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総合司会（小栗） 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と申します。

日本記者クラブが行います国政選挙の党首討論

会は、今回で 15回目ということになります。 

まず初めに、主催者を代表いたしまして、伊

藤芳明理事長からご挨拶させていただきます。 

伊藤理事長 記者クラブ理事長の伊藤芳明

でございます。主催者として一言ご挨拶申しあ

げます。 

きょうお集まりいただきました各政党の代

表の皆様、お忙しいところを討論会に時間を割

いていただきましてありがとうございます。お

礼申しあげます。 

いよいよあしたは第 24 回参議院選挙の公示

日です。この記者クラブの恒例となりました国

政選挙の討論会、第 1回は 1990年の海部内閣の

ときの総選挙でございまして、いまお話があり

ましたように、今回で 15 回目、参院選では 6

回を数えます。 

きょうの模様はこの後テレビで生中継され

ますほか、新聞、通信、放送各社のサイトある

いは今晩のテレビの番組、そしてあしたの朝の

朝刊各紙で幅広く発信されます。これらの報道

を通じて、各党の主張をお知らせし、国民の知

る権利に資するという、僕ら記者クラブの大切

な役割を少しでも果たすことができればと思っ

ております。 

今回の参院選は、18歳以上に選挙権が引き下

げられるという、国政として新しい試みでもあ

ります。けさの新聞をみておりますと、若い人

たちは決して政治に対して無関心なのではない、

よくわからないから行くことに躊躇している、

あるいは何となく後ずさりしている、そういう

ようなコラムがございました。若い人を含めて、

有権者の皆様に判断の一つの基準を提供できれ

ばというふうに思っておりますので、ぜひ活発

な討論をお願いしたいと思います。 

きょうは各社の政治部の手練を記者クラブ

の代表質問ということでそろえてございますの

で、ぜひとも彼らの質問に対しても率直にお答

えいただいて、活発な議論ができればというふ

うに思います。 

この討論会で、党首の皆様、そして有権者の

皆さんにも非常に有意義な時間を過ごしてもら

えたら、これはもう主催者として非常にうれし

い限りです。ぜひよろしくお願いいたします。 

総合司会 それでは、きょうの討論会の進行

を皆さんにご説明しておきたいと思います。 

1部と 2部に分けて、2部構成です。全体で 2

時間、途中の休憩はございません。生中継の都

合上、13時 5分からスタートしたいと思ってお

ります。 

第 1部は、ご出席の皆さんによります主張と

討論、そして第 2部では、会場の皆さんから寄

せられました質問を参考にして、クラブの企画

委員が皆さんに代表質問をします。お集まりの

皆さんのお手元には質問カードが配られている

かと思いますので、それに質問をお書きくださ

い。そして、合図をしていただければ、係の者

が取りに上がります。そして、その質問をもと

に代表質問者が質問をする、という形で進めて

いきたいと思います。 

それでは、いましばらく、時間になるまでお

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。 

ただいまから、日本記者クラブ主催、党首討

論会を始めます。私は進行役を務めます企画委

員の小栗泉です。 

それでは、早速ご出席の皆さんをご紹介いた

します。 

皆さんから見て左から、新党改革の荒井広幸

代表。 

生活の党と山本太郎となかまたちの小沢一

郎代表、 

おおさか維新の会の片山虎之助共同代表。 

公明党の山口那津男代表。 

自由民主党の安倍晋三総裁。 

民進党の岡田克也代表。 

日本共産党の志位和夫委員長。 

社会民主党の吉田忠智党首。 

日本のこころを大切にする党の中山恭子代

表。 

以上となります。 

きょうの討論会は 2 部構成で行います。第 1

部は、党を代表する皆さんによる主張と討論で

す。そして第 2部では、会員から寄せられた質

問を参考にして、4 人の企画委員が代表質問を

いたします。 

それでは、島田企画委員の司会で第 1部を始

めさせていただきます。 
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第 1部 

 

司会（島田） 企画委員の島田敏男です。よ

ろしくお願いいたします。 

早速ですが、きょうは最初に、各党の基本的

な主張として、一番大事にしていることを順番

にお聞きしていきます。事前にボードにお書き

いただいた言葉、それを右肩に掲げるようにし

てお話をいただきたいと思います。発言時間は

お一人 1分以内、きょうはこれが原則になりま

す。発言時間の管理は、こちらにあります前の

ランプ、これで行います。制限時間 1 分の 10

秒前になりますと、赤く、このように点滅をい

たします。わかりやすいと思います。点滅が始

まりましたら、ぜひ話をまとめていただいて、

10 秒後に点灯しましたら、そこで終了という、

この時間配分にご協力をお願いいたします。 

では、一番最初に自民党・安倍さん、お願い

します。 

安倍 はい。 

司会 ボードを右肩に掲げてください。 

安倍 はい。（「成果を出す」） 

結果を出す、であります。3 年半前、私たち

は政権を奪還し、失われた国民総所得 50兆円を

取り戻します、そうお約束しました。すでに 40

兆円取り戻しました。ことし中には 50兆円取り

戻せる見込です。 

ことし 4月、大学を卒業した皆さんの就職率

は史上最高、そして高校を卒業した皆さんの就

職率は 24年ぶりの高い水準になっている。有効

求人倍率も 24年ぶりの高い水準。1人の求職者

に対して 1人分の職があるという有効求人倍率

1 倍、これを、政権交代前のたった 8 つの県か

ら、私たちは 47全ての都道府県に広げました。

政治に求められているのは、若い皆さんが卒業

して働く場所がある、就職できる、頑張れば結

果を出せる、その成果を出してまいりました。 

司会 はい。続いて民進党・岡田さん、お願

いします。 

岡田 民進党の岡田克也です。 

いま日本は時代の大きな分岐点にある、分か

れ道にあるというふうに思います。ここで道を

誤れば、二度と後戻りはできないかもしれない。 

一つは憲法の平和主義が変えられようとし

ている。昨年の安全保障法制の議論、そして憲

法 9条の改正論、これはどうしても認めるわけ

にはいかないと思います。 

もう一つは、経済政策が行き詰まっている。

一人一人の人が豊かになっていない、安心して

生活できない。そのために、私たちは分配と成

長の両立の経済政策を訴えています。人に対す

る投資や、所得の再分配や、あるいは働き方の

大改革、革命、そういったことをしっかりと実

現していく中で、持続的な経済成長が初めて可

能になる。単に、金融や財政で膨らますだけの

そういうやり方では限界があるということをは

っきり認識し、経済政策の転換が必要です。 

司会 はい。続いて、公明党・山口さん、お

願いします。 

山口 はい。公明党は今回、「希望が、ゆき

わたる国へ」と掲げました。公明党は経済再生、

デフレ脱却をさらに進め、その実感を地方や中

小企業、そして家計へと、国の隅々まで届けま

す。アベノミクスの成果が十分に及んでいない

ところに希望を広げていきたいと思います。 

アベノミクスによって、国や地方の税収は大

きくふえました。その成果を活用し、社会保障

の充実、保育や介護の基盤整備、若者、女性の

活躍に向けた取り組みを加速します。庶民大衆

に根差した公明党には、小さい声を聞く力があ

ります。その声を政策として実現する国・地方

のネットワークがあります。こうした持ち味が

ある公明党が連立政権にいればこそ、政治を安

定させることができると考えます。皆様のお力

をどうか公明党にお与えいただきたいとお願い

いたします。 

司会 続いて、共産党・志位さん、お願いし

ます。 

志位 国民の皆さん、今度の参議院選挙では、

安倍暴走政治ストップの願いにこたえて、全国

32 の一人区の全てで野党統一候補が実現しま

した。戦後かつてない画期的選挙、政治を変え

る絶好のチャンスです。野党 4党は、次の 4点

を柱にして共通政策を確認しています。 

第 1は、安保法制を廃止し、集団的自衛権行

使容認の閣議決定を撤回する。 

第 2は、アベノミクスによる国民生活の破壊、

格差と貧困を是正する。 

第 3は、ＴＰＰや沖縄問題のような、国民の

声に耳を傾けない強権政治を許さない。 

そして第 4は、安倍政権による憲法改定に反

対する。 

力あわせ、未来ひらく。日本共産党は、共同

の力で政治を変える党です。野党共闘の勝利、
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共産党の躍進へ、どうかお力をおかしください。 

司会 おおさか維新の会・片山さん。 

片山 おおさか維新の会です。われわれは

「身を切る改革 徹底行改」の党であります。

もともとは地域政党から始まって、いま国政政

党になったわけでありますが、橋下さんや松井

さんは、この 8年間、借金を増やさず、増税を

せず、ひたすら身を切る改革でいろんな事業を

やってきた。例えば高校の授業料を無償化した

り、保育を拡充したり、そういうことをやって

きました。その結果がこれだけの評価になり、

国政政党になったわけであります。 

国も、すぐ増税に頼るとかということはやめ

たほうがよろしい。その後で身を切る改革をや

る。 

安倍さんに申しわけないんですが、安倍さん

と野田さんが国会議員の定数削減を約束された

のも、まあ、やったような、やらないような格

好にいまなっておりますが、こういうものをし

っかりとやっていくことが、これからわが国の

ためにぜひ必要ではないか、こういうふうに考

えております。 

身を切る改革、増税せず、こういう路線が私

は正しい、こう思っております。 

司会 続いて、社民党・吉田さんです。 

吉田 社民党の吉田忠智です。 

今回の参議員選挙は、アベ政治の暴走を止め、

憲法改悪を阻止するための選挙です。アベ政治

の対局にあるのは、社民党の政策です。社民党

は平和憲法を生かし、戦争しない国を目指す。

もちろん、辺野古の新基地建設阻止。 

そして、九州ではいま豪雨災害も出ています

が、東日本大震災、そしてこの大分大地震の被

災者の皆さんに寄り添った人間の復興を進める

こと。そして、この間のアベノミクスで格差が

拡大をしています。国民の暮らしと雇用を再建

すること。 

そして、若者の問題も深刻です。若者の居場

所と希望をつくり出す。そして脱原発社会の実

現、農林水産業の、そして地域社会の再建・再

生を主要政策として、この参議院選挙で訴えて

まいります。選挙区 4名の候補者、そして比例

7 名の候補者の当選に全力を挙げます。ぜひ社

民党を大きくして、日本の政治をよくしてくだ

さい、よろしくお願いします。 

司会 続いて、生活の党・小沢さんです。 

小沢 政治とは生活である。私たちの生活の

党は、この理念のもとの政策を主張しておりま

す。景気の回復にも、個人消費の拡大が不可欠

です。そのためには、生活の安定と将来不安の

解消が絶対の条件です。そのために我々は、雇

用の正規化、最低保障年金の創設、国民皆保険

の堅持、子ども手当、あるいは戸別所得補償制

度の実現、それをぜひしたいと思っております。 

また、憲法については、日本国憲法の理念を

堅持いたします。集団的自衛権であれ、個別的

自衛権であれ。わが国が攻撃をされない場合に

は、これを憲法はゆるしておりませんし、また

国際紛争は国連中心主義で行うべきである、と

いう主張をわれわれはしていきたいと思ってお

ります。 

司会 日本のこころ・中山さん。 

中山 私たちは、終局的に平和を求めていき

ます。政治家の最も大事な役割、これはいかに

平和を維持できるかであると考えています。 

まず経済政策では、経済成長路線をしっかり

とって、1 人当たりの個人所得をふやしていく

という政策をとらなければならないと思ってい

ます。 

そして、日本の、これまで何万人、何億人と

いう人々が培ってきた日本の、相手を思いやり、

弱い人を必ず助けるという、この精神をもとに、

日本の心を大切にして、豊かな、温かい社会を

つくっていこうと思っております。あらゆる手

段を投じて、平和を維持してまいります。 

司会 新党改革・荒井さん。 

荒井 少し多めに書いてしまいましたが、わ

れわれは脱原発を主張するただ一つの保守政党

です。そして、アベノミクスを成功させて、格

差是正もしていきたいと考えています。二項対

立ではありません。この 2つを解決できるんで

す。お風呂に入らないご家庭はありません。そ

のお風呂の釜を燃料水素電池にかえますと――

日本だけの技術です――発電をして、お湯が沸

くわけです。発電をしますから、133万世帯で、

原発 1基 100万 kＷは要らない。 

そして、お湯が沸くと同時に、効率が非常に

いいのです。最大で 4割、光熱費が下がるので

す。それは、所得が上がったと同じではないで

しょうか。こうした家庭にこそシーズがありま

す。家庭に目を向けた「家庭ノミクス」を進め

て、対立から解決を目指していきます。改革で

す。 

司会 ありがとうございました。 
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では、続いて、党首同士の討論に移ります。

私が指名をいたしますので、まず誰に聞くのか、

質問する相手を1人選んでください。1人です。

そして、みずからの主張を交えつつ質問してく

ださい。そのときのテーマは、これは自由に選

んでいただいて結構です。テンポよく進めたい

と思いますので、質問時間は 1分以内で、お答

えになる方も同じく 1分以内で、どうぞよろし

くお願いいたします。 

この第 1 部、終了時間を午後 1 時 55 分ごろ

を予定しております。それまでの時間を有効に

使いたいと思いますので、ご協力お願いします。 

質問する順番、トップバッターは、先ほどの

冒頭発言が安倍さんからでしたので、今度は民

進党の岡田さんから、お願いします。どうぞ。 

岡田 それでは、安倍総理にお聞きしたいと

思います。 

この参議院選挙で、憲法改正は論点でないと

安倍総理はおっしゃいました。私は、これは非

常におかしな話だと思います。総理は年頭の記

者会見でも、参議院選挙でしっかりと憲法改正

について訴えていく、そうした訴えを通じて国

民的な議論を深めていきたいというふうに言わ

れました。しっかりとこの参議院選挙で、憲法

について議論すべきだと思います。 

そして、特に私が、先般の党首討論の中で疑

問に思ったのは、憲法の平和主義というのは一

体何かと聞いたときの総理の答えです。「侵略

戦争をしないことである」と。私は非常に驚き

ました。日本国憲法の平和主義というのは、単

に戦略戦争をしないだけではなくて、より一歩

踏み込んだ積極的な意味があるはずだというふ

うに考えているからです。ここの解釈も含めて、

しっかりと国会で議論していきたいと考えます

が、総理のお考えはいかがでしょうか。 

司会 安倍さん、お願いします。 

安倍 私は、憲法を争点にしていないとは言

っていません。自民党は結党以来、憲法改正を

掲げてきました。われわれは谷垣執行部のもと

に、すでに改正案を示しております。 

しかし、条文をどのように変えていくか、そ

れを決めるのは選挙ではなくて、国民投票です。

これが普通の法律とは違う点でありまして、法

律は国会議員を選べば、その国会議員の過半数

で法律は成立をしますが、憲法は違います。大

切なことは、憲法審査会において、逐条的な議

論を行い、静かに冷静に行い、そして集約して

いく、そしてそれを国民投票で問うべきだろう

と思います。 

平和主義につきましては、まさにわれわれは

憲法改正草案の中でも平和主義は貫いているわ

けでございます。9 条の 1 項は残しておりまし

て、これはまさに国連憲章と軌を一にするもの

である、このことに対する考え方については、

宮澤喜一総理大臣も本会議で答弁をしておりま

した。わが党の考え方は一貫しております。 

司会 次の質問者は、今度は公明党の山口さ

んです。どなたに。 

山口 民進党の岡田さんに質問します。民進

党は、共産党などと野党共闘を進めていますね。

全国32の1人区で野党統一候補を擁立しながら、

岡田さんは理念、政策で違いがあり、共産党と

政権は組めないと言ってきました。ところが、

共産党の志位さんは、国民連合政府構想を打ち

出して、次の総選挙までにきちんと前向きの合

意を得るために努力する、と言っています。 

一方で、岡田代表は、野党連立政権について、

いまは全く考えていない、が、未来永劫ない、

ということにはならない、とも話し、将来的に

はわからないという趣旨を述べています。一体

どちらなんでしょうか。 

国民は、この参院選の後、当面どういう政策

をとるかに関心を持っているのです。参院選の

後、責任ある政治の姿がみえません。共産党が

次の総選挙も視野に入れて連立政権の合意を目

指すことにどう対応するのか、お答えいただき

たいと思います。 

司会 民進党・岡田さん。 

岡田 山口さん、いま言われましたけれども、

私、思い出すんですけれども、われわれ公明党

も、われわれ野党だった時代、ある日突然、公

明党さんが自民党と組まれて、自自公政権をつ

くられた。私、本当に驚きました、あのとき。

そういうことは政治としては絶対してはいけな

いことだ、有権者に対する裏切りだ。私たちは

言ったことはしっかり守っていきたいというふ

うに思います。 

いま共産党と連立政権を組むということは、

理念、政策が違う以上、それは無理です。その

ことを申しあげているわけです。将来、理念、

政策が違わないというようなことは、それは何

年先になるか、何十年先になるかわかりません

が、そのことまで否定してしまうというのは、

私は無理だと思います。そういう意味で、いま

は私は考えていない、ということを申しあげて

いるわけです。 
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司会 今度の質問は、共産党の志位さん、お

願いします。 

志位 安倍さんに質問します。安倍さんは、

アベノミクスの果実として、民主党政権時代の

2012 年度に比べて税収が 21 兆円ふえた、消費

税増税分を除いても 13兆円ふえたと主張し、あ

の 4年前の暗い時代に後戻りさせていいのか、

と繰り返しておられます。 

私たちも当時の民主党政権には批判を持っ

ておりますが、安倍さんが比較の対象に持ち出

す 2012 年度というのは、2008 年のリーマンシ

ョックによる税収減と、2011年の東日本大震災

による税収減という二重の打撃を受けていた時

期です。あのトヨタでさえ法人税を 1円も納め

ていなかった時期です。そうした巨大な外的要

因を全く考慮せず、数字だけを比較するという

やり方がフェアな政策論争と言えるでしょうか。

この選挙戦での政策論争を実りあるものとする

ためにも、このような手法は慎むべきではない

かと考えますが、いかがでしょうか。 

司会 自民党・安倍さん。 

安倍 先ほど申しあげましたように、成果が、

結果が大切であります。確かにリーマンショッ

ク、東日本大震災がありました。だからこそ、

リーマンショックに対して、麻生政権で大型の

補正予算を組んだ。その成果は出ています。 

そして、私たちがふやした 21 兆円、これは

皆さん、リーマンショック以前よりもふえてい

るんです。つまり、あのデフレが始まった 1997

年段階にわれわれは戻すことができたと言って

いいと思います。 

先ほど申しあげました国民総所得を取り戻

す、これは民主党政権時代からではありません。

いわばデフレで失った 50 兆円を私たちはたっ

た 3年間でその多くを取り戻しています。20年

間で失ったものを、いま私たちは 3年間で取り

戻しているんです。 

中小企業の倒産件数は 3割減少しました。そ

して、正規の職員、正社員は 26万人ふえた。こ

れは 8年ぶりです。しかも、労働生産人口が 300

万人減る中で、ふやしているんです。これはど

うかご理解をいただきたいと思います。 

司会 質問は、今度はおおさか維新の会の片

山さんです。 

片山 安倍さんに申しわけないんですけれ

ども、3党を代表してお答えを。 

私は、「税と社会保障の一体改革」は、今回

の消費税の再延期で、事実上破綻したんじゃな

いかと思うんですよ。これについての 3党の責

任はどういうことになるのか。言うなら先延ば

しですよね。それで、またこれについて始末を

どうされるのか。社会保障はある程度想定され

ているわけですよ、これだけはやるということ

が。それが先延ばしになるか、やめるかという

ことになるわけで、この辺、どうされるのか。

あるいは、財源のお考えがあるなら、財源も言

ってもらいたい。それについて、安倍総理は、

アベノミクスがこれからよくなるんだから、税

収の上振れがあるだろう、こういうことを言わ

れていますよね。上振れもあるけど、下振れも

あるかもしれないんですよ。税収というものは

そういうものなので、ずうっと 4年間続き得る

のかということもある。 

岡田さんは、最初言い出したのは民主党なん

だから、「税と社会保障の一体改革」、10％に

するという話は。それを、行革をやるかもしれ

ないけれども、本気じゃないわね、あの言い方

は。そうなると、あとは赤字国債だという、こ

れも無責任極まる。 

司会 はい、質問先は安倍さんです。岡田さ

ん、また次の発言の機会に、もしいま関連の発

言がありましたら、そのときお願いします。こ

こは 1分間、安倍さん、お願いします。 

安倍 われわれは、3 党合意のもとに消費税

率を 5％から 8％へ引き上げました。しかし、残

念ながら、その結果、消費がわれわれの予想以

上に冷え込んだのは事実であります。しかし、

その中におきましても、先ほど申しあげました

ように、税収は 21兆円ふえ、そして国債の発行

は 10兆円減額いたしました。プライマリーバラ

ンスも、われわれは 14兆円も改善をしておりま

す。財政再建に向けて確実に進んでいる。 

しかし、社会保障費は伸びていく。伸びてい

く社会保障費に対応していかなければ、大切な

この社会保障を次の世代に引き渡すことができ

ません。そのためにも、われわれは消費税の引

き上げは必要であると考えておりますが、やみ

くもに引き上げれば、税収はふえるものではあ

りません。適時、適切に引き上げていく必要が

ある。われわれは 2年半、延期する必要がある、

こう考えました。 

司会 社民党の吉田さん、質問をお願いしま

す。 

吉田 安倍総理に、原発政策について質問を

いたします。 
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2012年の自民党の衆議院選挙公約では、「原

子力に依存しなくてもよい経済・社会構造の確

立を目指します」というふうに明記をされてい

ます。ところが、今回の参議院選挙に当たって、

2016 政策 BANK では、立地自治体等関係者の理

解と協力を得つつ、原発の再稼働を進めます」

というふうになっております。 

自民党さんが中心になって原発政策を進め

てこられて、東京電力福島第一発電所の事故が

発生をして、いまなお 9万人以上の方が避難生

活をされておられます。あの原因も究明されて

おりません。一度原発事故が起こって、ふるさ

とが汚染されたら、ふるさとを取り戻すのがど

れだけ困難なことか明らかになりました。 

原発がなくても電力を賄うことができる、原

発ほど高いものはない、そして原発ほど危険な

ものはない、ということも明らかになりました。 

総理のこれからの原発政策についての考え

方をお聞きしたいと思います。 

司会 はい、安倍さん。 

安倍 われわれは、東日本大震災による福島

第一原発事故の苛酷事故を深刻に受けとめなけ

ればならないと思っておりますし、ただいま吉

田さんから指摘された点についても、真摯に受

けとめなければならないと思っています。しか

し、同時に、その中で私たちは安く、安定的な

エネルギーを供給をしていくという大きな責任

を負っています。 

エネルギー源にはそれぞれ特徴があります。

その特徴をそれぞれ生かしながら、ベストミッ

クスをわれわれは構成していかなければいけな

い。できる限り原子力依存は減らしていく、し

かし、いまの段階でゼロにすることは、残念な

がら、できないわけでありまして、なるべく再

生可能エネルギー等を、これからイノベーショ

ンを起こしつつ、なるべくこれの比率をふやし

ていくという努力はしていきたい。 

もちろん安全第一。「安全神話」に寄りかか

ってはならない、この考え方は決して変えては

ならないと思っています。 

司会 生活の党の小沢さん、質問をお願いし

ます。 

小沢 総理にお伺いいたします。 

政府は、一昨年から年金の半分を株で運用す

るということにいたしましたけれども、株価の

低迷で大変な損失を出していると言われており

ます。この年金の積立金は、まさに国民の将来

のための大事な大事なお金でありまして、これ

を株を運用いたしまして、そして大きな損失を

出しておるということは、これは政府としても

大変な責任であろうと思っております。 

また、6 月ですか、7 月初めにですか、その

結果を公表するというお話でありましたけれど

も、それがまだ選挙後に公表するということに

されております。これは、この損失を国民の目

から隠すということに、結果としてなるのでは

ないでしょうか。この点について、総理のお考

えをお聞きいたします。 

司会 安倍さん。 

安倍 年金の運用については、これは政争の

具にするのではなくて、冷静な議論が必要だろ

うと思います。そうでなければ、年金受給者の

不安をあおるだけになってしまいます。 

年金の運用については、それぞれの特徴を生

かしながらポートフォリオを組んでいきます。

国債、そして株式。かつては、デフレ経済であ

りました。デフレ経済の中においては、国債を

持っていれば、これは将来の年金受給者に支払

う年金額を維持できました。しかし、デフレか

ら脱出していく中においては、フォワードルッ

キングの投資を行っていかなければ、それを賄

うことはできない、という判断の中において、

株式の運用の比率を上げました。 

そして、安倍政権が成立をしてから、私たち

は 37.8兆円ですよ、この運用益を上げています。

全体が 140兆円ですから、いかに大きいかはご

理解をいただけるだろうと思います。 

その前の政権のときは 4兆円しか上げていま

せん。だからといって、われわれはそれを攻撃

をしているのではなくて、むしろ 30 年、40 年

という長いスパンでみていくべきだろうという

ことを申しあげたいと思います。 

司会 続いて、日本のこころの中山さん、質

問をお願いします。 

中山 安倍総理に 2問、お願いいたします。 

いま日本の経済をしっかりするためには、積

極的な財政政策をとるということが必要でござ

います。そのために、全国津々浦々に公共事業

を行い、老朽化している社会インフラ、道路や

橋やトンネルや上水道、下水道、そういったも

のについて、きちんとした公共事業を行って、

次の世代が安全で快適な生活を送れる、そうい

った状況をつくり出しておくことが必要だと考

えております。公共事業は決して悪ではありま

せん。これは政府が行う仕事の大きなテーマで
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す。 

もう一点、拉致問題について、総理はいま、

北朝鮮からの工作活動が国内で、モンゴルの写

真が出るなど、行われております。この点につ

いて、お考えをお伺いいたします。 

司会 安倍さん、2 つ、では、簡潔にお願い

します。 

安倍 まず第一点です。必要な公共事業、こ

れはインフラ投資は未来への投資です。かつて

われわれは世界銀行から借金をして、新幹線を

つくり、東名高速をつくり、黒部第四ダムをつ

くった。これは無駄な借金ではありません。こ

れによって、私たちは高度経済成長を確かなも

のとしたわけであります。われわれもしっかり

と、いままさに低金利、日本銀行がマイナス金

利政策をとっているというこのときを生かして、

財投も生かして、必要な、例えばリニアの新幹

線、あるいは整備新幹線を前倒ししていくとい

うことも含めて、港湾も飛行場もそうです、成

長の投資となるものは思い切って行っていきた

いと思います。 

また、拉致問題の解決、これは安倍政権の最

重要課題であります。北朝鮮はさまざまな工作

をしてきます。しかし、その工作に分断される

ことなく、また、それにたじろぐこともなく、

あくまでも拉致問題、この解決を目指して、毅

然と交渉を続けてまいりたいと思います。 

司会 新党改革・荒井さん。 

荒井 岡田代表にお尋ねしたいと思います。 

政策で競う、国民の理解を得る、あるいは選

挙戦を通じて合意形成をするという方法もある

と思うんですが、野党 4党で、大きく志位さん

から 4つの点を挙げられたこの統一候補ですね、

十数名いるわけです。選挙が終わりました、国

民の関心はたくさんあるわけです。投票した人

たちと、今度、無所属の人たち、どの政党に行

って、どの政策を実現するんでしょうか。4 つ

の政党にはそれぞれの政策があるんです。私は、

これは大変な「受け皿」ではなくて、「受けざ

る」だと思うんですね。いまだけよいが、その

後はもうどうなるかわからない。この十数名の

無所属の方は党に従うんですか、それとも 4つ

だけ、それだけを毎日毎日言っているんでしょ

うか。 

司会 民進党・岡田さん、お願いします。 

岡田 無所属の候補者の方々は、それぞれ選

挙区においてみずからの政策を掲げておられま

す。もちろん、われわれが合意した共通政策、

それは共通しています。しかし、それ以外にみ

ずからの考えで政策を述べておられるわけです

ね、有権者との間で。したがって、みずからの

考え方で当選をした場合には、しっかりと政治

家としてやっていく。そのみずからの考え方に

最も近い党にやがて所属することになるのか、

あくまでも無所属を通すのか、それはそれぞれ

の候補者のお考えということだと思います。何

ら疑問はないと思います。 

司会 一巡目の質問の最後は、自民党・安倍

さんになります。安倍さん、どなたかに質問を。 

安倍 それでは、岡田さんに質問をしたいと

思います。 

いま荒井さんからのご質問にかぶるところ

があると思いますが、いわば 1人区で 1人に絞

った。つまり、御党も香川県では候補者をおろ

して、共産党系の候補者を支持している。また、

共産党は多くの県で候補者をおろした、という

ことは、つまり、いつかは国民連合政府ですか、

そういうものをつくっていくということでなけ

れば、それは意味がないんだろう、このように

思います。 

岡田さんも、いつかはということは言えない

けれども、何年後かもしれない、それは来年か

もしれませんけれども、そういう意味において

は、この点で、それはこういう政府をつくって

いくんだということを参議院選挙の前に明らか

にする、そういう責任があるんだろう、こう思

いますし、同時に、民進党も共産党といろんな

政策は食い違っているわけでありますが、その

中で、一点同じなのは、安倍政権を倒すという

ことでありますが、参議院議員の任期は 6年も

あるんですから、私がやめたら、その後、じゃ

一体その人たちは何をやるんですか、というこ

とを聞きたいと思います。 

司会 民進党・岡田さん、お願いします。 

岡田 まず、安倍さん、総理なんですから、

変なレッテル張りはやめたほうがいいですよ。

恥ずかしいですよ。私は別に来年かもしれない

なんて言っていませんよ。政策理念が一致して

いない限りは、連合政府はつくれないというこ

とを明確に申しあげているわけですから、それ

を来年かもしれないと勝手にレッテル張りをし

ているのは、私は恥ずかしいと思いますよ。 

安倍 何年か先・・・・・。 

岡田 いやいや、それは何年か先かわかりま

せん。理念、政策が統一されれば、そういうこ

とは考えられるかもしれませんけれども、そう
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でない限りは考えられないということを明確に

申しあげているわけです。 

そして、意味がない――あと何を言われまし

たかね……。無所属候補者はもちろん、先ほど

言いましたように、みずからの考え方をそれぞ

れ選挙区で示しているわけですから、それを政

治家として実現していく。無所属のほうがいい

と思えば無所属のままだし、それから各党に属

して、ある党に属してやっていくほうがみずか

らの主張が実現できると思えば、そういう選択

もある。それはその候補者に委ねられていると。

私は全くおかしくないと思います。 

司会 いま答えが出てこなかった部分につ

いては、第 2部のほうでおそらく質問が出ると

思いますので、そのときによろしくお願いいた

します。 

今度は、質問の順番を一つずつずらして、公

明党の山口さん、質問のトップバッターをお願

いします。 

山口 自民党の安倍総裁に伺いましょう。 

政府与党として、消費税率 10％への引き上げ

を 2年半延期する方針を決めました。その間、

総裁はアベノミクスを一段と加速し、その果実

を使って、可能な限り社会保障を充実させてい

く、としています。保育や介護の受け皿の拡大、

またそこに従事する人の処遇改善については優

先して実施することとしていますが、アベノミ

クスの効果がまだ及んでいない年金生活者など

にも効果が及ぶような政策、例えば年金の需給

に必要な加入期間を 25年から 10年に短縮する

無年金対策なども望む声は大変大きいのですが、

どう取り組んでいかれますか。 

司会 安倍さん。 

安倍 消費税率の引き上げを 2年半延期しま

した。その間、引き上げによる給付の充実、こ

れは全てできるわけではありません。このこと

は正直に申しあげておかなければならないと思

っております。 

しかし、その中で、保育の受け皿 50万人分、

あるいは介護の受け皿 50万人分の整備は、スケ

ジュールどおりに進めていきます。これはすで

に財源がある。それと同時に、一億総活躍プラ

ンにかかわる保育士、介護職員の待遇改善は優

先的に行っていきたいと思います。 

さらに、いま山口代表からご指摘をいただき

ました無年金の問題、これは深刻な重大な問題

と考えています。喫緊の課題であります。力強

い問題意識のもとに前向きに検討していきたい

と思いますし、今後、アベノミクスの果実を使

って、今後の予算編成の中で最大限努力をして

いきたいと思います。 

司会 はい。次は共産党の志位さん。 

志位 安倍さんに質問します。 

安倍さんは 2004 年に出版した著書『この国

を守る決意』の中で、次のように述べています。

「軍事同盟というのは“血の同盟”です。日本

がもし外敵から攻撃を受ければ、アメリカの若

者が血を流します。しかし、いまの憲法解釈の

もとでは、日本の自衛隊は、アメリカが攻撃さ

れたときに血を流すことはないわけです。これ

で完全なイコールパートナーと言えるでしょう

か。日米安保の双務性を高めるということは、

具体的には集団的自衛権の行使だ」と。 

安倍さんは、この言葉のとおりに憲法解釈を

変え、安保法制で集団的自衛権の行使を可能に

しました。 

そこで、伺いますが、安倍さんは「日米同盟」

は「希望の同盟」になったと言われますが、安

保法制によって、あなたのいう「血の同盟」に

なったということではないのですか。お答えい

ただきたい。 

司会 安倍さん。 

安倍 先般、オバマ大統領とともに被爆地広

島を訪問しました。史上初めて、原子爆弾を使

った国の大統領が被爆地を訪問する。核兵器の

ない世界に向けて大きな力となったと思います。

日本とアメリカは、このようにさまざまな課題

にともに手を取って取り組んでいく「希望の同

盟」となったと思います。 

昨年の平和安全法制によって、日本を守るた

めに日本とアメリカは力を合わせることができ

るようになりました。北朝鮮が弾道ミサイルを

発射したときに、いままでよりも日本と米国は

連携し、対応することができた。ハリス太平洋

司令官も、いままでよりもはるかに協力し、連

携し、対応することができた、と述べています。

お互いに協力できる、助け合うことができる同

盟は、その絆を強くした、その証明ではないだ

ろうか。日本の安全は抑止力の強化によって、

さらに強化された、このように確信をしており

ます。 

司会 おおさか維新の会・片山さん。 

片山 政治と金の問題について、岡田さんに

お聞きします。 

この問題は、各党それぞれお考えがあるんで
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しょうが、なかなか進まないんです。われわれ

はやっているんです。法律が変わらなければや

らないという。法律は変わらなくてもわれわれ

はやっているんです。例えば、企業団体献金は

受け取らない。月に 100万円もらう文書交通通

信滞在費、これについては全部オープンにして

います。それから、党に寄附すれば税の控除が

受けられる。しかも、それを自分の後援会に還

流するということが行われているんです。これ

も全部法律でとめようと言うんだけれども、な

かなかほかの党は乗ってこないんですよね。こ

れは考えを改めてもらわなければ、皆さんの前

で聞いてもらって。 

そこで、何点が問いますが、1 つは、いま政

党の支部が自分の選挙区にいろんなものを寄附

しているんですよ。政党の支部は禁止されてい

ない、法律上。これを岡田さんのところの幹部

がおやりになっているらしい。だから、これは

とめようじゃないですか。政党支部は後援会化

しているんだから。それが一つ。 

それからもう一つ、舛添さんの問題で出たよ

うに、政治資金について、使途を制限する。こ

れも思い切ってやったらどうでしょうか。岡田

さん、どうですか。 

司会 はい、岡田さん。 

岡田 私より安倍さんに聞いていただいた

ほうが本当はいいんだと思いますが、まず、私

たちは企業の政治献金、これだけを禁止するの

ではなくて、パーティーも含めて、法律できち

んと禁止すべきだということを申しあげていま

す。ある意味では、パーティーのほうが緩いで

す。政治献金は 5万円以上だったら全部名前が

出ます。パーティーは、もっと基準は高いです。

ですから、パーティーが逃げ道になっています

ね。だから、そこまで含めてきちっとやらない

と意味がない。法律できちんとやるならやりま

しょうということを申しあげているわけです。 

文書交通通信費、一定の努力をおおさか維新

の会がやっておられることは、結構だと思いま

す。ただ、かなり問題もありますよね。文書交

通費を政治団体、あるいは政党支部に寄附をし

て使ってしまっている。これは文書交通費の本

来の意味とは全くかけ離れていますよね。そう

いうことをやっておられませんか、いまおおさ

か維新の皆さんは。そういうところも含めてき

ちんとやっていかないと、私はだめだというふ

うに思います。 

政党支部が選挙区に寄附するということは、

私は決して望ましいことではないというふうに

考えております。政治資金の使い方について、

より明確にするということは必要なことだと思

っています。 

司会 社民党・吉田さん。 

吉田 公明党の山口代表に質問いたします。 

先ほど、まず質問の前に、山口代表、それか

ら安倍総裁からも、荒井代表からもお話があり

ましたけれども、32の選挙区において野党が候

補者一本化をしたことについて、批判をされま

した。志位委員長からお話がありましたように、

基本政策をすり合わせて戦っておりますし、参

議院選挙は政権選択の選挙では基本的にありま

せん、まずは。そして、野党が協力して選挙す

るのは当然のことでありますから、その批判に

ついては当たらない、そのことを申しあげたい

と思います。 

そのうえで、公明党さんが自民党さんとご苦

労されて連立政権を維持されているのはよくわ

かります。やはり憲法の問題は基本中の基本で

す。先週、ネットの討論番組でも私も質問しま

したが、最終的には国民が国民投票で決めるこ

とです。しかし、その前に、衆参で 3分の 2の

議員の賛成で発議をしなければならない、その

前に、当然、野党の中での合意が必要だ、それ

は前提になると思います。 

したがって、憲法観がこれほど異なる自民党、

公明党、今後憲法の問題が中心議題になったと

きに、本当に連立政権としてやっていかれるの

か。そして、自民党の改正草案についても、あ

わせてお考えを聞きたいと思います。 

司会 公明党の山口さん、お願いします。 

山口 与党というのは、政府、つまり行政府

を運営するための政党の枠組みであります。で

すから、われわれ自公政権はその意味で、政府

がやるべき政策の優先順位を、協定をきちんと

結んで、主要な政策分野全てにわたって合意を

結んでやっているということであります。 

いまの野党統一候補については、その連立政

権をつくる、目指すと言いながら、どう政府の

具体的な政策を実行していくか、いまの政策を

どう変えていくのか、その具体策がさっぱりみ

えません。だから、無責任だと言っているわけ

であります。 

一方で、憲法の問題は、政府の課題ではあり

ません。政府は憲法遵守義務を負う閣僚によっ

て構成されていますから。この憲法改正は国会

にのみ発議権があるわけであります。ですから、
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これは立法府の課題でありまして、国会に所属

する政党が与党も野党もなく、それぞれが議論

を深めて合意形成し、発議に至る、そういうこ

とですから、与党の責任ではないということで

す。自公ともに議論を深めること、これが課題

であります。 

司会 次の質問、生活の党・小沢さん。 

小沢 はい、総理にお伺いいたします。 

総理は、アベノミクスの実行によりまして景

気はよくなり、国民生活は向上するというお話

をし続けてこられましたけれども、実質的には

景気は一向によくなりません。また国民の所得

は、実質所得は減る一方であります。こういう

中で、さらにまたアベノミクスのエンジンアク

セルを踏んで加速するという趣旨のお話をなさ

いましたけれども、アクセルを踏めば踏むほど

格差は広がり、そして景気はいつまでたっても

よくならない、国民の生活は厳しくなっていく

という結果になってしまうのではないでしょう

か。この点について、総理のご見解をお伺いい

たします。 

司会 安倍さん。 

安倍 実質賃金が減っていたのは、実は 5年

前から減っていました。民主党政権時代、消費

税を引き上げていないのに、実質賃金が減って

いたんです。で、われわれは政権をとってアベ

ノミクスを発動しました。しかし、消費税を 3％

引き上げましたから、残念ながら、しばらくは

それに追いつくことはできなかった。直近で、

昨年の後半から、実質賃金が上がり始めました。

消費税を引き上げているにもかかわらず、直近

で、足元では 3カ月連続、実質賃金が上がった

んです。民主党政権時代から続いてきた 5年間

の流れを、私たちは変えることができたと思っ

ています。 

そして、国民の皆さんの社会に満足している

かどうかという内閣府の調査があります。民主

党政権時代は、「満足していない」という数字

が「満足している」をずうっと上回ってきた。

わが党が政権を担当して、逆転しました。「満

足している」が上回り、62％が満足している。

これは実は過去最高の数字であるということで

あります。 

司会 はい、日本のこころ・中山さん。 

中山 荒井代表にお伺いいたします。 

私ども日本のこころを大切にする党も、荒井

代表の新党改革も小さな党でございます。で、

野党におります。こういった党のあり方、存在

理由というのを私どもも考えるわけでございま

すけれども、日本のこころの政党としては、ま

ず昨年の早い段階で消費税の凍結を主張いたし

ました。また、公共事業を全国津々浦々に行っ

て、経済の成長をもたらすように、財政出動を

主張いたしました。 

さらに、荒井代表のところと共同して、参議

院の改革を行いました。今回、無事に選挙に入

ることができます。安保法制についても協力い

たしました。こういった小さい党の役割につい

て、荒井代表はどのようにお考えでいらっしゃ

いますか。 

司会 新党改革・荒井さん。 

荒井 大きな政党だけでは、多様化する国民

の民意は吸収できない。そして、利害調整もで

きないんだろうと思うんです。やはり小さな声

を拾って、その拾った声を集めて、そして政党

間でコンセンサスを得るようにしていくことが

重要だと思います。 

いま中山代表からもあったような、例えば皆

さんもご存じの、自衛隊を海外に派遣をする場

合には、国会の事前承認を必要とするというル

ール化を、小さな政党がこれを提案し、そして

公明党さんも自民党さんも、寛容さでもってこ

れを受け入れていただいた。これがそもそも立

憲主義だと思うんですが、そういうわれわれな

りの役割というのはすごく大きいと思うんです。 

こうしたことを国民の皆さんにももっと理

解をしていただきたい、そのように思います。

決して大政党だけがいい政策ができるとは限り

ません。 

司会 で、今度の質問は荒井さんの番です。

今度は質問です。 

荒井 では、私は志位先生にお尋ねしたいと

思うんです。 

自衛隊は認めないということを明言されて

いるわけです。その自衛隊を認めていないのに、

どうして民進党さんと一緒になれるのか。 

それから、私どもが、いまのに関連させてい

ただきますと、自衛隊を海外に派遣する場合に

は、衆参の事前の承認がないと出せない。政府

に対する歯どめです。立憲主義の形です。これ

は安倍総理も認めていただいいるんですが、こ

ういうことも無駄だというふうにお考えなんで

しょうか。お尋ねします。 

司会 共産党・志位さん。 

志位 私たちは、自衛隊は憲法違反の組織だ
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と考えております。ただ、この問題を解消する

には、将来の展望として、国民の合意で、段階

的に自衛隊の解消を図っていくということを提

唱しております。 

そして、大事なことは、いま問われているの

は、自衛隊をなくすかどうかではないのです。

自衛隊を海外の戦争に出していいかどうかなん

です。専守防衛の志を持ってきた自衛官、ある

いは被災地で頑張っている自衛官、これを殺し、

殺される戦場に投入していいのか、これが問わ

れている。で、これはだめですよ、ということ

で野党は結束しているわけです。 

ですから、その立場から、安保法制を廃止し、

立憲主義を取り戻そうという大儀のもとに結束

しております。 

それから、国会承認のことを言われました。

国会承認があればいいのか。やっぱりその時々

の国会で、与党は多数を持っております。私は、

国会承認があればもう結構だということでは、

安保法制の危険性を逃れることはできない、決

してできないと思っております。 

司会 そして、今度は質問の順番、自民党・

安倍さんに移ります。安倍さん、質問お願いし

ます。 

安倍 それでは、山口代表にお伺いをしたい

と思います。 

かつて日本は高度経済成長以降も、成長時代

も、「モーレツ社員」、残業時間の長さを競う

ような時代がありました私がサラリーマン時代

もそうだった。生活を犠牲にしても。しかし、

いま働き方も多様になり、そして人生において、

もっと人生を豊かにしたい、家庭も大切にした

い、むしろそのほうが生産性が上がると言われ

ています。働き方改革は、まさに待ったなしな

んだろうと思います。その中で、働き過ぎもし

っかりとなくしていく。 

また、われわれは非正規と正規、この差を縮

めていく。現在でも縮まっていますが、同一賃

金同一労働を実施をしていきたい、この世の中

から「非正規」という言葉をなくしていきたい、

こう思っています。この働き方改革について、

今後自公で議論を深めていきたいと思っていま

すが、この働き方改革について、山口代表のご

意見を伺いたいと思います。 

司会 公明党・山口さん。 

山口 総理がおっしゃったとおり、国民一人

一人が活躍していくためには、働き方改革が最

大の課題と言ってもいいと思います。私自身も

若いころ、長時間労働には大変苦しみました。

また、女性が家庭生活と両立できる働き方を求

めることも、当然だと思います。「非正規」と

いう言葉をなくしたい、その総理の意気込みに

は大賛成であります。 

そうした中で、長時間労働の是正はもちろん

ですけれども、特に女性にとっては、仕事と子

育て、介護が両立する柔軟な働き方が求められ

ると思います。 

また、同意労働同一賃金を実現するためには、

非正規労働者の賃金水準を、現状で正社員の 6

割程度になっているわけですが、これを欧州並

みの 8割程度に引き上げていくことを目指して

いきたいと思います。 

また、安倍総理にお届けしましたけれども、

わが党の青年委員会が、全国の若者の声、「Ｖ

ＯＩＣＥ ＡＣＴＩＯＮ（ボイス・アクション）」

で集めた中にも、月曜午前半休の促進などとい

う働き方改革が大変関心を持たれておりました。

ぜひともに実現をしていきたいと思います。 

司会 第 1部の最後の質問です。質問者は民

進党・岡田さんです。お願いします。 

岡田 安倍総理に聞きます。 

6 月 1 日の記者会見で、安倍総理は新たな経

済対策の策定を明言されました。自民党の選挙

公約では、「総合的かつ大胆な経済政策」と書

いてあるだけです。ぜひこの機会に、その規模、

中身、そして財源を明らかにしてもらいたいと

思います。まさか公共事業や、あるいは 3万円

の、前回補正予算でやったようなばらまきでは

ないでしょうね。きちんと中身を説明してくだ

さい。 

そして、われわれはやはり社会保障の充実、

すでに約束しているものをしっかりやることが、

これが経済対策だというふうに考えています。 

先ほど山口さんは、25年保険料を払っていな

い、そういう人を、10年払っていれば年金が出

る、これも約束している充実策なんですけれど

も、これはやったほうがいいというお話があり

ました。そのための予算は 300億程度です。私

は、やはり同じ年金でも、定年金者に対する給

付金、最高年額 6万円ですけれども、これもや

るべきだと。ただし、もちろん財源はかなりか

かります。5,600 億円です。しかし、変な補正

をやるよりは、こういうことをしっかりやって、

いままで 2回延長して待たせているわけですね、

こういう人たちを。それをちゃんとやるべきだ

というふうに思いますが、いかがでしょうか。 
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司会 安倍さん、最後、簡潔にまとめてくだ

さい。 

安倍 いま、ばらつきという指摘がございま

したが、2％引き上げ分の充実を赤字国債で補填

していくといった民進党からそう言われる筋合

いは全くないということは申しあげておきたい

と思いますし、3 万円の定年金者への給付につ

きましては、これは赤字国債ではありません。

アベノミクスの果実です。2014年、引き上げを

延期したときの総選挙において、もしアベノミ

クスの果実を得ることができたら、そうした政

策を行っていくということはお約束をさせてい

ただきました。しかし、できることと、できな

いことがあります。 

そして、予算の額等、大胆な政策について予

算の額をいま言えと言われても、まだ税収の見

積もりがございません。税収の見積もりがない

中で言うのは、私は不見識、無責任だろうと思

いますので、それは、それが確定した段階でお

示しをしていきたい。その中で補正予算を編成

をしていきたい、このように考えています。 

岡田 年金の給付は。 

安倍 年金の給付については、先ほど山口代

表のご質問にお答えしたとおりでございまして、

喫緊の課題であろう、こう考えています。 

司会 また、いま出たものは、この後の質問

などにも多数出てくると思いますので、よろし

くお願いいたします。 

各党の皆さん、きょうはご協力ありがとうご

ざいました。 

以上で第 1部を終わります。総合司会の小栗

さん、お願いします。 

 

第 2部 

 

総合司会（小栗） それでは、これから第 2

部に入ります。 

第 2部では、当クラブの企画委員が、会場か

ら寄せられました質問を参考に代表して質問い

たします。質問に対する皆さんのお答えは、第

1部と同じように1分以内でお願いいたします。 

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けれども、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、代表質問者を紹介いたします。 

代表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、恵村順一郎さん

です。 

なお、1 部の討論と主張では皆さんに公平に

時間配分をいたしましたけれども、こちらのほ

うはニュース性を重視して質問させていただく

ことになります。同じ回数の質問が皆さんに行

くとは限りませんけれども、あらかじめご了承

願いたいと思います。 

それでは、代表質問、お願いいたします。 

橋本 はい。それでは、これからご質問する

んですけれども、どうしても性格上、自民党の

安倍総裁に質問がちょっと集中するかと思いま

す。これも参議院選挙が中間選挙で、政府が一

体これまで何をしたのかということを問いただ

す場ですから、そこはほかのご党首にも了解を

していただきたい、そう思います。 

最初に、まず政治に対する基本姿勢をお伺い

いたします。 

まず安倍さんに対してですけれども、安倍政

権、何だかんだ言っても、あとそんなに日数は

ないんですね、2018年まで。自民党の総裁の任

期がありますから。マラソンで言えば、もうす

でに完全に折り返し地点は越えているんですね。

そうしますと、これから何をすべきか。それは、

当面する経済についてきちんとやるというのは、

これは当たり前のことですね。それ以外に一体

何をしようとしているのか。ここがあまりはっ

きりしませんね。これだけはやらなければ死ん

でも死に切れないというものがあるのか。ある

とすれば、それは何なのか。憲法改正なのか、

それとも拉致問題あるいは領土問題、あるいは

2020 年の東京オリンピックの開会式の出席な

のか。ここははっきりしないと、はっきりして

国民の理解を得ようとしないと、先に進めない

と思いますよ。ですから、ここは正直な気持ち、

この場で、正直な気持ちを吐露していただきた

いと、そう思います。 

安倍 私はよく母親から「おまえ、正直過ぎ

るぞ」と、こう言われています。「政治家なん

だから、もうちょっと練れたほうがいい」と言

われているんですが。 

2020年の東京オリンピックは、私の自民党の

内規による任期は超えております。まずは、わ

れわれが「日本を取り戻す」と言って政権を奪

還したときの一番のお約束は、やっぱりデフレ

からの脱却でありました。アベノミクス、最初

に成果を示させていただきましたが、まだそれ
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は道半ばです。「なかなか感じられないよ」と

いう方がたくさんいらっしゃる。そして私たち

の政策がまだ不十分であることは、率直に認め

なければいけないと思っています。 

ですから、われわれは 2年半、消費税の引き

上げを延期しました。この間、われわれはまさ

にギアを 2段も 3段も上げて、エンジンをふか

して、しっかりとデフレから完全に脱却をして

経済を成長させ、皆さんに「景気がよくなった

な」と言っていただけるような経済をつくって

いく、これがまず第一の目標であります。 

橋本 いやいや、だからそれだけなのかと聞

いているんですよ。 

安倍 もちろん、「多々ますます弁ず」で、

いまおっしゃったようないろんなことをやりた

いと思います。でも、まずこれは果たさなけれ

ば……。 

 その中で一番優先順位は何ですか。 

安倍 これは果たさなければならないとい

うことは当然、いま申しあげたことであります。

もちろん、それ以外にも、オリンピック・パラ

リンピックを成功させる。われわれは招致に大

きくかかわってきた責任から、当然これを成功

させていく。 

そしてまた日本の外交におけるその存在感

を強くしていくという中において、いわば日本

の国益を図っていく。その中でインフラ輸出も

ふやしていき、国民の収入もふやしていく。国

際社会における日本の存在を高めていくことに

よって、地域の安定、世界の平和にも貢献をし

ていきたいと、こう思っています。 

橋本 ちょっとあまり正直じゃないなとい

う感じがするんですけれども。 

安倍 いや、正直だと思います。 

橋本 岡田さんにお伺いしたいんですけれ

ども、安倍政権については、要するに安倍政権

のもとでは憲法改正は許さないということを初

めとして、この安倍政治は許さないというぐあ

いにずうっと批判を、そして今度の統一候補も

そうなんですけれども、ただ、その安倍政権は

内閣支持率が、不支持よりも、いまもう 10ポイ

ント以上高いんですね。変ですね、これ。そん

なに悪い政権ならば、もっと不支持がふえてい

いじゃないですか。なぜそうなっていると思い

ますか。それは、とりもなおさず民進党がなぜ

なかなか支持を回復しないかという理由にもつ

ながっているんですよね。ここのところの分析

をきちんと抜きにして、ただ安倍政治悪いと言

っても始まらない、そう思うんですけれども、

いかがですか。 

岡田 われわれ、民主党政権時代の反省、こ

れはあります。確かに厳しい時代でした。リー

マンショックからの立ち上がり、そして東日本

大震災。3 年 3 カ月の間に非常に多くの課題、

困難を抱えて、われわれもがいたわけですけれ

ども、国民の皆さんからみるとそれは不十分と

映っていることは間違いない。その信頼をしっ

かり取り戻していくということは大事なことだ

と思っています。 

ただ、いまの安倍政権、私は将来をみて本当

に大丈夫かと。例えばプライマリーバランスを

2020年にバランスさせると言っています。私は

無理だと思います。2019年秋まで消費税を上げ

ないと言っておられますね。しかも、そのとき

に安倍総理ではない可能性が高い。すでに 6.5

兆円の穴があいている。そこについての答えも

出していない。そういう状況で先送りしていっ

て、本当にこの国どうなるんだろうかと。国債

をこれだけ日銀に買わせている。こんな前代未

聞のこともやっているわけですね。そういうこ

とに対してはきちっと歯どめをかけていかない

と、私は未来世代が不幸だというふうに考えて

いるんです。 

橋本 いや、私が聞いているのは、要するに

国民は、それがわかっていたならば不支持のほ

うがふえるじゃないですか。そうなっていない

というのはどうしてなのかということです。 

岡田 それが十分伝わっていないというこ

とはありますね。それから、橋本さんだから申

しあげますが、メディアはどうですか。私はメ

ディアは相当自粛していると思いますよ、いま。 

橋本 全く自粛していませんよ、私なんか。 

岡田 いやいや、そう考えるのは自由ですけ

れども、例えば、じゃあ申しあげますけれども、

この選挙でも、最後の 2週間、どうして党首討

論をやらないんですか。いままでそんなことは

前代未聞ですよ。この 1週間で全部終えてしま

う。それは自民党からそういう要望が出たら、

テレビ局各社が全部それをのみ込んでしまった

からじゃないですか。だから、そういうやり方

をしていて、本当に国民の皆さんに伝わるのか

と。もっと皆さんも危機感を持つべきだと私は

思いますよ。 

橋本 いや、それに対して私は賛成できませ

ん。それはいまこの主題ではありませんから、

次の質問に移りたいと思います。 
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恵村 公明党の山口さんにお伺いします。 

自公連立 17 年に野党時代も含めてなります

けれども、いろいろ厳しい局面があったと思い

ます。安保法制の判断もそうでしょうし、今回

の消費増税の先送りの問題も、結局は自民党の

意向に押されてしまったような感があると思い

ます。権力というか、政権から離れるというこ

とはなかなか難しいんでしょうか。連立疲れみ

たいなものがそろそろみえてきたんじゃありま

せんか。 

山口 公明党と自民党の連立政権は長い歴

史をすでに経ています。日本は 1993年以来ずっ

と連立政権の歴史であります。これは反面から

みると自民党が 1党で衆参の多数をとりにくく

なったということの裏返しでもあります。公明

党はそうした中で、連立政権必然のこの時代に、

日本の政治を安定させて国民生活を混乱させな

い、そして国の勢いを向上させる、そこに大き

な力点を置いて政権選択をしてまいりました。 

これまでの地方政治も含めて、こうした連立

政権といいますか、その場所、場所の政権運営

については、自民党との協力関係というのはい

ろいろな経験、知恵をともに育んでまいりまし

た。東京都政などはその代表であります。そう

したことを考えたうえでいま自公の連立がベタ

ーだと、こう思っているわけであります。それ

ぞれの持ち味を生かして、数の安定だけではな

くて、質の安定も実現しようとしている。それ

は結果を生んでいると私たちは思っています。 

恵村 続いて共産党の志位さんにお伺いし

ます。 

当面の政策と将来の政策の違いということ

なんですけれども、先ほど自衛隊のことも議論

になりましたけれども、災害救援なんかも含め

て、いまの自衛隊の機能、役割というものが大

事であるということは国民の中で異論はないと

思うんですね。それを将来、廃止、解消してい

くというところ、「やっぱりわかりにくいな、

ダブルスタンダードじゃないかな」と言う人が

多いと思うので、その辺わかりやすく説明して

いただけないでしょうか。 

志位 憲法 9条に照らしますと、やはり自衛

隊が憲法違反だということは、私たちは明瞭だ

と思っております。じゃあ、この矛盾をどうや

って解決するか。やはり 9条の理想に向かって

自衛隊の現実を回復していく、こういう方向で

解決すべきだろうと考えます。 

ただ、これはすぐにはできません。これは私

たちが参画した本格政権ができて、そしてその

外交政策によって世界の全ての国々と平和的な

環境をつくって、そして日本を取り巻く平和的

環境が成熟して、国民の圧倒的多数が、もう自

衛隊がなくても安心だという合意が成熟したと

ころで初めて踏み出すことができるというふう

に私たち考えております。 

そうしますと、かなりの期間、自衛隊と共存

する期間が続くわけですが、こういう期間には

急迫不正の主権侵害、あるいは大規模災害など、

必要に迫られた場合には自衛隊の活用をすると

いうことは、これは当然だということを大会で

決めております。 

これは矛盾のようにみえますけれども、矛盾

をつくったのは自民党政治なんですよ。その矛

盾を私たちは引き受けて、そして 9条の全面実

施という方向で、国民とともに、国民の合意で

変えていこうと。これが共産党の立場なんです。 

倉重 片山さん、お伺いしますね。 

先ほどから行革と、それから政治と金の問題、

非常に独自のポジションを発揮されていると思

うんですが、ただ、おおさか維新というと、ど

うしても橋下徹さんのイメージが非常に強い。

言い方は悪いかもしれませんが、橋下私党的な

イメージが拭い切れない側面があると思うんで

す。それは感じられると思うんですがね。 

その場合、国政政党としてこれから生きるう

えで、橋下色をどうやって脱却していくのか、

あるいは脱却する必要はないのか、その辺のこ

とについてお聞かせ願えますか。 

片山 あのね、橋下個人というのは、私は非

常に評価しているんですよ。だから、ご本人に

も、このまま引っ込んじゃうのはもったいない

と、能力があって、みんなが期待して、あの若

さで。私は個人的には勧めているんですが、ま

あそれはご本人のお考えもあるので、いま引っ

込まれているのは私はやむを得ないと思います

けれども、党には法律政策顧問で関与はしてい

ますよ。政策なんかについては相当指導的なご

意見を言われているから。 

ただ、言われたとおりなので、もともとが創

業者なんですから、彼のイメージが強いのはし

ようがないので、いいところは残しながら、変

えていかなければいけません、みんなで。それ

がこれからの課題なんですよ。 

一極と二極が不毛とは言いませんよ。対立ば

っかりしておってもしようがないんですよ。だ

から、われわれは第三極として、わかりやすい
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ことを主張して、是々非々でいこうと。反対だ

けしない、反対したら必ず対案を出す、何とか

まとめる、そういうことをこれからやっていき

ますので、もうしばらくみておいてください。 

倉重 社民党の吉田さんにお伺いします。 

われわれ政治記者、ずっと取材していて、か

つて「55年体制」という時代がありまして、そ

のときのもとの社会党はある意味では非常に存

在感のあった政党だと思うので、いまの現状を

考えると、とても大きく時代が変わったなとい

う印象を抱かざるを得ません。ただ、いまの状

態より今度の選挙でさらに厳しい状況になる可

能性があるというふうにみているんですが、先

ほど吉田さんは、「アベ暴走をとめる」と言い

ましたけれども、ちょっと皮肉な言い方をする

と、社民党の消滅をとめるぐらいの考えを持っ

て訴えていかないと、本当にそうなっちゃう可

能性があると懸念しております。その辺につい

て、これからどんな訴えをされますか。 

吉田 はい、ありがとうございます。ことし

で日本社会党から社会民主党になりましてちょ

うど 20年の節目であります。かつて社会党のと

きから、「強固な総評・社会党ブロック」と言

われました労働組合の皆さんに支えられて、社

会党、社民党、活動してきましたけれども、さ

まざまな理由によって、支えていただく戦線も

変わってまいりましたし、縮小してまいりまし

た。さらに国民の皆さんに広げる──土井党首

のときに「市民との絆」ということで広げる努

力もされましたけれども、結果的になかなか達

成できないまま、国会議員の数は減る、国会で

の発言回数が減る、どうしてもマスコミの露出

度が減る、そして議員が減るという悪循環を断

ち切れないまま今日に至っています。 

2013 年の 11 月に私も福島瑞穂さんから社民

党党首を引き継ぎまして、とにかく全国対話し

て回ろうと。いろんな皆さんの意見を聞いてや

っていこうということをやってきましたけれど

も、いまの状況でありますから、やはり平和・

自由・平等・共生を掲げる、社会民主主義を掲

げる唯一の社会民主党、ぜひ国民の皆さんの力

で残してください。そのことを改めて訴えてい

きたいと思います。 

橋本 小沢さんにお伺いしたいと思います。 

いま私は非常に深い感慨にとらわれておる

んです。本来ならば小沢さんという人は真ん中

に座っていなければおかしな人ではないのかと。

いろんな場面でインパクトを与えてくれました。

それがいま端っこのほうにいなければいけない。

一体なぜそうなってしまったのか。そこは、小

沢さんご自身から、なぜ自分はいま──ちょっ

と言い方は──零落した状況にあるのかという

ことを、ここをきちんと説明していただく責任

が小沢さんにはあるのではないか、そう思うの

ですけれども、いかがでしょうか。 

小沢 別に私は零落していると感じており

ません。自分の政治的信念を貫いてきょうまで

来ていると思っております。 

それから、私は自民党におりましたから、自

民党でずっといれば、いままでよりも楽な政治

生活を送れたかもしれません。しかし、私は自

民党の一党だけの政治ではだめだ、それは民主

主義じゃないと。やはり政権交代が常に、国民

が常に政権を選ぶことのできる、それが民主主

義だと。だから、そういう政党をつくりたいと

いうふうに思って自民党を離党したわけです。 

2 度の野党政権ができましたけれども、また

いま野党の力がまだ足りません。私はそういう

意味で、野党が力を合わせて、もう一度国民の

期待に応えられるような集団になるべきだと。

そのための一人として力を致したい、そう思っ

ております。 

倉重 中山恭子さんにお聞きいたします。 

「日本のこころ」という政党の政策の大枠は

先ほど説明していただいたんですが、中山恭子

さんというと、やはり小泉政権のときの拉致問

題についていろいろご苦労なさって、その仕事

をいまだにフォローアップされているというふ

うにお聞きするんですが、先ほども安倍さんに

拉致問題の現状についてお問いになりましたが、

拉致問題についていま、多分なかなか物事が進

展しない状態の中で、中山さんからみて何か妙

案といいますか、安倍さんに対して何かサジェ

ストするようなことがございますでしょうか。 

中山 いま、あまり進展していないという状

態を非常に歯がゆく思っております。ただ、あ

る意味ではいま、またチャンスがめぐってきて

いるであろうかと、そのようにも考えています。 

ストックホルム合意を政府は結びました。こ

のストックホルム合意の意味は、北朝鮮側の措

置として拉致問題を扱うことになっていますが、

北朝鮮は、そういう人がみつかっても帰しませ

んよということをはっきりストックホルム合意

では言っております。これに合意してしまった

日本政府、やはり拉致問題というものを理解で

きていないのだろうか、または日本政府として
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は拉致被害者を犠牲にしてもよいのではないだ

ろうか、そんなおそれを持っておりました。い

ま工作活動が相当行われていますが、このグル

ープでは拉致被害者救出はできませんので、こ

の工作活動をストップさせるくらいの思いで安

倍総理に頑張っていただきたいと期待している

ところでございます。 

倉重 これについては安倍さんにも答える

権利があると思うので、ぜひ。 

安倍 このストックホルム合意は、中山さん

もよくご存じだと思いますが、基本的にはしっ

かりと権威ある機関が調査をして、その調査の

結果、生存者がいれば、しっかりと日本に帰す

ということには、これはなるわけであります。 

いずれにせよ、われわれは圧力をかけつつ、

対話の糸口をつかみ、解決をしていきたい。こ

のバランスが大切なんですが、われわれはあく

までも制裁を行い、圧力に軸足を置いています

が、しかし対話をしなければ解決もしていかな

い。このストックホルム合意をこちらから一方

的に破棄をしてしまったら、まさに対話の糸口

を失ってしまうと、このように思います。 

みておられて歯がゆいという気持ちも、それ

は理解できます。なかなか難しい政権でありま

すが、しっかりとこの問題解決に取り組んでい

きたいと思います。 

恵村 新党改革の荒井さんに伺います。 

脱原発を強く訴えておられますが、それ以外

の政治的スタンスとか政策は安倍政権と一体じ

ゃないかと思うんですね。一緒になられたらど

うですか。何か別の党でいる理由があるんでし

ょうか。 

荒井 脱原発というのは非常に大きいんじ

ゃないでしょうか。皆さんもあのとき、もしか

したら旅行かばんや車のハンドルに手をかけた

んじゃないでしょうか、日本中で。もう忘れた

んでしょうか。マスコミの皆さんの大きなテー

マになっていません。テレビ局も何も。私は、

喉元を過ぎて忘れるようなことであってはなら

ない。それは誰かが言い続けて、そして正義を

持って実現していくべきことではないんでしょ

うか。そういう意味においては、脱原発、原発

に依存しい社会をつくることこそ、私たちの価

値観や日本を豊かにしていく大きな考え方、そ

こに力があると思うんです。 

ですからこれをぜひ政府与党には方向転換

していただきたい。やれるんですから。原発再

稼働に逃げ込まないで、再生可能エネルギーも

エネファームも、日本だけがつくっているじゃ

ないですか。そういうもので変えていく。こう

いうことを私は今度の選挙戦で国民の皆様に問

いかけ、考えていただきたい。そういう意味の

政党です。 

実 次に、経済政策運営についてお伺いした

いと思います。自民党の安倍さんに質問したい

と思います。 

消費税の増税の再延期が決まったわけです

が、非常に唐突といいますか、決め方がやや不

可解な印象を持ったんですが。 

といいますのは、最後の最後までリーマン級

のショックとか、大震災級のショックがない限

りやりますということを国会等でも説明をされ

て、一方で例えば党の税調とか、あるいは政調、

あるいは経済財政諮問会議でも何ら議論がなか

った。その中で突然新しい判断を下したという

形で決められました。参院選でその信を問うん

だという話になっちゃうのかもしれませんけれ

ども、その決め方がおかしかったんじゃないか

という見方については、どういうふうにお考え

でしょうか。 

安倍 こうした最後の判断について、上げる

か、上げないかという判断について、延々と議

論をしてしまって、では参議院選挙の前にその

判断ができなければ、そのままこれは進んでい

くことになってしまうわけであります。われわ

れは確かにリーマンショック級の出来事、ある

いはまた大震災級の出来事がなければ、予定ど

おり引き上げていくということは明言しており

ました。しかし、先般のサミットにおいて、い

わば新興国、中国の減速、消費の減退、あるい

は、いわば供給側の制約も起こってくる可能性

があります。 

例えばブレグジットについても、これは実際

に起これば、ＩＭＦは、英国は 5％以上のマイ

ナスになると。これは大きな衝撃になります。

そして、また鉄鋼の過剰生産、中国についても

5億トンでありまして、1億 5,000万トンは、こ

れはこの過剰生産を排除(1．24.53)していくと

言っていますが、日本の鉄鋼生産全部合わせた

って 1億トンですからね。日本の鉄鋼業を全部

やめるというのと同じぐらいの衝撃があります

から、そうしたものに備えなければならない。

新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆ

る努力をしていくということを合意したわけで

ありますから、その責任ある立場として、まさ

にあらゆる政策を行っていくという考え方のも
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とに、消費税率の引き上げを延期をすると、こ

れは私の責任で判断した。 

そして、その判断を示す時期においては、参

議院選挙の前に、これは新しい判断であります

から、その判断をお示しをして、参議院、普通

であれば過半数を目指すわけであります。前回

の選挙で私たちは大きな議席をいただいていま

すが、これは横に置いておいて、今回の改選議

席の過半数という高いハードルをお示しをして、

これは信を問う、こういうことにしたのでござ

います。 

実 それから、消費税の増税延期ということ

も絡みますけれども、消費税を 10％に上げても、

2020 年度の財政健全化目標の達成は難しいと

いう数字。しかも、非常に高い、名目成長率で

3％台後半の成長をしても、これは非常に難しい

というのが数字としてあったと思うんですが、

その中で、2020年度、これは財政再建目標を達

成できるというふうに自信を持って言われる根

拠というのはどの辺にあるのかなということに

ついて、コメントいただけますか。 

安倍 これは私、従来から申しあげているよ

うに、それはそう簡単な目標ではありません。

これは従来から申しあげているとおりでありま

して、6 兆円、まだ差があります。これを埋め

ていく努力をこれからまさにしていかなければ

ならない、こう思っております。 

しかし、私たちも、この 2015 年の半減目標

についても、これは難しいと言われていたわけ

でありますが、私たちはこの半減目標を達成し

ました。プライマリーバランスについて、14兆

円も改善をしたわけでありますし、3年半前、3

年後に税収が 21 兆円もふえるということを予

想した人は誰もいなかったと思います。アベノ

ミクスなんかやったって、税収はふえやしない

よということを多くの人たちが言っていました。 

しかし、私たちは、消費税引き上げ分 8兆円

をさらに 13 兆円も上回る税収を確保したわけ

であります。実績として、私たちはそれを残し

てきた。まさに最初にお示しをした、それが「成

果」であります。ですから、最初から諦めてい

ては何もできないわけでございます。 

例えば、先ほど、われわれは海外からの観光

客、これは800万人から2,000万人にふやした。

これは 3兆円です。これを 4,000万人にふやし

ていくことによって、さらに 3兆円上乗せして

いくことも可能であります。やるべきことを全

てやっていく。例えば農林水産品の輸出額を 1

兆円にするという目標を立てた。そんなことは

できない、随分言われましたよ。いま、7,000

億円を超えて 7,500億円。これは誰も想像でき

なかったことと思いますよ。こういったことを

しっかりと進めていって、あくまでもその目標

を目指していく。 

私は自信満々で申しあげているわけではあ

りません。難しい目標だということは、従来か

ら言っているけれども、難しい目標であるけれ

ども、それに向かって努力をしなければいけな

い。やるべきことは全てやらなければならない

と考えています。 

倉重 安倍さん、今回の消費増税の再延期ね。

これは私、政治記者からみて、非常に罪深い決

断だと思います。率直に言って。 

なぜならば、第一に、公約違反ですよね、明

らかに。新しい判断と言いながらも、公約違反。

あれだけ民主党政権を公約違反で責めた安倍政

権らしくない公約違反。 

第二に、これは「税と社会保障の一体改革」

という、先ほど片山先生もおっしゃいましたけ

れども、この間、日本の政治が随分と手間暇か

けて多くの犠牲を払って獲得した一つの政治的

な資源ですよね。その資源を二度にわたる先送

りで、いまほとんど無に帰したような状況にな

っている。これは安倍さんだけの責任とは言い

ません。言いませんが、今回の事態がそれを決

定的にしたと思うんですよね。 

この先、では、どうやってこういう合意をつ

くり直して、いずれ消費税の再増税は必要なわ

けでしょう、そういうことをされるんですか、

多分できないんじゃないかと思いますよ。どう

でしょう。 

安倍 2 点について、厳しいご指摘がありま

した。確かに公約違反と言われても、それはし

ようがないと思います。最初の延期のときは、

だからこそ、衆議院を解散をして、このいわば

約束の変更について、国民に信を問うたわけで

あります。おかげさまで、国民の皆様の信認を

得ることができました。 

そして、今回の判断についても、2 つの条件

がなければ引き上げると言ってきたわけであり

まして、新しい約束になりましたから、だから

こそ、参議院選挙の前にそれをお示しをして、

普通であれば、与党の過半数という勝敗ライン

を、われわれは改選議席の過半数という、これ

はなかなか厳しいハードルを設けて、そう申し

あげたわけであります。 
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それともう一点、これは私たちが別に楽をし

たいから 2年半延期をしたわけではなくて、そ

れが経済政策として正しいと考えたからであり

ます。経済の成長が腰折れしてしまって、ＧＤ

Ｐがガクンとマイナスになれば、税収は根本的

に減収します。減収してしまったら、そこで消

費税を上げても、税収はふえないのです。税収

がふえなければ、社会保障費を賄うことはでき

ない。 

そこで、私たちも、最初に申しあげましたよ

うに、2％引き上げ分の全ての社会保障費の拡充

は、これはできないということは正直に申しあ

げております。つまり、そこでアベノミクスの

果実を得たものについては、しっかり行って、

お約束しますが、そのために、社会保障の給付

を行うために赤字国債は、私たちは発行しない。

これが私たちの責任感であります。 

倉重 安倍さんね、消費税とか社会保障は長

期的、中長期的政策なんですよね。景気に影響

を与えるというのは、短期的な主眼(1.31.27)

ですよね。ちょっと混同していませんか、そこ

は。 

安倍 それはとっても間違った議論だと思

いまして、では、なぜ 20年間も――これは中期

ですよね――何でデフレに陥ったんですか。 

1997年、あのときに、消費税、社会保険料を

引き上げた。そして、あのときに、アジアの金

融危機が起こったけれども、十分な金融政策を

やりませんでしたよね。これは短期的、中期的

どころか、まだデフレから脱却できていないじ

ゃないですか。税収はずうっと落ち込んだまま

ですよ。それを私たちは、今度、あの時代に、

ほぼ 20年前に戻すことができて、そしてもう一

点大切なことは、中期的な話ではありますが、

年金の運用額だって、全然ふえなかったじゃな

いですか。これはいいんですか。 

しかし、私たちは私たちの政策によって、約

38兆円もふやしている。これは短期的なちょっ

とした出来事とは言えない額であって、大切な

ことは、見誤ってはいけないんですけれども、

名目ＧＤＰをふやさなければ、税収はふえませ

ん。これが常識です。ですから、そのためにも、

デフレから脱却をしなければいけない。デフレ

から脱却をして、経済を成長させ、税収をふや

していくことこそが、社会保障の安定財源を確

保していくことにつながる。これが間違ってい

るといって 20年デフレのままだった。このこと

は申しあげておきたいと思います。 

倉重 安倍さん、もう一点だけね。安倍さん

がよくおっしゃる、21兆円の税収というこの数

字、これはちょっと精査する必要があると思う

んですよね。 

先ほど志位さんがおっしゃったけれども、こ

れは 2012年の、最も日本経済が谷底に落ちたと

きの数字ですよ。それに比べて、安倍さんの第

一次政権、07年のときの税収、幾らか覚えてい

ます。 

安倍 あのときに 57兆円ですが…… 

倉重 57 兆ではなくて、あのときは 92 兆あ

るんですよ、税収全体で、安倍さんが…… 

安倍 違います違います。92兆なんてあるわ

けないじゃないですか。 

倉重 いやいや、失礼失礼。地方・国税を合

わせた税収ですよ。いつも、地方・国税を合わ

せて 21兆とおっしゃるでしょう。それは確かに

おっしゃるように、2012年の一番低いときから

比べたら、そのとおりです。ただし、安倍さん

が第一次政権を握ったときは、何と 92兆あるん

ですよ。 

それに対して、いま幾らある。99 兆。その

7.5 兆分がふえただけなんです。それは確かに

消費税なんです。 

安倍 ちょっとすいません、ちょっと……。 

倉重 ちょっと待って、先に言わせてくださ

い。消費税なの。それに比べて、安倍さんが第

一次安倍政権のときの国税は 51 兆ですよ。51

兆もあったんですよ。今年度、16年度の国税は

51.3兆ですよ。0.3兆しかふえていない、そこ

が、あまりにもノーマルな時代の税収に戻った

にもかかわらず、アベノミクスが全ての果実を

生み出したというような宣伝は過大広告としか

私には思えない。 

しかも、安倍政権が始まったとき、2012 年

12 月、そのときは景気の谷底ですよ。だから、

景気循環論から言えば、必ず上がるんです。そ

こにアベノミクスを付加したから、アベノミク

スの効果もあったと思うけれども、それが全て

自分たちがやった政策の果実として言うのは、

あまりにも大人げないと思います。どうぞ。 

安倍 相当時間をかけてしゃべられました

から、私も 5分ぐらいいただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

実 ああ、短くです。 

安倍 それでは、一つ一つ反論させていただ

きたいと思います。 
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まず、第一安倍政権。まさに第一次安倍政権

は 97年以来の最高値です。第一次安倍政権はな

ぜ最高値になったかと言えば、企業が最高収益

を上げたんですよ。あのとき、まさに最高値で

ありました。国税で 56兆円ぐらいの税収があっ

たんです。そして、今回はそれを上回っていま

す。 

まさにあそこから、リーマンショックに落ち

て、リーマンショック前に戻ったのではないん

です。いわば、21世紀に入ってから最高値にま

た戻すことができたんです。それをちゃんと確

認していただかなければならない。 

そうでなければ、では、何で有効求人倍率が

24年ぶりの最高値になるか。 

それプラス、高度経済成長期、あるいはバブ

ル期にも達成できなかった 1倍以上を、47の都

道府県で達成をしています。 

そしてもう一点、よろしいですか。もう一点、

これは大切なところなんですが、例えば生活保

護費の給付について、現役世代への給付につい

ては、8 万世帯、私たちは減らしています。そ

れまでは、18万世帯ふえていたんですよ。その

傾向をまず変えたということをよく認識してい

ただきたい。 

そもともう一点、大切なことは、労働人口、

300 万人減っているんですから、第一次安倍政

権のときよりも、300 万人、労働人口が減って

いる。それプラスＧＤＰ、名目ＧＤＰ、この 3

年間の間に 6.4％ふやしています。 

もう一点、これは一番大切なんですが、名目

ＧＤＰと実質ＧＤＰ、これが逆転していました。

実質が高くて、名目が低い、これはまさにいく

ら実質が多いと威張ったって、ずうっと税収は

ふえません。税収がふえるのは、名目がふえな

ければふえないわけであります。われわれはま

さに、その意味において名目成長率を上げて、

名実を逆転させて、正常な、健康な経済状況に

戻したわけでありまして、こうしたことを、倉

重さん、全部批判、全部否定されても、おかし

な話であって……。 

倉重 それは全く言及していませんよ。雇用

問題は確かに成果を上げられたと思いますよ。

それは全然否定していないんですよ。そうでは

なくて、税収のことを言っているんですよ。税

収については、反論ないですよね。 

安倍 いま、税収、反論したじゃないですか。

税収については、まさに 97年の橋本政権の後、

あれからデフレに突入します。あの後の最高の

ピークというのは安倍政権です。第一次安倍政

権。残念ながら、その後、下がっていきます。

ずうっと下がっていって、われわれはリーマン

ショック前に戻っただけではなくて、21世紀に

入って、最高の額までふえた。それを、そこか

らさらに上回っているわけであります。それを

よくご理解をいただきたい。税収を 21兆円のう

ち、消費税を引き上げたのは 8兆円ですから、

13兆円分は上回っている。しかも、13兆円を、

それを上回るということを予測した人というの

はあまりいないんですか。 

倉重  では、次、いきます。どうぞ。 

実  アベノミクスの大きな柱、一番重要な柱

と言われているのが第三の矢ですね。規制改革

を中心にした成長戦略。安倍総理が 2年前のダ

ボス会議でしたでしょうか、非常にかたい岩盤

を私のドリルで突き崩すんだと、既得権益の岩

盤を突き崩すという話をされていたと思うんで

すが、この 2年間で、具体的に、では、どうい

う既得権益を突き崩して、規制の壁を突破した

というふうにお考えか、その辺、いかがでしょ

うか。 

安倍  まず、これは史上初めて電力の小売を

自由化しました。まさに電力というのは、いわ

ば電力業界が一体となって、これはなかなか難

しかったわけでありますが、電力の小売の完全

自由化をわれわれは実施したという点でありま

す。 

もう一点は、農協改革であります。農協改革

については、これは 60年ぶりの改革でありまし

た。いままでほとんど指一本手を触れることが

できなかった、この改革を行ったと思います。 

そして、医療の改革も行っています。医療の

改革については、先端医療につきましては、い

わば患者の皆さんが申告すれば、事実上、混合

診療的な診療を可能にしたわけでありまして、

これはまさにかつては医療業界の方々が大変な

反対をしていた分野であります。 

そしてまた、いわゆる iＰＳ細胞等について、

これは研究室の中でしかつくれなかったものを、

もっとたくさん大量生産的につくれるようにし

たことによって、コストを低減して、多くの方々

に再生医療を使っていただけるような、そうい

う改革を行うことができた、こう思っています。 

倉重  安倍さんね、アベノミクスに賛成か反

対かというアンケートをとると、最近、反対が

ふえてきたんですね。毎日新聞では 6割が反対

だったですね、最近の統計ではね。なぜかとい
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うと、いい側面しか言わないからなんですよ。 

あらゆる政策については、陽もあれば陰もあ

る。その陰の部分について、全て口を拭って、

おっしゃらないから、みんな不安になる。 

ところで、その中で、特に果実ではない、リ

スクの部分、全く議論されていませんけれども、

国債を日銀があれだけ、350 兆以上ですよ、3

分の 1も買い取って、しかもこれからさらにふ

やしていくという政策が真っ当な政策であるの

かどうか。この日銀の国債をどう管理していく

のか、大きな破綻なくですよ、その辺のことに

ついて、ぜひこの場で、国民が安心するような

発言を聞かせてください。 

安倍  アベノミクスについては、「失敗か」、

「道半ばか」ということであれば、6 割の方々

が「道半ば」だと応えて、「失敗した」という

方は 20数％だろうと思いますし、また評価も、

またこれは相半ばしている評価もあります。し

かし、ご批判もわれわれは真摯に受けとめてい

きたいと思います。 

そして、金融政策については、これは日本銀

行が決めることでございまして、日本銀行が金

融緩和を進める中において、どのような緩和の

仕方をしていくかということでありまして、わ

れわれは日本銀行との間においては、2％の物価

安定目標について、お願いしますよという中に

おいて、これは政府も努力をしていきますが、

基本的には日本銀行が、金融政策においては、

その手段は、いまおっしゃったような、例えば

国債を買うのか、何を買うかということについ

ては、これは日本銀行が判断することでありま

して、私が言うべきことではないんだろうと思

います。 

それともう一点、先ほど、雇用は成果を上げ

ておられるとおっしゃったんだけれども、雇用

が大切なんですね。米国では、例えば中央銀行

も雇用に大きな責任を持っています。そういう

意味においては、2％の物価安定目標というのは、

まさに雇用の安定を確保するという、いわば手

段でもあるわけでありまして、その雇用をしっ

かりと確保していくということにおいては、私

は大きな成果を上げているのではないか、この

ように思っています。 

倉重  岡田さん、どうですか。国債管理政策、

どう思う。 

岡田  その前に、これは 1 分で答えるのを、

何分も何分も総理が答えて、自己宣伝の場にな

っていて、こういうやり方は私、おかしいと思

います。日本を代表するメディアの皆さんがお

られながら、こんなやり方をして、一方的に宣

伝の場になっているだけじゃないですか。 

で、質問にお答えしますけれども、私は、こ

れは異常な事態だというふうに思っているわけ

です。買う国債もだんだんなくなってきたかも

しれない、だから、今度はマイナス金利だとい

うことになっていて、これはどうやって最後落

とし前をつけるのか。いまのこれだけの低い金

利だから、何とかなっているわけですが、そん

なことがいつまでも続くわけではありません。 

ですから、安倍総理の間は何とかなったとし

ても、その後、私は地獄をみることになりかね

ないということを非常に懸念しています。 

恵村  公明党の山口代表に社会保障につい

て、お伺いします。 

消費増税延期によって、「全てができるわけ

ではない」ということをおっしゃっておられま

すけれども、では、何をやめるのか、何ができ

ないのか、優先順位ですね、これを選挙前に国

民に示すことが必要ではないかと思うんですが、

いまアイデアがあるのでしたら、ぜひご披露い

ただけないでしょうか。 

山口 延期になったわけですから、税収が得

られたと同じことが完全にできるということを

いまから言えることではありません。しかし、2

年半ということでありますので、その間を、ど

う上げることを前提にやっていくかということ

は検討していいことだと思います。 

しかし、それをやるにはやはり財源の裏づけ

が必要ですから、特に税収の動向をよくみなが

ら、そしてまた、そのほかのいろいろな財源、

それは歳出削減もあるでしょうし、特別会計の

いろんな制度の中にもあるでしょう、そういう

ことを見出しながら、一つ一つ選択をしていく

ということが大事だと思います。それは全て消

費税引き上げでやるはずだったものを諦めるこ

とはない、その中で、特にアベノミクスの恩恵

が及んでいないところもよく配慮して、財源を

見出す努力をする、これがいま言えることであ

り、いま財源が明確にならないところで断定的

に言うことのほうが信頼性がなくなる、こう思

っています。 

実 自民党の安倍さんにもう一点伺いたい

のですけれども、社会保障費の充実の話ばかり

出ているのですが、いま言われているのは 2025

年問題。団塊の世代が 75歳になると医療費が爆

発的に膨らむというふうに言われているわけで
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すね。そうしますと、いろんな形で充実すると

いうよりは、むしろ、どこかは削っていく、誰

かには我慢してもらわなくてはいけない。そう

いう改革をいまのうちにしていかないと、多分

間に合わないと言われているわけですけれども、

任期中に社会保障制度の充実だけでなくて、こ

ういうところはもう変えていくのだ、こういう

ところは我慢してもらうのだと。そういうこと

を実行するおつもりはあるかどうか、その辺の

お覚悟を聞かせていただけますか。 

安倍 われわれが政権をとって 3年間、社会

保障費というのは、毎年 1兆円伸びていくと言

われた。1 兆円。小泉政権のときに、伸びを毎

年 2,200 億円減らしていきますよと。5 年間約

束したのですが、残念ながら 2年間しかできま

せんでした。 

しかし、私たちは、毎年 1兆円の伸びを 5,000

億円に抑えています。5,000 億円も実はカット

できています。これは 5,000億円カットすると

いう目標をつくって 5,000億円カットしたので

はなくて、さまざまな改革を進めて、あるいは

景気がよくなっていく中において、先ほど申し

あげました現役世代の生活保護の方々が 8万世

帯減っていく中において、そこの医療扶助等も

減っていきます。これをいま、分析を始めたと

ころでありまして、どれが非常にきいたかとい

うことはしっかりと見ていきたいと思います。

合理化をさらに図っていく。 

これは大変うまくいっている地域がありま

す。医療費を抑えるということで、例えば呉市

などがうまくいっています。医師会等々も協力

をしながら横展開を図っていく必要があるだろ

う。 

そしてまた、いわゆるジェネリック化を進め

ていく。あるいはジェネリックの価格がいま本

当に適正かどうかということも含めて議論を進

めていきたいと考えています。 

橋本 先ほど岡田さんからある意味では抗

議の言葉がありました。ただ、この場は、中間

選挙、参議院選、政府がこの間、衆議院と衆議

院との間にどういう政策をやってきたのか、そ

れを第一義的に問いただす場なんですよ。そう

すると、勢いどうしても皆さんに同じように聞

くというわけにはいかないんですよ。 

岡田 いや、そのことを申しあげたんじゃな

い。 

橋本 ですから、それを一方的な宣伝とおっ

しゃっているけれども、ここで逆に、何も同意

するために言っているわけでなくて、そこはち

ょっと理解してほしいんですよ。 

岡田 「お答えは 1分で」と。ところが、延々

とやっても誰もとめずに、自己宣伝の場になっ

ているのではないかということを申しあげてい

るわけです。 

橋本 わかりました。わかりました。 

次に、憲法改正について、今回大きなテーマ

というか、隠れたテーマになっています。 

最初に志位さんにお伺いしたいんですけれ

ども、先ほどおやっと思ったことがあったんで

すね。それは、自衛隊はいいんですね、しばら

くは。 

私がかねがねおかしいなと思っていたのは、

だって、自衛隊は憲法違反なんでしょ。憲法違

反というのは、この世に存在してはいけないん

ですよ。立憲主義と言うならば、最大の問題は、

憲法違反である自衛隊を認めること。それが当

面であろうが、その場合に災害救援に行く自衛

隊については、共産党はとめませんね。行くな

と言いませんね。この世に存在していないもの

を、行くなとどうして言わないんですか。そこ

がよくわからない。 

でも、先ほどので疑問は氷解しましたけどね。

しばらくはいいんだというお話でしたから。 

志位 これは、先ほど言ったように、矛盾な

んですよ。憲法違反の自衛隊が存在するという

のは一つの矛盾です。しかし、これはすぐに解

消できる矛盾ではありません。私たちは、将来

的な展望として、国民の合意で 9条の完全実施

を図るという方策を持っております。しかし、

それは合意がなければできないのです。そして、

この矛盾をつくったのは誰かと言えば、自民党

政治なんですよ。これに責任がある。この矛盾

を引き受けて、9 条の完全実施という方向に向

けて国民とともに進もうと。これが一番責任あ

る態度だと思っております。 

それから、この問題、何度も言いますけれど

も、いま問われているのは、自衛隊をなくすか

どうかではないのです。自衛隊を海外の戦争に

出していいかどうかなのですね。自衛隊を例え

ばアメリカがこの間やってきたベトナム戦争や

イラク戦争のような無法な戦争に駆り立ててい

いのか。殺し、殺される戦場に送っていいのか。

これがいまの自衛隊問題の中心なのですよ。や

ってはだめだという点で野党が結束していると

いうことを申しあげておきたいと思います。 

橋本 わかりました。 
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安倍さんに憲法改正についてお伺いします。

憲法を改正するためには 3分の 2以上の賛成が

なければできないと。であるから、国会で衆参

両院で 3分の 2以上を何としてでもとらなけれ

ばいけないというのが、ずっと一貫した自民党

の政策でありましたね。でも、これは本当は間

違っていたのではないだろうか。 

というのは、ドイツも 3分の 2以上なければ

できませんけれども、ドイツはちゃんと 50回も

憲法改正をやっているのですね。なぜできたか

と言えば、それは第一党と第二党が大連立をや

って、国の大事な問題については大連立でなけ

ればできないと。第二党、野党第一党が反対す

るようなことはしてはいけないという、そうい

う歴史的な教訓に基づいてやっている。 

これから残された期間で安倍さんが憲法改

正を本当にやりたいと思っているならば、それ

は見果てぬ夢の 3分の 2を獲得することではな

くて、やはり野党と十分に話し合いをしながら、

それでやったほうがずっと近道なのではないか。

そう思われてならないのですね。 

そのささやかな助言に対して、どういうぐあ

いに思われますか。 

安倍 それはそのとおりだと思います。全く

そのとおりだろうと思います。 

いわばわが党で 3 分の 2、あるいは与党で 3

分の 2、衆参でとるというのは、事実上 100％と

言ってもいいぐらい不可能であります。ただ、

目指していくというのは、まさに目指すもので

あって、それは到達可能ではないわけでありま

して、あと、山口代表がおっしゃったように、

まさに発議するのはそれぞれ衆議院、参議院で

ありまして、その中の憲法調査会の中で条文に

おいて議論をしていく。 

われわれは一応お示しはしていますが、恐ら

く自民党は、これが無傷でそのままいくとは誰

も考えていません。3 分の 2 はそう簡単には無

理ですから。その中でお互いに議論しながら、

なるべく 3分の 2を構成するように、その現場

で、恐らく議会において努力をしていった結果、

国民投票で初めて過半数は得られるだろうと思

っています。 

橋本 それは岡田さんについてもなんです

ね。自衛隊についても、憲法学者の 7割以上が

反対している。そうなんだけれども、民進党は、

自衛隊は違憲論ではありませんね。であるなら

ば、安倍政権のもとで憲法改正を考えるという

ことはしないという了見の狭い考えではなくて、

もう少しここは……。だって、「社会保障と税

の一体改革」は与野党でやった、そういう実績

があるのですから、一番大事な憲法を与野党で

話し合いをしていこうという姿勢を、安倍政権

だから嫌だという話ではなくて、進めることが、

税と社会保障で実績のある民進党のとるべき道

ではないですか。 

岡田 私は、憲法については時代の変化とと

もに議論すべきだと、基本的にそういう考え方

なんですね。かつて中山太郎先生が会長をやっ

ておられた時代は、われわれ、一緒に議論して、

議論の集約もしてきました。 

ただ、お互い協力してやっていこうという姿

勢が果たして安倍政権にあるのか。特に立憲主

義というものに対する認識が全く間違っている

のではないか。だから、まずそういうところを

しっかりと合意をすれば議論はしやすくなると

思います。 

権力を縛るのが基本的に憲法の役割だとい

うことを安倍総理が果たしてきちんと認識して

おられるのかどうかも疑わしい。そういう中で

の議論というのは非常に難しくなります。 

「一体改革」について、いまお話が出ました。

「一体改革」、本当に苦労してできたすばらし

いものだと思います。ただ、その一体改革の精

神を一昨年 11月、例えばわれわれに何の断りも

なく、いきなり解散して、そして先延ばしした。

その間、われわれに何の理解を求める努力もさ

れなかった。その段階で「一体改革」の精神は

破壊されたと。残念ながらそういうふうに思っ

ているのです。 

ですから、そういう態度をとられると、われ

われとしても、第一党、第二党として議論して

いこうということになりにくいということを申

しあげているわけです。 

恵村 安保法制について、志位委員長に伺い

ます。安倍首相は、野党 4党が求めるように、

安保法を廃止すれば、日米同盟は根底から揺ら

ぐのだということをおっしゃっていますけれど

も、安保法を廃止した場合に、対米関係とか、

国際社会における日本の安全をどう守っていく

のかということについて、考えをお聞かせくだ

さい。 

志位 私は、安保法を廃止する、日本の平和

と安全をどう確保するかということを考える際

に、やはり日本として憲法 9条の精神に立った

平和の外交戦略は必要だと思うのです。例えば

北朝鮮の問題がある。中国の問題があります。
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この乱暴な振る舞い、私たちも強く抗議してお

ります。しかし、軍事挑発をやったと。それに

対して日本の側も軍事で対応するということを

やりますと、この地域の軍事対軍事の緊張関係

をエスカレートするだけではないか。 

例えば北朝鮮の問題も、解決の方法は対話し

かないのですね。困難はあっても 6カ国協議と

いう対話の場に北朝鮮を戻していく、国際社会

の一致結束した外交努力が必要です。 

 共産党としては、「北東アジア平和協力構

想」というのを提唱しております。東南アジア

の国々、ＡＳＥＡＮの国々がつくっている東南

アジア友好協力条約というのがあります。全て

の紛争問題を平和的な話し合いで解決するとい

う平和のルールをあの地域はつくっている。平

和の共同体になっているわけですが、そういう

共同体を北東アジアにもつくろうではないかと

いうことを提唱しておりますが、そういう 9条

に立った平和の外交戦略が必要だと考えており

ます。 

恵村 続いて、岡田代表に伺います。安保法

を廃止するのであれば、具体的には政権交代が

必要だと思うのですね。衆議院選挙で共産党と

共闘して政権をともにするぐらいの覚悟は要る

と思うのです。そのあたり、さきにも話があり

ましたけれども、改めて伺います。 

岡田 私たちは、安保法を廃止をすると言っ

ていますが、別に安保条約を廃棄すると言って

いるわけではないのですね。つまり、安保法が

できる前の状態に戻すということです。ですか

ら、そのことによって、日米同盟が全くおかし

くなるとか、そういう話は成り立たないわけで

す。そういう範囲で、特に違憲の疑いのある法

律は、時期がたっても違憲ですから、そういう

ものをわれわれは認めるわけにはいかないとい

うことを言っているわけです。 

私は、与党の中にも心ある人たちはいる(と

思う)。ですから、私たちはしっかり参議院選挙

で結果を出し、与党にも話し合いをかけていく。

そういう中で白紙化することは可能だというふ

うに考えています。 

恵村 志位さん、短くお願いします。 

志位 政権の問題が先ほどから議論になっ

ているので、表明しておきたいと思うのですね。

私たちは安保法制の廃止、立憲主義の回復、こ

のためには、それを実行する政権が必要だと考

えております。 

それから、「安倍政権打倒」と言っておりま

すが、打倒した後どうするのか。これも政権構

想が必要だと考えております。ですから、野党

の連立政権について提案をしております。ただ、

これは合意がありません。合意がなくても、参

議院選挙の障害にしてはならないと考えており

ます。 

というのは、参議院選挙というのは、たとえ

野党が多数をとったとしても、それだけで政権

交代は起こらないわけですよ。衆議院では自公

が多数を持っているわけですから、自民党政権

は続くわけですね。 

ですから、私たちは、この問題を引き続き話

し合っていきたいと思います。直接、政権が問

われるのは総選挙になる。ですから、総選挙ま

でに私たちとしては話し合いを行って、ぜひ前

向きの結論を得たいという考えでおります。 

恵村 続いて、沖縄県の問題について、安倍

総理に伺います。日米地位協定の抜本見直しに

ついては、自民党沖縄県連も求めているわけで

すが、例えば基地外での事件や事故は基本的に

日本の司法制度で裁かれるということを、きち

んと協定を改定して明文化すれば、犯罪の抑止

効果というのはあると思うのですね。そういっ

たことをアメリカ側に働きかけるおつもりはあ

りませんでしょうか。 

安倍 今回の殺人事件につきましては、先般、

日米首脳会談において、強い憤りを覚えると。

そして強く抗議をしたところでございます。 

そして、今後、例えば軍属の取り扱いについ

て、さまざまな軍属に対しても地位協定で保護

されているのはおかしい。これは当然皆さんが

思う、私もそう思うわけでありまして、軍属の

取り扱いについて見直しをしていくということ

については合意をいたしました。 

そしてまた、しっかりと安全を結ぶために、

沖縄県警の体制をさらに強化していくというこ

とを行っていく。 

いまご質問があった点も含めて、いままでさ

まざまな課題について、運用の改善という形で

対応してきましたが、しかし、例えば環境の問

題については、環境補足協定という事実上の地

位協定の改定を初めてわれわれは行ったところ

でございまして、今後とも沖縄県民の皆様の気

持ちに寄り添いながら、アメリカ側と対応して

いきたい、このように考えております。 

倉重 だんだん最後のほうになってきまし

たけれども、いわゆる勝敗ライン、議席獲得目

標、安倍さんは自公で 61。最近、岡田さんも自
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公で 61 をとらせないようにするという目標を

立てられたので、「61」という数字が今回の選

挙の大きな数字になると思います。 

そこで、安倍さんにお尋ねするのですが、前

回自民党単独で 65議席、前々回は自民党単独で

50議席という過去の力からすれば、自公で合わ

せて 61 議席というのはそれほど高い目標とは

思えませんが、もし万が一これを下回ることが

あった場合の政治責任はどうされますか。 

安倍 先ほど第 1次安倍政権のときの話題が

ありましたが、あのときわが党がとった議席は

37でありました。61から大幅に低かった。これ

は起こり得るわけでありまして、そんな低い目

標では決してないと思います。もちろん、自民

党総裁として目標を定めた以上、それに向かっ

て全力を尽くしていく。そして、それに責任が

伴うのは当然のことであります。現在はとにか

く公明党と力を合わせてこの 61 に向かって全

力を尽くしていきたいと思います。 

倉重 岡田さんはどうですか。61以下に追い

込めなかった場合の党首としての責任。秋に党

首選もありますけれども、どう処しますか。 

岡田 私の出処進退は私が決めることです。

ただ、この選挙は極めて重要だ、日本の将来に

とって大事だ、分岐点だということは申しあげ

ているところです。私はこの選挙に全ての責任

を負うということも申しあげております。 

橋本 今回は、どうも性格上、ほかの党首の

方には退屈な思いをさせて、まことに申しわけ

ありませんでした。 

最後に、今度の選挙から 18 歳以上。話題に

なっているわけですけれども、18歳、19歳の人

が 240万人。その人たち、新鮮な感じの新有権

者に何を期待し、何を訴えていこうとされてい

るのか。そのことを最後に皆さんからそれぞれ

順々にお話をしていただきたい。 

荒井さんから順番に行きましょうか。 

荒井 これは短く？ 

橋本 そうですね。短く、30秒を目標にしま

して。 

荒井 この間18歳、19歳の方々に言ったら、

初めて投票する人も初めてなんですよ。つまり、

19 から 20 歳になる人も初めての人もいたんで

すね。それを考えると、若い方々には社会の一

員でもあるということを頭に入れた投票をぜひ

お願いしたいと思います。 

橋本 小沢さん、どうでしょう。 

小沢 この国の将来も、また、あなた方若い

人の今後の人生も、全てあなたたちが考え、そ

して政治に参画する必要がある、あなたたちの

問題だということをしっかり訴えたいと思いま

す。 

橋本 片山さん。 

片山 わが党でもいろんな議論をしている

んですが、私、一つは被選挙権も 18歳まで下げ

る。それによって、彼らは責任を持ちますよ。

選挙権だけではなくて。いまは選挙、被選挙、

ちょっと乖離がありますね。全部 18歳にしてし

まう。 

それから、スマホ投票やインターネット類は

全部認める。これは議論がありますよ。技術的

な議論があるけれども、そこまで思い切らない

とね。やるならそう徹底すべきだと私は思って

います。 

橋本 山口さん。 

山口 先ほど申しあげましたけれども、「Ｖ

ＯＩＣＥ ＡＣＴＩＯＮ」という活動をやりま

して、1,005 万人からの若い人の声が集まりま

した。関心の持つ 5つの大きなテーマに絞られ

ました。こういう具体的なこと、例えば非正規

から正規へとか、あるいは幼児教育の無償化と

か、関心の持つテーマを進める。 

それと、長い人生のスパンで考えられる世代

ですから、最も長い視野で政治に取り組む。こ

ういう参加も期待したいと思っています。 

橋本 では、安倍さん。 

安倍 若い皆さんにぜひ申しあげたいのは、

個人の未来も、あるいは地域の未来も、そして

日本の未来も決まっていない、変えることがで

きるということであります。変えるためには、

やはり政治に参加していく。一票を投じること。

あまり時間がかかりませんから、ぜひ短い時間

で未来へともに責任を持ってまいりたいと思い

ます。 

橋本 岡田さん。 

岡田 若い皆さんが有権者になるというこ

とは、主役になるということです。当然責任も

伴いますが、将来の絵を描くのは自分たちだと。

その自覚を持ってぜひ政治に参加をしていただ

きたいと思います。 

橋本 志位さん、どうぞ。 

志位 若い皆さんがいろいろと不合理に思

っている問題、学費や奨学金の問題、ブラック

企業の問題、安保法制の問題、こういう問題に
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ついて、ぜひ真剣に考え、行動していただきた

い。未来は若者のものだと。未来をつくるのは

皆さん方だということを訴えたいと思います。 

橋本 吉田さん。 

吉田 若者が政治参画をするのに今回いい

機会になると思っています。被選挙権も 5歳ず

つ年齢を引き下げるということも社民党は主張

しています。 

社民党は若者の居場所と希望をつくるとい

うことで、給付型奨学金の問題やブラックバイ

ト、ブラック企業の根絶、そして住宅の確保な

ど、具体的な政策も提案をしております。ぜひ

若い皆さん、投票に行ってください。政治をよ

くしてください。そのことを申しあげたいと思

います。 

橋本 中山さん。 

中山 私ども日本のこころを大切にする党

の前の党の名前は「次世代の党」でございます。

私たちは、日本が明るくて温かな社会となるよ

うにすることで日本の心、日本の誇りをしっか

り持てるような日本の国、社会をつくって、若

い方々にそれを引き継いでいきたいと考えてい

ます。 

いろんなアイデアが出されておりまして、消

費税につきましても、消費税を払うだけではな

くて、払ったら、そこにポイントがたまる。若

い方々が 65歳になったら、それを払い戻して老

後に使えるといったようなこと。公共事業をや

りましょうということも、若い世代の人たちが

次の生活をするときに、災害が多い国であって

も安全で快適なインフラで生活できる。これも

若い人たちに引き継いでいかないといけない。

それがいまを生きる私たちの責務であると考え

て政策を打ち出していっています。 

自分の国だということをしっかり認識して

選挙にかかわっていただきたいと思っています。 

橋本 はい、ありがとうございました。 

若い人たちが関心を持つかどうかの一つの

大きな基準は、おそらく、リーダーの方たちが

魅力があるかどうか、それにふさわしい言動で

あるかどうかということを見ながら、投票に行

こうかという人だって多いと思いますね。そう

いう意味で、ぜひ魅力ある発信をしていただき

たいなと。 

きょうは、第 2部は不公平なことがあったか

もしれません。お許しをいただきたいと思いま

す。 

それでは、小栗さん、どうぞ。 

総合司会 皆様、お疲れさまでございました。

十分に語り尽くせなかった問題もあろうかと思

いますけれども、時間になりました。これで本

日の討論会を終わりにしたいと思います。 

 ご出席の皆さん、そして会場の皆さん、ご

協力、どうもありがとうございました。（拍手） 
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