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行った所信表明演説で、 アベノミクスの加速など
とともに、 憲法改正に積極的な姿勢を改めて示し

た。 連立のパートナーの公明党はどう対応してい
くのか。 首相との個人的なバイプが太いとされる

太田昭宏衆院議員に、松田喬和•毎日新聞特別顧

太田氏 第1次政権時代
は閣僚らの失言やスキャン
ダルが続出し、直面する課
題に取り組むだけで精いっ
ぱいでした。けれども今は
「末来」を語れる政権にな
っています。安借首相自身
も精力的ですし、余裕が感

代表として連立を組みまし
た。当時と比べ、安倍首相
はどう変わりましたか。

ーー2006年発足の第
1次安倍政権では、公明党

安倍晋三首相は 9 月 26 日に、衆参両院本会議で

じられます。
— 国民が公明党に期待
するのは、政権の暴走を止
める「 ブレーキ役」です。
太田氏 安倍首相のこと
を、右 寄りだとかイデオロ
ギーが偏っていると指摘す
る人がいますが、私はリア
リスト （現実主義者）だと
思います。例えば、安全保
障体制を幣備した「 平和安
全法制」や税制の問題など
では、公明党の主張を率直
に申し上げていますが、そ
こはよく受け止めていただ
いている。昨夏の戦後70
年
談話についても、最終的に

は公明党も含めた多方面の
意見を踏まえたものに仕上
がった、
と評価しています。
公明党と自民党の関係は
相当安定し、成熟していま
す。即着しているのではな
く、両党のいい持ち味を生
かせている。そして、平和
や庶民の目線に立った政策

では「公明党はいいプレー
キ役になっている」という
声も届いています。
|—安倍首相は「l儲総
活躍」などのスローガンの
下でアベノ ミクスを進めて
いますが、成果が国民の間
に十 分には浸 透していな
い。「成長と分配」を政策
として実行する際には、後
者にもう少し重きを置いた

「

の議論が大事だと考えてい
ます。

機付け）を高めながら所得
控除と税額 控除のあり方を
再考し、再分配効果の実効
性を上げるという観点から

ほうがいいのではないか。
その意見は公明党内でも根
強 いのではな いでしょう
か。
太田氏 デフレ脱却とい
う最大の課題がありますか

が欠かせないことです。好
楯環の仕組みは言い換える
と、人、教育への投資°こ
の政策によって貧困を脱し

強調したいのは「成長と
分配」には「好循珊」こそ

ら、そこは経済を成長させ
るところまで持っていかな
ければならない。アベノ ミ
クスのアクセルをしっかり
踏んで、戦略的に成長を図
っていかなければなりませ

た人が働いて、経済に、そ
ん。
一方、政府は労働市楊に して成長に寄与していくこ
「同一労働同一賃 金」 とが大切なんです。そうす
おいて
規 、 ればまさに「1儲総活躍」
の実現を目指すなど、正
規 労働者間の格差を埋 につながるでしょう。さら
非正
める政策を進めています。 、に、かつては「きつい、汚
さらに、所得税改革では労 い、危険」 と言われた3k
職場も‘
私は「給料がいい、

働へのインセンティプ（動

ことを ずっと自 指してき
た。一方、公明党は、現行
憲法は優れているという認
識のもと、憲法の三原則を
座持しつつ、時代の進展と
ともに変化してきたものに
対して、加えるべき条文が
あれば加えるという加憲の
立楊です。そして、両党の
間では、全文一括で改憲す
るのではなく、部分改正に
しようという暗黙の一致が
年以
生まれてきました。10

上前から続いている濃密な
・
議論の結果です。
それからもう一っ。与党
で3分の2の国会議員を形
成して改憲を目指すのでは
ない。民進党をはじめとす
る野党との幅広い合意を形
成して部分改正を自指すと
いう点でも合意形成がなさ
れていると思います。．
ーー公明党としては、自
民党の改惹草案を議論のた
たき台にはしないと？
太田氏 そうです。惑法
の議論は、この国の形をど
うするのかということ。政
治家、各政党が、どういう
惑法、どういう国をつくっ
ていくのかという重厚な論
議を憲法審査会で行うこと
が重要です。それがまだ始
まっていません。
贔
ー—ずばり聞きますが、
戦争放棄などを定めた9条
は改正させない、そこはど

を堅持し
9条」
加怠対象も検討
休暇がある、希望がある」
というヲ ラスの3kに」
と主張していますが、徐々
に変わりつつある。それに
よって好循環が生まれると
考えます。

直
党は改憲が党是
ですが、公明党は平和の党

を党是にし、加憲を主張し
てきました°懲法観では根
っこから遵います°憲法に
関して、両党は折り合いを
つけていけるのですか？
年から衆
太田氏 既に00
参の憲法調査会で議論が行
われてきました。成立の経

緯から、歴史、文言などに
ついて議論を重ねていき、
その結果、国民投票法を成
立させました。
基本方針として、自民党
は現行憲法を自主憲法に変
える、全文 一括で改正する

<'

太田昭宏衆院議員
公明党

【構成• 井田純、 写真·梅村直承】

問が聞いた。
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人、教育への投資で 「 好循環」を／ 「 常在戦場」で解散準備

うしても譲れない、という
ことですか。
太田氏 9条1項、2項
は堅持する。それはずっと
変わっていません。その上
で、自衛隊の存在や、国際
貢献については加憲の対象
とするかどうか、それを今
醤 討する— _という考え
です。

| 「来年1月に解散」
という声が永田町内外でク
ローズアップされてきてい

ます。連立パートナーの一
人の党幹部としてどう受け
止めていますか。
太田氏 解散は本当に首
相の専権事項。2年前の解
散もそうでしたが、首相か
ら相談なんてあるわけがな
い。この立月で衆院議員の
任期は折り返し。残る2年
の間には必ず選挙がありま
すから「常在戦場」という
こと。今言えるのは、選挙
に備えてしっかり日常的に
準備しましょうということ
だけです。
ーー自公を結ぶキーパー
ソン、安倍首相とのパイプ
役などと言われる太田さん
には何らかの打診があるの
では？
太田氏 私だけではなく
て、みんなその気配やにお
いをかぎつけようとします
診は一切ありません。
が、打
ー 民進党では蓮紡代表
による新体制がスタートし
ました。
どう見ていますか。
太田氏 蓮紡さんや幹事
長の野田佳彦さんは、「中
間層に厚みのある社会」「人
と訴えています。
への投資」
私も中間層に厚みがある社
会になって、成長の成果が
循環すべきだと強く思って
いますし、負の連鎖を断ち
切るにはもっと教育に力を
入れな いと。その 意味 で
は、与党と民進党との政策
競争を大いに進めるべき で
す。

