昨夏の衆議院選挙から、われわれはいったい何を学
んだのでしょうか。

われわれ政治家は現在のみならず、過去にも未来の
日本にも責任を負う存在です。

党内の混乱か？マスコミ対策の失敗か？政策の内容

沖縄返還時に佐藤総理の密使として活躍した故若泉

の失敗か？確かにそれらもあります。しかし最大の失

敬氏が、その経緯をまとめた著書の題名は『他策ナカ

敗は、
長い成功体験にあぐらをかいて、
自民党という城

リシヲ信ゼムト欲ス』でした。これは日清戦争に勝利

の綻び、真の問題点に気付けなかったことでしょう。

しながら、三国干渉で列強に膝を屈せねばならなかっ

曖昧な政治姿勢に対する不信の声に心から耳を傾けな

た外務大臣・睦奥宗光の言葉ですが、国家百年の歴史

かったおごり、そしてそのおごりから出た油断が組織

的視点から眺めて、
日本国を背負う政治家は、
これ程の

の緩みを生み、
敗北の原因となったのだと思います。

重みを持った決断をせねばならないのです。

成功体験は組織を腐敗させ、自己革新を鈍らせる。

それなら今、鳩山首相に、小沢民主党政権に「他策ナ

自民党は、いつの間にか現状維持の、消極的な、弱い保

カリシヲ信ゼム」の気概があるでしょうか。日本外

守の政党になっていた。国民はその姿勢に倦み、飽き

交の基軸である日米関係は、普天間基地移設の迷走等

飽きしていたのに、成功体験が目を曇らせていたので

で、危機的状況におちいっています。2005 年、私が外

す。

務大臣当時、
ライス国務長官等と長時間、
激論を重ね、

われわれが再度、政権奪取するためには、1 月の党

キャンプシュワブ沖に移設先を決めました。さらに

大会で決めた新しい「綱領」
、即ち積極的な保守の理念

2008 年、私が官房長官として、沖縄県知事及び米政府

を掲げた「真正保守」の政党として再スタートすべき

と内々の合意をとりつけました。それは、当初の合意

です。責任ある政治家として、
日本国の存続のために、

案に更に数十メートル沖合に移動させるという内容で

国民の安心と安全を確保するために、われらは何をす

した。環境アセスも順調に進み、昨年 10 月、沖縄県の

べきか。初心に帰って出発せねばなりません。それが

意見書が提出され、
鳩山内閣が了承すれば、
今頃は着々

出来なければ、
自民党に明日は無いのです。

と移設工事が始まっていたのです。そこまで、丁寧に
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Message

自民党の新生・
真正保守の訴え。
町村信孝

清和政策研究会 会長

手順を踏み内容も煮詰まっていたものを具体的代替案

自由民主党は良好な日米関係の再構築を実現すると

が何も無いのに県外や海外に移設すると鳩山首相が言

共に、消費税率引上げを含む税制抜本改革により真の

い出し、今日の大混乱が始まったのです。かかる国益

財政再建を図ります。併せて、清和政策研究会の政策

を害する外交は、すべて無責任で軽率な鳩山首相の判

提言をベースに昨年 4 月、党がとりまとめた「日本経

断と発言から生まれているのです。

済再生戦略プログラム」を改訂し、日本経済を新たな

内政面でも民主党は選挙対策が唯一、絶対の判断基
準である為、財源の裏付け無きバラ撒き予算（子ども

成長戦略に乗せ、活力ある経済と信頼できる社会保障
の充実を実現していきます。

手当て、高校無償化、農業戸別所得補償等）を 22 年度

われわれ清和政策研究会は、真正保守の中核をなす

予算に盛り込みました、その結果、22 年度の国債発行

保守本流の政策集団として、自民党を再建する使命を

額は 44 兆円と 21 年度比 10 兆円以上増加し、さらに 23

帯びています。志を同じくする者が集まり、
侃々諤々、

年度は 55 兆円前後に急増すると見込まれています。

自由に思う存分に意見を戦わせ、これ以上は考えられ

これはすべて我々の子供や孫の世代につけ回しするこ

ないという結論を導き出す、国民のための政策集団を

とになります。おそるべき財政破綻を見て、鳩山内閣

改めて目指す所存です。

の一部閣僚はマニフェスト違反の消費税増税を言い出

われわれ清和政策研究会は、七月の参議院選挙にお

す始末です。さらに、
大きな問題は、
日本の社会を根底

いて、自民党の勝利と同志の全員当選を目指し、
「真正

からくつがえす外国人参政権を認める法案や夫婦別姓

保守の精神」を熱く国民に訴える所存です。さらに清

法案までこの国会に上程すると民主党が言っているこ

和政策研究会は、
次回の衆議院選挙にむけ、
再起を期す

とです。
我々はこれらの法案に断固、
反対していきます。

同志諸君を全面的にバックアップしていきます。
今こそ、新たなる自民党の出発の時であります。こ

こんな民主党に日本の現在と将来をゆだねておくわ
けには断じてまいりません

の夏の参議院選挙こそは、われわれの生まれ変わった
姿を国民に示そうではありませんか。

3

Message

「誇りある
国創り」に全力。
安倍晋三

清和政策研究会 相談役

昨年 8 月の総選挙で自民党は大敗し、清和政策研究

党政権を見放し始めています。われわれは、この状況

会所属の有為な人材を数多く失いました。党総裁経験

を好機と捉え、いまこそ反転攻勢に打って出るべきで

者の一人として、
その責任を痛感しています。

す。

一人でも多くの同志が議席を奪還できるよう、全力を
尽くす決意です。
前回、自民党が小選挙区で獲得した総得票数は 2730
万票です。平成 15 年 11 月に行われた小泉内閣におけ

経済政策では明確な成長戦略を掲げるべきであり、
その鍵はイノベーションです。資源をイノベーション
に投入し、成長軌道に導くことを目指さなければなり
ません。

る初の総選挙での小選挙区総得票数は 2600 万票。投

一方で鳩山内閣は外交政策でも失態を重ねていま

票率の差はありますが、小選挙区の総得票数は 130 万

す。今年は日米安保条約改定 50 年の節目の年に当た

票、
上回っています。

りますが、日本外交の基軸である日米同盟関係は危機

しかし、残念ながら小選挙区制のため、わが党は 119
議席に留まりました。

的な状況に直面しています。
私達は教育基本法改正を成し遂げ、学習指導要領の

「政権交代」のキャッチフレーズに民意が動かされ

見直しを実施しました。新しい教育基本法には「公共

たわけですが、実は民主党政権の誕生に強い不安を感

の精神」
「道徳心」などが盛り込まれました。しかし、

じ、自民党でなければという有権者が２７００万人も

民主党の有力支持団体である日教組は教育再生の道を

存在していたということを忘れてはなりません。

拒む運動を露骨に展開しています。

事実、その危機感は的中しました。民主党はまず給
付ありきのバラマキ政策であり、社会主義的な政権で

このままでは外交も教育も経済も危ない。7 月の参
院選で必勝を期さなければなりません。

あることを天下にさらけ出しました。日本経済を活性

わが清和政策研究会は自民党結党の精神である保守

化させる産業政策、経済政策が全く欠落しているので

思想の中核であり、一致団結し、
「誇りある国創り」に

す。

全力で取り組むことを誓う次第です。

鳩山内閣の支持率は大きく低下し続け、国民は民主
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新しい旗を掲げた自民党の再生とは
「今まで、自民党の旗は何かという事が明確ではなかった。その旗を明確にする事が自民党の
再生につながる。それを敢えて清和政策研究会の中で議論することが必要だと考える。
保守主義、つまり日本主義的なアイデンティティを持った政党とは何か？」

下村 博文

清和政策研究会 政策委員長
私たち清和政策研究会･政策委員会では今回上記のような問題意識を持ちながら、
週一回議論を重ねてきた。
議員同士の議論や、
議員自らが講師になっての討論、
また、
外部からの講師をお招きしての時も含め、
常に民主党政権のバラマキ的社会主義政策では国が崩れてしまうとの危機感を持ち、
進めてきた。
鳩山内閣の支持率が危険水域まで落ち、
民主党の支持率も下がったが、
一方で自民党の支持率も上がっていかない。
私たちはこのような状況の中で、
民主党政権に変わる新しい旗の受け皿としての自民党はどうあるべきか、
以下が個々の議員の問題提起でもある。

● 谷川弥一委員

政策を民主党よりも先に打ち出すべき。自

て、都市計画では首都圏の容積率を下げる

心に立ち戻るべき。自民党は職業、地方に

教組に所属していない多くの人たち。

地方を活性化させる。農業についても、そ

もう一度衣食住といったところから大和

関しての考えが欠落している。経済成長と

いう観点からは、例えば医療に特化して世
界中の金持ちを日本に寄せるような政策も
あってよい。

また、税金の範囲内で生活すべき。民主

党の子育て支援は後世の事を考えず、福祉
の確保のために後世代への侵略を行ってい

民党がターゲットにすべき層は、連合や日
● 礒崎陽輔政策副委員長

精神的アプローチ（国は守れても地域や

家族を守れてこなかった）
、福祉施策、景

気対策、この 3 つの話の全体をリードす
るような指導理念が必要。
● 中山恭子委員

自民党はこれまでのものと大幅に違う政

る。経済成長に力点を置き、赤字国債は限

策を掲げても良い。官僚を牛耳り、行政 ･

き。

主義体制が見える民主党の問題点も検討す

度を決めて税収に見合った歳出を作るべ
● 山谷えり子委員

日本神仏混合で皇室を頂きながら大きな

家族のように生きてきた農耕民族。民主党

の進める戸籍解体、外国人地方参政権と
いった主権国家の解体に対抗して、
「外国

立法・司法の上に党があり、独裁的な社会

る必要もある。生活保障の分野では、経済
発展ということを中心において、豊かにな
るという方針を探るべき。
● 北村茂男委員

政権奪回への短期的な視点と、自民党は

人土地法」のような発想が違う法律を具体

どうあるべきかという長期的な視点が必

かつて家族を中心として、道徳をも美意

しまって、社会主義的政策をとってきてし

的にぶつけていくことが大切。

識で考える稀有な国と評された日本が、福
祉至上、法律万能の質の低い民主主義国家

に成り下がっている。
人々の連帯によって、

保守とは何か）と、②生活面に対するアプ

ローチ
（国民負担に対する責任アプローチ）

をしていくべき。国民負担率を上げ、
医療、
介護、保育、教育に関しては保障していく

保守＝守旧と捉えるという認識があるた

め、自民党の支持も落ちて来ている。伝統
文化、日本の良さを基本に政策を打ち出し
ていくことが保守の起点となる。あらゆる
サービスを税金でやる事が出来にくくなっ

てきたことを国民に知らしめる。依存型社
会から脱却していくことも必要。大学を卒

業するまでに 1 年間くらいは社会奉仕す
るプログラムを盛り込むべき。

以上が議員の代表的な発言の一部であ

る。

今まで議論されなかったものでは、皇室

つながっていくような政策を打ち出してく

● 西田昌司政策副委員長

保守とは、国柄。現行憲法の与えている

法ではなから否定されている。民主党と核

①イデオロギー的なアプローチ（良質な

● 末松信介委員

まった。

ければ自民党はもう 1 度信頼を取り戻せ
● 松野博一委員

内でお金を循環させ、地域に人が根付く。

典範を含めた天皇制度の在り方や外交防衛

価値観には家族という発想が全くない。外

るのではないか。

れぞれの地域で再投資をする事によって国

要。政権維持のために立党の精神を忘れて

節度と品位と調和と献身によって歴史が紡
がれてきたということのキーワードを見つ

事によって、一極集中の仕組みを改善し、

交防衛政策でいえば自立自存をいう事が憲

も含めて議論すべき。少子化については、

政策等がある。また、民主党が国家解体に
るのに対抗して、夫婦別姓の問題や外国人
参政権の問題を含め、核となる家族をどう

していくのかという視点から、地域とは、
国とは何なのかという体系的な思想を共有
していく必要がある。

今後以上のような各議員から出された問

日本の人口がある程度均衡化してくるとい

題提起も含め、内外の講師に話を聞きなが

要因として考えておくべき。国民負担率を

清和政策研究会・政策委員会の方針として、

う意味では致命的な問題ではなく、プラス
上げて、国が徴収した税をいかに国内で再
投資していくかということも、日本型の保

守につながってくる。地域の活性化につい

らとりまとめていきたい。そしてそれらを
問題提起をしたいと思っている。今回はそ
の研究会の中間報告を掲載している。
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政策委員会

2009.11.19

保守の論理
●講師

町村信孝（清和政策研究会 会長）

■ 近代政治思想と保守主義

ストだということに留意したい。

せっかくの機会なので、
『保守の論理̶凛として美しい
日本をつくる』をもとにお話したい。

■ 慣習、
道徳、
家族、
地域社会が大切

まず、
「近代政治理念・思想（主義）
」を考えると、
「真

保守主義の父と言われているエドマンド・バークは、自

正自由主義」
（Conservatism. 保守主義）が一つの柱とし

然的に発展し成長してきた不可視的な法律、コモン・ロー

てある。その対極にあるのが「全体主義」
（社会主義、

とか道徳とか、あるいは国家というものが非常に重要であ

共産主義等）
。その中間にあるのが「左翼的自由主義」

ると言っている。ご承知のようにイギリスには成文法とし

（Liberalism) と、概略このように分けられると思う。

ての憲法がない。コモン・ローの国。

では、保守主義あるいは真正自由主義というのはどうい

そのコモン・ローがなぜ大切か。国旗・国歌法が議論さ

うことを基本にしているかというと、自由競争、あるいは

れたとき、
「日の丸」
「君が代」は間違いなく国旗・国歌で

個人の自由、あるいは小さい政府というものがセットに

ある。けれども法律でそれを決めると、今度、例えば民主

なって保守主義というものを形づくっていると思う。むろ

党政権が出てきた時、法律を変えれば国旗・国歌は「日の

ん、歴史的に長い間かかってつくりあげてきた国家という

丸」や「君が代」でないということもできる。だから、国

ものを大事にする。しかし、一方では国家権力を制限して

旗・国歌はコモン・ロー、慣習法のままでいいのではない

個人の自由というものを尊重するというのが保守主義の考

かと申し上げたことがある。何でも法律にすれば世の中が

え方だろうと思う。

治まるというものでもない。このあたりがコモン・ローの

その対極にあるのが全体主義。計画・統制を行って、一

優れたところかなと思う。

部のトップリーダーだけが物事を判断をすればいいという

また、バークは、世代を超えて生命を得ている慣習・習

考え方。結果として大きな政府になる。極端だが、二分類

俗、道徳の宿る「中間組織」というものが大事だと言って

すればこれだけの違いがあるのではないのかと思う。

いる。この中間組織というのは、要するに国家と個人の中

アメリカの共和党やイギリスの保守党は間違いなく保守

間にあってそれらをつなぐものという意味だが、家族、村

主義の政党。わが自民党は保守党であると同時に、いい悪

であったり、教会コミュニティということ。こういったも

いは別にすれば、現実の政策は相当程度に社会民主主義的

のが非常に重要だということを言っている。この政策委員

な政策をやってきたと言える。一方、今の民主党はどこに

会でも、地域社会や家族の重要性を多くの方が強調されて

位置するかというと、鳩山さんは自分は保守主義者だとい

いたが、バークと同じ発想だと思う。

うようなことを言うが、相当程度に左翼的自由主義者及び
社会主義者の集まりではないかと思う。

■ 保守主義の課題は何か

■ 民主主義はセカンドベスト

というと、そうではない。保守主義は、競争や自由という

では、保守主義あるいは本当の自由主義に問題もないか
制度の方は、今ではデモクラシー、民主主義が当たり前

ことを重要視するが、そこには個人の自律や、市場を支え

だとわれわれは思っている。しかし、気をつけないといけ

る規範、道徳や伝統、あるいは家族などの共同体というも

ないところがある。第一次大戦後のドイツでは、ワイマー

のが前提とされている。それらがなくて、ただ単に自由主

ル憲法の下で自由主義デモクラシーというものが広がって

義だと言うと、弱肉強食の悪しき自由主義になっていく。

いったけれども、経済の疲弊を背景にして、選挙によって

小泉改革を批判するか賛同するかという今の問題に置き

選ばれてきたナチスが、法律をどんどん通し、最終的には

換えて言うと、私は小泉総理がなされたことは、がんじが

すべてナチ党が決めるという法律を通してしまい、独裁に

らめな官僚統制や規則を思い切って見直して、自由な個人

つながっていった。民主主義というのは、非常に危険な少

の活動、民間の活動というものを活発化するという意味で

数者による独裁につながってしまう恐れのある制度だとも

評価をしているが、
やはり小泉改革にはこうした規範とか、

言える。絶対的によい制度というのではなく、セカンドベ

あるいは個人の自律という観念がいささか欠けていたので
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はないか。ある意味では弱肉強食的部分が表に出て、そう

になる。ほとほと困ったけれども、最近はあまりやる気を

いうことが小泉改革批判につながったのかなと思う。

感じないから、政府間交渉がやりやすい」と中国の政府高
官が言っていると。

■ 全体主義的、
社会主義的傾向を持つ民主党政権

それから、日本人からアイデンティティを剥奪し、社会

総じて言えば、
「保守主義」は「小さな政府」と政府の

秩序を破壊させようと意図的にやっている人たちもいる。

関与を少なくするという意味での「均衡財政」というもの

「外国人の地方参政権」の問題、
「選択的夫婦別姓」の問題。

に行く。左翼的な自由主義、
あるいは全体主義になれば
「大
きな政府」と「赤字財政」になっていく。

子育て支援にも問題がある。彼らが言う「子どもは社会
のもの」という言葉は、実は非常に危険な意味合いを含ん

そうした視点から今の民主党を見ればどうなるか。今の

でいる。北朝鮮あるいはかつてのナチやソ連も、要するに

民主党は、左翼的自由主義あるいは全体主義的、社会主義

子どもと親を生まれたらすぐ引き離して国が育てるという

的傾向を帯びている政府ではなかろうかと思う。

ことをやった。これは誠に恐ろしい話。親の愛情をまった

その例をあげると、
まず
「政治主導」
。ナチやソ連共産党、

く感じずに、子どもは社会のものであると言って、どんど

中国共産党、北朝鮮労働党、これらはみんな完全な政治主

ん保育所に置き換えるのはどうか。保育所に行っている子

導。党が行政、
司法、
立法のすべての上に立つ仕組みになっ

どもが不健全に育っているなどと、ばかなことを言うつも

ている。今の民主党も党がすべての上に立つ仕組みになっ

りはないが、
「子育て支援」には注意をしないといけない。

ている。行政府は党の言うことを聞けばいい。頭脳は政務

さらに、教育の現場で言えば、日教組がいろいろやろう

三役だけで、行政官は資料をつくり、データを整理してい

としていることは、いずれも要注意。このへんの問題を保

ればよい。これはソ連共産党あるいは今の中国共産党と同

守の立場からチェックしなければいけない。

じではないか。
■ 質疑応答
■ 社会主義的政策による日本の弱体化を憂慮する
また、
「社会主義的政策による日本の弱体化」がもたら
されるであろうとも考える。
具体例を挙げれば、
「地球温暖化対策」
。私は環境省の役

質問 競争を肯定して、フェアな競争に耐えるための自立
した個人、自立した国というものをつくっていくことが保
守ではないのか。
質問 保守というのは、国家と個人の間にある、家族、ふ

人と話していると、この人たちはおよそ日本の国や日本の

るさとといったものに価値を置くことだと思う。だから、

企業がどうあればいいなどということは二の次の人たちだ

アメリカ型の市場原理主義をめざすのではなく、すべての

と思う。環境至上主義というのは日本をものすごく悪くす

政策を日本の家族や地域を守るといった観点から見直す必

る恐れがある。環境規制が厳しくなれば、大会社ばかりで

要がある。

なく中小企業の皆さんも東南アジアへ移転しようという人

質問 行政的に小さな政府を目指すのは当然。ただし、ど

たちが出始めている。これは雇用にも影響するし、地域の

の程度の福祉をするかということについてはコンセンサス

活力もそぐ。

を得ておく必要がある。

「超福祉社会」
。ばらまきをどんどんやれば赤字国債が増

町村会長

フェアな競争を肯定するのはその通りだと思

える。赤字国債が増えれば長期金利が上がって、結果とし

う。一定のルールに基づいた競争は絶対必要で、保守主義

て株価は下がるし、投資意欲も減退をする。

と何ら矛盾するものでもない。

「官僚バッシング」も同じ。天下りをして大した仕事も

ただ、小さな政府といっても、ナショナルミニマムとい

しないのに 1000 万円以上給料をもらっているのは問題だ

う言葉もあるように現実にどこまで小さく保てるのか難し

が、本当に優れた官僚が叩かれてやる気をなくして、その

い。しかし、小さな政府を志向しておかないと、瞬く間に

結果、誰が喜んでいるのか。ある中国の人は「中国の役人

大きな政府になってしまう。その説明は難しいが、政策論

はみんな、日本における官僚バッシングを喜んでますよ」

の中で解決していけばいいと思う。

と言っている。
「昔は、日本の官僚と交渉するとへとへと
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2009.11.26

個人至上主義と
経済至上主義について
●講師

長勢甚遠（清和政策研究会 副会長）

■ 日本の文化は「集団主義」

から次男三男のような人たちが都市に引きずり出されてき

「個人至上主義」とか「経済至上主義」という言葉自体は

た。
企業側からすれば、
こういう人たちの対策が必要になっ

世の中にはないが、今の日本は単なる経済優先とか個人優

た。一方、
こういう人たちは家族社会、
地域社会から切り離

先という以上に大変危険な状況になっている。われわれが

されてひとりぼっちになった労働者であったから、いわゆ

対決をしなければならない相手は誰かというと、いま世間

る人権派の標的にもなった。この両者のたまたま全く正反

に蔓延をしている「個人至上主義」
「経済至上主義」̶̶自

対の立場の二つの方向があわさって、社会保障を急激に拡

分さえよければいい、儲けさえすればいいという考え方で

大をするということになった。いわば人権派と経済派が協

あり、それと対決をしていくことがいま一番大事なことで

調と妥協によって達成したものが高度成長。その結果、同

はないかと私は思っている。こうした考え方を見直して、

床異夢の中で社会保障制度が際限なく拡大された。

日本らしい集団主義社会̶̶私は日本の文化は「集団主義

しかし、高度成長をなしとげた原動力は何か。それは勤

社会」であると思っている̶̶、すなわち家族や町内会の

勉、
正直、
礼儀正しさ、
忍耐力などといった、
江戸時代以来の

ような地域という生活共同体を再生して、
人情ある、
支え合

伝統・美徳だった。個人主義や経済主義が高度成長を成し

う社会を取り戻すということがいま一番大事な課題ではな

遂げる基盤ではなかった。このことも忘れてはならない。

いかと思っている。

ところが、
この高度成長を達成する過程において、
経済優
先、個人優先ということがどんどん浸透していったので、

■ 敗戦から始まった個人優先、
経済優先

いま言ったような日本の美徳というものは排除されていく

日本の集団主義文化というのは江戸時代に熟成されたと

ようになった。そして集団主義文化というものもなくなっ

思う。鎖国の時代にみんなで支え合い仲良く暮らすという

てしまって、ギスギスした、自分さえよければいいとか、儲

知恵が凝縮をされて出来上がった。例えば、飢饉の際の餓

ければいいという社会になったのが高度成長後の時代。今

死率は、
日本が世界の中で圧倒的に少ない。ところが、
昭和

は、
さらなる経済拡大と生活の充実が目指されて、
ますます

20 年の敗戦は、外国が正しい、日本は間違っているという

加速している。

日本文化の否定をもたらした。占領軍は、家族や地域とい
うものを基盤にしたいろんな風習や考え方、いわゆる集団

■ 個人優先主義、
経済優先主義がもたらすバラバラの社会

主義文化はみんな封建的だということで否定した。一方、

私が個人優先主義、経済優先主義というのに危機感を

それに呼応して自虐史観に基づいた左翼勢力がそれを触れ

持っているのは、この二つはそれぞれ全く違った考え方だ

回った。そのために、従来われわれが持っておった文化と

が、いずれも個人をバラバラにしていくということを目的

いうのは封建的であり、個人主義が正しいんだという思想

としているか、あるいは結果としてバラバラの社会をもた

がだんだんと浸透していったと思う。

らすことになるからである。

経済の方は、戦後の政治は経済優先で進んできた。敗戦

政治の目的というのは何かというと、日本国民が仲良く

直後に経済優先の政策をとったことはやむを得なかったけ

暮らすということ。仲良く暮らすことよりも個人の生活の

れども、経済復興した後も加速度的に経済優先を進めてき

豊かさが求められるとか、あるいは個々の個人の人権が大

た。その結果、ついには昨今の市場原理主義にまで至るよ

事ということになっているとすれば、家族や社会のあり方

うになった。

はほとんど顧みられることがない。
いま、
経済が大変だと大きな話題になっているが、
私はそ

■ 高度成長で排除された日本の美徳

れ以上に社会が混乱をしていることの方が問題だと思って

私は、
高度成長についても、
そんなに評価はしていない。

いる。清貧とまでいかないまでしにしても、豊かさを失っ

戦争に敗けて経済優先・個人優先という話が始まり、それ

てでも、我慢をし合って、全体として調和のとれた、仲良く

を基盤にできあがったのが高度成長であると考える。

支え合って暮らしていける社会を取り戻したいものだと

高度成長が始まって、
労働力が必要になり、
地方の農村部
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思っている。

■ 個人優先を狙う法案は要注意

ると、
とても言うわけにはいかないのが現実である。

日本は、
一つは日本が敗戦国であること、
もう一つは資源

少子化対策にしても、子どもを産んで育てることは負担

のない国であるという、二つの逃れられない与件がある。

だということになっている。その負担を軽減することに

この二つの与件の中で仲良く暮らすにはどうしたらいいか

よって産んだり育てたりしてもらおうという思想が根底に

ということを考えれば、個人がバラバラに分離させられる

ある。そこで児童手当を払うとか、育児休業をどうすると

社会となってはならない。

か、
保育所をどうするという話になっていったのだが、
これ

具体的な話をすれば、人権至上主義論者と思われる方々

はきりのない話で、
絶対に成功はしないと思う。

が主張している問題、
例えば人権擁護法案とか、
夫婦別姓だ

それどころか、民主党は子ども手当を払うということを

とか、ジェンダーフリーは、いずれも「個人至上主義」を主

主張している。財源の問題もあるが、民主党は「子どもは

張して、
家族を否定して、
人をバラバラにするという思想を

親にとっては預かりものである。預かりものであるから、

根底にしている。
「人権」という言葉自体はいかにもよさそ

中学校を卒業するまで、その預かり料として子ども手当を

うに見えるけれども、
その根底には、
一人ひとりをバラバラ

払う」ということを言っている。これは大変危険な個人優

にしていくという考え方が入っているから、いったん法文

先主義の思想。子ども手当は大変危険な制度である。

化してしまうと、どれだけ拡大解釈されるかわからない。
警戒をしていかなければならないと思う。

私は政治や経済の混乱よりも以上に、日本社会というも
のが崩壊させられつつあるということに一番危機感を持っ
ている。そのために日本の文化である集団主義文化を再生

■ 家族制度を崩壊させる制度は廃止・見直しを
最後に、この日本の集団主義文化というものを再生して
いくために、具体的に考えなければならないことは、まず 1

するというところに焦点を合わせて、なんとか崩壊を食い
止める努力をしていくのがわれわれの務めであるべきでは
ないかと思っている。

番目には、戦争に敗けたことによって憲法ができたところ
にある。特に憲法の「基本的人権」の条項を根拠にして、
個

■ 質疑応答

人至上主義者の人たちは言いたい放題の主張をしている。

質問 「豊かさを失っても」と仰られたが、貧困対策は重

2 番目には、個人がバラバラになって勝手放題を言うと

要。これについてどうお考えか。

いう社会になっており、
その結果、
なんでも公的な制度に依

長勢副会長 「豊かさを失っても」と言ったのは、もっと豊

存していくという体質がみんなに浸透してきてしまってい

かに、もっと豊かにということをいまだに言い続けている

る。自分に都合の悪いことはみんな国にやらせる、地方自

ことについての意味で言ったのであって、飯が食えなきゃ

治体にやらせるという体質を早く改めていかなければなら

駄目に決まっている。ただ、その水準はどこにあるかとい

ないと思う。そうした観点から無駄な税金の使い方を見直

うのは全体として議論されるべき。ただただ豊かさを追求

すべきである。

して、
自分さえよければいいといって、
社会がどうなっても

3 番目には、日本の家族制度を崩壊させることに手助け

いいということではよくないということを言いたかった。

をしている制度は、
できる限り早く廃止をする、
あるいは見

質問 新たな家族主義政策なり集団主義政策が必要だが、

直しをしていくべきだと思う。その一つは、
公的年金制度。

その具体策は。

年金制度は別の意味でもっと充実せよということで大変話

長勢副会長 時代が変わり、
産業構造も変わり、
しかも世界

題になっているが、私個人は公的年金制度は廃止をするの

の中で鎖国時代ではないから、江戸時代に戻ることはあり

が一番正しいと思っている。財政的な面で言うと、公的年

得ない。しかし、
家族の絆、
地域の絆の中でやってきたこと

金制度に使っている税金を医療などに回したほうが効率的

は、例えば雇用について言うと、終身雇用制というのは、そ

な使い方になると思うし、それ以上に何よりも公的年金制

ういうことを踏まえた一つのあり方であった。家族との関

度があるから、
親は子のめんどうをみない、
子は親のめんど

係でも、企業が利益追求のために若い人たちを夜中まで働

うをみないという家族制度の崩壊の大きな基盤になってい

かせるということが続いているとすれば、企業は家族を守

る。こういう家族の崩壊を促進していくような制度は、で

るためにやるべきことはたくさんあるんだろうと思う。

きる限り早く見直しをしたいものだと思うが、選挙を考え
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2010.1.21

戦後レジームからの脱却
●講師

安倍晋三（清和政策研究会 相談役）

■な
 ぜ「戦後レジームからの脱却」を意識するようになっ
たか
「戦後レジームからの脱却」は、戦後の体制が占領時代に

生の外交とも言える。日本は自らの考えを強く主張したり、
国際社会をリードしようとせず、国際社会の決定はきちっと
守る。請求書を送れば、
ちゃんとおカネを振り込んでいく。

作られたとの認識のもと、それにとらわれたままでは 21 世

その典型は国連における活動。日本はかつて 18％近く

紀にふさわしい誇りある日本を創っていくことはできない

国連分担金を負担していた。米国を除く安保理常任理事国

し、本来日本が持っていた素晴らしさを再認識する上でも

四カ国を合わせたよりも、日本の方が多い分担金を払って

支障があるとの問題意識だ。

いたにもかかわらず、日本は常任理事国の椅子にいない。

こうした問題意識を私が強く意識するようになったのは
当選 1 回の後半のこと。当時、米国のクリントン政権は北

PKO も同じで、日本の分担金は相当大きな額だが、日本が
議論をリードしたことは一度もない。

朝鮮との間で、
核開発をあきらめさせる代わりに、
軽水炉を

なぜそういうことになっているか。明らかに憲法前文に

つくるという KEDO 合意を進めており、日本側にも融和的

由来している。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し

対応をしてほしいとの認識があった。日本は拉致問題をめ

て、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と書いて

ぐり、
コメ支援をするかどうかが大議論になっており、
私は

ある。普通の国であれば「断固としてわが国の領土と国民

外交部会等でそれに強く反対を唱えていた。

の安全を守る」と、決意が書かれているが、それは諸外国に

その頃、米国の北朝鮮問題担当大使が来日し、私も招待

お任せをするという宣言がなされ、その後にこう続く。
「われ

された。
「米国は北朝鮮に政策を変えさせようとしており、

らは、
平和を維持し、
専制と隷従、
圧迫と偏狭をこの地上から

日本も協力してほしい。コメ支援はそれにプラスになるか

永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある

ら反対しないでほしい」という話だったが、私はこう述べ

地位を占めたいと思ふ」と。専制と隷従、圧迫と偏狭をなく

た。
「横田めぐみさんという 13 歳の少女も拉致されている。

していくと考えているのは国際社会であり、そこで日本は名

クリントン大統領の地元で 13 歳の少女が拉致されたらア

誉ある地位を占めたい、つまり国際社会に誉めてもらおうで

メリカはコメ支援をしますか」と。すると、彼女はニヤッ

はないかと書いてある。誠にいじましい宣言だ。

と笑って、
「もしそんなことが起こったら、今ごろ海兵隊が

そこには日本の主張はない。
「敗戦国の詫び証文」と言っ

平壌を占領してますよ」と言った。次の言葉が強く私の印

ていい。これに則って外務省は外交を展開しているから、

象に残った。
「日本にそれができますか。日本がやるべきこ

世界はどうあるべきだ、
などということは言わない。

とはコメを援助することです」と。つまり、
日本には（軍事
作戦は）出来ない。だったら援助するしかないと。むろん
私は反論したが、
現実は確かに日本はできない。

■「主張する外交」と対北朝鮮非難決議
典型的な実例は 2006 年、
ミサイルを発射した北朝鮮を非

そういう選択肢をわれわれが頭から捨て去ってしまって

難する国連決議をめぐるわが国の姿勢だ。当時、私は官房

いる現状は、
結局戦後レジームに起因する。憲法との関係以

長官で、日本は非常任理事国で、安保理議長国でもあり、こ

前に、われわれはそうした精神を失っているのではないか。

の地位を利用して、北朝鮮を非難する明示的な文章を入れ

戦後に作られたたものを見直し、新しく私たちの手で書いて

た決議をしようと考えた。しかし中国は反対を表明してい

いくことで、真の独立を回復し、新しい時代を切り拓いてい

た。そうなると日本は、
中国に拒否権を発動されるから、
出

く精神を取り戻していけるのではないか。そう私は考えた。

すのをやめておこうということになる。欧米の国々も腰が
引ける。ミサイルの射程に入っているのは事実上日本であ

■ 日本の外交を呪縛する憲法前文
憲法についてはいろいろな議論があるが、とくに前文に
は大きな問題がある。

り、ヨーロッパは他人事なのだ。イランの決議も控えてお
り、中国とは事を構えたくない。米国も中国との関係にお
いて慎重な配慮が必要だと考えた。

戦後レジームからの脱却として、外交政策としては「主張

問題は、そうした状況ですぐにやめようと考える日本の

する外交」を掲げたが、
そもそも日本外交は、
ある意味で優等

思考回路だ。国益を考えず、国際社会で孤立することを非
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常に恐れる。孤立は避けねばならないが、時には孤立を恐

ること。二番目の目標は、豊かな日本をつくること。二番

れず主張しなければならないことがあり、それで事態が変

目の目標のためには、強力な経済政策を推進していく必要

化する場合もある。日本こそが脅威を受けている中で発言

があり、そのためには政局を安定させなければいけなかっ

しなければ、国際社会で日本に先んじて発言してくれる国

たのだ。

などない。
われわれは、中国に拒否権を発動されるのを覚悟の上

しかし、政治の現場は選挙に勝たなければいけないか
ら、第二の目標を優先して 50 年たってしまった。一番目の

で、非難決議を追求しようという決定を下した。外務省か

目標は後回しにされることとなり、
そこに問題が出てきた。

らはずいぶん異論が出たが、その結果はどうだったか。最

経済優先主義はいわば損得だ。きれい事を言うつもりはな

終的に中国も含めてすべての国が賛成して、北朝鮮に対す

いが、
二番目の目標を優先して、
価値の基準を損得に置いて

る非難決議が了承された。

きた結果、一番目の目標と乖離ができた。それが今の自民
党の姿ではないのか。だからこそ、わが党が政権を奪還す

■ 集団的自衛権の行使は対米対等の要件
一方、
米国との対等な関係は、
鳩山さんに言われるまでも

る上で、
何のための政権奪還なのか、
その理念と目標をしっ
かり定めなければいけない。

なく、われわれが追求してきたことだ。今の安保条約は旧
安保条約を改正したものだが、
旧安保条約には、
日本に対す

■ 質疑応答

る米国の防衛義務が書かれてなかった。駐留米軍を占領後

質問 民主党の支持率が下がる一方、自民党の支持率が上

もそのまま認めるというものにすぎない。何とかこの状態

がっていないのは、自民党が真に生まれ変われていないか

を打開しようとしたのが 50 年前の新安保改定で、そのとき

らだとの指摘がある。自民党再生に必要なものは何か。

五条に日本防衛義務が書き込まれた。しかし、日本には米

安倍相談役 政権を失った今、むしろそれをチャンスとし

国に対する防衛義務がない。日本の義務としては、六条で

て、
先程述べたような理念をもう一度高く掲げて、
理念の力

極東の平和と安全のために日本の基地を米軍は使うことが

によって人を集めていくしか方法はない。われわれが目指

できるということを書き込んだ。ここで初めてかろうじて

しているものは正しいのだから、
総裁も執行部も、
もっと自

双務性を担保し、
対等に近づいた。

信を持って語るべきだ。単に、今は便宜的に保守政党とし

安保条約の基本は米軍の若い兵士が日本のために命を懸

ての姿を明確にした方がいいから、戦略的に語っていると

けるということ。米軍の兵士には恋人もいれば、子供や親

すれば、それは国民に見透かされる。あくまでも強い信念

もいる。そういう人々が納得できなければ、民主主義国家

で語っていくことが大切。サッチャーの保守党が政権を奪

は義務を実行できない。だから信頼関係が必要となる。対

回する際、労働党化していた保守党は給付合戦の中に巻き

等というなら逆もやってくれというのが普通の人の頭の回

込まれていったが、サッチャーはそれと決別した。当時の

路だが、
（鳩山政権には）その逆がない。

サッチャーは保守党の主流ではなかったが、自分の考え方

集団的自衛権の行使は、アメリカに奉仕しようというこ

こそが保守党だ、それ以外の人々は堕落しているという考

とではなく、むしろアメリカと完全に対等な関係になると

え方で、見事に保守党をカムバックさせた。われわれもそ

いうことだ。米国は最強の軍隊を持っているのだから、日

のことに学ばなければいけない。

本に本格的に助けを求めるなどということはなかなか起こ

質問 今の自衛隊法には、国民を海外で奪還することを可

らない。NATO 条約にも集団的自衛権が書かれているが、

能にする備えの条文がない。自衛隊法 100 条を改正して、

これまで集団的自衛権を行使したのは、あのアフガンの攻

救出できるようにすべきではないか。

撃ただ 1 回きり。つまり、それはめったに起こらない。た

安倍相談役 当然改正しなければいけないが、その前に、

だそれを書くことで日本は完全に対等になっていける。そ

集団的自衛権の行使と海外での武器使用についての憲法解

うなると、米軍再編でももっと日本はさまざまな主張がで

釈を変える必要がある。安倍内閣時代の安保法制懇で、類

きるようになる。集団的自衛権の行使は、戦後レジームか

型の一つが海外での武器使用だった。今はいわば緊急避難

らの脱却における大切な課題だ。

的にしかできず、任務遂行のための武器使用ができない。
まず任務、目的のために武器を使えることを明確にした上

■ 今こそ自民党は原則に立ち返れ

で、100 条を改正すべきだ。条文では、自衛隊機を邦人救

民主党政権ができて、一層問題点が浮かび上がってくる

出のために使えるが、
「安全を確保して」という制限がある

だろうが、自民党は原則に立ち返るべきだ。自由民主党は

から、事実上できない結果になっている。安全確保がされ

昭和 30 年、日本民主党と自由党が合体してできたが、目的

ているなら JAL や ANA が行く。行けないから自衛隊が行

は二つあった。第一に、憲法を改正して真の独立を回復す

く。その制約は改正しないといけない。
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外国人参政権の問題点について
●講師

百地章（日本大学法学部教授）

■ 参政権は国民のみに与えられる権利であり義務
人権とは生まれながらに有する権利で、表現の自由など

方をした上に、
さらに傍論の部分で「認めてもいい」と言っ
ている。その言葉だけにとらわれると、最高裁は禁止して

は国家以前の権利とされる。それに対して、国家を前提に

いないという議論になるが、
論理的に先の三点をつなぐと、

初めて生まれてくる権利が、
国から給付を受ける社会権や、

外国人には認められないのは明らか。

国家を運営する参政権だ。これらは権利の性質上、国民の

憲法以前の問題として、そもそも国家は政治的運命共同

みに与えられるというのが基本的な考え方で通説だ。特に

体だから、わが国の運命に責任を持たない外国人を政治に

参政権は単なる権利ではなく、公務つまり国民の義務でも

参加させることはできない。戦争になったら、外国人は本

あるから、放棄できないというのが伝統的な解釈。ちなみ

国に逃げ帰ることができ、
わが国の運命に責任を持たない。

に国と地方政治を分けて、地方の参政権なら外国人に認め
ても構わないというのが「部分的許容説」
。かなり出回っ
てはいるが、多くは「禁止説」で、推進派の学者も全面禁
止説が通説だと書いている。

■ 国政と地方政治の「密接な関わり」
そもそも国政と地方政治は密接な関わりをもつ。最高裁
判決も、地方自治体は「わが国の統治機構の不可欠の要素

中央大学の長尾一紘教授が昭和 63 年、日本で議論を進

をなす」と述べている。最近の沖縄県名護市の市長選挙な

めてもらおうとの動機もありドイツの少数説だった部分的

ども、米軍基地問題と密接に関わる。特に有事には武力攻

許容説を紹介すると、追随する学者が現れた。平成６年に

撃事態法や国民保護法など、国と自治体が一体となって対

東大の芦部教授が長尾論文を紹介する形で支持を表明し、

処することになる。
国と自治体を切り離すことはできない。

その翌年最高裁判決の傍論の部分で部分的許容説が支持さ

とはいえ、少数の外国人に選挙権を与えても大したこと

れた。部分的許容説拡大に長尾氏の果たした役割は非常に

はないとの見方もある。確かに永住外国人に限れば 91 万

大きい。

人だから、さほど影響はないように見えるかもしれない。

その長尾教授に昨年、
『
（新版）外国人の参政権問題

しかし首長選挙の場合、わずかな票がキャスティングボー

Q&A』を送ったら、「地方参政権も憲法違反と考えます。

ドを握り得る。例えば対馬の有権者は約 3 万人、最近の

大いに反省しております」という年賀状を今年頂いた。そ

市長選では 1 万 6 千票ほどで当選している。地方選挙権

こで本人に「公表していいか」と確認したら「構わない」

が認められ、対馬に韓国人が移住すれば、市長選に勝利で

というので、憲政記念館の反対集会や『ＷｉＬＬ』誌上で

きるかもしれない。沖縄でも同じことが言える。現在 49

そのことを発表した。学説については今そういう状況だ。

万人の一般永住者のうち中国人が 14 万人いる。彼らを中
国政府が組織的に動かせば沖縄の選挙を左右できる。最悪

■ 外国人参政権を否定した最高裁判決

の事態を考えて対処するのが為政者の務めだ。

先の最高裁判決が外国人地方選挙権を認めたという主張

すでに民団は、先の衆院選で初めて組織的に選挙活動に

は誤り。この判決は、本論に当たる部分と傍論に当たる部

取り組み、ポスター貼りやビラ配りを行った。公職選挙法が

分、そして地方自治法や公職選挙法に外国人が排除されて

禁じていないからいいとの説もあるが、そもそも公職選挙法

いるのは憲法違反ではないとした結論部分がある。本論の

は外国人の政治活動を想定していない。あくまでも国民が自

部分では、まず選挙権は主権者たる国民のみに与えられて

由に選挙を行うための法だから、外国人の参加は想定外な

おり、権利の性質上からも外国人には認められないこと。

のだ。外国人の人権については、マクリーン事件の最高裁判

次に、国と地方公共団体は不可分一体の関係にあり、切り

決がリーディングケースとされる。この判決趣旨に照らせば、

離すことはできないこと。さらに、地方自治体の首長や議

選挙活動は「わが国の政治的意思決定」に直接・間接に重

員は日本国民たる住民が選挙しなければならない̶̶と

大な影響を与えるから、到底認められない。憲法違反だ。

述べている。
ところが、この判決は「外国人には認められない」とい
う明確な表現をせず、
「保障されない」という曖昧な言い
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■ 否定された「傍論」
最高裁は傍論の部分で外国人参政権を認めたが、判決の

結論にはまったく関係ない部分が傍論だ。先ほど触れたよう

罪を犯さない限り強制退去もない。今まで強制退去させら

に、本論の部分は、明らかに日本国民しか選挙権を行使で

れた者は一人もいない。こんな特権を認められている外国

きないという論理構造だ。自治体と特別の関係を持つに至っ

人は世界のどこにもいない。この特権を失いたくないから

た外国人に地方選挙権を認めてもいいとの傍論の主張は論

帰化しないとの指摘もある。

理的に本論と矛盾する。単なる裁判官の見解表明にとどまる。

しかし問題解決のための唯一の方法は帰化しかない。彼

実はその判決に加わった園部逸夫氏は、朝日新聞で回顧

らは帰化しようと思えば、9 割 9 分ぐらい帰化できる。に

談を語っている。要は、在日の人たちは強制連行されたか

もかかわらず帰化しない。それで帰化したくない人々に選

わいそうな人たちであり、
そういう思いが反映したと言う。

挙権を与えるために、二重国籍を認めようとの動きがある

それに対して私は、強制連行は事実無根であり、傍論は論

が、国籍の重みがわかっていない。結局、国家意識が希薄

理的にも本論と矛盾していると批判を加えてきた。そうい

になっているから、
帰化手続きも非常に簡単になっている。

う批判にある程度こたえたのか、07 年に園部氏は、傍論

英米では国家への忠誠が国籍の紐帯となっている。アメ

部分を重視するのは「俗論」であって、重視すべきではな

リカの国籍法は、
「国民とは、国家に対して永久の忠誠義務

いと言い出した。

を負うものをいう」と明記している。帰化に当たっては忠誠

部分的許容説の提唱者の長尾教授と、裁判官として主導

宣誓をさせるし、本国への忠誠を放棄させる。口頭試問で

的役割を担ったと思われる園部氏の双方が否定的な立場に

は、いざという時には銃を取って戦う覚悟があるかを問わ

立つに至っている。これは非常に重要な事実である。

れ、
「イエス」
と言えなかったら国籍は取れないと聞いている。

■ 外国の事例は極めて「異質」

■ 法案の中身を知れば国民は必ず反対する

参政権問題については、外国でも認めているではないか

法案の中身や意味を知った人たちはほとんど反対に回る

との主張がある。民主党推進派の議連で配られた『OECD

という実績がある一方、中身も意味も知らない人たちは 5

加盟国（30 カ国）およびロシアの外国人参政権と二重国籍

〜 6 割が賛成している。国民にいかに知らせるかが重大

の状況』という資料では、何らかの形で選挙権、被選挙権

問題だ。

を認めている国が 27 カ国あることになっている。しかし、

この問題は自民党から離れていった保守を再結集させる

この資料の説明はまやかしだ。EU 加盟国やイギリス連邦

ための格好のテーマでもある。民主党との対立軸もはっき

諸国は、われわれが考える外国人参政権とはかなり異質の

りするから、次の選挙にも通じる。わが国の領土や安全保

もの。EU の場合、EU 連合といういわば新しい国家の連

障に直接かかわる重大問題だから、対馬や沖縄の具体例を

合市民権として、互いに地方選挙権を認め合っている。一

挙げて訴えれば国民は必ず反対に回る。街頭演説をどんど

方、英連邦諸国は、二重国籍を互いに認め合い今も連邦を

ん行って世論の喚起をしていただきたい。

つくっており、英連邦市民権としての参政権を認めている。
いずれもわれわれが考える外国人参政権とは異質である。

■ 質疑応答

百九十数カ国の国連加盟国のうち、文字通り外国人参政

質問 日本国内の中国人の急増は明らかで、登録者数は平

権を認めているのは、北欧諸国などわずか数カ国に過ぎな

成 10 年に 27 万人余りだったが、平成 20 年に 65 万人を

い。しかも、北欧諸国はもともと労働市場があり、自由に

超えた。帰化要件をあまり緩和すると、大量の中国人が帰

行き来してきたという特殊事情があって、参政権を認めて

化してしまい、バックに中国政府が付いてさまざまな工作

いるのである。

活動をされる危険はないか。
百地講師 現在の国籍法はもう少し厳格にすべきだ。今は

■ 在日「特権」と帰化制度の問題
もともと外国人参政権は在日韓国・朝鮮人問題であり、

5 年の居住要件とか素行善良とか生計能力とかの要件はあ
るが、
「国家に対する忠誠」という発想がない。単に日本

民団が運動を推進してきた。しかし彼らは今でも母国で被

国憲法を暴力で破壊するような団体に加入していないとい

選挙権を持つ。しかも昨年から在日韓国人は国政と地方の

うだけの要件では忠誠ということではない。実際に提出書

両レベルで選挙権が行使できることになった。日本の選挙

類も、最近は動機書も現場では取っていないらしい。一昨

権を認めることは到底考えられない。

年帰化した評論家の石平さんが取られなかったと言ってい

在日韓国・朝鮮人は平成 3 年に特別永住者制度ができ

る。この程度の要件だったら帰化者はどんどん増える可能

て以来、世界で最も恵まれた地位が保障されている。5 年

性がある。その上、選挙権が認められれば、中国からどん

以内ならビザなしで自由に往来できるし、日本での経済活

どん入ってくる可能性があり、非常に危険だ。

動もまったく自由。犯罪を犯しても、内乱罪などの重大犯
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アメリカの『保守』
を見る眼
―オバマ大統領はなぜ『保守化』せざるをえないのか―
●講師

吉原欽一（（社）アジアフォーラム・ジャパン（AFJ）理事長）

■ アメリカの保守——復活の現状
アメリカの保守は昨年中盤から非常に活発になってい

がある。今や発行部数一位になった保守系のウォールスト
リート・ジャーナル紙や保守系 TV の FOX、あるいは保

る。保守を代表する共和党は大統領選挙でオバマ候補に完

守系トークラジオ番組などが、オバマ政権を一斉攻撃し、

敗し、当時はもう共和党の再生はないとまで語られた。し

保守系運動の後押しをしている。

かし最近は政治状況が一変しつつある。昨年 11 月発表さ

この運動の広がりは、今年の中間選挙の行方を左右する

れたギャラップ世論調査は衝撃的で、就任直後 66％もあっ

ものとなっている。単に共和党に有利になるというだけで

たオバマ大統領の支持率が初めて 5 割を切った。支持率

はなく、共和党の中でも現職やエスタブリッシュメントと

急降下の背景には、医療保険改革への反発や、アフガン増

言われる候補者たちは、戦々恐々としている。その象徴的

派をめぐる大統領の優柔不断な対応などがある。

な例をあげておく。2 月、訪米した際、フロリダ州議会元

一方、昨年 11 月、バージニア州とニュージャージー州

下院議長のマリオ・ルビオ氏と親しく話をする機会があっ

の二つの知事選挙で共和党候補が勝利した。二つの知事選

た。キューバ系米国人であるルビオ氏は、いま全米の注目

はオバマ大統領の政権運営を問うものであり、また今年

の的である。彼は、フロリダ州現知事のクリスト氏と共和

11 月に行われる中間選挙の行方を占う前哨戦と目された。
バージニアは、先の大統領選で 44 年ぶりに民主党が勝利

党のフロリダ州連邦上院議員候補の座をめぐって熾烈な指

した州で、ニュージャージーは民主党の金城湯池といわれ

な支持を得て、ルビオ氏が現在のところ指名されると予想

る州だ。 それだけではない。本年 1 月にマサチューセッ

されている。さらに、彼はチェイニー副大統領等の大物か

ツ州で行われた連邦議会上院の補欠選挙では民主党候補が

らも支持を受けている。

名争いを繰り広げている。ティー・パーティ運動の熱狂的

負けた。この選挙は、昨年亡くなった民主党リベラル派の

このことは、共和党内でも「小さな政府」と「減税」な

重鎮、エドワード・ケネディ上院議員の後任を決めるもの

ど、保守の政策アジェンダを主張しているかが厳しく問わ

で、民主党が負けることなど考えられないことだったが、

れていることの証左である。共和党でも本当に「小さな政

共和党のスコット・ブラウン候補が勝利した。このインパ

府」と「減税」など、保守の政策アジェンダを主張してい

クトは強烈だった。

るのかが厳しく問われているからだ。

■ 保守復活の理由

■ ブッシュ政権とオバマ政権の違い

なぜ保守は早々に復活したのか。まず考えられるのは、

最近訪米して、オバマ政権の自信喪失を感じた。なぜオ

大統領選でオバマに投票した保守系の人々がオバマ政権に

バマ大統領は自信がないのか。結論から言うと、ポピュリ

失望したこと。
「オバマコン」
（オバマ・コンサーバティブ）

ズム運動の中から出てきた大統領を支えるシステムがリベ

とも呼ばれる彼らの多くはリバタリアン（市場経済を支持

ラルにはないのではないか。だから、世界中の嫌われ者

し増税に反対し、小さな政府を強く主張する人々）で、同

と言われたブッシュ大統領は 8 年も政権を担当できたが、

政権が主導する医療保険改革法案に強いアレルギー反応を

オバマ大統領はわずか 1 年で、カーター大統領と同様一

示した。特に過激な人々が、オバマ政権を社会主義的な政

期限りの大統領などと言われるのではないか。

権として強い反対運動を起こした。

オバマ政権にはメッセージがないとも言われている。そ

彼らは昨年 4 月、大統領が推進している諸政策は「大

れはアメリカではアイデアがないということであり、ス

きな政府」
と増税につながるとして全国で抗議集会を開催。

タッフに策がないということだ。私もオバマ政権はスタッ

この草の根運動はティー・パーティ運動と呼ばれ、新しい

フが悪いと見ている。オバマ政権のスタッフは「オバマ大

保守運動の大きなうねりをつくりあげるまでに発展、特

好き人間」だが、ブッシュ大統領のスタッフには嫌われ役

に 11 月のワシントン D.C での抗議デモは過去最大規模と

だったチェイニー副大統領がいた。チェイニーはアメリカ

なった。

の議会史上初めて下院議会にも個人的な事務所を持った副

保守運動の盛り上がりの背景には保守系メディアの存在
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大統領だが、それは彼が下院議会の重要性を熟知していた

からだ。ブッシュチェイニー体制だったら、医療保険改

内国歳入庁（IRS）についての参考資料を用意した。国

革法案は、上下両院議会で圧倒的多数を持つ現在の議会勢

税庁に相当するのが IRS で、そのコードに 501c3 団体

力のもとで通っていただろう。

と 501c4 団体と 527 団体がある。501c3 は公益性の高い

そういう重要法案を通す能力を持つスタッフを私は「政

財団で、連邦所得税は免除されるがロビーはできない。

策知識人」
（ポリシー・インテレクチュアル）と呼ぶ。こ

501c4 は公益性は低いが非営利団体として登録され、ロ
ビー活動ができる。527 は政治団体。ワイリックはシング
ルイシューに対応して、501c3 のシンクタンクつまり頭脳
の部分と、501c4 のいわば手足の部分をそれぞれ設立した。

うした人々がブッシュ政権の周りには多数いた。
■ なぜアメリカの保守は強いのか
次に、なぜアメリカの保守は強いのか、70 年代のニュー
ライトの台頭を例に話そう。

60 〜 70 年代にかけてのアメリカはリベラルの国だと考

つまりニューライトは、政治団体と選挙運動と政策運動を
有機的に絡め合わせて運動体を作り上げ、今日の強靱な保
守系グラスルーツ運動の基をつくり上げたのだ。

えられており、
「リベラル・コンセンサス」があったが、
ベトナム戦争や公民権運動が始まり、学生運動が激化する
中で、リベラルへの認識が搖らいでくる。いわゆるリベラ

■ 日本の保守への問題提起
最後に、日本の保守への問題提起。昨年、本格的な政権

ル・コンセンサスの崩壊が起こり、民主党内部も分裂し、

交代があり「55 年体制」は終焉した。私は「55 年コンセ

国民の間に民主党とリベラルに対する懐疑の念が生まれて

ンサス」と呼んでいるが、日本もコンセンサス政治の時代

いった。

が終わろうとしている。55 年コンセンサスの崩壊は、日

そこで、劣等感に苛まれていた保守に出番が訪れた。リ
ベラル・コンセンサスが崩壊すると、いろいろな個別の政
治問題、つまりシングルイシューが出てくるようになる。

本の政策決定過程における「鉄のトライアングル（政・財・
官）
」の崩壊を意味すると私は考える。

70 年代アメリカのアナロジーではないが、日本でもい

中絶、犯罪、家族、銃規制、男女平等権の憲法修正……な

ろんなシングルイシューが顕在化してくるだろうが、保

どの問題だ。そこにニューライトという新しい保守が登場

守にとって本来歓迎すべき状況ではないか。シングルイ

してくることになる。

シューの多くは社会問題だからである。問題はそれらをい

当時のニューライトには四天王と呼ばれた秀逸な活動家
がいた。彼らが 70 年代に保守の勝利の戦略を構築した。
その勝利の戦略は現在に至るまで脈々と保守運動に受け継

かに束ねていくかにある。これらの社会問題を通じて、資
金収集やシンクタンクとの連携も可能なのではないか。
政財官の鉄の三角形が壊れることは、請願権についての

がれている。ポピュリズム運動は一過性なものだったが、

国民の認識が新たな段階を迎えることも意味する。アメリ

このシングルイシューをポピュリズムに終わらせてはいけ

カでは請願権はロビーを通じて行使されるが、日本では政

ない、という認識を彼らは強く持つ。そして彼らはポピュ

治家を通して陳情しなければならない。最近、鳩山さん

リズム運動を永続的なグラスルーツ運動̶̶草の根の運

が「新しい公共」という概念を打ち出した。その真意は分

動へと転換する方法を模索していった。

からぬが、今後国民の請願権の行使に対するある意味で革
命のような政治状況が到来するかもしれない。その時まで

■ ニューライトの「勝利の戦略」
彼らが掲げた保守の勝利の戦略とは何か。
まず資金収集。

PAC（政治活動委員会）が 72 年にでき、ニューライトは

に日本の保守は、運動体を構築することができるのか。し
てもらわなければ困るという思いも込めて報告を終わりた
い。

それを非常に上手に使った。次にダイレクトメールを選挙
にうまく使った。この先駆けがリチャード・ヴィゲリ。商

■ 質疑応答

品開発の戦略を駆使し､ 選挙に転嫁させた。この戦術に

質問 シングルイシューということに関して、米国の保守

よって保守のコミュニケーション・ツールは飛躍的に拡大

系グラスルーツ運動を踏まえると、日本ではどういうテー

した。

マが想定されると考えられるか。

四天王の一人のポール・ワイリックの手法を紹介したい。

吉原講師 例えば今度のオリンピックを見ても、コーチや

当時のアメリカでは、日常製品の訪問販売が各地で行われ

監督が選手の服装一つ注意できない。テレビのコメンテー

ていた。そのトップセールスマンを引き抜き、商品を販売

ターの中には、若者の一つのスタイルだと擁護する人もい

する家庭パーティなどの席上、道徳的な話もさせた。商品

た。しかし最低限やっていけないことがある。こうした問

を売るためのさまざまなノウハウを選挙に転嫁させて組織

題は、極めてクリアに教育問題として争点化できるのでは

化させようとしたのがワイリックの手法だ。

ないか。その他、家族や社会の問題など、善悪についてク
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リアにできる問題を徹底的に洗い出して、国民運動につな

のアメリカでも、労働組合は資金調達と集票面で大きな

げてほしい。

力を持っており、アメリカの保守にとって非常に大きな

質問 教育再生はたしかに草の根で思いを共有できる部分

壁だった。しかし労働組合が選挙におカネを投じること

は大きいが、資金が集まらず運動展開が限定されている。

が 70 年代にアメリカでは政治資金違反となり、労働組合

一方、日教組や左翼の運動体は資金を潤沢に持っている。

の政治力は徐々に低下していった。日本でもアメリカの連

われわれの教育運動が力を得るためには何が必要だろう

邦選挙委員会のようなものを設立して政治とカネの問題を

か。

徹底的に取り締まっていくという選択肢もあるのではない

吉原講師

いま言われた状況は 70 年代から 80 年代のア

か。

メリカで保守派が直面していた政治課題に似ている。当時

政策委員会

2010.3.4

与那国島視察を受けて
―領土問題と外国人地方参政権問題について―
●講師

山谷えり子（参議院議員）

■ 韓国資本が進出する対馬
永住外国人地方参政権に絡んで、先日、与那国島視察に

■ 国境の島・与那国島の現状
一方、与那国島は台湾まで 111 ㎞、尖閣諸島まで 150

自民党政調会の正式派遣団という形で行き、町長、議員、

㎞、見晴らしの良い日には台湾の島が見える。一周 28㎞

教育長、防衛協会会長、そして町の人々に、お話を聞いて

で、車で飛ばせば１時間かからない。最盛期には人口約 1

きた。

万 2000 人だったが、今は約 1600 人。島全体で小学生が

私は「我が国の領土を守るために行動する議員連盟（領

144 人、中学生は 59 人しかいない。高校がないために、

土議連）
」の会長を六年ほど務めているが、その活動の中

与那国島の子供たちは沖縄本島や石垣島など高校のある所

で対馬や与那国に関係するようになった。

に出て行ってほとんど戻って来ない。そういうことで人口

先に行ったのは対馬だが、これは安全保障上非常に問題

がどんどん減少しているという。国家公務員は以前は気象

と思う場所が韓国資本によって買われているという話を聞

庁の役人が 13 人いたが、小泉構造改革で引き揚げになっ

いたのがきっかけ。行ってみると、対馬の自衛隊防備隊本

て今は税関の職員 1 人になっている。警察官もたった 2 名。

部の横が韓国資本によって買われていて、報道ではリゾー

島の人に聞くと「もう私らは見捨てられているのかと思っ

ト施設になっているということだったが、工事の作業場の

た。しかし今回、自民党が正式な派遣団を初めて出してく

ようなプレハブが建っていた。
旧日本軍の港、
航空レーダー

れて、見捨てられていないんやと思った」と言われるほど

を邪魔する所、自衛隊の独身寮の両隣、天皇皇后両陛下が

だ。

行幸啓なさった記念碑なども買われている。

特に与那国島は日本の領土であるにもかかわらず、島の

対馬から韓国の釜山までは 50㎞、高速艇で 30 分ぐらい

上空 3 分の 2 は台湾の防空識別圏になっている。飛行機

の距離で、釜山の町が本当に近く見えた。平成 17 年には

が入って来ても日本がチェックできないという。防空識別

慶尚南道の馬山市が「対馬の日」条例を制定し、平成 20

圏は占領期に GHQ が決めた。本来ならば沖縄返還の時に

年には韓国の与野党の国会議員が対馬返還要求決議案を国

整理するべきことだったと思うが、未だに３分の２が台湾

会に提出している。対馬は人口約３万人で、市長選では

の防空識別圏となっている。

六百何十票で当選するというから、もし外国人に地方参政

この与那国で去年の夏、町長選挙があり、自衛隊誘致を

権が付与された場合、韓国人を 50 〜 100 人移住させるだ

主張した外間守吉町長が 619 票で勝った。自衛隊誘致反

けで、韓国側は対馬の議会に強く影響を及ぼすこともでき

対の候補者は敗けたが 516 票。たった 103 票差と私たち

るのではないかと思った。

は思うが、町の人に聞くと、すごい大差で勝ったと。103
票で大差というぐらい、政治的にとてもデリケートな所に
いる町議会だと感じた。
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以前から自民党は中期防衛計画の中に、対馬、与那国の

みずから作っていくことになる。地方といっても、こうし

自衛隊増強、
自衛隊誘致と言ってきたが、
昨年の夏、
浜田
（靖

た領土主権に関わる問題、あるいは教科書の採択に韓国政

一）防衛大臣も与那国の町に入って、自衛隊を駐屯させる

府が物凄い圧力を首長と教育委員会にかけたという経緯も

という発言をした。町側はとても喜んだそうで、誘致候補

あるので教育問題でもあるし、エネルギー安全保障の問題

地を選定し、今年の夏ぐらいには駐屯地設営のための工事

でもある。それで石破（茂）政調会長に働きかけて今年の

に入れるかという胸算用をしていたという。ところが、民

自民党大会では「外国人地方参政権法案成立には断乎反対

主党政権の北澤（俊美）防衛大臣になり、与那国島への自

する」という政調会長の報告になった。それを踏まえ、自

衛隊誘致に対して、これは台湾よりも中国のことのようだ

民党として正式派遣団を与那国島に出していただいた。夏

が、
「お隣りさんを刺激するようなことはしない」と、配

の参議院選挙にも、対馬、与那国、自衛隊増強、外国人地

備に消極的になっているということで、非常にがっかりし

方参政権反対、領土問題にしっかり取り組む。これはマニ

ている。

フェストにきちんと入れていただくということで、昨日、

しかし現実には、与那国島周辺には中国の調査船ではな
いかと言われる船が昼間は遠くにいるけれども、夜になる

石破政調会長が政調会でまとめて下さった。少しは前進し
たと思っている。

とかなり近づいて来る、領海侵犯を頻繁に平然と行うよう
になっているという。また与那国島は日本の最西端だが、

■ 狙われる日本の水源林

さらにその与那国島の一番西側を売ってくれないかと台湾

ところで、私は日本の森と水に関しても大変関心を持っ

の資本が言ってきたという。
リゾート施設、
ヨットハーバー

て取り組んでいるが、実は今、中国や外資のファンドが森

を作りたいということだが、それなら台湾にいくらでも作

や水源地を買い始めている。日本の森も、北海道、青森、

ればいいのに、なぜ与那国島の一番西側に作るのかと。台

岐阜、三重、岡山、宮崎など、次々と森林組合に森を売っ

湾と言っても今は馬英九政権だから、いつ中国政府になる

て欲しいという中国や外資ファンドの交渉の話が来てい

かもしれないし、実は中国資本が絡んでいるのかもしれな

る。東京も奥多摩でよく分からない買手が土地を求める動

い。

きがあり、三重県大台町でもそういう動きがあってトラス

もちろん与那国も対馬も、人口が減って経済的に非常に

ト運動で自分たちで買って守ろうという動きもある。今、

厳しいので、観光客も来て欲しいし、産業の振興という意

参議院環境委員長をやらせていただいているので、
先日
「安

味では外国資本を排除するものではないと。しかし、国が

全・安心でおいしい地下水サミット」で私がそういった話

安全保障上きちっと守ってくれているという前提が全くな

をしたところ、愛媛県のある市長は、百町歩ほどまとめて

い上で、いきなり買われていくのはどうかということで今

くれたら買いたいと中国が来ていると言っておられた。

は売らないことにしているけれども、現実にはそんな状況

日本の森はとても不思議で、地籍調査があまり行われて

だから、早く安全保障のプランを策定して欲しいというこ

いない。どこがどう売られているのか、買われているのか

とだった。

すら実は正確に把握できていない。また法律を調べてみる
と、欧米、アジアに関しては、水を守るための法律が整備

■ 領土・国土・教育にも影響する外国人地方参政権問題

されている。一方、日本では、山梨県北杜市で大手企業な

中国は軍事費を前年比二桁増で増強していて、米国防総

ど 5 社と町とが協議機関を作って、汲み上げ制限などの

省の報告でも、海上防衛で攻撃的な軍備を増強していると

ルールが既にあるが、しかし、日本全体としてはまだまだ

分析されている。対馬、与那国、そして横須賀の基地の高

遅い。

台も今、中国、ロシアに買われている。そのような問題を

従って、自民党としては、外国人土地法とともに「水の

指摘しながら、自衛隊の増強、あるいは「外国人土地法」

安全保障」の法整備をしていかなければいけない。まして

の制定、つまり安全保障上、天然資源・地下資源、文化の

や整備もされていない状況の中で、民主党政権が永住外国

保存上、大事な場所を外国人が買う場合には政府の許可が

人地方参政権を導入するのはいかに危険であるかというこ

要るという法律を作る必要があるのではないか。そのよう

とを、自民党はもっと目を覚まして、一丸となって訴えて

な趣旨の質問主意書を昨年秋に政府に提出した。
ところが、

いかなければならないと思う。

安全保障上問題があるとは認識していない。外国人土地法

外国人地方参政権に関しては、贖罪意識とかそうした議

を作る必要もないと考えている、という閣議決定の答弁が

論がかつてはあり、地方議会で外国人地方参政権を容認す

返ってきた。

る採択がどんどん上がって行ったことがある。しかし、今

領土問題と同時に、外国人地方参政権の法案が出される

ではむしろ中国問題なのかもしれない。中国政府は例えば

ことになると、完全に外国政府の介入を許す体制を日本国

アフリカの資源諸国に中国人を移住させて資源を獲得して
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いるとか、北京五輪の聖火リレーで中国大使館が裏で手を

島に自衛隊を誘致するときに、どういう問題が出てくるの

回して、五千人の留学生を長野の善光寺に集めて反対運動

か。

をしたと言われている。

山谷議員

そういう状況から、地方の方が感度がよく、過疎地ほど

上空 3 分の 2 が台湾だと、自衛隊を誘致して

も十分に動けないと島の人は言っている。今回、与那国島

守ることが難しいんだと敏感に理解し始め、既に三十数県

に入るに当たって石垣島から与那国島に飛んだが、
その際、

程度反対決議が上がっているが、四十七都道府県すべてで

防空識別圏を避けるような形で日本の飛行機を飛ばさなけ

反対決議を出すべきだと私は思っている。水源地というと

ればならない。解決するには台湾政府と交渉が必要になる

どこも過疎の村。それを守るためにも、永住外国人地方参

が、しかし、今は馬英九政権だからより難しくなっている。

政権には反対していかなければならないと思っている。

もしも台湾と中国がもっと一体化していくと、今よりさら
にもっと難しいかもしれない。やはり沖縄返還のときに、
おかしいということを主張すべきだったと私は思う。

■ 質疑応答
質問

防空識別圏の 3 分の 2 が台湾のままだと、与那国

政策委員会

2010.3.17

民主党による公的教育支配について
●講師

義家弘介（清和政策研究会 政策副委員長）

■ 国会での追及

この協定は、道議会でも取り上げられて破棄されたけれ

いま起こっている北教組問題に関してお話申し上げた

ども、実態は破棄されていない。教育委員会が組合と癒着

い。勤務時間中に組合活動の FAX が送られ、勤務時間中

する中で、勤務条件などについては現場に丸投げしている

に組合の支部の話し合いが行われているという資料があ

からだ。組合は新しい校長先生が就任したらすぐに校長と

り、国会で追及した。これは地方公務員として違法な活動

就任交渉をやる。その中で「勤務条件についてはすべて組

であり、また総理大臣も認めている。この問題を予算委員

合との交渉事項とする、これでいいですね？」と校長先生

会で追及したのが 3 月 3 日。翌日に同じ北教組の支部が、

に言って回答を求める。

自民党がいま国会で追及しているので、これからは郵送と

勤務条件は校長の権限であるのだが、
校長先生は「ハイ」

電話のみで連絡をしたいというペーパーを出していた。彼

と言うしか選択肢がない。どうしてかというと、新任校長

らは一方で、校長が国旗・国歌を強行した場合には、抗議

のいちばん最初の仕事は入学式。入学式はいろんな来賓を

の活動を毎朝行うとか、
勤務時間外の仕事は受けないとか、

呼んだり会場の設営など準備があり、教員の協力なしでは

脅しともとれるマニュアルもつくっている。とんでもない

できない。交渉で拒否したら、
「では入学式の前に組合員

話で、今日の衆議院文部科学委員会ではこの件を明らかに

を全員、有給休暇でお休みさせてもらいます」というよう

した。

なことを言われる。校長は妥協せざるを得ない。実態とし
ては４６協定が今も現場に残っており、まさに組合天国に

■ 現場ではまだ 46 協定が残っている

なっている。

北教組問題では聴き取り調査を行い、その中でさまざま
な問題点が明らかになっている。
まず、悪名高き 46 協定という協定がまだ残っている。

■ 強制カンパ
現場の先生からの聴き取り調査では、小林千代美衆議院

この協定で一番問題なのは、
「教員の勤務にかかわるもの

議員の陣営に提供された 1600 万円の原資についても主任

はすべて交渉事項とする」という点にある。例えば授業だ

手当なのかどうか尋ねているが、組合の資金は「収支報告

けでなく、入学式も卒業式も、夏休みの過ごし方も勤務の

が全く公開されていないので分からない」と言っている。

内容の中の一つであり、学校にかかわるあらゆるものが組

選挙に関しては、前回の選挙では教員にノルマを課してい

合との交渉事項になるという、とんでもない協定。

た。紹介者カードではなくて、投票すると確認がとれるも
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のを 9 月までに報告しろというような内部文書も入手し

にいても研修ということになったら、何でもできる。例え

た。

ば学校長が口頭で
「あなたは自宅研修で何をしたんですか」

それとは別に資金問題がある。日教組は、昨年 5 月、子

と尋ねたら、
家庭科の先生は
「私はサラダをつくりました」
、

どもの貧困を救おうという名目で「子ども救済カンパ」と

社会の先生は「子どもと沖縄に旅行に行ってきました」
。

いうものをあしなが育英会と共同で行った。今週月曜日の

これも研修になってしまう。かつての話ではなく、今もこ

日教組の臨時大会で発表された最終のカンパ総額が 1 億

ういう組合天国が続いていることを知ってほしい。

7400 万。ところが、街頭で集めたのは 70 万ぐらいしか
ない。一体、1 億 7000 万はどこから集めたのかというと、
内部文書によると、実は 1 人 500 円のノルマが組合員全

■ 教育公務員特例法の改正を

員に課せられていた。日教組の組合員が非常勤等も含めて

と全国区では日教組出身の那谷屋（正義）氏を組織を挙げ

30 万人いるとすると、それだけで 1 億 5000 万。口座引

て応援していくというペーパーを出している。いま国会で

落しだというのだから、これは強制カンパと言える。

こうして火がつき、1600 万円の裏金が明らかになっても、

あしなが育英会への寄付はそのうち 7000 万円を寄付し

この夏の参院選に対しても、北教組は民主党選出の議員

彼らは全く懲りてない。

ただけ。1 億円以上は連合にそのままカンパした。連合は

だからこそ、政調副会長でもある下村政策委員長と相談

そのなかから日教組を通して申請された 30 団体に 3700

し、違法な活動については罰則規定を含むという教育公務

万円を助成している。子どもの貧困を救うためのカンパ金

員特例法の改正案をわれわれ自民党は今国会に提出してい

をあっちこっちに付け替えている。

る。これを放置すれば、北海道の子どもたちのために本当

北教組では、この 500 円プラス 1000 円、都合 1500 円
を 3 ヶ月に分けて拠出してくださいという強制カンパを

に大変な事態になるであろうという危機感を持って、これ
からも国会論戦の中で対峙してまいりたい。

させた。その 1500 円は NPO 等に寄付するための事業に
申請するからということだったのだが、先週月曜日に日教

■ 質疑応答

組本部が出した NPO に対する助成の最終報告の中に北海

質問 組織率が高いから組合活動が活発かというと、必ず

道の事業は一つもなかった。
裏金化した疑いが非常に強い。

しもそうではない。

一人 1500 円集めておいて北海道に助成された事業はゼ

義家政策副委員長 横浜の教育委員もしてきたけれども、

ロ。これは、あしなが育英会を看板にして自分たちの裏金

組織率は 8 割を超えている。その横浜市教組出身が那谷

をつくったのではないかという疑いがある。

屋氏。先生に対して、
「那谷屋正義を知っていますか」な
どと書かれたペーパーが回ってきて、裏側には「あなたの

■ 今も続く組合天国
今回の調査では、校長交渉の書類が送られてきたが、本
当にひどい。

親戚等の住所を書いてください」という形で名簿を書かせ
る。
それも違法な活動だが、
回収してしまうので証拠のペー
パーとしては出てこない。
その点、
北教組は確信犯的にやっ

まず「校長着任交渉」
。先に紹介した勤務条件にかかわ

ている。私のターゲットは今、北海道以外では、兵庫と愛

る以外にも、
「自主的・創造的な教育を発展させるために

知と神奈川。この三つが今回、夏の参院選では組織代表を

努力するか否か」
。これは学習指導要領を無視した自主編

出している。ここではそうしたペーパーが乱れ飛ぶ。そこ

成教材を使っても校長は文句を言わないだろうな、という

にどう我々が触手を伸ばして情報をキャッチしていくかど

確認。

うかが、夏の参院選の生命線だと思う。

指導主事は教育委員会が派遣している教師で、教育委員

質問 北教組の問題で、文科省は道教育委員会、札幌市教

会と学校のパイプになる。ところが「北教組は指導主事の

育委員会を通じて調査を依頼している。その調査結果とし

学校訪問については反対だから、今後も十分に話し合いを

ては、どんなものが想定されるか。

進めていくべき。したがって、現時点での教育委員会に報

義家政策副委員長

告する計画では、話し合いを継続中であるとすべきだと思

回ったのかという大まかな報告と、組合員から聞いた意見

うが、どうか」と。つまり、指導主事を入れるな、入れた

みたいなものを羅列して報告書が出てきて終わり、という

ら我々は怒るぞという形の脅しとも言える。

パターンではないか。大分の教員昇進・採用不正問題のと

夏休みの研修にしても、
「研修の実質が備わっていれば

たぶん、こういうペーパーがなぜ出

きと同じ。

場所は問わない。学校に拘束したり、自宅での研修を否定

教育委員会のガバナンスについて言えば、道教組は札幌

するものではない。あなたはそう考えるか」という具合に

にあるが、現場で組合と対峙しているのはそれぞれの各地

校長個人に約束させる。それで、レポートを出さずに自宅

にある教育局。
この教育局と組合がズブズブの関係にある。
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だから、調査といっても、結局、まず校長のフィルターが

やはり資金問題を攻めていくのが一番。組合員の教師た

かかり、市町村の教育委員会で次のフィルターがかかり、

ちでさえ分かんないような不明瞭な組合の収支を報告させ

さらに道の教育局というフィルターがかかって、最後に道

る。カンパも、
主任手当拠出金も、
今は何に使ったのかオー

教委のフィルターがかかって、
文部科学省に上がってくる。

プンにしなくても問題にならない。だから、少なくとも都

だから、我々の手元に届くころには、これだけのペーパー

道府県の人事委員会に提出しなければならないというよう

が明らかになっていながら、
「是正には該当しない」とい

なところにまで持って行きたい。組合費は公金が原資であ

う報告になるのではないか。だから、それに対抗する証拠

るから、公務員組合の収支報告はきちんと提出しなければ

を更に集めて、北教組以外のところも含めて日教組の体質

ならないという一文を入れれば、
変なことはできなくなる。

をしっかり国会で追及していくしかない。

政策委員会

2010.3.24

自民党が立てるべき旗とは何か
●講師

伊藤哲夫（日本政策研究センター代表）

■ 物語を持てなかった自民党
私ども政策センターでは、昨年、選挙の前に『それでも

■ 民主党マニフェストは「詐欺師の物語」
私は、そういう中で、この民主党の物語というのはこれ

民主党ですか？』というパンフレットを作った。民主党に

は詐欺みたいなものだということを当時言って回ったが、

よる政権交代の恐ろしさを訴えたが、残念ながらご存じの

要するに国家を家にたとえれば、土台の安定、構造の強度

ような結果になってしまった。しかし、現実には、われわ

を無視した悪徳建築業者のパンフレットのごとき物語であ

れが指摘したのと同じような流れになっている。では、こ

ると。家を買いに行ったときに、その業者が、
「この壁紙

れから自民党はどう反撃していくべきかという話をした

はきれいですよ」とか「このエントランスはなんて素敵で

い。

しょう」といった話しかしなかったら、この業者はちょっ

まず、民主党が今度の選挙で勝利したが、象徴的な言い

とおかしいと思わなくてはならない。家を買うということ

方をすると、これは政権交代という民主党の「物語」が国

は一生のことであるから、土台がどうなっているか、構造

民に受け入れられたということだと思う。政権交代と題し

が本当に強度を持っているのか、そこが大事だと。ところ

たこのマニフェストは、内容の是非を別とすればなかなか

が、民主党の物語にはそれがなく、ただ上辺の見てくれの

よくできていて、要するに今の自民党政権ではもう行き詰

よさと生活の快適性、それだけが説かれている。

まっている。無駄も多い。官僚の言いなりであると。そう

あるいは壁紙がいかに素敵に見えても、そこからじわじ

いう諸々の言葉をつなげて、だから政権交代は必要だと。

わとホルムアルデヒドみたいなものが出てきて、長く生活

政権交代するとこんなに日本はよくなると。そういう物語

していたら体がむしばまれるということもある。例えば、

を刺激的に示した。私はこの政権交代という物語にしたと

民主党が言うおかしな人権思想みたいなものもその種のも

ころがポイントだったと思う。政治というのはやはり物語

のの一つだろう。そういう中で生活したら、次第に人間の

でなくてはならないと思う。

心がむしばまれて、人間崩壊が起こることだってある。そ

それに対抗し得る物語を自民党は持たなかった。
「日本
を守る、責任力」ということで自民党はマニフェストを出

ういうことを無視して、見てくれとか快適性だけを強調す
るのは、詐欺師のやり方ではないか。

したが、正直言って、全く訴えてくるものがない。一つ一

と同時に、国家を維持するためには、国民が努力をしな

つの掲げておられることは間違いではないが、自民党はこ

くてはならない。その中には国民負担の問題もあると思

れから日本をどうするんだというストーリーが全然見えて

う。民主党はそれを一切説かないでごまかしている。自民

こない。これではやはり国民の心をとらえられないのでは

党は「責任力」という言葉の中に、そういうことを強調し

ないか。

たかったのだと思うが、これではたぶんメッセージは伝わ
らなかったと思う。
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何を主張しなくてはならなかったかというと、土台の安

礎」というものをしっかりと見据える政党だという旗を立

定性とは、構造の強度とはなんぞやということだ。それは

てるべきだと思う。そのキーワードは「日本」
、具体的に

歴史、伝統に深く根ざす安定した社会であり、揺るがない

言えば「日本人の心」だ。自民党は「日本人の心」を大切

国民生活基盤、安定した経済財政基盤、原理原則に基づく

にする政党なのだというメッセージを繰り返し言うべきだ

外交・安全保障、しっかりとした教育、指導者のリーダー

と思う。

シップ、強固な国民精神、そういったものだ。ここに示し

構造改革だのグローバリゼーションだの、構造改革その

た国家の基盤に関わることを、民主党の物語は一切スルー

ものを悪いとはあえて言わないが、そういうことばかり繰

して勝手なことばかり言っている。

り返したら、一般大衆はますます自分たちの生活が脅かさ
れると思う。
「移民一千万人計画」などと一方的に言われ

■「保守」とは何か

たら、大量の中国人、外国人が日本にやってきて、ますま

さて、これを前提として、自民党はこれからどうすべき

すそうなるではないかと。こういうことを言う自民党で

か。自民党は保守政党であるから、保守の旗を立てねばな

あっては、少なくとも本来の支持者を失うのではないかと

らんということが盛んに言われる。このことには私は百

思う。そうではなくて、われわれの祖先が伝えてきてくれ

パーセント賛成だが、しからば、その保守の旗とはなんぞ

たこの日本人の心というものの素晴らしさを守り、教育の

やということ。

中で子供たちに伝えていきましょうと。そしたら、必ず日

保守とは、要するにただ空虚な夢や未来に目を向けるだ

本はよくなりますと。今日よりも明日、明日よりも明後日

けではなくて、自らの過去を問い、自らの現実を問うとい

が必ず希望が出てきますよと。そういう物語を語らなけれ

う、もっとしっかりとした思考、これが保守ということだ。

ばならない。

鳩山首相のように「いのちを守りたい」ときれいごとを言

さらに「活力ある国民経済」
。私は、経済学者ではない

うのは簡単で、これはリベラルの人たちの言うこと。しか

が、
経済には二つの構造があると思っている。
一つはグロー

し、命を守るとは具体的にどういうことか。時にはその命

バリゼーションの構造、もう一つは国内で循環する経済構

のために命をかけなければならないこともあるし、命を盾

造。地方経済はほぼ百パーセント近くその地域で循環して

に戦わなくてはならんこともある。そのように、もっと根

いる。また地域で循環させてそこで富を生み出していくと

源に思考を遡らせるのが、保守ということであろう。

いう構造をつくらない限り地方は成り立たないと思う。と

それは、国家の成り立ちというものを重視する思考でも

同時に、国民は国家から手当てが来るのを待っているよう

ある。それは要するに国家というものを人工的構造物とし

ではダメで、しっかり働かなくてはならないと。その意味

て見るのではなくて一つの生命体として見るということ

で、
「活力ある国民経済」を訴えるべきだと。

だ。人間の体にたとえれば、健康なときは免疫機能という
ものが非常に活発で、バイ菌が入ってきてもそれを排除す

■ それから「家族の絆」
、
これは説明するまでもない。

ることができる。国家でいえば、国民の愛国心、道徳性の

それから「美しい国土、自然」
。この日本の国土はずい

高さ、国民の団結心、歴史・伝統に対する信頼感、こうい

ぶん荒れているし、街並みは汚くなっている。
「ファース

う健全な精神が、国民の中に強く生きていれば、この日本

トフード化された日本の町並み」と言われるほどだ。民主

国家におかしなバイ菌が入ってきても全部排除される。

党は温室効果ガス 25％削減で走っているが、それだけが

ところが、この免疫機能が落ちたときにバイ菌が入って

環境対策ではない。実は太陽光発電やエコカーをいくら

きたら、一気にやられてガタガタになってしまう。とりわ

作っても、荒れた日本の自然は回復しない。それよりも地

け単なるバイ菌ではなく、免疫機能不全に陥らせる左翼思

方経済活性化にもっと国家としてテコ入れした方が、本当

想というバイ菌がある。民主党は、まさにこの国家の免疫

の意味での環境対策になると思う。特にこれからはきちん

機能を壊そうとする政策を羅列している。例えば、子ども

とゾーニングして田園の美しさを出し、人口減社会に対応

手当をばらまいて、働く意欲を失わせる、あるいは子ども

して町はコンパクトにまとめる方向に政策転換しなければ

が親に感謝する心をなくすと。これは恐ろしいウイルスだ

ならない。そういう中で、水と緑に満ち溢れた日本の「美

と私は思う。

しい国土・自然」を大切にしていきましょうと、こう訴え
て行くべきだと思う。

■ 自民党は「日本」をキーワードに

そして
「誇りある国家」
。
要するに国家の独立、
主権、
国益、

民主党がそういう国家の基礎を崩し危うくする。そうい

そして国家の名誉をやはり疎かにしてはならない。とりわ

うことをしっかり見据えた場合、私はやはり自民党は、日

け安全保障、これをしっかり見据えるのが自民党だと。要

本人が築いてきた伝統的な信用社会、あるいは「国家の基

は、こういう日本なるものを、われわれはこれから愚直に
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守って、そして責任を果たしていきますというのが、自民

美の世界、例えば今、国立博物館で長谷川等伯の展覧会を

党の物語ではないかと思う。この旗を立てて繰り返し繰り

やっているが、
「松林図屏風」という作品などは普遍的な

返し主張することが、必ずや自民党の支持率回復の材料に

美で、国境を越えて物凄い感動を呼ぶ。日本にはそういう

なっていくと信じている。

美の伝統がある。
また現代の話で言えば、中国の工場では、その日の仕事

■ 質疑応答

が終わると使った道具は倉庫に入れて鍵をかけて厳重に保

質問 そもそも今の若い人たち、日本の素晴らしさは何な

管していると聞く。そうしないと、必ず工員に盗まれ、ど

のかということ自体がよくわからないのではないかという

こかへ売り飛ばされるという。一方、日本の職人は自分の

ふうに思う。その辺をもう少し詳しく。

使ったノコギリやカンナをものすごく大切にする。まさに

伊藤講師 例えば、建国以来一系の歴史という国は一体ど

それを研ぐのに命をかけるというような世界がある。これ

れぐらいあるだろうかといったことを、歴史的事実として

は日本にしかあり得ない。これが日本文化であり、日本人

語る。例えば、ギリシャにはパルテノンの神殿があるけれ

の心なんだと。
そういう物語を意外と日本人は知らないが、

ども、古代のギリシャと今のギリシャは全く関係ない。一

それらをどんどん語りながら、この日本を、日本人の心を

方、日本は建国以来、天皇という一系の存在によって国民

守ろうじゃないかと訴えていくべきだと思う。

がまとまってきた。またそういう歴史の中で紡がれてきた
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患者を支える、
医療従事者の声を国政に！

あかいし清美
●比例代表

新人

私は 1971 年に臨床検査技師になり、40

アメリカなど、日本が遅れを取り始めてい

間、日本の医療サービスは高度経済成長と

の導入は、ひとつの病院や民間企業だけで

年間医療の最前線で働いてきました。この

ます。革新的な医療技術開発や、先進医療

ともに発展を遂げ、世界有数の医療技術を

行うことができないほどの巨額の投資を伴

持つ国となりました。しかしながら、少子

います。世界最先端の医療技術大国であり

高齢化の急速な進展、医療技術の専門化・

つづけるためには、国の強いリーダーシッ

高度化などの変化により、我が国の医療提

プが求められます。

供体制を再構築することが喫緊の課題と
なっています。単なる、医療技術者の待遇

３．国民にやさしい国づくり

が安心して暮らせるような医療制度を確立

②保育施設の増設と制度改革

改善にとどまることなく、国民一人ひとり

①国民の健康増進づくり

していくことが、
もっとも重要です。
患者の治療を行うためには、医師や看護

③臓器移植の推進
わが自民党の綱領に「自助自立する個人

師だけでなく、さまざまな職種の人びとが
連携を取りながら治療を行っています。す
なわち、
医療はチームで行うものです。

現在、全国各地を回り痛切に感じるの

は、医療技術者に対する国民の認知度の低

さです。我々の業界自身が、もっと PR を
すべきであったかもしれません。これか
ら、政治の場で医療技術者の仕事を多くの
皆様に知っていただく努力を続けていく所
存です。

医療の現場では、医師・歯科医師や看護

師、薬剤師の方々の職業はよく知られてい

ます。しかしながら、医療の現場にはまだ
まだ多くの職種があることはあまり知られ
ていません。

一方で、医療技術者の待遇改善だけをそ

のまま行うと、国民の負担は増すのではな

を尊重し、その条件を整えるとともに、共
②チーム医療で守る患者のいのち

③安全と質を保証するための医療従事者の
増員と待遇改善

④介護従事者の待遇改善

⑤医療従事者の女性が働きやすい環境づく
り

医療従事者や介護従事者の待遇は、医師

や他の業種の方々と比較しても決して高い

ものではありません。金銭面での待遇や
厳しい労働条件のもとで、国民が安心でき

助・控除する仕組みを充実する」とありま

す。医療の分野も同様であり、これからの
高齢化社会で人びとが安心して暮らせるた

めには、健康であり続けるための努力をし
続けることが大前提です。自らの不摂生が
原因で医療費をやみくもに増やすべきでは

ありません。しかしながら、
「自助」は万能
ではありません。地域や国全体で共に助け

合う「共助」
、
国や地方自治体による「公助」
が「自助」の次の策として必要になります。

る、質の高い医療サービスを維持し続ける
のは困難です。また、深刻な人材不足を解

４．地方の医療サービスをより充実させる

しは喫緊の課題です。

②国と県、市町村の役割の見直しによる地

消するためにも、医療従事者の待遇の見直

いかと質問を受けることがあります。私

２．医療技術体制の基盤づくり

のしくみなど根本的なところから見直して

②革新的な医療技術開発の推進と導入

仕組みづくり
①医療従事者不足の改善
域医療の質を高める

私の故郷である青森県の人口の 4 人に 1

は、
現在の診療報酬体系の在り方、
意思決定

①医療技術者教育の推進

人は 65 歳以上となりました。市町村によっ

いけば、国民にコスト負担を強いることな

③先進医療の早期導入

す。5 年後、10 年後にはさらに高齢化が進

く、より質の高い医療サービスを提供でき

我が国の医療技術は戦後の高度成長と

ると確信しています。医療の世界はまだま

ともに急激な発展を遂げ、アメリカやヨー

の経営に携わってきた自分自身の経験も存

た。アジア各国や諸外国からも日本の医療

だコスト削減の余地はあります。民間企業
分に活かしたいと思っています。

１．国民のための社会保障制度づくり
①国民が安心できる医療の質を保証

ロッパと並ぶ医療技術の先進国となりまし

技術を学びに来ています。しかし、ここ数
年、低コストのサービスを提供する中国な
どのアジア諸国の台頭や行政・政治・民間
企業が一体となって技術開発を進めている

ては 40％を超えるところも出てきていま
むことになります。医師不足や医療従事者

の不足も顕在化しています。地域医療の
一層の充実のために、地域での医療技術者
の教育機関を作るなど、医療教育の充実も

図っていくべきでしょう。そして、若者が
もっと自分の生まれ育った故郷に戻り、自
ら起業するような環境も整えていくべきだ
と思います。
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人づくり地域づくりが
国づくり

岩城光英

●福島県選挙区

現・当選2回

真の地方自治の確立
民主党政権は政治主導の名のもとに、子ども手当・高校授業料
無償化など、
財源の裏打ちのないバラマキ政策を重ねており、
その
しわ寄せから、
地方関連予算が削られている現状です。

また、
民主党都道府県連で要望をまとめ、
窓口を党本部幹事長室

に一元化するという仕組みを作りました。これは、従来のように

幅広く要望を汲み取る形を廃止して、
要望集約の“中央集権化”を
進めたと言えるもので、
時代に逆行しております。

私は、いわき市議、福島県議、いわき市長として、長年、地方行政

に携わり、この間、地方自治に必要なことは何か、について考え・
実践してまいりました。それぞれの地域が主体的にまちづくりを

考え、
地域の実情にかなう形で事業の優先順位・規模を決定し、
完
成までのスピードを上げる、
ということです。

長く地方自治に関わってきた経験を活かし、地方の立場に立っ

て、
地方自治のあるべき姿の構築に努めてまいります。
初心不可忘

「ふるさとに一身を捧げる」
、
これが政治を志した時の初心です。

30 才でいわき市議会議員に初当選以来「歩く・聞く・行動する」
ことをモットーに活動してまいりました。住民が何を求めている

のか、
改善して欲しいと思っているものは何かを、
直接住民と接す
る中で、
その心情・真情を肌で感じ取り、
諸課題の解決に努力して

（姓）とは“家族を表す名称”です。
また、韓国の竹島不法占拠や、対馬での外国人の土地買収、東シ
ナ海の中国油田開発などは、我が国の領土主権に関わる大きな問

題であり、
容認できません。同様に、
憲法違反の疑いが指摘されて

いる「外国人参政権付与法案」は、その延長線上で“国境問題”に
関わることもあり、
反対です。

まいりました。

自立

要望をすくい上げ、政策をつくり、施策として実行に移すための

諭吉の言葉にあるように、
家族・地域・国家の連携のもと、
意欲を

今また、
政治に対する国民の信頼が低下しております。それは、

“機関”である政党や、政治家に対しても、同様です。一度失った
信用を取り戻すことは、それまでの２倍・３倍の努力と時間を要

「一身独立して一家独立し、一家独立して一国独立す」この福沢

持ち、
自立できる個人を育てることが肝要です。

知育・徳育・体育・食育・群育（団体生活での教育）
・郷育（ふ

するものです。

るさと教育）を推進し、青少年が豊かな人間性を身につける基礎

その時々の初心を忘れることなく、
昨今の、
国民の不信感・不安感

れます。

「是非初心不可忘。時々初心不可忘。老後初心不可忘。
」いつも、

に真正面から向き合い、
信頼される政治の確立に努め、
ふるさと・

教育とすべきです。その上で、自助・共助・公助の啓蒙が求めら

まず自助の精神を養い、共助（昔からの“結い”の精神を発展・

ふくしま、
そして日本に元気を取り戻します。

活用すること）の心を広め、自助では力の及ばないところ、ある

日本の心・制度・主権を守る

助・公助の手を差し伸べる地域風土や社会保障制度を整備・充実

参議院選挙後にも政府が導入しようとしている「選択的夫婦別

姓制度」については、選択できるのだからどちらでも良いではな

いは、高齢者や、障害を持ち社会的に弱い立場にある方々には、共
することが大切です。

日本の伝統・文化を守り、風格ある国づくりをめざすために

いか、
という単純な事柄ではありません。特に、
子供が生まれる時

も、
個人が身を修め、
その個人の集合が地域を創り、
さらに、
日本と

題や、古来からの家族の名称として使われてきた“氏（姓）”の役

る人材を育てなければなりません。

など父母どちらの“氏（姓）”として戸籍に登録するのかという問
割や戸籍上のルールからも、家族の絆を壊す制度には反対です。
○○さんの家族を○○家の皆さんと呼ぶのは自然です。戸籍は、

筆頭者のみ姓と名が書かれ、家族は“続柄と名”のみであり、氏
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いう国を築き・支えていくものと確信し、自らを律し・国を愛す
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環境保全で経済再生を
―日本版グリーンニューディール政策

岡田直樹

●石川県選挙区

現・当選1回

ここ数年、私の地元石川県では自然災害が続発した。一昨年、

一時間の雨量 138 ミリという空前のゲリラ豪雨が発生し、金沢
の町並みが泥の海と化した。これが地球温暖化に伴うものか即断
できないが、私たちの身辺でも気候が「凶暴化」している印象は
否めない。その前年には能登半島地震が発生し、今も傷跡は癒え
きっていない。日ごろの災害対策がいかに重要か、肌身で感じる
出来事が続いたわけである。

民主党政権となり、
鳩山由紀夫首相は「コンクリートから人へ」

「命を守りたい」と連呼し、本年度予算では実に前年度比 18・3％
の公共事業を削減した。しかし、人の命を救うためにコンクリー
トが必要ないかと言えば、決してそうは言えまい。私はむしろ治

山治水など「命の公共事業」はどんどん積極的に行うべきであり、
それが景気・雇用対策を兼ねた「日本版グリーンニューディール

政策」として日本経済の浮揚に一役買い、とりわけ地方の疲弊を
救うことになると考えている。

環境保全と災害対策に重点を置いた公共投資を行うことを現政
権に強く迫りたいし、すみやかに政権を奪回し、我々の手で実現
したいものである。

針だが、私は水の安全保障、食糧安全保障という長期的視野に
立って必要なダムの整備は進めるべきだと考える。これもグリー
ンニューディールの一形態である。

ただ、適切なダムの整備と同時に、山林の再生による水資源の

以前、東京大学名誉教授の月尾嘉男氏と対談したとき、月尾氏

確保も重要であり、戦後盛んに植えられた針葉樹に代わって保水

た。確かに、日本は世界的に見て水に困らない国であろう。しか

地方でも林業後継者が少なく、山林の荒廃が進んでいるが、これ

は「日本が自給できる資源はたった二つ、水と人間だけ」と語っ
し、将来的には水の安全保障ということも考えねばなるまい。

たとえば、いま中国は日本の森林をどんどん買収しようとして

いる。すさまじい経済成長を遂げた半面、砂漠化が進行する中国
が日本の森林を買おうとする目的の一つは樹木そのものだが、い
ま一つは森林の下に眠る水資源である。こうした外国の動きに対
して日本には何ら法律的規制もない。

そして、水の安全保障は食糧安全保障に深く関連する。いま日

本の食糧自給率は 40％程度だが、自給率を上げようとすればよ
り多くの水が必要になることは自明である。中国は世界中の穀物
をも押さえようとしており、いつまでも日本が輸入できるとは限

力の大きな広葉樹に植え替えることも考えねばならないだろう。
も環境保全型の公共事業として間伐など山林の再生を進めること

が必要である。これが就業機会の増大につながるよう、教育訓練
を含めた仕組み作りを考えていきたい。

気象庁が予測した百年後の降雪量のデータによると、北陸、東

北、
北海道では雪が大幅に減るとされる。森林が
「緑のダム」
なら、
雪は「白いダム」と言って良い。梅雨が始まるまで雨の少ない時
期に田畑を潤してくれるのは雪解け水の賜物だ。その雪が減って

いくと、日本の農業はどうなるのか。国の水資源担当者はそこま
で考えていないのではないか。

ここまで述べて来たように、環境保全や災害対策を重点とする

らない。日本が食糧の完全自給を達成しようとすれば、今の倍の

公共事業から一次産業の再生まで幅広い「日本版グリーンニュー

いのである。

本経済を再生させる一石二鳥の政策である。

水資源が必要になり、決して日本にも水が余っているわけではな

民主党は「ムダなダム」というスローガンを唱えてきたが、む

ディール政策」を提唱したい。これは自然環境を守り、同時に日
更には、交通体系を考えても、環境面で優れた交通手段と言え

ろん一概にそうとは言えない。それは彼らも目標とする食糧自給

る新幹線など高速鉄道ネットワークを全国的に完成させ、これを

るが、そこに貯められた水をすべて合計しても、アメリカのコロ

とは明らかである。

と矛盾する。月尾氏によると、いま日本には約 3000 のダムがあ
ラド川に 1929 年に建設されたフーバーダムの貯水量の半分に過
ぎない。日本の食糧自給率を高めようとすれば、効果的な利水ダ
ムがもっと必要になる。

現政権は「八ッ場ダム」など全国のダム計画を見直すという方

海外にまで売り込むことは、環境保全と経済活性化に寄与するこ
また水質浄化のように日本が得意とする環境技術を、公害に悩

む中国に提供する環境ビジネスは、日本の成長戦略として不可欠
であり、この方面に対する研究開発に国は投資を惜しむべきでは
ない。
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参議院選挙立候補予定者

躍動する日本経済の創生

岸 信夫

●山口県選挙区

現・当選1回

民主党政権が発足して以来、経済･財

ている再生可能エネルギー関連産業の育成

の問題についての不安は現実のものとな

させるというエネルギー政策上、重要かつ

政、外交･安全保障、そして「政治とカネ」

は、高品質なエネルギー産業を国内に立地

り、政治不信はさらに深刻化しています。

新たな戦略的産業分野であり今後大きな成

国家ビジョンのない現政権の愚策によっ

長が期待されます。

て、我が国は国家存亡の危機に立たされて

原料メーカーから太陽電池メーカー、住

います。総選挙で批判を浴びた自民党は今

宅メーカー、工務店に至るまでさまざまな

こそ立党の原点に立ち返り、国民の声に真

摯に耳を傾ける政党として生まれ変わり、
信頼を取り戻さねばなりません。

事業主体が関わる太陽光発電産業を例とし
民主党は「コンクリートから人へ｣ のス

次の時代を担ってゆく子どもたちに輝く

ローガンの下、無駄の排除と称して公共事

わっている我々の一番の責務です。戦後

だまだ必要な社会資本整備予算が削減さ

日本を引き継いでゆくことは今政治に携

65 年が経過し激動する国際社会の中で真
の独立国としての地位を確立し責任を果た
してゆくためにも憲法を改正して誇りある
日本を築いてゆきます。

外交･安全保障において、日米同盟を基

軸として、東アジアの平和と安定に積極的

に参画してゆかねばなりません。まずは、
海に、宇宙に広がる国益を守り抜く防衛力
を整備し、テロ・感染症・大規模災害など

新たな脅威への国際間協力の体制強化を

行ってゆくための予算の充実をもとめます。

業の大幅削減を行いましたが、地方ではま

れ、
地域経済を圧迫するだけでなく、
雇用に
多大な悪影響を及ぼしています。港湾や生
活道路、通学路の安全対策などを整えてゆ

くことこそ地域に生きる「いのち」を守る

同災害対処などを通じて安心の海を構築し
てゆきます。

子育て・教育分野においては、家庭を中

心に学校･地域と連携して責任ある子育て

が出来る環境の整備、高度教育･研究分野

連産業の育成は競争力のある産業の国内立

地を推進することに繋がるものでもあり、
環境と経済成長の両立の観点からも重要で
す。

全量買取制度の実施などによる再生

出することが可能となります。エネル

な地域の新鮮食材を育みながら食料自給率

60％を目指して、食育の推進を図ります。

山口県では農商工連携により、山口県

やシステム作りを支援し、更に恵まれた歴

の万全の備えを固め、更に近隣諸国との共

込まれます。日本の再生可能エネルギー関

り、狭い国土の 100 パーセント活性化に繋
げてゆきます。農林漁業においても、豊富

なく、日本国中あらゆる処での暮らしを守

はまさにわが国の未来をひらく鍵です。離
と安心を確保するとともに、災害や有事へ

特色を持ち、高い経済効果や雇用効果が見

可能エネルギーの導入拡大を通じて、

発・世界に輸出できる産品の育成・開発を

島振興の充実をはかり島での暮らしに安定

広く地域経済との関係が大きいことなどの

ことです。都市部の効率に偏重すること

世界 6 位の排他的経済水域を有する我が

国にとって、そこに広がる海洋資源の確保

て、再生可能エネルギー関連産業は裾野が

2020 年までに新たに 50 兆円を超える環
境関連産業の市場と 140 万人の雇用を創
ギーの高度利用技術がすすみ、蓄電池･

燃料電池･クリーンエネルギー自動車など
は、
まもなく本格的に始動します。

我が地元、山口県では「環境産業」の集

進め、世界に通用する地域ブランドの確立

積･育成をすすめ、県政の重要課題として

史･観光資源を生かしたツーリズム産業と

展のため、県全体を『地球環境と共生する

の連携も推進します。中山間地域の生活基
盤強化、農村における若者の担い手支援に
加えて、特に高齢化が進む過疎地域の救急
医療体制の強化、医師不足・偏在の解消が
急務です。地域の暮らしの安心確保のため
に急いで取り組みます。

いま世界では環境･新エネルギーが新た

取り組む「循環型社会づくり」の推進･発
環境産業の創造拠点』として位置づけ、市
場化支援・次世代産業創出・企業誘致の三

つの支援を進める計画ですが、まさに地方
経済の起爆剤である環境・新エネルギーの
ビジネス化を国が産学と連携して積極的に
支援する体制を作ってゆきます。

躍動する日本経済の創生を通じて、財政

の充実と産学連携の推進などが重要です。

な成長戦略として位置づけられています。

健全化への道筋をつけてゆきます。明日の

本を主張する若者を育成・支援してゆきま

インドを中心に、エネルギー需要が急速に

ます。

新しい時代に国際社会で活躍し、堂々と日

す。あわせて幼児教育の無償化、大学の奨
学金制度の充実など途切れのない支援を目

指します。民主党により後戻りした教育再
生を再び前へ推し進めます。
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世界エネルギー市場を展望すると、中国や
増大するとともに、枯渇性資源である化石
エネルギーについては、世界的な供給余力
が落ち込みエネルギー需給は構造的にタイ

トになることが予想されます。毎年増大し

日本が輝くために全力で取り組んでまいり

参議院選挙立候補予定者

「道州制」
と
「分権型国家」の確立

北川イッセイ
●大阪府選挙区

1871 年（明治 4 年）に行われた「廃藩置県」の体制が 140 年

経過した今日、いまだにそのまま行われているというのは奇跡に

現・当選1回

品をつくっている人たちよりも収入が少ない。

それでは自主財源を強化するために、全てを「工業化」に走ら

近いと言わざるを得ない。

せてよいのかといえば、決してそうではない。山も海も田も畑も

あった藩を潰して「中央集権」の制度にしたのである。

国土こそ、われわれが目指すべき方向だと思っている。

「廃藩置県」の制度は、明治政府の財政を立て直すために 300
現在、
「東京一極集中」で地方の活力が失われ、ことごとく財

政の疲弊が進んでいる。140 年も経過すれば「制度疲労」を起こ
すのは当然のことで、私は何の不思議もないと思っている。

「中央集権」から「分権型国家」へ移行する時期にきている。

そのための決定的方策が「道州制」への移行だと思う。

昨今、地方分権について、地方からの圧力が大きく盛り上がっ

全てが国土の貴重な財産なのである。自然とのバランスのとれた

私は「海や山を守って飯が食える自治体」の「構造的システム」

を確立しなければならないと思っている。分かりやすい例で言う

ならば、環境の議論に出てくる所謂「排出権取引」を想像すれば

よい。山林や海、田や畑、文化に至るまで、本来お金にならない
ものに付加価値を付けるのである。

逆に、元来「付加価値」が高いといわれてきた、工場・事務所

ていることはたいへん喜ばしいことだ。だからといって「地方分

や道路などの占有面積、人口密度に対しては負担が課せられるこ

するのかというと、なかなかそう簡単なものではない。

当然、国がやるべき「調整機能」だと思っているが、いかがだろ

権」がどんどん進んでその勢いで、すぐにでも「道州制」が実現
各省庁と官僚は、権限と財源に異常なほど執着している。わが

党の政治家の中でも賛否相半ばしている。そんな中、時の与党で
あった自公連立政権は「道州制」への移行の方針を閣議決定した
のである。

しかし、
残念ながら「政権交代」ということになってしまった。

新しい政権が「道州制」に対して、どれだけの理解を示すのか。
現状においては一応 “ 白紙 ” に戻ってしまったと考えた方が正し
いように思う。

「道州制」の最大の問題は、道州の組み方によって財源の豊か

なところと脆弱なところができるということだ。
行政の基本は
「財
政」であるから、この点は明確に対応を打ち出しておかなければ
何も進まなくなってしまう。

産業も住民も少なく、森林や海に囲まれた地域は当然税収が少

ない。現状にあっては、田畑で作物を作っている人たちは工業製

とになる。道州間の「負担金の回収」と「付加価値金の分配」は
うか。

よく考えてみると、実は現状においても「地方交付税や補助金

の制度」によって、結果的にはそのようになっているのかもしれ
ない。

しかし、それは「国のさじ加減」によって左右される場合が多

い。その「さじ加減」を有利にするのが国会議員の仕事だと考え
ている人も多いようである。その結果として、有能な国会議員と

は「心臓の強い、厚かましい、自己本位」の議員ということにな
るのかもしれない。

私が考えているシステムは、現在行われているような「国によ

る補助金や交付税のシステム」ではない。

極端に言うならば、海岸線 1 キロに対して何点の付加価値、

山の樹木 100 本に対して何点、山や田畑の面積何ヘクタールに
対して何点といった、誰でも分かる単純で明確な指針によって運
営されるというものだ。

産業が盛んになって潤う都会があり、一方において「自然や文

化」を守って “ 飯が食える ” 地域があってもよいではないか。

現在、自治体の多くが、交付税の計算根拠がわからないという

不満を持ち、国の直轄事業の負担金に対しても、自治体が考える

事業の「優先順位」と一致しないのに、多額の「負担金」を強制
されるのはかなわないといった不満を持っている。

また、想定されている道州内にあっても、都市部と地方部の間

で温度差がある。それは、財源の配分が結局都市部に集中するの
ではないかという心配が背景にあるのだろう。

私が提案している「税配分のシステム」は、
道州間に対しても、

道州内の過疎地域に対しても有効に活用されるならば、その懸念
は払拭できるのではないかと考えている。
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参議院選挙立候補予定者

元気は力！
みんなの元気が日本を救う。

神取忍

●比例代表

現・当選1回

雇用に元気！
現在、全国の失業者は 300 万人をはるかに超えております。そ
んな中、これから社会に旅立って行こうという高卒・大卒者の就
職率は 80％にまで落ち込み、5 人に 1 人の学生は就職が出来ない
というのが現状です。これでは、若者がいくら夢と希望に胸を膨
らませて、
社会に旅立とうと思っても、
そのスタートラインにさえ
立てないでいるのです。

今政治に求められていることは何か？それは、日本の将来を担

う若者が元気に働くことのできる就労環境を改善すること、そし
て景気の回復と雇用の創出なのです。

近年、子ども達への暴力としての児童虐待、奥さんへの家庭内

暴力、
ドメスティック・バイオレンス、
ＤＶが急増しております。
2000 年以降、この十年で、児童虐待は 2 万件から 4 万件に、家庭内
暴力は、1 万 3000 件から 2 万 5000 件に、
倍増しております。

そして、この背景にあるのは、実は貧困であり、夫である男性の

失業なのです。ですから、
子ども達への暴力をなくし、
家庭内の暴

品への異物の混入など、食物の安全と品質が第一です。また、流通

を活性化することで、農家は自分達がつくるものを誰に食べてもら
いたいか、自分達がつくるものが人を元気にしているという、日本
の食を支える農家としてのやりがいや目標が明確になります。さ

らに、日本の食料自給率 41％と低く、輸入に頼っている現状から、
自給率を上げ、流通を活性化し、農家が元気にならなければなりま
せん。生産者と消費者の「食のコミュニケーション」がうまれるこ

力、
女性への暴力をなくしていくためには、
経済的な問題を解決し

とで、農家はもっと安全に、もっと美味しいものをつくります。美

福祉に元気！

家族の基本です。食事を見直すことが、日本を守ることにつなが

ていくことが、
重要なのです。

今、全国で 4 万人を超える待機児童数がおります。潜在的な

入園希望者は 80 万人とも言われております。少子化社会におい

て、安心して子育てができることが、その最大の対策なのです。
日本には、全国で 70 万世帯の母子家庭、10 万世帯の父子家庭

味しい食は家族の絆を高め、
人を元気にし、
日本を元気にします。

食事はルールを守ることが大切です。食事は人の基本であり、

ります。朝ごはんを食べない人も、ファーストフードでごまかす

人も増えています。家族でご飯をとることが、
家族の
「食のコミュ

ニケーション」を生み、家族の絆を強くし、日本を強くします。

があります。この数字から考えても、働きたい親にとって、待機

スポーツに元気！

安心して子育てができる環境の整備が、今、必要なのです。

トーに頑張ってきました。武道やスポーツを通じて、社会に貢献

児童の問題の解消が、死活問題であることがわかります。

また、全国には、630 万人の障がい者の方々がおります（身体

障がい者 500 万人・知的障がい者 80 万人・精神障がい者 50 万
人）
。このうち、
官民合わせて、
雇用されている障がい者の方は、
わ

ずか 6％（38 万人）に過ぎません。これでは、
いつまでたっても、
障がい者の方々が自立して生きていくことはできません。障がい

を持っていても、
出来る範囲で社会に貢献していく、
社会がそれを
全面的にサポートしていく必要があります。

また、
日本全国で、65 歳以上の高齢者の数は 2800 万人、5 人に

1 人が高齢者です。 高齢者の方々が、安心して幸せに暮らせなけ
れば、日本は元気になりません。高齢者の元気な力が家族の絆を
強くし、
元気な社会を実現するのです。
食に元気！

食については、物と事が大切です。食物は、①質（安全安心・ク

オリティー）
、
②流通、
③量（自給率）が大事です。食品偽装表示、
食
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私は、柔道、プロレス、そして政治と、常に「元気は力！」をモッ

し、
日本を救うこと、
それが目標です。

私は、2012 年の中学校での武道必修化に携わり、武道を通じ

て、青少年の礼節や忍耐力の向上を図ることができると信じてお
ります。

また、
スポーツ立国を目指し、
スポーツを通じて心とからだの健

康の増進を図るばかりではなく、日本という国を豊かで元気な国
にしていきたいと思います。

今年は、
バンクーバー・オリンピックが開催されましたが、
特にパ

ラリンピックの選手たちの活躍には目覚ましいものがありました。
私たちは、障がいを抱えながら、ハンデを乗り越えて頑張る彼らを

応援しようと、パラリンピックでも報奨金の支給を可能にしました

が、
オリンピックに比べればまだまだ金額が少ないのが現状です。

スポーツを通じて、
障がい者も健常者も、
元気で豊かな人生を送

り、日本の社会や国家が、元気で活力のあるものとなるように、政
治家として全力で取り組んで参ります。

参議院選挙立候補予定者

私のめざすもの

末松信介

●兵庫県選挙区

私のめざすもの

現・当選1回

し、
新しい日本にふさわしい憲法改正を行う。

私の原点は地方です。私は県会議員を六期努め、六年前に参議
院に初当選しました。顧みますと県議時代の私は、地元の方々か

●米国との同盟関係を大事にしつつ、基地の再編を通じて沖縄県
民の負担を軽減する。世界平和の体制づくりにイニシアティブ

地元の明石海峡大橋の建設に伴う環境政策や地域整備など大き

用して PKO や、海外でのテロや海賊など世界の平和と安全活動

らの陳情や要望を受けることで多くの時間を費やしました。私の
なテーマもあれば、一方で特別養護老人ホームや保育所の待機問

題、県立病院の手術待ち、公営住宅問題等々です。どれも住民に
とっては生活に密着した大きな問題であり、地方政治に携わる議

員として何とか解決したいと懸命に尽力しました。しかし、そん
な時いつも悩んだのは、制度の根幹を担う国の考え方が分からな

をとり、
近隣諸国との信頼関係の維持に努めながら、
自衛隊を活

に積極的に参画していく。
拉致問題では毅然とした姿勢を保つ。

●青少年に一定時期ボランティア活動への従事を義務づける。国

際感覚を高め、
将来の平和に資するため、
留学生の交換体制や海
外ボランティア活動を一層充実させる。

いことでした。国民の幸せを願うことは共通しているのに、何故

生まれてよかったと実感できる国づくり

は国を変えなければならない。その気持ちが私を国政に向かわせ

●子供は国の宝との認識で、児童手当制度を充実させるととも

国民が求めることを満足させられないのか。やはり、住民のこと
は、身近な地方が解決する力を持たなければだめだ。そのために

●厚生年金について、相対的年金水準 50％以上を維持するととも
に、
将来の年金について、
見通しを明らかにしておく。

たのです。当然、憲法、防衛、外交など国家的問題は国が責任を持

に、働く親を支援するため、保育所の増設、一人父親対策に取り

ちます。しかし国民生活に関することは、
基本条件は国が整え、
あ
とは力をたくわえた地方が責任を持つ。私は日本をそういう国に
したいのです。

経済を再生し地域を豊にする
●当面のデフレ克服のため、期間限定で思い切った公共事業を実

施。中小企業向け減税や融資の大幅増で、企業支援や雇用増大
に努める。財源としては、一時的に建設国債の発行もやむをえ
ないが、
景気回復後は、
速やかにプライマリーバランスの確保に
努める。

●環境政策と結びついた自然エネルギーの技術開発を推進する。
医療・観光・サービス・文化など、快適な生活環境をもたらし

国民を幸せにする内需型産業を、我が国の成長産業と位置づ
け、
法制度や税制面の整備によって、
着実な発展を図る。

組む。男親の育児休暇の取得を促進する。

●消費税を福祉の恒久財源に当てる。経済情勢を見極めながらそ
のアップを検討する。

●医師の不足、偏在を解消し、地域医療を確立するため、診療報酬

のアップや、医師の配置の誘導策を講ずる。妊婦の保護の徹底
を図る。高齢者の医療費システムを再構築する。

●特別養護老人ホームを増設する。

●介護報酬をアップする。看護士の職場環境を改善するとともに
介護士との連携を強める。

●治山・治水などの防災工事、建物の耐震補強、建物や周囲も含
めたバリアフリー化など、国民生活を守る社会資本、さらに、道
路・港湾・超電導リニアなど国民生活に活力を与え、夢を持た
せるような社会資本について、
整備を着実に進める。

●農林水産業を、
最も地域に根付いた産業と位置づけ、
意欲ある事

業者のため生産性の向上、
所得の増大のための政策を展開する。
地産地消、農商工連携を促進し、自給率 50％を目指す他、輸出産
業への進化も目指す。

●ものづくりの技術力は日本の活力の源泉。投資の促進、研究開
発の支援、
法人税減税、
職業訓練など支援策を講じる。

今こそ、
日本のあり方を正す
●教育では学力の向上を基本とする。そのため公費での支援体制

を拡充し、教育機会の均等を図る。教師の質の向上のため研修
制度を充実させる。

●子供たちに戦争の悲惨さを教える平和教育を徹底する。

●外国から尊敬される国づくりを進めるため、国民全体で議論
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人の生きる力を守るプロとして
いのちと暮らしを守り抜きます！

たかがい恵美子（髙階恵美子）
●比例代表

新人

看護の力を国政へ活かしたい
国政を目指す！ 私の、この挑戦の動機
は、極めてシンプルです。
〝人の生きる力を
守るプロ〟＝看護師として、どんなに困難

な時代にあっても、そこに暮らす国民が安
心できる社会保障を実現するという使命を
果たしたい！

これから日本社会が迎える 20 年は、これ

までの 20 年と明らかに違います。いま私
たちは、誰も経験したことのない時代に突
入しつつあります。人口が減り、子どもが
減り、
働き手が減るなかで、
高齢化が進んで
いきます。今年生まれた子どもが高校生に

なる頃には、国民の 3 人に 1 人が 65 歳以上
となっています。そんな時代に、どのよう

用することができず、地域社会から排除さ

自らの健康に関心を持ち、生活の楽しさ

いのちのそばで常に生きる力を支えてい

この時、看護の知恵と技術が地域社会に

納得して人生を全うできる確かな社会保

な社会を用意しなければならないか。

る看護職は、すでに気付いています。増加
する認知症高齢者の様々な問題への対応の

遅れなど、医療・看護の現場で起こってい

ること、悩んでいること、こうなりたいと
願っていること、
その中に、
未来にむけて整
えていくべき社会保障のしくみが芽生えて
います。

れてしまうかもしれません。

あれば、
認知症高齢者の方々にとっても、
穏
やかに安心して過ごすことができるコミュ

ニティーを創れるのではないでしょうか。
住みなれたまちで自分らしく暮らし
人生をまっとうするために
今、亡くなる方のほとんどは病院のベッ

だからこそ、たかがい恵美子は、看護職

ドの上で最期の時を過ごします。これが

にする社会、働くことを楽しいと思える社

ります。その中には、ひとりきりで誰にも

がもつ知恵と技術を社会に伝え、人を大切

会、
明日に希望が持てる社会、
そんな社会づ
くりのために、ぜひ働かせていただきたい
と考えています。

誰もが安心して暮らせる
まちづくりのために
今、どこの病院にも認知症の方が入院し

ていらっしゃって、看護師たちに見守られ

ています。病院の見なれた光景といえる

でしょう。今後さらに高齢化が進展して、

10 年後、20 年後には、急速に増加した認
知症の方の姿が、皆さまの住まいのそばで

普通に見られるようになります。しかし、
もし今の医療体制のままだったとしたら、
認知症の方は、必要な専門医療を適正に利
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20 年後は、住まいの一室で看取ることにな
看取られることもなく息を引きとる方が多

くいらっしゃるでしょう。看護にとって、
死は人生をしめくくる最も尊い瞬間です。
そして、
愛する人と居心地のよいまちで、
自
分らしく生き、人生を全うしたいという願

いは、
誰にとっても共通の切なる想いです。
これからの時代、死を穏やかに受け入れる
社会づくりに、看護の知恵と技術が必要な
のです。

たかがい恵美子が取り組む
3つの重点課題
①健康を増進し、
福祉を充実させます。

子を産みたいと思い、安心して育てるこ

とのできる社会環境づくりを進めます。

を実感できる地域づくりを進めます。
障づくりを進めます。

②安心して安全に働ける社会をめざします。
生涯を通じて経済活動に参加できる労働
環境づくりを進めます。

豊かな食文化のための環境づくりを進め
ます。

国際社会でより多くの人材が活躍できる
環境づくりを進めます。

③おもいやりと感謝の心を育む教育と環境
をつくります。

思考、情操、発想、創造性を豊かにする教
育体系づくりを進めます。

安全で質の高い医療提供ができる人材育
成を進めます。

自然と共生し、いのち・暮らしに優しい
環境・社会づくりを進めます。

そのために . たかがい恵美子は次の姿勢

を基本として努力し続けます。

①実感できる政治を実行するために、生活
者の経験を一番に尊重します。
②透明性の高い政策づくりのために、つね
にオープンに問いかけます。
③冷静かつ大胆に前進するために、困難に
立ち向かう勇気を持ちます。

参議院選挙立候補予定者

持続可能な社会を目指す

中川雅治

●東京都選挙区

現・当選1回

参議院議員の中川まさはるです。この 6 年間に、私は自民党環

境部会長、参議院文教科学委員長などを務めさせていただきまし
た。これからの日本が豊かで住み良い国になっていくのかどう

か、端的に言うと良い国になるのか悪い国になるのか、それには 3
つのキーワードがあると考えます。

それは「環境・財政・教育」です。国家としてこの 3 つが正し

い方向で舵取りがなされていくと、
我が国は必ずや立ち直り、
経済
も雇用も上昇していくと私は強く思っています。

財政
さて、私は議員になる前は、大蔵省（現財務省）と環境省で政策

立案や行政事務等に携わっていました。仕事を通じて国家の危
機、
将来への不安を痛感し、
政治家を目指しました。

私の心配は「このままの生活を、我々はずっと続けていけない

だろう」というものです。だから、私はこの 6 年間、持続可能な社
会を築き上げることを目的に、
又、
これを信条として政治活動を続
けてきました。

ノーベル平和賞受賞者マータイさんと会談

まず、財政面においては、歳出がどんどん拡大する一方、歳入が

が絶対に必要です。環境技術をあらゆる分野に取り入れ、世界に

よってまかなっています。国債残高は今や 630 兆円を超え、借金

割です。経済と環境は今や相反するものではなく、一緒に両輪と

それに伴っていません。その差額を国の借金である国債発行に
は現世代の人達だけで返せるはずはなく、将来世代へとツケが回

されていくわけです。将来世代からの借金によって、現世代の人
が行政サービスを受けているという構図がこれ以上続けば日本は

発信してリードしていくようにするのが私たち政治家の大きな役

して進んでいくのが当たり前の時代になっています。日本経済再
生への鍵でもあります。

必ず行き詰まります。

教育

らないこともあります。しかし、その場合でも乗数効果の高い支

育が行われた江戸時代、
多くの人々が読み書き算盤を習い、
それら

べきです。民主党政権は全く逆のことをやっています。

本や洒落本を読み楽しむのを見て、黒船の船員が「この国は容易

景気回復を図るためには、思い切って歳出を拡大しなければな

出を一時的に拡大し、恒常的なバラまきの歳出は極力抑えていく
私はまず、景気を回復させ、その後、税制の抜本改革を含む財政

再建を成し遂げ、
財政規律を回復させ、
持続可能な財政にしなけれ

もう一つは教育です。かつて日本は教育立国でした。寺子屋教

が基盤となって社会を形成していったのです。沢山の町人が滑稽
には崩れない」と思ったのは有名な話です。

学力テストでも優秀なのは日本の子ども達でした。世界は日本

ばならないと考えています。

の教育を見習って大いに参考にしていました。

でも現実から逃げていては、
この国の将来はありません。

本当に残念です。

環境

クノロジー、
環境、
道徳、
文化を大切にする心、
人を思いやる心を育

しかし、民主党政権は財政規律の問題を避けています。いつま

環境面においても同様です。現世代の人達が快適な生活を送る

ために、資源を消費して CO2 を排出し、地球を温暖化させていま
す。他にも様々な環境問題を引き起こしております。人類はあと

今問題となっている学級崩壊、学力低下といった教育の現状は
人創りは国家の基本です。基礎学力をしっかりと学び、
科学、
テ

てていく…十年、
二十年先は今の子ども達がしっかりと、
持続可能
な社会、
日本を創り上げてくれることでしょう。

これからの国政を大きく左右する決戦がこの夏にやってきま

何年、
生存できるのかというところまで来ているのが実状です。

す。民主党は大切な日本の未来を壊してしまうのではないか、そ

プでしょう。地球規模で考えた時、環境改善は節約や我慢で到底

で、
是非とも皆様方の御指導御鞭撻を心よりお願い申し上げます。

日本には優れた技術があります。日本の環境技術は世界のトッ

間に合うスケールではありません。環境改善にテクノロジーの力

んな恐怖にすらかられてしまいます。全力で戦ってまいりますの
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参議院選挙立候補予定者

限界状況下で生きる
生活者とともに闘う

中村博彦

●比例代表

現・当選1回

生活弱者の生活権を守る
生活保護による最低生活水準を下回りながら保護を受けていな
い低所得世帯は、全世帯の 4.8％に当たる 229 万世帯にもなりま
す。母子世帯の内 30％、24 万世帯が、単身高齢者の内 10％、44
万世帯が、
こうした低所得世帯です。

生活保護を受けず自立した生活を目指す母子世帯にとって、

一番深刻な課題は「保活」すなわち保育所確保です。子どもを預
けられなければ働くことができません。子ども手当よりも保育支

援、待機児童解消です。母子世帯をはじめ若年夫婦のニーズは、

「働き続けるための子育て支援」です。乳児からの保育所対策、学
童保育等のインフラ整備が最優先課題です。

「年金成熟社会」と言われながら、老齢基礎年金（満額で約 80 万
円）のみでは暮らせません。その結果、
65 歳以上の生活保護者は、

礼儀・知能国家の再構築は、3歳義務教育から
我が国の義務教育は、明治以来 6 歳からと変わりません。そし

域社会で暮らせない低所得高齢者に生活保護を勧め、保護費から

保育所に通っています。地域に子ども社会が存在しないという状

被保護者全体の 40％、56 万人にもなります。しかしそこでは地
家賃・生活費を徴収する「貧困ビジネス」が横行しています。こ

れは、養護・軽費 A 型老人ホームによる制度保障を国が怠ってき

て、これだけの少子社会で 3 〜５歳児のほとんどが幼稚園または
況で、
幼稚園・保育所は欠かせない場所となっています。

母親が働かなくても暮らせる家庭では幼稚園で教育が施され、

たためです。介護保険制度に代表される「契約型サービス」至上

共働き家庭の子どもたちが通う保育所では幼児教育を行う環境が

たのです。地方分権の名目で、国が確保すべき福祉水準を地方任

は幼児期にあります。3･4･5 歳児の就学前教育こそ教育格差解消

主義が、弱者を救済する福祉サービスをないがしろにしてしまっ
せにしたために、
「措置控え」が起きています。

高齢者、障害者をはじめ社会的弱者の生活権を守るセーフティ

ネットを、
「現場発信」により創っていかねばなりません。
明るい介護をめざす

整っていません。日本の未来を担う子どもたちの人格形成の基礎

の第一歩となります。
「義務教育は 3･4･5 歳児から」礼儀・知能国
家のはじまりはここからです。
日本経済再生は、
人材開国から

2025 年には、団塊世代が 75 歳に到達します。しかし我が国の

平成 21 年 4 月からの介護報酬３％アップ、引き続く補正予算に

労働力人口は毎年、数十万人規模で減少していくのです。
「超高齢

護拠点基盤整備費は、政権交代しても色あせることなく介護現場

化・子育て支援対策の抜本的強化は当然として、外国人との多文

おける 4000 億円の介護職員処遇改善交付金、3000 億円＋αの介
の質的向上に貢献しています。

さらに 21 世紀の超高齢社会に向けて、介護・医療分野が内需拡

社会」を支える働き手がどんどん少なくなる近未来に対し、少子
化共生社会作りも急がねばなりません。

人材育成型を基本にした専門的外国人材の受入れを解禁すべき

大の重要産業となっています。45 万人もの特養ホーム入所待機

です。同時に、暮らしやすく働きやすい留学生の受入れ 50 万人計

の老後生活への不安は拭えません。老老介護、
認認介護、
高齢者虐

を推進すべきです。

者がいながら、
在宅重視、
小規模型施設を重点にする施策では国民

待、介護離職が後を絶たない現実を早急に改める「待機者ゼロ！

画、観光客 3000 万人受入れを推進し、グローバルニッポンの構築

緊急 20 万床整備」政策が必要です。

現場力で制度をつくる

介護・明るい介護づくり」が急がれます。介護従事者の賃金等の

ん。様々な制度が霞が関（官僚）で作られていきます。それらが

入、医療・看護ニーズに対応できる介護職の専門性と地位向上を

し、
改めていくのは政治の役割です。声高に叫ぶことも、
主張する

同時に介護を取り巻く悪しきイメージを払しょくする「新しい

処遇改善をはじめ、疲れない介護技術・介護ロボットの開発・導
はかってまいります。
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政治は、国民一人ひとりの生活目線に応えていかねばなりませ

本当に国民ニーズに基づくものか、応えきれているかをチェック
ことも出来ない限界状況下で生きる生活者と連帯し闘います。現
場の声を結集し現場力で制度をつくります。

参議院選挙立候補予定者

持続可能性（サスティナビリティ）の
ある政策を

野上浩太郎

●富山県選挙区

少子高齢化、グローバル化が進む中で、経済、財政、社会保障、地

方の街づくり、環境等、あらゆる分野の政策で、将来に不安が無く
展望が持てる「持続可能性（サスティナビリティ）
」が問われてい
ます。

地方再生
昨今、都市再生においては、低層の建築物を高層化、集約化し土

地の高度利用を進めることによって再生を果たしていく手法が、
東京等の大都市を中心にした一つのモデルとなっています。これ
は、近代建築のパイオニアであるル・コルビジュが描いた都市像
である「タワーズ・イン・スペース」というコンセプトが起源で

前・当選1回

再生は、日本の大きな課題の一つとなっています。地方の街づく

りは、ミニ東京を目指し、どこも東京の金太郎飴になるのではな
く、
その地域の歴史や文化、
伝統といった特色を活かし、
かつ、
回遊

性を持たせたものでなければ成功しません。
「コンパクトシティ」
という概念も少子高齢化が進む中で、欠かせないものです。そし
て、何より、その地域の住民、地域社会というコミュニティに根ざ
した街づくりを進めることと同時に、民間の街づくりのノウハウ

を導入できる仕組みを作ることが大切です。是非、この様な理念
の下、地方再生に向けての動きが加速される仕組みを構築してい
かなければなりません。

あると言われています。当時は、
高層化そのものよりも、
広々とし
たオープンスペースの方に重きが置かれていたのではないかと思

複数年度予算
また、
財政状況が大変厳しい中で、
使いきりの単年度予算主義か

一方、
地方に転じますと、
シャッター通りと化した中心市街地の

予算運用の実現に向けて重要な課題です。複数年度予算主義は、

います。

衰退をはじめとして、
まさに地方都市の「持続可能性（サスティナ
ビリティ）
」が危機的な状況を迎え、地方の街づくり、地方都市の

ら複数年度予算への転換は、
抜本的に予算の無駄を省き、
効率的な
原則的に年度内に使い切っていた予算を翌年度に回すことができ

る仕組みであり、会計年度ごとに予算を使い尽くしてしまう仕組

みを改め、効率的に財源を使うのが最大の狙いです。また、同時
に、財政状況、政策目的の達成度や透明性を確保するため、数年後

に点検、評価する仕組みの導入も必要です。世界では、例えば、英

国などは 3 年間の財政運営目標を策定し、年度ごとに議会の議決
を得る必要はありますが、各省庁は歳出上限の範囲内で柔軟に予

算配分ができる仕組みを導入しており、3 年くらいをめどに、そ

の中で単年度に落としていく取り組みが行われています。現在、
日本でも、余った予算を次年度に持ち越す ｢繰越明許費｣ や、単年

度主義の例外措置として、原則 5 年間の支出を定める ｢継続費｣ ｢
国庫債務負担行為」があり、長期にわたるリース契約などで活用

が認められています。現行の予算編成では、憲法 86 条は単年度主
義を採用しており、
複数年度予算の実現に向けて、
様々なハードル
がありますが、
実現に向けて取り組むべき重要な政策です。

また、この他にも、持続可能な日本のための政策として、脱炭素

社会構築に向けて、小水力発電や太陽光発電などの推進も大切な

視点です。様々な政策が考えられますが、これらの政策には根底

で共通するものが必要です。それは、戦後の経済成長優先、個人
主義優先という風潮の中で、結果として家族や地域社会の絆が弱
まってきている中で、これまで日本が大切にしてきた家族や地域
社会等、みんなで支え合っていく本来の日本型社会の良さを今一
度、考え直し、将来を見据えた議論を積み重ねていく事であり、そ

のことが「持続可能な（サスティナブル）な」日本を創っていく上
で重要であると考えます。
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参議院選挙立候補予定者

力強い地方の確立に向けて

山崎正昭

●福井県選挙区

現・当選3回

皆さんも記憶に新しいかとは思いますが、これまで最長のいざ

なぎ景気を越えたといわれる平成の景気ではありましたが、その
実感は一部を除いては極めて薄く、地方においては厳しさをも感

じられたのが現実でありました。
その後の景気後退期に加え、
リー
マンショックによる世界的金融不安という立て続けの景気低迷は

まさに地方経済に大きな傷跡を残しました。それはまさに IT 産
業と外需に支えられた産業という一部に限られた特需が我が国経

済全体を牽引する好況であったが故であり、その恩恵にあずかる
ことの出来ない地方経済や中小零細企業にとっては出口の見えな
い長く苦しいトンネルが続いている状況にあります。

一部に国を代表する産業を育成し、支援することで国の経済を

向上させるという意見もありますが、今回のこの経験から判断す
るならば、その限界というものを認めざるをえないといえましょ
う。やはり我が国の経済の根幹を築く中小零細企業や地方経済を
しっかりと立て直すことに力点を置いた政策をねばり強く重ねて

いくことでしか、現在の閉塞感をぬぐい去る方法はないと感じて
おります。

では、現在の地方経済はどういう状況にあるのでしょうか。私

が考えるに、
我が国の市や町、
村におけるほとんどの地域の一番の

り、他業種に簡単に移行することは経営の面から考えても並大抵
のことではないと思います。

私は、現下の景気低迷から脱却するためにも、まず、我が国の経

大企業は行政ではないかと思います。つまり、巨大企業の誘致に

済の根幹である地方経済を立て直し、中小零細企業を立て直すこ

のは間違いなく地方公共団体であるからです。しかも、よほどの

方経済がおかれた現状を打破することが極めて大切であると思い

成功していない地域において、最大の予算規模で運営されている
放漫経営をしないかぎりつぶれることがない極めて優良な企業で

あるのです。これまでそういった多くの地域、
しかも、
特別な地場
産業や有数の観光地など、独自の収入源を持たない地域の経済は
ほとんどが地方公共団体の支出する公共事業の恩恵で成り立って
いたと考えられます。

しかし、ここに一つ大きな落とし穴がありました。それは中央

集権という名において長く霞ヶ関の支店として全国一律の営業方

針のもと運営されてきた市町村が、地方分権という新たな方針の

もと、
自ら地域にあった活動が出来るようになった一方で、
全国的
な財政難から大規模な予算削減を行わざるをえないという状況に

とが最重要であると考えます。その為にも、この地方自治体と地
ます。決して公共事業に携わる業種を肥やそうという思いではあ

りません。しかし、
多くの地域に同じような状況が見られる中で、
ひとくくりに「公共事業は悪」という考え方を持つことは極めて
危険なことであると思います。まずは地方公共団体の実情にあっ
た規模の予算を国から移管すること。その中で地方は必要な公共
事業を中長期的な計画に基づいて出していくこと。更には新規産
業や他業種への移行を進めることで、公共事業に偏重してきた傾
向を緩やかに改めていくことが実現できたとき、力強い地方経済
の基盤、
中小零細企業の基盤が確立できると考えます。

人口減少の時代にあって、
今後、
都市と地方の格差といったもの

陥ってしまったのです。おそらく、
どの地方公共団体でも、
公務員

は必ず広がっていくと考えるのが自然であります。その中で、そ

思います。この急激な変化、
つまり、
地域地域における最大の企業

業をいかに守るかが大きな課題になるものと考えております。そ

削減と移管事業の増加、予算の削減で大変なことになっていると

が一転して経営が苦しくなってしまえば、その傘下で営業してい
た企業、つまり公共事業を中心に経営している事業者はたちまち
火の車になってしまうというのが現状であります。

ここでよく言われるのが業種の転換であります。公共事業に偏

重している業種から、
他業種に転換を図ることで、
この状況は好転

するという意見です。しかしながら、
多くの従業員を抱え、
しかも
これまでの不況下にあって負債を抱える企業が新規事業を興した
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の格差を最小限に抑え、
地域経済を守り、
その礎である中小零細企
の一方で経済は常に生き物のように動き続けています。今、政治
に課せられたものは将来に向けての展望を早く示し、その方向に
緩やかに転換していくことであると考えます。

参議院選挙立候補予定者

日本よ、永遠なれ

山谷えり子

●比例代表 現・衆当選1回・参当選1回

「日本が危ない」と感じています。

中国資本や外資ファンドなどによる森林買収の話が全国のあち
らこちらで話題になっています。その背景には高齢化と後継者不

足で管理が出来ない、相続税が払えないなどの問題もあります。
しかし、
水源地、
奥山の森や裾野を営利目的で買われてしまって水
を汲み上げられたら、日本の豊葦原瑞穂の国の田畑に水がこなく

なる。さらに、
海は森の恋人ですから、
海の生態系も変わる。大変
なことです。

参議院環境委員長として出席した「安全・安心でおいしい地下

水サミット」で、日本の名水を地元に持つ市長、町長と意見交換を

した時に、ある市長が「中国が 100 町歩ぐらい欲しいといってき

アメリカにもエクソンフロリオ条項という規制があります。この

ように、
外国資本による土地の買収規制は、
特別珍しいことではな
いのです。外国資本をいたずらに排除するというのではなく、国
益と安全保障の観点からしっかりと対応する現実的必要性を冷静
に考えていくべきであると思います。

実は日本にも外国人の土地取得を規制する法律「外国人土地

法」が大正 14 年にすでに制定されています。

私は、予算委員会で、この法律が今も有効かどうかを尋ねまし

た。法務省の答えは、現在も生きている有効な法律ということで

した。つまり、
政府が地域を指定すれば、
外国人の土地取得に規制

をかけることができるわけです。しかし、防衛省に質問すると、

ている」とおっしゃっていました。
「20 世紀は石油の時代」でしたが、
「21 世紀は水の時代」と言わ

「今現時点、直接的な害があるというふうには考えておりません」
という答えでした。政府側も「現時点で、あるいはその他の観点

素晴らしい森と水に恵まれている 21 世紀の資源大国だったので

る事態は生じていない」と述べられ、政府として使える法律にし

れています。日本は資源のない国と思っていましたが実は世界一
す。

森林買収で水源のある土地が法整備とルールが未整備のまま外

からも、外国人等による対馬の土地の取得を制限する必要性のあ
ていく考え方はないようです。

私は、
韓国内で対馬の領有権を主張する動きがあることや、
中国

国人や営利目的の企業、外資ファンドの手に渡ってしまうことは

が領海侵犯や資源探査と称して海洋活動を活発化させている現状

き、問題を複雑化させていきます。現に諸外国では水メジャー会

決定された政府側の答えは、
「
（安全保障上は問題がないと認識し

大きな問題を抱えることになります。制度の未整備が、係争を招
社との裁判が起きていると聞きます。

日本では昭和 26 年から、地籍調査が行われましたが、山林の 5

割は調査がすんでいないと言われています。所管が複数の省庁に

またがることもありますが、
まず調査のスピードをあげて、
森林の
境界域を確定し、山林ブローカーなどが行っている非公開の取引
を、もっと透明化し、オープンにし、全体像を把握し森と水を守る

法整備を図っていくことが大切です。欧米では、公共の利益の視
点から公的介入のルールを整えている国々が多く、アジアでも外
国人の土地所有に制限をもうけている国は多いのです。

に危機感を持ち、昨秋、政府に質問主意書を提出しましたが、閣議
ているため）新たな法の整備等の検討は行っていない」
、
「中国側
からは、
白樺海洋構築物の維持、
管理等に関する作業を行ったもの
であるとの説明を受けている」という素っ気ないものでした。

法整備とルール作りの議論を急ぐ必要があります。主権、
国益、

国柄を守るのは政治のつとめです。永住外国人地方参政権成立に
進む国家意識のうすい民主党政権は不安です。

「日本よ、永遠なれ」の思いで、今後も力を尽くしてまいりたい

と思います。

私が会長を務める領土議連では、外国人が重要な場所を買う場

合は、
安全保障上・天然資源保存上・文化保存上、
政府の許可が必

要という「外国人土地法」を制定すべきという議論をしています。
外国資本が土地を取得することに規制をかける…というと、排外

的なイメージをもたれる方もいるかもしれませんが、
国境や、
安全
保障上重要な土地に対する外国資本進出への規制は、諸外国でも

多くの国が行っています。例えば、
韓国には「外国人土地法」とい
うのがあります。軍事上重要な拠点など大統領が指定した地域に

おいて、
外国人が土地を取得する場合は、
許可が必要であるとなっ
ているわけです。ロシアでも土地基本法という法律があり、大統

領が定める特定地域では外国人の土地所有は認められていませ
ん。ブラジルにも同様の規定があり、海岸、国境、指定地域におけ
る外国人の土地所有は制限されています。
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参議院選挙立候補予定者

この国のみちしるべを示そう

山本順三

●愛媛県選挙区

現・当選1回

真の子育て・教育支援を
私は 1996 年から愛媛県私立幼稚園 PTA 連合会会長を務め、一
昨年からは全日本私立幼稚園 PTA 連合会副会長も兼務している。
自身、1 男 2 女の父であり、県議時代から終始一貫、子育て・教育
問題をライフワークとしてきた。

それだけに、参院選目当てのバラマキを象徴する「子ども手当」

の支給には、その理念の欠如を指摘せざるを得ない。財源が確保
できず、
まずは半額支給でお茶を濁す、
来年度の満額支給も不透明

というのは実に無様な話であり、
財政的根拠を持たず、
子どもたち
の将来にツケを残すだけという、
政策の稚拙さを露呈している。

しかも、最も留意すべきは、この所得制限なき一律の「現金給

付」が、日本の教育観や家庭教育の崩壊、教育格差の拡大を確実に

平等に全額補填されるという幻想を抱かせた上、果樹や酪農など
米以外は置き去りのまま、
来年度適用の見通しも立っていない。

しかも、私が 1 番問題にしたいのは、こうした国家社会主義的な

招くという点である。

農業政策では、
頑張る生産者、
創意工夫で経営努力する生産者のや

給付」により、子育て・教育支援を行うべきだと考えている。
「国

産業の経営も他産業と同様、まずは前向きな自助努力が前提とな

私は今回「現金給付」という形式を改め、
幼児教育や学校給食、
子どもの医療費等の無料化、放課後児童クラブの拡充等の「現物
づくり」は「人づくり」である。理念なきバラマキによって国家
の根幹を揺るがすことを私は決して看過できない。
「コンクリートから人へ」は「地方亡国論」
私は県議を連続 6 期務め、国政の舞台に立った。ここ十数年の

地方の疲弊は、
十分に熟知しているつもりだ。我が故郷・愛媛も、
特に農林水産業や建設業が基幹産業を担う地域の地盤沈下は著し

いものがある。
だからこそ、
「地方が栄えてはじめて国家が栄える」

る気、
情熱を奪うだけで、
結果、
激しさを増す国際競争の中、
日本の
農林水産業が衰退の一途を辿ってしまうという点である。農林水
る。国がなすべきは、
その努力を後押しし、
農林水産物のブランド
化や競争力のアップ、ひいては所得増と担い手の確保、即ち「未来
に夢と希望が持てる農林水産業」を育成することにある。

従って、米作でいうならば、地域ごと、品種ごとにきめの細かい

総合政策を講じる必要がある。併せて、中山間地域への直接支払
制度や農地・水・環境保全向上対策、国の責務と位置付けた森林
整備などの拡充を図っていかなければならない。

との信念から、
「地方の代表」を標榜し続けてきた。

矛盾だらけの高速道路無料化

大合唱の下、
地方の痛みを無視した机上の事業仕分けによって、
公

で迷走を続けてきた。本来、
「受益者負担」の大原則に立ち帰るな

確かに「無駄」は省くべきだ。しかし、地方には、医療や防災と

うのは、
税の公平性に著しく欠け、
国民の納税意識を低下させるの

ところが今、民主党政権は、論拠なき「税金の無駄遣い排除」の

共事業の大幅削減を断行しようとしている。

いった「命」の視点、
経済活力の基盤という「元気」の観点から、
必

高速道路の無料化の問題は、
米軍普天間基地と同様、
閣内不一致

らば、
通行料金は利用者が負担すべきで、
それを税金で賄おうとい

に等しい。まさに母親からの巨額政治資金の贈与を受けながら、

要な公共事業はまだまだ沢山ある。思想なきバラマキのしわ寄せ

「知らぬ存ぜぬ」で税金を逃れていた鳩山総理ならではの発想だ。

道路等の必要な公共事業は、
地方の安全・安心を確保し、
地方の活

を国際公約してしまったが、
高速道路の無料化は、
交通量の増大や

地方の弱体化を加速させる中にあって、公共事業は建設業への依

環境政策への逆行、自家撞着も甚だしい。運輸行政において最も

で、地方の暮らしや経済を崩壊させることがあってはならない。
力を創出するために欠かすことはできない。しかも、格差拡大が
存度が高い地域の雇用、所得の拡大に即効性がある。緊急的な景
気・雇用対策という観点からも、
政策の転換が必要だ。
努力が報われる農林水産業支援を
「農は国の大本」というが、民主党政権は、国家の大本を崩壊さ

せようとしている。米農家を対象とした「戸別所得補償制度」を
スタートさせた。だが、
「看板に偽りあり」で、すべての米農家が
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しかも、総理は「二酸化炭素 25％削減」という数字の独り歩き

渋滞の悪化、
即ち、
排気ガス・二酸化炭素の排出増を招くもので、
地球にやさしい政策とは何か、それは公共交通ネットワークの整

備と利用拡大に他ならない。高速道路無料化は、その「公共の足」
を国民からもぎ取ろうとする愚策である。四国の場合、JR 四国
はもちろん、
バスやフェリー等の公共交通機関が、
長年にわたって
住民の生活道、観光の動脈として重要な役割を担ってきた。それ
らが今、存続の危機にある。矛盾と弊害に満ちた愚策は断固阻止
しなければならないと考えている。
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もり よしろう

ながせ じんえん

あべ しんぞう

しおのや りゅう

やまもと たく
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えとう せいしろう

ほそだ ひろゆき

たかいち さなえ

しもむら はくぶん

よしの まさよし

まちむら のぶたか

たにはた たかし

はせ ひろし

きむら たろう

たかぎ つよし
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のおの ちえこ

まつむら りゅうじ

いわき みつひで

やまざき まさあき

すずき せいじ

せこう ひろしげ

たにがわ しゅうぜん

はしもと せいこ

やまたに えりこ
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参議院総務委員会理事
自民党国会対策副委員長
自民党総務部会長代理
自民党税制調査会小委員会事務局長
総務省参事官・国際室長
内閣官房内閣参事官

参議院予算委員会理事（現）
参議院外交防衛委員会（現）
参議院自民党国会対策副委員長（現）
自民党選挙対策本部 政権力委員会
治安・法務・政治改革副担当（現）
税理士（現）
京都府議会議員

古川 俊治

森 まさこ

丸川 珠代

●埼玉県選挙区

●福島県選挙区

●東京都選挙区

医師（現）
弁護士（現）
慶應義塾大学法科大学院教授・医学
部外科教授（現）
埼玉県環境審議委員

自由民主党政権力委員会（ネクスト・ジャ
パン）治安・法務・政治改革担当（現）
自由民主党法務部会長（現）
参議院自民党副幹事長（現）
参議院 消費者問題に関する特別委員会 理事（現）
弁護士（現）
金融庁総務企画局課長補佐（貸金業法）

党女性局長（現）
党青年局 次長（現）
中央政治大学院 副学院長（現）
参議院厚生労働委員会 委員（現）
参議院少子高齢化・共生社会に関す
る調査会 理事（現）
テレビ朝日アナウンサー

だて ちゅういち

なかがわ まさはる

きし のぶお

なかやま きょうこ

ふるかわ としはる

義家 弘介

よしいえ ひろゆき
●比例代表

参議院文教科学委員会 理事（現）
参議院政策審議会 副会長（現）
参議院議院運営委員会 委員（現）
自民党政権力委員会（ネクスト・ジャパン）教
育・人材育成・文化・スポーツ担当（現）
自民党政務調査会 文部科学部会長（現）
東北福祉大学 特任准教授（現）
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きたがわ いっせい

やまもと じゅんぞう

おかだ なおき

いそざき ようすけ

もり まさこ

なかむら ひろひこ

すえまつ しんすけ

かんどり しのぶ

にしだ しょうじ

まるかわ たまよ

Member

準会員

会員経歴のうち、
（現）は現在の役職または職業を表します。

伊藤 公介

宮路 和明

坂本 剛二

●東京都第 23 選挙区

●鹿児島県第 3 選挙区

●福島第５選挙区支部長

自民党総務会副会長
自民党住宅土地調査会会長
公団住宅を守る議員連盟会長
障害者支援議員連盟会長
日本パプアニューギニア議員連盟会長
国務大臣国土庁長官

自民党筆頭副幹事長・農林部会長・
離島振興委員長
自民党組織本部長
自民党経理局長
衆議院農林水産委員長
総務政務次官
厚生労働副大臣

自民党組織本部長
自民党国会対策筆頭副委員長
自民党政務調査会総括副会長
自民党経済産業部会長
衆議院財務金融委員長
経済産業副大臣

嘉数 知賢

山本 明彦

三ッ林 隆志

●沖縄県第３選挙区

●愛知県第 15 選挙区支部長

●埼玉県第 14 選挙区支部長

いとう こうすけ

かかず ちけん

衆議院安全保障委員長
内閣府副大臣
防衛庁長官政務官（２期）
内閣府大臣政務官
沖縄開発政務次官
沖縄県議会議長

みやじ かずあき

やまもと あきひこ

内閣府副大臣
経済産業大臣政務官
党財務金融部会長
党住宅土地調査会 事務局長
愛知県議会議員（３期）
（社）日本青年会議所 議長

さかもと ごうじ

みつばやし たかし

利根川治水同盟副会長（現）
日韓協力委員会理事（現）
医師（現）
法務大臣政務官
埼玉医科大学講師

松島 みどり

並木 正芳

奥野 信亮

●東京都第 14 選挙区支部長

●衆議院比例

●奈良県第 3 選挙区支部長

東京医療保健大学客員教授（現）
TOKYO MX「みどりのバタミン Biz」
レポーター（現）
国土交通副大臣
外務大臣政務官
自民党経済産業部会長

西武沿線＆所沢市少年野球連盟会長（現）
福田＆麻生内閣・内閣府大臣政務官
安倍＆福田内閣・環境大臣政務官
自民党広報副本部長
埼玉県議会生活福祉・衛生常任委員長
所沢市議会議長（最年少）

鈴木 淳司

宮下 一郎

西村 明宏

●愛知県第７選挙区支部長

●長野県第５選挙区支部長

●宮城県第３選挙区支部長

総務大臣政務官
衆議院総務委員会理事
衆議院文部科学委員会理事
自民党文部科学部会長代理
瀬戸市議会議員
松下政経塾生

自民党長野県連副会長（現）
財務大臣政務官
衆議院財務金融委員会理事
自民党財務金融部会専任部会長
自民党畜産酪農対策小委員長
防衛・環境・厚生各大臣秘書官

早稲田大学講師・東北福祉大学教授（現）
日本調理士連合会名誉会長（現）
内閣府大臣政務官（２期）
衆議院内閣・文部科学各委員会理事
自民党文化伝統調査会事務局長（２期）
自民党道州制調査会事務局長代理 他

萩生田 光一

中山 泰秀

小川 友一

●東京都第 24 選挙区支部長

●大阪府第 4 選挙区支部長

●東京都第 21 選挙区

自民党東京都連幹事長代理（現）
文部科学大臣政務官（2 期）
自民党副幹事長
自民党青年局長
東京都議会議員
八王子市議会議員

外務大臣政務官
衆議院国土交通委員会 理事
自民党国防部会 部会長
日本に国連・国際機関等を誘致する
議員勉強会 事務局長
株式会社 電通
早稲田大学大学院（平田竹男研究室）卒業

自由民主党東京都支部連合会（現）
政務調査会副会長（現）
日野市軟式野球連盟会長（現）
日野市リトル・シニア野球協会会長（現）
日野市柔道連盟顧問（現）
立川ミニテニス協会会長（現）

まつしま みどり

すずき じゅんじ

はぎうだ こういち

なみき まさよし

みやした いちろう

なかやま やすひで

おくの しんすけ

（財）日本食生活文化財団名誉会長 （現）
（社）全国服飾教育者連合会名誉会長（現）
（社）奈良県サッカー協会会長（現）
奈良県土地改良事業団体連合会会長（現）
（㈱）バンテック 顧問（現）
（㈱）アル
ティア 取締役（現）
法務大臣政務官

にしむら あきひろ

おがわ ゆういち

41

松本 文明

杉田 元司

亀岡 偉民

●東京都第７選挙区支部長

●愛知県第 14 選挙区支部長

●福島県第 1 選挙区支部長

自民党国会対策委員会委員
衆議院国土交通委員会委員
衆議院政治倫理の確立及び公職選挙
法改正に関する特別委員会委員
東京都議会議員（４期）
衆議院議員秘書
故参議院議員秘書

衆議院国土交通委員会委員
衆議院テロ対策防止イラク支援特別
委員会委員
自民党国会対策委員会委員
愛知県議会議員
衆議院議員秘書

新井 悦二

土井 亨

木挽 司

●埼玉県第 11 選挙区

●宮城県第 1 選挙区支部長

●兵庫県第６選挙区支部長

衆議院厚生労働委員会委員
衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会委員
自民党厚生関係団体委員会副委員長
自民党農林水産関係団体委員会副委員長
自民党運輸・交通関係団体委員会副委員長
自民党社会保障制度調査会・医療委員会歯科診
療に関するプロジェクトチーム副主査

衆議院内閣委員会・総務委員会委員
自民党法務・自治関係団体委員会副委員長
自民党国土・建設関係団体委員会副委員長
自民党出版局次長
自民党道州制調査会道州の組織・権
限に関する小委員会事務局長
自民党宮城県連幹事長

共立株式会社代表取締役（現）
伊丹商工会議所議員（現）
自民党商工・中小企業関係団体委員会副委員長
自民党教育・文化・スポーツ関係団
体委員会副委員長
衆議院経済産業委員会委員
衆議院環境委員会委員

高鳥 修一

赤池 誠章

越智 隆雄

●新潟県第 6 選挙区支部長

●山梨県第１選挙区

●東京都第６選挙区支部長

前衆議院議員
私塾「日本ベンチャー大學」理事（現）
社団法人山梨県専修学校各種学校協会会長（現）
NPO 山梨県青年海外協力隊を育てる
会顧問（現）
松下政経塾第７期生

自民党世田谷総支部長（現）
日本の未来研究所所長（現）
東京大学大学院博士課程政治専攻（現）
衆議院議員（１期）
三井住友銀行
慶應義塾大学

関 芳弘

中根 一幸

大塚 拓

●兵庫県第 3 選挙区支部長

●埼玉県第 6 選挙区

●埼玉県第９選挙区支部長

兵庫県生活衛生同業組合顧問（現）
慶応大学医学部卓球部顧問（現）
兵庫県トライアスロン連盟副会長（現）
兵庫県ボーイスカウト神戸垂水第二
団育成会長（現）
兵庫県全日本不動産協会顧問（現）
兵庫県神戸西支部宅建協会顧問（現）

専修大学客員講師（現）
衆議院財務金融委員会委員
自民党国会対策委員会委員
自民党青年局次長
自民党厚生関係団体委員会副委員長

政策研究大学院大学客員研究員（現）
衆議院安全保障委員会委員
衆議院内閣、経済財政、科学技術、宇宙、消費者問題、少子化対策等委員会 委員
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我
が国の協力支援活動等に関する特別委員会委員
自由民主党国際局次長
2008年World Economic ForumよりYoung Global Leaderに選出

赤石 清美

穴見 陽一

髙階 恵美子

●参議院比例代表立候補予定者

●衆議院大分県第 1 選挙区支部長

●参議院比例代表立候補予定者

社団法人 日本衛生検査所協会 顧問（現）
社団法人 日本臨床衛生検査技師会
理事（現）
一般社団法人 HECTEF 監事（現）
臨床検査技師（現）

H22 年（株）ジョイフル顧問（現）
S44 年 7 月 24 日大分県佐伯市生まれ
H6 年（株）ジョイフル入社
H15 年（株）ジョイフル代表取締役社長
H20 年（株）ジョイフル代表取締役会長

社団法人日本看護協会 常任理事
社会保険埼玉中央病院、虎ノ門病院勤
務を経て、
宮城県で保健師活動。
東京医科歯科大学医学部学内講師
厚生労働省保険局医療課 課長補佐
厚生労働省老健局老人保健課 介護予防専門官
アジア地域エイズ対策専門家の資格有

野上 浩太郎

山本 繁太郎

●参議院富山県選挙区立候補予定者

●衆議院山口県第 2 選挙区支部長

財務大臣政務官
予算委員会理事
財政金融委員会理事
参議院自民党国会対策副委員長
富山県議会議員
三井不動産株式会社

内閣府政策統括官（防災担当）
国土交通省住宅局長
国土交通審議官
内閣官房地域活性化統合事務局長
東京大学法学部卒

まつもと ふみあき

あらい えつじ

たかとり しゅういち

前衆議院議員
（社）日本空手協会新潟県会長（現）
新潟県バイアスロン連盟顧問（現）
新潟県相撲連盟顧問（現）
上越市手をつなぐ育成会顧問（現）
上越市消防第一分団員（現）

せき よしひろ

あかいし きよみ

のがみ こうたろう
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すぎた もとし

どい とおる

あかいけ まさあき

なかね かずゆき

あなみ よういち

やまもと しげたろう

かめおか よしたみ

福島県幼児教育懇談会会長（現）
（財）日本さくらの会 評議員（現）
日本ティーボール協会 顧問（現）
衆議院国土交通委員会 委員
自民党広報本部文化スポーツ局 次長
早稲田大学野球部 助監督

こびき つかさ

おち たかお

おおつか たく

たかがい えみこ
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