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司会（川戸惠子企画委員） 本日の進行役を

務めさせていただきます企画委員の川戸でござ

います。よろしくお願いいたします。 

日本記者クラブで行います国政選挙での党

首討論会は、今回で 11回目になります。最初に

主催者を代表いたしまして、斎藤史郎理事長か

らごあいさつを申しあげます。斎藤理事長、よ

ろしくお願いいたします。 

 
斎藤史郎理事長 9 党代表のみなさま、本日

は大変お忙しい中、日本記者クラブ主催の党首

討論会にご参加いただきましてありがとうござ

います。公示を2日後に控え、参院選の夏の陣

は一気に熱を帯びてきた感じがいたします。政

治の世界では、昨年来、新しい政党が次々誕生

し、2 週間前には菅政権が誕生しました。新し

いステージを模索する動きが続いているのかな

と思っております。 

一方、経済は、日本経済も世界経済も、混沌

としております。また日本にはいまだに閉塞感

が漂っているというふうにみております。これ

からの日本をどうするのか。また、失われかけ

た政治への信頼、これをどう取り戻すのか。い

まから 2 時間、9 党党首の討論ということで、

時間的にはかなり制約があるかと思いますが、

ぜひ激しいバトルを闘わせていただき、明快、

かつ説得力のあるメッセージを国民に伝えてい

ただければ幸いでございます。よろしくお願い

します。ありがとうございました。 

 

司会 ありがとうございました。 

それでは本日の進行を簡単にご説明させて

いただきます。１時 5分に開始いたしまして、3

時までの 2時間を、途中休憩なしで行います。 

一番初めに党首の皆さんから、この参議院選

挙に当たって、一番主張したい点を述べていた

だきます。その後、会場の皆さんから寄せられ

ました質問を参考にして、クラブの企画委員が

各党首に代表質問を行います。お手元にカード

が配られていると思いますけれども、それに質

問をお書きください。合図をしていただければ

係の者が取りにあがります。 

これまでは、党首の主張に続いて、党首同士

によるディベートというのを設けておりました

けれども、今回、参加政党が 9党になりました

ので、質疑応答の中でこのディベートもやって

いただきたいと思います。 

（オン・エア） 

それでは、ただいまから日本記者クラブ主催

の「9 党党首に聞く」を始めます。私は進行役

を務めます企画委員の川戸惠子でございます。

よろしくお願いいたします。 

それでは 9人の党首の方々をご紹介いたしま

す。 

皆さんからご覧になりまして、左から 

新党改革の舛添要一代表。（拍手） 

国民新党の亀井静香代表。（拍手） 

日本共産党の志位和夫委員長。（拍手） 

自由民主党の谷垣禎一総裁。（拍手） 

民主党の菅直人代表。（拍手） 

公明党の山口那津男代表。（拍手） 

社会民主党の福島瑞穂党首。（拍手） 

みんなの党の渡辺喜美代表。（拍手） 

たちあがれ日本の平沼赳夫代表です。（拍手） 

 

まず、お一人ずつ、今回の参議院選挙に当た

りまして、有権者の方々に一番訴えたいことを

述べていただきます。その後は、会場から寄せ

られました質問に基づきまして、日本記者クラ

ブの 5人の企画委員がそれぞれ党首を指名いた

しまして、代表質問をいたします。質疑応答の

中で、質問団は党首同士の討論もしていただけ

ますよう工夫をするようにお願いいたします。 

それでは、早速始めたいと思います。党首の

主張は、持ち時間 3分でお願いいたします。時

間の経過は、前のランプでお知らせいたします。

ランプは 10秒前から点滅いたしまして、3分に

なりますと点灯したままになりますので、時間

厳守で、どうぞお願いいたします。 

発言順は、民主、自民、公明、共産、社民、

国民新党、みんなの党、新党改革、たちあがれ

日本の順にさせていただきます。 
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では、菅さんからよろしくお願いします。 

 

◇   ◇   ◇ 

 

菅代表 民主党代表の菅直人です。日本記者

クラブ主催の党首の会を開いていただいたこと

に、まずもってお礼申しあげたいと思います。 

6 月 2 日に、鳩山前総理が辞意を表明されま

して、6月8日に総理大臣を拝命いたしました。

鳩山政権でも、私、副総理として大きな責任を

負っておりましたので、鳩山総理を支え切れな

かった、その責任は痛感をいたしております。

と同時に、鳩山前総理は、政治と金の問題、さ

らには普天間の問題などについて、みずからそ

の責任を認めて辞任をされ、改めて政権交代の

原点に戻って、民主党中心の政権をしっかりや

ってほしい、そういう思いを強く持たれており

ました。私もその思いを大事にして、頑張り抜

きたい、こう思っております。 

私は、この選挙に向けて、国民の皆さんに申

しあげているのは、この 20年にわたる日本の閉

塞状態を打ち破る、そして、元気な日本を復活

させる、この実現を訴えております。そのため

に、強い経済、強い財政、そして強い社会保障、

これを一体として強い政治のリーダーシップで

実現をしていきたい、このように考えておりま

す。 

もちろん、経済、財政、社会保障、それぞれ

大きな課題でありますが、それらを強いものに

することによって、どのような日本をつくって

いくのか、社会をつくっていくのか。きょうも

広島のほうで痛ましい事件の報道がありました。

私はいまの日本の社会、いろいろな意味で、何

か人間が、人々がばらばらになっている、つま

りは、人々が助け合うという姿勢よりも、何か

孤立化を深めている。そういう意味で、強い経

済、強い財政、強い社会保障をつくりあげる中

で、人々が助け合いながら、孤立化しないで生

きていける、そういう社会を目指してまいりた

い、このように思っております。 

その中で、経済について、新成長戦略という

ものを提示し、また、本日、財政のフレームに

ついても閣議決定をいたしました。そういった

ことについては、今後の議論の中で、しっかり

と申しあげていきたい。私の冒頭の発言はこの

程度とさせていただきます。 

 

司会 ありがとうございました。では、谷垣

自民党総裁、よろしくお願いします。 

 

谷垣総裁 自由民主党の谷垣禎一です。きょ

うは、こういう会を設けていただきまして、フ

ァイトをもって議論を一緒にしたい、このよう

に思っております。 

そこで、いま、自由民主党はこの参議院選挙

に向かって何を一番訴えたいか。鳩山さんが行

き詰まって政権を投げ出されて、非常に混迷感

が深まっている。そういう中で、もう一回誇り

と自信に満ちた国づくりを、自民党が先頭に立

ってやっていく、こういうことを申しあげたい

と思います。 

そして、そのための基本的な自民党の立ち位

置としましては、守るべきものは守り、そして

改革すべきものは改革する、進取の精神に満ち

た保守主義、こういうことで頑張っていきたい

と思っているわけであります。 

そして、そのための今度の選挙の標語は「い

ちばん」ということにいたしました。かつて日

本はみんなが、これは日本が一番だな、世界一

だなと思っていたものがたくさんありました。

例えば、治安です。それから、ものづくりにし

てもそうだと思います。あるいは、教育だって、

詰め込みとかあったって、日本の教育はいいな、

とみんな思っていた。もう一回、我々の周辺に、

これは一番だ、世界一だというものをもう一頑

張りしてつくっていこうじゃないか。こういう

ことを標語にしております。 

そして、マニフェストというものがある意味

で信用を全く失ってしまったという中ですが、

私どもはできることを申しあげ、そしてやらな

ければならないことは、嫌なことでもきちっと

主張していこう、こういうことで参議院選挙の

公約をつくりました。 

参議院選挙の公約の柱、これは簡単に要約し
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ますと 3つございます。 

まず第 1に、この 3年間、あらゆる政策手段

を動員して、経済成長していこう。そういう中

で雇用をつくっていこう。こういうことであり

ます。地域格差とか、あるいは貧困の問題がい

われておりますが、こういうことで地域を活性

化する、あるいは底上げによって貧困も取り組

んでいく。こういうことが必要ではないか。ま

た、国際競争力も強化をしていくということが

必要であります。要するに、頑張る人が頑張れ

る、そういう真っ当な政治をやっていきたい。

そのために、先ほど申しあげた、世界で一番と

いうものをつくる。こういうことを具体的にや

っていきたいと考えております。 

それから、2番目には外交関係でありますが、

普天間の処理の問題等で、日本外交に対する信

頼が失われました。最大の同盟国であるアメリ

カからも、日本の外交方針はどうなんだと、大

変不安な目でみられていると思います。もう一

度日本が信頼される外交方針を立て直さなけれ

ばいけない。そのための基本は、日本だけがよ

ければよいのではない。こういうことだろうと

思います。世界のために、日本もやるべきこと

をやっていく。 

それから 3番目、ばらまきを排して、きちっ

と財源を確保したことをやろう。次の世代にも

我々は責任を持たなければならない。そのため

にも、消費税等をきちっと主張していこう。こ

ういうことであります。 

そして、民主党政権、あらゆる意味で壁にぶ

つかって、鳩山さんが投げ出し、お隣の菅さん

が引き継がれましたけれども、表紙だけかえて、

結局、菅さんが鳩山さんの何を引き継ぎ、何を

新たにするのか、国会で明らかにすることもな

く、選挙にとにかく飛び込んでいこう、こうい

うことであります。いろいろ発表された、例え

ば消費税等についても、全然党内議論もござい

ません。また、所信表明にもなかった。こうい

うことであります。 

もう 1つ申しあげたいことは、まことに国会

無視の乱暴な運営をいままでやってこられまし

た。こういうことをどう菅さんは清算していか

れるのか。こういうこともこの議論の中で明ら

かにしたい、と思っております。以上でござい

ます。 

 

司会 はい、ありがとうございました。では、

山口公明党代表、よろしくお願いします。 

 

山口代表 公明党代表の山口那津男でござ

います。きょうの機会に感謝を申しあげたいと

思います。 

まず、今回の参議院選挙は、1 つは、政権交

代して 9カ月間の民主党政権の審判にあります。

菅政権にかわっても、｢政治とカネ｣隠し、国民

だましの本質は変わらず、さらに、突然付け焼

き刃で消費税引き上げをいい出しました。こう

した点を徹底して正してまいりたいと思います。 

もう 1点は、全国 3,000人を超す議員のネッ

トワークがある公明党こそ、国民の真のニーズ

を受けとめ、日本の将来に責任を持つことがで

きる党であることを訴えてまいります。 

まず、マニフェストの政策破綻の末、突如の

消費税引き上げ発言、とんでもない話です。菅

総理自身、消費税増税は 4年間必要ないといっ

ていました。民主党の公約でもあります。増税

をいう前に総理がやるべきことは、マニフェス

トは間違っていたと国民に説明をし、謝罪をす

ることだと思います。 

公明党は財政再建のための消費税増税には

反対です。しかし、社会保障を強化する財源と

して、消費税を含めた税制の抜本改革は必要だ

と考えています。したがって、まず消費税 10％

ありきではなく、社会保障のあるべき姿につい

て、先に議論を行うべきです。いまはまず景気

回復に全力を挙げ、徹底して税金の無駄をなく

すべきです。 

さて、今回の参院選に公明党が掲げる政治目

標は 3つであります。まず第 1は、声の届く政

治。公明党は昨年 11月、全議員が介護現場に飛

び込み、全国で介護総点検運動を実施しました。

10万件に上る声をお寄せいただき、この現場の

声をもとに、ことし 2月に介護施設の倍増など

を盛り込んだ新介護公明ビジョンを発表いたし
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ました。関係者からも、介護現場の実態をよく

反映した提案と高く評価されています。各地域

に根を張った、3,000 人を超える議員のネット

ワークと、女性議員が 3割を占める公明党だか

らこそできた、と自負しております。 

第 2に、新しい福祉です。不安定な雇用、ふ

える心の病、孤独死、私たちはいま、さまざま

なリスクに直面しています。そこで、公明党は

命を守り、心をいやす、21世紀型の新しい福祉

を訴え、その実現に取り組んでまいります。 

第 3は、公明党が貫いてきたクリーンな政治

です。民主党政権のツートップが起こした政治

とカネの問題は、国民の政治不信を招き、何ら

解決していません。公明党は疑惑の解明ととも

に、再発防止策として、「秘書がやった、自分

は知らない」とのいい逃れを許さないために、

政治家の監督責任の強化を盛り込んだ政治資金

規正法改正案を提案しています。疑惑の政治家

を政界から追放できるようにします。また、企

業団体献金の全面禁止を目指します。 

いま申しあげました 3つの点、すなわち声の

届く政治、新しい福祉、クリーンな政治を公明

党は訴えてまいります。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

司会 ありがとうございました。では、志位

共産党委員長。 

 

志位委員長 消費税大増税問題が今度の選

挙の大争点になっています。民主党と自民党が

そろって消費税 10％を公約にしたことに、「と

ても暮らしが立ち行かない。商売が続けられな

い」との大きな不安と怒りが広がっています。

税率 10％になりますと、4人家族でしたら、年

間平均 16万円の負担増です。そもそも消費税は

所得の少ない人に重くのしかかり、大企業は 1

円も払わない、最悪の不公平税制です。 

加えて、とりわけ重大な問題は、今度の消費

税増税が大企業の法人税の引き下げとセットで

打ち出されていることです。これはもともと財

界がいい出したことです。日本経団連は、こと

し 4月に、一刻も早く消費税を引き上げろ、法

人税を引き下げろ、という方針書を出しました。

今度の選挙で、民主党と自民党がそろって消費

税 10％と、法人税の減税をセットで打ち出して

いるのは、財界の方針書にこたえた動きだとい

わなければなりません。 

財界は、法人税の実効税率を 40％から 25％

に下げろといっています。これは消費税率にす

ると 4％分になります。消費税増税の目的は、

財政再建でも、社会保障財源でもありません。

大企業減税の財源づくりにこそ本当の目的があ

ります。こういうやり方は庶民の家計を壊し、

消費を冷やし、景気をますます悪化させるだけ

です。 

暮らしを支える、社会保障を支える財源は、

年間 5兆円もの軍事費にメスを入れ、行き過ぎ

た大企業、大資産家の減税を見直せば、つくれ

ます。大企業減税のための消費税増税は絶対反

対。この声をどうか、日本共産党にお寄せくだ

さい。 

沖縄普天間基地の問題も重大な争点です。民

主党政権がアメリカのいいなりに、名護市辺野

古の美しい海を壊して基地をつくる日米合意を

交わしたことは、県民の総意を踏みにじるもの

であり、絶対に許せません。日米合意を白紙撤

回し、普天間基地の無条件撤去を求めて、アメ

リカと本腰を入れた交渉をすることを、私は政

府に強く求めます。 

私は 5月上旬にアメリカを訪問し、アメリカ

政府と会談をし、沖縄県民の総意がどこにある

のかを伝え、普天間問題の解決の道は無条件撤

去しかないということを、きっぱり先方に伝え

てまいりました。相手がアメリカでも財界でも、

国民の立場で堂々とものがいえる党、日本共産

党をどうか大きく躍進させてください。よろし

くお願いいたします。 

 

司会 ありがとうございました。では、福島

社民党党首。 

 

福島党首 社民党党首、福島瑞穂です。社民

党は、言葉に責任を持つ政治を訴えていきます。

社民党は平和の問題について筋を通す、言葉に
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責任を持つ、行動する、ということを国民の皆

さんにわかっていただけたと思います。生活再

建についてもまっしぐら、筋を通し、言葉に責

任を持って実現してまいります。 

いまの日本の最大の問題点は、格差であり、

貧困です。その原因である雇用と福祉の破壊、

不公平税制を正さなければなりません。 

まず第 1に、雇用です。自民党政権下で労働

法制を規制緩和したことで、雇用と生活を壊し

ました。社民党は一貫して派遣法の改正に取り

組んできました。派遣法を改正し、契約社員、

パートの人たちのための法律改正、正社員を含

めた長時間労働の規制、最低賃金 1,000円以上

をやってまいります。 

第 2 に、子育て支援については、社民党は、

子ども手当は 1万 3,000 円にし、保育所や学童

クラブの現物支給の充実を図ります。 

第 3に、障害者政策については、障害者自立

支援法を廃止して、障害者総合福祉法をつくり、

障害者差別禁止法をつくってまいります。 

第 4 に、医療、雇用、介護の立て直しです。

後期高齢者医療は廃止をいたします。切実な声

にきちっとこたえていきます。 

次に、普天間基地問題です。社民党は辺野古

の海をつぶして海上基地をつくることに反対で

す。民意を無視して強行することにも反対です。

これは民主主義の問題です。参議院選挙に勝利

し、この計画の変更を求めていきます。 

社会の中で大きな犠牲や負担を強いられて

いる人、困難を抱えている人たちを切り捨てる

政治は間違っています。 

消費税率の引き上げには反対です。国民の生

活がみえていません。年収 200万円以下の人が

働く人の 4 人に 1 人。1 人親家庭の貧困率は

54.3％です。消費税を上げれば、生活が成り立

ちません。輸出戻し税などの優遇を受ける大企

業にとってはよくても、価格に転嫁できない中

小零細企業を倒産に追い込みかねません。 

社民党は、法人税と所得税率の最高税率を約

10年前に戻すことで、4.2兆円お金を捻出でき

ると計算しています。不公平税制こそ正すべき

です。 

社民党は、沖縄を切り捨てません。社民党は、

高齢者、障害のある人、子育て中の人、介護を

している人、パートや派遣で働く人、長時間労

働で苦しんでいる人、そういう人たちを切り捨

てません。社民党は、地方を、農業を切り捨て

ません。だれもが何らかの困難を抱えて生きて

います。その皆さんにこたえるのが政治です。 

政権は変わった。でも、政治は変わらない。

辺野古の海をつぶすことも、消費税値上げもや

るんでしょうか。だから、社民党が必要です。

社民党は、だれもがともに生きられる社会を全

力でつくってまいります。どうか、社民党を大

きくしてください。よろしくお願いいたします。 

 

司会 ありがとうございました。では、亀井

国民新党代表、よろしく……。 

 

亀井代表 国民新党は、みんなで助け合いな

がら、みんなで幸せになっていく。日本のよき

文化、伝統を守り育てていく。そういう政治を

やってまいります。そのためには、国民生活が

安定し、これが成長していかなければなりませ

ん。いまから当面、取り組むべきことは、地域

間の格差を是正しながら、また個人の所得間の

格差を是正しながら、いかに経済を力強く成長

させていくかということに尽きるわけでありま

す。 

いま、消費税を 10％に上げるとか、そういう

ことがいろいろといわれております。国民の

方々が生活にだんだんと困っていっておられる

状況の中で、増税、特に逆進性の強い消費税を、

政党や政治家がいうことすら、私は、国民の方々

の現在の心が、また苦しみがわかっていないと

思います。もう井戸が涸れようかとしていると

きに、つるべをふやして、水を汲みあげる。そ

んな机上のそうした議論を、政治家が、また政

党がいまやるべきときではない。いま肝心なの

は、どうやってこのデフレスパイラルから脱却

し、経済をきちっとしていくかということであ

ろうと思います。 

また、郵政改革、今後とも全力を挙げて取り

組んでまいります。 
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また、在日の外国人の方々に対する参政権の

付与の問題、また夫婦別姓、国民新党は断固と

して、今後とも反対を貫いてまいります。 

それから、やはり安全保障の問題。普天間の

問題に端を発して、何か日本を守ること、その

ための抑止力が海兵隊だとか、在日米軍だとい

うような妙な錯覚が広がっております。けれど

も、抑止力は、日本は日本人が守るという決意

自体にあります。そうして、専守防衛の中で、

そういう具体的な努力をしていくことである。

このように考えております。以上です。 

 

司会 はい、ありがとうございました。では、

渡辺みんなの党代表。 

 

渡辺代表 消費税を上げる前にやるべきこ

とがあるだろう。これがみんなの党のアジェン

ダです。名目 4％以上の成長を続けることによ

って、10年でお給料 1.5倍、年金もＧＤＰも 1.5

倍、増税なしで財政再建が可能になる。みんな

の党はそういう道を模索すべきだと申しあげて

います。 

ところが、自民党も民主党も消費税を 10％に

するというんですね。大体、これはだれがこう

いうシナリオを書いているのか。民主党も自民

党も同じ人が書いているわけであります。つま

り、役所ですよ。脱官僚を目指した民主党政権

が、まるで脱官僚になっていない。菅直人さん

の草の根の冠が取れて、“官内閣”になってし

まっている。本当に情けないです。残念です。

あれだけ期待をしていたのに、何というざまな

んだろうか、という思いです。 

まず、政治家みずからが身を切るべきです。

この国会の前に、みんなの党は、国会議員の歳

費 3割カット、ボーナス 5割カットの法案を、

野党各党に提案してあります。ぜひ臨時国会で

は与党にも賛成していただいて、こういう国会

議員の歳費カットをやろうではありませんか。

定数削減も、与党もいっているんですから、こ

れはもうぜひやりましょう。 

そのうえで、やっぱり日本をだめにしてきた

のは官僚統制、中央集権なんですよ。結局、官

僚任せの政治をやり続けてきた。これが日本の

衰退の根本原因にあるわけであります。その官

が民を統制する。霞が関が地方を支配する。そ

して官僚が政治をコントロールする。この生態

系の頂点にある天下り。これを是正しなければ

いけないじゃないですか。根絶しなければいけ

ないじゃないですか。 

ところが、どうですか、きょうの毎日新聞 1

面トップですよ、これ。現役の天下りを容認す

る。こういうことを、けさの閣議で決めちゃっ

ているわけですよ。天下り根絶といっていたの

はだれなんですか。2万 5,000 人が 4,500 団体

に天下って、12兆円のお金を使っているといっ

たのはだれなんですか。民主党じゃありません

か。その民主党の脱官僚の本家本元、菅直人さ

んが総理大臣になっちゃったら、現役のまま天

下りを容認する。何なんですか、これは。独立

行政法人とか、特殊法人とか、公益法人。公益

法人なんか民間ですよ。この民間をますます植

民地にしていこうというのが、残念ながら、こ

の菅内閣の正体だということが、これでばれま

した。 

みんなの党は、みんなが主役の国づくりをや

ってまいります。 

 

司会  ありがとうございました。では、舛添

新党改革代表、よろしくお願いします。 

 

舛添代表 日本の戦後の歴史を振り返って

みたときに、政治と金、この問題でずうっとス

キャンダルが起こってきた。そして、国民の信

頼を失った。私は、やはり企業団体献金を禁止

するということを、きっぱりと申しあげたいと

思います。 

そして、やはりまず「隗より始めよ」という

ことで、公務員制度改革も必要ですけれども、

国会議員の定数を思い切って半分にする。そう

いうことでなければ、国民の皆さんの信頼を受

けられないと思います。 

それから、経済についていいますと、私は非

常に危機感を持っている。過去 20年間日本は停

滞してきた。かつて日本の国際競争力は 2位だ
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ったのが、いま 29位に落ちています。そして、

“ガラパゴス化”といわれている状況が進んで

いる。ガラパゴスは進化に取り残された生き物

がいるところです。つまり、企業にしても個人

にしても、ルールにしても、本当に日本は取り

残されてしまった。 

だから、やっぱり世界の中の日本だという感

覚を持つ必要があって、熾烈な国際競争の中で

企業がどうしたら生き残れるか。この視点がな

い限り、失業者は生まれますし、給料もふえま

せん。 

ですから、私は、実験場として大阪経済特区、

こういうところで規制緩和であるとか、法人税

減税であるとか、さまざまな発明、発見、こう

いうものを伸ばす道を模索したいというふうに

思っています。 

そして、消費税の問題ですけれども、冒頭申

しあげましたように、まず政治家みずからが身

を切るということをやらないで、唐突に 10％、

これ、何なんですか。私が閣僚だったときに、

社会保障国民会議できちんとシミュレーション

をやった。年金、これだけ上げる、医療、これ

だけ上がる、だから、消費税何％と。菅総理は

そういうシミュレーションをお示しくださるん

でしょうか。 

そして、私は、やはり法人税減税を含めての

大きな経済財政構造の変化の中で、改革の中で、

それは位置づけるべきだというふうに思ってい

ます。 

新党改革は、消費税を増税するなら、社会保

障を目的税化するということが大きな 1つの条

件。もう 1つは、地方財源をこれによって確保

するということなんです。 

菅総理は、財務大臣でおられた。財務省の役

人のいうことは聞いたかもしれないんですけれ

ども、総務省と議論をしたんでしょうか。税と

いうのは、国税もあれば地方税もある。こうい

うことの議論をきちんとやっておかないで、急

に 10％といわれても、それは議論に乗れるよう

な状況ではございません。 

それから、選挙制度も見直すべき時期に来て

いる。小選挙区制、2 つの政党が、政権交代を

政策を中心に起こす。果たしてそうでしょうか。

そうじゃなかった。つまり、期待されたような

小選挙区制の効果が出なかった、ということを

示したのが、鳩山内閣ではなかったんだろうか。 

外交防衛を含めて、私たちは責任ある政党と

して、夢と希望にあふれる、そういう日本につ

くりかえていきたいと思っております。ありが

とうございました。 

 

司会 ありがとうございました。党首の主張、

最後になりました。たちあがれ日本の平沼代表、

よろしくお願いします。 

 

平沼代表 皆さま方、ご苦労さまでございま

す。たちあがれ日本の代表をいたしております

平沼赳夫でございます。 

我がたちあがれ日本は、連日のように街頭演

説をしております。その中で強く聞こえている

声は「日本が危ない」。そういう声を聞いてお

ります。私は 30年間代議士をやっております。

随分、街頭演説をいたしましたが、最近は1時

間にわたって街を行く人が足をとめてくれて、

我々の演説を熱心に聞いてくれます。そして、

異口同音に「日本が危ない」を主張しています。 

民主党政権の鳩山内閣は、当初は 73％の内閣

支持率でありましたけれども、19％を切るよう

な状況になりました。そして、鳩山さんが小沢

一郎という政治家を抱いて退陣をしたら、一時

期だと思いますけれども、内閣支持率が 64％に

なった。最近、そのデータが急激に下がりつつ

あります。私は、日本が危ないと思っている国

民の皆さま方が、当然そういう反応を示す、こ

のように思っているわけであります。 

たちあがれ日本というのは、3 つの大きな主

張で結党いたしました。1 つは、菅総理がここ

におみえですけれども、来るべき参議院の選挙

では、民主党に絶対に単独過半数を与えてはな

らない。このために結党をいたしました。それ

は国民の皆さま方が一番よく知っていることで

ありまして、我々少数政党ですけれども、私ど

もが存在する意義はそこにある。このように思

っております。 
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2 つ目は、日本の復活であります。戦後 65年

たって、日本人は大切なことを放てきしてまい

りました。例えば自主憲法の制定というのも、

自由民主党の立党の政綱にありましたけれども、

手つかずの状況であります。サンフランシスコ

講和条約によって、日本は独立国に相なりまし

た。しかし、この国の安全と平和は、みずから

の力で担保できてない。あくまでも日米安全保

障条約に頼りきってしまっている。 

軍国主義になれということではなくて、やっ

ぱり国民総意の自主憲法を持って、この国の安

全と平和をみずからの力で担保していく。 

そして 3 番目は、政界再編の起爆剤として

我々は頑張っていきたい。こういう 3つのこと

で立ち上げました。どうぞ、皆さま方、よろし

くお願いをいたします。 

 

◇   ◇   ◇ 

 

司会 ありがとうございました。続いて、代

表質問団による質疑と応答に移ります。まず、

代表質問者を紹介いたします。いずれも当クラ

ブの企画委員でございます。 

党首の皆さん方からご覧になりまして左か

ら、原田亮介さん、影山日出夫さん、橋本五郎

さん、倉重篤郎さん、そして星浩さんです。 

質問に対する党首の皆さんのお答えは、原則、

1分以内でお願いいたします。10秒前にランプ

が点滅いたしますので、そこで発言を締めくく

るようにお願いいたします。ただし、質問によ

っては、イエス、ノーでお答えいただくような

場合もあるかと思います。限られた時間を有効

に使うためですので、どうぞご協力をお願いい

たします。 

また、途中で党首同士での自由な討論をして

いただくようにお願いすることもあります。 

なお、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

さん方に行くかどうかはわかりませんので、こ

の点、あらかじめご了承いただきたいと思いま

す。それでは、橋本さん、代表質問を始めてく

ださい。 

 

橋本委員 最初は、総論的にうかがいたいと

思います。まず菅さんにうかがいます。経済成

長と財政再建を両立させる。そして消費税の問

題も持ち出す。これは随分、この 9カ月の間に

様変わりしました。すっかり変わったという感

じなんですね。変わったことに対して十分な説

明があったか。前のマニフェストは、では、ど

ういうぐあいで悪いからこうなったのか。その

辺がさっぱりよくわからない。 

昔は昔、いまはいまという話なのか。その辺

のこと、基本的な考え、一体どうなのか。そこ

をきちんとしないと、同じ民主党政権だといい

ながら、これじゃ、なかなか理解されないとい

うところがあるんです。その辺を最初にうかが

いたいと思います。 

 

菅代表 昨年の 9 月に鳩山政権が誕生して、

まずやったのは雇用問題と新成長戦略の策定で

した。12 月 30 日に基本方針を出しました。成

長戦略、先週決めたのは、それを肉付けしたも

のでありまして、まさに鳩山内閣のスタートか

ら取り組みました。 

そして、財政再建を含む税制のあり方につい

ては、昨年 12月末に決めた税調の大綱の中では、

消費税も含めた議論を行う、これも明記をさせ

ていただいております。 

そういった意味で、突然、何か出てきたとい

われるのは、私は、そういう事実から違ってい

ると思います。ただ、あえていえば、私も財務

大臣をやらせていただきまして、Ｇ7 等で、1

つは、税収が自公政権のときに比べて 9兆円あ

まり下がったことと、もう 1つは、ギリシャに

代表されるように、いわゆる国債残高、ソブリ

ンリスクといわれるもの、それに対するマーケ

ットの見方が大変厳しい。そういった意味で、

いまの日本の状況は、実質上は、社会保障に充

てるべき消費税が足らないために、その部分を

赤字国債で事実上埋めている。 

ですから、私は、赤字国債のままで、ずうっ

とこの社会保障が維持できるなら、何も消費税
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の問題を取り上げる必要はなかったと思ってい

ます。しかし、逆にいえば、このままでは社会

保障制度そのものが破綻をしてしまう。そうい

う財政になっている。そういうことについては、

やはり国民の皆さんにしっかりとお伝えして、

判断をいただくことが必要だ、そういうことで

申しあげているわけです。 

 

橋本委員 それについては、また後で詳しく

お聞きをしたいと思うんですけれども、もう 1

つ。一体、菅さんは、権力の行使というものを

どう考えているのか。 

といいますのは、先ほどもおっしゃいました

ね。政権交代の原点というものをいま思い起こ

さなければいけない、と。しかし、強行採決に

次ぐ強行採決が政権交代の原点だったんでしょ

うか。それから、所信表明をやりながら、それ

に対して予算委員会も開かない。党首討論もや

らない。こういうことが政権交代の原点だった

のか。これは非常に疑問がありますね。 

菅さんの先生である永井陽之助さんは、権力

を持つと何でもできるという全能の幻想、それ

からユートピア思想、これが非常に危険なんだ、

と。あの海外、県外も、私はユートピア思想だ

と思うんですけれども、一体そこに対して、根

本的な反省があるのか。そういうことをお聞き

したいと思います。 

 

菅代表 ユートピア思想については、私が

「最小不幸社会」という言葉を使うのも、そう

いうユートピアを押しつけるような政治は、権

力の行使としては間違っている、というところ

から来たわけでありまして、まさにそのことを

私は一番重要視しているつもりです。 

国会運営については、いろいろな事情もあっ

たと思います。ある時期から、非常に野党の皆

さんの抵抗が強くて、中には野党の筆頭理事に

連絡をとろうと思ってもなかなかとれないとか、

そういったこともありました。そういった意味

で、必ずしもすべてがよかったとは申しあげま

せんけれども、もともと参議院選挙がある年の

通常国会というのは、会期延長が難しいという

のは例年の常識でもあります。そういった中で、

こういう機会も含めて、大いに議論していきた

い、こう思っています。 

 

影山委員 続いて、谷垣さん。自民党の現状

なんですけれども、鳩山政権のツートップのい

ろんな問題で、あれほど内閣支持率が下がって、

民主党の支持率が下がる中で、自民党の支持率

はさっぱり回復しない。そうこうするうちにツ

ートップがやめて、支持率のＶ字回復を許して

いるという現状だと思うんですけれども、自民

党の支持率がなぜこれほど低迷したままなのか。

その辺は谷垣執行部のやり方の問題であるのか、

それとも自民党政治そのものがいわば歴史的使

命を終えたというふうな、構造的な問題が背景

にあるのか。その辺をどうご覧になっています

か。 

 

谷垣総裁 歴史的使命を終えたとは思って

いないんですが、確かに去年の 8月 30日で相当

お叱りを受けて嫌われたんだなあ、と。私、あ

の後、全国を歩きまして、そう思います。 

しかし、自信を持っておりますのは、全国を

歩きますと、やっぱりいろんな草の根の声を吸

収する力は、自民党はまだまだある。例えば、

口蹄疫の問題だって、政権はあれだけぐずぐず

されて危機管理にも失敗されたけれども、あれ

は多分草の根の声が全然入ってきていないんで

すよね。我々のところにはがんがん入ってきま

すから、このまま放っておいてはいけない、と

いうことで、特別措置法を提案して、嫌がる政

権に無理やり法案をつくらせたということがあ

りました。だから、こういうことをしっかりや

っていけば、私は必ず回復ができると思ってお

ります。 

ただ、いまは、やっぱり去年の 8月の残滓が

まだあって、それから顔をかえた効果、そのま

ま選挙になだれ込もうという効果が、いま残っ

ているんだと思います。だけど、実態を、この

選挙戦を通じて明らかにして、我々も支持率を

回復していきたい。こう考えております。 
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倉重委員 公明党の山口さんに、お聞きしま

す。参院選後、これはやはり連立問題が必ず浮

上する。民主党が単独過半数を取らない限りで

すね。その際、先ほどのお話をうかがっている

と、非常に民主党に手厳しい。一方で、税制改

革等の面では、多少フリーハンドを残している

ような印象も受けます。 

ここで、選挙民にわかりやすく投票していた

だくために、選挙後の連立はあるのかないのか。

これまでずうっと、ある意味では、政局安定の

ために連立を組まれてきた公明党ですから、そ

の辺について、明確なお答えをいただきたい。

少なくとも 1年以内は連立をしないとか、そう

いう答えができるのかどうか、ぜひお願いいた

します。 

 

山口代表 いま、連立を組む考えはありませ

ん。民主党政権、政権交代をしていながら、マ

ニフェストのほとんど主要なところを実現でき

ず、また説明もなく変更する。そしてまた、菅

政権に変わってから、消費税を、党内論議もな

く、連立の合意もなく、突如としてマニフェス

ト違反のことをいい出す。こういう政権の構造

に対しては大変危惧を持っております。我々は、

その意味で、連立を組む考え、あるいは閣外協

力といったものも含めて、そのような考えは持

っておりません。 

我々は、チーム 3,000、いわば政党のチーム

力を生かして、みずから国民のニーズをつかみ、

政策提言をしてまいりたい。これが基本だと思

っております。 

 

倉重委員 １年間は少なくとも組まないと

いうことでございましょうか。 

 

山口代表 年限を限るつもりは全くありま

せん。 

 

橋本委員 志位さんにうかがいます。ちょっ

と意地悪な質問になっちゃいますけれども、先

ほど、アメリカ訪問の話が出ました。すっかり

アメリカ観が変わった。アメリカファンになっ

たんじゃないのか。じゃ、米国帝国主義なんて

いっていたのは一体どうなったんだろう。ちょ

っと素朴過ぎやしないか、こういうぐあいに危

惧というか、何か共産党らしくないなという感

じが非常にするんですけれども、いかがですか。 

 

志位委員長 私たちは、いまのアメリカにつ

いて、例えば核兵器の問題についていいますと、

オバマ大統領の、昨年 4月のチェコ、プラハで

の、核兵器のない世界を目指すとの発言、これ

はやはり前向きの方向なんですね。こういう方

向が出てきたときには、私たちは、大局的には

協力できると考えております。 

しかし、私は、この前 5月に訪米して、主に

ワシントンで国務省と話し合った件は、沖縄の

基地の問題、米軍の基地の問題でした。この問

題では、真っ向から意見が対立するわけです。 

沖縄県民は、絶対に県内移設は認められない。

ですから、普天間基地の無条件撤去しか、ほか

に解決の方法はないんだと、はっきり先方に伝

えました。そうすると、先方は、そうはいって

も、海兵隊、抑止力、こう話してくる。そんな

ことはない。海兵隊が行っているのはイラクや

アフガンじゃないか。抑止力ではない、と。こ

ういう厳しい意見の対立がありました。ですか

ら、いうべきことはきちんという。 

ただし、最後に、米側から、立場は違っても

意見交換は有益です。今後も続けましょう、と

いう話がありまして、これはやっていきましょ

うということになりました。 

私たちは、そういうアメリカに対して、頭ご

なしに全部悪いとはいわないけれども、きちん

と基地の問題、沖縄の問題、国民の声を代弁し

て堂々といってきている政党だということをい

いたいと思います。 

 

星委員 社民党の福島党首に2点うかがいま

す。日米合意に辺野古移転というのがあったこ

とから、連立を離脱したわけです。しかし、連

立離脱後、政策の基本的な原則であるところの

日米合意を維持する、という菅政権に対する内
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閣不信任案に同調するのかな思ったら、社民党

は反対ということでした。その辺がよくわから

ないというのが1点。 

それから、参院選挙後も、民主党政権が日米

合意を守るというスタンス、それから、先ほど

の消費税 10％が公約ということであれば、これ

はもちろん民主党との連立復帰というのはあり

得ないという理解でよろしいんでしょうか。 

 

福島党首 はい。ご質問ありがとうございま

す。日米共同声明に、辺野古に基地をつくるこ

とを進めると書いてあったので、また閣議決定

も、辺野古に基地をつくることを進めるとあっ

たので、社民党は、辺野古に基地をつくらせま

せんと、沖縄の皆さん、国民の皆さんに約束を

しておりましたので、署名をせず、私自身が罷

免となり、政権を離脱をいたしました。これは

社民党にとっても重い決断です。でも、それは

国民の皆さんに対する約束だと思っております。 

ですから、今後何をするかということでいえ

ば、民主党の中にも、社民党と合わせて 182名、

国外、県外といっていらっしゃる人もいます。

外務大臣の頭越しになかなかいままでやれませ

んでしたが、大臣でなくなりましたから、今後

はもっとダイナミックに、アメリカなどにも行

き、交渉しようと思っています。 

ですから、結論からいえば、日米共同声明に、

「辺野古に基地をつくる」とある限り、連立を

組むということはない。極めて難しいというふ

うに考えています。 

で、共通に派遣法の改正法案などをつくって

きたこともあり、その共通でやってきた政策に

ついては、これは社民党の政策ですので、社民

党の政策実現のために頑張ってまいります。 

 

原田委員 亀井さんに質問させていただき

ます。先ほど、消費税という言葉を口にするこ

と自体、国民の苦しみがわかっていない、とい

うふうにおっしゃっていました。菅さんと連立

合意をされたのはついこの間だと思うんですけ

れども、あの時点で消費税の議論が、いま菅さ

んがおっしゃっているような議論があったとす

れば、連立合意はされていたんでしょうか。そ

れが 1つ。 

参院選後に、菅さんに、この場で結構ですの

で、連立をする条件として、消費税の議論とい

うのをどういうふうにお考えになるのか、直接

お話しになってもらえませんか。 

 

亀井代表 私は、先ほども申しあげましたよ

うに、税制というのは常に議論をしていくべき

ことだというのは、当たり前のことだと思いま

す。しかし、いま国民生活のこの実態をどうす

るんだという、そういうときに、税金を取って、

財源をつくってどうにかしようという前に、や

るべきことをきっちりとやっていくということ、

これが大事だと思うんです。 

だから、菅さんも、基本的には考え方は違わ

ないと思いますよ。長い間、私も議論をしてき

た仲ですけれども、去年、ご承知のように私ど

もとしては 4年間、消費税は上げないという、

これは国民にも約束をしているわけですから。

いま我々は消費税の中身について議論をどうこ

うという前に、その前にやるべきことをきっち

りとやる。景気対策、あるいは格差の是正等を

含めて、それをやることが大事だということを、

私どもはいっておるわけです。 

 

橋本委員 渡辺さんにうかがいます。新たな

政党としては、かなり支持率も高かった。ただ、

これはＶ字回復を民主党がしますと、その分だ

け落ちる。こういう反比例の関係なんですね。

ここはなかなか大変なところでしょうけれども、

さあ、しかし、それにしても民主党が過半数を

取れないときに、キャスチングボートを握る。

そのキャスチングボートとは一体何なのか。民

主と自民に対してどういう対応をしていくのか、

その点について、いかがですか。 

 

渡辺代表 民主も自民も大きな政府ですね。

成長よりも分配重視。我々は、成長重視、活力

重視の小さな政府。これがみんなの党のアジェ

ンダです。したがって、みんなの党が、仮に参

議院でキャスチングボートを握らせていただけ
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れば、民主党が繰り出してくるばらまき法案、

リストラをやらない法案、こういうものを全部

け飛ばします。ゲートキーパーをやらせてもら

います。 

そうすると、民主党の中にも心ある人たちが

いるかもしれません。そういう人たちは求心力

から遠心力に入っていきますね。かつての自民

党が崩壊過程に入ったのと同じような形で、民

主党が崩壊過程に入り、政界再編が進んでいく。 

私たちは、官尊民卑という政治文化を逆転さ

せる、そういう新たな政治勢力を結集したいと

考えています。 

 

橋本委員 舛添さん、個人としては舛添さん

の人気は依然としてあるんですけれども、政党

としては、そういっちゃなんですけど、さっぱ

りですね。コンマ以下、これは何が原因だと思

われますか。 

 

舛添代表 1 つは、発足が非常におくれまし

た。最後まで自民党の中で改革をしようと思っ

ていましたから、いよいよ最終日につくりまし

た。そういうことで、いろんな準備が進んでお

りません。 

しかし、事実上、選挙戦が始まりました。街

頭に出る、いろんなところで国民にお訴え申し

あげて、確かな手ごたえをいただいております

から、これから……。たくさん政党があるもん

ですから、国民の皆さん方も、だれがどの政党

か、非常にわかりにくいと思います。それを差

別化していって、きちんと政策をお訴えすれば、

必ず一定の支持は得られるものと思っています。

スタートはおくれましたけれども、全力を挙げ

て追い込んでいって、まだ投票日まで 3週間あ

りますから、政策をきちんと訴えていきたいと

思っております。 

 

橋本委員 平沼さんにうかがいます。主張は

極めてはっきりしています。それから、構成メ

ンバーもそれぞれの政策通、ベテランがそろっ

ている。しかし、これもまた残念ながら、舛添

さんの党と同じように、なかなか国民の支持が

広がらない。それはどうしてなんだろう。どう

しようとされていますか。 

 

平沼代表 1 つは、マスコミの皆さんを前に

して恐縮ですけれども、我々の党ができたとき

には、決していい宣伝をしてくださらなかった。

それが１つ大きな原因であると私は思います。 

しかし、着実に、この日本にとって必要なこ

とを愚直なまでにいい続けていけば、必ず支持

率は上がってくる。そこで、3 番目の、政界再

編の起爆剤になろう、こういう意気込みで、今

後、着実に頑張っていきたい。このように思い

ますね。 

 

 

原田委員 では、これから具体的にご質問し

たいと思います。 

税財政、経済政策を中心にうかがっていきた

いのですが、いまの前段の議論でもわかります

けれども、菅さんのおかげで、参議院選挙の最

大の争点として消費税の問題が浮上してきてい

る。消費税の議論をすること自体は、将来のこ

の国、高齢化が進んでいく国のあり方を考える

うえで重要なステップになる、というふうには

私は考えているんです。重要なテーマを提示さ

れたとは思うんですが、ただ、かつて消費税を

導入するとき、あるいは現在の 5％に税率を引

き上げるときに、歴代――当時は自民党政権で

すけれども――政権がいくつも倒れたり、大変

な苦労をして税制改正というのはなし遂げられ

た。こういう事実もあるわけです。 

現状の議論をみていると、民主党の中でも、

この税制についての議論が分かれているような

形で、ちょっと腰が定まらないような印象を受

けるわけです。 

そういうことで、2 つうかがいます。1 つ目

は、まず税制の超党派の協議会を呼びかけてい

らっしゃいますけれども、民主党として、じゃ、

どう考えるのかの案を、呼びかけると同時にお

出しになるのか。あるいはこの間、少しおっし

ゃっていましたけれども、民主党としての案は、

年度内、例えば3月とかにまでずれ込んで、そ
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こまで出せないのか。呼びかけておきながら自

分のところの案がないというのはちょっとわか

りにくいんですけれども、この点、協議会を国

会に設けるのか、あるいはどういう組織にする

のかも含めてうかがいたい。 

2 つ目は、先ほど菅さんも非常に率直にお話

しになっていたと思うんですけれども、社会保

障に充てる税金が足りない、と。赤字国債でい

ま埋めている、その分を税制で考えなくちゃい

けないとおっしゃっていました。それはそうだ

と思うんですが、ただ、民主党のいままでの公

約の中でいうと、埋蔵金がある、と。あるいは、

菅さんご自身、「鼻血が出なくなるまで歳出の

カットというのはやらなくちゃいけない」とい

うふうにおっしゃっていました。もうこれ以上、

社会保障の面倒をみるために歳出のカットを続

けるには限界がある、というふうにお考えなの

かどうか。 

 

菅代表 ちょっと順番を変えてお答えして

恐縮ですが、「鼻血が出なくなるまで」という

言い方をいたしましたし、私は消費税の議論を

するからといって、申しあげたことを断念した

からでは全くありません。今回、我が党でも、

最強ともいえる蓮舫大臣に行政刷新の大臣にな

っていただきまして、これから第 3弾、第 4弾、

さらなる……。これまではお金の面でやってい

ましたが、組織とか制度、それに踏み込んだ、

徹底的な無駄の削減をやっていく。決してそれ

をあきらめたから税の議論をするということで

はない、ということを申しあげておきたいんで

す。 

それから、我が党の中での議論がなかったの

ではないかというご指摘もありますが、このマ

ニフェストをみていただきたいと思います。こ

の「強い財政」というところに、きょう閣議決

定をしたこととも重なりますけれども、まず短

期、中期、長期の考え方をきちっと明記をいた

しております。その中で、消費税については、

「早期に結論を得ることを目指して、消費税を

含む税制の抜本改革に関する協議を超党派で開

始します」と。これはまだ鳩山政権のときから、

企画会議とか、党と内閣の関係者が出て、かな

り議論を積み重ねて、最終的に合意をした中身

であります。 

私は、こうした合意を得たことを踏まえなが

ら、その中で、どのような形で詰めていくのか

ということで、この超党派の議論をぜひ呼びか

けたい。その場合に、自由民主党が提案されて

いる 10％というものを一つの参考にさせてい

ただきたい。こういうことを申しあげたわけで

す。 

同時に、あのときの記者会見でも申しあげま

したように、では、呼びかけて、それが始まる

まで何も準備をしないのか、もちろんそうでは

ありません。すでに、先ほど申しあげた昨年の

税調の大綱でも、税制の消費税を含めた議論を

することにいたしておりましたし、すでに専門

家会議、神野座長のもとで消費税を含む議論を

かなりやっていただいております。これは所得

税も法人税もですが。 

そういう形の中で、年度内、つまりは 2011

年の 3月末までには、並行して超党派の議論を

スタートできれば、それと並行しながら、どう

してもだめな場合は、我が党としての考え方を

まとめていきたい。そのとき、大きな柱になる

のは、やはり逆進性――逆進性という言葉はな

かなかわかりにくいので――簡単にいえば、所

得の低い方に大きな負担がかからないで済むよ

うな軽減税率とか、場合によっては消費税負担

分をお返しする還付制度、こういうものもあわ

せて、きちっと案として考えをまとめていきた

い。 

ですから、それは片方だけやるということで

はなくて、並行して進めていきたい、こう考え

ています。 

 

影山委員 同じく菅さんにうかがいます。菅

さんが呼びかけておられる超党派の協議につい

て、自民党の谷垣さんは、まずマニフェストを

撤回すべきだということをおっしゃっています。

そのことについてなんですけれども、今度のマ

ニフェストでは、子ども手当についての、満額

支給は断念されたようですが、それでも半額で

も、毎年毎年 2兆 7,000 億円のお金を出し続け
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なければいけないわけですよね。その子ども手

当、あるいは高速無料化、農家への戸別所得補

償、こういうものについて世論調査をやります

と、必ずしも評価が高いわけではない。そうい

うものに、これからも、マニフェストに書かれ

ているからということでお金をかけ続ける一方

で、片や財政の健全化だ、そのために消費税の

増税が必要だという議論というのは、なかなか

説得力を持ちにくいと思うんです。消費税の議

論をしていく中で、例えばマニフェストに掲げ

られている主要項目についての歳出を見直すと

いうことはあり得るのか。それとも、マニフェ

ストに書かれていることは、これは必ずやると

いうことを前提にしつつ、消費税論議をしてい

くということなのか。そこはどうお考えですか。 

 

菅代表 昨年の衆議院の段階でのマニフェ

ストについては、かなりできたものもあるんで

す。初年度の子ども手当 1万 3,000 円もできま

したし、それから農家の戸別的所得補償も

5,000 億規模でできましたし、高校の無償化も

進みました。一部ですが、高速道路の無料化も

進みました。しかし、できないものも確かにあ

りました。暫定税率をなくするということの、

税率の引き下げはできませんでした。 

ですから、そういう昨年のマニフェストで申

しあげたことの中で、さらに進めることのでき

るものは進めるということで、今回のマニフェ

ストにもその旨を書きました。また、昨年はこ

こまでやりたいといったけれども、必ずしもそ

れができなかった・・・。あるいは子育て支援、

子ども手当のように 1万 3,000 円を超える部分

については、直接に、例えば保育所をつくると

か、そういう形のほうが有効ではないかという

議論も、これは党内外にあります。そういうこ

とについての見直しは、当然、それも含めてや

っていきたいと思っております。 

どなたか先ほど党首の方がいわれましたが、

財政再建のために消費税を使うのは反対だとい

う趣旨の話もありました。よく国民の皆さんに

もご理解いただきたいですが、財政再建という

言葉には、借金を減らすというイメージがある

んです。しかし、いま日本は、借金を減らすの

ではなくて、毎年毎年の予算の中で借金がふえ

ているんですね。特に、予算総則の中では、消

費税は高齢者の社会保障に充てるといって、当

初は消費税 5％の約 7 兆、国の分は高齢者の社

会保障とほぼイコールでした。しかし、それか

ら 10数年たって、いま、高齢者の社会保障にか

かる費用は 17兆かかっていて、こちらは変わっ

ていませんから、7兆です。10兆円は、実は財

源がないために、事実上、赤字国債をつぎ込ん

でいるんです。 

ですから、この赤字国債をやめて、例えばそ

れを消費税で賄うとしても、財政の再建といっ

ても、借金がふえる勢いが減るだけで、借金そ

のものが減るのではないんです。 

私が申しあげているのは、これ以上借金をど

んどんふやしていって、本当に国債が、いわゆ

るマーケットから信任が継続できるんですか？

間違えば、ギリシャのようになれば、社会保障

の根幹が崩されますし、国民の生活が大きく破

壊されます。ですから、社会保障を守り、国民

の生活を守るためには、これ以上の借金の積み

増しはそろそろ抑えていく必要があるんじゃな

いですか。そのことを他の与党、野党の皆さん

ともお話をしたい。そういう気持ちで呼びかけ

をしているわけです。 

 

影山委員 いまのお話について、谷垣さんと

山口さん、それぞれご異論があると思うんです

が、谷垣さんから。 

 

谷垣総裁 協議を超党派でやろうというこ

とは、もともと私たちがいい出したことですか

ら、我々も基本的にそういう考えは受けて立と

うという気持ちを持っております。 

しかし、マニフェストの基本構造というのは、

ある意味では簡単でして、子ども手当であろう

と、あるいは農家の戸別所得補償であろうと、

高速道路料金の無料化であろうと、たくさん無

駄があるから 200何兆全部ある特別会計をサー

ッとみれば、20 兆くらいの金は出てくる、と。

去年の民主党のマニフェストを持ってくるのを

忘れましたけれども、あの中にも、何年間で 16
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何兆やる、こう書いてあった。 

菅さん、先ほど9兆円、不景気で税が少なく

なったとおっしゃいますけれども、要するにい

ままでから何を削るのかというのが十分できて

いない。だから、4 年間消費税を上げないとい

っているんだけれども、それを撤回せざるを得

なくなった。経済と財政構造に対する根本的な

見方が狂ったわけです。だから、そこをどうさ

れるのかというのをまずやらないと、我々はな

かなか、はい、そうですかとはいえない。 

それから、もう1つ、菅さんがおっしゃって

いるのは、本当に民主党の公約なのか。公の約

束なのか。口約束の口約なんですか？それをは

っきりしない、と。「最低でも県外」といった

のも、あれは去年のマニフェストには書いてい

なかった、鳩山さんの口約束だ、ということに

なっちゃ。それと同じことでは一緒になかなか

乗れない、こういうことですね。 

 

山口代表 赤字国債がふえ続ける。借金がふ

え続けるということに対しては、これは、これ

以上ふえないようにするということと、減らし

ていくということ、両局面で長期的に考えてい

く必要があります。これを全部増税でやるとい

うことをしていたら、それこそ国家は破綻する

わけですね。 

財政再建は、基本的には、経済成長による税

収増、それと徹底した歳出削減、この 2点にも

っと力を入れる必要があると思うんですね。 

で、消費税はやはり逆進的、つまり所得の低

い人により重い負担という特性がありますから、

ここは社会保障をまず議論する必要があると思

います。民主党は、最低年金制度とか、そこに

消費税を 5％充てるとかといっていらっしゃっ

たはずですね。しかし、その具体案がまだ出て

いないわけです。それが明確にならないうちに、

消費税を上げる、財政再建だといわれても、国

民は戸惑うばかり、反発すら買うのではないで

しょうか。社会保障の協議会をつくるべきだと

思います。 

 

影山委員 この問題は、ほかの党にも一言ず

つお聞きしたいと思うんですけど、まず亀井さ

ん、さっきの議論でいきますと、いま与党でい

らっしゃるわけですが、超党派の呼びかけに対

して、国民新党は応じる考えはないということ

でよろしいんでしょうか。その確認です。 

 

亀井代表 まず、私は菅総理に申しあげたい

んだけれども、税制を検討するのは当たり前の

話なんです。しかし、その前に、いま仕事がな

い、所得が下がっていっている、もう商店街も

大変だ、こういう状況に対してどういう手を打

っていくのか。まず財源をつくらないとできな

いんだということなのか。財源をつくるといっ

たって、時間がかかる話でしょう。税制改正に

したって。だって、特別会計だって、役人が握

ったままにしているのを、かつて民主党がいっ

ておったように、これをきちっとはがす。これ、

はがせば 10兆や 20兆、すぐ出てきますよ。役

人が抱えちゃっているんだから。そういうこと

をやって、当面、国民生活をどうするかという

ことを真剣に考えることをやったうえで、税制

全体をみんなで考えようというなら、私は賛成

ですけど、前提を外して、まず税金の取り方を

考えましょうなんていうのは、私は逆立ちして

いると思います。 

 

影山委員 みんなの党と、新党改革、たちあ

がれ日本、この3党は、消費税の引き上げその

ものは必要だ、と。 

 

渡辺代表 違います。 

 

影山委員 では、その辺も含めて、この超党

派の呼びかけには応じる気持ちはあるのかどか。

この前提条件が満たされれば応じるというもの

であれば、その辺も含めて、渡辺さんから。 

 

渡辺代表 我々は、消費税の増税が必要だな

んていっていません。名目 4％以上の成長を続

けることによって、多分、5年から 10年ぐらい

の間にプライマリーバランスが回復してきます
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ので、増税は全く必要ありません。 

消費税はそもそも地方の基幹財源にしまし

ょう、というのがみんなの党の提案であります。

消費税ほど、降っても照っても稼いでくれる安

定した財源というのはないんですね。だから、

こういうものこそ地方の財源にふさわしいので

あります。国が一方的に消費税率を決めるとい

うのは、こういう発想からはあり得ないことで

あります。 

我々は、借金がふえたのはなぜかといったら、

それは成長がとまっちゃったからですよ。この

成長がとまった背景には、やっぱり官僚統制が

色濃く残っている。だから、脱官僚、地域主権

で成長を回復しましょう、と申しあげています。 

 

影山委員 舛添さんは、どうでしょう。 

 

舛添代表 まだまだ無駄の排除が十分じゃ

ない。私は、国会議員の定数削減ということを

申しあげた。そういうことをまずきちんとやる

ことが前提であることと、それと、やはり成長

なんですよ。経済成長、20 年間停滞していて、

デフレが 20年続いている。何でこういう状況に

なったか。それをきちんと検証して、規制緩和

を含め、それから法人税減税を含めて、国際競

争の中で生き残れる企業をつくる。そういうこ

とをまずやらないといけない。そのうえで、社

会保障の目的税化ということをやることととも

に、地方財源としてこれを活用する。そういう

前提をきちんとしないで、ただ唐突に 10％、そ

ういうことの協議に乗るわけにはまいりません。 

 

平山代表 ちょっとこれまでの議論の中で、

2 点だけ、まず異議をいわせていただきたいと

思うんです。強い経済だとか、強い財政という

ことは、菅総理がいっておられます。けれども、

これは4月26日に印刷物でマスコミにも配布し

ましたけれども、我が党が真っ先にいい出した

ことなんです。それをいま、俗な言葉でいうと、

パクられたとしか思っておりません。 

それから、10％の消費税のことなんですけれ

ども、先ほど菅さんの話を聞いていると、自民

党が 10％といっているから、それを打ち立てた

というような趣旨の発言がありました。これも、

政権政党としておかしな考え方です。どういう

内容で、どういう方法でやるということをまず

打ち立てなければならない。与党として、野党

がいったから、それをベースにするということ

は不見識だと思っています。 

消費税に関しては、我々はまず景気の回復を

第一にやるべきだ。そして 2012年から、福祉に

限って 3％やる。これは 1％、約 2.5兆円ですか

ら、3％上げて、そのうちの 1％は、例えば法人

税だとか所得税の減税に向ける。2％は消費税に

限って充てていく。そして、状況をみて、将来

的には 4％から７％の間で、国民の合意を得て

上げていきたい、こういう考えです。 

ですから、そういう協議をやるということに

なったら、我々はこういう主張を持っています

から、そういうことを話すためには、その協議

に出ることは賛成であります。 

 

影山委員 共産党と社民党は、消費税の増税

そのものに反対されていますが、消費税、将来

にわたって引き上げは一切必要ないというお考

えなのかどうか。志位さんから。 

 

志位委員長 私たちはそういう考えです。将

来は、消費税の廃止を目指すというのが私たち

の考えです。 

先ほどの与野党協議ですけれども、民主党の

マニフェストをみますと、消費税を含む税制の

抜本改革に関する協議を超党派で開始します、

と書かれているわけです。これは消費税増税を

目的にした、そのための協議であるということ

は明瞭だと思います。“赤信号、みんなで渡れ

ば恐くない”とばかり、消費税大増税の大連合

をつくっていこう、と。そして、いったん超党

派の協議なるもので結論が出たら、国会でまと

もな審議なしに右から左に通してしまおう、と。

私たちはこういうものには参加しませんし、こ

ういうやり方そのものがだめだという、審判を

下すことか大事だと思っています。 

もう 1つ、先ほど、話があったのでいいたい



 

 17

んですけれども、私、今回、政府がやろうとし

ているやり方では、財政再建にもならないし、

社会保障の財源もつくれないといったんです。

というのは、このマニフェストをみても、強い

財政の目玉になっているのは、消費税の増税、

強い経済の目玉になっているのは法人税の減税

なんですよ。法人税を 25％に下げましたら、9

兆円穴があくわけですよ。消費税を 5％上げて

も 11兆円の税収が新たに生まれる。ほとんど法

人税の減税の財源になってしまうわけですよ。

こういうやり方では、福祉の財源もつくれない

し、財政再建にもならないということを、私は

厳しく批判しているんです。 

 

福島党首 社民党は消費税の引き上げには

反対です。なぜ不公平税制の是正、法人税、な

かでも所得税の最高税率をなぜ 10 数年前に戻

すということを、ほかの党が提案しないのか、

というふうに思います。 

というのは、所得税の最高税率、どんどんフ

ラット化しております。日本のいまの問題は格

差であり、貧困であり、社会保障や雇用が壊れ

たことだというふうに思っておりますので、所

得税の最高税率、法人税――中小企業は別です

が――これを前に戻す。 

私は、いまの時点で消費税を上げれば、自民

党も 10％といっていますが、輸出に強い、輸出

する大企業は消費税がかからない。輸出戻し税

がもらえるわけです。ところが、中小企業、零

細企業は、いまだって 5％を価格に転嫁できな

い。全部自分でかぶっています。消費税を払う

のは事業主ですから、10％に上がったら、私は

自殺担当大臣でしたが、中小零細企業の倒産、

それに伴い死に追いやられる人は、歴然とふえ

ると思います。 

福祉目的税というけれども、予算総則に書く

だけで、お金に色はありませんから、本当に福

祉になるのか。福祉に使うといいながら、みん

なを痛めつけたら、本当にどうするのか。 

イギリスは、食料品に消費税がかかりません。

いろんなものがかかりません。ヨーロッパが長

い間時間をかけて、医療費ただ、教育費ただ、

そうやってきたことを、時間をかけてやるなら

ともかく、いま消費税を 10％上げれば生活が壊

れる、というふうに思っています。 

 

影山委員 菅さん、各党からいろいろありま

したが、一言。 

 

菅代表 1 つだけ。よく共産党の皆さんが、

法人税を下げて、その税が少なくなるのを穴埋

めするために、消費税を考えているんじゃない

かといわれますが、これは全く間違いですから。

多分志位さんがいわれた――これは経済界かも

しれませんが――15％法人税を下げたら 9兆円

といわれましたが、これは平成 19 年、24 兆円

ぐらい法人税があったときの計算で、いま大体

半分に、少なくなっています。 

それから、我が党は、確かに国際競争、特に

アジアとの競争の中で、税率については下げる

方向での議論が進んでおります。が、課税ベー

スを広げながら下げていこうということで、決

して何か大企業のために減税をするとか、逆に

そのために消費税を入れるということは全くな

い。つまりはアジアや世界の競争にしっかりと

勝ち残っていくためには、課税ベースを広げて

も税率そのものは下げていく必要がある。 

だから、15 兆とかいわれる数字は、平成 19

年の数字であるということをはっきりしていた

だきたいと思います。 

それから、福島さんがいわれることは、私は

長い間のつき合いですから、あまり申しあげに

くいんですが、大体、欧米の社会福祉国家とい

われる国は、基本的には社会保障の財源の多く

を付加価値税、日本でいう消費税を充てている

わけです。ですから、税を上げないほうがいい

というのは、それは上げなくて済むのであれば、

上げないほうがいいわけです。が、私が申しあ

げたように、いまは事実上、社会保障にかかる

費用で、税で足りない部分は赤字国債で埋めて

いる。こういう現状が、このまま継続していっ

たら、制度の継続不可能だ。その現実を踏まえ

て、それも含めた対案を出していただければと

思っています。 
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志位委員長 ちょっとよろしいですか、いま

の点がありましたので。 

 

影山委員 簡単にお願いします。 

 

志位委員長 確かに私たちが出した9兆円と

いうのは、平成 19年度の数字です。いまは一時

的にひどい過剰生産恐慌になっているわけです

から、その数字を使っているわけではありませ

ん。しかし、この問題というのは、先々の税制

の問題を議論しているんですから、9 兆円とい

う数字は当然だと思います。 

それから、私は、菅さんは間違いだとおっし

ゃるけれども、例えば、経済産業省が出した「産

業構造ビジョン 2010」、これは政府が出した文

章ですよ、この中には 25％という数字があるん

ですよ。やはりこの問題が一体になって提起さ

れている。このことは事実の問題ですね。皆さ

んのマニフェストにも書いてあるわけです。で

すから、こういうやり方では、決して福祉の財

源はつくれないということをいいたいと思いま

す。 

 

原田委員 税の問題から、ちょっと社会保障

の議論を各党の方がおっしゃっているので、こ

の点をうかがいたい。また菅さんで恐縮ですが、

年金、医療、介護、この 3本の社会保障を、ど

うこれから絵をかいていくのかというのが、税

金と並んで大きな課題だと思うんです。例えば

年金についていえば、もともと超党派の議論と

いうのがありました。今回、税の議論を超党派

でやろうというときに、入りの話はするんだけ

れども、じゃ、それをどういうふうに使うのか

という社会保障の制度設計について、超党派で

議論しなくていいのか。この点を菅さんにまず

聞きたい。 

もう 1点は、もともと税方式の年金に切りか

えるために、消費税を財源にすると、民主党は

いっていました。いまうかがっていると、年金

改革のための財源が、消費税を上げても残らな

いんじゃないかというふうに、数字を足し合わ

せると感じます。では、税方式の年金改革とい

うのはしばらく先の話なのか。この点も聞きた

い。 

 

菅代表 私がまだ副総理の段階で、いくつか

関連する議論の場をつくりました。例えば、番

号の問題、それから、いまいわれた年金の問題。

年金の問題の基本的な検討の方向性は、そう遠

くない時期に出す予定です。 

一番大きな問題は、一元化の問題です。先ほ

ど山口さんは年金のことをいわれましたが、自

民・公明は、たしか 2004年ですか、「100年安

心の年金」ということをいわれました。しかし、

残念ながら、6 年たって、まだ 100 年たってお

りませんが、とても安心な状況にはないわけで

す。一元化を含めて、仕事を変わっても安心し

て継続できる年金。これは制度設計の根本から

ですので、相当時間がかかります。これについ

ては、他の党からもありましたが、かつてスウ

ェーデンが年金制度改正のときには、与野党で

長時間かけて検討した。特に年金については、

それはそれとしてやるべきだ、このように思っ

ております。 

それに加えて、介護の面で、特に私たちが申

しあげているのは、医療もそうですが、負担と

いう言葉でよく社会保障が語られるんですけれ

ども、必ずしも私はそういう分野にお金を振り

向けることが負担だけではない、と。そういう

成長分野にある意味で資金を投じて、それを超

えた経済的なメリットもあわせて生まれてくる。 

例えば、介護の分野は、需要はたくさんある

んですね。しかし、あまりにも介護従事者の人

件費が安く抑えられているために、せっかく需

要がありながら、サービスが供給できていない。

そういう分野に財政資金を振り向けることがち

ゃんとできれば、そこに雇用が生まれます。つ

まり失業が減ります。そして、供給された介護

サービスを受ける人は、サービスが上昇します。 

こういった考え方で、社会保障イコール負担

というふうに考えるのではなくて、社会保障の

分野でも雇用を生み出し、そしてサービスとい

うものを生み出す成長分野もあるという意味で、

冒頭申しあげましたように、成長と社会保障は
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対立するものではない。財政再建もあわせて一

緒に前進できるんだ、ということを申しあげて

いるわけです。 

 

原田委員 年金については、やはり同じよう

に超党派の議論をしたいというふうにお答えに

なられた、という理解でよろしいでしょうか。 

 

菅代表 はい。 

 

原田委員 成長戦略について、1 点つけ加え

てうかがいたいんですが、企業社会は熾烈な国

際競争の中にあります。法人企業の実効税率が

日本の場合は非常に高い。例えばシャープとサ

ムスンと比べたときに、年間の税負担だけで亀

山の工場が毎年１個ずつ建つというような税負

担の違いがある。そういう文脈の中で、25％と

いう法人税の引き下げの目標が出たと思うんで

すが、いま菅さんのお話をうかがっていると、

法人の所得のスクラップの中でしか財源を考え

ていないように思えたんです。そうすると、25％

なりという、先ほど出た主要国並みという水準

まで、果たして法人税を下げられるのかどうか。

あるいはこれを繰り上げて、来年度そういうも

のを実現するのかどうか、この点をうかがいま

す。 

 

菅代表 まさに法人税、さらには実は所得税、

それに消費税、もちろん環境税とか、いろいろ

プラスしたものもありますが、そういう議論を

本格的に、すでに税調専門家会議の中で議論を

いただいております。ですから、成長戦略の中

で、そういった国際競争という観点からは、税

率そのものは下げる方向で検討しようと。 

ただ、その場合に、まだ一部、いろんな控除

が、いわゆる特別措置がありますね、そういう

ものについて、外せるものはちゃんと外せば、

必ずしも志位さんがいわれるほど、全体の額が

下がることになるかどうか。これは制度設計の

問題だと思っています。 

それに加えて、最近、実際にも行われました

が、海外で稼いだお金を海外に残しておく企業

が大変ふえているわけですが、それを国内に持

って帰って投資に充ててもらう。そういう意味

では、国内に持って帰ったときに二重課税にな

らないような、そういう仕組みもいま動き出し

ています。 

そういうことで、稼ぐのはいろんなところで

稼いでもらっていいと私は思うんです。しかし、

それをちゃんと国内の給与とか、あるいは国内

で投資に使ってもらえれば、そこでまた雇用が

生まれますから、そういうものに振り向けると

いうことは、これは当然考えなければならない

と思っています。 

 

原田委員 成長戦略について、谷垣さんにう

かがいます。成長戦略は、これまでも自民党政

権下でも何度も出してきたけれども、それが何

1 つ実現されなかった、それは政治のリーダー

シップの問題だと、よく菅さんはおっしゃるん

ですけれども、今回の民主党政権が出した成長

戦略では、法人税の引き下げにも踏み込んだ。

これは従来なかったことだというように自画自

賛する声もあるんですが、この民主党政権の成

長戦略、自民党の成長戦略とどう違うというふ

うにご覧になっているのか。 

 

谷垣総裁 その前に、さっきからかなり議論

が混乱していると思うんですね。これは菅さん

に責任があると思いますよ。それは、消費税を

一体、高齢者の医療、介護、年金に充てるのか。

それとも、前から主張しておられたような、生

活最低保障年金を年金方式でやるのか。それと

も成長分野に充てるのか。そういうことをはっ

きりさせないで、いや、何か自民党がいってい

るからみたいなことをおっしゃるから、議論が

混乱してしまう。 

菅さんがおっしゃらなきゃいけないのは、何

かゆっくりするようなことをおっしゃっている

けれども、菅さんは団塊の世代のはしりですよ

ね。もう数年たって、菅さんの世代がみんなワ

ーッと年金生活者になっていく。それをどうす

るのか。 
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それから、国際市場のことを考えたら、そん

なのんびりしたことをおっしゃっちゃいけない。

やっぱり菅さんは、この税に関しても、明確な

方針を示していわないから、「逃げるな、菅」

といわれちゃうわけですよ。 

もう 1つ、申しあげたい。いまの成長政策で

すね。実は、それは私どもも法人税は国際競争

ができるようにしていかないと、何よりも雇用

が奪われてしまうと思います。このまま続けて

いたら、みんな海外に逃げちゃう。だから、下

げる必要はありますよ。 

それから、いろんな成長していく分野に焦点

を当てて、国が支援を集中していく。こういう

こともやらなきゃいけない。そういう意味では、

先ほど「パクリ」という言葉がありましたけれ

ども、我々の時代につくったのと、性格はそっ

くりなものを……。だから、懐かしい気がしま

すね。それを実行するのにはどうするか、とい

う方向へがんがん持っていっていただかなきゃ。 

 

橋本委員 菅さん。これはいままで歴代内閣、

死屍累々。この問題をやろうとすれば、特に消

費税の問題、じゃ、本当に政治生命をかけて、

内閣の生命をかけて、これで倒れてもいいとい

うぐらいの気持ちでやる意志があるのか。そう

であるならば、別に一部のところでやっている

だけじゃなくて、もっと国民的な広がりを持っ

た形で、この問題を考えるような装置も考えな

ければいけないと思うんです。けれども、あま

りそれはみられない。その覚悟のほどですね、

これでつぶれてもいいと思うぐらいの気持ちで

いますか、いま。 

 

菅代表 まず、谷垣さんが成長のことをいわ

れましたが、一言申し上げますと、典型的にい

えば、日本にハブ空港が十分なものが 1つもな

いように、これまで政治のリーダーシップは関

係の団体とか、自分の地元というものの利益は

代表したけれども、日本の将来を見通しての選

択と集中がされなかった。こいうことが、20年

間にわたる低成長期の根本的な原因の 1つです。

もう 1つは、聞かれればいいますけれども、竹

中・小泉路線の間違いなんです。 

ですから、私が申しあげているのは、他の党

の方がいわれているのと、成長の部分について、

そう違うとは思っていません。やはり成長させ

ていかない限り、パイを大きくしていかない限

り、日本が元気にはなりませんから。 

それから、消費税についてのお話は、先ほど

来、何か方針を変えたようなことをいわれます

が、たしか去年の 3党の合意のときにも、去年

の衆議院でいただいた政権の任期の間、次の衆

議院の選挙までの間は上げないというお約束を

したわけであります。本格的に議論が煮詰まっ

ていって、案が出せる段階では、やはり国民の

皆さんにしっかり判断をいただくことか必要だ

と思っています。 

少なくとも、政治家がよく命をかけるといっ

て、逆にからかわれるんですが、私は国民の皆

さんに判断をしてもらうといっていることが、

一番政治家が政治生命をかけて申しあげている

ことだ、と。こういうふうに理解していただき

たいと思います。 

 

倉重委員 覚悟に関連して、ぜひお聞きした

いんですが、死屍累々の自民党時代の失敗をみ

られてこられた亀井さんにぜひうかがいたい。 

本当に菅さんのこの覚悟で、一番難しいとい

われた消費税増税が果たして結実するでしょう

か。まず予想を一言でしてください。 

それで、もし必要があれば、一言だけ、助言

をしてあげてください。どうぞ。 

 

亀井代表 私は、菅さんは、財源をどうすべ

きかということについて、消費税を含めて、あ

る意味で聖域なく考えていこうということだと

思います。しかし、4 年間は上げないというこ

とを去年約束されたばかりですから、菅さんが

選挙を経ないでそれをおやりになることは、私

は絶対ない、このように思っております。 

 

星委員 続いて、普天間問題に移ります。鳩

山総理は普天間問題を 1つの理由として退陣を
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お決めになったわけですが、日本にある米軍基

地の移設問題で、1 つの政権が倒れるというの

は非常に異例なことだと思います。 

菅さんは、副総理として、ナンバーツーの位

置におられた。この普天間問題による政権の挫

折の原因、検証について、やはりきちっとしな

いと次に進めないと思うんですね。菅さんは、

普天間問題の挫折についての理由をどういうふ

うにご覧になっているか。鳩山さんの属人的な

問題なのか、構造的な問題なのか、それが 1点。 

それから 2点目は、あす沖縄の慰霊に赴かれ

るそうですが、沖縄の地元の合意を取りつける

のはかなり困難になっていると思われます。将

来的に、以前の特措法のような、沖縄の権限を

超えて、政府がこの問題解決のために直接乗り

出す選択肢があるのか、ないのか。 

 

菅代表 冒頭も申しあげましたが、鳩山政権

が政治と金と、いまご指摘の普天間のことで行

き詰まったといいましょうか、責任をとる形で

鳩山前総理が辞任をされた。私も副総理として

支え切れなかった責任は、改めて大きなものが

あると、おわびを申しあげたいと思います。 

なぜ、こうした形になったのか。それはいろ

いろな見方があると思います。やはり鳩山総理

という方は、1 つの理想を持って、それに思い

切ってぶつかっていく。例えば地球温暖化の

25％も、私もそばにいて、え、ここまで一遍に

国連でいわれる・・・。タイミングとしても非

常に早かったですから、すごい勇気だなと思っ

て見守っていました。私は、これは賛成ではあ

りましたけれども、そういうふうに見守ってい

ました。 

ですから、鳩山前総理という人は、それなり

の理想を掲げて、打開ができるという思いがあ

ったんだと思うんです。 

ただ、その結果をみると、やはりこれは相当

に、思いだけではなくて、かなり複雑な経緯が

あるわけでありますので、そういった点では、

その複雑な経緯を十分に検証する中で、この方

向性を組み立てていくことにおいて、やや不十

分さがあったのかな。このように思っておりま

す。 

それから、仲井真知事は、私があす慰霊式典

にうかがうといったら、わざわざ官邸においで

をいただいて、直接お目にかかって話をしたの

はそれが初めてなんですが、あすはまた沖縄で

昼食をともにする予定にいたしております。 

やはり日米合意を守る、それを踏まえてやる

ということは、これは前政権のお約束であり、

私の政権の約束であるということは、これは変

えるつもりはありません。ただ、だからといっ

て、沖縄の皆さんの理解がない中でも、何かそ

ういう特措法のようなものをつくって強引に推

し進めるというのは、それは新しい普天間の移

転の問題だけではなく、幅広い沖縄の他の基地

の問題や日米関係を含めて、必ずしもそれがい

いことだとは思いません。そこはしっかり沖縄

の皆さんと、この問題だけではなく、つまりは

普天間の移転先の問題だけではなくて、それ以

外にもいろいろと、例えば同じ海兵隊も、ある

数以上はグアム移転という方向性はできている

わけですから、そういう軽減策もしっかりと並

行的に進めていく。そういう姿勢で臨んでいき

たい、こう考えております。 

 

倉重委員 日米同盟のあり方ですね。これも

最初は菅さんからお聞きします。緊密で、対等

な日米関係というのは、前回衆院選のときのマ

ニフェストの外交の骨格でしたね。これは基本

コンセプトとして、比較的新しい方向性を示し

たと思うんですが、今回のマニフェストでは、

それが地位協定改定の枕詞に、全体から部分に

格下げされたうえ、在日米軍基地の見直しとか、

米軍再編等についても一切触れていない。これ

は何がどう変わったのかということをまずお聞

きしたいんです。 

きのうの会見を聞いておりますと、これから

菅さん、Ｇ8、Ｇ20 に行かれてオバマ大統領と

会見される中で、アジア太平洋国家という共通

点に立脚して、そこで世界の平和のために、お

互いに汗を流す、という趣旨の発言をされてい

ますね。 

ずうっと安全保障の日米関係の流れをみて
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いますと、小泉さんのときに世界における日米

同盟という、日米同盟の枠を、地理的な範囲を

世界全体に広げたことについて、当時の民主党

は非常に批判的であったと記憶しております。

菅さんの新しい姿勢は、現実主義的な姿勢だと

思うんですが、過去の民主党のやり方の変更な

のか、もしそうであるとすれば、どこまでそれ

を考えておられるのか。まずそれをお聞きしま

す。 

 

菅代表 私は、日米同盟には 2つの側面があ

ると思っています。1 つは、いうまでもなく軍

事同盟です。しかも、この軍事同盟は、日本の

防衛ということだけではなくて、結果として、

安保改定から 50年目ですが、戦後 60数年、ア

ジア地域の安定の国際的なインフラベースにな

ったということは、これは他のアジアの国々も

認めている。いろんな側面の見方はありますが、

1つの安定要因であったと思います。 

そういう意味では、アジア、さらに世界にお

いて、この日米の軍事的な同盟の側面は、自分

たちの国の安全ということだけでなくて、アジ

アの平和にもつながるという形で、いかにすれ

ばきちっと維持し、発展させることができるか、

この視点が必要だと思っています。 

もう 1つは、軍事的な面だけでない、幅広い

同盟ということがあると思います。いま日本と

アメリカ、これはアメリカだけに限りませんが、

若者がアメリカの大学に行くとか、そういう文

化的な交流、人間的な交流が非常に薄くなって

います。やはり日本とアメリカというのは、民

主主義と、もちろん文化はいろいろありますけ

れども、いろんな面で共通性があります。もち

ろん中国やアジアの国々とも文化的な共通性が

あります。 

さらにいえば、先日、カルザイ・アフガン大

統領にもお会いしましたけれども、例えば農業

支援とか、あるいは治安のための警察官のトレ

ーニングとか、鳩山総理の時代に 50億ドルの支

援を決めておりますけれども、こういった活動

は、ある意味では世界の平和にとっても有意義

だし、ある部分、アメリカのできない部分を日

本が積極的にやっていく。そういった意味で、

両面から考えていきたい。 

ですから、狭い範囲ではなくて、広い範囲の

日米のあり方を、近くオバマ大統領に初めて直

接にはお会いしますが、それを皮切りにしっか

りと時間をかけて議論をしていきたい。こう思

っています。 

 

倉重委員 日米同盟のあり方を、左右から批

判していただきたいんですね。まず、共産党の

志位さんから、日本は一貫してアメリカに頼り

過ぎだ。一貫して共産党は対米独立路線を、あ

る意味では見事にとっておられるんですが、そ

こからみて、今回、民主党の若干の軌道修正は

どうみえるのか。それから、アメリカに行く行

き方を踏まえて、民主党に対して何か提言する

ことがあるのかどうか、簡潔にお願いします。 

 

志位委員長 菅さんも、首相になられる前は、

海兵隊について、抑止力ではない、海兵隊は守

る部隊ではなくて、地球の裏側まで行って攻め

る部隊だ、アメリカ国内に戻ってもらう、とい

うことをおっしゃっていたんですね。私、どう

して立場を変えたのかと国会で聞きましたけれ

ども、定かな答えがありませんでした。 

私は、海兵隊は抑止力だ、この呪縛にとらわ

れているところに、民主党の変質があったと思

います。海兵隊は決して抑止力ではない。実際

に海兵隊が展開している場所は、イラクやアフ

ガンじゃないですか。普天間の海兵隊も、1 年

のうち半分は中東に行っているわけです。日本

の平和を守る抑止力ではない。沖縄を根城に世

界に攻め込む、そういう侵略力というのが私た

ちの認識ですけれども、やはりその点で、菅さ

んはかつては真実を述べていた。ところが、い

まは抑止力だ、極めて重要な抑止力だと、変わ

ったわけですね。これはやはり大きなアメリカ

いいなりの追随の姿勢が、ここにあらわれてい

るといわざるを得ません。 

 

倉重委員 わかりました。では、次、平沼さ

ん、お願いしたいんですが。 
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平沼代表 何か左と右で私を指すというの

は、偏見があるんじゃないかと思いますけどね。 

私は、決して右だと思っておりませんが、日

米安全保障条約というのは、日本にとって大切

な条約であります。だから、これはしっかり守

っていく。しかし、守っていくと同時に、冒頭

申しあげましたけれども、日本というのは、や

るべきことはしっかりと努力をしてやっていく。

だから、この国の安全と平和をみずからの力で、

繰り返しになりますけれども、軍国主義になる

という意味じゃなくて、しっかりと担保をする。

それで条約というものは円滑に作用する。こう

思っておりまして、この意見を右だと思われる

と、私は非常に迷惑をしますけれども。 

 

倉重委員 すみませんでした。それで、菅さ

ん、いまの質問に答えていただきたいんですが、

特に抑止力の問題ですね。海兵隊の抑止力、こ

れは鳩山さんが勉強して、ようやくわかったと

いわれた抑止力ですが、菅さんは、今回は、海

兵隊を含む在日米軍の抑止力は極めて重要とい

う言い方をされている。 

だけど、問題は海兵隊の抑止力であって、そ

の辺を一から、いま共産党さんのおっしゃる形

で見直して、どこからどこまで必要なのかとい

う、そういう大枠の広い議論を、今回の普天間

問題、それから日米安保 50年改定時期に向かっ

て、検討する考えはございますか。 

 

菅代表 一からという意味は、細かくこの部

隊がどうだということではなくて、大きい意味

で、もう一度、やはり安保 50年のときに当たっ

て、しっかりと議論していく必要がある。 

例えば、当初は、日本がサンフランシスコ条

約を結ぶまでは、アメリカは現実に占領してい

たわけです。それから 10年間がいわゆる旧安保

の時代で、いわゆる米ソの対立の中で、その後

もどちらかといえば、ソ連の軍事力に対してア

メリカが日本を守る、そして核抑止という問題

が中心的だったわけです。ＭＡＤ（Mutual 
Assured Destruction・相互確証破壊）の理論を

含めて。 

ですから、そういうことの問題と、私は国会

でも申しあげたのは、例えばベルリンの壁が崩

壊して、米ソの対立がなくなって、ある時期に

平和の配当といわれたように、そうした軍事力

による抑止が必ずしも高いレベルでなくても大

丈夫になるのかなと思っておりましたけれども、

残念ながら 9.11の問題、そして北朝鮮の核実験、

さらには今回の哨戒艇の沈没事件など、東アジ

ア、北東アジアの緊張関係というのは、まだか

なり高いレベルに存在するわけであります。こ

の部隊が、どの部隊がということを超えて、そ

ういった状況にあるということを踏まえたとき

に、いま私が政権の責任者になった中では、ト

ータルの問題として、米軍の存在が大きな意味

での抑止力という機能を果たしている。 

しかし、同時に、沖縄の皆さんの負担をいか

に軽減できるか。それは、抑止力が必要だから、

軽減は必要がないということでは全くありませ

んので、それには全力を挙げていく。こういう

姿勢で臨みたいと思っております。 

 

星委員 抑止力という話になりましたので、

舛添さんにうかがいたいんですが、日米安保の

議論の影の主役は中国でもあると思うんですね。

中国との向き合い方をどうするのか。例えば沖

縄から米軍が撤退したときに、尖閣に中国の旗

がたなびくんだという議論もあります。そこは、

その可能性と抑止力との関係、どういうふうに

とらえていらっしゃるか。舛添さんから谷垣さ

ん、菅さんと続けてお答えいただきたいと思い

ます。 

 

舛添代表 軍事的な脅威云々は、意思と能力

の問題があります。意思はわかりません。他国

からみて、どれだけの能力を持っているか。海

軍を含めてものすごい軍拡を中国はやっていま

す。尖閣に補給なしで行ける地域は、沖縄諸島

しかないんです。ですから、軍事技術を、大き

く地政学を変えるぐらいの改革をやっていけば

変わりますけれども、現在の軍事技術を前提に

すれば、沖縄の位置は極めて重要である。 

やっぱり日米同盟というのは非常に片務性
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が強いですから、これまで双務性を高める方向

で国際協力なんかをやってきた。そういう中で

しか沖縄の基地の問題は解決できないと思いま

す。私はやはり中国の軍事的脅威というのは、

意思は別として能力はありますから、それに対

応するために、日米の協力と、role and mission

（役割と使命）、このことをきちんと議論して

いかないといけない。ただ海兵隊の抑止力云々

というような問題に限定すべきじゃない。星さ

んがおっしゃったような、広い観点からアジア

の安全保障を考えるべきだと思っております。 

 

谷垣総裁 私も中国の海軍力の増強という

のは非常なものがあると思います。いま舛添さ

んがおっしゃったように、意図は明確ではない

けれども、逆にどういうことでやっていくのか

という透明性もあまりあるわけではない。 

したがって、こういう中国海軍の増強を、隣

の国ですから、日本にとって脅威にしないよう

にやっていくためにはどうしたらかいいか。そ

こに、私は日米安保の意味がある、このように

思っておりますので、基本的に舛添さんのお考

えと共通です。 

ただ、1 つ、菅さんに申しあげたいのは、ち

ょっと前までは日米安保が不要であるかのよう

な発言をされ、今日に至っては日米安保は必要

だということになりますと、これはさっきの財

政の話もそうなんですが、一体、民主党政権の

背骨がどこにあるのか。こういうことで同盟国

との信頼関係が維持できるのか。そういうこと

を非常に心配に思います。 

 

星委員 では菅さん、日米安保と中国との向

き合い方。 

 

菅代表 いま谷垣さんが、日米安保は不要だ

なんていうふうにいわれましたが、そういうこ

とを、私、個人としてもいったことはありませ

んし、民主党の中でそういう議論があったこと

はありません。 

私は、中国が非常に大きな経済力ばかりでな

くて、軍事力も強めているということは非常に

注目し、注意をしなければいけないと思ってい

ます。ある意味では、中国に対しての対応は、

日本とアメリカ、ある見方をすると、やや共通

の立場にあると思います。つまりは、経済的に

は日中関係も、米中関係も、さらに Win-Win の

関係で大いに進めたいということと、しかし、

あまりにもバランスを崩す形で、中国の軍事力

が大きな影響力を持ってくるのには、アメリカ

にも警戒心があると思っています。 

ですから、古い言葉ではありますけれども、

balance of power という言葉がありますが、や

はり日米がしっかりとそういう面でもきちっと

連携をしている。将来にわたって連携をしてい

るということがあれば、私は、逆に日中関係も、

米中関係、もちろん日米関係も安定的なものに

なる。それが崩れたときのほうが、いろんな意

味で不安定になりやすい。こういうふうに考え

ています。 

 

倉重委員 福島さん、きのう組んだ民主党と

きょうの民主党というのは、若干違いを感じる

と思うんですが、連立を離脱してよかったです

か。日米安保について、ご見解をうかがいたい

と思いますが。 

 

福島党首 離脱してよかったというのでは

なく、社民党自身は、鳩山総理が国外、県外と

おっしゃっていて、鳩山総理と実は全く同じ考

えで、連立 3党の合意に基づいて社民党はやっ

てきた。が、そのことが実現できない、約束自

身、ちゃんと言葉に責任を持つ政治をやるんだ

ということで離脱をしましたので、いい、悪い

というのはちょっといえない。これしか選択は

なく、またパワーアップして頑張ろうと思って

います。 

ただ、残念なのは、せっかく鳩山内閣になっ

て、中国や北東アジアにおける安全構想もやろ

うとか、日米関係を対等にしてもっと議論しよ

うというのが、ぐーっともとの自民党に近くな

っているのではないか、というのを大変懸念を

します。 

抑止力についても、佐世保に艦船があるわけ
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ですから、沖縄に海兵隊があるという必然性は

ありませんし、日米安保を理由に、抑止力を理

由にいつも沖縄に基地負担を押しつけて、新た

な基地もつくろうとしていることを、なぜ端的

にみないのか。日米安保条約や、その議論はも

ちろん大事ですが、なぜ嫌だという異議申し立

てを無残に切り捨てるのかという、政治の問題

でもあると思います。 

その観点からいえば、政権は変わった、でも、

政治が変わらないというのは残念ですので、新

たな政治の中で、はっきり日米安保条約をどう

する、あるいは中国との関係、抑止力、海兵隊

についても、社民党は果敢に論戦して、日米共

同声明の「辺野古につくる」、これはできない

計画ですから、見直しができるように頑張って

いきたいと思っています。 

 

倉重委員 論より証拠で、菅さん、いま自衛

隊の最高指揮官でありますけれどもね、先ほど

おっしゃったように、北東アジア情勢、特に朝

鮮半島情勢で危機的状況が起きることが全く考

えられないわけじゃありませんが、そのときに、

アメリカとの協力の基本スタンスについて、い

まイメージしている言葉、自分の姿勢、構え、

一言お聞きしたい。 

その中で、具体的にいえば、例えば集団的自

衛権の行使にかかわるような話があった場合に

どうされるのか。簡単にお願いいたします。 

 

菅代表 私はまだ、オバマ大統領に直接はお

会いしていない。電話での会談はいたしました

が、お会いしていない。これからでありますの

で、私としては現在の日米関係を大事にすると

いうことだけではなくて、将来を見通したアジ

アのあり方、日米関係、あるいは世界のあり方

について、1 つの共通の方向性を、つまり方向

性が共有できるという関係が生まれればいいな、

こんなふうにも思っております。 

それと、いま何とおっしゃいましたか……。 

 

倉重委員 集団的自衛権。 

菅代表 いまの朝鮮半島の状況の中で、いま、

これは韓国自体も自制的な行動をとられており

ます。何とかこれ以上の大きな危機にはならな

いで済んでほしいし、また、そうならないため

にも、日米韓のしっかりした連携が必要という

ことです。先日も防衛大臣レベルの会議も続け

ていただいていますけれども、かつて周辺事態

法もできておりまして、そういう意味では、こ

の地域の不安定さというのは、ある意味では日

本の自衛権にもかかわることも十分あり得るわ

けでありますから、何か一足飛びに集団的自衛

権ということではなくて、そうした日本にとっ

ての脅威に対しては、そこはアメリカと協力し

ながら、やはり毅然とした態度で臨む必要があ

る。こう考えています。 

 

橋本委員 後で、一体何議席が目標なのかと

いうことを皆さんにそれぞれお聞きする予定で

すけれども、先ほどからはっきりしていること

がありますね。山口さんは、民主党と、1 年以

内かどうかは別にして、当面は組むことはない

と。福島さんも、まずこんな状況じゃ、組める

わけがないという感じですね。渡辺さんもだめ

でしたね。それから、亀井さんは、連立はする

んだけれども、どうも文句がいっぱいありそう

だ、どうなるかわからない、こういう感じです

ね。 

 

亀井代表 言い方が悪いよ、それ。 

 

橋本委員 いや、そうですね。もうちょっと

品よくいえば、これからの推移いかんだ、こう

いう感じなんですけれども、共産党はもちろん

そうですし……。 

 

志位委員長 共産党は、連立はあり得ないで

す。 

 

橋本委員 舛添さんもだめ、平沼さんもだめ

と。さあ、そうなってきますと、一応目標は 54

が基本ですね。どう考えても過半数になりませ
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んね。こういっては失礼ですけれども、亀井さ

んのところは、その 54プラス 8――いや、6か。 

いやいや、そんな失礼なことはいいませんけれ

ども、さあ、どうするんですか。連立は。いま

から、やっぱりどことどうするのかということ

を、国民に信を問うときに明確にしなければ、

後から何だという話になります。菅さんはこの

参議院選後を一体どういうぐあいにお考えなん

ですか。過半数なければ法案は通りませんから

ね。 

 

菅代表 まず、政権を私が引き継ぐというか、

担当した時点では、大変参議院選挙状況は厳し

い状況でありましたので、まずは 6年前の議席、

あるいは現有議席の 54をベースにして、それを

上回る努力をしたい、ということを申しあげま

した。基本的には、その気持ちは変わっており

ません。 

しかし、いままさにおっしゃるように、もう

1 つの選択は、衆参のねじれということが、こ

れは私たちも逆に参議院で野党で過半数だった

時代も含めて、ねじれということが望ましい姿

なのかどうかというのも、これは国民の皆さん

に判断をいただく 1つの要素ではないか。確か

に何かをとめることはできます。しかし、何か

を進めるときには、このねじれの状況というの

は非常に時間がかかるし、あるいは物事がどち

らの方向にも進まなくなることがあります。 

そういった意味で、私たちは 54＋αというこ

とで、基本的に考え方を、政権という意味で、

共通にする人たちとの連携は、これまでもやっ

てきましたし、これからもとりたいと思ってい

ます。できれば、政策をどんどん実行できるよ

うな、そういう政権をつくりたいし、それをつ

くらせていただきたい。これは国民の皆さんに

対する、いわばお願いです。 

 

橋本委員 その場合、かねて谷垣さんは、連

立与党を過半数割れに追い込む、と。追い込ま

なければ私が責任をとってやめる、とまでおっ

しゃっている。片方がそうおっしゃっているな

らば、そういうぐあいに連立与党で過半数いか

なかったとなれば、代表としての責任はどうな

るのか。その辺はいかがですか。 

 

菅代表 何か一番大きな落とし穴のご質問

をいただいているようでありますが、いま申し

あげたのは、政権運営を、私も野党が長かった

ですが、与党も含めてみておりまして、衆参の

ねじれということが政権運営にとって非常に難

しいということは、これは多分どなたが運営し

てもそうだと思います。 

ですから、そういう意味で、54＋αのαを大

きくすることに全力を挙げます。αがいくつだ

ったら責任とか、責任でないということは、私

はそうではなくて、やはり現有議席を超えると

いうことが、代表を引き継いだ立場としては、

まず超えなければいけないハードルだ、こう考

えています。 

 

星委員 かつて自民党の福田総裁と、小沢民

主党代表が大連立を仕掛けられたことがありま

したが、菅さんは、そのときの大連立について、

どういう感想をお持ちになっていたのか。 

それから、今後、参議院選挙の後、仮に自民

党と民主党がそれなりの成績をおさめたけれど

も、必ずしも単独過半数はないという場合、そ

ういう選択肢、財政再建とか安全保障をとりあ

えず進めるための大連立という選択肢は、谷垣

さんにも菅さんにも、あるのか、ないのか。そ

の 2点について、菅さん、お願いします。 

 

菅代表 当時、小沢代表だったと思いますが、

福田総理と議論を重ねられた。実は、当時も出

ましたが、そういう大連立の話をしておられる

ということは、そばにいた私たちも、全くそん

な話はないという話で進んできて、最後に、そ

ういう話だったという話になるわけです。 

私がその時点で、ある意味で、それはまずい

んじゃないのと申しあげた最大の理由は、あの

とき、自民党と民主党が連立を組んでいると、

多分衆議院でも参議院でも 90％を超える議席

が与党になるだろう。野党は 10％をかなり割る

議席だろう。果たしてそれで国会というものが
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機能するんだろうか。少なくともその場合には、

かなり限定的に、これをやるためには大連立と

か、逆に、これとこれは、その政権では取り組

まないから、その範囲の中での大連立とか。そ

ういう何かがないと、議会制そのものが機能し

なくなるというふうに、私は非常に心配でした

ので、それはやや唐突でもありましたから、そ

れには賛成をいたしませんでした。 

基本的には、その考え方はいまも変わっては

おりません。しかし、同時に、ねじれという問

題が生じたときに、何らかの形で、それがどの

党になるかは別として、どの勢力になるかは別

として、やはり物事を進めるためには、衆議院

で法案が通っても、参議院ですべて否決されれ

ば、一般的には政権運営はできませんから、そ

こはいろんな形で、いろんな人たちと話をする。

そういうことは当然、そうなった場合にはやら

なきゃいけないだろう。こう思っています。 

 

星委員 谷垣さん、いかがですか。 

 

谷垣総裁 先ほど、橋本さんが、民主党と組

む連立相手、ほかの党はみんな可能性をいわれ

たのに、自民党についてはお触れにならなかっ

たので、組まないぞという決然たる表情が、私

の顔にあらわれているのかなと思いました。 

 

橋本委員 当然だと思っていました。 

 

谷垣総裁 そういうことでございます。 

 

倉重委員 いまのお話に出ました、永田町の

片隅で、静かに一兵卒としていらっしゃる小沢

一郎さんの話をぜひうかがいたい。菅さんは、

民由合併で小沢さんと組んで、政権をとって、

今回、脱小沢でＶ字回復をなし遂げた。非常に

小沢効果を卓越した政治手腕で、政治家として

使ってきたんじゃないかと、実際、本音で感心

するんですが、今後のおつき合いですね、どう

されるのか。 

1 つは、まずは、例のお金の問題でまだ検察

審の決定とか、あるいは国会での証人喚問等の

議論等々あります。この辺を、小沢さんについ

て、いったん静かにしてほしいといったんだけ

れども、どの段階でまた協力するのか。あるい

はしないのか、その辺をうかがいたい。 

 

菅代表 私と小沢前幹事長、2003年に自由党

と民主党を合併するときに、まさに 2人で話し

合って流れを決めた間柄でもあります。その後、

ご一緒してから、それまで一緒していない時代

の小沢さんを含めて、やはり端倪すべからず政

治家だということは、いまでも強く感じており

ます。今日に至るまで、大変学ぶべき点が多い

と思っています。 

それで、よく「脱小沢」という言い方を皆さ

んされるんですが、私が今回の党と内閣を編成

するに当たって、本当のところ、そういうこと

を念頭で考えた要素は、さすがにゼロといった

らいい過ぎかもしれませんが、ほとんどありま

せん。まさに、どうすれば物事がどんどん進む

政権や党をつくっていくかということを考えま

した。 

昨年、鳩山政権ができるほんの前日でしたか、

私が政調会長のままで国家戦略担当ということ

に、直前まで鳩山代表との間で決まっていたわ

けですが、直前に変わりました。私と岡田さん

が、やはり政調会長は必要じゃないですか、と

申しあげたんですが、残念ながら、最終的には

鳩山さんが裁断をされました。 

ですから、そういう問題も含めて、別に脱何

とかのために何かを復活したとか、そういうこ

とではない。やはり党の大勢の仲間が闊達に活

動し、しかし、同時に内閣と党が、かつての自

民党のように二重の権力構造になるのはよくな

い。ですから、政調会長に閣内に入ってもらう

ことで、いわばそこで党と内閣の一体性を持た

せる。それにはだれがふさわしいか。選挙の前

ですから、小沢前幹事長の場合は、あまりこう

いう場には出られませんでしたが、幹事長が選

挙の顔になるというのが一般的ですから、そう

いう意味では、選挙の顔として、どの党の幹事

長とも十分に政策でも何でも張り合えるのはだ
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れか、そういうことを考えて、党の役員を、あ

るいは内閣のメンバーを決めたわけです。 

小沢さんのグループといわれる人たちは、一

般的に非常に若い期数の方が多くて、なかなか

5期生、6期生といった部分の方が少ないもので

すから、そういう中で力のある人にはなっても

らう、そういうことでなってもらった方もあり

ます。 

ですから、結果としてこういう形になったと

いうことはありますが、私自身の中で、何か初

めから脱小沢ということを考えて何かを進めた

というのは、本当のところ、あったとしても、

まあ 5％ぐらいですね。 

 

◇   ◇   ◇ 

 

橋本委員 最初に、皆さんに目標の議席数を

書いていただきました。ちょっと一斉に出して

いただいて、顔が隠れるといけませんので、顔

の右のほうに出してください。 

それで、一言、最後に、極めて短い時間です

けれども、これだけはということを 10秒ぐらい

で、最初の発言の順序を逆にしまして、平沼さ

んから一言、これだけはいいたいと。 

 

平沼代表＝「７人以上」 比例と選挙区で 14

立てますから、半分以上で全員当選を目指して

頑張ります。 

 

舛添代表＝「全員」 比例 5人、選挙区 7人、

12 人ですから、非常に精鋭部隊ですけれども、

全員当選を目指します。 

 

渡辺代表＝「選挙区２桁、比例区２桁」 比

例 2けた、選挙区 2けた。要は、消費税を増税

しても、景気がよくなるなどというおまじない

経済学の人たちが与党、野党、民主党、自民党

にいるわけでありますから、こういう官尊民卑

の思想、役人が使い道を決めれば、国民より賢

い使い方ができるんだという思想を打破する。

それはみんなの党だけでございます。 

亀井代表＝「全員当選」 国民新党は、5 年

前、地獄の底で結党した党です。全員当選を目

指して頑張っています。 

 

福島党首＝「比例区３以上、選挙区複数」 比

例区で 3以上、選挙区で複数、推薦も含む。全

員当選と本当は書きたかったんですが、社民党

は政治の中の良心であり、行動部隊です。どう

か社民党を大きくしてください。 

 

志位委員長＝「比例５、東京+α」 私たち

の目標はこれです。一言でいいたいことは、先

ほど消費税、法人税の議論をされましたが、法

人税率が高過ぎるという議論は根拠がない。い

ろいろな研究開発減税など、優遇税制、そして

社会保険料負担が軽いですから、決して高過ぎ

るというのは根拠がないということを一言いっ

ておきたいと思います。 

 

山口代表＝「選挙区３、比例区８以上、11名

以上」 選挙区 3、比例区 8、合計 11名以上を

目指します。社会保障は年金だけではなくて、

全体を含めて、所得再分配効果があるというこ

とを国民に伝える議論、これを超党派でやるべ

きです。もっとこの論争の場をふやしていただ

きたいと思います。 

 

谷垣総裁＝「与党過半数阻止」 政権の迷走

と与党の暴走を防ぐために、必ず与党の多数を

打ち破られなければいけない、自民党が頑張り

ます。 

 

橋本委員 阻止するために、いくら取らなけ

ればいけないと思っているんですか。 

 

谷垣総裁 多々益々弁ずです。（笑） 

 

橋本委員 それでは、最後に菅さん。 

 

菅代表＝「５４+α」 行政刷新をお願いし
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ている蓮舫さんに大活躍をしてもらうためにも、

54＋αのαを大きくしてもらえば、彼女の力も

大きくなる。そのことをぜひご理解いただきた

いと思います。 

 

司会 どうもありがとうございました。まだ

積み残した問題がたくさんあると思います。皆

さん方ももっともっとおっしゃりたいことがた

くさんあると思いますけれども、お約束の時間

をすでに随分過ぎております。 

では、これで「9 党党首に聞く」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、ご協力本当にありがとうございまし

た。（拍手） 

（文責・編集部） 

 

 

 

◇   ◇   ◇ 

 

 

九党の獲得議席数（7 月 11 日投開票） 

 計 選挙区 比例区 

民主党 ４４ ２８ １６ 

自民党 ５１ ３９ １２ 

公明党 ９ ３ ６ 

共産党 ３ ０ ３ 

社民党 ２ ０ ２ 

国民新党 ０ ０ ０ 

みんなの党    １０ ３ ７ 

新党改革 １ ０ １ 

たちあがれ日本  １ ０ ０ 

  １２１ ７３ ４８ 

 


