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ものはかつてないほどのレベルに達していると
いうのも事実でございます。いま申しあげたよう
な能力がすべてそろっても、政治不信が果たして
解消できるのかどうか、こういうところではない
かとも感じております。

総合司会（小栗泉・日本記者クラブ企画委員）
本日の進行役を務めさせていただきます小栗泉
と申します。
日本記者クラブが行う自民党総裁選での討論
会は、今回で 9 回目になります。

一方で、既成政党に対する「維新の会」などの
挑戦も始まっている中、非常に激動が予想される
政治状況だというふうに思っております。

最初に、主催者を代表いたしまして、理事長の
吉田慎一がご挨拶申しあげます。

きょうは限られた時間ではございますけれど
も、ぜひ、いまお話し申しあげたような視点で、
候補者の皆さんの思うところを十分にご披露い
ただいて、日本政治の再生の出発点にこの討論会
をしていただければ、と思いますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

吉田慎一・日本記者クラブ理事長 皆様、ただ
いまご紹介にあずかりました当クラブの理事長
をしております吉田慎一と申します。
自民党総裁選の候補者の皆様、本日は、告示日
翌日というお忙しい中、我々のために一堂に会し
ていただきまして、まことにありがとうございま
す。

以上でご挨拶にかえさせていただきます。あり
がとうございました。（拍手）

3 年ぶりに自民党総裁選ということでございま
すけれども、ご存じのように、3 日前、まさにこ
の時間、この場所で民主党の代表選の討論会が行
われました。自民党、民主党、両党の党首選びが
同時に進行して、ここの場で我々が相次いで討論
会を開くというのは、実は前にもございまして、
いまから 13 年前、1999 年にも同じようなことが
ございました。

総合司会 それでは、きょうの討論会の進行を
簡単に説明させていただきます。
1 部と 2 部に分けまして、
2 部構成で行います。
全体で 2 時間を予定しております。途中の休憩時
間はございません。
第 1 部は、候補者による主張と討論です。企画
委員の神志名（かしな）泰裕が司会を務めます。

当時はもちろん自民党は政権政党でございま
して、攻守所を変えて、いまは野党第一党という
立場ではありますけれども、政権奪還というとこ
ろにいまにも手が届きそうな状況で迎えた総裁
選というふうに我々もみております。そういう状
況でありますので、これまでの総裁選とはちょっ
と状況が違って、簡単に言うと、3 つぐらいの能
力といいますか、そういうものが問われるのかな
と思います。1 つは、もちろん野党として、まず
は政権党と渡り合う指導力。その次は、来るべき
総選挙でどういうふうにリーダーシップを発揮
して選挙に勝つか。そして、運よく政権を得るこ
とになりますれば、当然日本のリーダーとして、
宰相としての資質がどうか。こういう 3 つの資質
がまさに問われようとしていると思います。

第 2 部では、会場の皆さんから寄せられました
質問に基づいて、クラブの企画委員が候補者に代
表質問をいたします。お手元に質問カードをお配
りしてあるかと思いますので、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
取りに上がります。
なお、この討論会の模様は、本日中に日本記者
クラブの YouTube 専門チャンネルに動画をアッ
プいたします。また、文字記録版も来週、日本記
者クラブのホームページにアップする予定です。
発言の確認などにご利用ください。
この討論会につきましては、テレビ中継という
ので生中継をさせていただきます。その都合で、
いましばらくお待ちいただければと思います。よ
ろしくお願いいたします。

もちろん、いま、尖閣、ＴＰＰ、オスプレイ、
増税、原発、エネルギー等々、内外に政策課題が
山積しておりまして、それは緊急の課題も多数ご
ざいますので、政策ビジョンというものも当然
我々は重視していかなければならないなという
ふうに思っております。

総合司会 ただいまから、日本記者クラブ主催
の「自民党総裁選立候補者討論会」を始めます。
私は進行役を務めます企画委員の小栗泉です。

そういっていきますと、あれもこれもというこ
とで非常に申しわけないんですけれども、一方で、
この間、長い政治の混乱の中で、政治不信という
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それでは、まず、候補者の方々を届け出順にご
紹介いたします。
安倍晋三さん。

を、政治のリーダーシップで進めていかなければ
なりません。待ったなしであります。

石破茂さん。
町村信孝さん。

また、この大震災を通じて私たちは、私たちに
とって大切なものは何か、守るベきものは何かを
学ぶことができました。それは大切な家族であり、
いとおしいふるさとであり、かけがえのない日本
であります。

石原伸晃さん。
林芳正さん。
きょうの討論会は、第 1 部と第 2 部の 2 部構成
で行います。第 1 部では、私どもから候補者の皆
さんに事前にお知らせしたテーマに沿って、候補
者同士で討論していただきます。第 2 部では、会
場の皆さんから寄せられた質問に基づいて、4 人
の企画委員が候補を指名し、代表質問をいたしま
す。

いま日本の海が、領土が脅かされようとしてい
ます。断固として守るという決意を示していかな
ければなりません。長引くデフレ、円高によって
経済は低迷し、若い人たちは将来に夢や希望を見
出せないでいます。いまこそデフレから脱却し、
経済を力強い成長軌道に乗せていく必要があり
ます。

それでは、神志名企画委員の司会で第１部を始
めていただきます。

「日本はたそがれを迎えている」と言う人がい
ますが、そんなことはありません。政治のリーダ
ーシップによって何をするか、そこにかかってい
ます。正しい決断によって、実行力によって日本
は必ず新しい朝を迎えることができます。

第一部 候補者の基本的な主張と討論
①立候補の理由 ５候補の冒頭発言
司会(神志名泰裕・日本記者クラブ委員) よろ
しくお願いします。第 1 部の進め方について、手
短に説明をします。

問われる危機管理

第 1 部は、最初に、各候補冒頭の発言の後、候
補者同士の討論に入ります。討論の仕方について
は、テーマを 2 つ用意しています。それぞれのテ
ーマについて、まず質問する候補者がどなたに質
問をするのか明らかにしたうえで、みずからの主
張を交えて質問をしてもらいます。これに対して、
指名された候補者が答弁をする形で進めます。
第 1 部の発言時間は、すべて 1 回お一人 1 分
30 秒以内としまして、テンポよく進めたいと思
います。発言時間の管理は、こちらにありますラ
ンプの点滅で行います。制限時間が近づきました
ら点滅をし始めます。時間が来ましたら点灯した
ままになります。点滅し始めましたら話をまとめ
ていただきたいと思います。

続きまして、石破さん、お願いします。

石破茂 石破茂です。どうぞよろしくお願いを
いたします。
私は 26 年国会議員をやってきました。いろん
なご批判をいただきます。そのことは、私自身、
よく承知をいたしております。にもかかわらず、
なぜいまなのか、なぜ私なのか、ということであ
ります。
昨年の 3 月 11 日の大震災、大津波、原発事故、
危機管理が問われています。防災もそう、エネル
ギーもそうです。地方もそうです。財政もそうで
す。安全保障も社会保障も、すべての危機管理が
問われている。それが東日本大震災、大津波、原
発事故であったと思っています。私は危機管理の
仕事を長くやってまいりました。ありとあらゆる
ことを想定する。想定外ということを口にしては
ならない。法律の面においても、あるいはどのよ
うな装備を持つかについても、どのような運用を
するかについても、これはすべてに通じる問題で
あります。社会保障も財政もそう。このまま何と
かなるだろう、それはもはや通用いたしません。
その危機管理を私はやってまいります。

それでは、冒頭の発言、この点については、立
候補の理由と、新総裁に選ばれた場合、何をやる
のか。発言順は届け順に、安倍さんからお願いを
したいと思います。
それでは、安倍さん、お願いします。

政治のリーダーシップ

司会

石破

安倍

安倍晋三 安倍晋三です。昨年 3 月 11 日に発
災した東日本大震災は、いまを生きる私たちにと
って忘れ得ぬ出来事となりました。いまだに 34
万人の人たちが困難な生活を強いられています。
いますぐ、オールジャパンで力強い本格的な復興

そして、国民に真実を語りかける。国民を信じ
ない政治家が国民から信じられるはずはない、そ
ういう政治をやってまいります。以上であります。
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凛として力強い日本
司会

町村

守る。周辺諸国の主権の侵害、日本国を一流国と
してとどめるために、経済を再生し、そして地域
の一次産業をしっかりと守っていく、それを行わ
せていただきたい。危機感から立候補させていた
だきました。

町村さん。

町村信孝 衆議院議員の町村信孝でございま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
なぜ今回、私が立候補したのか。私は、おかげ
さまで 13 年間の経済産業省の勤務、また海外で
の 3 年間の勤務あるいは留学体験、外務大臣の経
験などを通じて、特に世界の中の日本はいかにあ
るべきか、こういうことを常に考え、学んできた
つもりであります。そして、政治家としても 30
年近く、皆さんのおかげでいろいろな役割を経験
をさせてもらいました。そうした経験をいまこそ
私は生かしていくべき時が来ていると思ってお
ります。

経済再生を任せてほしい
司会

4 つの政策課題を私は掲げました。1 つは、東
日本大震災。2 番目は、力強い日本の経済。3 番
目は教育。4 番目は外交・安全保障。凛として、
力強い日本をつくって、次の世代にしっかりと渡
していきたい、これが私の今回の立候補の理由で
あります。よろしくお願いいたします。

司会

経済再生を、この林芳正に任せていただきたい、
その一心で立候補を決意させていただきました。
一番若くて、そして行動力のあるリーダーを目指
していきたい、こういうことも申しあげたいんで
すが、51 歳、バラク・オバマと同じ年です。キ
ャメロン首相は私よりも若い。ですから、あまり
若い、若いというつもりはありません。しかし、
現場でこの 3 年間、政策の取りまとめをずっとや
ってまいりました。現場感覚をそのままトップリ
ーダーが持っている。
かつて、野村捕手が監督だったことがありまし
た。選手兼監督、自分で走って、自分で投げて、
現場の感覚を瞬時に党として発信していく、そん
な発信力と機動力を持ったリーダー、こういうも
のを目指していけたら、こういうふうに思ってお
ります。
経済再生のためには、財政政策と金融政策、そ
して成長戦略。成長戦略と財政政策は主に政府の
仕事、金融政策は日銀の仕事であります。政府で
やることをきっちりとやる。金融政策をもっと引
き出して、これによって経済再生をぜひなし遂げ
ていきたいと思っております。

石原

石原さん。

石原伸晃

林さん。

林芳正 参議院議員の林芳正でございます。

特に、昨今の政治、非常に劇場型というか、お
もしろいというか、そういうことにあまりにも力
点が置かれ過ぎているのではないだろうか。1 つ
1 つ着実に課題を解決していく、落ちついた、実
行できる政治、これを私ならばバランス感覚よく
できるのではないか、こう考えたわけであります。

日本を一流国としてとどめる

林

こんにちは。石原伸晃です。

私は今回、総裁選挙に立候補させていただくに
当たり、私の体験したこと――夏の前に福島の中
通りを歩き、その町は震災の影響もなく、原型を
とどめ、田畑はそのまま、また、安達太良山がき
れいにそびえ立っている姿を目の前にし、そんな
中で、あるご年配の方の言葉を聞いたとき、私は
驚愕しました。

どうぞよろしくお願いいたします。

②候補者同士の討論
第一テーマ 政権公約の柱

「石原さん、自分のつくったものを子どもや孫
に食べさせられない、食べさせることができない、
そんな悲しみ、わかりますか」。私は立ちすくみ、
手を握り、お見舞いを申しあげるばかりでした。
かつて訪ねたその道の駅、地域の農産物が山の
ように積まれ、多くの観光客が訪ねていた、その
景色は、実はなかった。あの震災の後、国民の多
くは、都会に暮らしていようが、地方に暮らして
いようが、ふるさとということを強く意識したと
思います。そのふるさとを守る、そしてこの国を

司会 それでは、候補者同士の討論に入ります。
5 人の候補者の考え方、似通っていて、違いがわ
かりにくいという声も聞きます。そこで、最初の
テーマは、政権奪還を目指して、次の衆議院選挙
の政権公約の柱に何を据えるのか、それぞれの皆
さんの考え方、違いもあるのではないかと思いま
す。
質問の順番は、ここはお一人ずれて、石破さん
からになります。石破さん、どなたに質問をする
のかを示したうえでご質問をお願いしたいと思
います。
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石破⇒石原「尖閣
だ」

仕掛けたのは向こう

うな外交的な姿が全くみられなかった。間違った
メッセージを発した。事前に外交的な努力がなか
った、という意味でこの言葉を使わせていただい
たところであります。

石破 それでは、石原さんにお尋ねをいたした
いと思います。
外交・安全保障、これは大勢が関心を持ってい
るテーマであります。ぜひ石原さんの考えをお示
しをいただきたいのですが、尖閣の国有化をめぐ
って、「虎の尾を踏んだ」というお話を何度かな
さいました。「虎」というのは中国のことでしょ
う。しかし、香港の活動家がやってきて不法上陸
をする。それは、仕掛けてきたのは向こうだと思
うのです。私は、日本の固有の領土である尖閣、
そこにおいて、実効支配をきちんと高める。そし
て、来ることができないような拒否的抑止力を高
める、それは日本国としてやっていかねばならな
いことだと思っています。尖閣を国有化する、そ
して、そこにおいてきちんとした実効支配を高め
ていく、それは、日本国は日本国としてやってい
くべきことではないだろうか。そして、法律を整
え、装備を整え、運用を整え、抑止力というのは
向こうにきちんとしたメッセージを発して初め
て確保できるものだと私は考えております。

町村⇒石破「国土強靭化が必要だ」
司会
す。
町村

では、石破さんにお願いいたします。

石破さんは政調会長を長くおやりになったか
ら、政策万般には通じておられることはよく知っ
ております。私も石破政調会長のもとで昨年の補
正予算、7 月、我が党ならば十数兆円規模の第二
次補正を出すぞということで、私は責任者で取り
まとめをしました。それに対する民主党の答えは、
1 兆だか 2 兆だか、
まことに寂しいものであって、
不満ではあったけれども、賛成をした記憶があり
ます。
さて、私は今回の総裁選挙に当たって、もちろ
ん東日本大震災関連が一番バッターであります
が、その次に、2 番バッターで、私はやっぱり経
済が極めて重要だと、内需をいかに伸ばすか、外
需をいかに取り込むか、というようなこと。内需
の関係でいうと、私は、国土強靱化、その中身は
いろいろあるにしても、これはやっぱり大きな政
府の、いままでやっている公共投資の 1 つの集約
された形での強靱化対策というものが必要だと
思います。

尖閣の国有化、そしてまた今後の日中関係、ど
のようにお考えか、ご教示をいただきたいと思い
ます。
石原

それでは、町村さん、質問をお願いしま

石破さん、ありがとうございます。

この問題、根本的なことをお話しをさせていた
だくならば、尖閣の実効支配を強めていくという
立場に何ら変わりはありません。

もう 1 つ、エネルギーの安定供給である。ある
いは研究開発投資、これは官民を挙げてやってい
く。こういう、いわば経済発展のインフラ的部分
もしっかり取り組んでいく必要があると思いま
すが、石破さんの経済対策、経済政策のポイント
を教えていただければと思います。

なぜならば、日本固有の領土であるということ
は、歴史が明確に示しているからであります。沖
縄返還のときに尖閣諸島は含まれていた、また米
軍の射爆場として 1970 年代まで使われていた、
こういう史実を日本は世界の国々に対して発信
していかなければならないと思います。石破さん
の考えのとおり、この領土をしっかり守るという
ことが基本であります。

石破 いま町村さんのおっしゃったことは、す
べてそのとおりです。それをどのようにやってい
くかという具体策を 1 つ 1 つ示していく。そして、
それによってどれぐらいＧＤＰの上昇に寄与す
るのか、ということもきちんとお示しをしていか
なければいけません。

それでは、なぜ私が「虎の尾を踏んだ」という
発言をしたのかということでございます。すなわ
ち、中国は、町に行けば、都市を訪ねれば、私た
ちの西洋型民主主義、すなわち議会制民主主義と
自由主義経済の国と何ら変わりはありませんけ
れども、政治の統治機構は共産党の一党独裁、支
配であります。その中国にとって、国がこの尖閣
諸島を買うということのメッセージを日本政府
は明確に事前に伝えていなかった。国が買うこと
によって、どうどうどういうふうにするというよ

国土強靱化というのは、いままでのような公共
事業、船が来ない港とか、車が走らない高速道路
とか、そんなものではありません。首都直下型も
東南海も、必ず来るのです。いま投資することで、
将来、こんなにも損害が少なくて済むよ、という
ことを示してやっていかなければいけませんし、
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そこにおいて有効な雇用というものも創出をし
ていかなければなりません。
日本の製品が世界で力を持つように、安くて、
丈夫で、そして使いやすいもの、そういうものを
つくっていかなければ、国際社会で勝ち残れない。
そういうものをつくるための研究開発の減税も
当然必要なことであります。そしてまた、新しい
産業というものを創出もしなければいけない。
そして、国民の個人金融資産というのは 1,400
兆円あります。これをどう使うかです。90 歳で
亡くなる。相続する方は 60 歳。それがそのまま
移転しただけではだめで、どうやってこの相続を
もっともっと簡便にしていくか。そして、相続さ
れたお金をどう有効に使うか。ありとあらゆる方
策を総動員する、それが私の考えであります。

石原さん。

石原

ありがとうございます。

林

石原さん、ありがとうございました。

まず、物価目標ですが、ＦＲＢとＥＣＢ、すで
に 2％の物価目標を定めております。日本のよう
に、デフレに入る前にやらなきゃいけない、入っ
た我々よりも高い目標をそれぞれ決めておりま
す。
翻って、我が国はやっと 2 月 14 日に 1％の物
価のめど、英語ではゴールですが、足らないと思
います。石原さんがおっしゃるように、せめてＥ
ＣＢ、ＦＲＢ並びの 2％、パーにしておかなけれ
ば、円高容認というメッセージを出してしまうと
いうことと、「政策を変えていないんです」とい
う会見をしてしまう総裁、それではメッセージが
市場に伝わらない、こういうふうに思っておりま
す。

石原⇒林「物価目標１％は低い」
司会

すけれども、つくるべきだというのが私の考えな
んですけれども、経済政策に対しての林候補のお
考えを聞かせてください。

有効需要をつくるための強靭化、必要なことだ
と思います。何か消費税を上げて全部こっちに持
ってくるんじゃないかとよく言われるんですが、
例えば牛丼屋と病院と両方経営している企業が
あって、病院のほう、やっと値上げができました、
社会保障の費用がこれで出せます、そうしたら、
いままで待っていた牛丼屋のほうの雨漏り対策
とか、防潮堤をしないと、海辺に建っていますか
ら、つぶれちゃうんです。新しいメニューの追加
もしなきゃいけない。そういう成長の考え方に立
つか、全部借金返しに回すか、この選択だと思っ
ております。

私は、経済政策について、林さんに、まずお聞
かせ願いたいと思います
経済再生の明確な目的、すなわち物価目標の設
定。日銀はこの春、1％ということを決定しまし
たけれども、私、これは低いと思います。
そして、もう 1 つ大切なことは、金融緩和。そ
れだけでも足りません。有効需要の創出。有効需
要の創出の中に、国を強く、しなやかにという国
土強靱化、これは防災に対する備えであります。
東京で、一部試算が出ました。20 兆円の投資
で 400 兆円の資産を守ることができる。私、決し
てこれは無駄だとは思いません。東南海、南海。

円高については、私はさらに踏み込んで、変動
相場制、このままで本当にいいんだろうか。その
見直しまで踏み込んできちっと議論して、マクロ
強調の枠組み、中国を入れた日米欧中でつくって
いく、これをやっていく必要があると思っていま
す。

先日、私の友人が大変おもしろい話を聞かせて
くれました。浜松で、一企業が 300 億円のお金を
キャッシュで出しますから、県が決めている防潮
堤の高さを 10ｍかさ上げしてください。そこに
基幹工場があるそうであります。こういう動きも
民間から出てきている。これは非常に大切なこと
だと思います。

林⇒町村「科学技術にもっと投資を」

林候補も、ＧＤＰではない、ＧＮＩだ、ＧＮＩ
の最大化ということを言われております。私も同
感であります。そして、もう 1 つ言わせていだく
ならば、成長するアジアの需要をどうやって日本
に取り込むか、これは円高が 1 つのネックですよ
ね。そして、日本の外貨準備を使って、日本から
アジアに進出する企業に対しての融資、あるいは
アジアから日本に入ってくる企業への融資、こう
いう投資庁的なもの、総理ファンドでもいいんで

司会 それでは、林さん、質問のほうをどなた
にされるかを。
林 町村さんにお聞きしたいと思いますが、科
学技術が経済の成長にとって大事である。アジア
の成長を取り込む、いま石原さんにおっしゃって
いただきました。そして、大量生産、大量消費型
から、少量生産、高付加価値型に日本を変えてい
くところに来ている。このためには、科学技術に
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どんどん投資をして、世界で 2 番目でいいなんて
いうことは、我々は決して口が裂けても言っては
いけないと思います。
そういった意味で、科学技術政策の司令塔、総
合科学技術会議というのをつくったんですが、Ｓ、
Ａ、Ｂ、Ｃをつけて予算の配分もやるということ
になっていたんですけれども、何かガラッと変わ
るところがないんですね。この科学技術の政策の
司令塔である総合科学技術会議、問題があるとす
れば、どこにあって、どういうふうに変えていけ
ばいいとお考えか、これをお尋ねしたいと思いま
す。
町村

林さん、どうもありがとうございます。

総合科学技術会議、ここのメンバーをみると、
大変立派な科学者たちが並んでいただいており
まして、私もその会議に官房長官のときなど、何
度か出た記憶があります。すばらしい議論があり
ます。なるほどな、と思うこともあります。
ただ、それが何となく国全体の科学技術政策を
左右する、動かすところに来ていない。何か欠陥
があるだろうというご指摘は、実は私も当時から
抱いておりました。どうしたらいいだろうか。い
ろんな方々の意見を聞きました。
1 つは、予算配分が彼らが順位をつけるんです
けれども、実際、最後はやっぱり主計局が決める
んですね。枠がこれしかないから、そんなこと言
ったって……、というような制約があったり、そ
れから、この科学技術の、「はやぶさ」のこれが
重要か、あるいはスーパーコンピュータが重要か、
どっちが重要ですか、それを判断するのが総合科
学技術会議だといえばそれまでですが、実はなか
なかいわく言いがたく難しいところがある。
したがって、だれか横でスーパーマンみたいな
人がパッと決めればいいのかもしれません。した
がって、言うべくして難しいんだろうと思います。
ただ、では、いまの総合科学技術会議でいいかと
いえば、やっぱりまずいのであって、やっぱりも
う一度林先生のような明敏な頭脳の方がこの技
術会議のあり方をしっかり検討していただき、私
もそのお手伝いはしたい、こう思っております。

安倍⇒石原「デフレ脱却に金融緩和を」
司会

では、安倍さん、質問をお願いします。

安倍 それでは、石原幹事長にお伺いをしたい
と思います。

は全員同じ考え方であります。伸びていく社会保
障給付費に対応するために消費税を上げていく
という判断をしました。しかし、地方も含めて全
国を覆っているのは、何となく暗いという雰囲気
なんですね。中小零細企業は、果たしてこのまま
日本に残っていくことができるだろうか。それは
やはりデフレがずうっと続いている。デフレは、
物の値段が下がっていく以上に収入が下がって
いきます。だからこそ将来に希望が持てないし、
企業は投資をしようとしていない。
1997 年に、消費税を我々は 3 から 5 に上げま
した。あのとき 54 兆円だった税収は、次の年、
もちろんアジアの経済危機というのがあったん
ですが、ぐんと落ちてしまったということがあり
ます。
ですから、まさにやるべきことは、デフレから
脱却をしていく。そのために、思い切った金融緩
和をしていく必要がありますね。果たしてちゃん
と日銀が物価目標を 2％、3％と定めてくれるか
どうかということがあります。日本銀行法を改正
するかどうかという点と、マクロ協調という話が
先ほど林さんからありました。いま、世界各国は
自国の通貨をどんどん刷って、経済を支えて、そ
して自国の通貨を安くして、国際競争力をふやし
ている。それは確かに不健全なんですが、日本も
それに対抗する中において、これはやっぱりやめ
ようよということにしながらマクロ協調してい
くという方法もあるのではないか。そのことも含
めて、来年、もし名目経済が実質経済と逆転した
ままでも消費税を上げるかどうかということを
お伺いしたいと思います。
石原

安倍さん、ありがとうございます。

いまご指摘になったデフレ、円高デフレ、これ
はコインの裏表だと思います。先ほども林さんと
議論になった。アジアの成長を日本が取り入れる。
日本は少子高齢化で、消費も投資も弱い。その弊
害になっているのが円高ですよね。そして、円高
といってもアメリカに対しての円高ではなくて、
新興国の台湾、中国、韓国といった通貨、新興国
が経済成長すれば、円に対して上昇していかなけ
ればならないものが、ドルとリンクしていること
によって外貨安につながる。これを克服していく
ということが、この円高問題の本質であって、2％
の実質成長を目指すにはこの手が必要ですし、も
う 1 つ、雇用。
いま失業率が 4％台の中ごろですけれども、4％
を切って初めて、どんな経済指標をみましても、

我々は、3 党合意を実行していくということで
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いかと思います。

ＣＰＩが上がるようになる。
そして、
失業率が 3％
を切ったときに初めてまた実質 1％のインフレに
なってくる。こういうことを行っていけば、私は、
2014 年の 4 月、8％に消費税を上げることは可能
だと思いますが、安倍さんのご指摘のとおり、こ
ういう施策をやっていかないと、この先行きとい
うものは非常に不安定である。そこが私たちに課
せられた 1 つの命題だと思っています。

そういう意味で、すべてが「維新」の政策がい
いとは思いませんが、安倍さんの教育問題につい
てのお考えを聞かせていただければと思います。
安倍

ありがとうございます。

改正した教育基本法は、全面的な書きかえでし
た。この原案については町村先生も原案づくりに
参加をしていただいたと思っております。新しい
教育基本法には、教育の目標をくっきりと書いた
んです。道徳心を培う。公共の精神。日本の伝統
と文化を尊重する。郷土愛。そして愛国心。また、
第一義的には家庭が教育の責任を持っています
よ、ということを書き込んでいきました。これに
のっとって学習指導要領ができて、教科書が登場
するはずでありました。

②候補者同士の討論
第二テーマ 最も重視する問題
司会 それでは、2 つ目のテーマに移ります。
内政、外交ともに非常にたくさんの課題を抱えて
います。その中で最も重視する問題について、内
政、外交、どちらでも結構ですので、取り上げて
いただきます。取り上げるテーマ、問題は各候補
者、自由に選ぶ形にします。

しかし、教育委員会によって、この教科書採択
が決定されますが、この教育委員会は、常勤の
方々によって構成されているわけではありませ
ん。なるほど立派な方が多いんですが、しかし、
常勤でない方が大変な仕事を背負っているがた
め、事実上、教育長事務局が用意する資料によっ
ていろんなことが決まっているのも事実です。

質問の順番が、さらにお一人ずれまして、町村
さんから質問をお願いします。どうぞ。

町村⇒安倍「教育委員会はいい制度」
町村 それでは、安倍さんに教育問題で少し質
問をさせていただきます。

学校でいじめの問題がありましたね。でも、あ
れは現場なのか、首長なのか、教育委員会なのか。
教育委員会は、やっぱり責任が大きいんですね。
そこで、いま自由民主党でつくっている原案の 1
つとしては、教育委員会をなくすということでは
なくて、教育委員会は諮問機関にしましょう、そ
して、責任者はやっぱり教育長です。教育長は首
長が指名します。首長は選挙において、こういう
教育をやっていくということを市民に約束をし、
そして教育長を通じ、諮問機関の教育委員会と相
談しながら実行していく。責任が明確となり、民
意との関係もはっきりしてくるのではないか、こ
のように思います。

教育はいま、そんなに緊急の課題かというふう
に言われる方がいらっしゃるかもしれませんが、
私ども自由民主党にとって、教育問題というのは
常に最重要課題だ、こう私は思い、今日までずっ
と教育問題に取り組んできました。ちゃんとした
成果を上げられたかどうか、非常に反省すること
も多々あります。
そういう中で、安倍内閣のときに教育基本法を
戦後初めて改正し、あと残る法律は憲法だけ、と
いうところまで来ているわけでありますが、これ
は安倍内閣の功績であり、私も長年、初当選以来、
ずうっと教育基本法の改正には携わってまいり
ましたので、非常によかったと思います。

石原⇒町村「60 万人の新しい雇用を」

これを具体化すると、こういう中で、昨今、
「維
新」の関係で、安倍さんは、
「維新」の教育方針、
いいじゃないか、という非常に肯定的な発言をし
ておられる。確かに、教職員組合のあまりにも横
暴な政治活動の横行、こういうのはまことによろ
しくないし、基本法の精神にも反していると思い
ますが、他方、教育委員会を廃止とまで言ってい
ます。是非の両論はあると思いますが、私は政治
的中立性を担保するという意味で、教育委員会の
運用は直すけれども、制度としてはいいんじゃな

司会

では、続いて石原さん、お願いします。

石原 町村さんは外交の専門家なんですけれ
ども、内政のことを聞かせてください。
「凛とした国」ということを言われている。私
は「真っ直ぐな国」。心を 1 つにして老壮青が団
結しなかったら、この国の将来はないと思ってい
ます。若い人が年配の方々に「年金保険料を払わ
ないよ。勝手にやれ」、あるいは先輩方が「おい、
若い者、もっと保険料を払え」、これではこの国
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自助プラス共助の考え方のベストミックスが必
要だろうと思います。

は成り立ちません。やっぱりそこで必要なのは、
若い方々の不安というのは、私は保険料を払いた
い、しかし将来自分に戻ってくるのかどうなんだ
ろうか、この不安を払拭する必要があると思うん
ですね。その点について、どう考えられるか。

林⇒安倍「消費税上げないとどうなる」
司会

2 問目。先ほど、安倍さんの質問で、私、失業
率を低下させなければ経済成長はなかなか難し
いし、ＣＰＩの上昇も見受けられない、こういう
話をしました。いま就業者数を、ざっくり言って
6,000 万人として、その 1％に当たる 60 万人ぐら
いの新しい働き口、雇用というものを、私たち政
権を復帰したら用意する。これはどんな分野でも
いいです。農産業でもいいです。介護でもいいで
す。社会保障、いろいろな分野、そういうことを
やっていかなければならないと私は思いますけ
れども、ここは経済の専門家である町村さんの雇
用創出の見識をぜひ聞かせていただきたいと思
います。

では、林さん、質問をお願いします。

林 安倍さんにお聞きしたいと思います。安倍
さんにお聞きするというと、「帰って山口県でや
ればいいじゃないか」と言われそうなんですけれ
ども、せっかくでございますので、お聞きしたい
と思います。
さっき、インフレ、デフレの話がございました。
私、宮澤大蔵大臣のもとで政務次官のときに、例
の政策決定会合によって、ずうっと速水総裁の隣
に座っていて、やっぱり日銀に長く勤めている人
は、ずうっとインフレと闘ってきているから、デ
フレを退治するという感覚が、インフレに対して
の感覚より薄いなあ、こういう印象を持ったこと
があるんですね。
それのときよりは大分変わってきて、先ほどの
物価目標のめどまでは来たんですが、さらにもっ
と残存期間を長くして、国債の残高をもっと持つ
ようにするとか、さらに我々は外債の提案もして
いこうということになっておりますが、こういう
ことを全部やっていただいて、しかし、不幸にも
この民主党政権がずうっと続いてしまって、来年、
まだ実質と名目が逆転しなかった場合に、もし消
費税を上げないという決断をした場合、プライマ
リーバランス、2015 年、2020 年、それぞれ半減
と達成という目標を立てていますが、これがどう
なるのか。達成ということになって、消費税なし
にすると、かなりいろんな歳出削減ということに
なってくる可能性もありますけれども、この辺、
安倍さん、どういうふうにお考えになっているか。

町村 いま石原さんから 2 つのことの問い合
わせがありました。雇用からまずお答えします。
経済政策というのは、とどのつまりは、いかに
働く場所をふやすか、雇用の問題に帰着する、こ
う私は考えます。でありますから、いくら立派な
政策でも、それで雇用がどんどん減っていくとい
うことになるのであれば、それはあまり意味のな
い経済政策ということになるんだろうと思いま
す。
いま、盛んに雇用がふえるのはどこか。介護の
現場、医療の現場と言われます。確かにそこで人
手不足がある。ただ、お給料が低い、したがって、
ちょっと働いてもすぐやめてしまうという人が
非常に多いんですね。ですから、私どもは、月 1
万 5,000 円という形で一時的にお給料をふやし
てやりましたけれども、これはあくまでも暫定措
置なんです。やっぱり制度として、この方々への
お給料を、賃金水準を上げるということは、当面、
確かに雇用対策としては重要です。
ただ、これら医療とか介護というのは、やっぱ
り保険料と税金で、あと自己負担分もありますが、
賄われているものですから、そんなにそこで大き
く伸びるかというと、いささかの疑問があります。
ですから、やっぱり本筋は、民間の企業が女性
や若者をどんどん雇う。そういう人たちにもっと
雇ってもらうために必要な助成をしていく、助け
ていくということかと思います。
若者と高齢者の関係、非常に意識の面から言っ
ても重要であります。お互いに助け合う。そこは
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安倍 ちょうど林先生が政策決定会合に出た
あのとき、私、官房副長官でして、森政権、ゼロ
金利から離脱するのはやめてもらいたいという
話をしました。2006 年、私、官房長官で、量的
緩和をやめよう、そのときも、日銀にそれはやめ
てもらいたいと。2 つとも間違った判断だったん
だろうと思うんですね。
そこで、我々は、税率をふやすのは、あくまで
も税収をふやすためであります。名目ＧＤＰがふ
えていかないとなかなか税収は、この 20 年間を
みてきて、ずっとふえていかない。しかし、もち
ろんベースの税率、消費税を 5 から 10 に上げて
いく、私ももちろん賛成です。でも、それは、時
期を間違えると、結果として経済の腰を折ってし

石破

まう。1997 年のことを反省しなければならない
のだろうと思います。

はい、ありがとうございます。

基本的な認識は、私は安倍さんと全く同様であ
ります。

私が総理の時代、名目ＧＤＰは 513 兆円ありま
した。いまは 470 兆円台ですね。ですから、税収
は 51 兆円あった。しかし、歳出は 81 兆円に抑え
たから、プライマリーバランスは 6 兆円まで圧縮
しました。いまは 30 兆円を超えています。だか
ら、税金を上げなくていいということを私は全く
言ってはいません。しかし、デフレがずうっとい
まと同じように続いているままであれば、やはり
判断はしなければならない、つまり、私は、上げ
るべきではない。だから、ちゃんと上げられるよ
うにこれから努力をしていくということが極め
て重要だろうと思います。

何よりもかによりも、いまアメリカと日本で共
同開発をしている迎撃ミサイルは、アメリカ合衆
国まで飛んでいくミサイルを撃ち落とすことが
できる、そういう能力を持ったミサイルを開発中
であって、それができたときに、明らかにアメリ
カに向かって飛んでいっている、落とす能力もあ
る、落とさなかった、アメリカで何万人と死んだ、
本当にそんなことがあっていいのかということ
であります。

あともう一点、経済財政諮問会議のようなもの
をなくしてしまいました。日銀と政府との対話、
これはしょっちゅうやっていました、自民党政権
時代に。これがなくなっているのも大きな問題で
はないのかなと思います。

安倍⇒石破「集団的自衛権の行使をどう
認めるか」
司会 それでは、安倍さん、質問のほうをお願
いします。
安倍 それでは、集団的自衛権の行使について、
石破茂さんに質問させていただきたいと思いま
す。
石破さんも私も、従来から、集団的自衛権の行
使は認めるべきだ、こう申しあげてきました。そ
こで、石破さんに質問なんですが、安倍政権時代
に 4 分類について、集団的自衛権の行使だけでは
なくて、海外での武器使用等も含めて、ミサイル
防衛について、アメリカに飛んでいくミサイルも
撃ち落とすのか、あるいは艦船が一緒に並んで航
行しているときに、アメリカの船が攻撃をされた
ら、日本の船は助けるのか。あるいは、駆けつけ
警護をするのかどうか、そしてまた一体化の問題、
これらは解釈を変更すべきだという論理的な結
論を得ました。
私は、基本的に、このことを閣議決定して後に、
石破さんたちが進めてこられました基本法を通
していくということになるのかなと思うんです
が、石破先生は、この 4 分類の関係、そして、あ
るいは先に基本法を通さなければならないと考
えておられるのかどうか、ということについてお
話を伺いたいと思います。
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安倍政権のもとでできた 4 分類、これをまず行
使可能にするやり方が最も手っ取り早い、それは
そのとおりです。しかし、その 4 分類に限らず日
米の同盟を進化させる、抑止力をもっと持つとい
うことであれば、文民統制をきちんときかせた法
律をきちんと通すこと、そのことが必要なはずで
す。
憲法の解釈は変えません。必要最小限という中
に集団的自衛権の行使といわれているものも入
るものがある。いまの 4 類型のほかにもあるかも
しれない。それは行使するときには必ず国会の事
前承認をとるということです。文民統制を強化す
るということです。そういう形で、安倍候補のお
っしゃるところの 4 分類、それを先にやりましょ
う、そしてまた法律を通しましょう、そういうや
り方は十分ある。議論をしているのではなく、1
つ 1 つ実行に移すこと、それをスピーディーにや
ることが肝要である、私はそう考えます。

石破⇒町村「困っている人にふさわしい
社会保障は」
司会 それでは、石破さん、質問のほうをお願
いします。
石破

はい、ありがとうございます。

それでは、町村さんに社会保障についてお伺い
をいたします。社会保障・税との一体改革と言わ
れます。さあ、社会保障をどうするかはこれから
の課題だと言われています。早急に結論を出さな
ければいけません。では、社会保障の効率化とい
う言葉は、気をつけて使わなければいけないと思
っています。
例えば年金の支給開始年齢をおくらせる、1 つ
の考え方でしょう。ジェネリックス医薬品を普及
させる、1 つの考え方だと思います。しかし、そ
れと同時にというよりも、それよりもと言ったほ

介護をこうしますよ、というベスト最適解が、本
当に頭の中で考えればあるけれども、現実、それ
はなかなか難しいのではないかなと思います。し
かし、十分探求する価値のあるご提案だと私は思
っております。

うがいいでしょうか、医療・年金・介護、それが
みんな縦割りになっています。例えば「お金はあ
るんだ、だけど体が不自由だ」という人、逆に「お
金はないけど、体は元気だよ」という人、
「年金、
こんなに要らない、でも、介護をもっときちんと
してね」、その逆もあるかもしれない。その人に
最もふさわしい社会保障の姿ということが選べ
るようにしていくということは非常に大事では
ないか、私はそう思うんです。

司会 各候補の皆さん、ご協力ありがとうござ
いました。
第 1 部は、以上です。

もう 1 つは、医療にしても介護にしてもそうで
すが、保険というからには、リスクが回避できな
かった人に厚くしなければいけない。回避できた
人も、できなかった人も一緒であれば、それはも
う保険ではなくて贈与です。困っている人にきち
んと厚く、そして、その困っている人に一番ふさ
わしい社会保障、それが社会保障の改革の本質だ
と思っています。

第二部 代表質問
①谷垣総裁不出馬
総合司会（小栗） それでは、続きまして、第
2 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。

お考えをどうぞお教えいただきたいと思いま
す。

候補者の皆さんからみて左から、実哲也さん。
倉重篤郎さん。橋本五郎さん。星浩さんです。

町村 ただいま石破さんから、社会保障の極め
て本質的、かつ重要な問題点について、ご提起を
いただきました。

第 2 部では、質問に対するお答えは、原則、1
分以内でお願いいたします。ランプが点滅しまし
たら、そこで発言を締めくくるよう、お願いいた
します。

効率化というと、何か非常にぶった切るぞみた
いなニュアンスが出ますから、慎重に使えという
のはそのとおりだろうと思います。ただ、毎年 1
兆円ずつふえていくことについて、黙ってみてい
ていいのか。小泉内閣のときに、1 兆円ずつふえ
るのを、2,200 億減らすのでどれだけ大変だった
ことか。あの経験に鑑みると、効率化というのは
本当に難しい話です。

質問によりましては「イエス」、「ノー」でお
答えいただくような場合もあると思います。限ら
れた時間を有効に使うためですので、ご理解いた
だきたいと思います。
それでは、代表質問をお願いいたします。

質問「なぜ谷垣さんはだめで、自分が
出るのか」

しかし、どう考えても寿命がこれだけ延びてい
るときに、65 歳でとめていいのか。いま欧米の
ほうは、みんな 68 とか 70 になっています。だっ
て、日本は世界一寿命が長いんですから、私はそ
ういう意味で、これは真っ当なこととして、いま
は 65 に向かって走っている最中だからいいんで
すが、その先の話を避けて通ることは許されない
だろう、こう思っております。

橋本五郎 それでは、最初に基本的なところを
お伺いしたいと思います。これは 5 人の方にお伺
いします。

そのうえで、いま、縦割りの医療・年金・介護
は、3 つに分かれていていいのか。本人にとって
一番何がいいサービスなのか、そういうサービス
の形態は確かに考えられるし、そういう新しい仕
組みをつくるという斬新なお考えは、確かに関係
者で持っていることは事実です。そのためには、
きちんとした情報管理、一人一人の情報管理がで
きていないと、それはできません。
しかし、究極のところ、あなたの年金と医療と
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“勝ち負けは兵家の常”であります。いま、こ
こに現職の総裁がいない。なぜいないか。強く再
選を思いながら、いない。それは、問責決議とい
う自己否定するような決議に賛成した、その責任
も問われた。と同時に、それは皆さんが出たから
出られなかったとも言えるんですね。
ところが、きのうもそうでした。谷垣総裁に対
して大変な敬意を表している。万感の思いで「よ
く頑張った」とおっしゃっている。ならば、なぜ
この人はだめで、自分は出るのか、なぜ谷垣さん
だったらだめだったのか、そのところをちょっと
明確にしてほしい。

それから、現職総裁が無念にも総裁として退場
せざるを得ない、それに対して、センチなことは
言いませんけれども、うーん、大変だったなあと、
まあ、私に言わせれば、一筋の涙を流したのか、
そのことをお聞きしたい。順々に安倍さんからお
願いします。

安倍「私は保守的、谷垣さんは少しリベ
ラル」
安倍 谷垣さんの人格については、批判する人
はおそらくだれもいないんだろうと思います。谷
垣さんの人格があったからこそ、この苦しい 3 年
間、自由民主党は 1 つにまとまってきた。だから、
敬意を表したわけであります。
しかし、自民党時代も、現職の総裁が出ても、
何人もチャレンジャーが出ました。ですから、自
民党はそうやって切磋琢磨してきた。その中で勝
った人のもとに結集するわけであります。私と谷
垣さん、基本的に領土・領海あるいは外交・安全
保障政策については、私は基本的に保守的な立場
であり、谷垣さんは少しリベラルなのかなと思い
ます。つまり、路線の違い。私は戦後レジームか
ら脱却するという大きなテーマ、そこでは谷垣さ
んとはなかなか一緒ではなかった、ということも
ありました。

石破「私が出たからおやめになったので
はない」
橋本

はい、石破さん。

石破 私は、谷垣さんのもとで 2 年、政調会長
を務めました。震災からの復興の法律、あるいは
予算、思いどおりにやらせていただきました。私
のライフワークである集団的自衛権行使を可能
とする、この国家安全保障基本法、これも党の決
定をみさせていただいた。消費税を上げるという
公約も決めていただいた。私はいい仕事をさせて
いただいたと思って、本当に感謝をしています。
いま私がなぜ出るかといえば、冒頭申しあげた
ように、国難の時期である、危機管理の時期であ
る、それは内閣総理大臣が管理をしなければなら
ないことがあるということで、谷垣さんの人柄や
政策を否定するものでは全くありません。私が出
たから谷垣総裁がおやめになった、そんなことだ
とは全く思っておりませんで、そのようにも報道
されていないと承知をいたしております。

うのが本当の気持ちでした。3 年前に下野したと
きも、私は出ろということで多くの方たらお勧め
をいただきました。なぜ出なったか。それはもう、
お金もない、ポストもない、権力もない自由民主
党、それを再生していくのは、切実な人柄、そし
てまじめな政策、それしかないと思ったからです。
火中の栗を拾っていただき、自民党をここまでお
支えいただいた、そのことについては、本当にう
そ掛け値なしで万感な思いがいたしております。

町村「自民党の支持は３年間、回復しな
かった」
橋本

町村さん。

町村 10 日ほど前の夜でしたでしょうか。私
は谷垣さんとお目にかかりました。ゆっくり 2 時
間以上話をしました。そして、別れるときに、
「お
互い頑張ろう」と言って握手をしました。その方
がおやめになるという話を聞いて、私も実は唖然
といたしました。どうして？ という思いが大変
ありました。ですから、いわばお互いに総裁選挙
を戦うものなんだ、こう思っていたわけです。ど
ういう事情でおやめになったか、記者会見を聞い
ても、必ずしも私もよくわからないところがあり
ました。ですから、本来であれば谷垣さんがここ
にいてしかるべきだし、またそれだけの働きもさ
れたと思います。
では、何でおまえが出るんだという、今度は逆
の問いになってくるのかもしれません。私はさっ
き申しあげたように、さまざまな経験を積んで、
いまこそ自分が立つべき時である、こう思ったわ
けでありますが、やっぱり自民党の問題、谷垣さ
んは本当にお人柄で一生懸命なさったけれども、
残念ながら、自民党の支持がこの 3 年間回復して
こなかった。信頼もあまり回復してこなかった。
結局、自民党は随分政策提言をしたけれども、批
判だけの政党だ、こう思われてしまった。そのイ
メージがあまりにも自民党に、あるいは恐縮だけ
れども、谷垣さん一人に負わせるわけではないが、
イメージがつき過ぎてしまった、これを変える必
要がある、こう考えたからであります。

林「組織の長が責任をとる」
橋本 ちょっと石原さんには最後にお聞きし
ます。林さん。
林 はい、ありがとうございます。
出たから出れなかったというのは、私にも当て
はまらないかな、こういうふうに思っております。

谷垣さんが立候補されないということを聞い
て、私は「本当にありがとうございました」と言

12

推薦人も、あと何人か、66 人ですか、残ってお
られますから、私も記者会見のニュースの前、直
前まで、谷垣総裁も出馬されるものだというふう
に信じておりました。
3 年間、大変お世話になりました。いまお話が
あったように、結果として発信力、機動力という
ものが十分でなくて、我々、一生懸命いい政策を
つくっても、なかなか伝わっていかない。自民党、
一体何をやっているんだ、足を引っ張ってばっか
りじゃないか、という声をよく聞きました。した
がって、これは谷垣さん個人の責任ではありませ
ん。しかし、組織の長としては、長が責任をとる
べきだ、こういうふうに思っています。

石原「強いリーダーとして谷垣総裁を売
り出せなかった責任を感じる」

の辺で本気で気合いを入れなきゃ日本は沈没す
るぞ、そういう強い危機感、東日本の震災の地を
歩いても、あるいは発生する周辺諸国の我が国に
対する主権の侵害、こんなことはなかった。こん
なときに私は、これは先頭に立ってやらせていた
だきたい、そういうある意味での政治家としての
使命感がふつふつとわいてきたからこそ、総裁に
はっきりと「やらせてください。ここはひとつ私
にやらせてください」、こういうふうに申しあげ
たわけであります。
橋本 谷垣さんよりははるかに自分がやった
ほうがいいということなんですね。
石原 この危機意識をどう受けとめるか、そこ
の違いだけだと思います。

②個別の質問

橋本 最後に、石原さんに、質問をもう少しつ
け加えるんですけれども、問責決議に賛成したの
は非常に決定的になったと思うんですね。しかし、
それは石原さんが幹事長として、これは大変な責
任のある立場で賛成したことですね。であるなら
ば、それで総裁に責任があるというならば、幹事
長は、ある意味では、日常的な決定は幹事長がや
るわけですから、あるいはもっと責任があるのか
もしれない、ということになる。その石原さんが、
お二人で調整しようとなさったらしいんですけ
れども、それがこういう形で、結果的に不出馬せ
ざるを得ないという状況になる。そうすると、こ
ういう姿はいかがなものか、こういう意見もあり
ます。それに対してはどうお答えになりますか。
石原 私、3 年間、実は谷垣さんに仕えてきま
した。こんなに身近で谷垣さんと一緒に仕事をし
たのは、実はこの二十数年間の政治家人生の中で
初めてです。そんな中で、谷垣さんのお人柄、誠
実さ、ある意味では実直過ぎる政治姿勢、私は好
きです。すごい好き。また、私の性格も、総裁は
多分好きなんでしょう。そうじゃなかったら、続
けて幹事長をやれとは言わないと思います。そし
て、こんなことになっても、私は谷垣さんのこと
を尊敬していますし、非常に漢文の素養があった
り、文化的な素養があったり、またその一方で、
すごいアスリートなんですね。私、反省するとす
るならば、そういう人を十分に売り出せなかった、
強いリーダーとしてアピールする谷垣総裁とい
うものを売り出せなかった責任というものは、本
当に強く感じています。
先ほど、冒頭の質問で私は申しました。いまこ
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星浩 一人一人、若干皮肉な質問にもなるかと
思いますが、お答えください。
石破さんにお伺いします。この 5 人の中では唯
一石破さんが経験されているのは、自民党を離れ
て戻られたということでありまして、我々、いま
でこそ自民党の顔の一人ということですが、我々
世代の記者からすると、やはりどうも出たり入っ
たりをしていたなあという印象が強いんですけ
れども、出た理由、戻った理由、それは自民党が
どういうふうにだめだったから出た、どういうふ
うに自民党がよくなかったから戻ったというこ
とがあると思うんですね。それと現在の自民党を
どういうふうにごらんになっているか、それにつ
いてお話をお聞かせください。

石破「政策は一回もぶれたことがない」
石破 私は当選 2 回のときに、宮澤内閣の不信
任案に賛成をいたしました。党の公認が得られず、
党籍は持っていましたが、無所属で立候補いたし
ました。
小選挙区比例代表並立制という選挙制度、何度
も自民党で討議決定したことです。国政選挙でも
問いました。それをやらないという内閣を私は信
任することができませんでした。その後、党籍を
持っていましたから、会派に戻りました。私は、
憲法改正、これが自民党の使命だと信じています。
立党の原点だと思っています。ですから、自民党
に戻りました。
しかし、その憲法改正を棚上げした。なぜ自民
党にいなければいけないのか、ということです。

政治家でいることは、何かをやる、そのための手
段です。新生党、新進党、当時のその党は、集団
的自衛権行使容認、それを掲げておりました。し
かし、総選挙のときに、随分議論もしましたが、
決定した政策は、集団的自衛権は、これを認めず、
消費税は 21 世紀まで 3％というものでした。自
分の考えと違う、その党の公約を掲げて出ること
は、私は有権者に対する背信行為だと思っていま
す。そのようなことは絶対にしてはならない。
星さんもご存じのとおり、私の政策は、一回も
変わったことがありません。一回もぶれたことが
ありません。それは私の誇りであり、政治家であ
る限り、それは持ち続けたいと思っています。

うと思います。そして、ずっと低迷し続ける経済
の状況があります。私は政権を担い、総理として
挫折も含めてさまざまなことを経験をしてきま
した。外交においては、私は中国に対して厳しい
ことを言い過ぎると言われ続けてきましたが、訪
中し、戦略的互恵関係、お互いに一致をしたわけ
であります。いまこそこの経験を生かして、難局
に立ち向かえとの同志の声にこたえる、私も本当
に悩んだんですが、最終的にはそう決断をいたし
ました。

町村「間違った世界に入ったかなと思う
ことがある」

安倍「挫折も含めた経験を生かす」
倉重篤郎 安倍さんが 5 年前に総理大臣をお
やめになったことを鮮明に記憶しております。臨
時国会を招集しておきながら、代表質問の前に、
結果的に病気を理由にいきなりおやめになった。
率直に言って、あのときは、安倍さんという政治
家はもう終わりじゃないかというふうに思いま
した。
そこで、いま、新薬が開発されてお元気になら
れたということ自体はすばらしいと思います。た
だし、通常であれば、閣僚を一回経験するとか、
党の要職をやってみるとか、ある意味ではならし
運転的なものをされて、国民にも健康が十分戻っ
てきたと、あるいはご本人も自信を持ったうえで
今回のような大きなポストに挑む戦いをされる
べきだったのではないかというふうに率直に思
っています。
そこで、今回、安倍さんがそういった形で、ま
あいろいろお悩みになったということだと思う
んですが、自制されなかった理由をお聞きしたい
んですが、その中に 1 つ、安倍さんだけがこの中
で、多分総理大臣経験者なんですね。総理大臣に
しかみえないこと、使命感その他、経験したこと、
できたことがあると思う。それを踏まえて、いま
の私の質問にお答え願えますか。
安倍 5 年前、皆様のご期待をいただきながら、
病気のためとはいえ、突然総理の職を辞する結果
になりました。国民の皆様におわびを申しあげな
ければなりません。この責任をどうとるか、私は
ずっと本当に考えてまいりました。
そんな中で昨年、東日本大震災が起こった。そ
して、いま日本の国境をめぐる状況、これぐらい
近隣諸国に侮られている時代はなかったんだろ
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星 町村さんにお伺いします。率直に申しあげ
まして、このキャリア、この政策の能力からみて、
ピカピカの自民党の政治家だと思いますが、なぜ
ここまで町村さんを総裁に押そうという動きが
なかったんでしょう。遅咲きにしてはちょっと遅
過ぎるんじゃないかな。何かリーダーとしての情
というのか、収らん術というのか、その辺に少し
欠けているものがあるのかどうなのか、ご自分は
どういうふうに評価されておりますか。
町村 まことに至らぬ人間でございますし、別
に謙遜して言っているのではなくて、本当にそう
思うことがあります。逆に、私はこの世界に入っ
てきて、もしかして間違った世界に入ったのかな
と、1 日に 1 回とは言いませんが、週に 1 度は思
うことがあります。本当にすばらしく、この世界
に生きるべくして、生まれるべくして（生まれた）、
そういう方々がいらっしゃいますよね。そういう
方々と比べると、私は確かに至らざる者であると
いうことは感じます。
しかし、そうは言っても、私、確かに“遅れて
きた青年”かもしれませんが、しかし、いまのこ
の国難とも言うべき日本の状況をみたときに、や
っぱりいまこそ私がこれまで積み上げてきた経
験を生かして、しっかりとした政治がやれるよう
に働いていくことがこれまでのご恩返しになる
のではないだろうか、こういう思いで今回立候補
したわけであります。

林「参院議員の首相を憲法は想定してい
る」
橋本 林さんにお伺いします。参議院議員とし
て総裁選に立候補するのは初めてのケースです
ね。それは理由があることであって、憲法では、
これは国会議員であれば総理大臣になれるんで

すね。なれるんだけれども、なぜ立候補しなかっ
たか。それはやっぱり衆議院議員と参議院議員は
違うんだろう。衆議院議員は、憲法でも、総理大
臣を選ぶときの優越、衆議院で選ばれた人が総理
大臣になれる、参議院で選ばれた人ではない、と
いうことがあるんですね。それから解散があって、
常にこれは国民の審判にさらされる。内閣不信任
もある。
そういう中で、参議院議員として立候補すると
いうのは、一体どういうことなのか。新しい道を
切り開こうとしているのか、それともそうではな
くて、まあ、この辺は足ならしで――そんな失礼
なことを言ってはいけませんけれども――ちょ
っとデビューして、と思っておられるのか。

倉重 では、次に、話題を変えまして、当面の
政局について、お伺いします。
野田総理は、補正予算を出したいとおっしゃっ
ていますので、多分、秋以降、臨時国会があると
思うんですが、そこでの対応ですが、これまでの
皆さんの話を総合すると、公債特例法案と、一票
の格差是正法案、0 増 5 減法案だけは最低限成立
させて、限りなく冒頭解散に近い形で選挙に追い
込むという共通の戦略があると思うんですが、そ
こで、石原さんにお伺いしたいんですけどね。
野党としての戦略でありますが、やはり解散権
は与党である民主党が持っています。これから、
彼らからすれば、できるだけ解散したときの状況
をよくしようと、局面転換をしようと、少しでも
解散を遅らせてくる綱引きが始まると思うんで
すね。その流れの中で、どうやって野党として解
散に追い込むのか、この政局の決着を決めるのは、
やはり野党としての自民党だと思うんですね。ど
こまで譲歩するのか、どこまで追い込むのか、問
責決議も出ている中で、参議院では人が集まらな
い中、決められない政治ということで国会自体が
批判を受けることも十分あると思うんですね。そ
の中でどういう形でこの国会、解散状況に追い込
もうとしているのか、いま、幹事長ですし、これ
から総理総裁になっても中心になるでしょうか
ら、まず石原さんからお聞きします。

それから、大変失礼な質問になるのかもしれな
いけれども、地元で衆議院のくらがえがなかなか
うまくいかない。地元でうまくいかなくて、国政
でうまくいくのかな、なんて言う人もいるんです
ね。そういう皮肉な厳しい見方に対して、どうお
答えになりますか。
林

③政局
臨時国会、問責、人事、政権枠組み

はい、ありがとうございます。

地元の話と今回のは全く関係のない話という
ことで……。
1 つは、憲法論、いまお尋ねだと思います。解
散の規定や、衆議院の選ぶときの優越規定、これ
は憲法にございます。一方で、憲法は、橋本さん
ご指摘のように、国会議員の中から総理大臣を選
ぶ、こういうふうに書いておりますので、おっし
ゃったような趣旨で、優越権や解散ということを
鑑みて、衆議院のほうが望ましいということであ
れば、そういう規定になっているはずだというふ
うに私は思っておりまして、あえてそうなってい
ないということは、私が、参議院議員が総理大臣
になるということを当然憲法は想定しているも
のだ、というふうに思っております。

石原「参議院は十中八九。審議に応じな
い」
石原

そのうえで、1971 年か 72 年にこの推薦人の制
度ができてからは初めてだそうでありまして、そ
の前にはあったという記録もあるそうでござい
ますが、やはりそうは言っても、というような既
成概念とか、過去の慣例というものにとらわれな
い自民党であるという意味で、そういうものの新
しい自民党の象徴という候補になりたいなとい
う面はありますけれども、例えば山口公明党代表、
社会党（社民党）の福島党首、いずれも参議院議
員で、両院の首班指名で山口さん、福島さん、投
票して、無効票になっておりません。したがって、
制度では全く問題ないと思っております。
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倉重さん、ありがとうございます。

非常に核心的な質問だと思うんですけれども、
私、いま、まずみなければならないことは、民主
党の代表選挙でどれだけのアンチ野田票が入る
か。そして、その後に、もうすでに離党を示唆す
るような発言を繰り返している候補もいるやに
聞いていますので、このグループの人たちが何人
離党するのか。いま、あと 5 人以上の離党者が民
主党衆議院から出た場合には、民主党単独での安
定過半数を大きく下回るというような事態も想
定されます。
そんな中で、本当に野田総理が補正予算を民主
党と国民新党とで組むことができるのかといえ
ば、私は、これは組めないんだと思います。そう
すると、今度また補正予算をつくるときに、私た

ないと思いますよ。しかし、いま申しあげたよう
に、国民との約束をしているんですし、そして、
さらに問責もあるんだということをかみしめて
もらう必要はあると思います。

ち、すなわち自民党と公明党に対して、私たちに
アプローチがある。そんなときに、私たちは何が
その障害になるかということを野田さんにはっ
きり言っていかなければならない。
すなわち、参議院という二院制の 1 つの院が、
すべての野党が野田内閣は信任に当たらずとい
うことを決めているわけです。ですから、参議院
は十中八九、野田さんの審議というものには応じ
ない。すなわち補正予算を通すということがまま
ならない、そういうことと、そして、「近いうち
に解散」というのは、国民に対して私は約束した
んだと思います。そんなことを野田総理が考えら
れて、適切なときに解散を打ってくるのではない
か。これはあくまでも野田さんがある程度勝った
ときのシチュエーションになります。

石破「理屈が通ろうが通るまいが、問責
しかない」
橋本 石破さん、今度与党になったとして、自
民党は参議院で半分ないんですから、また問責を
やられますよ。それでいいんですか。
石破 いや、もうこういうことはやめにしまし
ょうよ。もううんざりだ。
橋本
す。

そうです。それは野党がやるべきなんで

石破 ですから、それは今回、とにかくこの民
主党政権を一日も早く倒さなければいけないと
いうのが我々の思いですよ。ですから、理屈が通
ろうが通るまいが、とにもかくにも問責をやらな
ければ、これしかないんだから、衆議院で否決さ
れているんだから、これしかないわけです。

安倍「やたら問責を連発し、審議拒否は
とるべきではない」
橋本 ちょっとその関連なんですけれども、非
常に私は疑問に思うのは、問責ですね。これ、自
民党の皆さんは与党のときに、問責に対しておか
しいと言ったんですね。だって、憲法にも規定の
ないような、まして、その問責が通った後、政府
がそうしなければ、それはそのまま淡々として審
議に入るべきであって、それをまた次の国会まで
持っていくというのは、おかしいと言っていたじ
ゃないですか。
それが今度、野党になると、問責を連発する。
そして、今度の決め手も、今度問責になると。私
はおかしいと思いますね。それに対して、安倍さ
んから、ちょっと簡単でいいですから、おかしく
ないか、おかしいか。
安倍 問責については、例えば田中防衛大臣に
対して問責を行いました。これは当然のことだろ
うと思いますね、日本の安全を守る防衛大臣。そ
して、彼はその後、辞任をされた。そして総理に
ついても、もう民主党政権ではこの国は守れない
ということで、我々は問責を決定をしました。そ
して、次の国会でどうかというお話ですね。それ
については、しかし、この問責というのはやはり
重たいですから、その問責の意味をどうとらえる
か。それ以上に、「近いうち」という約束を谷垣
さんとしたんですから、これを守るといううえに
おいての問責の意味をあわせて考えるべきだろ
うと思います。

ですけれど、それでは、0 増 5 減、いまの 1 対
2 を超えているということは違憲状態なんだから、
これはもう、連用制とかなんとか解散を引き延ば
すようなことはやめろ、0 増 5 減でちゃんと通せ
ということですよ。そのかし（かわり）――その
かしと言っちゃ何だが――特例公債法案、これは
被災地が待っているわけですよね。いろんな注文
はありますよ、ですけど、これをきちんと通さな
ければ地方はうまくいかない。じゃ、我々はこれ
を譲りましょうよ。ですけど、連用制なんてわけ
のわからないことを言うな。そして、決めるのは
国民なんだから、一日も早く国民の信を問いまし
ょう、ということで、我々国会議員は、与党だろ
うが野党だろうが国民の審判を受ける、そういう
気持ちを持つべきだと私は思いますよ。
倉重 この選挙が終われば、新しい体制をつく
る人事に入ると思うんですね。自民党の中の人事
ですね。このことについて明確におっしゃったの
は林さんで、林さんはシャドウ・キャビネットを
立派なものをつくって、そのまま与党になっても
使えるような体制にしたいとおっしゃった、非常
に具体的なわかりやすいお話だったと思うんで
すが、その場合、この中の、ともに戦った方々に
も一緒に入っていただいて、挙党体制的な形でい
くのかどうか、その辺についてひとつお願いいた
します。

ですから、私は野党だからやたら問責を連発を
して審議を拒否する、という姿勢はとるべきでは
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林 私の公約に、シャドウ・キャビネット、そ
のまま政権交代したら閣僚になってもらう、こう
いうことを書きました。で、四方とも敬愛する、
政策能力の高い先輩たちでありますから、当然こ
の 4 人の先生方にも入っていただくということ
は十分考えられることだというふうに思ってお
ります。

石原「時のリーダーが若手の私を抜擢し
てくれた」
倉重 石原さん、老壮青の協力という形でおっ
しゃったですね。石原さんの場合も、新しく総裁
になられた場合、その辺の老壮青の配分ですね、
文字どおり、その順番にして党役員ポストを割り
振るのか、それとも全くそれに縛られずに、新し
い形で石原さんの思うままにおやりになるのか、
その辺についていかがでしょう。
石原 私の二十数年間の政治経験の中で、私は
やっぱり先輩に引っ張られて当選 2 回で財政部
会長にさせていただきました。そしてその後、小
泉総理に引っ張られ、当選 4 回で行革大臣、当選
5 回で国土交通大臣にさせていただきました。こ
れは時のリーダーが若手である私を抜擢してく
れた。やはり能力のある若い人をしっかりと抜擢
していくということは、この自民党という組織を
活性化するうえで、私は非常に大切なことだと思
っています。この自分の経験に照らして、そのよ
うな事態になればしっかりと対処したいと思っ
ております。

辺のことを明確にされるつもりはあるのかどう
か、それは「イエス」、「ノー」で結構です。こ
れは済みませんが、お二方にお伺いしたいんです。
まず石破さん、いかがですか。

石破「ほとんどの選挙区で維新の会とぶつ
かる。どこと組むかはいってはならない」
石破 それは政策によります。政策によっては
「イエス」ということもありますが、でも、ほと
んど全選挙区で、我が同志が当選すべく一生懸命
やっているときに、そこに維新の会がぶつかって
いる、そこで「選挙が終わったら協力します」な
んて言ったらば、我が同志は一体どうなるんです
か。私は自由民主党の候補者が一人でも多く当選
するように全力を尽くすのは総裁の務めであっ
て、有権者の審判も得ないうちから、どこと組む
ということは、自由民主党総裁として言ってはな
らないことだと思っています。有権者のご判断に
まちます。
倉重 石原さんいかがですか。
石原 いま言えることは、公明党と 9 つの選挙
区で選挙協力をさせていただきます。そして私た
ちの選挙区で応援もしていただく。公明党との信
頼関係というものは、次の総選挙の後でも続くと
私は思います。

倉重 これから先をみますと、「近いうち」が
いつかどうかわかりませんけれども、必ずや解
散・総選挙があると。その後の体制ですね。我々
は「組み合わせ」と呼んでいます。皆さんは自民
党で単独過半数を取るということで、その組み合
わせについては、これまでの議論の中であまり明
確なことをおっしゃらなかった。唯一安倍先生が、
維新の会と憲法改正をにらんだ形での将来的な
連携あり得べしということしかおっしゃってい
ない。
しかし、実際、国民が投票するときに、どうい
う政策なのか、あるいは過半数にまで届かないと
いうことが非常に可能性の高い中で、どういう組
み合わせで政治が行われるかというのは最大の
関心事であり、これを外して国民の信を求めるこ
とは、ある意味ではあり得ないと思うんですね。
いまの段階ではそれはないかもしれないけれど
も、選挙前に、もし総裁になられた場合に、その
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そんな中で、それで数が足りなかった場合につ
いてどう考えるのかというのが倉重さんの質問
だと思いますけれども、それは、石破さんがお答
えになったとおり、いま、ほとんどの選挙区で民
主党の候補と、あるいはみんなの党の候補と、ま
あ維新の会がどこにどんな方を出されるかは承
知しておりませんけれども、戦う。この戦いの前
に、だれと組むというようなことは、やっぱり口
が裂けても言ってはいけないことだと思います。

④原発政策
橋本 具体的な政策問題についてお伺いした
いと思います。
昨日、政府は、30 年代に原発稼働ゼロと、方
針を決めました。これに対していろいろ批判があ
ります。ちゃんと具体的な見通しがあってやって
いるのか、という批判があります。であるならば、
じゃ、自民党はどうするのか。もう政権が射程距
離に入っている。そして、しかもそれだけではな
い。その間、たかだか民主党政権は 3 年です。そ

の前の長い間、自民党政権だった、その責任は極
めて大きいだろうと。
そして、これは代表して町村さんにお伺いしま
す。町村さんもこれに、原発問題には加わって、
一概にこれまでのことを否定すると、私は間違い
だと思う。思うんだけれども、しかし、10 年間
様子をみていようと、10 年間様子をみていられ
るのか。もっとその間、一体短期、中長期、どう
するのかということを、これは政権を奪回しよう
とするならば、具体的な道筋を自民党だって示さ
なければいけない。それについて、どうですか。

町村「再生エネルギーの比率は３年かけ
て出す」
町村 我々が石油ショックを経て、自前のエネ
ルギーを持ちたいということで原子力を推進し
てきた、それは間違いのないことでありますし、
それは間違っていたと僕は思いません。ただ、あ
まりにも安全だということを言い過ぎた。これは
率直な反省があります。現にあれだけの事故が起
きたわけですからね。考えてみれば、世の中には
100％の科学技術なんかはないんだ、という単純
なことにもっと理解を持つべきだったという反
省はあります。そういう反省のうえに立って、こ
れからどうするのかということが、いま我々にも
もちろん問われます。
当面の問題としては、私は、あるいは先般来か
らいろんな番組で皆さんと議論していて、当面は、
新しくできる規制委員会のもとできちんとした
ルールをつくり、基準をつくり、地元の理解も得
ながら、安全だと判断されたものについては再稼
働する、これでいいんだろうと思います。
ただ、それから先どうするのかなということが
残ります。いま、まだ、特に再生エネルギーに関
する技術開発の動向がみきわめがつきません。3
分の 1 のエネルギーを本当に再生エネルギーで
賄えるかどうか、全くめどが立っていないわけで
す。希望的観測はいいです。でも、めどが立つか
立たないか。そのめどはどのくらいの期間で立つ
のか。10 年はかけ過ぎだと思いますが、やっぱ
りあと 2～3 年かけて、じっくりと議論をし、技
術開発の動向をみきわめ、そのうえで、それでは
このくらいの比率にしようかな、ということを出
すべきであって、何であらかじめ決めたことしの
夏に慌てて決めなければいけないのか。何の工程
表もないまま、何の技術的な裏づけもないまま。
これは民主党の拙速と言わざるを得ないと思い
ます。我々も、いますぐ数字は出せません。しか
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し、3 年ぐらいのうちには、きちんとした数字を
お示しする。それには裏づけのあるものとして出
せるようにしたいと考えています。
橋本 それはいまからおやりになっているん
ですね。
町村 そういうことです。

⑤経済政策
デフレ、日銀、国土強靭化、
社会保障、TPP、税率
実哲也 次に、経済政策の話をお伺いしたいと
思います。第一部でかなり活発な話が出ましたの
で、それを踏まえたご質問をさせていただきたい
んですが、まず安倍さんにお伺いしたいんですけ
れども、この「失われた 20 年」とか、景気停滞、
デフレ、日本経済、再生をしなくてはいけないと
いうことの中で、先ほどの話等を伺っていると、
基本的には、最大の責任はやはり日銀、金融政策
にあるんだというふうにお考えなのか。その辺の
確認といいますか、改めてお話をいただきたいの
と、一方で、あまり政治家がいろんなことを言い
過ぎると、日銀の独立性に反するのではないかと
いう意見もあるわけですが、この辺について、ど
ういうふうにお考えでしょうか。

安倍「安倍政権まで GOP は 500 兆円近く
あった」
安倍 我々、小泉政権以来、構造改革を進めて
きました。公共事業もほぼ半分にしたと言ってい
い。規制緩和と、またイノベーションにも、安倍
内閣でも力を入れてきました。
その中で、実質経済というのはそこそこ成長し
ていったんですね。しかし、残念ながら、先ほど
林先生がおっしゃったように、あのような形でゼ
ロ金利から離脱をした。その後また変わりました
けれどもね。財政においては、いわば財政規律を
守っていくために絞っていった。そこで、やはり
日銀が政府と、ある意味政策協調をしながら金融
緩和を行っていくということが必要だったんだ
ろうと思います。
しかし、いま、「失われた 20 年」というふう
におっしゃったんですが、ただ、小泉政権、安倍
政権までは 500 兆円近くＧＤＰというのはあっ
たんですね。500 兆円前後。そして、税収も 50
兆円近くあった。しかし、歳出はずっと 80 兆円
ちょっとで抑えてきたから、だんだんプライマリ

ーバランスはよくなってきたんですね。そこで、
日本銀行に対して、いわば中央銀行に対して政府
があれこれ言うということは、だめです。ただ、
政策目標は同じくする。デフレから脱却をし、雇
用を拡大していこうという政策目標は同じくし、
そしてその中で彼らが政策手段を自由に選んで
いくということが大切ではないかな。その中で対
話をしながら、協調していくということが必要だ
ろうと思います。

制、これ自体の見直しですか、こういうことをや
っていかなくてはいけないのではないかという
ことなんですが、これは相手がいる話でもありま
すけれども、具体的にどんな形で進めるのか、あ
るいはイメージとしてどういうイメージか。つま
り反対の言葉といったら固定相場制になってし
まうわけですけれども、そういう中で、どういう
イメージを持っておられるのか。

もし、この 20 年間、インフレが 3％あって、
実質 1％であれば、1％は成長していく力があり
ますから、そうであればＧＤＰはいまの倍近いん
ですね。税収も倍になっている。いまでも中国の
倍だということだと思います。

林「中国を入れた平成のプラザ合意を」
林

はい、ありがとうございます。

固定相場制までは考えておりません。スネーク
というのがありますが、ああいうものを少しイメ
ージして、なぜこういうことを言うかというと、
変動相場制が最後のゴールだと思ってみんなず
うっとやってきて、これが一番いいんだというこ
とでやってきましたが、投機的なお金の移動、こ
れはアジア通貨危機のときも、今度のリーマンの
ときもそうですが、実需を伴わない、ただ為替の
取引によって富を得る、こういう過剰流動性とい
うのはかなり出てきました。したがって、これに
ついて何らかの歯止めをかけて、本当に貿易や資
本取引が必要なものをやっていく人が、あまりこ
れに煩わされずにやっていけるということが、真
の市場経済を守るために必要である。こういう考
え方であります。

石破「モデルはイングランド銀行」
実 いまの関連の質問を、今度石破さんにお願
いしたいと思います。基本的には政府と日銀の連
携の仕方、その間合いのとり方ですね。金融政策
の役割はどういうところにあるのか、その辺、石
破さんのお考えをお聞かせください。
石破 私は、日銀法を改正しなくてもできるこ
とはたくさんあると思っているんです。1 つのモ
デルは、やはりイングランド銀行なんだろうと私
は思っているんです。イングランド銀行のやり方
を、我が国もとっていくべきではないのか。
ただ、言うことを聞かないので、国会が日銀総
裁を首にするぞ、みたいなことをやっていると、
それはかいらいみたいな総裁になっちゃうわけ
ですね。私は、民主主義というのは信じています
が、しかしながら、かつて我が国がものすごいイ
ンフレというものを経験したことを忘れてはい
けないので、昭和 7 年から昭和 27 年までの間に、
本当に物価は 350 倍になったということは厳然
たる事実です。そういうことがないように、政治
家はポピュリストであってはならないが、時々そ
ういうことが起こりますので、やはり日銀の独立
性というのはある程度担保はしておかなければ
ならないと思っています。
しかし、その政府と日銀との間の協調関係、と
もに同じ目標を持っていくということは、もっと
促進されるべきなのであって、政府と日銀の協調
関係は、私はイングランド銀行を 1 つのモデルと
して、日本においてもさらに確立されていくべき
ものだと考えております。

安倍さんもさっきおっしゃったように、自分の
通貨を安くすることによって輸出をふやそうと
いう通貨安競争みたいな悪い傾向もここで出て
きておりますので、これは中国を入れたマクロの
経済協調、「平成のプラザ合意」とか「ルーブル
合意」と呼んでおりますが、そういう場でやらな
いと、一方的に我々が単独で介入をするというこ
とには限界がある、こういうふうに思っておりま
す。

石原「ドルのリンクを遮断した新しいア
ジア通貨」
実 それに関連して、石原さんも、国際的な協
調の枠組を変えていかなくてはいけないと、人民
元とかウォンの話を引用してお話をされていま
したが、そのお考え方は林さんと似たような考え
ですか、それとも何か違いがあるんでしょうか。
石原 非常に似ているんですけれども、対ドル
で日本は物をみますけれども、アメリカの企業に
対して、決して日本の企業が競争力をなくしてい
るわけではなくて、日本の得意の製造業分野で、
それに付随する中小企業、この 2 年間の中小企業

実 円高対策の話で、林さんは、具体的な話を
先ほどされております。つまり、自由な変動相場
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の廃業率というのは高いですよね。いま、412～
413 万社あるんですけれども、この 2 年間で 20
社（ママ）廃業した。これ、本来であるならば、
アジアの成長をとるために引っ張っていきたい
んですけれども、残念ながら円高、地域通貨に対
しての割高感から、表に出ていくしかないという
非常なジレンマですね。
で、中国が、あるいは韓国が、台湾も含めて、
これだけ経済圏で大きくなったとき、新興国なん
だからすべて許されるんだというようなことは、
日本が経験したことからも、やはり許されない。
その新しいアジア通貨がドルとリンクしている
ものをどうやって遮断していくのか、新しい通貨
体制、そういう意味では、林さんの提言している
ことと私は似ていると思いますけれども、私は、
アジア通貨に限って話をさせていただいており
ます。

町村「１兆、２兆円を 10 年間積み増し
ても国債の信認悪化は招かない」
実 自民党は、まさに国土強靭化計画というの
を言っておられまして、これはおそらくきょう出
席の方皆さんが、それは賛成というお話だと思い
ます。代表で町村さんにお伺いしたいんですが、
そのときの防災とか減災とか、そういうイメージ
だというお話だと思うんですが、一方で、結局ば
らまき的に相当お金が出るだけで財政が悪化し
てしまう、あるいはどうせ地元利用の誘導になっ
てしまうんじゃないかとか、当然そういうような
批判、あるいはなかなか選別ができなくなるんじ
ゃないかとか、そういうような批判も当然あり得
る。あるいは、お金をどういうところで調達して
いくんだ、こういういろんな疑問が出るんだと思
うんですけれども、この辺についてはどんなふう
にお考えでしょうか。
町村 まず、3.11 であれだけの 3 万人を超え
る犠牲者が出た。この間出された南海大地震の最
大犠牲者数は、32 万人といわれているんです。
これに東海、東南海、さらには首都直下型、相当
数の犠牲者が出るのがわかっていながら、しかも、
それは震度 7 以上とかいうので、向こう 30 年以
内に起きる確率が 5 割とか 8 割でしょう。このと
きに手をこまねいてボーッとしていいんですか。
私はそれこそ政治の怠慢というべきことであっ
て、それだけの大災害が予想されているときに、
いやいや公共事業の復活だからけしからんとい
うような、その種のトラディショナルな批判とい
うのはぜひやめていただきたい。
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一体我々は 3.11 で何を学んだのでしょうか。
まずそのことを基本的な認識として訴えたうえ
で、そのうえで、毎年、私どもは 5 兆円の公共事
業を使っていますよ、それを、例えば 1 兆、2 兆、
向こう 10 年間積み増したからといって、それで
一挙に日本の財政の信認、あるいは国債の信認の
悪化を招くと、私は思いません。そして、どんど
ん施設も老朽化してくる等々のこともあります
から、その中に 200 兆という数字がえらく飛んで、
それで、うわー、すごいなあ、そんなことやった
らば、というような、ある意味では極めて単純な
反応がありますが、そうではなくて、それだけの
人命、災害を減らす、あるいは救うために、我々
はいま本当に何をなすべきかということをお考
えをいただきたいなと思っております。

石破「その人に最もふさわしい幸せをも
たらす社会保障とは何か」
実 社会保障の話です。これから 1 年かけて社
会保障制度改革国民会議というものが一応セッ
トをされておりますけれども、先ほど、社会保障
の効率化という話で、石破さんがほかの方にご質
問をされていましたけれども、その中で、例えば
の例で、まさに言っておられましたけれども、公
的年金の支給年齢を引き上げなくてはいけない
んじゃないかという議論が 1 つあります。この問
題について、石破さん自身はどういうふうにお考
えなんでしょうか。
石破 それはこれからどういう制度設計をす
るかですが、働ける人はもっと引き上げてもいい
んでしょう。いや、もういいよ、もうこれ以上働
くことはやらないから、年金ちょうだい、という
人も、それはあっていいでしょう。それぞれの人
に最もふさわしい年金は何であり、医療は何であ
り、介護は何であり、人によって違うわけですね。
「私、お金あるけど体不自由だ」、逆に「お金な
いけど体、丈夫よ」、いろんな方がおられるわけ
ですよね。その人に最も合った社会保障のあり方
とは何だろうかということを考える仕組み、それ
をつくるということは、その人に一番ふさわしい
幸せを提供することでもある。
そしてもう 1 つは、先ほど申しましたが、年金
もそうですけれども、特に医療、介護は保険です
よ。リスク回避できなかった人が十分な保険が受
けられる。回避できた人もできなかった人も一緒
ということになれば、みんなに当たる宝くじなん
てないのと一緒で、それはもう保険ではなくて贈
与の世界です。それは社会保障のシステムそのも

て、国益になることならやる、ならないことなら
やらない、当たり前のお話です。

のが崩れていくんじゃないですか。
ですから、法律で決まった社会保障費以外、社
会保障関係費というのはどんどんふえているん
じゃないですか。そこのところにきちんとした分
析が必要です。その人に最もふさわしい幸せをも
たらす社会保障とは何だ、そういう観点が必要だ
と私は思っています。

安倍「日米同盟がおかしくなり、米国は
ＴＰＰで強気になった」
実 経済政策の最後の質問になりますが、いま
までもさんざんいわれているＴＰＰの話です。Ｔ
ＰＰについて自民党は、関税が全部なくなってし
まうような形での交渉参加には反対する、そうい
うような表現のように聞いておりますけれども、
ただ、一方で、交渉に参加することによって、い
や、最終的に例外なき関税撤廃になるのかどうか、
これは参加してみないとわからないんじゃない
かという議論もいろいろあると思います。このＴ
ＰＰの問題は非常に重要なので、短いお答えで結
構なので、出席の 5 人の方に、簡単にコメントし
ていただければと思います。
安倍 私は自由な貿易環境というのは、日本に
とってプラスだと思います。私の総理時代にも、
ＦＴＡ、ＥＰＡを進めてきました。ＴＰＰについ
ても、本来、こんな重要な経済政策であれば、米
国は本格的に始める前に日本とある程度下話、政
策協調というのをするんですよね。今回は民主党
政権、日米同盟関係がおかしくなっていましたか
ら、全然それができなかった。そういう中におい
て、ＴＰＰということで、いわば菅さんがすがっ
た形になった。ですから、アメリカは非常に強気
になったんですね。いわば、参加するんだったら
すべて関税はゼロと言わなければ参加させませ
んよ。一方、自分たちはお砂糖とかトラックにつ
いては、それは残しますよ、という姿勢ですから、
それはそもそも、参加すればそれが変更できるか
どうかということも含めて、我々がまず交渉力を
強めたうえにおいて、実際に国益が守れるかどう
かということを考えないといけないと思います。
石破 今度の原発ゼロもそうですけどね、日米
原子力協定をどう考えているんだという話です
よ。全く根回しも何にもしないままにボーンと発
表する。そんなことで日米交渉は成り立ちますか。
外交交渉ができますか。きちんとした外交交渉力
を持つ。そして、きちんとした情報を入手する。
きちんとした分析力を持つ。その我が政府におい
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ですけれども、前回のガット・ウルグアイ・ラ
ウンドのときのように、とにかく参加します、交
渉妥結します、対策はそれから考えます、だから
めちゃくちゃのことになったわけで、6 兆円が本
当に農業のために寄与したと、私は全く思いませ
ん。一部は寄与したかもしれませんがね。最初の
妥結、その後対策、そんなものはだめです。ＴＰ
Ｐに入ろうが入るまいが、農業の対策というのは、
再生というのはきちんとやる。それとこれは分け
て考えるべきものです。
町村 私も農業対策は本気になってやらない
と、もう手遅れになるという危機意識は持ってお
ります。ＴＰＰと関係なくやれ、石破さんがいま
言われたとおりだと思います。
ＴＰＰについて言うならば、あらかじめ自分の
交渉のスタンスを、「関税ゼロでいいですよ」と
言って、それで交渉する人が一体どこにいますか。
お互いいっぱいカードを持ちながら、このカード
を切る、このカードを切るといってお互いに 1 つ
の合意点に到達するのであって、あらかじめ関税
ゼロでまず入ります、こんなことでは交渉になり
ません。
だから、私は、あらかじめ関税ゼロならば、そ
れは入ることできませんよ、という表現になって
しまうんですよ。ここはアメリカだって、現にベ
トナムや、あるいはオーストラリアやニュージー
ランドと、酪農製品その他で、みんな関税交渉を
やっていますよ。だから、ちっとも「聖域なき関
税撤廃」にはなっていないと私は思っております
けれどもね。

石原「真実の情報が伝わってこない」
石原 実さん、ありがとうございます。
私は、自由貿易論者です。バイラテラルなＦＴ
Ａ、ＴＰＰ、ＥＰＡ、これは進めるべきだと思っ
ています。しかし、今後のＴＰＰだけは、ワシン
トンに行って取材をすればするほどおかしい。日
本には「関税自主権を放棄しろ」でしょう。放棄
して入ってきたら、その後、ゼロで来たら、少し
色つけてやる。
しかし、アメリカへ行って非常に印象的だった
エピソードがあります。ガットのウルグアイ・ラ
ウンド、これも我々野党でした。その後、米のミ
ニマムアクセスということで 100 万トン程度、諸

外国から買っています。カリフォルニア州選出の
民主党の有力者と話したときに、その方に言った。
「いま、日本がアメリカからいくらカリフォルニ
アからお米を買っているか知っていますか？」、
30 万トン、知らない。「ＴＰＰになったら、我々
はオーストラリアから買いますよ」。それを言っ
たときに、「それは困る」。本当のことがアメリ
カの上・下院議員も知らない。我々にも真実の情
報が伝わっていない。乗り遅れたら大変だ、とい
うような議論でこのＴＰＰの参加問題を議論す
るということは、著しく国益を損なうと私は確信
しております。

林「来年の春まで交渉は動かない」
林 おおむね同じ意見でございますが、「聖域
なき関税撤廃」を前提として、それをアグリーし
ないと入れないということでは難しいだろうと
いうことです。
若干補足させていただきますと、2009 年の秋
にオバマが初めて来日したときの演説、サントリ
ーホールでしたが、ここで「韓国とは我々バイで
やっています。ＴＰＰの諸国ともエンゲージを始
めます」、すでにその時点で言っています。その
時点で日本政府は何をしていたかという問題で
す。その翌 6 月まで、アメリカは正式にＴＰＰに
入る決定を、いわば日本の答えも待ちながらやっ
ていたわけですね。そこで、「じゃ、バイでやら
ないか」というような話をなぜできなかったのか。
これがまず第一点です。
それから「平成の開国だ」とおっしゃる方が与
党にいらっしゃいますけれども、全くナンセンス
でありまして、「おまえが閉じていて、おれが開
いてるから、閉じているのを開けろ」というのが
交渉です。逆なら交渉にならないと思います。
それから、ＲＣＥＰ（アールセップ）、ＡＳＥ
ＡＮ＋6 といっていたものも、いまできてきてお
りますから、一番いいのは、ＡＳＥＡＮ＋6、Ｅ
Ｕとの交渉、3 つを並行に進めて、いい条件をか
ち取るという交渉が求められるというふうに思
います。
この間アメリカに行ったときに、「例えばシェ
ールガス、1 回ずつ免許を出さずにやれるような
ことを入れてみてくださいよ。短期のメリットが
出るじゃないですか」、答えはまだありませんで
した。もう 1 つ、「ファストトラックというもの
をとっておられるんですか？ ＴＰＰについて」、
これも答えがありませんでした。懸念のポイント、
いくつかありますし、アメリカ大統領選が終わる
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まで、新しい政権になれば、この政権が落ちつい
て担当が決まるまで、来年の春までは交渉は動か
ないというふうに思います。

町村「所得税率引き上げで失われる日本
の利益は大きい」
星 追加として 1 つだけ、税金の問題について
町村さんにお伺いします。
3 党合意で細部の税金の問題が残っております
が、民主党側はどちらかというと、所得税の最高
税率の引き上げの問題だとか、相続税の問題など、
富裕層ねらいの増税ということを打ち出して、選
挙の 1 つのポイントになると思いますが、自民党
の所得税を含む富裕層増税に対するスタンスと、
これは次の総選挙の対立軸になるのかどうかに
ついて、ご見解を伺います。
町村 総選挙の対立軸になるほど大きなテー
マではないだろうとは思いますが、大いに議論す
べきテーマだろうと思います。いずれにしてもこ
としの 12 月までに答えを出すべきということは
そのとおりだろうと思います。
我々は一生懸命、所得税率を下げてきたんです
よ。法人税率も下げてきたんですよ。それは、世
界がそうだから。いま、例えば海外の企業を日本
に呼び込む、あるいは海外の優秀な人材を呼び込
む。来ないんです、日本に。だって、こんな高い
所得税率で、こんな高い税金を払うんじゃ、日本
に行くよりシンガポールのほうがずっといいよ
と言って、みんなシンガポールに行くわけでしょ
う。そういうときに、わずか 5％とはいえ、40 か
ら 45 へ所得税率を上げたら、「あ、やっぱりや
めよう」と。いま、アジアとともに日本も繁栄し
ようといっているときに、この最高税率、たかが
5％とお思いかもしれないが、それによって失う
日本の利益は、実は莫大なものがある。ただ単に
所得税収が少しふえるかどうか、なんていう話よ
りははるかに大きな問題が実はそこにはあるん
だということだと私は思います。

⑥外交・安保・領土
倉重 続いて外交・安保・領土問題にいきたい
と思います。時間が押していますので、コンパク
トにいきたいと思います。
まず、尖閣ですね。非常に事態が深刻化してお
ります。まず石原さん、先ほど「虎の尾を踏ませ

安倍「河野談話で日本は不名誉を背負っ
ている」

た」とおっしゃった。だれが踏ませたのかという
ことですね。確かに国有化方針は、結果的に中国
側の反発を呼んでしまった。そこは、先ほどおっ
しゃったように、やはり根回しが足りないという
ことだと思うんですが、しかし、そもそものこの
問題の発端をつくったのは一体だれなのかとい
うことを考えますと、都知事さんに対して、率直
に、石原さんの目からみてどう思うのか。

倉重 いわゆる慰安婦問題の「河野談話」のこ
とで、安倍さんに聞きます。
5 人の方のお話を聞いていますと、安倍さんが
少し突出して「河野談話」を見直しすべきだとい
うスタンスだと思うんですね。だけど、この「河
野談話」というのは、安倍さんの政権時代に答弁
書で閣議決定して、一定程度の修正といいますか、
そういったものを施していると思うんですが、こ
の後に何をどうつけ加えて見直すのか、その辺の
お考えをお聞かせください。

要は、地方の首長が、この日中関係で最大の外
交問題について、いろいろ介在してこられて、そ
れがまた大きな影響を持つということをどう思
われるのか。しかも、公開質問状みたいなものが
皆さんのところに行って、それに答えろというよ
うなことにもなっているような話も聞いており
ます。石原さんからして、「お父さん、ちょっと
黙っていて」というようなことをこの局面で言わ
ないと、総裁になっても、なかなかフリーハンド
で政権を運営することは不可能のような気もす
るんですが、その辺、いかがでしょう。

石原「ここでクールダウンする必要があ
る」
石原 この問題は、家族の一員としてみてきた
ことをお話しさせていただくならば、きのうきょ
う、1 年前、2 年前に始まった問題ではありませ
ん。あの尖閣諸島を持っていた古賀さんの一族、
また、いま所有をし、国に売却をされた栗原さん
のいまのご当主のお母さん、おばあちゃん、この
人たちとの話の中から、実はこの地域、特に石垣
島から 160 キロ、大変魚影の濃い、すばらしい漁
場です。これまでは沖縄と、そして台湾の漁民の
方々がそこで漁をする。大きなクローズアップを
されてきませんでしたけれども、1970 年代に、
そこに鉱物、資源があるのではないかということ
によって、中国側がこの領有権を主張し出した。
私は今回の問題で、１点言わせていただきたい
ことは、日本人に対して、うかうかしていると国
がかすめ取られるよ、領土、主権というものはし
っかりと自分たちの責任で守っていかなければ
ならない、ということを教えたんだと私は思いま
す。

安倍 この、いわゆる慰安婦の問題については、
私、仲間とずうっと勉強してきました。その勉強
の結果は、それを示すものは全くなかったという
ことですね。証言についても、それは裏づけがと
れたものも全くないという、そういう中において、
「河野談話」は、ある意味においては政治的に、
外交的に発出されたものであります。あの「河野
談話」によって、強制的に軍が人の家に入り込ん
でいって女性を人さらいのように連れていって、
そして慰安婦にした、この不名誉を日本はいま背
負っていくことになってしまったんですね。しか
し、安倍政権のときにその強制性を証明するもの
がなかったということを閣議決定をしました。し
かし、そのことを多くの人たちは知りませんね。
また、アメリカにおいても、また海外においても
それは共有されていません。
いま、アメリカでどういうことか起こっている
かというと、韓国系のアメリカ人が sex slaves
の碑をたくさんつくり始めているんです。その根
拠の 1 つに「河野談話」がなっているのも事実で
ありますから、そこにおいては、もうすでに修正
しましたが、その修正したことをもう一度確定す
る必要があるなあと私は思います。私たちの子や
孫の代にもこの不名誉を背負わせるわけにはい
かないだろうと思います。
星 続いて林さんにお伺いします。自民党を支
えてきた 1 つの柱が、池田、宮澤さんの系譜、リ
ベラルといっていいかどうかは、いろいろ議論は
あると思いますが、林さんはその系譜につながる
わけですが、林さんご自身は、リベラルないしは
ハト派といっていいかどうかは別として、そうい
う外交路線、政策については、もう古くなってい
るのか、それとも引き継ぐべく価値があるものな
のか、そのあたりはどういうふうにお考えでしょ
うか。

もちろん、私はこのような事態、デモ隊が日本
の大使館を取り囲む、漁船が来るということがイ
ンターネットで言われる、主権をしっかり守ると
いうことは当然でありますけれども、いまここで
私たちはクールダウンする必要があると思いま
す。
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林「外交で手を握り、防衛でこぶしを握
り締める」
林

のはあっていいじゃないですか。日本が責任を持
つ、日本がやる、そのことによって沖縄の負担は
減っていく。

はい、ありがとうございます。

宏池会の系譜というのをおっしゃったような
系譜だったと思いますけれども、例えば吉田ドク
トリンというものが、中国が経済 2 位になって、
こういう状況の中で、今後成り立つのかというこ
とを考えてみれば、やっぱり保守の神髄というの
は、守るべきものは守るけれども、変えるところ
は変えていくというところだと思います。したが
って、私は宏池会に所属しておりますけれども、
集団的自衛権はきちっと見直すべきだというこ
とで、この間、党として決めた安全保障基本法、
石破さんが中心になってまとめていただきまし
たけれども、当然これはやるべきだという考え方
でありますから、現実に即応して、しかし、先ほ
ど申しあげように、外交で手を握りながら、防衛
でこぶしを握り締めておく、最後に、その両手が
つながったこの頭脳が胆力を持って判断する、そ
れが総理でなくてはならない、そういうふうに考
えております。

石破「日本に海兵隊があってもいい」
星 続いて、石破さんに普天間問題をお伺いし
ます。民主党政権でこの問題がもつれてきたうえ
に、沖縄にとっては一層この問題が困難な問題に
なってくると思います。加えてオスプレイの問題。
外交、防衛問題の専門家として、このもつれた糸
をどういうふうに解きほぐしていくのか、具体的
にはどういうふうにお考えでしょうか。
石破 辺野古への移設というのは橋本総理が
やるということでクリントン大統領と合意をし
た。その後、梶山静六さんは、「沖縄がおれの死
に場所だ」とおっしゃり、小渕さんは命をかけ、
野中さんもあれだけ努力をし、大勢の人たちのあ
れだけの血と汗と涙であそこまで来たので、それ
を戻すのは容易なことではありません。もう一度
信頼関係を取り戻すのは、先陣たちがやったのと
同じだけの努力が必要であるということはわか
っています。我々自由民主党は、もう一回沖縄と
の信頼関係を何があっても取り戻すということ。
そして、辺野古へ移設するということは、少なく
ともいまの普天間よりはワース（ママ）であると
いうことですよ。少しは安全になるということで
す。
そして、何よりも重要なのは、日本でできるこ
とは日本でやる。アメリカにやらせてないか。海
兵隊、持ってないんですよ。日本の海兵隊という
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そして、辺野古へ移設したとしても、それが恒
久的なものかどうか、きちんと検討しなければい
けない。より安全なものは何であるかということ
を、きちんとした信頼を回復したうえで、私ども
はちゃんと提示をし、合意をみます。

⑦二世政治家
橋本 自民党は、長い間政権をとつてきた。で、
民主党にめちゃめちゃにされたかもしれない。だ
ったら、やっぱりそこはいままでのパイプ、人脈
を使いながら、これを修復していく努力というの
は、これは別に与党だから、野党だからではなく
て、これは日本の国のために必要だということだ
と思いますね。ぜひそれをやってほしい。
最後に、皆さん 5 人の方、並んでいて、共通し
ていることがあるんですね。それはお父さん、あ
るいはおじいさんが政治家だった。俗に言う二世
なんですね。えー、みんなそろって二世なんだな
あ、と。ということは、自民党の中で総裁候補に
なるためには二世でなければいけないのかなあ、
こういう誤ったメッセージを、開かれてないとい
う自民党のメッセージを与えてしまうことにな
るかもしれない。それは二世の方々の能力を疑う
わけではありませんけれども、その辺は、では、
この 3 年間、どういう形で人材を発掘してきたの
か、これからもっともっと開かれた自民党になら
なければいけないのではないか。そういう観点か
ら、皆さんにお聞きすると時間がありませんので、
まず安倍さんと、では石原さんと、代表してお伺
いしましょう。

安倍「公募制度を導入して変わった」
安倍 私が幹事長時代、党改革実行本部長でし
た。そのときに、公募制度を導入した。自民党が
閉ざされた政党で、二世や、あるいは役所出身の
人しかいない、それを変えていくために、公募制
度を導入して、いわばその地域に必ずしも縁がな
いけれども、能力のある人たちをどんどん抜擢を
していきました。いま、そういう人たちが本当に
育っていますね。たくさんいます。そして、いま
の全国の候補者もそういう候補がほとんどとい
ってもいいと思います。自民党はすでに大きく変
わっています。

橋本 はい、石原さん。
石原 いま自民党の次期衆議院選挙の新人候
補、84 人なんですけれども、すべて公募です。
新人候補は。もちろん二世の方もいます。しかし、
その大多数は地元の方が選び、あるいは決選投票
になった場合は、党員の方が党員投票で選び、そ
ういう方々であります。この事実はやっぱり重い
と思いますし、実は安倍総理のとき初めて公募候
補というのが生まれまして、私、その方を応援に
行きました。いまも立派に働いてくれています。
全く縁もない、お金もない。ただ、彼は偉かった
なと思うのは、自分でマンションを抵当にお金を
つくってきた。そのぐらい気概がなければ、全部
党にやってくれというようなことでは、私は、政
治家は育たないと思います。
橋本 はい、ありがとうございました。

総合司会 まだまだお伺いしたい問題もあろ
うかと思いますが、お約束の時間が来てしまいま
した。これで本日の討論会を終わりにしたいと思
います。
安倍さん、石破さん、町村さん、石原さん、林
さん、ご協力どうもありがとうございました。
（拍
手）
（文責・編集部）

総合司会

小栗泉（日本テレビ）

第一部司会

神志名泰裕（NHK）

第二部代表質問者 橋本五郎（読売新聞）、星浩
（朝日新聞）、倉重篤郎（毎日新聞）、実哲也（日
本経済新聞）
いずれも日本記者クラブ企画委員
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