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司会（瀬口晴義・日本記者クラブ企画委員） 

ありがとうございました。 

聞けば聞くほど、いま都知事をやめたら大変

な批判を浴びるのではないか、そういうふうな

思いもいたしました。私から幾つか質問させて

いただきます。小池さんとしては、今回の選挙

で政権奪取を狙う、そういう意思ということで

よろしいでしょうか。 

小池 最初から野党を狙って選挙に臨むと

いうことはないわけであります。やはり政権選

択選挙が総選挙でございます。 

私は、ご存じのように、最初、スタートした

のが参議院で、そして翌年、93 年に日本新党

という政党から衆議院にくらがえをして臨み

ました。 

そのときにいろいろと分析したのが、なぜ新

自由クラブは政権をとれなかったかというこ

とでございました。簡単でした。候補者が足り

なかったからだということです。 

有権者に選択肢を示すということは重要だ

と思っております。もちろん、選択肢は誰でも

いいというわけではございません。しかしなが

ら、選択肢がなければ投票先がないということ

でございますので、その意味で、できるだけ多

くの候補者を擁立していくという意思を持っ

ております。 

司会 いまのところ、何人ぐらい候補者を。

きょう民進党が事実上合流ということで話が

ありましたけれども、何人ぐらい候補者を立て

られそうですか。3桁とおっしゃっていました

けれども、100人では全然足りませんよね。 

小池 はい。いま、まさしくその精査をして

いるところでございます。そしていま、ご質問

の中に、民進党と合流という話がございました

が、私どもは合流という考え方は持っておりま

せん。これから希望の党で戦いたいという申し

込みがあって初めて候補者として選ぶかどう

かということでございます。ですから、それは

希望の党で出たいという民進党の出身の方も

いらっしゃるでしょうし、いやいや、そんなの

は嫌だという方もいらっしゃるでしょうし、そ

れは、ですから、合流という考え方にはそぐわ

ないと思っております。 

司会 仮に希望の党が過半数をとったとい

うときに、首相はどなたがなるんですか。 

小池 はい、それについてはいろいろ考えて

いきたいと思っております。 

司会 希望の党、いろいろな方が集まってき

ております。憲法観など、基本的なところでず

れも目立っているような気もします。 

例えば民進党から来る方もいらっしゃるわ

けですけれども、民進党は安保法を廃案にする、

そういう方針の方もたくさんいらっしゃいま

す。小池さんとは多分見方が違うと思います。

こうした点に目をつぶって見切り発車という

形でスタートすると、仮に過半数をとったとし

ても、いずれ空中分解してしまうのではないか、

そういうような厳しい見方もあるんですけれ

ども、その辺はいかがでしょうか。 

小池 先ほどお答えいたしましたように、ま

ず希望の党に入るという希望をされるか否か

ということで、ご自身が安保法制のときに全く

それに賛成をしないというような方は、そもそ

もアプライしてこられないのではないかと思

います。 

しかしながら、一人一人お話を伺ってみます

と、当時グレーゾーンの問題などが出ておりま

した、離島などの。そういったところで当時の

民進党の考え方というのも一理あると考えら

れ、一方で、いままさしく北朝鮮情勢というの

が、そしてまた中国の工船などが非常に活発に

動いているというような状況にありまして、ど

うあるべきかというのは、さらにリアルに考え

るという方がいらっしゃるかと思います。 

いずれにせよ、まず希望の党に希望するかし

ないかということを伺わなければ、実際にお入

りになるかどうか、まずそのエントリーがなけ

れば、選びようがないということです。 

司会 希望の党の綱領で、寛容な改革保守政

党ということを挙げられています。では、自民

党は保守政党としてどういう保守政党と位置

づけられているんでしょうか。 

小池 自民党は、伝統的な、そしてこれまで

日本の政治の安定などにも寄与してこられた
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と思います。しかしながら、改革については、

私が申しあげている言葉を使わせていただけ

れば、それはもう、いろんな長い間のおつき合

いもこれあり、それはしがらみという形になっ

て、なかなか改革ということを――改革という

のは、時にある種の産業にはこれ以上サポート

しないとか、かなり冷徹な部分があるわけです

ね。でも、そこがなかなかできないということ

が、かえって改革をおくらせて、結果として日

本全体の地位をおとしめてしまっている。もし

くは下落させてしまっているということにつ

ながっているかと思います。 

ですから、その意味では、改革ということに

ついて、アベノミクスも最初は勢いがあったか

と思いますけれども、結局、もたついているの

は、加計学園もそうでありますけれども、お友

達優先の特区であるとか、そういったしがらみ

の中での改革というのは、それはもう改革とは

言わないと思います。 

ですから、しがらみということを超えて、日

本がこうあらねばならないということができ

るのは、むしろこれは新しいからこそできると

いうメリットだと思っております。 

司会 ありがとうございました。 

では、会場のほうから質問を受けたいと思い

ます。では、所属とお名前をおっしゃって、質

問は一問だけ、短くお願いします。 

質問 消費税について、お伺いしたいと思い

ます。消費税を 8％から 10％に引き上げること

について、知事は凍結するとのお考えだと聞い

ています。凍結すると、予定されている税収 5

兆円が入ってこないことになると思うんです

が、その場合、国の財政運営についてはどうさ

れるのでしょうか。一方、いまの民進党は、子

育て支援や教育の無償化を、安倍政権同様に唱

えていると思います。恐らく安倍政権と同じよ

うな策を講ずるとすると 2 兆円ぐらいのお金

は最低でもかかると思います。そうすると、歳

入の問題が出てきますが、数字的な裏づけをお

伺いできれば幸いです。 

小池 私どもが消費税の増税、それも 2019

年 10 月の段階の話でございますが、これを予

定どおり行うか否かということだと思います。 

これについては、お話のとおり、財政の立て

直しというのは極めて重要な課題でありなが

ら、今回は安倍総理みずから使い道のことをお

っしゃっていますけれども、財政再建について

はむしろ先送りということをおっしゃってお

られますので、これについては財政再建を逆に

遠ざけてしまっているのではないか、このよう

に思います。 

それから、これまで異次元の金融緩和である

とか、財政出動などをやってきた。しかしなが

ら、株高、円安、それから失業率の低下などの

効果は認めたいと思いますけれども、まだまだ

好景気という、その実感ということを、「イザ

ナギ超えなどというのはどこの国ですか」と皆

さんおっしゃる。これは結局、それぞれの、例

えば有効求人倍率なども、人手不足ぐらいな、

特に首都圏などはそういう状況になっており

ますけれども、やはり実際に収入として上がっ

ているのかどうかというと、これはそれぞれの

数字をみますと、まだその実感はないのは当然

だなと思うような数字となっております。 

それから、やはり正規、非正規の部分での違

いが出てきていると感じております。 

それから、私は今回、まだデフレ脱却と言え

ない中において、個人消費という経済の成長の

中で大きなシェアを占める部分がまだまだ冷

え込んでいる中において、駆け込みの消費は若

干あるかもしれませんけれども、しかし、いま

の状況の中で大きく伸ばすということはなか

なか考えにくい。 

それから、先ほどの人口動態が大きく変わる

中において、これからますます少子化対策の部

分のみならず、このままでは必ずふえていく年

金、そしてまた高齢化に伴います医療費の増大、

これをもう一度、社会保障全体で、実際に放漫

経営になっていないかということなどをきち

んと見直しをしてからでないと、ただただ増税

ということについては、消費を冷え込ませるだ

けではないか、このように考えているところで

あります。 

よって、今後、この消費税については、税率
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のアップ、使い道もいろいろございますけれど

も、しかし、それについては景気条項というよ

うなわかる形でもって、それを踏まえる形で進

めていくのが妥当ではないかと考えておりま

す。 

それから、財政再建については、よく借金も

多いけれども、資産もあるねという話で、国が

保有している資産の部分をもう少し整理をす

るというのも一つではないかと考えておりま

す。 

質問 ほぼ間違いなく、今度の選挙で、いわ

ゆる自民党、それに希望の党を含めた保守勢力

は大幅に数をふやすと思います。一方で、いわ

ゆるリベラル勢力というのは弱体化していく。

そういった中で、国の根幹にかかわる憲法、安

全保障の問題で、自民党と希望の党の差異とい

うのはだんだん見えてこなくなるような気が

する。例えば小池さんは（改憲は）9条だけじ

ゃないと言われているが、これはつまり憲法全

体を改革というか、スピード感をもって変えて

いこう、そういうお考えでしょうか。 

小池 憲法については、常に 9条に的が絞ら

れて、そして、そこで神学論争が繰り広げられ

て何十年と続いてきたと思います。 

私は、憲法というのは時代とともに、そして

また今後の世界の流れなどを踏まえたうえで、

どうやってこの国家を、そして日本の主権を、

国民を守っていくかという背骨の大切な部分

だと思います。だからこそ、議論を避けてはい

けないし、これを単なるイエス・オア・ノーで

くくるということをしていると、議論が深まら

ないと思っております。 

特に、私自身は、実際に知事を 1 年間やり、

地方自治に当たってまいりましたけれども、例

えば憲法で言うところの 8章、地方に関しての

部分でありますけれども、極めて手薄になって

いるということもございます。 

こういったことも踏まえれば、もう少し、9

条のイエス・オア・ノーだけではなくて、より

多くを健全に議論していく、そういう素地をつ

くるということが必要なのではないかと。護憲

が目的化したり、憲法改正そのものが目的化す

るということはあってはならないと思うから

こそ、私はむしろ議論を広げることによって深

めていきたい、そういう風に希望しております。 

質問 情報公開と「しがらみのない政治」と

いう 2つの柱について、具体的にお聞きしたい。 

小池さんが 24 年間の政治生活の中で最もう

まくいった、しがらみのない政治は一体何だっ

たのか。そして、今度国政に場を移したときに、

一つの勢力として何を最初のターゲットにす

るのか。それは法人税減税なのか。 

もう一つ、情報公開はまさに森友・加計の問

題です。もし小池さんが財務大臣だったら、国

会でどういう処置をされていたか。あるいは国

会で今度議席を得て力を持つわけですから、森

友・加計問題については、どう処理なさるか。 

小池 情報公開は、国政であれ、都政であれ、

一丁目一番地であるべきだと考えております。

広く知らしめるということが大前提であるこ

とによって、行政の緊張感がそもそもございま

すし、またさまざまな口ききなどについても、

そういったことは情報公開の対象になるんだ

ということは、政治の透明化ということにつな

がる、信頼感につながる。 

私は、例えば税率の高い北欧諸国というのは、

あれだけ税をたくさん一般国民からいただく

には、その分、透明度が高いという、このこと

は学べる点だと思っております。そして、北欧

諸国の透明度の高さたるや、日本とは全く比べ

物にならない。ですから、今回も書類が 1年で

破棄されていたとか、そういったことを聞くに

つれ、改めて国政における情報公開の低さとか、

それから公文書の管理などが手薄なのだと思

いました。 

ですから、私はそのことも含めて、またこれ

までの都政というのがよくわからない部分が

多いというのを一度明らかにしようというこ

とから、情報公開についての条例を改正し、ま

た公文書についての条例をきちっとつくった

というので、これが民主主義の政治の基本的な

インフラではないか。これまでハードのインフ

ラにはいつも熱心だったけれども、私はいまこ

そ社会のインフラということをしっかりと進
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めていくことが、先ほどのご質問のあった社会

保障も同じことだと思っております。 

ですから、そういった「見える化」が一番重

要なことではないか。そのことが健全な日本の

政治ということを確立していくのではないか、

これこそ改革の一丁目一番地だと思っており

ます。 

質問 パキスタンの記者です。テロ問題やア

メリカの対シリア、パキスタン政策についての

見解を聞きたい。 

小池 テロについては、これから特にオリン

ピック、パラリンピックやラグビーのワールド

カップが控えておりますので、狙うほうとすれ

ば、舞台としてこの東京というのは一つと大き

な標的になりかねないと心配をいたします。だ

からこそ、それに対してのさまざまなセキュリ

ティー対策、これは技術革新もよく活用しなが

ら進めていくというのが、ホストシティとして

の役割だと思っております。 

このテロ対策というのは、最近のＩＴも手伝

ってますますグローバル化しているというこ

とから、しっかりと各国との連携を深めていか

なければいけないと思っております。 

アメリカについては、日米同盟という中にお

いて、これが機軸でございますが、私は今後の

北朝鮮情勢一つとってみましても、日本のどう

いう役割があるのか、そしてまた今後、例えば

アメリカが中国に対して、資源を北朝鮮に流さ

ないようにということでいろんな縛りをかけ

ている中で、これがどれぐらいの効果をもたら

してくるのか、よく注視しなければならない。 

別件ですけれども、パリ協定と地球温暖化問

題で米中が組んで世界は動くんですね、シェア

から言いまして。今後、北朝鮮問題等をめぐっ

てアメリカと中国がどのような間合いになる

のか、それはすなわち今後の日本のさまざまな

戦略に直接かかわってくる問題なので、これこ

そ注視していくことではないのかなと思って

おります。 

抽象的なお答えになりましたが、やはり世界

を鳥の目になってよくみていくということ、そ

れから先ほどの Brexit にしろ、いまのトラン

プ大統領の新しいアメリカにしろ、やはり世界

の中での日本ということをよくみていかない

と、国内だけの議論に終始していると、結局世

界から取り残されるというふうな大変危機感

を持っておりますので、これから鳥の目と虫の

目、それから魚の目、この 3つの目を常に私は

申しあげているんですが、国政においても、都

政においても、その観点でやっていきたいと思

っております。 

質問 先ほど、民進党の両院総会が終わりま

した。その後、前原さんが会見をされ、自らは

希望の党公認で出るか、無所属で出るかはまだ

決めていない、また民進党代表はやめないとい

うことでした。政策的には、新安保法制は違憲

であると思っている、とおっしゃいました。そ

の点についてコメントをお伺いしたい。 

小池 コメントと言いましても、それぞれ政

治家・前原誠司としてのご決断だと思います。

まだファイナルな決断になっているかどうか

は存じませんけれども、大変重い決断をされて、

ここまで持ってこられたのだと思っておりま

す。 

先ほどから申しあげておりますように、今後、

希望の党からの出馬を望まれる方について、仲

間としてお入りいただくかどうかというのは、

これからの作業になっていくわけでございま

す。また、前原さんが代表にとどまるとのお話

は、まさしく代表としての責任ということを体

現しておられるんだろうと感じているところ

であります。 

質問 憲法についてのさきほどの回答では、

安倍さんとの差異がよくわかりませんでした。

安倍さんも憲法 9 条だけじゃないと言ってい

ます。憲法全体の中で 9条改正が出てきたとき

に、小池さんは同調されるのでしょうか。そこ

をはっきりおっしゃってください。 

小池 結局、皆さん、9条の話ばかりに集約

されがちだなと改めて思ったところでござい

ます。そのうえで申しあげますと、今回、いき

なり自民党総裁として 3 項をつけ加えられま

した。これまで合憲とおっしゃっていたはずで

ございますので、いきなり 3項をつけ加えると
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いうのは、これは理解に苦しむところでござい

ます。 

そういった差異もございますけれども、でも、

全体で、憲法改正について広く議論をしようと

いう点については、これは変わりはないと思っ

ております。 

質問 原発の問題でお聞きいたします。「原

発ゼロ」が政策に掲げられていますが、いつま

でに原発ゼロをめざされるでしょうか。連合の

主流派は原発推進派です。その辺の調整はどう

されるのでしょうか。 

小池 原発については、私は、地球温暖化対

策の一つとしてこれまで寄与していた部分も

あろうかと思います。しかし、3.11 後の処理

等々をみておりますと、なかなか厳しいところ

が多いというのは多くの方々が実感しておら

れるのではないかと思います。 

一方で、原発と一言で言いましても、福島第

一のように、もう歴史的に最も古い原発、それ

から最新鋭の原発、さまざまございます。そし

てまた、活断層がどこを通っているかなどなど、

そういったことで原発をひっくるめてという

ことのみならず、一つ一つの部分は精査してい

かなければならない。 

ただ、これから新しい原発が実際にできるか

というと、難しい。それから、高齢化は人間様

だけではなくて、原発も高齢化が明らかに進ん

でいる。であるならば、一つこれは目標を定め

て、ゼロへという工程表をしっかりと組んでい

くというのが責任ではないかと思っておりま

す。ただただ流れていくのはよくないと思って

おりまして、2030 年までに原発はゼロに持っ

ていくためにはどういう工程があるのかとい

うことを検討していきたいと思います。 

では原発をゼロにするというだけでいいん

でしょうか。世界第三位の経済大国日本で、そ

れだけを言っていくというのは現実的でない。

一方で、省エネ、それから自然再生エネルギー、

これだけの技術を持ちながら、私はまだまだ日

本は、例えば建物の省エネの基準とかが生易し

いと思います。自然再生エネルギーも、これま

でも太陽光発電であるとか、そんなのは昼間し

か使えないだろう、それから風力発電、国立公

園で環境をおかしくするだろう、系統電力、ど

うするんだ。 

いろいろだめな理由ばっかり考えるのはと

てもうまいんですけれども、もっと積極的に自

然再生エネルギー、例えば東京都でも目標とし

て持っておりますけれども、2030 年までに、

いま現時点では自然再生エネルギー11％、現実

はそういったところでございますけれども、そ

れを 30％にまで持っていくということを目標

にいたしております。 

やはりエネルギー問題というのは、一番国家

の根幹の政策でございます。そこを真剣に、た

だフェーズを変えて考えていくというのがい

ま必要だと思っております。 

ですから、連合の皆さんとも、膝を突き合わ

せて、この廃炉も一つの大きな技術になってく

るかと思いますし、こういったことについては

真剣に考えていきたいと考えております。 

司会 時間オーバーしましたけれども、あり

がとうございました。控室で小池さんに書いて

いただいた揮毫を紹介します。ずばり「希望」

です。一言コメントをいただけますか。 

小池 子どものお習字で一番よく書かれる

のがこの「希望」という言葉だそうであります。

もう一つが、「平和」という 2文字だと聞いて

おります。平和があって希望が芽生える。そし

て、希望があって平和が確保できる、そういう

ふうに考えております。 

司会 きょうは本当にお忙しい中、大変あり

がとうございました。 

（拍手） 

（文責・編集部） 

 


