱いを口先で幾ら言われても、本当

にそれが姿勢としてあるかどうかが、こういう

時にやはり出てくるんだなあ、ということを、

私は見せられた思いがいたします。 
 ネクタイの柄ですが、私は、あまりそういう

ところを意識しないんですねえ。（笑）どうだ

ったのか、先ほどから考えていたんですが、あ

まり思い出せないですね。（拍手）（笑）。いや、

本当にそういうのは・・・。 
 
岡部（ＵＰＩ）中曽根さんのコメントで、人種

問題についてはアメリカで相当な反応が出ま

した。女性に関する発言に対して日本ではあま

り女性の反応がなかったと思うのですが、それ

に対するコメントをお願いします。 

土井 これは、抗議文を突きつけるとか、撤回

を要求するとかの動きが固まりとして展開さ

れているとはまだ寡聞にして存じません。しか

し、いろんなところで女性が集まりますと抗議

をするとか、撤回の要求は直ちにしていないけ

れども、中曽根さんのあの発言に心の底から憤

りを持っていて、今後どう取り扱われるか見守

りたいとおっしゃる方々は、あちこちに本当に

多いですよね。ただ、それが波のごときうねり

になっていま動いていない、ということである

かもれません。 

 新聞紙上でもあまりこの問題は、当初から取

り上げられなかった、といういきさつがあるの

ではないでしょうかねえ。私は、あえて申し上

げますと、取材をなさる方々の中には、女性は

少のうございますでしょう・・・。 
 
古川（フェアチャイルド通信）私の多くの友人

の意見では、社会党が低迷しているのは、社会

党員や社会党の首脳が悪いということではな

くて、社会党の“社会”という文字が悪いので

はないか、という意見があります。つまり、社

会主義をどのように定義するかという基本的、

哲学的な問題ですが、これがあまり討議されて

いないのではないか。 

 社会党の成立の歴史をたどっていくと、｢社

会｣という言葉は、英語で言うソーシャリズム

ではなくて、社会のための政党として戦後生ま

れてきた。むしろポピュリストパーティーとい

う意味合いでの歴史的な過程もあったんじゃ

ないか。その辺に社会主義というものが注入さ

れてきたのではないか。そういった意味で、社

会主義政権、また社会主義が本当に日本で実現

すると思っておられるのか。また、そうでない

とすれば、社会党の政策は、果たしてソーシャ

リズムなのか、それとも、もっと違ったものな

のか、その辺のところをはっきりと定義として

いただきたいのですが。 
 
土井 定義となると、講義調になって、これま

た、非常に難しいのですが、社会党は、この前

の大会で産みの苦しみはありましたけれども、

新宣言を採択し、この新宣言でこれからやって



いくと決めているわけです。新宣言の中で、問

題はやはり、階級政党なのか、国民政党なのか

ということが、論議の大きな渦としてあったこ

とは、これは延々と長い時間をかけた問題です

から、よくご存じだと思います。あの中では、

社会党は国民政党であるという点に非常に中

心を置いた取り扱いを、初めから終わりまです

る姿勢で貫いているということに、ひとつご注

目いただきたいと思うのですね。 

 だから、きょうも申しあげたのは、「労働組

合オンリー」という批判をよく聞きますけれど

も、組合に属している方々ばかりではなくて、

組合からはずれている方々について、どれだけ

私たちが提携をし、協力をし合うことが出来る

かに賭けたい。いわばサラリーマン、市民層と

申しますか、そういうところに重点を置いたも

のの考え方、政策、ということを申し上げてお

りますから、もうご賢察いただけるんじゃない

かと思うんですよね。 
 社会主義政党というと、社会主義に対する先

入観から、「それじゃ日本は社会党が天下を取

った時には、どこそこの国のようになるんです

ね」と必ず言われるきらいがあります。社会党

は本来、どこかの国のまねをするということで

はありませんから、独自の、日本における、と

いうことを考えてあくまでやらなければなり

ません。しかし、社会党自身が考えている線と

いうのは、いま申し上げましたとおりで、ある

先入観で、社会党に対してあるイメージを強く

持っていらっしゃる方々のそのイメージが、

「いやあ、社会党はそうじゃないんですね、」

と思ってただけるところまでやっていかない

といけないと、私は思っています。 
 
露木（フジテレビ）いまのお答えとも若干関連

しますが、市民運動、住民運動との連帯や国民

審議会で党外の知恵を結集するというお話を

委員長は、きょうも強調されました。いわゆる

社会党の守備範囲を広げていこうということ

ではないかと拝察しますが、そうしますと、ほ

かの野党の掲げている様々な方針とダブって

くる、共通点が生まれてくる可能性もあります

が、将来、そういうほかの野党との連携、連帯

を積極的に推し進めていかれるおつもりなん

でしょうか？その場合に、委員長のいわれる

「動かざる所信」との兼ね合いは、いったいど

うなるのか、その辺のご見解を承わりたいと思

います。 

 
土井 連携ということでは、すでに委員長選挙

の最中に、サラリーマン新党や社民連の方から、

「こういう点でこれからの社会党に、もし期待

をかけられるとするならば、私たちとしては意

見を出したい」というふうなご注文を承わる機

会がありました。 

 私自身は、繰り返し申し上げるとおりで、審

議会方式の中でサラリーマン新党や、ましてや

院内で統一会派を組んでいる社民連の方々と

の意見交流は言うまでもなく、協力体制を政策

や実際の行動の中でつくっていくことが出来

れば、という思いでいます。 
 他の野党との協力関係では、いままでも国会

の中で社・公を中軸にして具体的なテーマに従

って政策を具体的にし、共闘を組んでやってい

くという場面が多々ありましたから、そういう

ことを急に変える意図は全くございませんで、

その上に立って、これからどのように進めてい

くか、具体的に問われることが、必ず近い日に

あるであろうと、というふうに私は思っていま

す。 
 そして、「動かざる所信」と私申し上げたの

ですが、「初心」は社会党の依って立つ立場で

すから、変えるわけにはまいりません。 
 
渡辺（デプスニュース）先ほどからおうかがい

しますと、平和、人権、福祉、開発、地球社会

における日本の役割、ということを何度も繰り

返して述べておられますが、一つ根本的なとこ

ろに戻って、土井さんの政治家としての原点、

これについて一言ご説明していただきたいと

思います。 

 
土井 政治家としての原点は、私は、人権です

ね。憲法の研究を人生設計として考えていた中

で、政治の場に出てきたのですが、やはり、私

自身の原点は、憲法を生かし育てるということ



だと思うんです。政治の中で具体的にしていか

なきゃならない問題であり、突き詰めてその原

点は何か、と問われたら、人権ですね。 

 
ヒルシャー（南ドイツ新聞）社会党にとって一

つの問題は、票を伸ばすこと、もう一つは組織

を伸ばすことだと思います。そこには党費の問

題も含まれてきますね。いままでも元の委員長

の飛鳥田さんは１００万党をつくるというよ

うな夢や、いろいろな目標がありましたが、土

井さんの場合は、どういうような方針でこれか

らやっていかれるのですか。 

 
土井 言うまでもないことですが、党員を増や

していかないと党勢は拡張できません。飛鳥田

さんが委員長であった当時、１００万党建設を

提唱され、全国でこの運動に取り組みました。

その線は、私は継承すると同時に、具体的にあ

る意味では、今回は危機に直面している社会党

ですから、再出発に当たって危機感で燃えるよ

うな気持ちで、いままでにない取り組み、考え

方を打ち出さないと、意気盛んであるけれども、

同じことの繰り返しをするというきらいもあ

ります。 

 私どもの社会党は中央本部、府県本部、市町

村の総支部という組織構成になっており、社会

党に入党しようとすると、総支部に入り、そこ

から府県本部に上げ、さらに中央本部に登録す

るという形になるわけですね。そういう入党手

続きではなく、私は、今回、女性については中

央本部が直轄で入党できる仕組みを考えては

どうだろうか、と思っているのです。かなり電

話がかかってきまして、「私は茨城におります

が、入党したい女性が５人ばかり、ここに集ま

っていますが、どうすればいいんでしょうか」

という、お尋ねの電話がかかってきたりします。 
 そういう時に、「あなたのお住まいの近辺の

総支部にいらっしゃって、そこで手続きしてい

ただいたら、総支部から県本部に、県本部から

中央本部に上へ上げられます」と言ったら、そ

れを聞いただけで、「いやあ、何だか、いろい

ろと難しいんですねえ。何か締めつけられるよ

うな感じがいたしますね」と、こうなるわけで

すね。 
 今回は、だいぶあちこちでご要望も承わった

上での考えですが、直接、中央本部直轄で入党

できる仕組みを、女性の場合に考え、実行した

いと思っています。党員協議会という、いまま

でにも大きな労働組織の組合の中では行われ

た例がありますけれども、党としてはございま

せん。従いまして、女性について、もちろん党

費も軽減して入りやすい条件を考え、どういう

ことでご協力願えるかということも、そうそう

縛りつけるような格好をしないで考えていっ

てはどうだろうか、と思っています。そうすれ

ば、だいぶ党員が増えるだろうと思いますよ。

（笑） 
 
司会 どうもありがとうございました。頼りに

なる、たのもしい主要政党初の女性委員長とし

て、どうぞ健康にお気をつけられまして、ご活

躍いただきたいと思います。 
文責・編集部 

 

注：社会党は”審議会”の名称を、その後”懇話会“と

している。 
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