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論

点 （争

点）

・国有 地の 格安 売却 につ いて政 府（ 佐川 前理 財局 長）は 国会 で事 前に 森友 側と
金額の すり 合わ せを した ことは ない と答 弁し てき た。し かし 、 9 月 以降 に 報道
された 録音 デー タに よる と近畿 財務 局は 森友 側と 「いく らな ら出 せる か」、
「土地 の瑕 疵を 見つ けて 価値を 下げ る方 向で シナ リオを 作る 」、「 有益 費を 少
森友学 園問 題

し超え る金 額に 近づ ける よう作 業中 」と いっ たや りとり を交 わし てい たこ と
が明ら かに なっ た。
・こう した 録音 デー タが 事実と すれ ば、 近畿 財務 局には 国有 財産 を不 当に 廉価
で処分 した 背任 の疑 いが もたれ 、佐 川氏 の国 会答 弁は虚 偽の 疑い が濃 厚に な
る。
・各党 は今 後、 こう した 疑惑を どの よう に解 明す るのか ？
・安倍 首相 は 7 月 25 日 の国会 答弁 で、 加計 学園 が獣医 学部 新設 を申 請す ること
を知っ たの は今 年１月 20 日と 発言 したが 、そ の 信憑性 に疑 問が 投げ 掛け られ
ている 。こ の点 を今 後、 どのよ うに 解明 して いく のか？
・加計 学園 が申 請し てい る獣医 学部 は 新 しい 教育 分野と して 「ラ イフ サイ エン
ス」を 挙げ てい る 。 しか し、他 大学 の既 設の 獣医 系学部 （大 阪府 立大 学、 京

加計学 園問 題

都産業 大学 など ）で は 、 モデル カリ キュ ラム に基 づいて 、 す でに 優れ たラ イ
フサイ ンス 教育 を実 施し ており 、加 計学 園の 申請 が閣議 決定 の四 条件 の一 つ
（既存 の大 学・ 学部 では 対応困 難な 場合 ）に 該当 しない 可能 性が ある 。各 党
は今後 、 こ の点 をど のよ うに究 明し てい くの か？
・加計 学園 が 積 算し た獣 医学部 新設 に係 る建 築費 は、最 近開 設さ れた 獣医 学系
学部の 建築 費と 比べ 、単 価が異 常に 高い との 指摘 がある 。こ うし た指 摘に ど
う応え てい くの か？
・9 条 に自 衛隊の 存在 明 記を追 加す る改 憲論 があ る一方 、 そ うし た改 憲は 戦力不
保持を 定め た 9 条 1 項、 2 項を 骨抜 きにす るも の という 批判 があ る。 また 、 9
条加憲 論は 自衛 隊の 災害 救助活 動と 武力 行使 を伴 う活動 を混 同し た議 論と 思

憲法・ 安保 法制

えるが 、両 者を 区別 せず 、改憲 の是 非を 議論 して よいの か？
・9 条に 3 項 を追 加する と自衛 隊の 武力 行使 （集 団的自 衛権 発動 ）が 専守 防衛
の国是 を越 えて 際限 なく 拡大す る恐 れが ある との 懸念が 指摘 され てい る。 こ
うした 懸念 を、 どう よう に考え るか ？
・自民 党以 外の 政党 の中 でも、 9 条 も排除 せず 幅 広く改 憲の 議論 をす る、 と公約
を掲げ る政 党が ある が、 では、 9 条 をどの よう に 見直そ うと する のか 、自 民党
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の改憲 論と どこ が違 うの か、同 じに なる のか 、踏 み込ん だ論 戦を 促す 必要 が
ある。
・「 教育 の無償 化」 を改 憲項目 に挙 げる 政党 があ るが、 憲法 改定 によ らな ければ
できな いこ とな のか ？
・義務 化を 伴わ ない 無償 化は教 育格 差を かえ って 拡大す ると いう 指摘 があ る。
家庭の 所得 格差 に連 鎖し た就学 機会 の格 差を どの ように 解消 する のか ？
・安倍 晋三 首相は 9 月 20 日、 国連 総会で 行っ た 一般討 論演 説で 、「 対話 とは、
北朝鮮 にと って 、わ れわ れを欺 き、 時間 を稼 ぐた めの最 良の 手段 だっ た」、
「必要 なの は、 対話 では ない。 圧力 だ」、「『 全て の選択 肢は テー ブル の上 にあ
る』と する 米国 の立 場を 一貫し て支 持す る」 と発 言した 。
各党 はこ うし た安 倍首 相の対 話無 力論 、軍 事行 動を排 除し ない 米国 への 協調
姿勢を 支持 する のか 、し ない の か？
・安倍 首相 は「 国民 の生 命、財 産を 守る のが 私の 任務」 と繰 り返 し発 言し てき
た。し かし 、米 朝が 相互 に挑発 し合 う言 動を 繰り 返し、 万一 、核 弾頭 ミサ イ
北朝鮮 問題

ル攻撃 を応 酬し あう 事態 となっ て、 北朝 鮮が ソウ ルと東 京を 標的 にし た攻 撃
を起こ した 場合 、 40～200 万 人の犠 牲者 が出 る という 試算 があ る（ 米国 ジョ
ンズ・ ホプ キン ス大 学高 等国際 問題 研究 大学 院の 北朝鮮 監視 プロ ジェ クト ・
レポー ト）
安倍 首相 の上 記の よう な国連 演説 はむ しろ 内外 の国民 の生 命、 財産 を危 険に
さらす 言動 と思 える が、 各党は 安倍 演説 を支 持す るのか 、批 判す るの か？
・安倍 政権 は北 朝鮮 の核 開発を 非難 する 一方 、核 不拡散 条約 の交 渉に 参加 する
ことさ え拒 んで きた 。こ うした 安倍 政権 の核 に関 する姿 勢を 各党 は支 持す る
のか、 しな いの か？
・安倍 政権 は米 国の 要請 を受け 入れ 、事 故が 続発 するオ スプ レイ を各 地に 配備
する計 画を 容認 して いる 。各党 はこ うし た日 本政 府の対 応を 支持 する のか 、
しない のか ？
・沖縄 をは じめ 、基 地あ るが故 の危 険、 事故 の続 発の根 源に ある 日米 地位 協定

辺野古 基地 新設
オスプ レイ 配備

を「運 用改 善」 で解 決で きるの か、 抜本 的見 直し に踏み 込ん で米 国と 交渉 す
る意思 はあ るの か？
・国が 埋め 立て 工事 を進 めてい る辺 野古 側海 域で 、環境 省が 定め る絶 滅危 惧２
類のサ ンゴ 14 群 体の う ち 13 群 体が すで に死 滅 してい るこ とが わか った 。 翁
長知事 は 県 漁業 調整 規則 に基づ く特 別採 捕許 可 権 を行使 して 、辺 野古 基地 建
設作業 の中 止を 求め る構 えを見 せて いる 。各 党は こうし た沖 縄県 の姿 勢 に ど
う対応 する のか ？
・原発 維持 、当 面維 持を 唱える 政党 は、 使用 済み 核燃料 の収 容能 力が 限界 に近
づき、 核燃 料リ サイ クル 事業が 破綻 した 現実 を踏 まえ、 今後 も増 え続 ける 使

原

発

用済み 核燃 料の 貯蔵 ・処 理をど のよ うに 描い てい るのか ？
・2030 年 まで に原 発ゼ ロを公 約に 掲げ る政 党が あるが 、当 面の 再稼 働の 可否に
ついて どの よう に公 約す るのか ？
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その 間、 稼働 期限が 満了 する 原発 の 稼 働

期間延 長を 認め るの か、 認めな いの か？
・原発 の即 時廃 止、 早期 ゼロを 公約 に掲 げる 政党 がある が、 代替 電源 とし て掲
げる自 然エ ネル ギー の普 及を図 る具 体策 は？ （電 力の地 産地 消、 自家 消費 の
奨励策 など ）
・希望 の党 は 「 在日 外国 人の地 方参 政権 に反 対 」 を党公 認の 条件 に 掲 げた が、
その後 に発 表さ れた 公約 では こ の主 張は 消え た。 最高裁 は 1995 年、 憲法 は永
住外国 人に 参政 権を 与え ること を 禁 じて いな いと 判断し たが 、法 制化 の 審 議
は進ん でい ない 。 各 党は 参政権 の法 制 化 を支 持す るのか 、し ない のか 、問 い
かけが 必要 であ る。
在日外 国人 の
人権問 題

・在日 朝鮮 人学 校へ の教 育無償 化 適 用に つい ては 地裁段 階で 判断 が分 かれ てい
るが、 政府 関係 者は 公式 には無 償化 の可 否と 政治 ・外交 問題 を切 り離 すと 言
いつつ 、拉 致問 題 や 北朝 鮮、朝 鮮総 連と のつ なが りを無 償化 問題 に絡 める 発
言を繰 り返 して きた 。
各党 は「 平等 に教 育を 受ける 子ど もの 権利 」に 照らし ても 朝鮮 学校 への 無償
化の適 用を 除外 すべ きと 考える のか 、そ れと も除 外は不 当と 考え るの か、 そ
れぞれ 根 拠 を示 した 論戦 を促す 必要 があ る。
・主た る財 源と して 消費 税を想 定す る 自 民・ 公明 両党 は 予定 通り 2019 年 10 月
から税 率を 10％ に引 き 上げる と公 約す るの か？

引き 上げ 延期 も あ りと する

なら、 延期 ／予 定通 り実 施を判 断す る基 準は 何か ？
・消費 税増 税の 「凍 結」 を唱え る政 党が ある が、「凍結 」を 解除 する 基準 は何
か？
・消費 税増 税の 中止 、凍 結を公 約に 掲げ る政 党は 消費税 に依 存し ない どの よう
な財源 （確 保で きる 税収 額、必 要な 税制 改正 も含 め） を 具体 的に 考え てい る
のか？
・安倍 政権 ・自 民党 はこ れまで 消費 税収 の一 部を 国債の 償還 に充 てて きた のを
子育て 支援 に回 すよ う使 途を変 更す ると 公約 して いる。 では 、財 源に 穴が 開
社会保 障の 財源

く国債 償還 を今 後、 どの ような 財源 で賄 うの か？
・安倍 政権 ・自 民党 は消 費税の 使途 変更 を「 全世 代型 社 会保 障」 への 転換 と説
明して いる 。そ の背 景に は「若 年世 代の 負担 で高 齢世代 は恩 恵を 得て いる 」
という 世代 間の 対立 図式 がある が、 年金 、介 護、 相続、 家族 内の 育児 ・子 育
て支援 、教 育費 負担 、相 続とい った 総体 とし ての 世代間 の所 得移 転を 見た
時、指 摘さ れる よう な世 代間の 不公 平は 実在 する のか？
・若年 世代 の貧 困は 高齢 世代の 過重 な扶 養費 負担 に起因 する のか ？

そう では

なく、 新卒 の時 点か ら 奨 学金の 返済 延滞 を抱 え、 4 割が 低賃 金の非 正規 で 就労
し、違 法な 時間 外労 働を 強制さ れて いる とい った 現実が 若年 世代 の貧 困の 最
大の原 因で はな いか ？

各党は こう した 現実 を解 消する ため のど のよ うな 政

策を公 約す るの か？
税制改 革

・安倍 政権 は企 業の 設備 投資の 増大 によ る雇 用拡 大・景 気回 復と いっ た経 済の
好循環 誘導 、日 本の 立地 競争力 の強 化を 理由 に挙 げて法 人税 率の 引き 下げ を
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実施し てき た。 しか し、 その間 も企 業の 生産 活動 の海外 移転 は止 まら ず、 減
税分の 多 く は内 部留 保と 配当に 充て られ 、雇 用も 従業員 給与 も横 ばい か微 増
にとど まっ た。 こう した 事実 に 照ら し、 これ まで の法人 税率 引き 下げ を見 直
す必要 はな いの か、 今後 、さら なる 法人 税率 の引 き下げ を図 るの か？
・そも そも 論と して 、法 人税負 担の 高低 、そ の国 際比較 を実 効税 率だ けで 測っ
てよい のか ？

税率×課 税ベー スで 測る のが 税財 政の定 説で はな いの か？

・国税 庁統 計に よる と課 税所得 に対 する 税負 担額 の割合 は既 に 10％台 前 半まで
下がっ てい る。 こう した 事実を 踏ま え、 安倍 政権 下で行 われ てき た法 人税 率
の引き 下げ を見 直す 必要 性はな いの か？
・安倍 政権 下で 累次 行わ れてき た法 人税 率の 引き 下げ 等 によ り、 企業 の内 部留
保利 益が 388 兆円 に達 する 状 況（ 2017 年 6 月 現在。 金融 保険 業を 除く 全産
業・全 規模 合計 ） に なっ て いる 。こ の内 部留 保の 活用策 とし て賃 上げ など 労
働分配 の改 善に 充て る案 や内部 留保 税を 創設 する 案など が提 起さ れて いる 。
それぞ れの 実行 可能 性、 分配の 公平 に対 する 実効 性など を踏 まえ 、各 党は 増
加し続 ける 企業 の内 部留 保をど のよ うに 活用 すべ きと考 える か？
・政府 が国 会に 提出 した 「働き 方改 革」 法案 を各 党はど う評 価す るの か？
労死の 根絶 に向 けた 実効 性のあ る取 組み と 見 るの か？

過

逆に 、過 労死 ライ

ンまで の長 時間 労働 を正 当化す る法 案と 見る のか ？
・過労 死、 長時 間労 働、「サー ビス 残業 」を 根絶 するた めに 各党 はど のよ うな実
効性の ある 具体 策を 提言 するか ？
・安倍 首相 は安 倍政 権下 で雇用 は増 えた とい うが 、第二 次安 倍政 権発 足の 翌月
（2013 年 1 月） から 直 近の 2017 年 8 月 まで の 雇用者 数の 推移 をみ ると 、全
体で 268 万 人増 えた が、 正規雇 用者 の増 加は 78 万人に とど まり 、多 く（ 227
雇

用

働き方 改革

万人は 非正 規雇 用で ある （「 一般 職業紹 介状 況」 月次よ り ）。
また 、有 効求 人数は 197.2 万人 から 266.1 万 人へと 68.9 万人 増加 し ている
が、実 際の 就職 件数は 1.4 万人 減少 してい る（ 14.4 万人 →13.0 万人 ）。
さらに 、安 倍首 相は 、し ばしば 、有 効求 人倍 率 が 1.5 を超 えたこ とを 雇 用情
勢好転 の指 標と して 挙げ ている が、 2017 年 8 月 期で言 うと 、有 効求 人数 は
270.4 万 人で あるの に対 し、実 際の 就職 件数は 14.4 万 人（ 8.1％） にと ど まっ
ている 。ま た、 企業 の実 際の採 用率 （有 効求 人数 に対す る就 職件 数の 割合 ）
は 5.3％に とど まっ てい る （「労 働力調 査」 より ）。これ は、 求人 はあ くま で企
業の予 定で あり 、実 際の 採用 は それ とは 乖離 して いる実 態を 示し てい る。
いわ ゆる 「ア ベノ ミッ クス」 の成 果を 評価 した り、働 き方 改革 を検 討 し たり
する時 には 、こ うし た雇 用実態 を踏 まえ た議 論が 必要で はな いか ？
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