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総合司会＝小栗泉企画委員（日本テレビ） 

これから民主党代表選の討論会を始めさせて

いただきます。本日の進行役を務めさせていた

だきます企画委員の小栗泉です。日本記者クラ

ブが行う民主党代表選の討論会は今回で７回

目になります。 

最初に、主催者を代表して、理事長の伊藤芳

明がご挨拶させていただきます。 

伊藤芳明理事長（毎日新聞） 日本記者クラ

ブ理事長の伊藤でございます。 

ご挨拶の前に、昨日パリで発生しましたフラ

ンスの週刊誌の本社に対するテロ攻撃に対し

て、強く抗議するとともに、僕らと同じジャー

ナリストの仲間を含む犠牲になられた方々に

心から哀悼の意を表したいと思います。 

さて、本日は、民主党の代表選に立候補され

た３人の方にお集まりいただきました。 

当記者クラブで民主党の代表選の討論会、前

回は２０１２年の９月でありました。当時は民主

党が政権与党で、野田首相、それから原口さん、

赤松さん、鹿野さんと４人の方がご出席いただ

きました。 

それから２年余り、昨年末の衆院選で有権者

は自民党と公明党の政権を選択しました。議席

の３分の２以上を擁する巨大与党体制が続い

ているわけですけれども、これにとってかわる

ような受け皿となる政党が要るのではないか、

そういうふうに考える国民は依然として多い

と思います。しかし、非常にきつい言葉になる

かもしれませんけれども、その受け皿となる政

党が必ずしも民主党でなくても構わないとい

う声があるのも事実だと思います。 

昨日の共同記者会見では、三人の立候補者の

みなさんから「国民の信頼を失った」という言

葉が何度も聞こえました。なぜ信頼を失ったか

ということをきちっと総括し、そして再出発す

る、今回の代表選はそのスタートだと思います。

民主党支持者ばかりでなく、国民みんな大きな

関心を寄せていると思います。健全な野党なく

して健全な民主主義はあり得ません。安倍政権

に対してきちんと物を言う、そういう野党の存

在は絶対に必要だと思います。 

きょう、これから行われる討論が白熱したも

のとなって、野党再生の第一歩となることを期

待して、主催者としての挨拶とします。 

総合司会 討論会の進行を簡単にご説明さ

せていただきます。全体で９０分間、２部構成

で行います。途中の休憩時間はありません。 

第１部は、候補者による主張と討論となりま

す。私どもから候補者の皆さんに事前にお知ら

せいたしました３つのテーマに沿って候補者

同士で討論していただきます。企画委員の島田

敏男委員が司会を務めます。 

そして第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。皆さんのお手

元に質問カードをお配りしてあるかと思いま

すので、それにお書きいただいて、近くにいる

係の者に合図をしていただければ、とりにあが

ります。 

なお、この討論会の模様はあす、ＹｏｕＴｕｂｅ

の日本記者クラブチャンネルに動画もアップ

させていただきます。 

それでは、島田委員、第１部をよろしくお願

いいたします。 

 

――――――――第１部―――――――― 

 

第１部司会＝島田敏男企画委員（ＮＨＫ） 

企画委員の島田です。よろしくお願いいたします。 

第１部は、おおむね３０分から３５分間で、二つ

のパートに分けてお話を伺いたいと思います。 

最初に、お三方の冒頭発言、そしてその後で

候補者同士による討論を考えております。冒頭

発言は３分でお願いします。立候補の理由、そ

して代表に選ばれた場合、何を最重点に取り組

むか、これを３分以内でお願いします。いつも

のようにランプがつきます。３分の少し前にな

ったら点滅を始めます。点滅が終わってランプ

がつきっぱなしになったら着地してください。 

冒頭発言の後、候補者同士の討論は、後でお

示しします３つのテーマについて、順番に質問、

そして答弁ということの繰り返しで発言をし
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ていただくように考えております。 

それでは、第一パートの「立候補に当たって

の冒頭発言」に早速入っていきたいと思います。 

では、届け出順に長妻さんからお願いします。

どうぞ。 

 

長妻昭候補 皆様、こんにちは。光栄な討論

の機会をいただきまして、ありがとうございま

す。私、衆議院議員の長妻昭でございます。 

私が民主党の代表選挙への立候補を最終的

に決断をしたのは、つい先日の総選挙の経験で

ございました。いつにもまして大変厳しい選挙

でございまして、皆様から本当に切実な声をい

ただきましたが、これは３つに分類できます。 

一つは、格差が限界まで拡大した、何とかし

てほしいとの切実な声をたくさんいただいた。

二つめは、ご高齢の方を中心に、「きな臭い動

きが出てきた、戦前のにおいがする、あんた、

何とか本当に変えてくれ」、こういう厳しいお

声もいただきました。 

そして最後に多かったのが、「民主党は何を

したいのかさっぱりわからない、しっかりし

ろ」、こういう声でありました。涙ながらの切

実な声もいただいて、私ももらい泣きを何度も

しました。こんな選挙は初めてでした。 

私は、国民の皆さんの中に非常に強い危機感

がある、そして、強い自民党にかわる大きい野

党、二大政党の一角を占めるような政党が渇望

されている、しかし、それが民主党なのかどうか、

国民の皆さんは迷っておられる、いまがラスト

チャンスと思い詰めて、私は立候補しました。

民主党こそが、国民の皆さんが渇望している政

党にいま一度なる、その最後のチャンスである

というふうに私は考えたわけでございます。 

一つ目としては、先ほどの格差の話でありま

す。日本では格差が本当に限界に来ており、社

会の基盤、成長の基盤、民主主義の基盤がぼろ

ぼろになっている、格差が拡大をして、人の能

力を潰しておいて何が成長なんだ、私はこうい

うことを強く申しあげたいわけであります。

「分配か成長か」の二者択一ではなくて、持続

的な成長のためには適切な分配が必要だ、それ

によって一人一人の能力が最大限発揮できる

環境を何としてもつくり上げていく、日本はも

っとよくなる。こういう確信を私は持って、そ

の具体的な社会像を民主党の新代表は、皆様に

提示をしなければならない。安倍内閣が示す社

会像がいいのか、民主党が示す社会像がいいの

か、それを国民の皆さんに選んでいただくよう

な、そういう切磋琢磨する政治文化をつくり上

げていきたいと強く思っております。 

そしてもう一つ、きな臭い動きの話でありま

すが、来年は戦後７０年です。日本という国は、

情報を制限して空気さえつくり上げれば、一気

に極端な方向に持っていくことができる、これ

が７０年前の戦争の反省です。この戦争の反省

に安倍内閣がきちっと立っているとは到底思

えない。それを転換するのは民主党しかない、

こういう確信を持って、それを強力に打ち出す

必要がある。そして、利権に切り込む、政官財

の癒着に切り込む改革政党として、民主党が企

業・団体献金を全面禁止する。その旗振り返り

役として実現に向けて取り組む、これも重要だ

と思っております。 

 

司会 ありがとうございました。続いて、細

野さん、お願いします。 

 

細野豪志候補 細野豪志でございます。貴重

な機会をいただきました。本当にありがとうご

ざいます。感謝申しあげます。 

私が民主党の代表選挙に出たいと思うよう

になりましたきっかけは、４年前の東日本大震

災であります。福島をはじめ皆さんが厳しい状

況にあり、政治家としてそうした皆さんの思い

に応えたい。これが原点です。２年前からその

準備を始めましたので、今回は迷いなく立候補

を表明させていただきました。 

いまの政治状況で、自民党安倍政権にかわれ

る選択肢を示すということが、日本の民主主義

を守ることになると思います。そして、そのと

きに重要なのが、民主党というのが何を大切に

している政党なのかということを、皆さんにも

う一度お伝えすることだと思います。 
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いま長妻さんから話がありました格差の問

題、社会保障の充実、教育の充実、共生社会と

いうのは民主党の最も重要な大きなテーマで

あると考えております。 

私も学生時代、父親が会社をやめまして、学

費をただにしてもらって卒業することができ

た。その中で阪神・淡路大震災が２０年前に起

きましたので、ボランティアに現地に行きまし

た。みずからが支えてもらったから逆に支える、

これが私は日本のあるべき社会だというふう

に思っています。 

もう一つは、多様性です。多様な社会があって

こそ、日本は強くなる。これは地域の多様性も

そうですし、個人の生き方の多様性もそうです。 

この共生と多様性の二つを大事にする民主

党をもう一度国民の皆さんに認めていただき

たいと強く私は思っています。 

しかし、残念ながら、国民の信頼は失われて

しまいました。私どもは、私自身も民主党に対

して強い愛着を持っているけれども、私たちは

やはり変わらなければならない。 

まず第一に変わらなければならないのは、私

は安全保障だと思っています。国民の皆さんは、

民主党にこの国を預けると危ういと思ってお

られる。これでは政権に戻ることができません。

日本の戦後の歩み、平和主義を大事にし、もち

ろん戦争はやらないという大原則に立ったう

えで、尖閣諸島の問題であるとか、さらには朝

鮮半島有事に対してはしっかりと備えること

ができるような体制と法律をつくらなければ

ならないと私は考えています。 

そして二つ目は、経済です。私は、格差の問

題に取り組むことが経済対策につながると思

っていますし、社会保障も経済にプラスだと考

えています。しかし、いずれも、誰かが税金を

納めていただかなければできないのです。ここ

の知恵が民主党は足りなかった。トリクルダウ

ンにかわる経済政策として、ボトムアップの経

済政策をしっかり訴えて、この民主党の経済政

策をもう一度国民の皆さんに知っていただき

たいと思います。 

そして最後に、民主党の文化です。決まった

ことは守る。リーダーがリスクをとって、政党

全体をしっかり引っ張っていく、そういう政党

に民主党を変えることによって、民主党が新し

くなったということを皆さんにわかっていた

だけるような代表選挙にしたいと思っており

ます。 

 

司会 ありがとうございました。続いて岡田

さん、お願いします。 

 

岡田克也候補 岡田克也です。 

私はずっと政権交代可能な政治ということ

を訴えてまいりまして、もう２０年になります。

自民党以外にもう一つ、ちゃんとした政党をつ

くり上げる、そのことを私のライフワークとし

てまいりました。 

そういう観点からみると、いまの民主党の現

状は極めて残念です。国民の皆さんの信頼を失

っている。この野党第一党の民主党をしっかり

立て直すことが私の使命である、そういう思い

で今回立候補させていただきました。 

私は、民主党はいろいろな反省が必要だと思

います。ただ、民主党を全否定するところから

は何も生まれないと思います。民主党にとって

大事なことは、オール民主党で、原点回帰する

ことだと思っています。原点回帰。綱領に書い

てあります。生活者、消費者、納税者、そして

働く人々の立場に立つ政党である。もう一つは、

未来志向の改革政党である。このいずれもが十

分ではなかった。そこで、もう一度原点に返っ

てしっかりと政策を立て直す、そのことが大事

だと思っています。 

先ほど、格差の話が出ました。あるいは多様

性という議論も出ました。私はそういったこと

を一言で言うと「公正」という言葉でくくって

おりますけれども、生活者、消費者、納税者、

働く人の立場に立つ政党という、その根底にあ

るのは、そういった中間層の厚みとか、あるい

は格差の是正とか、多様な価値観を大事にする

とか、そういったことについて、しっかりと民

主党が発信をしていくことだと思っています。 

いま一つ、未来志向の改革政党、ここが、こ
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こ最近弱くなってしまって、例えば維新の会に

お株をとられてしまったようなこともあると

思います。行政改革、あるいは財政改革、政治

改革、地方分権改革、そういったしっかりとし

た改革政策をやっていく中で、自民党にはでき

ない日本をつくり上げていく、そのことが非常

に重要だと私は思っております。そのことも含

めて、しっかりやっていきたいと思います。 

いままでの経験を生かして、何とか民主党を

立て直して、そして国会で安倍総理と堂々と議

論する。昨年の予算委員会でも５回、６回、安

倍総理と議論しました。私は全く議論に負けて

いるという気持ちは持っておりません。具体案

を示して、お互い正面から議論する、リーダー

としてこれも重要なことだと思っています。そ

のために全力を挙げていきたいと考えていま

す。以上です。 

 

司会 ３人の皆さん、冒頭発言ありがとうご

ざいました。では、この後、討論。３つのテー

マを設けています。 

第一に、党再建と野党再編。 

第二に、アベノミクスとどう向き合うか。 

そして第三に、集団的自衛権など憲法をめぐ

る安全保障問題です。 

まず細野さんに最初の質問者になっていた

だきます。これは質問も１分、そしてお答えに

なる方も１分で、お願いします。ともえ戦にな

るように回していきますから、最初に細野さん、

お二方のどちらに質問しますか。 

細野 では、岡田さんに質問させていただき

ます。 

司会 では、お願いします。 

細野 このテーマが私からスタートという

のは、皆さんのある種の私に対する認識かなと

思うのですが、私の立場をまず簡潔に申しあげ

ますと、私は民主党の再建というものなくして

この国の民主主義は復活しないと思っていま

すから、それをしっかりやりたいと思います。 

維新の皆さんの中でも、政策で一致できると

ころはあると思います。しかし、党として合併

をするというのは、現実的には難しいと思いま

す。そういう中で、野党のリーダーとして民主

主義を再建することを最優先でやりたいと思

います。 

ただ、悩ましいのは、これは岡田さんへの質

問でもあるのですが、昨年の総選挙で、それこ

そ選挙区をどうすみ分けるのかということで

大変代表代行としてご苦労された。これは、こ

れからのテーマでもあると思うんですね。です

から、民主党としてしっかり党を再建すること

と、来年の参議院選挙とか、さらには衆議院の

選挙の準備もすぐ始めなければなりませんの

で、そこをどのように両立をしていくか、岡田

さんにこの総括も含めて、どのようにお考えに

なっているかを聞きたいと思います。 

司会 岡田さん、お願いします。 

岡田 さきの選挙について、いろいろとご意

見をいただいているところであります。私も総

選挙の責任者ということでやっておりました。 

ただ、申しあげたいことは、党としていろい

ろ決めて、私は代表や幹事長は前面に出ますの

で、彼らに泥をかぶせてはいけない、そういう

意味で、これは性格もありますが、私自身が前

面に出て泥をかぶった、そのことに対していろ

んなご批判もいただいていると思いますが、私

はこれは党として必要だという信念に基づい

て候補者調整を進めてまいりました。 

参議院選挙、なかなか大変です。確かにその

とおりです。しかし、私は民主党の１人区では、

他党と協力しないと。候補者をお互い立て合っ

たのでは、自民党に勝利を許してしまいますか

ら、そういう事前の話し合いというのは非常に

重要だなとそんなふうに思っております。具体

的には、もう少し時間をいただければ、後でお

話ししたいと思います。 

司会 では、早速お時間を１分間差し上げま

すので、野党再編というところまでいくのか、

それともどういう形を考えているのかを含め

て、ご自身の考えを、今度、長妻さんにぶつけ

る形でお願いします。 

岡田 長妻さんと私の意見は多分あまり違

わないと思うので、特に質問することはないん
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ですが、私、細野さんに後でお答えいただきた

いと思うんですが、民主党が維新と合併するこ

とは現実には難しいというふうにおっしゃい

ました。私もそういう意見です。ただ、私、よ

く覚えておりますが、選挙、解散の目前、２日

前ですね、１１月１９日に、細野さんは、長島さ

んや松本さんと一緒に私のところ、それから海

江田代表のところにそれぞれ訪れまして、衆議

院だけでも「みんな」と民主と維新と合併すべ

きだというかなり強い提案をされたんですね。

あの話は一体何だったのかと。いま合併はない

とおっしゃいましたが、あのときは合併とおっ

しゃったわけですから、そこは非常にわかりに

くいので、きちんと説明していただいたほうが

いいんじゃないか。政治家は自分の言葉に責任

を持つべきではないかと思っています。 

司会 いまのご指摘に対する答えを細野さ

んに聞く前に、岡田さんが、考えが近いんじゃ

ないかとおっしゃっていた長妻さん、細野さん

に向けてしゃべってください。 

長妻 党再建と野党再編ということだと思

いますけれども、やはり民主党の中ですらまだ

詰め切れていない政策テーマが幾つかある。そ

れを置き去りにしてほかの党と一緒になる、こ

れはあり得ないと思います。当然、国会共闘と

か、議員立法を一緒に出す、これは当然きちっ

とやっていく必要がありますけれども、まず民

主党の中で政策をある程度まとめて、旗をきち

っと立てていく。そして、国民の皆さんからも

う一度、政権を担い得る政党だと認めていただ

く、その地道な過程を経ることによって求心力

が高まって、ほかの野党の皆さんが、民主党に

集っていこう、こういう受け皿になるような、

まずそれが大原則であるということを声を大

にして私は言いたいと思っております。 

岡田さんもさっきおっしゃられましたけれ

ども、そういう意見について、細野さんはどう

いうふうにお考えか、お伺いします。 

司会 細野さん、要するにお二方から、言っ

ていることが変わったじゃないか、維新の党と

合流する考えと言っていたことはどうなった

のか、とお答えください。 

細野 まず、いまの岡田さんからのご質問は、

やや残念です。というのは、政治家同士、きち

っとクローズドの場所で話したことをこうい

場所で公開で質問されるということ自体、私は

ちょっと岡田さんらしからぬことをされたな

と思います。 

ただ、そういう話をされましたので、私もど

こまで申しあげるか、いま悩んでいますが、あ

えて申しあげたいと思います。あのとき、維新

の側から一つのサインとして、関西を切り離す

ことも考えるという話が来ました。私は、考え

方の一致しない人たちと一緒になるのは難し

いと思っていました。しかし、もうすでに選挙

区調整が始まっていました。残念ながら、かな

り地域で軋轢ももう出ていました。岡田さんが

それをご苦労されたことはよくわかる。しかし、

中途半端にすみ分けて、すみ分けるだけですか

ら、推薦するわけではないわけですね、それで

国民の皆さんに打算とみられるよりは、本当に

そこまでやるなら、そういうことも選択肢では

ないかということを申しあげたのです。 

ですから、繰り返しになりますが、考え方が

一致をしない限り、それはできないことだとい

うふうに思っておりますので、その考え方に全

く私は揺らぎはないということは申しあげて

おきたいと思います。 

司会 ちょっと追加の質問ですけれども、そ

うすると、細野さんは、あの時点では、とにか

くその取り組みを進めようと言ったにすぎず、

それはあの選挙前のばたばたの時期だったか

ら言ったまでだ、こういうことですか。 

細野 いや、そういうことではありません。

維新と民主党との最大の問題というのは、関西

の問題でもあるわけですね。ですから、その問

題が何らかの方でクリアできて、そのうえでそ

ういったことは考えられるのであれば、中途半

端なすみ分けをするよりは、いろんな可能性を

模索すべきではないか、ということを申しあげ

たのです。 

それは、私のような、当時、無役の人間には

できませんので、選挙について仕切っておられ

る代表代行にお考えいただけませんか、という
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ことは申しあげました。 

司会 わかりました。つまり、まだまだ現在

進行形の動きであるという認識だと思います。

これは第二部のほうでまた詳しい質問が出る

と思いますから、改めて。 

二つ目のテーマに移ります。アベノミクスと

どう向き合うか。これは岡田さんに今度は話の

切り出しをしていただこうと思います。 

岡田さん、アベノミクスとの向き合い方、お

二方の候補者、どちらに質問をいたしますか。 

岡田 それでは、細野さんに。 

私はアベノミクスを全否定するつもりはあ

りません。１本目、２本目、３本目、あります

けれども、それぞれ意見はあるんですが、３本

目などは、野田政権のときの成長戦略、規制改

革とかなり共通したものがあります。ですから、

むしろちゃんとやれ、もっとしっかりやれとい

う部分も多いんですね。雇用など、方向性が間

違っているものは、私は断固拒否しますけれど

も、しかし、もっとしっかりやるべきだ、いろ

んな既得権にとらわれずにやるべきだという

ところもございます。 

アベノミクスの問題は、私は、大きくて二つ。

一つは分配の問題です。生産性を上げて成長し

ていくというのは、これは必要なことです。し

かし、その成長の果実を、先ほど長妻さんの話

にもありましたが、ちゃんと分配するというこ

とが非常に重要。もう一つは、財政規律が失わ

れているのではないか。この二つの問題がある

と考えております。 

そこで、細野さんにぜひお聞きしたいと思う

わけですけれども、２０２０年にプライマリーバ

ランスを黒字化するという目標、私はこれは非

常に重要だと思っていますが、歳出を削ること、

歳入をふやすこと、そして経済成長による歳入

増、３つとも必要だと思いますが、歳入をふや

すところについて、細野さんはどういうイメー

ジをお持ちなのか、お聞きしたいと思います。 

細野 そこが成長戦略の一番根幹だと思う

んです。私は、二つやるべきことがあると思っ

ています。まず一つは、企業の負担軽減。この

軽減のやり方ですが、法人税の減税というのは、

東京の一部の企業に限られますので、このやり

方は、必ずしも効果はない。むしろ、これは６，

０００億ぐらい財源をかけると言っていますか

ら、その財源があるのであれば、企業の社会保

障負担を軽減することで、企業そのものも負担

が軽くなるし、そこで働く人たちの給料もふえ

ていくというような、そういうことをやるべき

だと考えています。 

そして、もう一つやるべきは、規制緩和です。

官主導の経済成長というのは限界があります。

規制改革をすることによって、新たなマーケッ

トを開いていくことが極めて重要です。ここは、

先ほど岡田さんがおっしゃった、わが党が改革

政党としてやや輝きを失ったところでもある

と思いますので、しっかりやるべきだと思います。 

そして、そのやり方は、中央主導でやるので

はなくて、地域でそれぞれ規制そのもののあり

方を決定できるような地域主権改革によって、

それぞれの地域で経済のパイ拡大に努力をし

ていただく、これが必要ではないかと思ってお

ります。 

司会 細野さん、いまの話でまだ言い足りな

い部分も含めて、今度は長妻さんにこのテーマ、

アベノミクスとの向き合い方、これについてお

考えを示して、答えを促してください。 

細野 まず、長妻さんの考え方に私は基本的

に賛成です。すなわち、トリクルダウンによっ

てお金持ちがふえても、それ自体がそれほど消

費に回るかというと、なかなか効果が上がらな

いというのが現状ですから、むしろ分厚い中間

層をつくることによって、中間層が、例えば２

００万、３００万の人は４００万、５００万になり、結

婚できて、子どもを育てる、そのことが日本の

経済成長にもつながるというのは、これは私も

大賛成。 

ただ、悩ましいのは、そういう中間層を厚く

するとか、格差を是正するということを考えた

とき、税収をどこかで上げなければならない。

その源をどこに求めるのかということについ

て、少しこれから知恵を絞っていく必要がある

のではないかと思います。 

長妻さんとしてお考えのことがあれば、ぜひ
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お聞かせいただきたいと思います。 

長妻 税収を上げる、収入を上げる云々の話

ですけれども、私、社会保障を機械的に削減し

ていくというだけでは、時と場合によってはか

えって高くつく可能性がある。例えば、親の介

護で会社をやめる方が、年間いま１０万人いら

っしゃる。そういう方々が２０万人、３０万人に

ふえて、経済活動はどうなるんだ。成長の基盤

はぼろぼろになるのではないか。つまり、はじ

めに投資をすることによって、全体の社会の負

担を減らして成長の基盤をつくっていく、こう

いう社会保障像というのは、私は仲間とともに

つくったつもりでありますので、それを徹底的

にやっていくということが必要だと思います。 

そして、アベノミクスですけれども、１本目

の矢、２本目の矢というのはあくまで一時的な

話で、本丸は３本目というか、私が申し上げる

ような人的基盤、民主主義の基盤、成長の基盤

をつくっていく。格差を是正をして、能力を潰

さない。 

子育てで会社をやめざるを得ない人をふや

して、過労死で亡くなる人をふやして、非正規

雇用をふやして、何で成長できるんだ。ここに

手当てをする、人への投資が最も重要だと思い

ます。 

司会 言い足りなさそうですけれども、お時

間をもう１分差し上げますから、今度、岡田さ

んに、アベノミクスとぶつかるときの優先すべ

き点、いまもお話がありましたけれども、さら

に加えて、党内をどうまとめていくかというこ

とも踏まえて、岡田さんに答えを求める格好で

ご発言をお願いします。 

長妻 アベノミクスにぶつかる、党内をまと

めるということですけれども、一つ、やはり日

本の予算配分構造というのが非常にゆがんで

いると私は思うんです。ＧＤＰの比率で言うと、

例えば先進国を比べると、公共事業がいまだに

１位なのです。子育て予算とか、教育予算は最

低レベルになっている。いろんな要因があると

思いますが、一つの側面は、企業・団体献金。

これは企業・団体からのパーティー券の購入も

含めて、それが大きく影響しているのではない

か、予算をゆがめかねない動きです。 

私自身は、これは法律で禁止をする。アメリ

カでもフランスでもカナダでも禁止されてい

るわけですから、これをきちっとやることが本

当に日本の政治の体質を変えることにつなが

るというふうに、本当に確信をしているところ

でありまして、これをやり切ることが、本当の

身を切る改革にもつながるということで、これ

をぜひやり切りたいと思うんですけれども、国

民運動も含めて、どういうお考えかということ

もお聞かせいただきたいとお思います。 

司会 岡田さん、この企業・団体献金の問題

は、自民党との違いを一番出しやすい部分かと

も思うんですが、いかがでしょう。 

岡田 まず、この問題は、民主党だけが行う

のではなくて、やはり各党が一緒に行わないと

いけないというふうに思います。 

そのうえで、これは与党の時代に随分検討を

いたしました。われわれの案は、個人献金をい

かにふやしていくか。そのために、個人が献金

したときの税制をしっかり整えようというこ

とで議論をしておりました。一つの結論を得た

わけですけれども、残念ながら実現するまでに

政権がまた変わってしまいました。個人献金を

いかにふやすかということについて、しっかり

とした基盤をつくり、そのうえで企業・団体献

金――私はパーティーも同じだと思いますが、

そういったものについて制限していくという

ことが必要だと思っています。 

司会 岡田さん、このテーマの切り出し役だ

ったので、私から一つ。いまのお話も含めて考

えますと、民主党は、この前の政権のときには、

企業との関係が少し疎遠になった。だけど、こ

れから先、再び政権を獲得していくときには、

企業と与党との関係というのを、この前の３年

間とは違う形に組みかえながら維持していく、

そんなお考えなんでしょうか。 

岡田 やはり信頼関係は大事ですね。私は、

民主党政権のときに、少しアンチビジネスみた

いな言い方で批判をされた。それはやや不当な

ところもあったというふうに思います。 

国として、例えば温暖化問題などは、これは
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しっかりやっていかなければいけない、人類の

将来のためにやらなければいけない点だと思

うんです。それをアンチビジネスだというふう

に一くくりで批判されてしまったのは非常に

残念でした。 

いずれにしても、コミュニケーションが足ら

ない、そこをしっかりやって、信頼関係をつく

っていくということは重要だと思います。しか

し、個々の民間企業の目指すところと、そして

政治がやらなければいけないことの食い違い

が出てきますから、そこはしっかり説得しなが

ら、やることはしっかり進めていかなければい

けないと思っています。 

司会 ３つ目のテーマに移りたいと思いま

す。今度は話の切り出し役は長妻さんにお願い

したいと思います。 

集団的自衛権など憲法をめぐる安全保障の

問題、これに対する考え方、民主党としてどう

まとめていくのか。長妻さん、この質問は誰に

向けますか。 

長妻 そうですね、細野さんに。 

司会 細野さんに、はい、お願いします。 

長妻 今回の集団的自衛権の閣議決定、これ

は文章を読んだり説明を聞いたりしても、非常

に奇妙な決定、ロジックだと思っています。皮

肉を込めて言うと、「個別的自衛のためだけに

限定して集団的自衛権を使います」というよう

な、つまり、わが国に対する攻撃と同等の被害、

ということがトリガー（引き金）になるという

ことは、これは個別的自衛権と読めるのではな

いか、というふうに考えております。 

例えば、かつての平成１５年の国会答弁でも、

法制局長官が、日本を守るための米艦船が公海

上に展開している、その米艦船に対する攻撃を

もってわが国に対する武力攻撃の着手と読み

得るというようなこともおっしゃっておられ

るので、そういう意味では、個別的自衛権、物

理的に攻撃を受けていない段階の着手のとこ

ろをきちっと議論をしていく。そして個別的自

衛権の範囲内で、領域警備法を含めて不備がい

っぱいありますから、そこを直していくという

ことが真の限定につながると私は思っている

んですが、そういう考え方をもっと追求する議

論を深める必要があると思うんです。 

司会 細野さん、先ほど冒頭発言で、朝鮮半

島有事に備えることも必要だとおっしゃって

踏み込みました。いまの違う角度からの長妻さ

んのご指摘も踏まえて、いかがでしょう。 

細野 個別的自衛権の範囲でやれることが

何かということについて、きちっと突き詰めて

考えていくべきだという長妻さんの考え方に

は私も全く賛成です。 

それは、これまでの憲法解釈を尊重するとい

う意味で、ある種の立憲主義の立場から当然や

らなければならないことなのです。しかし、安

全保障問題を考えると、もう一つの要請があり

ます。それは、現実的なさまざまな脅威に対し

てどう向き合っていくのか、ここに国民のもう

一つの関心があることも事実なんですね。その

中で、やはりどうしても考えざるを得ないのが、

やはり朝鮮半島有事だろうと。朝鮮半島で有事

があった場合には、距離的な問題もありますし、

また在日米軍があることも考えれば、わが国の

自衛にも直結をする。そうなってくると、それ

こそ、そういう危機が現実になる、ならないぎ

りぎりの線も含めて、わが国としても関与しな

いという選択肢がなくなる可能性があるわけ

ですね。そこについて、どういう可能性がある

のかについて、立憲主義の立場は非常に大事だ

けれども、もう一つで、現実的な問題にどう対

応するかというアプローチが必要なのではな

いか、ということを私は申しあげております。 

司会 お三方の中では、細野さんが一番一歩

踏み出した感があるんですけれども、岡田さん

に対し、その立場から質問をお願いします。 

細野 きのうもこの議論がありまして、岡田

さんのご発言を聞いていまして、ここの部分に

ついての岡田さんの立場は私にかなり近いな

と思っています。 

そこで、お聞きしたいのは、やはりそういっ

たことを考えるうえでも、民主党がかつて検討

してきた安全保障基本法というのを本気で考

えるべきではないか。ここについて、岡田さん

のこれまでの紙などをみておりますと、言及が
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ないのですが、そういったことについて、どの

ようにお考えになっているかをお聞かせいた

だきたいと思っております。 

司会 岡田さん、お願いします。 

岡田 安全保障基本法に何を求めるかとい

う「そもそも論」があると思うんですね。例え

ば、自民党の石破さんなどは、集団的自衛権を

幅広く認めるという立場に立って、それを基本

法で、法律で規制をする、憲法上は広く認めて、

法律で規制するという考え方。これはこれで一

つの考え方だと思います。 

しかし、いまや政府も広く集団的自衛権を認

めるという考え方はありませんので、それをい

まの閣議決定を基本法という形で確認するの

か、あるいは個別法の中に書くのかというのは、

私は、いわば技術的な議論ではないか、そんな

ふうに思っております。 

ただ、いまわが党の中で、基本法についての

骨子案というのが有志の議員によって示され

ておりますが、私は、ちょっと懸念を持ってい

ます。この中で、そのまま放置すればわが国に

対する直接の武力攻撃が発生するなど――こ

れは「など」ですから例示にすぎないのです、

ほかにもあるということですから――わが国

の存立に深刻な影響を及ぼす明白な危険が発

生した事態、こういう場合に集団的自衛権の行

使ができるということです。 

これを私は、政府の行った閣議決定と変わら

ないか、あるいは、場合によったら広いかもし

れないと思うわけですね。そこは、やはりもう

少ししっかりとした限定が、もし基本法で書く

なら必要だというふうに思っております。 

司会 いまの３人のお話を聞いていますと、

色合いの濃淡がはっきりあるわけですけれど

も、岡田さんのいまのご発言を聞いていますと、

長妻さんにも近い部分があるような気もしま

す。長妻さんに質問していただけませんか。 

岡田 私、３人の共通している点として、や

はり日本自身が攻撃を受けたと等しいような

大変な状況になれば、それはやはり自衛権の行

使というものは必要だという認識に立って、そ

れを個別的自衛権の拡張という形でするのか、

これは私、拡張する際の問題点は、国際的なス

タンダード以上に個別的自衛権を広げてしま

うことになりはしないか、歯止めがなくなるの

ではないかと心配しているわけです。 

もう一つは、制限した集団的自衛権で対応す

るのか。しかし、これは制限をきちんとできる

のかという問題があります。そういうことにつ

いて、私は、もう少し議論を煮詰めるべきだと

思っているんですが、いずれにしろ、わが国に

対する攻撃と同じような影響があるような事

態が生じた場合には、何らかの形で自衛権行使

をせざるを得ないというところについて、長妻

さんも共通のご認識をお持ちかどうか、聞きた

いと思います。 

長妻 私も、以前に比べて日本を取り巻く脅

威というのは格段に高まっている、そういう危

機感を持っております。だからといって、集団

的自衛権を一足飛びに認めていく、しかも、国

民の皆さんに誤解を与えるような、つまり、集

団的自衛権を限定的に認めるんです、と政府は

おっしゃっているんですが、地球の裏側まで行

けるし、あるいはアメリカの要請があれば行け

るような趣旨の、私はそういうふうに感じまし

たけれども、そういう答弁もあったわけで、じ

ゃ、集団的自衛権という権利は、事の性質上、

本当に限定できるのか、私はその限定ができる

という確証を得ていません。 

であれば、個別的自衛権の範囲内でできるこ

とがまだ山ほどあると私は思っています。法律

の不備がたくさんあります。それをきちっと手

配、手当てすることで日本の守りを固めていく、

そちらのほうが、国際社会も含めて、世界の信

頼も失わずに済むのではないのか、国民の信頼

も失わずに済むのではないのか。 

そして、インテリジェンスということも私、

政策集に入れております。日本のインテリジェ

ンス、これを世界最高峰に引き上げていく、専

守防衛の国だからこそそれを磨いていくとい

うことが必要だ、こういう訴えです。 

司会 このテーマの話の切り出し役の長妻

さんに、最後に一つ。 

結局、安倍さんは、この話を先々の憲法改正
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の言ってみれば一里塚に位置づけているので

はないか、こういう見方もあります。長妻さん

は、集団的自衛権の問題は、憲法改正の議論の

ときに行うべきとお考えでしょうか。 

長妻 これは恐らく憲法改正、衆参のダブル

選挙がある、ない議論と関連して言われており

ますけれども、集団的自衛権というのも、自民

党は俎上に上げてくるのではないかと思いま

すが、そのときに民主党も、憲法を改正すれば

集団的自衛権はいいんだという論になっては

ならないと私は思っておりまして、そのことも

含めて、よくよく党内で――これはまとまらな

いといけないですから――議論をしていく。 

何しろ脅威は高まっているという認識は、三

者とも一致しているわけですので、それをどう

いうような形で、国民の信頼を失わずに、日本

の守りを固めていくのかというような議論は

必ず一致点が見出せると思います。本当に熟議

をして、岡田さんの言うように、最後は決断を

するということが重要だと思います。 

司会 ありがとうございました。大変ご協力

をいただきまして、始まる前に知らなかったお

話が幾つか飛び出してもきましたので、この後

の第２部の質疑応答にぜひ後を委ねたいと思

います。 

それでは、小栗さん、お願いします。 

 

――――――――第１部―――――――― 

 

総合司会 お三方の立場の違いというのが

大分みえてきたのではないかと思いますけれ

ども、これを２部でさらに深めたいと思います。 

まず代表質問者をご紹介いたします。いずれ

も当クラブの企画委員です。 

候補者の方々からみて左から、軽部謙介さん、

川村晃司さん、川上高志さん、原田正隆さんで

す。 

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。１部と同じようにランプが点滅

しましたら、発言を締めくくるようにお願いい

たします。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けれども、限られた時

間を有効に使うためですので、ご協力ください。 

１部では、各候補に公平になるように運営を

させていただきましたけれども、第２部では、

若干、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、同じ回数質問させてい

ただくかどうか、その限りとはいかないと思い

ますが、あらかじめご了承ください。 

それでは、代表質問をお願いいたします。 

質問 よろしくお願いいたします。会場から

もたくさんご質問をいただいておりますので、

それを踏まえながら質問させていただきます。

まず最初に、私のほうから概括的な質問をさせ

ていただきます。 

選挙が終わったばかりでありますが、皆さん、

次の衆院解散総選挙はいつだとにらんで準備

をされるのか。この前の総選挙では、たしか１

９８人しか候補を立てられなかった。今度は過

半数を立てて政権をとりにいくおつもりがあ

るのか、まずそこをお伺いしたいと思います。 

届け出順で長妻さんからお願いします。 

長妻 私は、１年半後の衆議院・参議院ダブ

ル選挙をにらんで、候補者を擁立する。これは

もちろん過半数はもとより、それ以上、でき得

る限り選挙区に慎重に民主党の公認候補者を

擁立していくということを進めるべきだと考

えています。 

細野 １２月の総選挙で、ひとつしっかり、

これは全員で反省をしなければならないのは

準備不足だったということだと思います。です

から、新体制がスタートしたら、すぐに次の総

選挙に向かって準備を始めなければならない

と思います。 

そのときに、まず地方の声を聞くことが大事

ですね。統一地方選挙もありますから、そこも

含めて、しっかりと戦える総支部長は誰なのか

ということを聞きながら、可及的速やかに支部

長を選んでいく、そういう手続を積んでいかな

ければならないと思います。 

一つのタイミングは、いま長妻さんがおっし

ゃったとおり、来年の参議院選挙、これは当然

あり得ると思います。それをも視野に入れて、



12 
 

でも、解散総選挙というのはいつあるかわから

ないわけですから、これは速やかに準備を始め

るべきだというふうに思います。 

岡田 そもそも衆議院選挙というのは、「常

在戦場」というか、いつあってもいいように心

構えを持っていなければいけない。それは大前

提としてあると思います。そのうえで、党とし

て考えると、ダブル選挙というのは一つの節目

として十分に考えておかなければいけない。そ

うすると、時間はあまりありませんので、候補

者の擁立は急がなければいけないと思います。 

その際に、もちろん地方で頑張っている政治

家の、特に若い政治家の皆さんや、あるいは女

性や、もうちょっと多様な、ＮＰＯとかで活動

している人とか、そういう人も含めて、もう一

回民主党の幅を広げて、急いで人選をしていく

べきだと考えております。 

質問 ありがとうございます。 

今後、野党再編が現実的な問題になってくる

と思うんですが、候補の擁立に当たって、ほか

の党と手を組むということまで視野に入れる

のか、やはりすみ分けということを考えていく

のか、その辺、細野さんからお願いします。 

細野 私は、民主党の自主再建なくして民主

主義は機能しない、それをしっかりとやるのが

次の体制の仕事だと思っております。これは変

わりません。 

ですから、候補者の擁立についても、まず当

然、民主党として候補者の擁立を最大限してい

くべきだと思います。これは決して現執行部を

批判するという意味で聞かないでいただきた

いんですが、あれだけの短い期間だったので、

現執行部は大変な努力をされたんですが、やは

り都道府県の中で一人も衆議院候補がいない

ということになってしまうと、本当に党自体が

弱体化してしまいます。そういったことがない

ように、全国をちゃんとバランスをとりながら、

候補者の擁立を急ぐべきだと思います。 

その中で、いろんな選挙区事情がありますか

ら、そうした中で、他党とバッティングして自

民党に利するだけだという選挙区については、

無理やり立てるかどうかという議論は、さまざ

まな候補者を立てる段階で、検討しなければな

りません。ただ、まず大原則は独自候補を立て

るということで進めていくことが最終的に選

挙結果にも必ずつながると思っています。 

質問 岡田さんは、参院選で「すみ分け」に

若干触れられていますけれども、衆院選でもそ

ういう考えで臨まれるということでしょうか。 

岡田 はい、まず候補者の擁立を急がなけれ

ばいけないということをもう一度強調してお

きたいと思います。 

９月の後半に私、代表代行に就任いたしまし

て、非常に驚いたのは、候補者の調整は随分深

いところでやっていた、海江田代表のもとでや

っておられたというふうに思いますけれども、

候補者の擁立がほとんどできていなかった。慌

てて擁立しようとしたけれども、解散を打たれ

てしまったというのが現実であります。やはり

候補者はしっかりと擁立していかなければい

けないと思います。 

その際に、原則は、細野さんが言われるよう

に、わが党としてきちっと出していくというこ

とです。しかし、他方で、具体的には、野党の

中では維新ということになりますが、維新とむ

やみやたらにバッティングすれば、それは自民

党を利するだけですから、一定の範囲の中で候

補者の調整、これは選挙協力ではありません、

候補者を調整していくという作業は、私は、一

部残るんだろうというふうに思っております。 

質問 長妻さんは、他党からも民主党に参加

してくれるような民主党再建をおっしゃられ

ていますけれども、維新の党を念頭に、そうい

うふうな民主党の再建が可能だとお考えでし

ょうか。候補者を選ぶに当たって。 

長妻 やはり、もちろん地域の意見を十分に

聞いたうえで、自前の候補者を、でき得る限り、

例外の選挙区はほんの一部はあると思います

けれども、でき得る限り、全選挙区に擁立する、

これが大前提だと思います。私も維新の議員の

方々と懇談することも大変多いんですが、社会

保障などについて非常に意見が近い議員もた

くさんいるというふうに承知しておりますの

で、そういう意味では、まずは民主党、国民の
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総選挙での意見、先ほど紹介しましたように、

何をやりたいかわからない、こういうように思

っておられる国民の皆さんが多いわけですか

ら、きちっと旗を立てて、民主党というのはこ

ういう具体的な社会像を持っているんだ、とい

うことを発信し続ければ、私は、ほかの政党、

無所属の方々が民主党に集うような、そういう

求心力を高めるということが、選挙にも、候補

者擁立にもプラスにつながるというふうに思

っております。 

質問 ちょっと質問の趣旨を変えます。 

連合、労働組合との関係ですが、連合は非常

に重要な支持組織ではあると思いますが、一方

で、組合が組織率が２割を切っている中で、連

合が民主党の政策決定に強い影響を持つ状況

がある。その意味で連合が、民主党にとって、

制約になっている可能性があるのではないか

とも指摘されています。連合との関係、民主党

は労組依存ではないか、というふうな指摘に対

してどうお考えになられるのか。 

一つずつずらして、岡田さんからお願いでき

ますか。 

岡田 連合は非常に重要な支援組織だと思

います。ただ、連合に全面的に依存するという

ことではいけないと思います。それぞれの政治

家がみずからの選挙区でしっかりと地域の中

で、例えば後援会をつくるなり、支持者をつく

る、そして連合の皆さんにも応援してもらう、

そういう中で当選してくるべきで、全面的に依

存ということは考えられません。そもそも労働

組合と政党というのは成り立ちが違うわけで

すから、完全に一致することはあり得ない、そ

ういう前提の中で、われわれは政策調整しなけ

ればいけないと思います。 

ご指摘のように、連合以外にも、働く人はた

くさんいらっしゃいます。非正規で働いておら

れる方、最近は労働組合に加入される方もふえ

ていますけれども、まだ一部です。そういう方

の声もしっかり反映しなければいけない。 

したがって、われわれは、もちろん連合は大

事な組織ですけれども、しかし、そのほかのさ

まざまな声を聞きながら、それを集約して政策

として打ち出していく、そのことが重要だと思

っております。 

質問 同じ質問を、長妻さんにお願いします。 

長妻 私どもも、政権を経験して、いろいろ

な支援を受ける団体、個人からいろいろなご意

見をいただきます。しかし、その意見が適切で

ある場合、それは取り入れて進んでいく。しか

し、その意見と異なる場合、あるいはそういう

団体にマイナスのこと、これをやらなければい

けない場合、これは気の遠くなるような話し合

いをして、説得をして、説明をしていく、これ

から逃げてはだめだと思います。 

そういう意味では、本当に幅広い勢力を結集

し、いろいろな団体を抱えていく、包摂をして

いく。このくらいの度量がなければ、政権政党

としては復活できないと思っておりますので、

さまざまな意見がありますけれども、それは説

得をして、説明をして、お話をしていく、この

気の遠くなるような作業を地道に続けて、そし

て大きな勢力をつくっていく、そして政権政党

として再び国民の皆さんの信頼を得る、こうい

うことを地道にやる以外にないと思っており

ます。 

質問 細野さんに、いまの質問ですが、もう

ご本などでは、自治体とかＮＰＯとか、いわゆ

る新しい公共基盤ということをおっしゃって

います。現実には、いまそういう組織が自民党

の支持基盤になっているのではないでしょう

か。民主党としてそういう支持基盤を掘り起こ

していく、あるいは組織化していく具体策はお

持ちですか。 

細野 まず連合ですけれども、世界をみまし

ても、政権の核となる政党が、組合をしっかり

支持基盤としていることは、これは極めて通常

のことですから、民主党はそういう政党でこれ

からもあり続けるべきだと思います。働く人た

ちの声を大事にする、これは当たり前のことで

すから、そこに私は何ら問題ないと思います。 

むしろ、やはり考えなければならないのは、

本当にそれ以外の基盤が広がっていないとこ

ろで、ここは、ちょっと私、これからややお節

介に自分がやってきたことをみんなに広げて
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いこうかと思っているんですね。当然、地元に

いれば、農家の方も経営者の方も接点が出てき

て、いろんな方との関係の中で支持基盤がふえ

てくるところが、なかなかそれができていない。 

これまで民主党は、それぞれのみんなに任せ

過ぎたところがあると思います。ある程度経験

をしているわれわれがもっと入り込んで、そう

いう人たちとどういう信頼関係を築くべきな

のか、どういう支持組織をつくるべきなのかと

いうことについて、踏み込んでやっていくべき

だと思います。それができれば、連合の皆さん

の声ももちろん聞く、そのほかの方々からもい

ろいろ話を聞いたうえで、総合的にしっかりと

判断できるということになるわけですから、そ

ういう政党になるべきだと私は思います。 

質問 いまの質問に関連して、岡田さんにお

伺いしたいと思います。さきの総選挙で民主党

が維新と選挙調整をして、維新の候補が立った

選挙区で、維新の橋下代表が、「官公労に頼っ

ている民主党とは一緒に組めないんだ」と話し

た。選挙調整をしたその選挙区でそういう演説

をしたことを考えますと、連合の問題とあわせ

て、今後の維新との連携に関して、官公労の問

題をきちんと整理をして選挙協力をできる、そ

ういう体制がつくれるのかどうかということ

をお伺いしたいんですが。 

岡田 ですから、選挙協力ではないんですね。

候補者の調整なんです。政策のすり合わせをす

るということではなくて、この選挙区は維新、

この選挙区は民主ということで振り分けたと

いうことです。 

おっしゃるようなことは確かにありました。

橋下代表がどういうお考えだったのかわかり

ませんが、民主が立てずに、維新の候補者が立

っているところに行って、労働組合のかなり批

判をされたと。あるいは民主党の批判をされた、

ということがありました。候補者の方も本当に

困っていました。民主党支持者の支持をもらお

うと思って一生懸命活動している中で、それに

対して全く逆の方向の演説がなされたわけで

ちょっと私も首をかしげているところです。 

質問 ということは、今回の選挙調整は必ず

しも成功しなかった、むしろ失敗だったという

総括をされているということですか。 

岡田 選挙調整ではありません、候補者調整

です。何度も申しあげますが。そして、それは、

私は一定の成果を上げたと思っています。 

今回、たしか１１名ですか、小選挙区で勝利

した民主党の議員はふえています。全体の中で、

維新の候補者とバッティングしながら、小選挙

区で勝った、つまり自民党の候補者を抑えたと

いう人はわずか２人しかおりません。辻元議員

と笠議員だけですね。あとの小選挙区の勝利者

は、維新がいないところで勝っている。もし調

整しなければ、維新の候補者が立って、勝てな

くても民主党を落とすことはできますから、そ

ういうことになったのではないかと思ってい

ます。 

 

質問 次のテーマに移りたいと思います。地

方の問題をお聞きしたいと思います。民主党は

政権与党時代に、地域主権改革というのを一丁

目一番地というふうに掲げてこられました。た

だ、中央から地方への財源、あるいは権限の移

譲がほとんど進んでいない。それと道州制も含

めて、議論が停滞している。 

まず岡田さんにお伺いします。長年、党の要

職にいらっしゃって、今回の代表選でも地域再

生を一丁目一番地だと掲げられでおりますが、

自民党安倍政権の地方創生を超えるような地

方再生の具体的なビジョンを描かれているの

かどうか、まずお聞きしたいと思います。 

岡田 地方再生の最大のポイントは、地方が

みずから努力をしていただくということです。

そのために、国は権限、財源を移す、地方の判

断で物事ができるようにする、これが民主党の

地方主権改革の根本のところで、民主党政権の

ときに、いろんなことは実現しています。 

例えば、国と地方の協議の場を法律でつくり

ました。担当大臣――総務大臣、総理大臣も出

ていましたけれども――と地方６団体の代表

が定期的に議論する、協議するということは、

これは法律で定まっています。いままで全く考

えられなかったことです。 
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それから、一括交付金。いままでの個別補助

金を束ねて、そして色のついていない交付金に

して地方に渡す、これも民主党時代に実現した

ことです。残念ながら、自民党時代にそれを戻

してしまいました。沖縄だけは残っています。

私、沖縄に残ったということは、やっぱり意味

があるんだろうと思うんですね。これはさらに

進めていただきたいと思います。 

道州制については、私は、ぜひ、例えば九州

などで進めていただきたいと思っています。た

だ、国と地方の協議の場で、知事さんたちと、

そして市町村長さんの間でかなり意見の対立

があるということが明らかになったんですね。

道州制についても反対と言われる市町村長さ

んが多いのです。ここを地域の中で解決してい

かないと、頭から道州制を押しつけても、そう

簡単には実現しない。もっと地方の中でコミュ

ニケーションをとって、お互いに納得して進め

ていただくことが重要だと思っています。 

質問 ありがとうございました。 

細野さんにお聞きしますが、細野さんも、政

策集の中で、道州制については手挙げ方式で、

九州などはかなり熱心で、話がまとまりつつあ

るところは先行してやってもらっていいとお

っしゃっている。これは実際、もし代表になら

れた場合、どう対応されていきますか。 

細野 九州については、かなり知事会が熱心

で、いいところまでいったんです。それに対応

する法案も、民主党政権の最後の最後の瞬間に

閣議決定までいったんです。つまり、地方で合

意ができるところについては、道州制のスター

トができる法案は、われわれとして決めたんで

すが、いま自民党政権に戻って、全て棚上げに

なっているというような状況です。 

ですから、それは、きちっと市町村との協議

が必要ですけれども、私は、やり得る可能性が

あると思います。 

私がいま東京で議員活動をしていて、非常に

強い違和感があるのは、本当に東京だけが非常

に栄えていて、豊かになっていて、地方はこれ

だけ疲弊しているということがものすごい違

和感なんです。京都の丹波の山奥で生まれ、滋

賀で育って、そこが日本だと思っていた人間か

らすると、東京そのものは日本の中で極めて特

殊な場所、そういう理解がいまの自民党政権に

本当にあるのかどうか、私はやや怪しいと思い

ます。 

ですから、自民党型のやり方というのは、や

っぱりいまだに東京中心の分配型。われわれは

自律分散型。自分で律する。自分たちのことは

自分たちで決められるような、そういう分散型

国家を目指すのだという明確なビジョンを持

って、国のあり方そのものがやはり違うんだと

いうところで安倍政権と対峙をしていく、それ

ぐらいの覚悟で地域主権の問題はやるべきテ

ーマだというふうに思っています。 

質問 長妻さんは、格差の是正というか解消

を強調していらっしゃいます。一方で、東京ご

出身で、東京を中心に、中央というか、活動を

されてきています。東京一極集中と地方との、

この格差の認識、あるいは対応、その辺は長妻

さんはどう考えていらっしゃいますか。 

長妻 これは、地方再生というのはいろんな

意味で本当に重要だと思っております。２０２０

年東京オリンピックを控えて、東京一極集中が

さらに加速をしてしまうと、４７都道府県で、

出生率が最も低いのが東京なのです。地方でい

らっしゃるカップルが、なかなか賃金が上がら

ずに、東京で仕事をみつけて東京に来られる。

そして、子どもを産みたくてもなかなか産む環

境にない。こういう少子化の流れもどんどん加

速してしまう。 

東京は、私の選挙区でも、驚くことに、公立

中学校の生徒さんの３人に１人が給食代が払

えないなどで就学援助を受けておられる。つま

り、子ども、それから特に高齢者の格差という

のは東京では非常に拡大している。地方ではま

だ保育所は入れるところも一部あるようでご

ざいますけれども、そういう意味では、地方を

再生していく、特に地方の労働生産性を上げて

いく。地方の独自色のある産業を育成していく、

そして、異業種転換も含めて、補助金の方向性

を変えていく、あるいは自然エネルギー、地産

地消の地方再生の切り札だと思っております。

原発ゼロを達成して、自然エネルギーを地方再
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生の目玉に置く、これは少子化の流れを転換す

るためにも、大変重要なテーマだと思っており

ます。 

質問 では、次の質問に移りますが、民主党

は政権時代に「コンクリートから人へ」という

ことで、大型公共事業についての随分見直しを

なさってこられました。 

一方で、八ッ場ダムのように、地元が混乱す

るような状態、それから長崎の諌早湾干拓の開

門問題については、地元が対立して訴訟合戦ま

で起きて、国がちょっと異例の制裁金を払い続

けるとか、あと、これについては党本部と党の

長崎県連とは見解が全く相違しております。 

そういうものを含めまして、これまでの民主

党の大型公共事業、いま財政難の中でも、地域

は公共事業をいまだにやっぱりまだまだ足り

ないという、そういう声もあります。そういう

大型公共事業についてのスタンスが、これまで

と変わられたのか、あるいは引き続きそういう

大型公共事業の緊縮、そういうものをやってい

かれるのか、まず岡田さんからお伺いしたいと

思います。 

岡田 「コンクリートから人へ」というのは、

ちょっとコンクリートを悪者にし過ぎている

かもしれませんが、私は、公共事業予算は多過

ぎると思います。民主党時代、３割カットして

きたのが元に戻ってしまって、私は配分が明ら

かに誤っていると思います。もちろん、必要な

公共事業はあります。防災とか、あとはメンテ

ナンス、これだけ公共事業予算をたくさん使っ

てきた以上、そのメンテナンスだけでこれから

はほとんど公共事業予算が消えてしまうとい

う事態で、さらにどんどん拡大していったら全

く足らなくなってしまうということは明らか

であります。 

そういう意味で、選択と集中、重要なもの、

防災とか、それから経済効率を上げるために必

要なものも絞って、重要なものに絞ってやって

いくという姿勢が重要で、何か景気対策という

名のもとにばらまき的にやるいまのやり方は

明らかに誤っているというふうに思います。 

質問 細野さんいかがでしょう。 

細野 私も公共事業そのものは、これから維

持補修のほうに相当かかりますので、これは持

続可能性の観点からも、本当に未来の責任を果

たすという観点からも、安易に拡大をするとい

うのは無責任だと思います。ですから、将来、

残念ながら人口は減ってくるわけですね、努力

するにしてもですよ。その中でどうやって社会

資本を維持していくのかというのを、長期的な

視野に立ってやっていくべきだというふうに

思います。 

いまご質問があった八ッ場の問題とか、諌早

の問題とか、個別のそれぞれの事業についてと

いうことで言うならば、いろんな個別の問題が

あったと思います。加えて、正直言って、３年

３カ月の間で全て自民党時代のことを解決す

るというのには、やはり時間的な制約があった。

もう少し長くしっかりと期間がある中で一つ

一つの問題を解決すべきだった、その時間がや

や足りなかったところがあるのではないかと

いうふうに思います。 

質問 長妻さん、お願いします。 

長妻 自民党はよく、民主党の３年３カ月を

失政だというふうに安倍総理がおっしゃるん

ですが、私に言わせると、自民党政権の最大の

失政の一つがこの公共事業、バブル、あるいは

バブル崩壊の過程で、景気対策の美名のもとで、

カンフル剤、一時的と称して公共事業をどんど

ん景気対策で積み上げて、そして一時的じゃな

くて、それがそのまま高どまりしてしまった。

そして、いま日本は世界一の借金を抱えてしま

った。これが大変大きな問題だと思います。 

そういう意味では、もはや、やはり防災とか、

必要最小限のメンテナンス、これは必要であり

ますけれども、景気対策として公共事業をやる

時代というのはもう終わったのではないのか。

もしやるのであれば、人への投資をその分振り

向ける時代が来ているのではないのか。 

事実、いまもう維持費のほうが新規事業より

も大きくなっているのではないかと思います。

カンフル剤という美名のもと公共事業をやっ

ても、維持費はずうっと続くわけでありますか

ら、これは厳に謹む、つまり厳選をしてやるべ
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き時代に入っているにもかかわらず、自民党は

公共事業を非常に上乗せしているということ

について、国会で徹底的に追及提言をする必要

があると思います。 

質問 もう一つお願いします。 

東日本大震災の被災地の復興の問題であり

ます。 

みなさんは大震災当時、党とか政権の重責を

担う地位におられましたが、特に細野さんは直

接の担当でいらっしゃいました。復興とか、あ

と損害賠償の支援とか、そういう面で直接携わ

っていらっしゃいましたが、その責任なり、あ

るいは今後について、被災地へのメッセージを

ひとついただきたいと思います。 

細野 この代表選挙に出る一つの、私にとっ

てはそれがもう動機といってもいいぐらいの

出来事ですので、被災地のためにやりたいと思

うことがたくさんあります。 

一つ、私が国家目標としてぜひ据えたいと思

うのは、２０２０年なんですね。東京オリンピッ

ク・パラリンピックがありますが、一回オリン

ピックをやって、東京が豊かなまちになるとき、

あのときやったので、今後のオリンピックを東

京だけが豊かになるオリンピックにするなら、

私、そんなものはやらないほうがいいと思いま

す。いま世界に発することができるのは、東京

がすばらしい都市であるということじゃない

と思います。それはみんな知っている。そうで

はなくて、福島が元気になった姿を２０２０年に

みせられれば、これほど明るいニュースはない

ですね。ですから、これをむしろ私は、国家の

目標として据えて、被災地をとにかくしっかり

と励ましていく、元気にしていく、こういうこ

とが必要だと思います。 

いま安倍政権をみていてやや残念なのは、こ

れまであまりかかわっておられない方が担当

の閣僚をやっているようなところがあるので、

そこはぜひ、いまの大臣の皆さんにはそういう

思いを持っていただきたいと思うし、政権とし

てもそこにもっともっと思い入れを持ってや

っていただきたいというふうに強く思います。 

質問 岡田さん、この問題は与野党問わず、

政治家としてどう取り組んでいくかというこ

とが問われると思います。 

それで、岡田さんと長妻さんは、集中復興期

間の延長とか、それを今回の政策にも入れられ

ています。 

細野 私も……。 

質問 あ、細野さんも入っています。済みま

せん、失礼しました。 

地元から当然延長については強く要望があ

るものの、いまのところ安倍政権は反応してい

ない。この点について、まず復興、それから期

間延長についてのお考えをお示しください。 

岡田 まず、この復興の問題で私が非常に気

になるのは、安倍総理が、民主党のときはこん

なにおくれたけど安倍政権になってこんなに

進んでいるということをよく言われます。もち

ろん、民主党の時代にいろんな不十分な点があ

ったにしろ、私はやはり復興の問題をそういう

政争の具のように扱うのではなくて、これはわ

れわれが与党のときは野党自民党の皆さんも

巻き込んで復興の問題に対応してきたんです

ね。与党、野党問わず一つになってしっかり復

興をやり遂げていく、そういう姿勢がまず重要

だと、お互い批判し合うのではなくて、協力し

ながらやっていく、われわれも野党ですけれど

もしっかり協力していきたいというふうに思

います。 

集中復興期間の延長の問題も、私、安倍政権

は否定的だというふうには必ずしも思ってお

りません。よく話をして、そしてしっかりとし

た対応、結果を出していきたいというふうに思

っています。 

質問 長妻さん、お願いします。 

長妻 まず大前提としてわれわれが心しな

ければいけないのは、震災が起こったとき、当

時岡田幹事長のもと、私も幹事長室で対応をさ

せていただきましたが、愕然としました。日本

という国は、ほとんどいままで危機管理、備え

というのが非常に薄かったと。今回の震災も、

国の責任という部分も非常にあるという大前

提に基づいて国の関与をきちっと続けていく

姿勢が重要だというふうに思います。 
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そのうえで、どういうような形で復興してい

くのかと、復興した後、地域の産業なり、地域

で仕事がきちっとあって、回っていく経済をつ

くりあげる、こういう青写真をもっと東北、福

祉、あるいは自然エネルギー、そういうような

ビジョンを持って傾斜的に補助金など政策誘

導をしていく。ただし、対話を欠かさずに地域

の方々と続けていく。 

福島の問題では、「福島の再生なくして日本

の再生なし」、この考え方は堅持をして、原発

政策についても福島の皆さんがご納得いただ

くような対応をとる必要があると思っていま

す。 

質問 はい、ありがとうございました。 

 

質問 それでは、経済問題に移ります。まず

原発政策です。もうすぐ川内原発の再稼働が具

体的なカレンダーに載ってきます。みなさんが

原発政策についてどういうスタンスで望まれ

るのか、とりわけ、今度の川内原発等の再稼働

について、お聞きします。まず岡田さんから順

番に細野さん、長妻さんとお願いします。 

岡田 まず、原発に対する基本的なスタンス

は、野田政権のときに政府の見解、党の見解と

してまとめております。私はその考え方に立っ

ているということです。４０年運転制限を厳格

適用し、原発の新増設は行わない。原発再稼働

に当たっては、原子力規制委員会の安全確認を

行う。ただ、ここにもう一つ加えて、避難計画

について国の責任を明確にする仕組みを入れ

る法律が必要だというふうに思っています。 

したがって、いまご指摘の川内原発について

も、避難計画、もちろん国もいろいろ関与はし

ておりますが、私は最終的に避難するときに、

例えば最悪の場合、自衛隊の投入とか、もちろ

ん消防とか、警察とか、そういった幅広い力も

かりなければいけない以上、国がきちんと最終

的に責任を負うような、そういう仕組みをつく

りあげていくということが重要だと思ってい

ます。 

質問 細野さんいかがですか。 

細野 はい、野田政権の方針が出たときに、

私も担当の閣僚の一人でしたので、私もその方

針をしっかりと守っていくべきだというふう

に思います。 

いまの政権の問題というのは、原発をゼロに

するという方針が撤回をされてしまっていて、

どういう方向に行こうとしているのかわから

なくなっている。そうではなくて、われわれと

してはゼロの方向で明確に目標を立ててやっ

ていくということで来ましたので、ここは相当

の開きがあるだろうというふうに思います。 

川内原発についても、避難計画の問題、いま

岡田さんが指摘をされましたが、私もほぼ同様

の考え方に立って、きちっとそういったものが

機能する状態にならなければ、それは再稼働と

いうのは非常に難しいというふうに思います。 

質問 長妻さん。 

長妻 私は、原発政策が経済合理性を軸にず

うっと議論が続いているというのが大変不思

議です。当然、夏、冬のピーク時に電力が足り

なくなってはいけませんが、いまのところ、私

が需給バランスをみた限りは、危機的な状況に

はないのではないのか。節電も進んでいる。 

そういう意味では、かつて菅政権で３０００

万人避難計画が立てられたと言われておりま

す。つまり、経済合理性、国富が流出する、流

出すると安倍総理よくおっしゃいますが、では、

国家存亡の危機を招きかねない、そういうエネ

ルギー施設なんだと。国家存亡と経済合理性、

どっちが重要だ、これはもう論を待たないわけ

でありまして、私は再稼働についても否定的で、

やはり地震がこれほど多い国で、これほど原発

があるというのは世界でないわけですから、そ

ういう意味では、実行性のある避難計画、住民

の同意、あるいはテロ、テロを防ぐための確か

な対策などができない限り再稼働しないとい

う原則を私は貫く必要があると思います。 

質問 わかりました。もうちょっと深めたい

のですけれども、時間が押してきてしまってい

ます。アベノミクスについて幾つかお伺いしま

す。１人当たり２問ぐらい重ねて質問いたしま

すので、申しわけありませんが、よろしくお願

いします。 
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まず、長妻さんにお伺いします。先ほど、持

続的成長には適切な分配が必要であるという

ようなことをおっしゃっていらっしゃいまし

た。民主党政権時代もいろいろな政策をとって

いますけれども、その時代も、貧困を示す、あ

るいは格差を示す指標については上昇を続け

ているものが多い。そうすると、一体何が問題

なのか、再分配機能の何に問題があるのか。例

えばそれは税制なのか、そこら辺、まずいかが

かということと、それから成長戦略について長

妻さんはあまりお触れになっていないような

印象を受けるんですが、成長戦略についてどう

お考えか。 

長妻 私、大臣のときに相対的貧困率を初め

て公式に発表をさせたわけで、政府がど真ん中

から格差を認めることになったと思います。 

私は、圧倒的に日本が足りないのは、アメリ

カ以上に税の再分配機能、これが圧倒的に低い、

弱いというふうに認識しておりまして、所得、

あるいは資産、この再分配機能を税の面でさら

に強化していくことが大変重要だと思います。

そういう意味で、能力がなかなか発揮できない

方々、あるいは消費もなかなか上がってこない、

そういう状況を改善できる、人への投資につな

がると思います。 

成長戦略なんですけれども、これはわれわれ

も当時、グリーン、ライフ等々で雇用をつくっ

ていくということを私も含めて出しておりま

すし、原発ゼロをきちっと高らかに宣言するこ

とで自然エネルギー大国、世界で一番自然エネ

ルギーで技術革新をする国が日本なんだ、特許

をどんどん取ってビジネス展開もしていく、こ

ういうところに活路を見出す必要があるので

はないのか。ただし、人への投資、人の能力を

高めていくというのが大前提の最大の結果と

しての成長戦略になると私は思います。 

質問 一点だけ。いま所得のことに触れまし

たが、所得税で、例えば、ことし１月から上が

っていますけれども、累進課税の強化というよ

うなことをお考えなんですか。 

長妻 そうですね、私も、特に自営業の所得

の捕捉というのが弱いと言われていますから、

それをさらにきちっと捕捉するような体制を

つくったうえで、累進をもう少し強めていく、

あるいは資産についても強めていく、そういう

方向性は、国民の皆さんの合意をきちっと得な

がら、そのことによって社会全体にとってもプ

ラスなんだ、全体成長のパイも広げていく道に

つながるんだ、こういうようなことを説得して

いく必要があると思います。 

質問 わかりました。 

細野さんに伺います。先ほど、企業の社会保

障負担の軽減ということがありましたけれど

も、これはもう制度に組み込まれている話であ

りますから、それを負担を減じるということに

なれば、それはどうやって補うのか、という話

になってくるだろうと思います。そのお考えを

伺いたいのと、それからもう一つ、さっき岡田

さんからの質問の中で、プライマリーバランス

の黒字化に関して、２０２０年度、プライマリー

バランスの黒字化に関しての具体的な方策で

もう一度お考えがあれば。はっきりとお答えに

なってなかったようなので。 

細野 まず社会保障の負担の軽減ですが、ま

ず当面できるのは、法人税の減税の財源がある

わけですね、６，０００億か７，０００億。それを一

部でもいいのでまずやれるところから、例えば

中小企業で、これまで非正規社員で雇っていた

ところを正社員にすると、医療、介護、年金、

失業保険の全部企業側の負担ありますよね。こ

れは相当の制約なんです。だから非正規社員が

ふえるんですね。せめて例えば中小企業で新し

く正社員を雇う場合については、その部分の負

担を、法人税の減税に充当する分をそこに充て

るだけでも随分企業は楽になります。こういっ

たところから始めるべきだと思います。 

最終的には、歳入庁ができれば社会保険料と

税というのは一体で集めるわけですから、その

中でできるだけ社会保障の負担を軽減をする

ことによって、雇用による新たな負担が生じな

いようにしていくという、大きな枠組みをつく

るべきだという考え方です。 

プライマリーバランスにつきましては、２０２０

年にプライマリーバランスをしっかりと確保
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していくというのは重要だと思います。 

で、３つ、岡田さんがおっしゃいましたけれ

ども、まずはやっぱり歳入の問題、これはしっ

かりやるべきでしょうね。そのうえで、消費増

税が一回先延ばしをされていますが、ここはや

はり理解を求めるべきだと思いますので、しっ

かりやるということが重要だと思います。 

当然、成長戦略という意味では、先ほど申し

あげたようなことも含めて、これはもっともっ

と民主党、これまで知恵が足りませんでしたの

で、知恵を出して成長をすることによってこの

国の財政を立て直すということもやるべきだ

というふうに考えています。 

質問 わかりました。 

岡田さんに伺います。財政再建の問題が一つ

重要な柱だということだったと思いますけれ

ども、民主党の公約の中で、財政健全化推進法

の制定ということが今度の衆院選の公約にも

入っていただろうと思います。今回の代表選の

公約をみますと、あまり明確に書かれていない

ような印象があるんですが、それは何かわけが

あるのかということが一つ。 

それから、民主党は、というか岡田さんはこ

のＴＰＰについて、現状どうみていらっしゃっ

て、それに対するスタンスやいかに、この質問

をいたします。 

岡田 まずＴＰＰですけれども、当然国益を

踏まえて交渉しなければなりませんが、私は基

本的にはきちんと合意して進めるべきだとい

うふうに思います。ＴＰＰだけではなくて、民

主党政権時代にスタートしたＲＣＥＰ、それか

ら私も深くかかわった日本とＥＵの経済協力

協定、そういったもの全体をしっかりと前に進

めることは、私は大事であるというふうに考え

ております。 

それから、最初のお話は何でしたっけ。 

質問 財政健全化推進法の話。 

岡田 私は、法律を野党として出すことも大

事なんですが、むしろ、公約の中にも書いてお

きましたが、この問題は、２０２０年において、

要調整額というのが１１兆円ぐらいあるわけで

すね。これは本当に難しい問題だし、国民の理

解を得なければいけませんので、与党、野党を

超えてきちんと議論することが大事。 

ですから、ことしの夏に成案を得るというふ

うに安倍総理は言っていますけれども、国会が

終わっていきなり出てくるのではなくて、早目

に国会に出していただいて、国会でしっかりし

た議論をする。「税・社会保障一体改革」とい

うのがありましたけれども、私はこういう根本

的な問題は、できるだけ与野党でお互いの認識

を近づける努力をすべきだ、そんなふうに考え

ております。 

質問 わかりました。 

岡田 それから、聞かれていませんが、私、

所得税、相続税の累進税率は上げるべきと思い

ます。昔のような極端な上げはいかがかと思い

ますけれども、やはりもう少しそれを上げるこ

とで再分配すべきというふうに考えています。 

 

質問 それでは、続いて外交・安保の問題に

移りたいと思います。 

まず、さきの総選挙で、沖縄の選挙区では民

主党は独自候補を立てませんでした。与党の議

員も小選挙区では一人も当選せず、いわば普天

間の辺野古移設についての反対の民意が明ら

かになったわけですけれども、地元の民主党沖

縄県連は辺野古に反対しているということで、

今後の沖縄問題に関して、鳩山政権で外務大臣

もお務めになられた岡田さんから、細野さん、

長妻さんの順でお答えいたけますでしょうか。 

岡田 まず普天間の問題は、大変つらい問題

です。つまり、私は「辺野古以外に答えはない」

と判断をして、外務大臣としてその決定を日米

間で合意したものであります。ほかに受けてく

れるところはないというのが現実ですから、そ

の考えはいまも変わっておりません。ただ、沖

縄の人々からみれば、一旦期待した以上、その

期待を裏切られたという気持ちも強いと思い

ます。これは粘り強く説明・説得していくしか

ないというふうに思っています。 

同時に、沖縄に対して、先ほどの一括交付金

とか、あるいは沖縄の振興計画を沖縄が中心に

なってつくることとか、前知事からいろいろ民
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主党に対しても感謝の気持ちがいろいろ述べ

られた経緯もありますけれども、できることは

何でもやっていく、沖縄のために政府としてし

っかりと後押しをしていくということも重要

だというふうに考えています。 

細野 あのときの、普天間を国外、県外にと

いう思いは、私も理解できます。ただ、やはり

現実というのはなかなかそう簡単ではないと

いうことを考えれば、あのやり方はやはり問題

だったと思います。岡田外務大臣が非常にご努

力されたのを私はよく知っていますので、その

努力はもう本当に高く評価されるべきだと思

うし、で、最終的にそういったことで、ある程

度の収束を図られたわけですから、そう思いま

すが、全体としてはやはりそういう評価になろ

うかと思います。 

そういう経緯も含めると、日米合意をそれこ

そまたひっくり返すということはやるべきで

はないと思います。ただ、一方で、じゃ辺野古

への移設というのが現実的かと言われれば、い

まの沖縄の状況を考えれば、そうではないです。

しかも、沖縄の皆さんの気持ちは本当によくわ

かります。ですから、どうすれば沖縄の皆さん

のこの気持ちを実現できるのか、そこは私、い

ろんな可能性をこれからも探っていくべきだ

と思います。その可能性を探るために沖縄の皆

さんと対話をする努力をもう一回民主党がゼ

ロから、場合によってはちょっとマイナスから

になるかもしれないけれども、始めたいという

ふうに強く私はいま思っています。 

長妻 改めて新しい民意が続々と出て、辺野

古反対という民意が出ているわけで、やっぱり

アメリカとしても、こういう反対一色の中で強

行するということは、私は米国も望んでいない

のではないのかと思います。だからといって、

政治家が安易に期待を持たせるような発言を

すべきではないと思います。私は、最終的には

辺野古ということであったとしても、いまの計

画をそのまま変えずに、そのままごり押しして

いくのではなくて、例えば辺野古の基地の規模、

あるいは位置、あるいは進め方などについて柔

軟に住民の方の理解を得るように、きちっと話

し合いを一定程度続けていく、そのことによっ

て、一定のご理解を得るような、そういう政府

の、ごり押しして何も変えないということでな

い姿勢を私は望みたいと思います。 

質問 細野さんは先ほど、あらゆる可能を模

索していきたいということですけれども、それ

は鳩山政権において、さきに、できれば国外、

少なくとも県外といった鳩山政権の理念とい

いますか、それをできれば自分も可能性として

追求していきたいということを含めておっし

ゃっているんでしょうか。 

細野 いや、そういうことではありません。

出発すべきは、現実そのものですから、日米合

意があるという現実があるわけですね。一方で、

沖縄の民意はそれを受け入れていないという

のも、これもまたもう一つの現実ですよね。こ

の現実をどう解決するかというアプローチか

ら安全保障の問題、今回の沖縄の問題は考える

べきだというふうに思っていますので、鳩山政

権のときとはアプローチが全く違います。 

質問 続きまして、第１部のところでも話題

となりましたけれども、民主党の中で、詰め切

れていない問題ということで言えば、集団安全

保障及び安倍政権における集団的自衛権の閣

議決定について、今後、ご自分が党首になられ

たときに、安倍総理との党首討論の中で、何が

民主党の総意として議論ができるのか、細野さ

んの述べられている現実的平和主義と安倍総

理の積極的平和主義というものが、どこがどの

ように違っているのか、集団的自衛権の限定容

認ということと、自衛権の拡大ということを、

どこまできちんと対立軸として民主党が打ち

出せるのかということを含めて、これは憲法改

正とも絡んできますけれども、何が違うのかと

いうことを明確に述べていただきたいんです

が、細野さん、いかがですか。 

細野 まず一つ、おそらく違ってくるのは、

集団安全保障に対する理解が安倍政権と私と

ではやや違うと思います。私は、海外での自衛

隊の活用ということに関しては、ＰＫＯはいい

ですよ。ＰＫＯはしっかりと活躍をしてもらう

ことによって、日本が国際的に貢献をしていく

ことは重要だと思います。しかし、それ以外で

の方法での自衛隊に派遣、武力の行使というこ
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とに関しては、私は極めて消極的です。むしろ

そこは、違う貢献を日本はすべきだという立場

です。そこはかなり違うと思います。 

あとは、安倍総理は集団的自衛権というこの

言葉にものすごくこだわっておられる。なぜか

というと、集団的自衛権というのは他国の自衛

を全て含みますから、無限の広がりがあるわけ

ですね。そこに国民は疑念を持っているのです。

私のアプローチは、現実主義です。わが国の安

全において現実的な脅威があるのであれば、そ

こは対応しなければならないという政治的な

責任を言っているのであって、そこもかなり違

いがあるというふうに思います。 

質問 岡田さん、いまの細野さんの現実主義

ということに対して、民主党の議員の中には、

与党の議員以上に、いわゆる集団的自衛権につ

いて、あるいは自衛権の拡大について積極的な

議員も多くみられて、自民党に行っても全く問

題がないような議員もおられる。今後いわゆる

党内世論をまとめていく際に、何が一番重要だ

と思われるでしょう。 

岡田 確かに、先ほど言いましたように安全

保障基本法の現在の案は、私は閣議決定よりも

やや広いんじゃないかというふうに思うんで

すね。だから、それはやっぱり私たちの目指し

ている方向とは少し違う、かなり違うと言った

ほうがいいかもしれません。 

私は、しかし、集団的自衛権行使を認めない

といっても叫んでみても、巨大与党がどんどん

前に進んでいきますから、やっぱりしっかり具

体論を議論する中で、どうやって本当に歯どめ

ができるのかどうか、歯どめができれば私は賛

成することもあると思いますし、歯どめができ

なければ反対するということですけれども、そ

ういう具体的議論をしっかり国会でやってい

くということについて党内で合意形成をして、

そして具体的に議論するということだと思い

ます。限定がちゃんと本当に限定になっている

のかどうか、どういう事例で日本は自衛権を行

使するのか、そして、そのときに構成は、集団

的自衛権を限定的に認めるという構成をとる

のか、あるいは個別的自衛権を拡張するという

考え方をとるのか、どちらがよりデメリットが

少ないのか、そういう議論を党内でしっかりし

たいと思っています。 

質問 ことしは戦後７０年ということで、安

倍総理も総理談話を８月１５日にはお出しにな

るというような話もあります。戦後７０年に際

して、安倍政権の歴史認識に対しての民主党、

野党第一党として、何か声明を出すということ

であれば、どういうふうな声明を出すのか。あ

るいは出す必要はないけれども、私はこういう

ふうに戦後７０年について考えているというこ

とがあれば、長妻さんからお聞きしたいんです

けれども、いかがですか。 

長妻 そうですね、やはり「村山談話」とい

うのが唯一、わが国の国策の誤りということを

認めた談話だと思います。それを踏襲したうえ

で、やはり安倍総理の歴史認識というのは、私

は非常に強い違和感を持っておりますし、靖国

参拝というのも、一般の方が参拝するというこ

とは、これはもうもちろん自由な話であります

けれども、トップリーダーとして、毎回大騒ぎ

になって、これを静かな環境で参拝したいと言

いながら、何も別の案がなく、毎回毎回参拝大

騒ぎ、こういうことを繰り返しかねないような

発想というのはかえって非常に国益を損して

いるのではないのか。わが国の国民の皆さんの

中にも違和感を持っている方がおられるので

はないのかと思いますので、きちっと戦後７０

年の節目、歴史の反省というのを前面に出した

ような、民主党としてもそういう談話を出して

いく。二度とああいうような戦争を犯さない、

こういう強い決意を内外に示す必要はあると

思います。 

質問 民主党が政権をとったときに、アジア

外交重視というものを打ち出されましたけれ

ども、いまの現状をみますと、慰安婦問題一つ

とっても、慰安婦問題そのものがなかったかの

ような意見を言う議員もおられますし、あまり

にも中国と韓国との関係が嫌中・嫌韓、あるい

はヘイトスピーチというような問題が横行し

ている。民主党代表になった際に、この中国、

韓国に対するアプローチの方法を変えるとか、

この嫌中・嫌韓を戦後７０年に際してどういう

ふうな外交認識を持って対応されるのかとい
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うことを、岡田さん、細野さん、長妻さんにそ

れぞれお聞きしたいんですが。 

岡田 はい。これは先ほどの歴史認識にもか

かわる問題で、私は７０年に、今年どういう談

話を出すのか、これは非常に重要だと思います。

場合によっては、戦後７０年間、先輩たちが築

き上げてきたものを一挙に壊しかねないとい

う懸念があります。 

安倍さんと議論していても、あるいは安倍政

権と議論していても、例えば「村山談話」の中

の植民地支配とか、侵略とか、そういったもの

について受け継いでいるのかと聞いても、「イ

エス」とは言わないわけです。全体として受け

継いでいるという、そういう答弁にとどまって

いることとか、それから、日韓併合１００年とい

うことで、私、外務大臣のときに「菅談話」と

いうのにかかわりました。このことをちゃんと

引き継いでいるのかということについても、ど

うもはっきりしない。 

だから、そういうものをきちっと引き継いで、

そして、もちろん未来志向は大事なんですけれ

ども、そういう談話を出してもらいたいという

ふうに思います。 

日中・日韓の現状は非常に問題ですが、これ

は別に日本だけに問題があるのではなくて、相

手方にも問題がある。私は、首脳会談は条件を

つけずに、まずちゃんと日韓も含めて会うべき

だ、会うところからいろいろな誤解を解いてい

く、そういう努力をすべきだというふうに思っ

ています。 

細野 戦後７０年の談話は民主党としても出

すべきだと思いますね。その中で戦後の歩み、

すなわち平和主義ですね、そして日米同盟、ア

ジアとの共生、国際貢献、これは国の歩みその

ものですから、われわれはしっかりとしたその

継承者であるということを明確にすべきだと

思います。 

残念ながら、安倍政権はその継承者であると

は、私からするとみえないので、よりそこが国

内にあるということが重要だというふうに思

います。 

中国、韓国に関しては、もちろん首脳会談が

常に行われる環境にしなければなりませんの

で、双方の努力が必要でしょうね。アプローチ

の仕方を少し多様にしていくことも重要だと

思います。 

例えば日韓などですと、私が静岡ということ

もあるんですが、朝鮮通信使なんていうのは、

江戸時代の非常に貴重な遺産ですよね。ああい

ったものを韓国と日本とでもう一度共有をし

て、歴史を、この１５０年ではなくて、２００年、

３００年、４００年とひもといたときの日韓がどう

いう国だったのかということを考え直す。 

中国との関係でいえば、一番間違いなくお互

いの関心事になるのは環境です。ＰＭ２．５の問

題も含めて、環境協力で具体的に何ができるの

かということを、首脳レベルで本当にいろんな

形で知恵を出し合っていくことによって、これ

までにないアプローチで日中関係をより強固

なものにしていくという可能性は十分あると

いうふうに思います。 

長妻 政治家がナショナリズムをあおって、

一時的に人気が出るかもしれない。しかし、そ

のナショナリズムがその政治家もコントロー

ルできなくなって、大きくなって、国があらぬ

方向に進んでいく、これは７０年前の戦争の反

省です。そういう反省をきちっとわれわれは肝

に銘じていく年にしていきたい。 

こういう反省を語ると、何か自虐史観という

ようなことをおっしゃる方もいまおられるみ

たいですけれども、非常におかしな動きだと思

っておりますので、それを封じるためにも、こ

としは本当に実りある年にしていきたいと思

います。 

そして、やはり隣国との関係なんですが、私、

一つフランスとドイツが参考になるのではな

いのか。フランスとドイツは何度も戦争をして

おりますけれども、その反省に立って若者の交

流を徹底的にする。そして、両国の軍が合同の

軍をつくる。こういうようなことで、私が聞い

ているのは、かなり数百万人でも１，０００万人

に近いレベルの若者や民間の交流があって、お

互いにホームステイしたりしている。 

ですから、わが国も隣国と、特に若者を数百
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万人規模で交流計画をきちっとしていく。政治

がぎくしゃくしても民間の分厚い基盤がある、

そういうことを推進していきたいと思います。 

 

質問 若干時間がオーバーしているんです

が、ちょっと会場から質問がたくさん寄せられ

ています。二つだけ質問させていただきます。 

まず最初に、憲法改正について、この前安倍

総理は、歴史的なチャレンジということで、具

体的な政治日程に載せてこようとされていま

すけれども、これに対しましてどう対応される

のかを手短に、長妻さんからお願いできますか。 

長妻 安倍内閣の憲法改正、そして私の考え

方は、憲法そのものを全く改正すべきではない

とは思っておりませんで、やはり知る権利とか、

プライバシーとか、環境権とか、新しい権利、

これを創設するために憲法を変えていく、ある

いは衆議院が解散をして４０日以内に投票、こ

れも憲法で規定されていますから、その間に、

有事が起こったり、危機が起こったりしたとき

の手配も必要。 

自民党の憲法改正試案についても、国会でも

安倍総理にも質問をいたしましたけれども、や

はり憲法というのは、立憲主義に基づいて、国

家を縛るのが憲法だと思っておりますが、自民

党はどちらかというと国民を縛るのが憲法と。

憲法９７条、基本的人権の条文をバサッと全部

削るというのが自民党の憲法試案。これは、私

はびっくりしているところでありますけれど

も、そういうとこについては違いがきちっとあ

ると思います。 

細野 私も特に安倍政権とは憲法観が随分

違うと思います。私は戦後のこの歴史において、

現憲法が果たした役割は極めて大きいと思い

ますので、高く評価をしています。いまの安倍

政権、もしくは自民党ということになるのかも

しれませんけれども、そこの根本的な理解がま

ず違う。そのうえで、自民党の憲法草案は、近

代国家の憲法草案とは思えないぐらいの中身

です。人権の制約に対するこの書き方、さらに

は国防軍、これは日本の国情には合わないと思

いますから、やるべきではないか思っています

が、そこにおいても随分違いがある。 

私は、これからの時代に合った地域主権のあ

り方とか人権について、前向きな憲法の改正は

あっていいと思っています。ただ、これほどの

憲法観の違いがある中で、安倍政権から呼びか

けられてどう対応するのかというのは、これは

安易に結論が出せる問題ではないですね。自民

党が憲法草案そのものを撤回することも含め

て相当大きく変わらない限り、簡単にこれに乗

れるということではないというふうに思いま

す。 

岡田 私も憲法改正、それは議論していいと

いう基本的なスタンスです。ただ、安倍政権の

もとで憲法改正を行うことは、かなりリスクを

伴う。そういう意味で、私は慎重でなければい

けないというふうに思います。 

いまの憲法に対して安倍総理はかつて、ＧＨ

Ｑが８日間でつくったものだと、そういうふう

にも言っているわけですね。もちろんそういう

部分もあったかもしれませんが、ちゃんと国会

で議論をし、そして戦後７０年間、この憲法の

もとで日本はその憲法の中身を育み、そしてや

ってきたわけですから、私は、いまの憲法に対

してきちんと認識が共有できる、そういう中で

改正の議論をしていかないと、とんでもない方

向に行ってしまいかねない、そのことを大変心

配しているところであります。 

質問 それでは最後に、きのうの共同会見で

も党内ガバナンスの話を皆さんかなり力を入

れてされておりましたけれども、これから党が

一致していくためにどういうルールをつくっ

ていくというふうにお考えなのか。 

それともう一つ、ちょっと会場から来ている

質問で、皆さんそれぞれ３年３カ月の民主党政

権で責任ある立場におられた。いまちょっと民

主党が拒否政党といいますか、今回の選挙では、

はっきり言いまして、有権者の支持を得られな

かった。閣僚あるいは責任者としてのそのとき

の反省点について一言教えていただきたい。 

それから、党内に「トロイカ＋１」というん

ですか、首相経験者がいらっしゃいますね。こ

の人たちの処遇をどうされるのか。最後に、党
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名変更の議論ということがあります。これにつ

いてお考えを、ちょっとまとめて４点ぐらいの

質問になってしまいますけれども、お一人ずつ

お願いできますでしょうか。 

では、長妻さんから。 

長妻 われわれも、３年３カ月の政権の運営

の反省に立って、決めたら一致結束していくと

いう文化をつくり上げようということで、党の

常任幹事会に重要な政策の案件は上げて、そこ

で最終的に決着していく、こういうような形も

整えておりますから、これは、いまいる議員を

含めて、もうかなり過去のことで、よくよく考

えていると思っておりますので、それをリーダ

ーとして、民主党代表として徹底をしていくと

いうこと。ただし、時間をかけて議論をすると

いうのは重要ですけれども、いつかの時点でお

尻を切って決断をしていく、そういう文化をさ

らに確実にしていきたい。 

そして、３年３カ月の反省ということですが、

一言で言うと、党内あるいは官僚と政治、その

間の腹合わせ、政策合わせ、意識合わせ、これ

が決定的に欠けていた。時間をかけて腹合わせ、

政策合わせ、意識合わせをきちっとしていくと

いうことが何よりも重要だと思います。 

そして、首相経験者をどう扱うか、これはも

う貴重な経験を積んだ皆さんでありますので、

それはわれわれとしてもご指導をいただくよ

うな、そういう位置づけにすると。 

そして、党名変更というのは非常に安易な話

で、民主党という党名をしっかりと中心に大き

く掲げて、そして再建を堂々としていくという

ことが重要だと思います。 

細野 まず、責任論から申しあげると、私も

閣僚を経験していましたし、その後、党の役職

も経験をしましたので、政権運営のときと、そ

の後も含めて、いまの民主党の状況については、

本当に大いに責任あるというふうに思ってい

ます。 

ですから、過去と決別をするというのは、過

去の私自身とも決別をするということですか

ら、それは自己否定にも等しい行為なんです。

ただ、それをやらなければ民主党の理念である

共生であるとか、多様性であるとか、また民主

党に集ってきた人材を生かすことができませ

んから、あえてそれをやらなければならないと

いう状況にわれわれがあるということを、今回

の代表選挙でしっかりと共通認識にしたいと

いう、そんな思いです。 

党内をまとめていくやり方なんですが、二つ

やらなければならないことがあると思ってい

まして、一つは、党内の決定の民主化。これま

でも努力をしてきましたが、いろんな政策で多

様性がある場合は、そこは本当に皆さんに入っ

てもらって徹底的に議論する。党内ガバナンス

の民主化というのは、もっともっと進めていっ

ていいやり方だと思います。そして、そのうえ

で最終的に決まるやり方は常任幹事会という

ことで決まっていますから、それにしっかりと

従っていただく。従っていただかなかった場合

については、これはいろんな処分も含めて厳し

い対応もやっていかなければ党内がうまくま

とまっていきませんので、そこについても必要

だというふうに思っています。 

総理経験者ですが、それぞれ貴重な経験をさ

れている方ですので、それは私もそういうふう

には理解をしています。ただ、それぞれの方に

ついてどういう役割を担っていただくのかと

いうのは、それは個別に、私自身が代表になら

せていただければ、判断をしていきたいと思い

ます。そのうえで、今後が重要です。総理を経

験された方ですので、比例区への重複はできれ

ば辞退をしていただいて、代表になったら私も

そのことを宣言しておりますが、小選挙区のみ

で立候補することによって、リーダーとしての

覚悟をお互いにみせるということも極めて重

要であるというふうに思います。 

最後に党名ですが、党名だけ変えるというの

には何の意味もありませんので、しっかりと民

主党を立て直すということが重要だというふ

うに思っております。 

岡田 政権の３年３カ月の間、いろんなこと

がありました。私は、民主党だからこそできた

こともあるということも強調しておきたいと

思います。しかし、かなり反省が必要。 
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一番の問題は、党の中で権力闘争になってし

まったということですね。ですから、いくら議

論しても、そもそも権力闘争になって、反対の

ための反対という動きもあった。そういうこと

はやっぱり政党としてあってはならないこと

で、私はいまや民主党はそれを克服できている

と思いますが、そのうえで熟議を尽くし、最終

的にはトップが決断する、決断すればそれをみ

んなでフォローする、そういった党にぜひした

いというふうに思っております。 

首相経験者の皆さんですけれども、これはも

う全員野球ですから、首相経験者からどうとい

うことではなくて、やはりそれぞれ重要な役割

を果たしていただきたいというふうに思って

います。 

党名変更は考えておりません。 

 

司会 済みません、若干時間が伸びてしまい

ました。どうもありがとうございました。 

総合司会 積み残した問題もあろうかと思

いますけれども、時間を過ぎましたので、これ

で論戦は終了とさせていただこうと思います。 

最後に、お三方に、事前に控室でお書きいた

だきました揮毫をご紹介させていただきます。 

まず長妻さんです。「日本はもっとよくなる」。 

そして細野さん、「民主主義の再生」です。 

そして岡田克也さんは「オール民主党」とい

うことで、皆さんいまの論戦でもお話しになっ

たワードというのを迷うことなくお書きいた

だきました。 

お三方、本当に長時間ですけれども、ご協力い

ただきましてありがとうございました。（拍手） 

（文責・編集部） 

 


