
『わいわい衆議院議員とまち育て！』 
7 月 10 日（金）１９：３０～２２：００ 
 文化交流会館３Ｆ 会議室 
 橋本岳議員、柚木道義議員 

 
●この 4 年間の活動を振り返って、100 点満点で、ご自身の活動内容は 
何点になりますか？ また、最も評価できる実績をお教え下さい。 
 特に注力して取り組まれてきたこと、 
 最も自己評価できる活動や成果 
 最も地域住民や市民、国民に貢献できたことｅｔｃ．。（各 10 分） 
 
○ 柚木議員 

党としては、掲げたものをまだ実現できていない、が政権を担ってから評価してもらえ

たら。私個人の評価としては、気持ちの面では、80 点。具体的な指標があるわけではない

が、1 期生としては次の選挙で当選することが一番大事だとよくいわれるが、そうではなく、

週 3 回 4 回往復。45 回国会質問。ほぼ 365 日、がんばった、やれることはやった。残り 20
点は、それぞれ与野党の立場もあるし、お互いに歩み寄ればいいことでもそうならないこ

ともある。薬害、C 型肝炎対策で事務局長をしたが、医療費助成が十分ではない。命に関わ

る部分、医療・介護に関わる部分がまだまだ。今後もみなさんの支援を受けて、すすめら

れたらということで 20 点マイナス。 
取り組んだことは、厚生労働委員会、経済産業委員会での取り組み。厚生労働委員会で

は、年金問題、医療介護、雇用対策、子育て支援など。経済産業委員会としては、雇用の

問題、水島コンビナートもあり、次世代エネルギー開発、電気自動車など。 
医療・介護では、産科、小児科の緊急医療体制が問題。医師不足の解消。救急体制の整

備に。特に注力した。 
後期高齢者医療制度では、政府が自己負担を軽減している。制度として１００%のもので

はないが。 
肝炎対策では、C 型肝炎患者さんとの歴史的和解。 
難病対策は１３疾患に拡大。今後、継続的にこういうカタチで。まだ対象になっていな

いものもあるが。 
高額療養費制度は、ぎりぎり年間８万円いかない、長期療養されている方も、柔軟にで

きないかと升添さんと。 
介護は、要介護１～２に、介護切りの問題。症状変わっていないのに、サービスが削ら

れる→経過措置を設けることができたが新規のみ。継続の方にも。 
雇用対策では、就労支援、育児支援にも取り組んだ。 
産科・小児科では、妊婦たらいまわしの問題を国会でとりあげた。新聞でも一面に、「医



療事故調設置へ・・・」と取り上げられた。妊婦検診無料化、医療事故調査委員会の制度

化、などにつながった。 
 

○ 橋本議員 
１００点満点で何点かは難しい。１００点かつ０点。１００点は、全力でがんばった。

政策提言、議論した。総社→倉敷→国政。 
永田町、霞ヶ関でおかしいと思うこと、足りないことは言ってきた。政策について議論

をし、レポートをまとめて提出した。でも実現できなければ評価されない。大勢の協力が

あってできること。将来実現できることがあっても、今の段階ではまだ。誰かを幸せにで

きたか。まだまだの部分もある。 
注力して取り組めたことは、社会保障、医療、医療安全をどう守っていくか。医者が過

労死しそうな状況。気軽にコンビニ医療。どうすれば解決できるか。保育園、幼稚園、現

場を見て、自分の子どもが通っていたり、妻がいうことを聞いたり、骨太の方針に生かす。

規制緩和して保育園の民間参入という方向が示されかけたが→修正を求めた。果たしてそ

れでいいのか？子どもたちへの保育の質が低下しては困る。 
地方分権道州制では、自民道州制推進本部、２年目から。日本の１０年１５年先を見て、

２度にわたり、提言レポートを作成し、提出した。 
http://www.ga9.jp/modules/pro/content0027.html 

難病対策では、３年前の１２月、財務省から経費を削ろうという話がでた。医療助成の

対象からはずそうという話が出た→とめた。継続して検討するよう、議連にワーキングチ

ームをつくった。予算の都度、申し入れ。難病対策という問題があるということ、5 万人や

8 万人という患者人口は、日本人全体からみれば、割合としては多くないが、患者さんにと

っては、生命線。国の予算総額としては、２５億→１００億円。削るから増やすに変えた。

方向転換できた、そうした働きかけが実現できたことは誇りに思っている。成果があがっ

たという意味では、一番評価できる点だと自負している。 
 

●次の任期中に、最も注力して取り組みたい地域課題、政治課題 
どんな 5 年後、10 年後、20 年後を思い描いて活動し、 
どんな自己評価指針をもって取り組み、 
どう地域住民や活動仲間とパートナーシップを築き 
どのように情報共有して実現をめざしますか？   （各 10 分） 
 
○ 橋本議員 
 最も注力して取り組みたいことは、社会保障制度、医療、介護、年金、生活保障の制度

そのものが崩壊している、ほころびが出ている、基盤がこわれてきている→支えていく、

直していく、整えていく。 

http://www.ga9.jp/modules/pro/content0027.html


例えば、医療では、日本の医療は、先進国で対 GNP 比で最も低い。医者の数は少ない。

平均寿命は長く、出生児の死亡率は低い、保険制度が整っている、、、日本の医療は世界で

も誇るべきレベル、安い費用（コスト）で高い質を維持している。そのしわよせが働いて

いる医者、看護師さんなどにきている現状がある。お医者さんは一生懸命やっているが、

１万人に 0．3 人など、お産でなくなる方がおられる。昔はもっとあることだったが、今は、

まれだが、何かあったら、訴訟になる。過失がある場合は仕方ないが、訴訟により、がん

ばっているお医者さんが疲弊していく。医療費確保は予算の問題。同時に、コンビニ医療

では、お金をどんどん使っても流れていくだけで、誰も幸せになれない。お互いに相手の

言い分に耳を傾け、理解しあって、どういう医療を目指し、支えきれないのであれば、ど

ういうシステムをつくるのかを議論していくようなプラットフォームを整えていくことが

必要な時期にある。そうした制度づくりや政策に取り組みたい。 
また、大きな課題として、自分の世代、団塊ジュニア世代の疲弊についての取り組みが

必要。３０代の年収で、一番多いところは３００万円台。子育て、介護、地域活動の中核、

仕事では中堅を担うはずの世代、団塊ジュニア世代の疲弊には、対策が必要。すべての政

策に関わってくる。医療、介護、農業。大きな問題意識にたって取り組む必要性を感じて

いる。 
自己評価指針は、どんな活動をしてきたか。どんな成果があったかの両方をもっていた

い。成果とは、どれだけの人を幸せにできたかを念頭に考えたい。 
地域住民とのパートナーシップをどのように築くかは、このような集会を重ねてはもち

ろんだが、医療の問題をどうやって勉強したかでは、インターネットをつかった。１００

通くらいこういうことに反対してほしいとメールをもらった医者がいたが、その先生方と

メーリングリストでやりとりした。質問を集めたり。このように、いろんなことの組み合

わせで、コミュニケーションをとっていきたい。 
 
○ 柚木議員 
ひと言で言うと、格差是正。メニューは、地域医療、介護、地域包括医療の充実。１０

年後の倉敷市を挙げると、地域差はあるが、児島では３人に１人は６０代以上。政治の成

果は５年、１０年先にならないと出ないことが多い。失策はすぐに悪影響がでるので、そ

のことも肝に銘じないといけないが。命に関わること、医療格差、所得格差是正に取り組

みたい→医療格差。 
子育て支援では、授業料の負担など、経済的な支援。雇用とも密接に関わっている。 
雇用対策では、どれも格差という観点から。１００%平等がいいとは思っているわけでは

なく、努力にみあったものを、、、。GDP 比では、日本の雇用対策費はとても低いのが現状。

日本は、税金の支出先の配分のアンバランスによる弊害が出ている。２０１２年は、診療

報酬、介護報酬のダブル改定の時期。ここを睨んで、高齢化もすすむ中、医療と介護の連

携が地域ごとになされるような政策やしくみ作りが必要。 



社会保障分野では、社会保障は金食い虫いわれるが、日本は、いわゆる公共事業費の対

GDP 比に比べ、社会保障の比率が極めて低い。社会保障分野に投資をすると、どの産業よ

りも効果が上回るということは、他の先進国での実績から、数字の裏付けがある。公共事

業ではなく、税金を社会保障費に投資することによって、大きな経済効果もあり、雇用の

創出にもつながる。医者ひとりあたりの患者数が多い。→投資をすることで、経済を押し

上げる効果が大きい。今、しっかりしておかないと、１０年後が大変。 
子育てでは、民主党は子ども手当ての支給をマニフェストに盛り込んでいる。月額２万

数千円。義務教育が終わるまで。去年の今頃、景気はよかったが、社会保障不安によって

消費に回らない。解消へ。母子加算は議論があるが。子どもの学資、ひとり親家庭の支援。

学童、保育ママ。病児保育などに取り組みたい。 
雇用では、仕事によって結婚にも格差がある。正規雇用と非正規雇用の労働者とでは、

結婚している率で、１０対３と歴然とした差がでている。不安定雇用→治安悪化を招く。

社会保障全般、安全保障の部分も含めて注力したい。 
 
● 倉敷のまちづくりの課題。大切な分野は、未病→医療費の軽減に。そういうことを念頭

にハード、施設、しくみをつくった方がいい。国の議論は？ 
 
○ 柚木議員 

検診、食育などもやっているが、費用対効果をみて集中させていく。医療に関しては地

域特性が大きい。長野県は医療費が日本一少ない県。福岡県が最も多い県。どの自治体が

どんな傾向にあるかは数字で把握している。生活習慣、地域環境、意識、、、日本全体の共

通のものを見た上で、地域特性を見ながら、地域にあった対策が実施できるよう、地域が

地域医療計画をつくる。→税財源を地方に移譲して、地域にあったカタチの施策の方が実

効性がある。 
 

○ 橋本議員 
具体的に直接影響があるのは、健康寿命、予防医療、歯の検診・予防、リハビリ、介護

予防、充実。未病施設ってどうなのかなぁ。ハード面ではふつうのまちは、バリアフリー

ではない。たとえば、駅のホームにドアがついていると、目の見えない方の外出は、もっ

と外出しやすくなる。それと共に、気持ちの問題も大きい。心配、不安を施設で解消とい

うのは、どうなのかなぁ。倉敷にはいいところがいっぱいある。きれいなところもいっぱ

いある。まちを歩いてそういうものを再発見する。そうすれば元気になっていく。 
 
● 少子高齢化対策は？ 
 
○ 橋本議員 



今そこにある危機と言って過言でない。団塊ジュニア世代で、ボリュームが戻らないのは、

大問題。年収が下がってきている→次世代への投資の余裕がない。自分たちが４０代５０

代になったら回復の見込みはない。今、取り組まなければいけない問題。大臣も予算が足

りないと言っている。とってこないといけない。なぜ、小子化対策をしなければならない

のか。将来の社会保障基盤確保のため、国の活力維持のため、といった視点での対策では

改善しないと捉えている。もっと、大きな視点、深い問題意識で、先祖からつながってき

たものを次につないでいくといった捉え方が必要。意識の変化を。根本から考え方を改め

て取り組むべき。負担軽減など具体的な話ももちろん。教育とか社会的に、子どもを育み、

次世代に命をつないでいく大切さを。 
 

○ 柚木議員 
先進国共通の部分がある。価値観の多様化や自己実現の追求が進む。男女雇用機会均法

等で、晩婚、少子化がすすむ。３つの対策が必要だと考える。 
① 雇用・・・賃金体系の整備、育休など 
② 経済的支援・負担の軽減・・・既婚の場合は、子どもも居るが、未婚者が増えてい

る。今、既婚者には手当て、雇用。 
③ メニューの多様化。学童保育の充実、病児保育など。今、育休申請すると解雇通知

や、配置転換を強いられるなど。安心して、子どもを生んで育てられない現状があ

る。会社も大変。企業側の負担の軽減を。いろいろな法の未整備に手を入れること

も必要。例えば中小企業子育て支援金←同じ人が２人目の出産ではつかえない等。 
 

 
●格差社会、犯罪が増えている。わけあって生きていける社会にするには 
● 世の中、そんなに悪いですか？ 
 
○ 柚木議員 
格差是正、国の大きな仕事は税金の配分。限られたものをどういったカタチで。財源も。

場合によっては、消費税も。富が労働者に還元されているか？株主や経営者が富むばかり

で、労働者の可処分所得が少ない。税配分をどうしていくかで、担保していく。新自由主

義的に、グローバル化するのを是正していくことも必要。 
 

○ 橋本議員 
小泉政権、規制緩和、競争、のひずみが出てきた。何が起こったか。コスト競争になり、

人件費を減らす。正規職員、非正規職員に。給料が安くなっている。豊かになっているか？

そうでもないのでは。改める必要がある。国際競争力のプレッシャーから、そういう政策

が。コスト競争ではなく、(同じものをたくさん作る)ではなく、たくさん作る機械をどうう



みだすか。付加価値の高い機械をどううみだすかだ。→教育も関わってくる。二宮尊徳の

言葉に「道徳のない経済は悪徳だ。経済のない道徳は寝言だ。」という言葉のように、科学

技術の開発、教育などで、日本ならではの生き残り方を模索していかなければ。 
 

●地方制度改革（地方分権）について、国と地方自治体との関係について 
   いろいろと最近話題になっていますが、 
   何が問題でどんな改革が必要だとお考えですか？ 
   そのために、どんな働きかけを 
   誰が誰に対してしていくことが効果的だと捉えられていますか？ 
   ご自身は、どう取り組まれますか？ （各 5 分） 
 
○ 柚木議員 

今、ホットなテーマ。これから１０年スパンで、道州制も含めて、それを実現していく

方法論がより地域の特性にマッチした形で実施していくためには、税財源をセットにして

議論しなければならない。地方に税財源を移す。主権を地方に移すことでモチベーション

が上がる。「ニア イズ ベター」身近な地方議会の場で、いろいろなことが決まっていく。

地方の議会のトップ、議員は、住民からシビアな評価をうけることになる。ひもつきが必

要な部分もあるが、そうではない部分は地方での実施を。交付税は一定程度にして、地方

にまかせる。国家公務員、国会議員も場合によっては、地方で活動。三位一体の改革で、

地方の格差が大きくなった。方向性としては間違っていないが、本当の意味での地方分権

に。格差がでてはいけない部分は国が取り組んでいきたい。 
 

○ 橋本議員 
問題点は、地方独自のことが、やりにくい、できにくいということ。東京で決める、陳

情する、地方の自主性が育たず、地方でやりにくい。たとえば、具体的なことで言えば、

学校の校庭でも、地域の気候に合わせて柔軟でもいいのでは。地方分権をすすめたい。３

つの原則①国から地方への補助金をだして実施する事業を廃止する。②国の地方事務所部

局は廃止、縮小して道州に。③社会保障、生活権の保障、などなど国が最低基準を決めて

地方が実施。県境をまたぐ川、海の管理などは複数の県にまたがっているケースもあり、

広域圏の管理が必要。道州へ財源を振り分けてすすめていきたい。１つだけ、地方分権の

結果として何が起こっているか？たとえば、妊婦検診の１５回無料化。倉敷市実施から→

国でも制度かされている。交付税で地方に。ただし、地方によって、4 回しか無料化せず、

ほかに流用したりという現状がある。図書館の図書購入費なども！分権→ばらつきがでて

くる。いいと思うのか、ここまではは守ってということにするのか。具体的にどこをどう

守るのかをきちんと考えていかないといけない。 
 



● 21 世紀の日本の最重要課題、3 項目挙げるとしたら？ （各 5 分） 
 
○ 橋本議員 

□社会保障を立て直す 
□子どもを育てることに対する応援・・・お金と教育 
□地方分権、国のカタチを変える 霞ヶ関で決まるのをどう地方の現場へ取り戻すか？ 

 
○ 柚木議員 

□世界平和、貧困、環境問題、環境、資源の問題 
□格差是正、医療、介護、所得格差、治安悪化 
□政治改革、お金、人、定期的な政権交代で競争原理が働く→競争による技術革新、 
世襲政治の問題が取り上げられているが、成果における人材のリクルート、政界の人材

の流用化 
 

●農業政策について、なかでも、減反政策の賛否について、最近話題になって 
いましたが、どのように捉えていますか？  （各 5 分） 
 
○ 柚木議員 

民主党は、米は、生産目標を設定。減反制度は選択性。用途によって違う。主食とそれ

以外の部分を分けた上で同時に取り組んで、食料自給率を向上させていく。 
 

○ 橋本議員 
生産者と消費者とそれぞれの視点での考察が必要。 
生産者：減反政策、価格を安定させる。守らない人もいる。米の消費が減っている。も

っと減反しないといけないが。選択性にしたら、どうなるか、米の価格、自給率、生産量

を、シミュレーション中。 
消費者：お米の消費量は減っている。価格が下がっている。お米の消費量を増やす。飼

料にする。米粉の活用、日本酒の消費拡大などをはかる。 
両面で議論を。WTO 交渉も。民主党の政策、生産の目標値は守られるのか。生産を政府

がコントロールできる。抑制もできる。医療と同じで、困ったことが起こるのでは。 
 
● 給食を全部、米にする。なぜ、できない？食料不足のために、輸出は？農協は？ 
○ 橋本議員 
米の消費拡大はしたい。海外輸出はしている。できるようにした。今の日本がお米で困

っているのは、実は、海外の何十倍もする価格。生産コストの違い。農協は、零細農家を

守ってきた。WTO で、日本の構造があり、改革するにしても、相当な痛みをともなう。 



 
○ 柚木議員 
生産調整、創意工夫ができるしくみをということで、生産目標値にした。診療報酬と同

様のと言われたが、先進国並みに医療保障を上げていこうということなので、マイナスに

なるというのとは、違っている。 
 
● 水田は、米だけの問題でななく、日本の原風景で生態系も維持してきた。食糧問題だけ

で捉えず、水田は残すべき。 
○柚木議員 橋本議員  首をたてに降りながら応じる。 
 
●政治家は莫大な活動資金が要るといわれる この解決方法は？ （各 5 分） 
 
○ 橋本議員 

まず、莫大な活動資金というのを、どうイメージされているかにつてだが。確かにお金

がかかる。公設秘書３人は、いただいている。ほかにお手伝い４人。事務所家賃、光熱費、

ガソリン代などなど。鉄道はパスなので、かからないが、飛行機は３往復分/月いただいて

いるが、足が出る。積み上げると結構大きいお金。政党助成金、議員への献金、パーティ

権、などなど。莫大なお金とは？例えば、平沼赳夫さんは、他の自分のグループの方を養

っている。グループから政治家になると政治活動になるが。こうした場合は確かに莫大な

お金がかかっている。自分のところでは、慶弔費さえもだしていない。それでも確かにお

金がかかる。解決方法とは、何を目指すのか？ 
 

○ 柚木議員 
解決方法としては、キャップをはめるしかない。政治資金規制法で企業献金を規制しよ

うということを３年でしようとしているが、大変なこと。活動をすればするほど、経費が

かかる。今日配っている名刺やチラシ、ポスターなどなど。豪遊しているわけではないの

に。東京と地元で、活動すればするほど、公設以外に１０人いるとして、３００万として

も３０００万の経費がかかる。アメリカでは、政策スタッフもお金がでる。イギリスでは、

与党よりも野党に対してたくさん政党交付金が支給されている。公費で必要な経費を担保

することも必要。本当に必要なものも。一定の支援体制がなければ、政治活動はしっかり

できない。 
 

● 共産党のうけとっていない政党交付金は、自民党が受け取っている？ 
○ 橋本議員 
一般論では、人数に応じているはず。調べてみる。 

→（共産党以外の政党に議員数と得票率に応じて配分されています。） 



 
● 国（政党）のトップ、リーダーにとって、大事なものは？ 
 
○ 柚木議員 

 ビジョン 
 リーダーシップ 
 結果責任をとる。 
目線や想像力、どう見るか。国民皆保険というが、健康保険料が払えなくて、子ども

たちも無保険に、それをどう見るか。 
政党ということでは、政策、マニュフェスト。自己評価。 
 

○ 橋本議員 
 国の未来に対する責任感。ビジョン。 
 共感するチカラ。 （目線 想像力） 
 権力の行使を謙抑する力 
人の権限を制限することができる。それをどれだけ少なくして、幸せな社会をつくれ

るかを考えるべき。そうじゃない、ほかのいろいろな解決方法を考えた上で。どうし

てもしなければいけないときには、制限しないといけない。 政党も同様 
 
● 日本人のよさ、誇りとすべきところ、日本が向かうべき方向性は？ 
 
○ 橋本議員 

日本人の誇りは、歴史。かつ世界各国の中で、ひとつの天皇家を柱にいただきながら、

時代に応じて、政体を変えてきた。 
これから向かう方向としては、憲法の前文、平和を希求する国際社会の中で、名誉ある地

位を占めたいと思う「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除

去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」の部分です。 

 
○ 柚木議員 
歴史、文化、伝統はまさにそのとおり。戦後は特に、中流層の厚み。がんばれば、２０

年、３０年後が希望ある未来として具体的に描ける社会。それが、今は、先が見えない。

→治安の悪化につながっている。日本は、周りとの調和、困ったときはお互い様を大事に

してきた。中流層の厚みの中で、これまではうまく機能してきた。よさ。それが、今、失

われてきているからこそ、それを取り戻すこと。一定の文化的な最低限度の生活。 
向かうべき方向は、自立と共生と共存。共存、共生に軸足を置いて。アジアとの関係を

もっと密に。 



 
● 環境、まちづくりについて、低炭素型社会の実現と高速道路の無料、ガソリン値下げな

ど、エネルギー多消費につながる政策を、どう考えるのか？ 
 
○ 柚木議員 

環境と経済はバランス。サミットでも、２０５０年に８０%減。環境なくして経済活動な

し。各国で具体的に落とし込む必要がある。産業界では必ず反対されるが、国がリーダー

シップをとって、目標をさだめる。高速道路は、料金所の渋滞緩和のための政策でもあっ

た。ライフスタイルをどうするかというメッセージも出していかないといけない。 
 

○ 橋本議員 
確かに高速道路、景気対策で CO2 は増えたかもしれないしかし緊急事態で、早急な景気

対策が必要だったための実施した政策。ここ１年。あれがあって、美観地区やほかも観光

客が短期的に増え、成果はあった。土日祝日だけ。大きい車両は関係ない。エコカーの普

及、エコな製品の普及で、将来的には環境対策が必要。 
まちづくりをどう見直すか・・・高齢化、子育て、で、みんなが車のまちづくりではな

くなってくる。歩きやすいまち。公共交通機関、コミュニティバスなど。コンパクトシテ

ィ。そういう方向へもっていく。政治のリーダーシップは、枠を決める。自分たちのまち

を考え、つくりなおしていくことは、やっていくべきこと。 
 

●最後に、言い残したこと、これだけは伝えたいことを （各 2 分） 
 
○ 柚木議員 

議会の民主主義の先輩イギリスでは、政権交代のない民主主義はない。日本でも。お互

いに切磋琢磨を。 
 

○ 橋本議員 
切磋琢磨はそのとおり。政権交代については、１０年前にもあったよね、確か。こうい

う機会をいただいていることは、いいことだと思う。自分にとってのプレッシャーや、よ

い刺激になる。 
 
● ２人で並んで話す機会は？ 
○ 柚木・橋本議員 公開討論会、まちネットの前回の会と今回、この 4 年間では 3 度目 
 
● 当選後、またやりたいですね。 
○ 橋本・柚木議員  首をたてにふりながら応じる。 


