参議院選挙立候補予定者

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

参議院選挙立候補予定者

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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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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参議院選挙立候補予定者

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。

