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司会 ただいまから日本記者クラブ主催の

６党党首討論会を始めます。 

私は進行役を務めます企画委員の井田由

美です。 

それでは、６人の党首の方々をご紹介いた

します。左から社民党の福島みずほ党首、 公

明党の太田昭宏代表、自民党の麻生太郎総裁、 

民主党の鳩山由紀夫代表、日本共産党の志位

和夫委員長、国民新党の綿貫民輔代表です。 

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、党首の皆さんに

よる主張と討論です。第二部では、会員から

寄せられた質問を参考にして４人の企画委員

が党首を指名し、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、

第一部に入ります。 

  

第 一 部  

 

影山 それでは、第一部を始めます。最初に、

今回の選挙で、有権者に一番訴えたいことは

何なのか。それぞれ２分間の持ち時間でお話

をいただきたいと思います。目の前にありま

すランプが１０秒前から点滅をいたしまして、

２分間たちますとついたままになりますので、

時間厳守でお願いしたいと思います。 

発言の順番は自民党、民主党、公明党、共

産党、社民党、国民新党の順番でお願いいた

します。 

では、まず自民党の麻生さんから２分間で

お願いします。 

  

麻生総裁 麻生太郎です。私が最も訴えたい

ことは、責任力です。自民党には一貫性ある

公約と、それを実行する力があると存じます。

訴えたい政策は３点。景気最優先、安心社会

の実現、そして、日本を守る、です。 

私は、内閣総理大臣に就任して以来、経済

対策に全力を挙げてきました。その結果、景

気の先行きに明るい兆しが見えてきました。

きょう、発表された経済成長率は１年３カ月

ぶりにプラスになりました。しかし、国民の

皆様に景気回復を肌で実感していただくまで

には至っておりません。いまだ道半ばです。

景気最優先、私は日本の経済を必ず回復させ

ます。戦略なきばらまきでは、経済は成長し

ません。 

次に、安心社会を実現します。一言でいえ

ば、子供に夢を、青年に、若者に希望を、そ

して高齢者には安心を、です。行き過ぎた市

場経済原理主義とは決別します。改めるべき

は改め、国民の暮らしを守ります。 

そして、もう一つ守るのが日本の安全です。

北朝鮮は日本人を拉致し、核実験やミサイル

発射を強行いたしております。この明白な脅

威から日本を守らなければならないと存じま

す。また、海賊対策、テロ対策、日米同盟、

いずれも強化して、日本人の生命と財産を守

り、国際貢献にも引き続き取り組みます。安

全保障の基本がふらふらしていては、日本の

安全を守ることはできません。 

麻生太郎と自由民主党は日本の守り、日本

の安全に責任を持ちます。 

  

影山 続いて、民主党・鳩山さん、お願いし

ます。 

  

鳩山代表 国民の皆さん、ふるさとに帰られ

た皆さん、ふるさとはいかがでしたでしょう

か。昔と変わってしまった、そう思われた方

も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

皆さんのお暮らしはいかがでしょうか。地域

に、家計に、そして教育に、医療に、介護に、

雇用に、大変な格差が広がってしまっていま

す。一体だれがこんな日本にしてしまったの

でしょうか。官僚に丸投げをしてしまった政

治が、結局は“天下り天国”を生み、大変な

無駄遣い社会にしてしまいました。 

さらに、後期高齢者医療制度、あるいは地

方の医師不足、ぼろぼろになった年金問題、

こういったものに象徴される冷たい政治を生

んでしまいました。ハコモノ行政が人の命を

粗末にしてしまいました。そして、待ち受け

ているのは、借金地獄と消費税の増税です。

これが自民党の長期政権の総括であります。

責任ある政治が聞いてあきれます。 

でも、政権与党が反省を十分しないという

のであれば、国民の皆さん、あなたが今回の

選挙によって、自民党の長期政権に対して、

特にこの４年間の自公連立政権に対して総括
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を行っていただきたいのでございます。 

民主党は官僚任せの政治に終止符を打ち、

皆様方と一緒に政策をつくり上げていくこと

をここにお約束をいたします。そのことによ

って、天下りや渡り、あるいは無駄遣いがな

くなり、そして、そのことによって、皆様方

が待ち望んでいる一人一人の命が大切にされ

る、そういう政治が実現できる、よみがえら

せることができると思っています。 

民主党のためなどということはいいませ

ん。どうぞ、あなたのお暮らしのため、未来

のために、民主党に政権交代の力をお与えい

ただき、ぜひ一緒に“チェンジ”で日本をよ

みがえらせようではありませんか。ありがと

うございました。 

  

影山 では、続いて公明党・太田さん、お願

いします。 

 

太田代表 今回の衆議院選挙は、日本の未来

を託す政権選択がテーマになっています。そ

の政権選択の中身を問いかけることが大事な

選挙だと私は思っています。政策の中身、そ

の政策に一貫性、整合性、ぶれない政策であ

るかどうかという問いかけです。 

もう一つは、それを実行する力というもの

が大事だというふうに思います。公明党はぶ

れない政策とやり抜く力を持っていると自負

しています。 

今回の選挙戦、私たちは３つを柱にしてマ

ニフェストを掲げました。 

１つは、未曽有の経済危機をどう乗り越え

るかということです。昨年来、１３０兆円に

及ぶ４度の予算編成をいたしまして、６月に

は景気の底入れ宣言というものをさせていた

だくところまで持ってきました。きょうは、

４－６月の、いわゆるＱＥ（ＧＤＰの四半期

推計）が出まして、プラス成長ということが

明らかになりました。私はいまが正念場だと

いうふうに思っています。切れ目なく、この

予算を執行する。そして、同時に成長国家と

しての日本をどうつくるかという、新しいス

タートを切らなくてはならないと思っていま

す。 

その成長は、まさに環境や農業というグリ

ーン産業革命でエンジン役とこれをし、そし

て同時にアジアの中の日本として、アジアの

内需を取り込むという戦略に立ちます。 

第二の柱は、私たち公明党の大きな特徴で

ありますけれども、生活を守り抜くというこ

とです。医療や介護や、あるいは子育て支援、

そして若者への雇用支援、そうしたことに全

力を挙げます。高額療養費の自己負担限度額

を引き下げます。あるいは介護の特養ホーム

などの施設も１６万人分ふやします。子育て

支援も、公明党はずうっと野党の時代からや

ってきました。さらに力をつけて頑張ってい

きたいと思っています。 

第三は、それの前提となる話でありますけ

れども、もう一度クリーンな政治、そうした

清潔政治の実現を全力を挙げたいと思ってい

ます。生活実感のある、そうした実行力のあ

る、生活を守り抜く政治を公明党は推進しま

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。 

  

志位委員長 今度の選挙で、私たちはまず自

民、公明の政権を退場させよう。そのために

自公政権から真正面から対決してきた日本共

産党を伸ばしてくださいと訴えております。 

同時に、自公政権を退場させた後，それに

かわってどういう新しい政治をつくるのか、

２つの旗印を掲げております。 

第一は、国民の暮らしと権利を守る、ルー

ルある経済社会をつくろうということです。

雇用問題では、労働者派遣法を抜本改正して、

雇用は正社員が当たり前の社会をつくるなど、

人間らしい労働のルールを提案しております。 

社会保障では、後期高齢者医療制度は撤廃

する。高齢者と子供の医療費は国の制度とし

て無料にする。年金、医療、介護、障害者福

祉など、あらゆる分野での拡充を提案してお

ります。財源は、軍事費削減を含め、無駄遣

いの一掃と、大企業・大資産家への応分の負

担で賄い、消費税増税には絶対反対を貫きま

す。 

第二は、憲法９条を生かした平和外交への

転換です。ことし４月、チェコのプラハでオ



4 

バマ大統領が「核兵器のない世界を」と呼び

かけました。私は大統領に対して、「あなたの

演説を歓迎します、ぜひ核兵器廃絶を正面の

主題とした国際交渉を開始してください」と

要請する書簡を送りました。そうしましたら、

先方から、「あなたの情熱をうれしく思いま

す」という返書が届けられました。ぜひ「核

兵器のない世界を」という声を被爆国・日本

であげるために力を尽くしてまいりたいと思

います。 

私どもは財界中心、日米軍事同盟中心とい

う政治のゆがみを大もとから正して、憲法に

書いてあるとおりの国民主権の国、国民が主

人公の日本を目指しております。どうか、そ

の願いを日本共産党に託していただきますよ

う、皆様方の大きなご支持をよろしくお願い

いたします。 

  

影山 では続いて、社民党・福島さん、お願

いします。 

 

福島党首 社民党は、今度の総選挙、生活再

建、命を大切にする政治を訴えていきます。

社民党がつくりたい社会は、人を切り捨てず、

支え合う社会です。小泉構造改革は、人々の

雇用を破壊し、社会保障費を削り、地域のつ

ながりを切り捨てました。社民党は、産声の

聞こえるまちづくりプロジェクトをつくって、

２年間全国の病院を回りました。地域から、

安心してお産ができる場所がなくなっている

という悲鳴を聞いてきました。 

製造業でも派遣を認める派遣法の改悪に

よって、非正規雇用がふえ、年収２００万円

以下の人が、いまや１０００万人を超えてい

ます。社民党は、小泉構造改革にはじめから

反対し、格差是正を訴えてきました。今回の

選挙で、はっきり政治の方向を転換しなけれ

ばなりません。 

生活再建には、３つあります。仕事の再建、

暮らしの再建、そして地域の再建です。社民

党が核となってまとめた、民主党、国民新党

とともに国会に提出した労働者派遣法案を直

ちに成立させ、福祉と医療、環境で雇用をつ

くっていきます。社会保障費のカットをやめ

させ、後期高齢者医療制度を廃止し、月８万

円の最低暮らし年金をつくります。公立病院

を守り、保育所を応援します。直接所得保障

で農業を守り、中小企業の支援と減税を行い

ます。 

この財源については、大規模公共事業、防

衛予算などの見直し、特別会計の総点検、法

人税と高額所得者の税率を１０年前に戻すこ

とで、１４兆円以上財源がつくれます。消費

税の引き上げをしなくても済むのです。 

社民党は平和を守る政党です。非核三原則

の堅持と法制化、自衛隊のインド洋からの即

時撤退、９条改悪につながる憲法審査会を動

かさないことを実現していきます。 

選挙後の新しい政治の中で、社民党の訴え

る命を大切にする政治が本当に実を結ぶよう

に、いまこそ社民党に国民の皆さんの力をく

ださい。よろしくお願いいたします。 

 

影山 では最後に、国民新党・綿貫さん、お

願いします。 

 

綿貫代表 ちょうど４年前の小泉内閣は、郵

政民営化こそあらゆる改革の本丸であるとい

うことで、郵政、賛成か反対かという選挙を

行いました。私どもはこれに対して、この一

連の強引な政治の進め方に真っ向から対立い

たしまして、つくり上げた政党であります。 

いま、４年たちまして、あれから一度も選

挙がありません。総理大臣は４人もかわりま

した。しかし、あの郵政民営化こそ本丸であ

るといったあのマニフェスト、それでいかな

る社会をつくったかということを検証しなけ

ればならない選挙ではないかと思います。 

私どもは、この郵政民営化を先頭にして競

争至上主義、そしてまた弱肉強食、いろいろ

日本の文化に沿わないような、共生社会を競

争社会に変えた、この小泉・竹中政治の後始

末、どうなっているのか、これを検証せずし

て、マニフェストということでいろんなばら

まきをやっていることに対しまして、私ども

は非常に不思議な現象だと考えております。 

そういう意味におきまして、この４年間の

間に日本の国が、地域の格差ができ、あるい

は切り捨てが行われ、国民はこの政治に対し

て大変不満を持っているということは事実で

あります。この国民の声が、今度どのように

反映されるかということを、私どもは首尾一
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貫、郵政民営化見直しこそ、あらゆる曲がり

かかった政治を手直しする原点であると考え

て、ぶれず、こびず、おごらず、今日まで頑

張ってまいりましたが、この精神をぜひ皆さ

んに聞いていただき、選挙に臨みたいと思っ

ています。 

 

影山 ありがとうございました。 

続いて、恒例になっておりますけれども、

党首同士のディベートに移りたいと思います。

討論の進め方を改めて説明いたしますと、皆

さんにお一人８分ずつ時間を差しあげますの

で、その８分の持ち時間の中で、どなたでも

相手を指名していただいて、質問をぶつける、

あるいは議論を挑むということをしていただ

きたいと思います。テーマはご自由ですし、

持ち時間の枠内で複数の相手を指名していた

だいても結構です。お答えになるほうの時間

も相手の持ち時間の枠内で計算されますので、

お答えはできるだけ簡潔にしていただいて、

テンポよく議論が進むようお願いいたします。 

この順番につきましては一つずつずらし

まして、民主、公明、共産、社民、国民新、

最後に自民党でお願いしたいと思います。同

じように目の前のランプが１０秒前から点滅

をいたしまして、８分になるとついたままに

なりますので、そこでうまく話をまとめてい

ただきたいと思います。 

では、まず民主党・鳩山さんからお願いい

たします。 

 

鳩山代表 私は、それでは麻生総理にお尋ね

をいたします。 

先ほど、麻生総理は演説の中で、子供に夢

を、若者には希望を、さらにお年寄りには安

心を、とおっしゃいました。子供から夢を奪

ったのはだれなのでしょうか。若者から希望

を奪ってしまったのはだれなのでしょうか。

特に、お年寄りから安心感を全く奪ってしま

ったのはどの政権なのでしょうか。むしろそ

のことを厳しく問いたいと思います。国民の

多くはそこに怒っている。私はそう確信をし

ています。 

景気が回復する兆しが出てきた、そのよう

なお話がありました。私は、まるでこれは国

民の皆さんの実感から外れていると思います。

特にリーマンショックのころも、その前１０

年間、自民党さんは景気は回復している、あ

るいは景気はいいんだ、いざなぎ景気を超え

ているんだ。そのようなことをおっしゃって

いました。しかし、その１０年間で家計の収

入というものは１００万円落ちているのでご

ざいます。景気がいいはずなのに、国民の皆

さんの懐というものは、１００万円減ってし

まっている。ここに、この国の大きな難しさ

がある。そう私は思っています。 

 しかし、麻生総理はこのような形で景気が

回復の兆しだ、２％来年度末までに必ず景気

を回復させる、そのときには、消費税の増税

だ、そのように公約されたわけであります。

国民の皆様方の実感とはまるでかけ離れてい

る現実にあるにもかかわらず、このような数

字の上での景気が、例えば２％回復したとい

う状況になれば、本当に麻生総理は消費税を

増税されるんでしょうか。 

 

麻生総裁 昨年の１０月当時は、政策より政

局、経済対策より解散総選挙という声が大き

かったと存じます。私は少なくとも、いま、

経済対策、景気対策、雇用対策が優先される、

少なくともアメリカ発の、世界発といえます

同時不況ということになりました。過去６０

年間でこんなことはありませんから、その意

味で、これに集中するというのは当然だとい

うことで、この１０カ月余り弱で４回の予算

編成をさせていただき、経済対策というもの

に集中をさせていただいたと存じます。 

結果として、きょうの経済指標の発表を見

ましても、間違いなく１年３カ月ぶりに経済

指標は上がった、プラス３％台まで乗ってき

た。こういったものは、これまでの対策の成

果だったと思っております。 

また雇用、そういったところに非常に多く

のしわが寄ったという事実は率直に認めたう

えで、雇用調整助成金などで、少なくとも、

たしかあれは産経新聞でしたか、「あの雇用調

整助成金なかりせば失業率８.８％になって

いたであろう」と書いてあったと記憶します。

少なくともそういう成果がやっと出てきた。 

しかし、これはいわれるように、数字のう

えの話であって、国民が肌でその景気回復を

実感しているかといえば、そこまでには至っ

ておりません。したがって、景気回復を最優
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先すると、私は就任のときに申しあげました

が、全治３年とも申しあげました。まだ道半

ばだと思っておりますので、引き続き、この

景気対策最優先でやっていかなければならな

いものだと思っております。 

 

鳩山代表 麻生総理、私の質問に全くお答え

になっておられないのでありまして、このよ

うな状況で、数字が上がっただけでは、それ

では、上げない、上げるということは決めて

はいない、というふうにおっしゃっているの

か。やっぱり、しかし公約として来年度末に

は２％、そしていまもう３％という話であれ

ば、もう上げてもいいような時期になってい

るのかもしれませんが、本当にこのような状

況の中で上げてしまうのかどうか。イエスか

ノーかでお答えを願いたいと、私はあえてま

たお尋ねをいたします。 

 

麻生総裁 答弁をよく理解しておられない

と思います。少なくとも我々は、法律の附則

でこの点はきちんと書いて、お示しをしたと

思います。そこで十分に答えております。 

問題は景気回復というのが大前提になっ

ておりますので、景気回復が大前提の景気回

復というものに、いま指標ができつつあると

いう段階ですが、まだ国民が肌で実感するま

でに至っていない。まだ１０カ月余ですから、

その意味では、引き続き景気対策を最優先に

やっていく。その結果、我々の所期の目的に

達成し、景気回復を実感していただけるよう

な数字、また実感としても、双方ともに景気

回復というものが国民の間に浸透していける

ような段階までどうやってするかというのが

いま最大の問題でありまして、消費税という

ものはその段階において、ということはもう

すでに法律の附則で書いておると記憶します。 

 

鳩山代表 何をもって景気回復というのか

どうかというのが、必ずしも全く明らかにな

っていないということがわかったわけであり

ますが、この話を伺っても押し問答だと思い

ますので、続いて年金の話に移りたいと思い

ます。 

いわゆる消えた年金５，０００万件という

ものが発覚をいたしました。それは民主党の

長妻議員などが努力をしてようやくわかった

話でありまして、現実にはメチャクチャな、

ボロボロの年金になっていたということが明

らかになった。参議院選挙のときに、自民党

さんは、これは１年で解決をするんだという

話をしました。いわゆる統合に関して、統合

を１年間でやるというふうにおっしゃいまし

た。しかし、あれからもう２年以上たってい

ます。しかし、まるで何もできていません。

１，０１０万件というのが統合ができた数で

ありますが、まだ４，０００万件残っている。

ほとんどが作業途中である、めどが立ってい

ない、この公約が全然守られていないこと、

なぜ解決ができなかったのかということをお

聞きしたい。 

 

麻生総裁 年金のことに関しましては、我々

は、殘念ながら、これを目標と申しあげた年

次内に解決できなかったことは事実です。こ

れは安倍内閣のときの公約だったと記憶しま

す。それ以後、我々としては、引き続き年金

特別便などを出させていただき、多くの方々

にご納得をいただいておるがゆえに、返事が

返ってこないという部分もあろうと思います。

届いていない分もあるかもしれませんよ。し

かし、我々としては、この点に最大限に努力

をし、引き続きその他の問題につきましては

年内をめどに、この問題については解決する、

というお話をさせていただいていると思いま

す。 

いずれにいたしましても、この年金の話と

いうのは、いろいろな消えた年金、消された

年金、いろいろあろうと存じますが、この問

題に関しましては、これはきちんと丁寧にや

り続けていくという時間がどうしても必要だ

ということだと思っております。 

 

影山 ちょうど８分になりましたので、続い

て公明党・太田さんです。 

 

太田代表 鳩山代表にお聞きします。後を絶

たない政治と金、この問題。まずは、政治の

信頼を回復することか大事だと思います。“信

無くば立たず”。与野党を超えて、この問題に

きちんと対処することが重要だと考えます。 

私たちは、マニフェストに、秘書が虚偽記
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載など法律違反をした場合、監督責任のある

国会議員も公民権停止、政界退場、これが大

事だ、この法改正をしようということを掲げ

ました。そして、自民党との与党の共通マニ

フェストにもこれがなりました。この法改正

には、鳩山代表は賛成か反対か。イエスかノ

ーか。端的に、それだけお答えいただきたい

と思います。 

 

鳩山代表 私はまだ、必ずしもその詳細に関

して、勉強しておりませんが、しかし、政治

をクリーンにするということは、大変いい話

だと思っておりますゆえ、基本的に、その方

向に対しては、私は前向きに民主党としても

対処すべきではないか。いま、そのように考

えています。 

 

太田代表 本人が政界退場という法改正に

は、それでは賛成という基本的な方向ですね。 

 

鳩山総裁 基本的には、それでいいんじゃな

いでしょうか。それをこれから政党で、当然

のことながら、政調で勉強させていただく必

要があろうかと思いますが、前向きに政治と

お金の問題に関しては、議論することは正し

いと思います。 

 

太田代表 選挙後に国会で、きちっとそのよ

うにさせていただく、というふうに思ってい

ます。 

いまは景気の正念場ですが、平成２１年度

補正予算、企業の資金繰り対策や、地方向け

の支出、非常に大事な景気の底割れを防ぎ、

そして国民生活を直接バックアップする政策

が盛り込まれた補正予算になっています。 

先日、私、そういうことを申しあげました

ら、鳩山代表は、「補正予算はほとんど景気回

復には役に立たない」。こう乱暴なことをいわ

れました。そして補正予算を凍結して、民主

党のマニフェストでは財源にするといってい

る。私は、とんでもない話だと思います。私

は、景気回復の芽を完全につぶすことになる

と思います。 

例えば、この補正予算の中で、まずは中小

企業の金融対策。これに、鳩山代表、３兆円

入っているんですよ。これは中小企業の命綱

です。それから、介護職員の給与を引き上げ

てほしい。そして介護の整備をする。こうし

たことは、現場では大変なせっぱ詰まった要

求になっている。これにこたえる基金という

ものができています。これもこの補正予算に

入っている。あるいは、救急医療体制のほこ

ろびを直せということは非常に大事なことな

んですが、救急医療や小児科、産科などの医

師不足に対応するための基金、これも絶対に

必要だと。それから、解雇された方々の職業

訓練。そこに生活支援を入れる。こうした画

期的な生活支援。そして就業の対策というこ

とも、この補正予算の中に入っている。ある

いは大変なご家庭の高校生に、授業料を減免

する。これも一刻も早くという声があって、

そこを入れているのが第一次補正予算の中に

入っている。 

このように、補正予算は中身においても、

あるいはまた景気回復という点でも極めて重

要な予算を、乱暴に凍結するということで不

安は相当広がっていますけれども、この辺に

ついてどうお考えでしょうか。できるだけ短

くお答えください。 

 

鳩山代表 長いご質問をいただいたので、そ

んなに手短に答えるわけにはいかんと思いま

すが、私は、基本的に、民主党がもし政権を

とった場合、この補正予算、しっかりと洗い

直さなければならない。まずそう思っていま

す。いまお話がありましたすべてが全く意味

がないというつもりはありません。特に中小

企業対策、あるいは、いわゆる社会保障に関

連するようなことで、緊急に必要な介護の職

員の問題などあろうかとは思います。私ども

からすれば、これはまだまだ足りないという

ぐらいに思っているところであります。 

ただ一方で、この補正予算。「アニメの殿

堂」ばかりいうつもりはありませんが、必ず

しも国民からみて、何でこれが緊急的な経済

対策なのだ、と思われるものもたくさんある

わけであります。特に私が一番気になってい

るのは、いわゆる官僚任せにした政治によっ

て、この官僚の皆さんが働いておられる役所

の施設整備費とか、あるいは官僚の皆さんの

天下り先である独立行政法人、公益法人など

に対しての施設整備費。これにトータルとし

て２兆８，０００億円かけている。国民の皆
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さんには１兆４，０００億円程度しかダイレ

クトには行かない。何かこれはアンバランス

だなと思うのは当然ではないかと思います。 

また基金として４兆円以上が積まれてい

る。すなわち今年度には十分にはけない。し

かしお金だけもらっておこうみたいな話で、

これは当然、ことしではけなければ、ことし

の景気対策になるはずもないわけでありまし

て、何でこんなものを緊急の経済対策、来年

度回し、あるいは再来年度回しにするような

お金が積まれなければならないのか。おかし

いものばかりなものですから、それよりも本

当に国民の皆様方に、家計を潤すような形の

直接的な手当のようなものに変えていこうじ

ゃないか。それが民主党の基本的な考え方で

あります。 

 

太田代表 私が申しあげていることについ

ては、基本的にもっとふやしたいぐらいと。

これがほとんどなんですよ。そして、いま鳩

山さんがいわれた役所の施設整備、２.９兆円。

この中身をよくみてもらわないとまずい。イ

メージを植えつけるだけではいけないし、削

減するというものは具体的にどういう内容で、

何を削るかということが明確でないと、私は

いけないと思うんです。が、役所の施設整備、

この中で、削れといまおっしゃったけれども、

これはほとんど中身は、学校の耐震化をはじ

めとする、そうした予算であるということを

どうもご存じないようですが、そうした中身

についてきちっとしないで、イメージを植え

つけるだけでは、私はいけないと思います。 

鳩山代表の発言で、いままでずうっといろ

いろなところでありますが、具体的にどの部

分を、どのぐらい削減するかという内容につ

いても、明確な提示というものが常にないと

いうことは、私は、大変問題だというふうに

思いますし、特に補正予算というのは景気回

復の正念場のときに、大事な予算であって、

執行停止するなどということはとんでもない

ことだといわざるを得ないと思います。 

 

影山 一言鳩山さんにお答えいただいて、そ

れで時間になります。 

 

鳩山代表 私は、今回の１５兆円の補正予算。

最後になって１日で１兆円ふえたという話も

うかがっております。官僚の皆様方におうか

がいしても、突然に来て、何でもいいから寄

せ集めてくれというような発想の中で補正予

算が組まれてきている。相当ずさんな内容だ

という話も、中から聞いている話であります。 

したがって、これを、我々が政権をとれば、

当然その中で、相当な無駄遣いがあるだろう。

それは必要なものもないとはいいませんよ。

それなりに当然のことながら必要性があって、

組まれたものもあろうかと思っております。

したがって、そういうものは大いにやるべき

だ、しかし、必ずしもいま、緊急性をもって

やらなくてもいいような「アニメの殿堂」の

ような話は、やるとしても先延ばしにしたっ

ていいじゃないか。あるいはやる必要がない

じゃないか。そういう仕分けをきちんとやる

ことが、国民の皆様に向けての民主党として

の義務だ。そのように思っているから申しあ

げております。 

 

太田代表 具体性があまりにもないといわ

ざるを得ないと思います。 

 

影山 ８分が過ぎておりますので、では続い

て、共産党・志位さん、お願いします。 

 

志位委員長 この選挙は、自公政権を退場さ

せた後に、それにかわるどういう新しい政治

をつくるのかがすでに最大の焦点となってい

ます。国民の多くの皆さんの関心も、自公政

権後の政治をどうするかに向かっていると思

います。 

そこで、私は鳩山さんに２問お聞きいたし

ます。 

１つは、鳩山さんは、官僚主導の政治から

脱却することを最大の主張に掲げておられま

す。確かにあしき官僚主導と決別することが

重要であることは論をまちません。同時に私

がお聞きしたいのは、鳩山さんが財界主導の

政治について、どう考えているかについてで

す。国民の暮らしを守ろうとすれば、どんな

問題でも財界主導の政治にぶつからざるを得

ないからです。 

例えば、なぜ日本に、首切り自由の不安定
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雇用が広がり、働く貧困層が広がったのか。

１９９５年に日経連が、「新時代の日本型経

営」という雇用戦略を発表したことが、１９

９９年の派遣労働の原則自由化、２００４年

の製造業への解禁をはじめ、労働法制の規制

緩和の出発点となったことは事実であります。 

それから、なぜ、社会保障がここまで破壊

されたのか。２００２年度から始まった年間

２，２００億円の社会保障費削減も、経済財

政諮問会議のメンバーだった日本経団連会長

が、「社会保障については大胆な制度改革を前

提として要求基準を定めるべき」と号令をか

けたことから始まったことは、これも事実で

す。さらに、消費税増税を政府に要求してき

たのも財界です。２００３年 1 月に発表され

た日本経団連の提言は、消費税率１６％を、

法人税の大幅引き下げとセットで要求してい

ます。 

こうした一連の事実に照らしましたら、私

は、国民の暮らしを守ろうとすれば、財界主

導の政治から脱却することが不可欠だと考え

ます。 

鳩山さんと民主党に、自公政権の最も悪い

特質の一つである、財界主導の政治と決別す

る意思があるのかどうか、端的にお答えくだ

さい。 

 

鳩山代表 それは財界の中にも、当然、いろ

んな知識を持った方々もおられるし、今日の

経済をリードしてこられた中で、さまざまな

知恵というものもあることは事実だと思いま

す。 

そのことを認めながら、しかしながら、官

僚任せをやめたから、あとは財界任せになる

とかいうような発想は一切持つつもりはあり

ません。むしろ財界の皆様方の中には、必ず

しもこれからの日本をリードするというより

も、いままでの産業界の仕組みというものの

中で、必ずしもこれから未来志向ではないよ

うな方々の意見というものもあると思います。 

したがいまして、すべて財界の方々の意見

は封印するとか、そんなつもりはありません。

意見はいろいろと聞くことは大事だとは思っ

ておりますが、一番大事なことは、政治がも

っと主導権を握って、さまざまな皆様方の声

をうかがいながら、政治というものを国民の

皆様方の期待にこたえられるように動かして

いくこと。そのように思っています。 

 

志位委員長 私は、財界主導の政治と決別す

るご意思についてうかがったんですが、まあ、

財界の中にもいろいろな方々がいらっしゃる

と。もちろん、いまの日本経済を憂えて、こ

の現状を打開しようと前向きに考えていらっ

しゃる方もたくさんいらっしゃると思います

けれども、全体としての財界主導の政治を打

破するかどうかについてのお答えは定かであ

りませんでした。いただけませんでした。こ

の点は、立場の違いがあると思いますので、

ぜひ今後も議論していきたいと思います。 

ただ、一言つけ加えますと、やはり財界主

導の政治から本当に脱却しようと思ったら、

企業献金をやめる必要があります。日本経団

連が政策要求を突きつけて、自民、民主に通

信簿をつけて献金をあっせんする、こういう

やり方とはきっぱり手を切る必要があるとい

うことを申し添えておきたいと思います。 

 

鳩山代表 企業献金は全部やめますから。 

 

志位委員長 すぐにやめましょう。 

もう一問、聞きます。今度の選挙で自公政

権を退場させたら、民主党中心の政権となる

でしょう。そのときは、私たちは建設的野党

の立場、国民の願いに立って、政策をどんど

ん提案し、よいことには協力、悪いことには

きっぱり反対の立場で、現実政治を前に動か

すために頑張るつもりです。 

例えば、私たちは、労働者派遣法の抜本改

正、後期高齢者医療制度の撤廃、障害者自立

支援法の応益負担の廃止、高校の授業料の無

償化などを主張してきましたが、民主党のマ

ニフェストを拝見しますと、これらの点では

方向の一致がみられます。ぜひ新しい国会で

協力して実現を図りたいと考えております。 

同時に、民主党のマニフェストを拝見させ

ていただきますと、私たちが絶対に、これは

容認するわけにはいかない、という大問題も

少なくありません。一つの問題に絞ってうか

がいたい。 

それは、民主党のマニフェストに、「米国

との間で自由貿易協定（ＦＴＡ）の交渉を促
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進し、貿易投資の自由化を進める」と明記し

ていることについてです。この方針は、広く

農業関係者、国民に大きな不安を呼び起こし

ています。なぜなら、日米ＦＴＡが締結され

るなら、日本の農業、特にコメに壊滅的な打

撃が与えられるからです。財界団体で構成さ

れた日米経済協議会が委託した試算によりま

すと、日米ＦＴＡによる関税撤廃で、日本の

農業生産は激減します。とりわけコメの生産

は８２％も減少してしまいます。日本国民の

主食であるコメが８２％もつぶされる。これ

は日本国民の存亡にかかわる大問題といわな

ければなりません。 

民主党は日米ＦＴＡに際して、国内農業の

振興を損なうことは行わないと述べておられ

ます。しかし、日米でＦＴＡを締結する場合、

農業とコメを除外したものがあり得るでしょ

うか。米国側ははっきりいっています。コメ

を含む農業は、日米ＦＴＡの中心になるべき

だ、日米ＦＴＡ交渉を実現するには、農業を

含まないわけにいかない、製造業の分野では、

米国はむしろ損失を受ける、日本からメリッ

トを得るには、農産物自由化が入っていない

と難しい。すなわち、農業とコメを除外した

日米ＦＴＡ交渉はあり得ないのです。日米Ｆ

ＴＡ交渉には入るべきでないと考えますが、

いかがでしょうか。 

 

鳩山代表 私は、全くそう思っておりません。

私は、やっぱりアメリカとのつき合い方とい

うのは、防衛問題と、それから経済問題、い

ままでは防衛に偏っていたと思っております

が、むしろその軸足をより経済との間の密な

関係をつくることにシフトさせるべきではな

いか。そのように思っておりまして、その中

で、ＦＴＡの交渉というものを進めたらよろ

しい、そう思っています。 

当然、当たり前の話ですけれども、国益を

守るというのは、お互いに二国間で議論する

ときに最も必要なことであります。したがい

まして、我々にとってみての国益は何か、い

まコメを開放したらどうなるのか、そのとき

の影響が大きいことはよく我々もわかってい

ます。 

すなわち、いま二国間で、日本はいろいろ

な国とＦＴＡの交渉をやったり、済ませたり

しておりますが、すべてコメや麦などの主要

な食物は除外されているわけであります。国

益を守りながら、しかし、一方では自由貿易

の方向に向けて、お互いに経済関係を強化し

ていこうではないか、というのは当たり前の

話でありまして、私どもは、食料自給率とか、

あるいは食の安全とか、あるいは農村の進行

というものを考えたときに、おコメや麦など

の主要作物というものを、しっかりと国益を

守りながら、ＦＴＡの交渉を進めることは十

分にできると思います。 

 

影山 では志位さん、一言だけお願いします。 

 

志位委員長 アメリカとの貿易を活発にす

ることは、私たち、否定をしておりませんけ

れども、日本に入ってくるアメリカの輸入品

のうち、すでに鉱工業製品は関税が低くなっ

ているわけです。高い関税にしているのは、

農業とコメだけなんですよ。ですから、これ

は農業、コメ抜きのＦＴＡというのはあり得

ない、交渉に入るべきではない、ということ

を重ねて申しあげます。これは出てきたら、

防波堤になって食いとめます。 

 

影山 では、続いて社民党、福島さんです。 

 

福島党首 鳩山代表にお聞きをいたします。

オバマ大統領が核廃絶の演説をして、被爆国

日本こそ世界で核廃絶の先頭に立つべきだと

考えています。非核三原則の堅持、法制化は

重要です。核の密約について、持ち込ませて

いたこと、持ち込ませる可能性があること、

これはきちっと明らかにしたうえで、非核三

原則の堅持と、それからきちっとその担保を

していくために、非核三原則の法制化が必要

だと考えています。 

鳩山さん、新しい時代、新しい政治の中で、

社民党、民主党が核廃絶の先頭に立とうでは

ないですか。いかがですか。この非核三原則

の堅持と法制化について、ご意見をお聞かせ

ください。 

 

鳩山代表 社民党さんと協力をして、当然の

ことながら、核廃絶の先頭に立つという心構

えを持っています。そのためにも、ある意味
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で、オバマ大統領があのような演説をされた

わけですから、もっともっと日本がその先に

出ていかなければならなかったし、そのこと

は、まだ必ずしも十分ではないなと思うにつ

け、新しい政権では、もっと前に出るような

政策を打ち出していきたいと思います。 

その意味で申しあげれば、非核三原則も、

私どもは、将来的に非核三原則は守られる、

そのように確信しておりますので、非核三原

則の堅持はいたします。一方で、ある意味で

の国是のようなものであったものですから、

国是にとどめておいたほうが、そのほうが強

い影響力を持ち得るのではないか。そのよう

にも思っておりましたが、社民党さんと協力

を申しあげていく中で、非核三原則の法制化

に関しても、検討はしていきたい。そのよう

に思っています。 

 

福島党首 はい、ともに核廃絶の先頭に立つ

べく、新しい時代、新しい政治の中で頑張っ

ていきましょう。 

麻生総理に質問をいたします。小泉構造改

革のひずみや負の部分は認めていらっしゃい

ます。しかし、それは一体どの部分なんでし

ょうか。社民党がなぜ生活再建、命を大切に

する政治を訴えるかというと、国民の生活が

本当に壊れていっている、生活の底が抜けそ

うである、自殺者もことしは３万人をはるか

に超しそうだからです。「福島さん、何とか政

治を変えてください、年金５万円で暮らして

いるんです」。涙をためながら、そういう人た

ちが実にたくさん、この選挙戦の中で出会っ

ています。 

ところが、自民党のマニフェストをみても、

生活を壊してきた根本政策の転換がないんで

すよ。だからこそ、自公政権には何としても

退陣してもらいたいと思います。ひずみや負

の部分というのは、具体的にどこなんですか。

労働者派遣法の抜本改正案、社民・民主・国

民新党で出しました。この抜本改正案、賛成

していただけますか。後期高齢者医療制度の

廃止や、生活保護の母子加算、これ、２００

億円しかかかっていないんです。この母子加

算のカットの復活は、なぜなさらないんです

か。 

 

麻生総裁 質問の数が多いんですが、まず取

り組んできた改革の中で、一連の規制の緩和

等々によって、間違いなく、インターネット

などなど、この分野においては日本は大きく

規制の緩和によって進展して、日本は世界最

先端といわれるまでになっている、という点

は確かだと思います。よかった点です。 

しかし、同時にひずみが出た点というのは、

地域間格差が出たとか、いろいろ問題点があ

る。地方の疲弊が生じているという点が、私

どもとして大きな問題だと思っております。 

タクシーがよく例に出ますけれども、これ

は規制を緩めた結果、タクシーというものは

確かに便利になった面はあろうかと思います

が、タクシーを運転している人たちの給与は

激減しているという部分というのはあるんだ

と思います。こういった点は、地域によって

調整をせねばならん、といってさせていただ

きつつあるということだと思っております。 

また、社会保障制度に関していわせていた

だければ、これは２，２００億というものを、

毎年１兆円ふえてまいります社会保障に対し

て、２，２００億円の削減をずうっとやらせ

ていただいてきましたけれども、限度に来た。

そういったところではもう無理になってきて

いるということで、今年度から２，２００億

円というものの削減というのをとめておりま

すのはご存じのとおりです。 

そういった意味で、我々としては安心社会

というものをやっていくためには、いろいろ

こういった対策というものでひずみが出た分、

特に弱者といわれるところにひずみが出たの

ではないか、ということで、子育てといわれ

る部分にかなりの内容を置いておりますので、

いま申しあげたようなこと、ずうっといって

いくと時間がないと思いますので、職業訓練

中の方々に関しても、生活保障というものを

出します。などなどいろいろやらせていただ

いております。 

 

影山 麻生さん、簡潔に答えてください。 

 

麻生総裁 終わりです。 

 

福島党首 自民党の政策の間違いは、一人一

人国民の生活の再建をどう保障していくかと
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いう視点がないからです。小泉総理の政権下、

いざなぎ超えの景気といわれました。大都会

の大企業が潤えば、トリクルダウン、みんな

潤う、といわれました。でも、そんなのはう

そっぱちだったわけです。格差は拡大し、労

働法制を規制緩和し、見事に人々の雇用は壊

れました。その視点がないんですよ。 

派遣法の抜本改正案、自民党政治ではやれ

ないですよ。企業団体献金９３億円もらって、

企業のためには政治はやれるかもしれないけ

れども、本当に働く人たちのための政治を自

民党政治はやることはできません。派遣法の

抜本改正案は、社民党は実現をいたしますし、

これから一人一人の生活の立て直し、年金や

医療や介護、障害者の皆さん、その制度を立

て直していくということこそ新しい政治の中

でしっかりやっていきたいというふうに考え

ております。 

まだ時間がありますか？ 

 

影山、あと２分弱あります。 

 

麻生総裁 答えなくていいのね、いまの……。 

 

影山 お答えを求められますか、いま。 

 

福島党首 いや、結構です。 

 

影山 一応ディベートですので。 

 

福島党首 では、麻生総理、お聞きをいたし

ます。集団的自衛権の行使について、憲法解

釈で認めるというのは看過できないと考えて

います。平和が大事であり、オバマ大統領は、

平和戦略、安全保障政策を転換しようとして

います。日本は全然それができないんですね。

自衛隊を海外に派兵するのではなく、その税

金は国民の命のために使え、というのが社民

党の立場です。憲法解釈を変えて、集団的自

衛権の行使とできる、そのことは間違ってい

ると思いますし、自衛隊の海外派兵はするべ

きではない。いかがですか。 

 

麻生総裁 北朝鮮という国の存在をどのよ

うにお考えになっているかが私には理解がで

きません。少なくとも北朝鮮というのは核実

験をやり、２回も。そして日本に届く中距離

弾道ミサイルをかなりの数持っていて、この

７月にも実験をした、というような国が隣に

ある。しかも、我々の子供まで拉致する。し

かも、おれがやったと認めている国家元首が

いる、という国が隣にあるという現実という

のを踏まえたうえで、我々は日本を守るとい

うことを考えるべきだと申しあげております。 

少なくとも日本を守るという立場にいる

同盟国のアメリカが、その船が攻撃を受けた

という際に、日本の自衛官が防護するという

ことを可能にするというのは、これは考える

べきではないでしょうか。日本を守っている

ためですよ。 

また、同盟国というアメリカとの間で、弾

道ミサイルの迎撃ということもよくいわれま

すけれども、これらを実現するために、我が

国が安全保障の基盤を強化するというのは大

事なことだと思っております。 

 

影山 福島さん、一言だけ。 

 

福島党首 憲法を破壊するような政治では

なく、生存権、憲法９条、表現の自由などが

実現できる、そういう新しい政治をきっちり

社民党はつくっていきます。 

 

影山 では、続いて国民新党・綿貫さんです。 

 

綿貫代表 麻生総裁にお願いします。麻生総

裁は、郵政民営化について、ややぶれた発言

があったといわれておりますが、鳩山総務大

臣を解任して、西川社長を守られたんであり

ますが、この小泉郵政民営化問題についての

総括をお願いしたいと思います。 

 

麻生総裁 郵政民営化の目的は、もう綿貫先

生、ご存じのとおり、これは利用者の利便性

というものを高める、そして経営の効率化を

図る、だったと思います。経営の効率化は、

少なくとも平成２０年度をみますと、グルー
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プ決算て約４，２００億円の税引き後の利益

を出しておられます。４，３００億円納税を

しておられますので、これまででは４年間で

１兆円ぐらいだったと記憶をいたします。 

また利用者の利便性の向上ということに

関しては、新しいサービスは、もうご存じの

ように、ローソンと組んだりして物販サービ

スを始めてみたり、またクレジットカードの

業務を郵貯銀行としてやられたり、いろいろ

なことをしておられると存じます。少なくと

もそういった利便性の向上は、いまの民間に

なってからふえてきていることは確かだと存

じます。 

一方、簡易郵便局というものが一時閉鎖な

ど一時期増加したことも確かです。したがっ

て、地域住民の方々からいろいろご指摘をい

ただきました。私の選挙区にもあります。そ

ういった方々に対して、委託手数料を値上げ

するなどして、いま一時の閉鎖局というのは

かなり減少してきていると思いますので、こ

の点に関しましては、今後とも利便性という

点を十分配慮して、今後ともやっていかなけ

ればならないと思っております。 

 

綿貫代表 鳩山さんと西川さんの問題は…。 

 

麻生総裁 あ、すいません。鳩山先生の話と

――鳩も２人おられますので、鳩山総務大臣

の話をしておられるのだと存じます――鳩山

総務大臣の件に関していわせていただければ、

少なくとも郵政会社というのは、これは民間

の会社であります。民間の会社が取締役会で

決めた後の話の役員人事に政府が介入をする

というのは、明らかに民営化の本来の趣旨を

踏み外している。したがって、取締役会の前

にいろいろ話をされるならともかく、取締役

会の決定が終わった後に政府が介入をして人

事を変えるという点はいかがなものかという

点が一番の問題点だった。私はそう思ってお

ります。 

したがって、私どもとして、郵便局側が今

後どうされるかは、今後の対応だと思います

が、業務改善命令などなど、いろいろ出され

ておりますので、これを着実に、新しい総務

大臣のもとに実行していただく、というのが

一番肝心なことだと思っております。 

綿貫代表 竹中さんは、株式会社というのは

株主のものだといっておりますが、郵政は、

株主はだれですか？ 国家じゃないですか、

全部。 

 

麻生総裁 郵政の株主は大蔵省、すなわち日

本でいえば財務省、いわゆる財務局が持って

いることになります。許認可権を、郵政を監

督しております総務大臣が持っております。

総務大臣は、許認可を与える立場。テレビ会

社に対しても同様に、総務大臣はその許認可

権を持っておりますが、これを乱用するとい

うのは極めて危険だと思います。 

私は、その意味では、株主が、我々として

はいかがなものかといったとはいえ、取締役

会が会社においては大きな意味を持ちますの

で、一人株主が出てきて、取締役会の意見を

全部否決するということになるのはいかがな

ものかというのが、私は会社を経営している

立場からいえば、その点が一番危惧されてし

かるべき点だと思います。 

 

綿貫代表 関連しまして、さらに、小泉内閣

の郵政民営化を柱とするいろいろな改革とい

うものについて、どういう評価をしておられ

ますか。 

 

麻生総裁 私は、郵政の改革に伴って――こ

れは郵政改革だけですね、先生。 

 

綿貫代表 いえ、その他もろもろ。 

 

麻生総裁 その他も？ 郵政その他いろい

ろ規制が緩和された結果、いろいろな意味で、

先ほど一部申しあげましたが、通信関係でい

えば、インターネットやいろんな面において、

間違いなくこの数年間、飛躍的に日本の通信

分野というものは成長した。これは規制が緩

和されたおかげだった。私はそう思っており

ます。こういう意味では、規制の緩和が効果

を上げた点は否めない事実もあろうと思いま

す。 

しかし、規制の緩和が行き過ぎた結果、か

なりの部分で格差が出た。地域間格差が出た。
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また、企業間格差が出た。結果として、教育

格差につながった。いろいろな表現があろう

と思います。そういう意味では、特に地方に

関しては、いろいろな痛みが伴って出た。地

方交付税、地方交付金、大幅に縮減されてお

りますので、その分は、地方においては特に

痛みが出たと、私はそう思っております。 

したがって、この分に関しましては、地方

交付税、地方交付金というものは今回の補正

予算、いろいろご批判があるようですけれど

も、私はこの点は、地方に関しては、きちん

とした対応をしないと、地域間格差を一層推

し進めるということになりかねない。そうい

う意味での格差を招いたという点は率直に認

めたうえで、どう対応すべきかだと思う。私

はそのように考えております。 

 

綿貫代表 もう一つ、自民党は大変大判振る

舞いのマニフェストをいろいろ出しておられ

ますが、大きな問題の一つとして、国家の構

成に関する問題で、外国人の地方参政権の問

題についてです。我々国民新党は、国家の存

在を揺るがしかねないということで反対とい

っておりますが、自民党はどういうようにお

考えですか。 

 

麻生総裁 この点に関しましては、これまで

も同じような立場で申しあげてきたと思いま

すが、この参政権というものは極めて大きな

問題であって、我々は直ちにこの話に参政権

を与えるべきだというご意見には、自由民主

党として、これに全面的に賛成しているわけ

ではありません。 

 

綿貫代表 これは同じく、鳩山さんはどうお

考えですか。 

 

鳩山代表 私どもはいま、議論している最中

であります。私どもの中に、まさに賛否両論

あります。その中で、意見の集約をいま図っ

ている最中でありますが、しかし、将来のこ

とを考えたときに、私はもっと前向きに考え

るべきときが来ているのではないか。そのよ

うには考えています。 

 

影山 綿貫さん、まとめてください。 

 

綿貫代表 鳩山さんにお願いします。 

我々は、地域間格差を是正して、均衡ある

国土の発展を願っておりますが、道路特定財

源は当面必要であると考えておりますが、仮

に廃止になりました場合でも、地方の道路と

いうものの整備について、どういうふうにお

考えでしょうか。 

 

鳩山代表 いうまでもありませんが、一般財

源化をしても、必要な道路、特に地域の皆様

方に決定をゆだねることが大事だと思ってお

りますが、地域にとってまさに生命線のよう

な道路というものもかなりあります。そのよ

うな道路に関しては、これからも大いに建設

をされるべきではないか。そのように思いま

す。 

ただ、一方で、必ずしもそうではない道路

も散見されるわけでありますから、そのとこ

ろもきちっと見分ける必要がある。そのよう

に思っています。 

 

影山 それでは、最後に自民党・麻生さん、

お願いします。 

 

麻生総裁 民主党の鳩山代表におうかがい

をさせていただきます。財源問題です。 

民主党の政策は、財源なきばらまき、私に

はそうみえますし、多くの国民の方々にもそ

ういう指摘をされております。子供手当に５

兆円、高速道路無料化に２兆円、農家の個別

保障に１兆円などなど、全部で約１７兆円。

予算を組みかえると何兆円も出てくるという

のは夢物語なんだと思います。 

そこで、まずうかがいます。子供手当５兆

円の財源からお尋ねします。子供手当の財源

として、配偶者控除や扶養控除の廃止などを

挙げておられます。ということは、子供のい

ない家庭には増税になるということですが、

それでよろしいのですね。 

 

鳩山代表 ６５歳未満の方でお子様がいな

いご家庭、そして税金を払っておられるよう
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なご家庭に関しては、それは増税になるとい

うことが予想されます。それは、子供さんが

いらっしゃらないご家庭、大体４％程度なの

ではないか。我々はそのように試算していま

す。 

大事なことは、日本の少子化問題というも

のが大変大きな問題であって、例えばきょう

お生まれになった方が９０歳のときの日本の

人口は５，０００万を切っているという話で

あります。いま大変驚異的な減少をしている

状況であります。それだけに、ここの問題は

大変重要な少子化対策を講じなければならな

いという発想から、社会で子供さんを育んで

いただきたいという発想の中で、私たちは理

解を求めてまいりたい。そのように考えてお

ります。 

 

麻生総裁 増税になるということはお認め

いただきました。しかし、これらの増税では、

１.４兆円にしかならないと存じます。残りの

４兆円は、赤字公債で賄うことになる。結局、

子供のいない家庭に負担を押しつけるか、ま

た子供の世代にさらなる借金を回すだけにな

るのではありませんか。 

 

鳩山代表 いま、必ずしも正確でないことを

申しあげて訂正をしていただきますが、専業

主婦のご家庭ということでございまして、そ

こを追加をさせていただきます。 

私どもは、くどいようですが、子供手当と

いうものを拡充することが日本にとって喫緊

の課題だという思いのもとで、大英断の中で、

子供手当、月２万６，０００円、年間に直す

と３１万２，０００円を手当てする。２年度

目からそのように考えているところでござい

まして、そのために、くどいようですが、社

会で子供さんをしっかりと養っていくという

システムをつくるために、当然一部では痛み

を伴うところが出てくる。そのことに対して

は、ご理解をこれからも丁寧に求めていきた

いと考えています。 

 

麻生総裁 鳩山代表のお話では、国の予算は

２０６兆円、これを組みかえれば、１７兆円

出てくるとおっしゃっておられます。しかし、

２０６兆のうち、ご存じのように、１３６兆

円というものは、これは借金の返済や年金、

医療の給付でして、削減はできないと存じま

す。このことは民主党も認めていらっしゃい

ます。残りの７０兆円、しかし、そのすべて

が削減できる予算ではありません。 

例えば、補助金。この７０兆のうち約５０

兆あります。民主党はここから６兆円カット

するとおっしゃっておられます。内訳をみる

と、社会保障費、地方交付税で４０兆円ある

んですよ。そして、残り１０兆円は教育費、

ＯＤＡ、こういうことになるんですが、民主

党はこの補助金のうち、具体的にどの事業を

何兆円カットするおつもりなのか。ぜひ具体

的に示していただければと存じます。 

 

鳩山代表 私どもは、この補助金改革で、関

連の事務費、人件費などを削減は十分できる

と、そのように考えているところであります。

おっしゃるとおり補助金には４９兆円、それ

から庁費等で４.５兆円、さらに委託費０.８

兆円、施設費０.８兆円、合わせて５５～５６

兆円になろうかと思っておりますが、その部

分の１割をカットできるという試算をしてお

ります。 

そのことに関しては、いわゆるご案内のと

おり、我々、事務事業に関して、事業仕分け

というものを行っておるわけでございまして、

その事業仕分けを現在サンプル的に行ってい

く中でも、２６％に対して、これは何らか削

減できるという数字が出ているところでござ

います。すべてに当てはめるということ、そ

れは必ずしもすべての事業をみているわけで

はありませんが、サンプル的に行った中でも、

２割以上が削減できるという数字になってお

るものですから、それから我々として、推測

をさせていただいて、全体として６.１兆円削

減ができる。そのように試算をしております。 

 

麻生総裁 事業仕分けの内容を我々は知ら

ないわけではありませんが、時間があと２分

ぐらいだと思いますので、最後に２点だけ申

しあげたいことがあります。 

まずは、民主党の農業政策です。民主党は

米国とのＦＴＡ締結をすると主張しておられ

ます。先日、日米ＦＴＡに反対する国民集会

というのがあったと聞いております。民主党

は日米ＦＴＡを締結すると公言されていたの
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が、これは交渉を促進するというふうに、マ

ニフェストとは違った方針を出されておられ

るように思います。日本の農業についてとて

も真剣に考えているとは思えない話なので、

先ほど、太田代表からもご質問がありました。

この点は私ども、同じような質問を持ってい

ます。 

最後に、もう一点、鳩山代表に申しあげて

おきたいことがあります。去る８月８日、鹿

児島県内で開かれた民主党の集会でのことで

あります。壇上に大きな民主党の党旗が掲げ

られておりました。あの赤い丸が上下に２つ

並んだ形であります。しかし、これをよくみ

ますと、それは日本の国旗、日の丸の旗を切

り刻んで上下につなぎ合わせておられます。

私の支援者から報告が寄せられておりました

ので、そんなことはないだろうと、一応いい

ました。これは民主党のホームページにも写

真が載っております。確かに載っておりまし

た。私は、国家の象徴としての国旗を切り刻

む？ そのようなことがあったとは、正直、

信じたくはありません。日本の国旗を切り刻

むという行為がどういうことなのか、私には

とても悲しく、これは許しがたい行為である

というように思っております。上が日の出、

下が水面に映る朝日を象徴しておる、それが

たしか民主党の党旗だったと記憶しますが、

その下のほうは、真円になりますので、国旗

ですと。それをわざわざしわしわにして並べ

てかけてある。姑息だと、私は正直思いまし

た。多くの方々からこの投書は寄せられてい

るということだけを申しあげて、時間だと思

います、終わらせていただきます。 

 

影山 では、鳩山さん、短くお答えください。 

 

鳩山代表 日米ＦＴＡのお話に関しては、志

位委員長からもお尋ねがありましたので、簡

単に申しあげたいと思います。相手があるも

のですから、こちら側から締結するといって

も、必ずしもそれが１００％かなうとは限り

ません。マニフェストという性格上、これを

促進するということに改めたところでござい

ます。 

それから、民主党のマークは、確かに国旗

を切り刻んでつくれるかもしれませんが、そ

んなけしからんことをやった人間がいるとす

れば、そのことに対して大変申しわけないと

いう思いを、お伝えを申しあげておきたいと

思います。それは国旗ではなくて、我々とし

て、ある意味での我々の神聖なマークであり

ますので、マークをきちんとつくらなければ

いけない話だったと思っております。 

 

影山 皆さん、どうもご協力をありがとうご

ざいました。いろいろな論点が出てきたと思

います。それではこれで第一部を終わります。 

 

第 二 部  

 

司会 引き続き、第二部に入ります。 

まず、代表質問者を紹介いたします。いず

れも当クラブの企画委員です。党首の皆さん

からみて左から、原田亮介さん、橋本五郎さ

ん、倉重篤郎さん、宮田謙一さんです。 

質問に対する党首の皆さんの答えは、原則

１分以内でお願いいたします。やはり１０秒

前にランプが点滅しますので、そこで発言を

締めくくるようにしていただきます。また、

質問によってはイエス、ノーで簡潔にお答え

いただく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

解ください。 

なお、第一部の党首の主張と討論では、各

党首全く公平に時間配分をいたしましたが、

第二部のほうは、ニュース性を重視して質問

させていただくことになりますので、同じ回

数の質問が皆さんに行くとは限りません。あ

らかじめご了承願いたいと思います。 

それでは、代表質問を始めてください。 

 

橋本 それでは、各党首の皆さんに厳しく問

いたいと思います。 

今度の選挙は、ある意味では各党それぞれ

の存在理由が問われている。そう思うんです

ね。そういう観点から、最も基本的なことを

最初におうかがいしたいと思います。 

まず、麻生さんにうかがいます。私も随分

この党首討論会を経験しているんですけれど

も、今回は非常に風景が違うんですね。とい

うのは、政権党たる自民党総裁よりも、わず
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か衆議院では自民党の３分の１ぐらいしかな

い民主党に党首の皆さんの質問が多く集中し

ている。一体どういうことだろう、というこ

となんです。 

先ほど、少し経済の明るさがみえてきたと

いうお話もありました。それから、責任力と

いう意味でははるかに与党のほうがすぐれて

いるんだと、再三強調されています。である

ならば、なぜ内閣支持率がこれだけ低くなっ

ているのか。なぜ政権交代がもはや現実のも

のになるという前提で、みんなが質問を出し

ているのか。そこを一体どう考えるのかとい

うことなんですね。一体だれが悪いのか。総

理大臣が悪いのか、自民党が悪いのか。それ

とも国民が悪いのか。それをまず最初に明確

にしていただきたい。そこからじゃなければ、

なかなか自民党の立て直しも図れないだろう。

そう思うからです。まず、そのことについて

お答えください。 

 

麻生総裁 これまでの政策に関していわせ

ていただければ、少なくともいまの状況は、

昨年の９月１１日以降、リーマンショックと

いわれるもの以降、世界中急激に景気が悪く

なっていったと思います。それまで、悪いと

いってもそこそこ。それが１０－１２月、１

－３月と急激に悪くなっていきました。これ

は日本だけではありません。世界中、ほぼ漏

れなくそういうことになりました。したがっ

て、我々としてはこの対策に全力を挙げまし

た。これがこの１０カ月間における自由民主

党の政策だったと思います。 

その結果、数字は、先ほど申しあげました

ように、少しずつ明るさが出てくる数字とな

ってきております。我々はこれを道半ばだと

思いますので、これを引き続きやっていく。

これが私どもに与えられている大きな仕事な

のであって、景気回復に全治３年と申しあげ

ましたが、これに全力を挙げて立て直してい

かなければならないと思っております。 

 

橋本 それなら、もっと国民は評価してくれ

るはずですよね。 

 

麻生総裁 私どもは、この数字が、肌として

…。数字というものは先行指数、いわゆる鉱

工業生産指数とか、株価、そういうものは先

行指数で出てきます。約６カ月早く出ます。

その後おくれて出てくる遅行指数。これがい

わゆる雇用。そういうものは後からおくれて

出てくる数字です。それまでの間に、橋本さ

ん、ある程度時間差があります。 

したがって、この時間差というものを、

我々はいま任期満了になりますので、残念な

がら待てないところまで来た。私どもはそう

思って、今回、解散ということになったとい

うところであります。 

 

橋本 次に、鳩山さんにうかがいします。何

となく政権を獲得したかのような前提で皆さ

んが聞かれているんですね。ところが、この

前の２１世紀臨調主催の麻生さんとの討論会

でも、どうも守りに回っているという感じが

してならない。政権をとったらどうしよう、

全部約束しておくと大変だな、少し留保をつ

けなきゃいかんな。そういうのが非常にみえ

るんですね。さあ、しかし、それで政権を担

えるのか、という問題があると思います。 

そうした中で、経済なら一体だれを中心に

してやるのか。外交安全保障なら、ぶれない

ようにしてだれを中心にしてやるのか。そう

いう政権を担うにふさわしい心構えや体制を

もっと前に出さないと変でしょう。そういう

感じなんですが、いかがですか。 

 

鳩山代表 私どもは、そんなに簡単に政権交

代が実現できると、そんな楽観視をしている

わけではありません。あくまでもチャレンジ

ャーでありまして、我々とすれば、このチェ

ンジを、必要なときにさせなければならない

という強い意志を持って行動していることは

事実であります。しかし、選挙までかなり時

間が長いという状況もあって、そんな簡単に

政権交代が実現できるという認識を持ってい

るわけではありません。 

したがって、政権をとったかのように、そ

の後、じゃ、だれが何をやるかみたいな話に、

もし外に向けて映れば、それは浮かれている

のではないか。もうすでに政権をとったかの

ように思われてしまうんじゃないか。そのよ

うな意識になることは、我々にとって一番の

油断禁物だと思っております。 
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お尋ねがありましたけれども、確かに経済

問題あるいは外交問題に、それなりに精通し

ているメンバーがおります。あるいは外のメ

ンバーの方々もおられると思います。そうい

った方々と、もう政権をとった後のような浮

かれた雰囲気で行動するときでは決してない。

そう思っておるものですから、まだ表に向け

てこのようなメッセージを出すには至らない

とご理解を願いたいと思います。 

 

橋本 太田さんにおうかがいします。自公政

権の連立の１０年間は何だったのか。プラ

ス・マイナスをきちんと検証しておく必要が

あると思いますね。それから、自公にとって

は好ましくないことでしょうけれども、民主

党を中心にした政権になったときも、自公間

でずっとこうした連立関係を継続していかれ

るのか。 

 

太田代表 連立政権に入ってちょうど１０

年になります。当時は、とにかく日本経済が

世界恐慌の引き金を引くというような危機で

した。そこで、政治を安定させ、改革をして

いかなくてはいけないという意味で連立にな

りました。 

その中で、公明党が主張した、弱者に優し

い、あるいはセーフティーネット、女性の人

権、そして環境。そうしたことを、従来自民

党政治の中ではないものを実績としてあげる

ことができた。ある意味では、役割分担のい

い形ができたと思います。 

昨年来からは、特に、構造変化というもの

が底流にあります。グローバリゼーション、

国内における少子高齢社会、そして環境の制

約。こうしたものの中に加わって、昨年来の

世界的な経済危機や未来というものに対して、

どういうふうに我々が取り組んでいくかとい

うことに、責任を持ってやるのが与党の役割

だということで、一定の役割を果たしてきた

と思います。 

とにかく選挙戦がこれからですから、与党

で勝つということに全力を挙げます。 

 

橋本 志位さんにおうかがいします。先ほど、

まず自公政権退場をさせることだ、そして建

設野党だとおっしゃいました。ただ、やはり

今度の選挙でも、二大政党制に限りなく近づ

いているという中で、自公政権打倒はいいん

だけれど、それによって民主党中心とした政

権ができる。どちらにしても共産党の存在理

由は逆に問われていくことになるのではない

か。そのある種のジレンマをどうするのか。

大きな課題だと思うんですね。いかがですか。 

 

志位委員長 私たちは今度の選挙で、まさに

我が党の存在理由として３つの点を押し出し

て戦っています。 

まず第一は、いまおっしゃられたように、

自民・公明の政権を退場に追い込む。この先

頭に立って、我々が国民の皆さんの多くの怒

りの代弁者になって頑張る。これはやはり我

が党は正面から戦ってきた党ですから、役割

を果たしたい。 

第二に、民主党政権になった場合に、それ

では日本の政治がこれまでの政治と大もとか

ら変えられるのか。先ほど私は、財界支配を

打破できるかという話をうかがいましたが、

やはり内政は財界中心、外交は日米軍事同盟

中心という枠組みは変えるに至らない。そこ

で、私たちは冒頭に申したようなルールある

経済社会、あるいは９条を生かした平和外交

を訴えていきます。 

同時に、民主党政権になった場合に、野党

がどうなるかということを考えますと、共産

党と自民党と公明党、ということになるでし

ょう。そのときに、私たちは、よいものには

協力する、悪いものにはきっぱり反対する。

そういうしっかりした立場の政党が伸びるこ

とが、やはり日本の政治を前に動かす力にな

るし、日本の政治を大もとから変える力にな

る。こう私たちは訴え、私たちの存在意義は、

うんといま浮き彫りになっていると考えてお

ります。 

 

橋本 福島さんにおうかがいします。民主党

を中心とした政権になると、恐らく社民党の

参議院の５議席というのは非常に重い意味を

持つ。非常に責任が重くなるということが考

えられます。 

しかし、北朝鮮のミサイル発射のときに、

国会決議で社民党は棄権しましたよね。さあ

そういうことで、政権党の一翼を担う者とし
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てやっていけるんだろうか。私はいろんな不

安があるんです。そういうとき、一体どうい

う現実的な対応が可能なのか。 

 

福島党首 社民党の存在意義は本当に大き

くもなり、またそのことを国民の皆さんに理

解していただいて、本当に支持をしていただ

きたいと考えています。社民党が参議院でも

キャスティングボードを握り、そして衆議院

の新しい政治の中でも、社民党が存在するこ

とで、例えば新自由主義から社会民主主義と

いうか、雇用を大切にした福祉社会をつくっ

ていくということ。働く人たちの権利をとこ

とん守るということ。あるいは平和の問題な

どで、社民党の役割は本当に大きいと思って

います。社民党が大きくなることで、新しい

政治の性格づけが、そこで本当にかなり反映

するというか、大きく決まると思います。 

先ほども鳩山代表が「非核三原則の堅持と

法制化」といってくださいました。こういう

形で話し合いや協議を続けることで、きちっ

と政治を変えていこうと思っています。 

派遣法の抜本改正案も、社民党と民主党で

かなりの議論を何カ月も実は繰り返して、い

い形の抜本改正案をつくって出したと思って

います。ですから、社民党と民主党は政党が

違いますから、考え方が違うところもありま

す。しかし、だからこそ社民党の存在が重要

で、しかるべきときに重要なテーマについて

きちっと議論をしてまいります。 

 

橋本 綿貫さんにうかがいます。国民新党の

最大の存在理由は、郵政民営化をもとに戻す

ということだと思うんですね。根本から見直

していくと。そうした中で、この前も一応郵

政４分社化の見直しでは合意しているんです

けれども、民主党の中にも、民営化の大きな

方向には賛成の方も随分いらっしゃるんです

ね。ですので、それが一体可能なのか。そこ

で、国民新党の存在理由があるのかというこ

とが逆に問われてくると思うんですが、いか

がですか。 

 

綿貫代表 すでにおととしは参議院で郵政

民営化の見直し法案を、民主党と社民党と協

力して、参議院を通過させていただきました。

だから、今度は衆議院でも同じような方向に

行くだろうと私は信じています。 

 

原田 主に経済政策についてうかがいたい

と思います。まず、鳩山さんにうかがいます。 

先ほど麻生さんがおっしゃられたように、

きょう、１年３カ月ぶりにプラス成長という

数字が発表されました。思い起こすと、昨年

の秋、解散するのかあるいは経済対策をやる

のかというのが大変大きな岐路だったと思う

んです。鳩山さんがチャレンジャーとおっし

ゃいますので、経済政策の危機対応能力とい

うものをうかがいたいんです。１年３カ月ぶ

りにプラス成長になって、ここまでとってき

た自民党の、あるいは自公の経済政策につい

て、評価をするのかしないのか。これが第一

点です。 

２つ目は、もし政権をとった場合に、景気

について、さらに追加的な対策をする必要が

あると考えるのか。あるいは与党が組んだ補

正予算を組みかえる。その仕分けを、時間を

かけてやるという程度でいいのか。この２点

をうかがいます。 

 

鳩山代表 まず、４回に分けて予算を、補正

予算を含めて、与党が組んだわけであります

が、私どもは、基本的には評価をしておりま

せん。なぜならば、例えば５０兆円の国債を

発行しているわけですが、すなわち借金を発

行している割に、国民の皆様方の家計に対し

て強い影響をいまだ持っていないということ

であります。 

いま、経済が何か回復の兆しが出てきたと

いうようなお話をされております。けれども、

必ずしもそうではないと、多くの皆さん方が

実感としては持っておられることは間違いあ

りません。私どもは、むしろ内需をどうやっ

てすぐに回復をさせるかということに焦点を

置いた経済政策を講じるべきだと前から主張

しておりました。しかし、必ずしも、この何

回にわけた予算においても、そのような形で

刺激を与えるものは極めて乏しかった。その

ように理解をしております。 

民主党が、これは後半の答えにもなるわけ

でありますが、追加対策というものを講じる

というよりも、先ほどお話がありましたよう
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に、補正予算１５兆円の大半、すべてとはい

いませんがかなりの部分に、必ずしも景気を

刺激することにはならない予算が組まれてい

る。そこの部分は組み直す必要がある。そし

て、もっと家計というものに直接刺激を与え

るような政策を、できれば私どもは前倒しを

していきたい。子供手当しかり、あるいは農

家の皆さん方の個別所得保障制度しかり、あ

るいは高速道路の無料化しかり、あるいは暫

定税率の撤廃しかり。こういった、家計に直

接的にプラスの影響を与えるもので、そのこ

とによって内需を拡大して、そして消費購買

力を高めて、結果として経済を前向きに展開

をさせる。そういうことがもっと望まれてい

るときだ。そのように思っています。 

 

原田 内需を直接刺激すべきだというお考

えなんですが、ことしか来年のうちに、日本

のＧＤＰは中国に抜かれて第三位になると思

います。４０年ぶりに日本の地位が経済的に

いえば低下するわけです。これが示している

のは人口がふえない、あるいは減っていく、

高齢化が進む…先ほど公明党の太田さんがお

っしゃっていましたけれども、企業はもうア

ジアの内需をとるしかない、と考えている。 

そのときに、日本の消費者あるいは世帯に

直接補助をするだけで、国内需要が喚起され

て景気がよくなるのかどうか。ちょっと疑問

ではないかと思うんです。先ほど、１０年間

で雇用所得が１００万円減ったという話があ

りました。そもそも雇用所得をふやすための

政策というのは、民主党はどうやってつくる

べきなのか。国が税金を返す形で、あるいは

支出を、分配を変える形で出せばいいのか。

あるいは国全体の経済をどうやって底上げす

るのか。後者のほうについての政策がよくみ

えないんですが。 

 

鳩山代表 私どもは、確かに内需というもの

を刺激すればすべて済む、というふうに理解

しているわけではありません。当然、今回の

日本の経済の兆しが若干回復基調にあるとい

う話でも、これは外需寄与のほうがかなり大

きいということは当然だと思います。ただ、

一方でいえば、内需がまだまだ弱いというこ

とで、内需を刺激しなければならないことも

いうまでもありません。 

しかし一方で、当然のことながら、外需に

今日まで頼ってきた日本の経済として、これ

からはアメリカというよりもむしろ中国圏と

いうか、アジアというものを視野に入れた、

日本の経済力というものを見出していくこと

は大変重要だ。そのように我々としても認識

していることはお伝えをしておきたいと思い

ます。 

それから、内需の刺激策としては、先ほど

申しあげたような話でありますが、基本的に

は分配というものを変えることを大胆に行う

必要がある。そのように思います。 

 

原田 社会保障関連の話をうかがいます。最

初に麻生さんにうかがいます。 

与党と、それからかつて福田政権でも社会

保障国民会議というものをつくって、民主党

にも協議を呼びかけました。年金、医療・介

護の問題、それから少子化や高齢化問題もあ

って、財政的になかなかもたないというとき

に、超党派の議論が合意を結ばないという国

会の状況を放置していいのかどうか。選挙の

帰趨を抜きにして、選挙後に超党派の協議機

関をつくって合意のために努力をする考えが

あるのかどうか、聞かせてください。 

 

麻生総裁 これについては、我々は、前から

その意見を申しあげてきたとおりであります。

その点に関しましては、基礎年金の国庫負担

の２分の１の引き上げというときには、民主

党は反対だったんです。けれども、このまま

ほっておくと、無年金、低年金の問題という

のがずうっと解決しません。その意味では、

我々としては公明党と一緒に、この問題を解

決するために、２５年という、やらなきゃな

らない期間を１０年短縮するなど、我々とし

てはいろいろ話を申しあげてきておりますの

で、いま、この問題は非常に大きな問題だと

思っております。 

ですので、選挙に自由民主党が勝とうと負

けようと、我々としてはきちんとそういった

話というのはするべきだと。たしか幹事長の

ときになって、すぐこの話は申しあげたと記

憶いたしますので、その気持ちに変わりはご

ざいません。 
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原田 同じ質問を鳩山さんにうかがいます。

財源の問題を抜きにして、社会保障制度の改

革というのはできないと思うんですが、鳩山

さんご自身、超党派の協議機関で合意を得る

努力をなさるのかどうか、お聞かせください。 

 

鳩山代表 さまざまなご意見をうかがうと

いうことは極めて重要だと思います。したが

って、我々、もし政権をとった暁に、当然、

与野党の中でもきちっとした議論を、国会の

中の議論が一番だと思いますが、協議をする

ことは重要だと思います。 

ただそのときに、いままでのように、「１

００年安心」だといわれているその部分を変

えないぞといわれたのでは話にならないわけ

であります。この「１００年安心」どころか、

全く不安ではないか。そういうところに出発

点を置かないと、我々の考え方のように、年

金の一元化の方向に大きくかじを切ることが

できない。そのように思っておりますので、

そのような前提は必要だと思いますが、我々

とすれば、協議を行う。 

その場合に、当然、財源の議論も必要だと

思っております。我々とすれば、我々の方式

で考えたときに、２０年なら２０年の移行期

間のいずれかのときに、消費税の議論という

ものは当然行わなければなりません。が、い

ますぐに消費税増税の議論に加わる必要はな

い。そのように考えています。 

 

倉重 鳩山さんに２つ関連質問します。消費

税です。 

先ほどから話をうかがっていると、消費税

を上げない民主党ｖｓ消費税増税に踏み切ら

ざるを得ない自民党という構図を、どうも理

屈のうえでつくろうとして議論しているよう

な感じがいたします。けれども、消費税とい

うのはそんなに怖いものなのか、いけないも

のなのか。ドイツのメルケル政権は消費税増

税で連立政権をつくりました。日本の政権で

も、過去に消費税で負けない選挙がいくつか

ありました。国民は消費税の必要性について

相当認知しています。その流れの中で、政治

的に、意図的に、消費税の論議を封じるよう

な感じがいたします。そのトラウマは、自民

党政権のトラウマであって、新しい政権をつ

くるときには、新しい発想の中で議論したほ

うがいいと思います。 

その流れの中でお聞きします。鳩山さんは

消費税を４年間封印するとおっしゃっている。

それは議論を封印するのか、実施を封印する

のか。４年後の選挙には、マニフェストでど

う書いたらいいと思われますか。 

 

鳩山代表 後半の部分から申しあげれば、実

施を封印するということであります。したが

いまして、先ほどお話がありましたように、

年金の議論を大いにやるべきだと思っており

ます。しかしながら、私どもの発想の中で、

４年間消費税を上げる必要がないということ

です。これは理屈ではなくて、理論的にきち

んと証明をしながら、国民の皆さんに説明を

申しあげる必要があろうかと思いますが、そ

のことを申しあげているのでございます。 

そして、消費税はそんなにいけないものか

という話があります。確かに増税というのは、

まさに政治は税だともいわれておりますので、

勇気を持っていわなければならないときは当

然あると思います。しかし、いまのような経

済状況の中で、もう一つ申しあげれば、政治

が必ずしも信頼を得ていない。こういう状況

のときに、いくら増税の議論を前向きに進め

ようと思っても、国民の皆さんは見向きもし

ない。だから、一番大事なことは、無駄遣い

などをなくして、国民の皆さんに政治の信頼

というものを取り戻したときに、大いに消費

税の議論はされるべきだ。そのように思って

おります。 

 

倉重 財源問題について、もう一つ鳩山さん

にうかがいます。 

先ほど太田さんと麻生さんのご質問に、全

体的に答えておられなかったと思う点をお聞

きします。具体的に何をどう削るのか、盛ん

に質問されていました。それに対しては、数

字を挙げただけでも今回は大きな進歩だと思

いますが、じゃ、一つ一つの積み上げは一体

何なのか。そのところで、どの程度鳩山さん

が把握されているのか。例えば、マニフェス

トに載っている八ッ場ダム。これ一つとって

も小さな話ですけれども、どういう段取りで

中止していくのか。これですら民主党議員の

いろんな利権問題その他が絡んでくる話にな

りますので、どういう政治力で突破していく
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のか。これを具体的にお聞かせください。 

 

鳩山代表 私はこういう大型の公共事業、特

にダムのような公共事業に関しては、まず一

端冷静になって、本当に必要かどうかという

ことを議論することが肝要だと。その中で、

私も実際にみてまいりましたけれども、八ッ

場ダムは、いわゆる治水、利水の観点からみ

ても、また人口がこのように急激に減ってし

まうような日本の中で、必要もないという思

いを強く感じたところでございまして、あと

は、私は、政治力だと思います。 

しかし、一方で、ご案内のとおり、一番気

になっておるのは、反対しておられた方も、

最近は、特に住民の多くの方々も引っ越され

たりなどして、非常に苦しんでおられるのも

事実であります。したがって、彼らの生活再

建ということに関しては、十分に配慮すると

いうことなども行いながら、住民との接触の

中で政治的な決断を行う必要がある。私は十

分にできると思っています。 

 

原田 日本がこれから何で食べるかという

ところで、共産党の志位さんにうかがいます。

ご指摘の、大企業に応分の負担をという話で

すけれども、企業の負担をふやして、結果と

して雇用が減ったり、あるいは企業がつぶれ

たりということが考えられるわけです。ある

いは、海外へ事業所が移るということも考え

られます。雇用が中国に移るということもあ

りました。そういった問題を踏まえて、日本

は何で食べていくのかということについては、

どうお考えでしょうか。 

 

志位委員長 まず、大企業への負担をふやし

て大丈夫かという話がありました。大企業の

法人税率の、いわゆる実効税率というものだ

けをみますと、大体そろっている状況にある

んです。けれども、実質的な負担をいいます

と、日本の場合２つの問題があると思います。 

一つは、さまざまな優遇税制がたくさんあ

ります。研究開発減税だの、さまざまな優遇

税制があります。それからもう一つは、社会

保険料の負担が大変少ない状況があります。

ですから、政府の出しているデータでみまし

ても、例えば自動車産業の場合、日本の自動

車産業が払っている税と社会保険料の負担は

ドイツの大体８割、フランスの７割しか払っ

ていない。ですから、私どもは、大企業に負

担を求めるということは決して無理筋な話で

はないと思っております。 

それから、もう一ついいますと、いまオバ

マ政権が向こう１０年間で富裕層に１００兆

円の増税を求め、多国籍企業に２０兆円の増

税を求め、この１２０兆円の財源を新たにつ

くって、庶民減税や医療保険に充てるという

改革をやっていますね。ですから、世界の大

きな流れにもなっているわけでね。私は決し

て無理筋な話ではない。私たちは、そういう

ところでつくった財源を持って、やはり雇用

をしっかり守っていく。そして社会保障をよ

くしていく。農業にあてる、中小企業にあて

る。そして内需を豊かにして、日本という国

がまさに土台からあったまっていくような、

そういう経済にしていく必要があると思って

います。 

 

宮田 続いて、外交・安全保障の問題をお尋

ねします。 

まず麻生さん、先ほど、第一部の議論でも、

小泉改革の総括という話が出ていましたけれ

ども、外交でも総括すべき問題があると思い

ます。それはイラク戦争です。自民党政権は

イラク攻撃に対して支持を表明し、サマワに

陸上自衛隊を出したわけですね。ところが、

米国はイラク戦争に反対するオバマ大統領に

なって、イラクからの撤兵を進めている。日

本がイラク戦争、イラク攻撃を支持したこと

は誤りであったのではないか。あの戦争は誤

りであったのではないのか。そこの総括をし

ないと、オバマさんが次はアフガンといって

いるからアフガンに協力しなきゃね、という

ことでは、アメリカ大統領の言うがままか。

そういう印象すら有権者は抱きかねないと思

うんです。イラク戦争支持の総括はどうされ

ますか。 

 

麻生総裁 イラク戦争において、少なくとも

日本から陸上自衛隊、航空自衛隊等々を派遣

させていただきました。極めて高い国際的評

価は得たと思っております。日本から行った

自衛隊員で、少なくとも銃弾を浴びたとかい

うこともなく、結果としてきちんとした対応
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をさせていただいて、撤収することができま

した。撤収のときには、私はバグダッドまで

行った最初の閣僚ですけれども、その交渉を

させていただきましたが、極めて評価の高い

ものだったと思っております。 

我々としては、少なくとも我々が担当した

地域からは、地域としてきちんとした対応が

できた結果、我々としては、そこは地元の方々

に移管してそこから撤収することができた。

ひとえに行った隊員たちの対応がすぐれてよ

かったからだったと、これは向こうの評価で

あります。そういう意味では、我々としては、

対応としてきちんとした対応ができたと評価

されてしかるべきだと思っております。 

 

宮田 お尋ねしているのは、イラク戦争の評

価なんですけれども。 

 

麻生総裁 イラク戦争によって、もしあの状

況において、少なくともフセインという人が

いまだまだ存命で、その権力を振るい続けて

いたら、という前提もある程度考えておかな

ければならないのであって、その意味で、も

しあの人の政権からの離脱ということがなか

りせば、イラクというところはもっとどうな

っていたであろうか。国際平和にとってより

大きな危険が起きていたかもしれないという

点は、我々は考えておかなければならないの

ではないでしょうか。 

現実問題として、選挙をやって、少なくと

もいま一応、曲がりなりにも政権が動き、多

くの国際的な部隊は、いま逐次撤収をやって

いるわけだと思っておりますので、それなり

の成果は出たんだと思いますが。 

 

宮田 そうしますと、オバマ大統領は、あの

戦争に反対です。つまり、あの戦争の評価に

ついて、オバマさんと麻生さんは認識を異に

するということでしょうか。 

 

麻生総裁 私は、少なくともイラク戦争に関

していわせていただければ、我々は国際社会

がイラクというものに関して、みんなでこれ

は……ということで、私どもはこれに参加を

したということであって、そのことに関しま

しては、我々はきちんとした対応をしたと思

っております。ですので、僕は、あの戦争は

正しかったか間違っていたか。戦争というの

は後になってどちらかでも理屈はつきますの

で、何とも答えることはできません。 

しかし、私どもの対応としては、決して間

違っていなかったと思っています。 

 

宮田 続いて鳩山さんにお尋ねします。民主

党は対等な日米関係というスローガンを掲げ

ておられます。確かに冷戦が終わったのに在

日米軍基地がほとんど減らない。あるいは米

軍兵士の犯罪が起こるたびに地位協定の不条

理さというものに対して世論の反発が起きる。

これらを見直そうという民主党のご主張はあ

る程度の評価を受けると思います。 

ただ、その一方で、北朝鮮が核を開発し、

あるいはミサイルを飛ばし、一方中国は急速

に軍事費を増大させ、その中身は極めて不透

明である。こういう東アジアをめぐる安全保

障上の緊張要因というのは、むしろ高まって

いるという見方もあるわけですね。 

ですから、そんなに在日米軍基地見直しと

か、地域協定見直しを提起して、果たして日

本の安全は大丈夫なのか。有権者も不安に思

っていると思うんですね。これは大丈夫だ、

日米同盟は維持できるのだ、と断言できる根

拠は何かあるんでしょうか。 

 

鳩山代表 北朝鮮の脅威というものは、確か

に存在している。その認識はいまの政府と変

わりません。ただ、オバマ大統領自身が核の

ない世界を求めてきている。そして、対話と

協調路線だということをしばしばおっしゃる。

まさにそのとおりだと思います。いま一番必

要なのは、外交です。対話と協調ということ

によって世界のさまざまな脅威に対して答え

を出す。いたずらに戦力的なものを高めるこ

とによって解決を促すということではない。

外交というものの力をもっと前に出すことが

いま一番重要なことだと、私はむしろそのよ

うに考えております。 

したがいまして、当然のことながらオバマ

大統領との間で、政権をとりましたら信頼関

係の構築をすることが必要であって、います

ぐに信頼がないまま地位協定を早く見直して
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くれとか、あるいは基地を撤退してくれ、と

いうようなことを無理にいっても、なかなか

それは解決は難しいということは理解をして

います。しかし理解をしていく中で、信頼関

係を構築していく中で、包括的なレビューと

いうものを行って、解決をすることが十分に

できるテーマだと、そのように考えています。 

 

宮田 その点、一つ具体的な質問です。米軍

再編をめぐって焦点になっている普天間基地

の移転問題がありますね。民主党は県外移転

ということをいっておられます。そのめどは

あるんでしょうか。あるいは辺野古湾に、民

主党も戻ってくる可能性があるんでしょうか。

そのめどをきちんとしていただかないと、結

局、市街地のど真ん中にある普天間基地が残

ってしまうという現実が一向に変わらない。

民主党は現実的にどういう方針をお持ちなの

か、お尋ねしたいと思います。 

 

鳩山代表 むしろ申しあげたいのは、橋本政

権以来、決めたはずのものがいまだ普天間が

移設されていないということに対して、現政

権に対して、多くの、特に沖縄県民は失望し

ている。そうまず申しあげておきます。 

当然政権をとってみないと、中がみえない

部分というものも現実にはあるのがご案内の

とおりでございます。ただ、私ども、基本的

な立場を変えるつもりはありません。すなわ

ち、基本的には、一番いいのは海外に移設さ

れること。移転されることが望ましいと思っ

ておりますが、最低でも県外移設が期待され

ると思っています。 

しかし、それもくどいようですが、一気に

政権をとった直後に交渉して、すぐに解決が

できるというものでもありません。この問題

は沖縄県、特に知事をはじめとする沖縄県民

の思いというものも十分に理解をしていかな

ければなりません。その中で、我々、くどい

ようですけれども、包括的なレビューを行っ

て、最終的な結論というものを得てまいりた

い。基本的なスタンスを変えない中で、きち

んとした信頼関係の中でレビューを行ってい

くというスタンスでございます。 

 

宮田 もう一つ、鳩山さんにお尋ねします。

ソマリア沖の海賊対策、あるいはインド洋で

の給油支援問題です。この問題に対して、民

主党の政策がいまひとつはっきりしない。民

主党幹部の発言が、幹部によって若干ニュア

ンスが違ったりしています。反対ではなかっ

たとか、もうすぐで賛成するところだったと

か。いろいろと条件がついていて、よくわか

らない。民主党はこのソマリア沖への海賊対

策で自衛隊の派遣をどう考えるのか。 

それから、インド洋の給油支援は来年１月

で打ち切るのか。そこをはっきりお答えいた

だけますか。 

 

鳩山代表 まず、海賊対策でありますが、そ

もそも私どもの議員仲間のほうから、海賊対

策の議論がスタートいたしました。したがっ

て、私どもは、海賊対策に関して、本来なら

ば海上保安庁の船が出るのが一番望ましいこ

とはわかっている。けれども、現実問題とし

て、それが現実的でないという判断の中で、

自衛隊の船が出ることを私どもは認めており

ます。したがって、そのこともマニフェスト

の中に書かせていただいているところでござ

います。 

それから、インド洋の給油の問題でありま

すが、インド洋の給油に関して、私どもとし

て、「すぐに撤退をしろ」などということを政

権をとって簡単に申すことができないことで

あることは、外交案件ですから、理解をして

おります。 

しかしながら、我々として、アフガンに対

する協力ということを考えれば、もっと別の

道、はるかに喜ばれる道を十分に準備するこ

とができる。そのように考えております。し

たがいまして、アフガン対策というものを充

実させていきながら、決してインド洋の給油

のかわりにこちらをやるということではあり

ません。むしろトータルとしてのアフガニス

タンに対する支援のあり方、民生の支援、ネ

ーションビルディング（国家の建設）、あるい

は貧困の除去、そういったものに対して、直

接的な協力をもっと行うことによって、日米

関係もプラスに導いていきながら、インド洋

の給油というものに対して結論を見出すこと

が十分にできる。そのように思っていますの

で、基本的な対応を変えるつもりはありませ

ん。 
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宮田 つまり、１月で撤収させるということ

ですか。 

 

鳩山代表 基本的な発想はそうです。単純に

延長するつもりは一切ありません。 

 

宮田 福島さん、ソマリア沖の自衛艦派遣に

民主党は賛成だということなんですけれども、

将来的に連立政権を組むとすれば、社民党は

それでよろしいんでしょうか。 

 

福島党首 社民党は、ソマリア沖の自衛隊

の派遣には反対で、基本的にこれは海上保安

庁が主体でやるべきだと考えています。 

また、インド洋の給油の問題についても、

野党はというか、私たち社民党も反対をいた

しました。ですから、社民党はマニフェスト

にはっきり「インド洋からの自衛隊は即時撤

退を求める」というふうにしております。 

私は、社民党はこういうことが大事なとこ

ろだと思っているんです。きちっと平和の観

点から、自衛隊を海外に派兵をさせないとい

う観点から、これは大事なことだときっちり

いっていく必要があると考えています。 

ですから、民主党との間では、いままでも

非核三原則やさまざまなテーマで話はしてき

たわけです。この問題についても、しかるべ

き段階できちっと協議し、社民党の主張はき

ちっといっていきたいと考えております。 

 

宮田 社民党は、ソマリア沖の海賊対策に自

衛隊を出すことは反対ですよね。 

 

福島党首 はい、そうです。 

 

宮田 でも、連立政権でそれを是とする場合

もあり得るということですか。 

 

福島党首 いや、いまのところは、それは考

えておりません。社民党は現在、はっきりと

マニフェストでもうたっておりますが、ソマ

リア沖の自衛隊の派遣には反対です。これは

海上保安庁が主体であるべきだと考えており

ます。 

 

宮田 麻生さん、核持ち込みをめぐる日米密

約という問題が話題になっています。政府は、

そのような密約はないのだという立場を引き

続きおとりのようですが、アメリカ側の公文

書館の資料あるいは高官の発言、あるいは最

近は、日本の歴代外務次官までそれをお認め

になっている。なお、密約は存在しないんで

しょうか。 

 

麻生総裁 宮田さん、これはずうっと私ども

として答弁を申しあげてきたとおりであって、

いま、「あれは実はありました」なんていうこ

とはありません。 

 

宮田 鳩山さん、日米密約を、政権をとった

ら明らかにする方針のようですが、そうなん

でしょうか。そして、具体的には、どのよう

に明らかにしていくのか。例えばチームをつ

くって、外務省の倉庫を掘るとか、具体的な

方策はお考えでしょうか。 

 

鳩山代表 外務省の倉庫を掘るかどうかは

まだ考えておりませんが、いずれにしても調

査をしっかりと行う。これは日本の外務省だ

けではなくて、アメリカにも行って調査を続

ける必要があると思っています。そして、そ

の事実が明らかになれば、我々の考え方に基

づいて、国民の皆様方に公開をすることをし

っかりと考えていきたいと思います。 

 

宮田 政権をとられたら、いつごろまでに調

査結果は発表されるんでしょうか。 

 

鳩山代表 政権をとっていないうちに、そこ

まで申しあげるつもりはありませんが、当然

半年とか１年とか。そんなレベルでは結論を

出さないといかん話だと思います。 

 

宮田 鳩山さんに続けてうかがいます。靖国

神社の問題です。国立の追悼施設をつくった

らどうだと、そこに前向きの発言をされてい
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ます。もし勝った場合、民主党政権の４年間

に実現されるおつもりですか。 

 

鳩山代表 具体的にどこまで詰められるか

というのはあるかもしれません。しかし、私

としては国立追悼施設、無宗教でどなたでも

わだかまりなくお参りできるような追悼施設

が必要だと思います。Ａ級戦犯の合祀の問題

もあり、また政教分離の憲法の問題もありま

す。こういったことを考えたときに、私ども

とすれば、国立の追悼施設をできるだけ早く

つくってまいりたい。そのように考えていま

す。 

 

宮田 綿貫さん、この問題はどうなんでしょ

うか。国立の追悼施設の問題です。 

 

綿貫代表 反対です。 

 

倉重 経済、外交と政策論議は一応一段落し

たとして、もう一つ重要なのは党首力だと思

うんですね。政権を握ったときに、どれだけ

リーダーシップを振るって、どういう問題解

決ができるのか、という党首力です。その党

首力については、申しわけないのですが、今

回の選挙で最も可能性が高いと思われる鳩山

さんと麻生さんの２人に絞って聞かせていた

だきます。 

まず第一に、政治力とは一体何なのかとい

うことですね。政治がどうやって国民の財産

と安全を守り、国民に幸せを与え得るのか。

マニフェストでの議論、これから実現する政

策についてこれまでお聞きしたんですけれど

も、なかなか未実現のものが多いので、どう

いうイメージなのか、よくわかりにくい。 

そこで、ちょっと材料を提供していただき

たい。麻生さんも鳩山さんも、過去２０年前

後の長い政治生活を続けた中で、これこそ政

治力の体現だった、あるいはこれこそ政治力

が機能しなかった、機能不全だったという事

例がありますか。もしありましたら、一つず

つお挙げいただきたい。なければ、それで結

構です。 

まず、麻生さんからいかがでしょうか。 

麻生総裁 政治力。総理大臣になってからの

１０カ月でいわせていただければ、多分昨年

１１月、国際金融危機というものになって、

世界中がパニックに陥ったときに、日本が先

頭を切って１，０００億ドル、１兆円の融資

をＩＭＦに決めるという決断をおろしたとき、

あれは国際社会の中における根回しを含めて、

極めて政治力というのは、外交力を含めて大

きなものが要求されたと思っております。あ

れはかなりな部分で、高い評価を国際社会で

得られたものだと思っております。 

 

倉重 もう一つ、機能不全だったものはあり

ますか。 

 

麻生総裁 一連の今回の自由民主党内にお

ける、いわゆる結束の乱れなどといわれてい

る表現を、原田さんのところで――倉重さん

です、済みません――しておられました。あ

の点に関していわせていただければ、自分の

政治力というか、統率力の欠如が招いた政治

不信につながらせたと、自由民主党に対する

政治不信につながらせたという点に関しては、

私は自分の力不足だということを率直におわ

びをいたしておるところです。 

 

倉重 鳩山さんお願いします。 

 

鳩山代表 私の場合は、まだ経験がそれほど

深いわけではありません。ただ私は、政治力

というのは覚悟の問題だと思っております。 

私が、人生において二度覚悟を示したのは、

一度は自民党を飛び出した、いわゆるさきが

けをつくったとき。それからもう一つは、そ

のさきがけを飛び出して民主党という党をつ

くったとき、それなりの覚悟を持って臨みま

した。ある意味で、与党から野党へ動くとい

う、普通の政治家とは逆の道を歩んだという

ことにおいては、私は政治の決断力だ、とそ

のように考えております。 

このような意味において、私どもとして、

一人一人がいかに覚悟を持つかということが

極めて重要だと思います。ただこれは、覚悟

というようなものでは抽象的だという話があ

ると思いますので、私どもは政治がもっと有
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効に機能するために、政権移行した後の仕組

みというものもさまざま考えていきたい。そ

のように考えています。 

 

麻生総裁 倉重さん、やっぱり一番は、その

党首がどれだけ国を愛しているかですよ。僕

はそう思います。 

 

倉重 ありがとうございました。 

政治と金の問題を、政治のリーダーがどう

統治するか、どう統制するかという問題です。

これは鳩山さんからお聞きします。 

例の虚偽記載問題のことです。先ほどのお

話をお聞きしますと、秘書がそういう刑事処

分に値するようなことになった場合、その雇

い主である国会議員も政界から退場すべきだ

という太田さんのお話に対して、こういう新

しい法律をつくることに対して非常に前向き

な態度を示されました。しかし、これは法律

が成立する以前でも、一つの政治的なスタン

スとして、そういうことをすることを考えら

れているのかどうか。それが一つです。 

それから、この問題はいろいろ議論もされ

たし、釈明もされたんですけれども、ここで

あらためて、なかなかこういう機会はないと

思うのでお聞きしておきます。虚偽記載問題

以外に、いわゆる税務にかかわる問題が指摘

されています。一つは、税額控除を与えて、

幇助的な役割、税務法違反があるのではない

かということが一点。 

それからもう一つは、鳩山さんの資金の出

所であります。それはお母さんからいただい

たお金が入っていまして、そこに贈与税問題

が生じるのではないか。これはあくまでも憶

測でありますが、それ以外のことにも問題が

ないのかどうか。いわゆる政治資金の問題で

すね。ぜひこの場で明らかにしていただきた

いと思います。弟さんから“黒い鳩”などと

いう表現をされて、我々はユートピア研究会

の“白い鳩”の鳩山さんしか知らないもので、

そのへんの格差もぜひここで解消していただ

きたいと思います。 

 

鳩山代表 弟にはいわれたくないなという

思いがないわけではありませんが、これ以上

いうつもりはありません。 

私は、まず国民の皆さんに改めて、秘書の

やったこととはいえ、いわゆる虚偽記載とい

う事実があったことを率直におわびをいたし

たいと思います。その理由を若干申しあげれ

ば、国民の皆様方にも少し理解をしていただ

けるかと思っております。もともと、もう元

秘書ではありますが、秘書が私に対して保身

の思いで、すなわちしっかりとした仕事をや

っているぞということをみせるために、実際

に献金も寄附ももらっていない人であるにも

かかわらず、もらったかのようにみせかけて

しまったということであります。そのような

ことをしたことは大変けしからんことだと思

って、大いに反省もしているところでありま

す。しかしながら、利権の政治とかいう意味

においては、やましいことはないということ

も申しあげておきたいと思います。 

そこで、申しあげれば、いわゆる税額の控

除みたいなことを図ったという事実は、少な

くとも弁護士を通じて私のところに一件も報

告はされていません。したがって、私はなか

ったと、そのように思っています。くどいよ

うですけれども、目的自身が違ったものであ

りますので、そのようなことはない。 

それから、出所に関してでありますが、最

初は、私も何かあるかなあみたいに思って一

生懸命調べたわけであります。が、それは一

切ありません。少なくとも出所に関してはす

べて私のお金であります。それだけは間違い

ありません。 

 

倉重 麻生さんにお聞きします。リーダーと

して、コミュニケーション能力の重要性とい

うのはオバマさんをみるまでもないと思うん

です。けれども、麻生さんは、我々がみると

ころ、饒舌な、陽性な論争家、座談の名手で

ありまして、その話は過去にはおもしろかっ

たんです。が、ただ総理大臣になられてから、

非常にその辺が若干後ろに引いているような

印象を受けます。その原因の一つに、これは

あえて聞きますけれども、麻生さんの漢字誤

読問題があるのではないかという懸念があり

ます。この問題については、ほんとに真正面

から麻生さん、釈明されたこともないし、我々

も聞いてこなかったんですけれども、この場

で、このことが実際、自民党自身の人気に関
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与していることも実はあると思うので、あえ

て聞きますけれども、麻生さんの思い、釈明

はいかがでございましょう。 

 

麻生総裁 あの漢字の誤読につきましては、

これは単なる読み間違いであってみたり、眼

鏡をかけずにすっと読むと間違えたりすると

いうこともあるんだと思っていますので、こ

れは軽率というもので、一言でいえば、そう

いうことになるんだと思います。 

また、いまいわれましたように、なんてい

うの…座談といわゆる会談、講演、演説、こ

れは同じ話でも大分種類の違うものだと思っ

ております。座談というのは、普通、その場

だけの話だと思っておりますが、いまの世界

では、オフレコというのは１分後にはｅメー

ルで全部載るという世界だというのを理解す

るまでには、かなり時間がかかりました。そ

れは率直なところです。 

いずれにいたしましても、一連の発言とい

うものが不必要な政治不信を招くことになっ

た、政党に対する不信を招くことになったと

いう点に関しては、私どもとして大いに反省

をしておるところです。 

 

倉重 次に、政権の構想・枠組みについて、

これは専ら鳩山さんに聞きたいと思います。

先ほど、まだとっていない政権について云々

という話がありました。けれども、現実にこ

こまで来たとき、政権を獲得して実施するマ

ニフェストだけじゃなくて、それを実現する

枠組み、顔ぶれ、人事というものは非常に重

要になってきます。ある意味では、国民が投

票する際の大きな参考にもなる。かつて民主

党はそれを明示して選挙したこともあった。 

すべての人事についてここで明らかにせ

よとは申しあげませんが、主要な三閣僚、だ

れに外務大臣をやらせるのか、財務省はどう

するのか。それからもう一つ重要なのは、官

僚抑えのための官房長官ですね。その３人を、

どういう形で構想されているのか。名前をも

し挙げられないということであれば、その基

本的なコンセプトをぜひお示しください。 

 

鳩山代表 当然のことながら、まだ政権もと

っていない段階で、主要閣僚をだれにするみ

たいな話が外に出るとか、あるいは構想して

いるというようなことになれば、何を浮かれ

ているんだという話になることは間違いあり

ません。したがいまして、具体的な名前を申

しあげるべきではありませんし、まだ構想も

していない。 

ただ、私が申しあげたいのは、一番重要な

官房長官あるいは財務大臣、外務大臣は、や

はり政治家を器用したいということは申しあ

げておきます。特に、やはり海外においても、

あるいは財政においても精通している人物と

いうものを国会議員の中から選ぶのが肝要で

はないか。そのくらいのことは申しあげてお

きます。 

 

倉重 小沢一郎さんの処遇について、お聞き

します。今度の選挙の後、小沢さんの勢力が

少なくとも１００人前後の力を持つのは相当

可能性の高いことだと思います。その中で、

小沢さんをどう使っていくのか。その影響力

をいかに排除するのか。あるいはいかに活用

するのか。小沢さんにどういうポストを考え

ているのか。その辺について、お話しくださ

い。 

 

鳩山代表 話せるわけがないじゃないです

か、と申しあげたいわけでありますが…。 

私が申しあげられるのは、小沢代行、今日

まで、代表はやめましたけれども、選挙とい

うものに対して大変精通しておることは間違

いありません。そして、いま、まさに戦って

いる最中でもあるわけであります。小沢代行

の力で、今日まで民主党がある意味での団結

力を高めてきたことも間違いありません。 

したがって、この団結力を維持するために、

小沢代行にはこれからも枢要なポジションの

中で頑張ってもらいたい。そのように思って

おります。 

 

橋本 麻生さんと鳩山さんに質問が集中し

ちゃったんですけれども…。 

太田さん、自分たちが選んだとはいえ、解

散から４０日間も、これはもう選挙をやるほ

うは大変でしょう。けれども、我々判断する

側は、それなりにだんだん候補者もわかって
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くる。政策もわかってくる。こういうことな

んです。戦後最長の４０日について、太田さ

ん、そして志位さん、福島さん、綿貫さんと

順に、簡単に感想をいただきたい。 

 

太田代表 私は大変いい長期の選挙戦にな

ったと思っています。それは、いわゆるスロ

ーガン政治とかいうものではなくて、政権選

択。その中身、政策の中身を問いかけるとい

うことで、じっくり国民の皆様にお話を聞い

ていただける時間が得られた。そして現実に

そのようになっていると私は思います。 

財源のことをはじめとして、私は、極めて

重要な選挙だと思っておりますので、その期

間があったということは、これからさらにま

たそういう機会があるということで、大変い

いと思います。 

 

志位委員長 いま街頭で訴えておりまして

も、マニフェストはないんですかということ

をたくさんの方が聞いてこられます。ですか

ら、有権者の皆さんが各党の主張について、

よ～くお考えになって、じっくり選んでいる

最中だと思います。４０日間というのはやは

り大事な期間ですので、私はぜひこういう討

論の場をもう一回つくってもらえないかと。

ぜひ繰り返し複数回、こういう討論会をやっ

てほしいということを、日本記者クラブにお

願いしたいと思います。 

 

福島党首 幕末が終わって明治維新が始ま

るくらいに、政治体制が変わる選挙だと思い

ます。明治維新が始まるときは、幕末の志士

が主人公でしたが、今度の主人公は間違いな

く国民の皆さんです。だとすれば、４０日間

あるということは、本当にいいことだと思っ

ています。社民党にとっても主張ができる。 

ただ、政権を変えることは必要だけれども、

決して二大政党制だけではない。二大政党制

ではなく、社民党が新しい政治で重要な役割

を果たすことが政治をもっとよくすることだ。

そういうことをＰＲしていきたいと思ってい

ます。 

 

橋本 綿貫さん、いかがですか。 

綿貫代表 私、４０年（議員を）やっていま

すけれども、こんなのは初めてですからね。

私は、大体「７条解散」というのはおかしい

んじゃないかと疑問を持っておりますから。

総理はおれがやるんだよ、おれがやるんだよ

と…。 

 

橋本 もうこりごりということですか。 

 

綿貫代表 まあ、本当は、これは天皇神政の

ときの影響ですから。いまは主権在民ですか

らね。やっぱり国会というものを重視しても

らわなきゃだめですね。 

 

司会 まだ語り残した問題もあるかと思い

ますが、お約束の時間をすでに過ぎています。

これで本日の討論会を終わりにしたいと思い

ます。党首の皆さん、そして会場の皆さん、

ご協力ありがとうございました。 

なお、討論会前に、党首の皆様に控室で揮

毫をお願いしました。ご紹介したいと思いま

す。 

福島みずほさんは「命を大切にする政治」

です。そして、太田昭宏さんは「安心・安全

の勢いのある国」。麻生太郎さんは「責任力」。

鳩山由紀夫さんは「命」。これをお書きになっ

たのは初めてだそうです。志位和夫さんは「国

民が主人公の新しい日本を」。綿貫民輔さんは

「共生社会の再生」です。 

どうもありがとうございました。（拍手） 

 

（文責・編集部） 


