
・点　鐘　吉島会長

・ソング　それでこそロータリー�

・ビジター   （日高）古本良子様�

・卓　話　成田憲彦様�

【会長報告】

　成田先生は今、内閣官房参与もされています。

配布の会報にはたまたまスピーチコンテスト

入賞者レポートも載っており、駿河台大学と

の関係は大変深いという感じがします。

　先日のＩＭには３３名という出席で最近では

多かったかなと感じております。１２クラブが

それぞれどんな社会奉仕をやっているかを発

表。飯能は飯能ケーブルテレビの協力も得て

全て画像で流しました。準備の過程で、前島

新世代委員長がたいへんな頑張りだった事を

ご報告します。

　吉田（健）パスト会長が２／８黄疸のため西埼

玉中央病院に入院、本日お見舞いしました。

３月にはゴルフをやりたいとの事で、体調は

心配ないと思います。

【幹事報告】

・３月ロータリーレート　１＄＝７８円�

・３／７（水）役員会 １１：３０～�

・ＩＭ欠席の方は資料を持ち帰って下さい。�

・週報：所沢東、狭山、他�

【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　川口君

『友』２月号紹介。横組Ｐ４「ロータリーの

誕生とその成長」１９０５年２月２３日に開かれた

会合がＲＣの始まりですので明日が誕生日です。

Ｐ６“ロータリー平和フェロー”金子由佳（深谷

東ＲＣ）氏の記事。ロータリー平和センターは

世界４大学に設置。日本では国際基督教大学。

Ｐ１８被災地にテント３張を寄贈した東松山

ＲＣ。Ｐ３１「ガバナーのページ」に立原ガバナー。

縦組Ｐ２「特集　東日本大震災を経験して」

戦後最大の危機。最近は「防災」よりも「減災」。

自然災害を克服するのではなく、向き合いな

がら乗り越えるという考え方が出てきた。軽

自動車がすぐ売り切れたが車庫証明等は要る

のか、薬が不足して他院から融通してもらう

事が薬事法違反に問えるのか等、緊急時の問

題点について。Ｐ１３、日高ＲＣの会員の俳句。

Ｐ２３（深谷ノースＲＣ）ネパールでの校舎引

渡しの記事。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　３／２８（水）飯能日高合同夜間例会１８時ヘリ

テイジホール 会費６千円　がっちり笑いま

ショウ　３／７参加申込み〆切

【出席報告】無断欠席・【ＭＵ】なし 増島出席委員長

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・久しぶりにおじゃま致します。本日はよろ

　しくお願い致します。（日高）古本良子様�

・古本さん、ようこそおいで下さいました。

　　吉島君、間邉君、吉田（武）君、土屋（崇）君

　　細田（吉）君、高橋君、和泉君、田辺君

　　中里（忠）君�

・成田様、卓話有難うございます。本日はよ

　ろしくお願い致します。

　　吉島君、間邉君、吉田（武）君、土屋（崇）君

　　市川（洋）君、和泉君、高橋君�

・歯科医師会主催の東日本大震災講演会、吉

　島会長はじめ、多くのロータリー会員の方々

　に出席頂き有難うございました。　大野君�

・誕生日祝（夫人）のお花有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　川口君�

・２月２０日（月）娘に初孫が誕生しました。

　　　　　　　　　　　　　　　  土屋（崇）君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　馬場君�

・早退　　　　　　　　  土屋（良）君、吉澤君�

本日計２３，０００円、累計額８３５，１１２円。

◎７日例会当番は川口会員、増島会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長

　東京大学法学部卒業後、国立国会図書館勤務。

細川内閣で政務担当総理大臣秘書官（首席秘

書官）。１９９５年、駿河台大学に法学部教授

として招かれ、法学部部長、副学長を歴任。

２００７年より３年間、学長として大学発展に

尽力。昨年９月より野田内閣官房参与。著書に

ベストセラー『官邸』他。

　現在、私には政治学を教える政治の研究者

という顔が１つ。もう１つは、政治の現場で

政治の動きに関わっているという事もござい

ます。

　最初の経験が１９９３年からの細川護熙内閣。

当時の官邸は今、公邸となっています。あの

頃は“政治改革”という大きな仕事がございま

した。突如、夜中に言われて国民がびっくり

した「国民福祉税」は、“政治改革”が１か月遅

れたものですから不意打ちのような形になっ

てしまい上手く行かなかった。その後、駿河

台大学で学問として政治学を講じておりまし

たが、９月に野田内閣が誕生。野田佳彦総理

は細川さんのまな弟子です。日本新党の第１

期生として国会議員の歩みを始めたという事

がございまして、細川さんから「野田君を手

伝ってあげて」という事で、「私の出来る範

囲でお手伝いはする」と

申し上げましたら、野田

総理からお電話を頂戴し

まして、「内閣官房参与で

手伝って欲しい」という

事でございました。その

際、２つの条件として、１

つは理事長の了解、２つ

目はあくまでも駿河台大

学の教員を本務でやらせて頂きたいと申し上

げました。総理秘書官と異なり、元々内閣官

房参与というのは非常勤のアドバイザー役で

すから「それで構わない」という事でした。

　内閣官房参与は私以前に１５人居りました。

演出家・脚本家の平田オリザ氏は鳩山由紀夫

総理の演説の振付、原稿手直しのため、任命。

原発事故発生時、菅さんは経産省、原子力安

全保安院の情報に不信感を持っておりました

ので、出身の東京工業大学の繋がりで原子力

の専門家を７名程参与に任命し、事故対応の

アドバイスを受けていた。累積１５人の内閣官

房参与は、野田内閣で１１人が退任、私が新規

で入り、その後、女性宮家の創設検討の中心者

として園部逸夫氏が任命され、現在６人です。

　私は週３日は飯能。週１で御茶ノ水の法科

大学院へ行く前と、残りの曜日に官邸に寄り

まして、参与としての仕事をしております。

今の新・官邸は面積２．５倍で造りましたが、

たちまち一杯で部屋がありません。唯一空い

ていた副総理室も１月に岡田克也氏が副総理

になって、追い出されましたので、道路を隔

てた内閣府本府の方に顔を出しています。

　一番大きな仕事は“ねじれ国会”の中で「社

会保障と税の一体改革」を如何に実現するか

という事について、政治的な知恵を貸せとい

う事でございます。その内容についてはお話

出来ませんが、その他、内閣運営全般について

気のついた事は何でも言ってくれというので、

例えば先週金曜日、野田総理がＮＨＫ「ニュー

スウォッチ９」に３０分程出演されましたので、

早速感想文を送りました。野田さんは演説の

名手で上手い話をしますが、手振りが常時入

っていると見る方は疲れる。また「○○が１つ、

一方で△△」という、大越キャスターへの答え

方は良くない。それは要領を得ない国会答弁用。

国民に訴えるなら「是非○○をしたい」とまっ

すぐにアピールする事と伝えました。消費税

を社会保障の財源とする事についても、単に

「広く薄く」では説明が足りない。「掛金と所得

税は現役から取るお金で、それを年金受給者

に回すというこれまでの仕組みが行き詰って

しまった。だから、年金を受給する高齢者にも

（消費税で）財源を負担してもらう仕組みに切

り替えなければダメなのです」という説明を

きちっとした方が国民は分かり易い。そうい

う勝手な事を申し上げています。

　野田さんは自分の主張にこだわるところは

非常にこだわる。“一体改革をやる”という強

固な意志を持っています。それと、人の話に耳

を傾けるところの、非常にバランスのとれた

人なんですね。自分の信念は「ネバーネバー

ネバーネバーギブアップ」ですが、割り合い

人の忠告にも耳を貸すということで、私がい

ろいろ申し上げている事も生かして頂いてい

るという事がございます。以上は前置きです。

　今、日本政治はどういう局面にあるのか。

これからどういう風にあらねばならないのか。

ごく大括りでお話させて頂きます。

　まず、長い間続いた自民党政権というもの

がどういうものであったか。自民党政治とい

うものが日本政治の普遍的な姿であるように

とりますと実は間違いです。長く自民党政権

が続いたので、あれが世界の普遍、日本の普遍

だと受け取られる方が多いかも知れません。

しかし、世界の中でも特殊であるのみならず

日本の歴史の中でも自民党というのは特殊な

政党です。日本政治というのは、明治の、板垣

退助の自由党、大隈重信の立憲改進党から始

まり、伝統的には保守２党制。その周りに中・

小政党が存在するというのが基本的な形です。

自由党と改進党は変遷を経て最終的に戦前は

政友会と民政党という２極に収斂。戦後は日

本自由党と進歩党の２極が出来、最終的に自

由党と日本民主党という保守２党が保守合同

で１つになり自由民主党という政党を創った。

長い日本の政治の歴史の中では例外的な保守

１党。何故出来たか。基盤は米ソの冷戦構造。

国内政治では保守対革新で革新に非常に勢い

があった。そこで保守が合同して１党を創っ

たという事です。同時に高度経済成長が始ま

り、その果実、国庫収入がもたらされるように

なった。保守１党の自民党は果実の分配装置

として機能する。経済成長というのは民間が

中心になって経済の論理で実現されたもの。

しかし、経済の論理では取り残される経済的

弱者というものが居る。それは地方であり衰

退産業であり中小企業。そういう経済の論理

の弱者に対し、政治の論理で高度経済成長の

果実を再分配する。具体的には公共事業、補助

金、等。それによって豊かさを共有し格差の縮

小、総中流化を実現する。その政治的な装置

として自由民主党は作用したわけです。

　古今東西の歴史を見ると、今の中国、インド、

ロシア、ブラジルを見ても、経済成長、豊かさ

の実現というのは必ず格差の拡大というのを

伴う。物凄い金持ちと市場経済の中で窮乏し

ていく多くの国民という２極化が豊かさの実

現の必然なんですね。豊かさの実現と格差の

縮小・総中流化を同時に実現した日本の高度

経済成長というのは一種の世界史的な奇跡な

のです。これを実現したのが自民党。そうい

うものとして自民党は機能していたわけです。

しかし、そういう歴史的に例外的な保守１党

制をもたらした基盤、前提条件である、世界の

冷戦、保守対革新という対立と、右肩上がりの

経済が両方終焉した。すなわち自民党の存立

基盤が失われたということです。そこで日本

は再び伝統的なパターンである保守２党に回

帰しつつあるプロセスにある、というのが、

日本政治の非常に大きな見取図です。

　自民党の功績は豊かさの実現と格差の縮小

を同時に実現したことですが、それは実は、

資源配分の歪みというものをもたらしていた。

　例えば、日本では「道路、道路」と言われ、政

治は道路を求めた。確かに道路が不足してい

ることは間違いないかもしれませんが、世界

と比較すると国土１ｋｍ２当りの舗装道路ｋｍ

数は日本は実はダントツに長い。国土１ｋｍ２

につき舗装道路は英国、フランス、ドイツ等で

１．５ｋｍ。米国は国土が広いですから０．６ｋｍ

とかその位。日本は２．６ｋｍです。その代わり

教育への公的資金の投入は（２年程前に公表

されたＯＥＣＤ国の中で）最低。高齢者への

社会保障も不足はしてるかもしれませんが、

相対的に見れば高齢者に対する資金配分が非

常に厚くなっている。高齢者になればなる程

自民党支持率も高い。その分、若者への資金

配分は少なくなって「結婚出来ない、結婚し

ても子どもを持てない」ということになって

いる。そういう資源配分の歪みというものが

蓄積していた。

　２００９年に何故政権交代が起きたのか。細

かいミクロの動きを追っていくと小沢さんの

巧みな選挙戦略等いろいろありますが、マク

ロの眼で見ると、自民党政権の存立基盤であ

った冷戦と高度経済成長、右肩上がりの経済

というものが終焉し、資源配分の歪みが放置

出来ないまでになったという事。それが背景

です。従って、政権交代後、民主党政権に課せ

られた使命は、民主党もかなり自覚したとこ

ろですが、資源配分の歪みを是正する事です。

スローガンとしては「コンクリートから人へ」、

「控除から手当へ」控除（税金を払っている人

にのみ恩恵がある）というシステムを変える事、

「高齢者から子育て世代へ」今、社会保障は全

世代対応型。子育て支援もやるというのは、

やはりそこへの手当が非常に薄くなっていた

という事です。「高校無償化」も、世界の中で高

校が無償になっていないのは日本とアフリカ

のどこかだけ。資金配分の歪みがあった。それ

を正す、という事です。

　そういう意味で２００９年の政権交代には一

種の必然がございましたが、民主党政権の功罪、

長い間、政権交代が無かったツケ、不手際もあ

ります。政治アナリストの伊藤惇夫氏が「権

力成金」という言葉を使っています。これは

大変巧みな言葉だと思います。貧乏人でお金

が無かった人が、いきなり大金が入った時に

お金の使い方が分からない。だから無駄な使

い方をしてしまう。それが「成金」。長い間、

野党であったのがいきなり権力を持った時に

官僚を呼びつけて怒鳴りつけてみたり権力を

振りかざしてみたり。しかし、本当に必要な

ものごとを決める、困難を解決するという時

に必要な権力の使い方は知らない。だから民

主党政権になると、ものごとは決まらない。

「成金」が金の使い方を知らないのと同じよう

に、民主党が権力の使い方を知らない。こう

いうところは政権の非常に大きなマイナス点

であろうと思います。しかし、これは長い間

政権交代が無かった事のツケで、少し長い目

で見る必要があるのではないかと私個人は考

えているところでございます。

　同時に、自民党一党支配が長く続いたので、

日本は政権交代のインフラというのが出来て

いない。例えば、官僚機構も、政権が代わっ

たら新しい政権に尽すというところが訓練出

来てない。これは民主党にも責任があり、「政

治主導」という事で、「官僚はいいから」とやっ

たところが問題だった。

　それから、専門的になりますが、「行政組織

法定主義（行政機関法定主義）」と言って、大

臣１人増やすのに法律改正を要する、新しい

復興庁を創るのに法律を制定しなければいけ

ない等もある。皆さん、それは普通だと思っ

ているかも知れませんが、議院内閣制の国で

行政機関の新しい機関を作ったり、大臣の数

を増やすのに法律を必要とする国はありませ

ん。例えば、英国では大臣の数は総理大臣が

自由に何人でも増やす事が出来る。それは内

閣の中の事ですから総理が責任を持つ。行政

機関をどうするのかというのは政令で決める

のです。この間、衆院予算委員会で「戦前の

関東大震災の時に、（帝都）復興院が出来たの

は震災８日後。ところが復興庁が出来たのは

３２２日後である。如何に民主党政権がスロー

であるか」という質問を自民党がしていました。

しかし、戦前、関東大震災で復興院を創ったの

は「緊急勅令」です。天皇の勅令というのは、実

態としては内閣が決めれば勅令になるのです。

ところが戦後は法律で全部つくるという事に

なりましたから、ねじれ国会の下では与野党

協議が長引いて時間が掛かった。「行政機関を

法律で決める」、それが戦後の民主主義にマッ

チしていると皆さん方は思っているでしょう

が、実は、戦前の大日本帝国の方がはるかに

世界のやり方に近かった面もあります。

　そういう事で、今、実は政権交代に適した

仕組みになっていないという点も自覚して、

日本の政治を変えていく必要があるだろうと

思っています。民主党にはもう少し修練は必

要でしょう。

　しかし、中期的に、この先を考えた時に、

どういう政治が日本に必要か。

　今、「２大政党」という事が言われていますが、

「２大政党」というのは実は対立の政治、“対立

軸”の政治。「原発をやる／脱原発だ」で争い

合うのが「２大政党」の政治なんですね。

　私は、日本にとって必要な事はそうじゃな

い、日本にとって必要な事は丁度「なでしこ

ＪＡＰＡＮ」のような政治だ、と思います。

それは何かと言うと“結束して世界と闘った”

という事。これから日本にとって大切な事は

日本の国内でコンセンサスを作って、例えば、

原発「推進／脱原発」という事ではなくて、

「エネルギー政策をどうするのか」というコン

センサスを作って、それで世界と闘う事。資

源配分も、道路を造るとか箱物を造るのでは

なく、世界と闘うための人材育成に資金を使う、

技術開発に資金を使う。世界と闘うための日

本をつくる。政治が、それをリードする。そ

のためには、角を付き合わせる「２大政党」よ

りは、もうちょっと政党の数が多くて、仲介役

も居る（第３党、第４党が仲介をするような）

仕組み、政治学では「穏健な多党制」と言いま

すが、そういう仕組みが必要ではないかと言

っております。当面の問題としては、停滞の

原因“ねじれ国会”を是正していくための国会

制度・選挙制度の改革。「２大政党」よりもう

ちょっと多党化する（特に参議院では多党化

するような）、そういう仕組みも検討していく

必要があるのではないか。

　また、単にそういう仕組みだけではなく、

政治家のあり方、有権者のあり方もいろいろ

考えていかなければならない。

　いずれにしても、日本が“結束して世界と

闘うのだ”という政治をつくっていく。同時

に、それが経済の使命でもありますから、そ

ういう日本をつくっていく必要があるのでは

ないか。これまでの政治改革、民主党の結成

というのは、自民党１党支配を打ち破るとい

う意味では意味がありましたが、今後の日本

はそういう方向に向かっていく必要があるの

ではないかという事を申し述べさせて頂きま

して、卓話に代えさせて頂きます。

飯能ロータリークラブ会報

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 神田（敬）君、小久保君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

世 界 理 解 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

駿河台大学法科大学院教授 成田憲彦様

政治と経済
―― これまでとこれからと

第２４８２　例会
３月１４日（２、水）
当番　前島君、丸山君

イニシエーションスピーチ
飯能ＲＣ 森   健 二 会員

【結婚・誕生日祝】

2  ／１９（日）ＩＭ



・点　鐘　吉島会長

・ソング　それでこそロータリー�

・ビジター   （日高）古本良子様�

・卓　話　成田憲彦様�

【会長報告】

　成田先生は今、内閣官房参与もされています。

配布の会報にはたまたまスピーチコンテスト

入賞者レポートも載っており、駿河台大学と

の関係は大変深いという感じがします。

　先日のＩＭには３３名という出席で最近では

多かったかなと感じております。１２クラブが

それぞれどんな社会奉仕をやっているかを発

表。飯能は飯能ケーブルテレビの協力も得て

全て画像で流しました。準備の過程で、前島

新世代委員長がたいへんな頑張りだった事を

ご報告します。

　吉田（健）パスト会長が２／８黄疸のため西埼

玉中央病院に入院、本日お見舞いしました。

３月にはゴルフをやりたいとの事で、体調は

心配ないと思います。

【幹事報告】

・３月ロータリーレート　１＄＝７８円�

・３／７（水）役員会 １１：３０～�

・ＩＭ欠席の方は資料を持ち帰って下さい。�

・週報：所沢東、狭山、他�

【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　川口君

『友』２月号紹介。横組Ｐ４「ロータリーの

誕生とその成長」１９０５年２月２３日に開かれた

会合がＲＣの始まりですので明日が誕生日です。

Ｐ６“ロータリー平和フェロー”金子由佳（深谷

東ＲＣ）氏の記事。ロータリー平和センターは

世界４大学に設置。日本では国際基督教大学。

Ｐ１８被災地にテント３張を寄贈した東松山

ＲＣ。Ｐ３１「ガバナーのページ」に立原ガバナー。

縦組Ｐ２「特集　東日本大震災を経験して」

戦後最大の危機。最近は「防災」よりも「減災」。

自然災害を克服するのではなく、向き合いな

がら乗り越えるという考え方が出てきた。軽

自動車がすぐ売り切れたが車庫証明等は要る

のか、薬が不足して他院から融通してもらう

事が薬事法違反に問えるのか等、緊急時の問

題点について。Ｐ１３、日高ＲＣの会員の俳句。

Ｐ２３（深谷ノースＲＣ）ネパールでの校舎引

渡しの記事。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　３／２８（水）飯能日高合同夜間例会１８時ヘリ

テイジホール 会費６千円　がっちり笑いま

ショウ　３／７参加申込み〆切

【出席報告】無断欠席・【ＭＵ】なし 増島出席委員長

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・久しぶりにおじゃま致します。本日はよろ

　しくお願い致します。（日高）古本良子様�

・古本さん、ようこそおいで下さいました。

　　吉島君、間邉君、吉田（武）君、土屋（崇）君

　　細田（吉）君、高橋君、和泉君、田辺君

　　中里（忠）君�

・成田様、卓話有難うございます。本日はよ

　ろしくお願い致します。

　　吉島君、間邉君、吉田（武）君、土屋（崇）君

　　市川（洋）君、和泉君、高橋君�

・歯科医師会主催の東日本大震災講演会、吉

　島会長はじめ、多くのロータリー会員の方々

　に出席頂き有難うございました。　大野君�

・誕生日祝（夫人）のお花有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　川口君�

・２月２０日（月）娘に初孫が誕生しました。

　　　　　　　　　　　　　　　  土屋（崇）君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　馬場君�

・早退　　　　　　　　  土屋（良）君、吉澤君�

本日計２３，０００円、累計額８３５，１１２円。

◎７日例会当番は川口会員、増島会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長

　東京大学法学部卒業後、国立国会図書館勤務。

細川内閣で政務担当総理大臣秘書官（首席秘

書官）。１９９５年、駿河台大学に法学部教授

として招かれ、法学部部長、副学長を歴任。

２００７年より３年間、学長として大学発展に

尽力。昨年９月より野田内閣官房参与。著書に

ベストセラー『官邸』他。

　現在、私には政治学を教える政治の研究者

という顔が１つ。もう１つは、政治の現場で

政治の動きに関わっているという事もござい

ます。

　最初の経験が１９９３年からの細川護熙内閣。

当時の官邸は今、公邸となっています。あの

頃は“政治改革”という大きな仕事がございま

した。突如、夜中に言われて国民がびっくり

した「国民福祉税」は、“政治改革”が１か月遅

れたものですから不意打ちのような形になっ

てしまい上手く行かなかった。その後、駿河

台大学で学問として政治学を講じておりまし

たが、９月に野田内閣が誕生。野田佳彦総理

は細川さんのまな弟子です。日本新党の第１

期生として国会議員の歩みを始めたという事

がございまして、細川さんから「野田君を手

伝ってあげて」という事で、「私の出来る範

囲でお手伝いはする」と

申し上げましたら、野田

総理からお電話を頂戴し

まして、「内閣官房参与で

手伝って欲しい」という

事でございました。その

際、２つの条件として、１

つは理事長の了解、２つ

目はあくまでも駿河台大

学の教員を本務でやらせて頂きたいと申し上

げました。総理秘書官と異なり、元々内閣官

房参与というのは非常勤のアドバイザー役で

すから「それで構わない」という事でした。

　内閣官房参与は私以前に１５人居りました。

演出家・脚本家の平田オリザ氏は鳩山由紀夫

総理の演説の振付、原稿手直しのため、任命。

原発事故発生時、菅さんは経産省、原子力安

全保安院の情報に不信感を持っておりました

ので、出身の東京工業大学の繋がりで原子力

の専門家を７名程参与に任命し、事故対応の

アドバイスを受けていた。累積１５人の内閣官

房参与は、野田内閣で１１人が退任、私が新規

で入り、その後、女性宮家の創設検討の中心者

として園部逸夫氏が任命され、現在６人です。

　私は週３日は飯能。週１で御茶ノ水の法科

大学院へ行く前と、残りの曜日に官邸に寄り

まして、参与としての仕事をしております。

今の新・官邸は面積２．５倍で造りましたが、

たちまち一杯で部屋がありません。唯一空い

ていた副総理室も１月に岡田克也氏が副総理

になって、追い出されましたので、道路を隔

てた内閣府本府の方に顔を出しています。

　一番大きな仕事は“ねじれ国会”の中で「社

会保障と税の一体改革」を如何に実現するか

という事について、政治的な知恵を貸せとい

う事でございます。その内容についてはお話

出来ませんが、その他、内閣運営全般について

気のついた事は何でも言ってくれというので、

例えば先週金曜日、野田総理がＮＨＫ「ニュー

スウォッチ９」に３０分程出演されましたので、

早速感想文を送りました。野田さんは演説の

名手で上手い話をしますが、手振りが常時入

っていると見る方は疲れる。また「○○が１つ、

一方で△△」という、大越キャスターへの答え

方は良くない。それは要領を得ない国会答弁用。

国民に訴えるなら「是非○○をしたい」とまっ

すぐにアピールする事と伝えました。消費税

を社会保障の財源とする事についても、単に

「広く薄く」では説明が足りない。「掛金と所得

税は現役から取るお金で、それを年金受給者

に回すというこれまでの仕組みが行き詰って

しまった。だから、年金を受給する高齢者にも

（消費税で）財源を負担してもらう仕組みに切

り替えなければダメなのです」という説明を

きちっとした方が国民は分かり易い。そうい

う勝手な事を申し上げています。

　野田さんは自分の主張にこだわるところは

非常にこだわる。“一体改革をやる”という強

固な意志を持っています。それと、人の話に耳

を傾けるところの、非常にバランスのとれた

人なんですね。自分の信念は「ネバーネバー

ネバーネバーギブアップ」ですが、割り合い

人の忠告にも耳を貸すということで、私がい

ろいろ申し上げている事も生かして頂いてい

るという事がございます。以上は前置きです。

　今、日本政治はどういう局面にあるのか。

これからどういう風にあらねばならないのか。

ごく大括りでお話させて頂きます。

　まず、長い間続いた自民党政権というもの

がどういうものであったか。自民党政治とい

うものが日本政治の普遍的な姿であるように

とりますと実は間違いです。長く自民党政権

が続いたので、あれが世界の普遍、日本の普遍

だと受け取られる方が多いかも知れません。

しかし、世界の中でも特殊であるのみならず

日本の歴史の中でも自民党というのは特殊な

政党です。日本政治というのは、明治の、板垣

退助の自由党、大隈重信の立憲改進党から始

まり、伝統的には保守２党制。その周りに中・

小政党が存在するというのが基本的な形です。

自由党と改進党は変遷を経て最終的に戦前は

政友会と民政党という２極に収斂。戦後は日

本自由党と進歩党の２極が出来、最終的に自

由党と日本民主党という保守２党が保守合同

で１つになり自由民主党という政党を創った。

長い日本の政治の歴史の中では例外的な保守

１党。何故出来たか。基盤は米ソの冷戦構造。

国内政治では保守対革新で革新に非常に勢い

があった。そこで保守が合同して１党を創っ

たという事です。同時に高度経済成長が始ま

り、その果実、国庫収入がもたらされるように

なった。保守１党の自民党は果実の分配装置

として機能する。経済成長というのは民間が

中心になって経済の論理で実現されたもの。

しかし、経済の論理では取り残される経済的

弱者というものが居る。それは地方であり衰

退産業であり中小企業。そういう経済の論理

の弱者に対し、政治の論理で高度経済成長の

果実を再分配する。具体的には公共事業、補助

金、等。それによって豊かさを共有し格差の縮

小、総中流化を実現する。その政治的な装置

として自由民主党は作用したわけです。

　古今東西の歴史を見ると、今の中国、インド、

ロシア、ブラジルを見ても、経済成長、豊かさ

の実現というのは必ず格差の拡大というのを

伴う。物凄い金持ちと市場経済の中で窮乏し

ていく多くの国民という２極化が豊かさの実

現の必然なんですね。豊かさの実現と格差の

縮小・総中流化を同時に実現した日本の高度

経済成長というのは一種の世界史的な奇跡な

のです。これを実現したのが自民党。そうい

うものとして自民党は機能していたわけです。

しかし、そういう歴史的に例外的な保守１党

制をもたらした基盤、前提条件である、世界の

冷戦、保守対革新という対立と、右肩上がりの

経済が両方終焉した。すなわち自民党の存立

基盤が失われたということです。そこで日本

は再び伝統的なパターンである保守２党に回

帰しつつあるプロセスにある、というのが、

日本政治の非常に大きな見取図です。

　自民党の功績は豊かさの実現と格差の縮小

を同時に実現したことですが、それは実は、

資源配分の歪みというものをもたらしていた。

　例えば、日本では「道路、道路」と言われ、政

治は道路を求めた。確かに道路が不足してい

ることは間違いないかもしれませんが、世界

と比較すると国土１ｋｍ２当りの舗装道路ｋｍ

数は日本は実はダントツに長い。国土１ｋｍ２

につき舗装道路は英国、フランス、ドイツ等で

１．５ｋｍ。米国は国土が広いですから０．６ｋｍ

とかその位。日本は２．６ｋｍです。その代わり

教育への公的資金の投入は（２年程前に公表

されたＯＥＣＤ国の中で）最低。高齢者への

社会保障も不足はしてるかもしれませんが、

相対的に見れば高齢者に対する資金配分が非

常に厚くなっている。高齢者になればなる程

自民党支持率も高い。その分、若者への資金

配分は少なくなって「結婚出来ない、結婚し

ても子どもを持てない」ということになって

いる。そういう資源配分の歪みというものが

蓄積していた。

　２００９年に何故政権交代が起きたのか。細

かいミクロの動きを追っていくと小沢さんの

巧みな選挙戦略等いろいろありますが、マク

ロの眼で見ると、自民党政権の存立基盤であ

った冷戦と高度経済成長、右肩上がりの経済

というものが終焉し、資源配分の歪みが放置

出来ないまでになったという事。それが背景

です。従って、政権交代後、民主党政権に課せ

られた使命は、民主党もかなり自覚したとこ

ろですが、資源配分の歪みを是正する事です。

スローガンとしては「コンクリートから人へ」、

「控除から手当へ」控除（税金を払っている人

にのみ恩恵がある）というシステムを変える事、

「高齢者から子育て世代へ」今、社会保障は全

世代対応型。子育て支援もやるというのは、

やはりそこへの手当が非常に薄くなっていた

という事です。「高校無償化」も、世界の中で高

校が無償になっていないのは日本とアフリカ

のどこかだけ。資金配分の歪みがあった。それ

を正す、という事です。

　そういう意味で２００９年の政権交代には一

種の必然がございましたが、民主党政権の功罪、

長い間、政権交代が無かったツケ、不手際もあ

ります。政治アナリストの伊藤惇夫氏が「権

力成金」という言葉を使っています。これは

大変巧みな言葉だと思います。貧乏人でお金

が無かった人が、いきなり大金が入った時に

お金の使い方が分からない。だから無駄な使

い方をしてしまう。それが「成金」。長い間、

野党であったのがいきなり権力を持った時に

官僚を呼びつけて怒鳴りつけてみたり権力を

振りかざしてみたり。しかし、本当に必要な

ものごとを決める、困難を解決するという時

に必要な権力の使い方は知らない。だから民

主党政権になると、ものごとは決まらない。

「成金」が金の使い方を知らないのと同じよう

に、民主党が権力の使い方を知らない。こう

いうところは政権の非常に大きなマイナス点

であろうと思います。しかし、これは長い間

政権交代が無かった事のツケで、少し長い目

で見る必要があるのではないかと私個人は考

えているところでございます。

　同時に、自民党一党支配が長く続いたので、

日本は政権交代のインフラというのが出来て

いない。例えば、官僚機構も、政権が代わっ

たら新しい政権に尽すというところが訓練出

来てない。これは民主党にも責任があり、「政

治主導」という事で、「官僚はいいから」とやっ

たところが問題だった。

　それから、専門的になりますが、「行政組織

法定主義（行政機関法定主義）」と言って、大

臣１人増やすのに法律改正を要する、新しい

復興庁を創るのに法律を制定しなければいけ

ない等もある。皆さん、それは普通だと思っ

ているかも知れませんが、議院内閣制の国で

行政機関の新しい機関を作ったり、大臣の数

を増やすのに法律を必要とする国はありませ

ん。例えば、英国では大臣の数は総理大臣が

自由に何人でも増やす事が出来る。それは内

閣の中の事ですから総理が責任を持つ。行政

機関をどうするのかというのは政令で決める

のです。この間、衆院予算委員会で「戦前の

関東大震災の時に、（帝都）復興院が出来たの

は震災８日後。ところが復興庁が出来たのは

３２２日後である。如何に民主党政権がスロー

であるか」という質問を自民党がしていました。

しかし、戦前、関東大震災で復興院を創ったの

は「緊急勅令」です。天皇の勅令というのは、実

態としては内閣が決めれば勅令になるのです。

ところが戦後は法律で全部つくるという事に

なりましたから、ねじれ国会の下では与野党

協議が長引いて時間が掛かった。「行政機関を

法律で決める」、それが戦後の民主主義にマッ

チしていると皆さん方は思っているでしょう

が、実は、戦前の大日本帝国の方がはるかに

世界のやり方に近かった面もあります。

　そういう事で、今、実は政権交代に適した

仕組みになっていないという点も自覚して、

日本の政治を変えていく必要があるだろうと

思っています。民主党にはもう少し修練は必

要でしょう。

　しかし、中期的に、この先を考えた時に、

どういう政治が日本に必要か。

　今、「２大政党」という事が言われていますが、

「２大政党」というのは実は対立の政治、“対立

軸”の政治。「原発をやる／脱原発だ」で争い

合うのが「２大政党」の政治なんですね。

　私は、日本にとって必要な事はそうじゃな

い、日本にとって必要な事は丁度「なでしこ

ＪＡＰＡＮ」のような政治だ、と思います。

それは何かと言うと“結束して世界と闘った”

という事。これから日本にとって大切な事は

日本の国内でコンセンサスを作って、例えば、

原発「推進／脱原発」という事ではなくて、

「エネルギー政策をどうするのか」というコン

センサスを作って、それで世界と闘う事。資

源配分も、道路を造るとか箱物を造るのでは

なく、世界と闘うための人材育成に資金を使う、

技術開発に資金を使う。世界と闘うための日

本をつくる。政治が、それをリードする。そ

のためには、角を付き合わせる「２大政党」よ

りは、もうちょっと政党の数が多くて、仲介役

も居る（第３党、第４党が仲介をするような）

仕組み、政治学では「穏健な多党制」と言いま

すが、そういう仕組みが必要ではないかと言

っております。当面の問題としては、停滞の

原因“ねじれ国会”を是正していくための国会

制度・選挙制度の改革。「２大政党」よりもう

ちょっと多党化する（特に参議院では多党化

するような）、そういう仕組みも検討していく

必要があるのではないか。

　また、単にそういう仕組みだけではなく、

政治家のあり方、有権者のあり方もいろいろ

考えていかなければならない。

　いずれにしても、日本が“結束して世界と

闘うのだ”という政治をつくっていく。同時

に、それが経済の使命でもありますから、そ

ういう日本をつくっていく必要があるのでは

ないか。これまでの政治改革、民主党の結成

というのは、自民党１党支配を打ち破るとい

う意味では意味がありましたが、今後の日本

はそういう方向に向かっていく必要があるの

ではないかという事を申し述べさせて頂きま

して、卓話に代えさせて頂きます。

飯能ロータリークラブ会報

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 神田（敬）君、小久保君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

世 界 理 解 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

駿河台大学法科大学院教授 成田憲彦様

政治と経済
―― これまでとこれからと

第２４８２　例会
３月１４日（２、水）
当番　前島君、丸山君

イニシエーションスピーチ
飯能ＲＣ 森   健 二 会員

【結婚・誕生日祝】
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・点　鐘　吉島会長

・ソング　それでこそロータリー�

・ビジター   （日高）古本良子様�

・卓　話　成田憲彦様�

【会長報告】

　成田先生は今、内閣官房参与もされています。

配布の会報にはたまたまスピーチコンテスト

入賞者レポートも載っており、駿河台大学と

の関係は大変深いという感じがします。

　先日のＩＭには３３名という出席で最近では

多かったかなと感じております。１２クラブが

それぞれどんな社会奉仕をやっているかを発

表。飯能は飯能ケーブルテレビの協力も得て

全て画像で流しました。準備の過程で、前島

新世代委員長がたいへんな頑張りだった事を

ご報告します。

　吉田（健）パスト会長が２／８黄疸のため西埼

玉中央病院に入院、本日お見舞いしました。

３月にはゴルフをやりたいとの事で、体調は

心配ないと思います。

【幹事報告】

・３月ロータリーレート　１＄＝７８円�

・３／７（水）役員会 １１：３０～�

・ＩＭ欠席の方は資料を持ち帰って下さい。�

・週報：所沢東、狭山、他�

【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　川口君

『友』２月号紹介。横組Ｐ４「ロータリーの

誕生とその成長」１９０５年２月２３日に開かれた

会合がＲＣの始まりですので明日が誕生日です。

Ｐ６“ロータリー平和フェロー”金子由佳（深谷

東ＲＣ）氏の記事。ロータリー平和センターは

世界４大学に設置。日本では国際基督教大学。

Ｐ１８被災地にテント３張を寄贈した東松山

ＲＣ。Ｐ３１「ガバナーのページ」に立原ガバナー。

縦組Ｐ２「特集　東日本大震災を経験して」

戦後最大の危機。最近は「防災」よりも「減災」。

自然災害を克服するのではなく、向き合いな

がら乗り越えるという考え方が出てきた。軽

自動車がすぐ売り切れたが車庫証明等は要る

のか、薬が不足して他院から融通してもらう

事が薬事法違反に問えるのか等、緊急時の問

題点について。Ｐ１３、日高ＲＣの会員の俳句。

Ｐ２３（深谷ノースＲＣ）ネパールでの校舎引

渡しの記事。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　３／２８（水）飯能日高合同夜間例会１８時ヘリ

テイジホール 会費６千円　がっちり笑いま

ショウ　３／７参加申込み〆切

【出席報告】無断欠席・【ＭＵ】なし 増島出席委員長

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・久しぶりにおじゃま致します。本日はよろ

　しくお願い致します。（日高）古本良子様�

・古本さん、ようこそおいで下さいました。

　　吉島君、間邉君、吉田（武）君、土屋（崇）君

　　細田（吉）君、高橋君、和泉君、田辺君

　　中里（忠）君�

・成田様、卓話有難うございます。本日はよ

　ろしくお願い致します。

　　吉島君、間邉君、吉田（武）君、土屋（崇）君

　　市川（洋）君、和泉君、高橋君�

・歯科医師会主催の東日本大震災講演会、吉

　島会長はじめ、多くのロータリー会員の方々

　に出席頂き有難うございました。　大野君�

・誕生日祝（夫人）のお花有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　川口君�

・２月２０日（月）娘に初孫が誕生しました。

　　　　　　　　　　　　　　　  土屋（崇）君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　馬場君�

・早退　　　　　　　　  土屋（良）君、吉澤君�

本日計２３，０００円、累計額８３５，１１２円。

◎７日例会当番は川口会員、増島会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長

　東京大学法学部卒業後、国立国会図書館勤務。

細川内閣で政務担当総理大臣秘書官（首席秘

書官）。１９９５年、駿河台大学に法学部教授

として招かれ、法学部部長、副学長を歴任。

２００７年より３年間、学長として大学発展に

尽力。昨年９月より野田内閣官房参与。著書に

ベストセラー『官邸』他。

　現在、私には政治学を教える政治の研究者

という顔が１つ。もう１つは、政治の現場で

政治の動きに関わっているという事もござい

ます。

　最初の経験が１９９３年からの細川護熙内閣。

当時の官邸は今、公邸となっています。あの

頃は“政治改革”という大きな仕事がございま

した。突如、夜中に言われて国民がびっくり

した「国民福祉税」は、“政治改革”が１か月遅

れたものですから不意打ちのような形になっ

てしまい上手く行かなかった。その後、駿河

台大学で学問として政治学を講じておりまし

たが、９月に野田内閣が誕生。野田佳彦総理

は細川さんのまな弟子です。日本新党の第１

期生として国会議員の歩みを始めたという事

がございまして、細川さんから「野田君を手

伝ってあげて」という事で、「私の出来る範

囲でお手伝いはする」と

申し上げましたら、野田

総理からお電話を頂戴し

まして、「内閣官房参与で

手伝って欲しい」という

事でございました。その

際、２つの条件として、１

つは理事長の了解、２つ

目はあくまでも駿河台大

学の教員を本務でやらせて頂きたいと申し上

げました。総理秘書官と異なり、元々内閣官

房参与というのは非常勤のアドバイザー役で

すから「それで構わない」という事でした。

　内閣官房参与は私以前に１５人居りました。

演出家・脚本家の平田オリザ氏は鳩山由紀夫

総理の演説の振付、原稿手直しのため、任命。

原発事故発生時、菅さんは経産省、原子力安

全保安院の情報に不信感を持っておりました

ので、出身の東京工業大学の繋がりで原子力

の専門家を７名程参与に任命し、事故対応の

アドバイスを受けていた。累積１５人の内閣官

房参与は、野田内閣で１１人が退任、私が新規

で入り、その後、女性宮家の創設検討の中心者

として園部逸夫氏が任命され、現在６人です。

　私は週３日は飯能。週１で御茶ノ水の法科

大学院へ行く前と、残りの曜日に官邸に寄り

まして、参与としての仕事をしております。

今の新・官邸は面積２．５倍で造りましたが、

たちまち一杯で部屋がありません。唯一空い

ていた副総理室も１月に岡田克也氏が副総理

になって、追い出されましたので、道路を隔

てた内閣府本府の方に顔を出しています。

　一番大きな仕事は“ねじれ国会”の中で「社

会保障と税の一体改革」を如何に実現するか

という事について、政治的な知恵を貸せとい

う事でございます。その内容についてはお話

出来ませんが、その他、内閣運営全般について

気のついた事は何でも言ってくれというので、

例えば先週金曜日、野田総理がＮＨＫ「ニュー

スウォッチ９」に３０分程出演されましたので、

早速感想文を送りました。野田さんは演説の

名手で上手い話をしますが、手振りが常時入

っていると見る方は疲れる。また「○○が１つ、

一方で△△」という、大越キャスターへの答え

方は良くない。それは要領を得ない国会答弁用。

国民に訴えるなら「是非○○をしたい」とまっ

すぐにアピールする事と伝えました。消費税

を社会保障の財源とする事についても、単に

「広く薄く」では説明が足りない。「掛金と所得

税は現役から取るお金で、それを年金受給者

に回すというこれまでの仕組みが行き詰って

しまった。だから、年金を受給する高齢者にも

（消費税で）財源を負担してもらう仕組みに切

り替えなければダメなのです」という説明を

きちっとした方が国民は分かり易い。そうい

う勝手な事を申し上げています。

　野田さんは自分の主張にこだわるところは

非常にこだわる。“一体改革をやる”という強

固な意志を持っています。それと、人の話に耳

を傾けるところの、非常にバランスのとれた

人なんですね。自分の信念は「ネバーネバー

ネバーネバーギブアップ」ですが、割り合い

人の忠告にも耳を貸すということで、私がい

ろいろ申し上げている事も生かして頂いてい

るという事がございます。以上は前置きです。

　今、日本政治はどういう局面にあるのか。

これからどういう風にあらねばならないのか。

ごく大括りでお話させて頂きます。

　まず、長い間続いた自民党政権というもの

がどういうものであったか。自民党政治とい

うものが日本政治の普遍的な姿であるように

とりますと実は間違いです。長く自民党政権

が続いたので、あれが世界の普遍、日本の普遍

だと受け取られる方が多いかも知れません。

しかし、世界の中でも特殊であるのみならず

日本の歴史の中でも自民党というのは特殊な

政党です。日本政治というのは、明治の、板垣

退助の自由党、大隈重信の立憲改進党から始

まり、伝統的には保守２党制。その周りに中・

小政党が存在するというのが基本的な形です。

自由党と改進党は変遷を経て最終的に戦前は

政友会と民政党という２極に収斂。戦後は日

本自由党と進歩党の２極が出来、最終的に自

由党と日本民主党という保守２党が保守合同

で１つになり自由民主党という政党を創った。

長い日本の政治の歴史の中では例外的な保守

１党。何故出来たか。基盤は米ソの冷戦構造。

国内政治では保守対革新で革新に非常に勢い

があった。そこで保守が合同して１党を創っ

たという事です。同時に高度経済成長が始ま

り、その果実、国庫収入がもたらされるように

なった。保守１党の自民党は果実の分配装置

として機能する。経済成長というのは民間が

中心になって経済の論理で実現されたもの。

しかし、経済の論理では取り残される経済的

弱者というものが居る。それは地方であり衰

退産業であり中小企業。そういう経済の論理

の弱者に対し、政治の論理で高度経済成長の

果実を再分配する。具体的には公共事業、補助

金、等。それによって豊かさを共有し格差の縮

小、総中流化を実現する。その政治的な装置

として自由民主党は作用したわけです。

　古今東西の歴史を見ると、今の中国、インド、

ロシア、ブラジルを見ても、経済成長、豊かさ

の実現というのは必ず格差の拡大というのを

伴う。物凄い金持ちと市場経済の中で窮乏し

ていく多くの国民という２極化が豊かさの実

現の必然なんですね。豊かさの実現と格差の

縮小・総中流化を同時に実現した日本の高度

経済成長というのは一種の世界史的な奇跡な

のです。これを実現したのが自民党。そうい

うものとして自民党は機能していたわけです。

しかし、そういう歴史的に例外的な保守１党

制をもたらした基盤、前提条件である、世界の

冷戦、保守対革新という対立と、右肩上がりの

経済が両方終焉した。すなわち自民党の存立

基盤が失われたということです。そこで日本

は再び伝統的なパターンである保守２党に回

帰しつつあるプロセスにある、というのが、

日本政治の非常に大きな見取図です。

　自民党の功績は豊かさの実現と格差の縮小

を同時に実現したことですが、それは実は、

資源配分の歪みというものをもたらしていた。

　例えば、日本では「道路、道路」と言われ、政

治は道路を求めた。確かに道路が不足してい

ることは間違いないかもしれませんが、世界

と比較すると国土１ｋｍ２当りの舗装道路ｋｍ

数は日本は実はダントツに長い。国土１ｋｍ２

につき舗装道路は英国、フランス、ドイツ等で

１．５ｋｍ。米国は国土が広いですから０．６ｋｍ

とかその位。日本は２．６ｋｍです。その代わり

教育への公的資金の投入は（２年程前に公表

されたＯＥＣＤ国の中で）最低。高齢者への

社会保障も不足はしてるかもしれませんが、

相対的に見れば高齢者に対する資金配分が非

常に厚くなっている。高齢者になればなる程

自民党支持率も高い。その分、若者への資金

配分は少なくなって「結婚出来ない、結婚し

ても子どもを持てない」ということになって

いる。そういう資源配分の歪みというものが

蓄積していた。

　２００９年に何故政権交代が起きたのか。細

かいミクロの動きを追っていくと小沢さんの

巧みな選挙戦略等いろいろありますが、マク

ロの眼で見ると、自民党政権の存立基盤であ

った冷戦と高度経済成長、右肩上がりの経済

というものが終焉し、資源配分の歪みが放置

出来ないまでになったという事。それが背景

です。従って、政権交代後、民主党政権に課せ

られた使命は、民主党もかなり自覚したとこ

ろですが、資源配分の歪みを是正する事です。

スローガンとしては「コンクリートから人へ」、

「控除から手当へ」控除（税金を払っている人

にのみ恩恵がある）というシステムを変える事、

「高齢者から子育て世代へ」今、社会保障は全

世代対応型。子育て支援もやるというのは、

やはりそこへの手当が非常に薄くなっていた

という事です。「高校無償化」も、世界の中で高

校が無償になっていないのは日本とアフリカ

のどこかだけ。資金配分の歪みがあった。それ

を正す、という事です。

　そういう意味で２００９年の政権交代には一

種の必然がございましたが、民主党政権の功罪、

長い間、政権交代が無かったツケ、不手際もあ

ります。政治アナリストの伊藤惇夫氏が「権

力成金」という言葉を使っています。これは

大変巧みな言葉だと思います。貧乏人でお金

が無かった人が、いきなり大金が入った時に

お金の使い方が分からない。だから無駄な使

い方をしてしまう。それが「成金」。長い間、

野党であったのがいきなり権力を持った時に

官僚を呼びつけて怒鳴りつけてみたり権力を

振りかざしてみたり。しかし、本当に必要な

ものごとを決める、困難を解決するという時

に必要な権力の使い方は知らない。だから民

主党政権になると、ものごとは決まらない。

「成金」が金の使い方を知らないのと同じよう

に、民主党が権力の使い方を知らない。こう

いうところは政権の非常に大きなマイナス点

であろうと思います。しかし、これは長い間

政権交代が無かった事のツケで、少し長い目

で見る必要があるのではないかと私個人は考

えているところでございます。

　同時に、自民党一党支配が長く続いたので、

日本は政権交代のインフラというのが出来て

いない。例えば、官僚機構も、政権が代わっ

たら新しい政権に尽すというところが訓練出

来てない。これは民主党にも責任があり、「政

治主導」という事で、「官僚はいいから」とやっ

たところが問題だった。

　それから、専門的になりますが、「行政組織

法定主義（行政機関法定主義）」と言って、大

臣１人増やすのに法律改正を要する、新しい

復興庁を創るのに法律を制定しなければいけ

ない等もある。皆さん、それは普通だと思っ

ているかも知れませんが、議院内閣制の国で

行政機関の新しい機関を作ったり、大臣の数

を増やすのに法律を必要とする国はありませ

ん。例えば、英国では大臣の数は総理大臣が

自由に何人でも増やす事が出来る。それは内

閣の中の事ですから総理が責任を持つ。行政

機関をどうするのかというのは政令で決める

のです。この間、衆院予算委員会で「戦前の

関東大震災の時に、（帝都）復興院が出来たの

は震災８日後。ところが復興庁が出来たのは

３２２日後である。如何に民主党政権がスロー

であるか」という質問を自民党がしていました。

しかし、戦前、関東大震災で復興院を創ったの

は「緊急勅令」です。天皇の勅令というのは、実

態としては内閣が決めれば勅令になるのです。

ところが戦後は法律で全部つくるという事に

なりましたから、ねじれ国会の下では与野党

協議が長引いて時間が掛かった。「行政機関を

法律で決める」、それが戦後の民主主義にマッ

チしていると皆さん方は思っているでしょう

が、実は、戦前の大日本帝国の方がはるかに

世界のやり方に近かった面もあります。

　そういう事で、今、実は政権交代に適した

仕組みになっていないという点も自覚して、

日本の政治を変えていく必要があるだろうと

思っています。民主党にはもう少し修練は必

要でしょう。

　しかし、中期的に、この先を考えた時に、

どういう政治が日本に必要か。

　今、「２大政党」という事が言われていますが、

「２大政党」というのは実は対立の政治、“対立

軸”の政治。「原発をやる／脱原発だ」で争い

合うのが「２大政党」の政治なんですね。

　私は、日本にとって必要な事はそうじゃな

い、日本にとって必要な事は丁度「なでしこ

ＪＡＰＡＮ」のような政治だ、と思います。

それは何かと言うと“結束して世界と闘った”

という事。これから日本にとって大切な事は

日本の国内でコンセンサスを作って、例えば、

原発「推進／脱原発」という事ではなくて、

「エネルギー政策をどうするのか」というコン

センサスを作って、それで世界と闘う事。資

源配分も、道路を造るとか箱物を造るのでは

なく、世界と闘うための人材育成に資金を使う、

技術開発に資金を使う。世界と闘うための日

本をつくる。政治が、それをリードする。そ

のためには、角を付き合わせる「２大政党」よ

りは、もうちょっと政党の数が多くて、仲介役

も居る（第３党、第４党が仲介をするような）

仕組み、政治学では「穏健な多党制」と言いま

すが、そういう仕組みが必要ではないかと言

っております。当面の問題としては、停滞の

原因“ねじれ国会”を是正していくための国会

制度・選挙制度の改革。「２大政党」よりもう

ちょっと多党化する（特に参議院では多党化

するような）、そういう仕組みも検討していく

必要があるのではないか。

　また、単にそういう仕組みだけではなく、

政治家のあり方、有権者のあり方もいろいろ

考えていかなければならない。

　いずれにしても、日本が“結束して世界と

闘うのだ”という政治をつくっていく。同時

に、それが経済の使命でもありますから、そ

ういう日本をつくっていく必要があるのでは

ないか。これまでの政治改革、民主党の結成

というのは、自民党１党支配を打ち破るとい

う意味では意味がありましたが、今後の日本

はそういう方向に向かっていく必要があるの

ではないかという事を申し述べさせて頂きま

して、卓話に代えさせて頂きます。

飯能ロータリークラブ会報

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 神田（敬）君、小久保君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

世 界 理 解 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～
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例会場：マロウドイン飯能

晴

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

駿河台大学法科大学院教授 成田憲彦様

政治と経済
―― これまでとこれからと

第２４８２　例会
３月１４日（２、水）
当番　前島君、丸山君

イニシエーションスピーチ
飯能ＲＣ 森   健 二 会員

【結婚・誕生日祝】
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・点　鐘　吉島会長

・ソング　それでこそロータリー�

・ビジター   （日高）古本良子様�

・卓　話　成田憲彦様�

【会長報告】

　成田先生は今、内閣官房参与もされています。

配布の会報にはたまたまスピーチコンテスト

入賞者レポートも載っており、駿河台大学と

の関係は大変深いという感じがします。

　先日のＩＭには３３名という出席で最近では

多かったかなと感じております。１２クラブが

それぞれどんな社会奉仕をやっているかを発

表。飯能は飯能ケーブルテレビの協力も得て

全て画像で流しました。準備の過程で、前島

新世代委員長がたいへんな頑張りだった事を

ご報告します。

　吉田（健）パスト会長が２／８黄疸のため西埼

玉中央病院に入院、本日お見舞いしました。

３月にはゴルフをやりたいとの事で、体調は

心配ないと思います。

【幹事報告】

・３月ロータリーレート　１＄＝７８円�

・３／７（水）役員会 １１：３０～�

・ＩＭ欠席の方は資料を持ち帰って下さい。�

・週報：所沢東、狭山、他�

【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　川口君

『友』２月号紹介。横組Ｐ４「ロータリーの

誕生とその成長」１９０５年２月２３日に開かれた

会合がＲＣの始まりですので明日が誕生日です。

Ｐ６“ロータリー平和フェロー”金子由佳（深谷

東ＲＣ）氏の記事。ロータリー平和センターは

世界４大学に設置。日本では国際基督教大学。

Ｐ１８被災地にテント３張を寄贈した東松山

ＲＣ。Ｐ３１「ガバナーのページ」に立原ガバナー。

縦組Ｐ２「特集　東日本大震災を経験して」

戦後最大の危機。最近は「防災」よりも「減災」。

自然災害を克服するのではなく、向き合いな

がら乗り越えるという考え方が出てきた。軽

自動車がすぐ売り切れたが車庫証明等は要る

のか、薬が不足して他院から融通してもらう

事が薬事法違反に問えるのか等、緊急時の問

題点について。Ｐ１３、日高ＲＣの会員の俳句。

Ｐ２３（深谷ノースＲＣ）ネパールでの校舎引

渡しの記事。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　３／２８（水）飯能日高合同夜間例会１８時ヘリ

テイジホール 会費６千円　がっちり笑いま

ショウ　３／７参加申込み〆切

【出席報告】無断欠席・【ＭＵ】なし 増島出席委員長

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・久しぶりにおじゃま致します。本日はよろ

　しくお願い致します。（日高）古本良子様�

・古本さん、ようこそおいで下さいました。

　　吉島君、間邉君、吉田（武）君、土屋（崇）君

　　細田（吉）君、高橋君、和泉君、田辺君

　　中里（忠）君�

・成田様、卓話有難うございます。本日はよ

　ろしくお願い致します。

　　吉島君、間邉君、吉田（武）君、土屋（崇）君

　　市川（洋）君、和泉君、高橋君�

・歯科医師会主催の東日本大震災講演会、吉

　島会長はじめ、多くのロータリー会員の方々

　に出席頂き有難うございました。　大野君�

・誕生日祝（夫人）のお花有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　川口君�

・２月２０日（月）娘に初孫が誕生しました。

　　　　　　　　　　　　　　　  土屋（崇）君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　馬場君�

・早退　　　　　　　　  土屋（良）君、吉澤君�

本日計２３，０００円、累計額８３５，１１２円。

◎７日例会当番は川口会員、増島会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長

　東京大学法学部卒業後、国立国会図書館勤務。

細川内閣で政務担当総理大臣秘書官（首席秘

書官）。１９９５年、駿河台大学に法学部教授

として招かれ、法学部部長、副学長を歴任。

２００７年より３年間、学長として大学発展に

尽力。昨年９月より野田内閣官房参与。著書に

ベストセラー『官邸』他。

　現在、私には政治学を教える政治の研究者

という顔が１つ。もう１つは、政治の現場で

政治の動きに関わっているという事もござい

ます。

　最初の経験が１９９３年からの細川護熙内閣。

当時の官邸は今、公邸となっています。あの

頃は“政治改革”という大きな仕事がございま

した。突如、夜中に言われて国民がびっくり

した「国民福祉税」は、“政治改革”が１か月遅

れたものですから不意打ちのような形になっ

てしまい上手く行かなかった。その後、駿河

台大学で学問として政治学を講じておりまし

たが、９月に野田内閣が誕生。野田佳彦総理

は細川さんのまな弟子です。日本新党の第１

期生として国会議員の歩みを始めたという事

がございまして、細川さんから「野田君を手

伝ってあげて」という事で、「私の出来る範

囲でお手伝いはする」と

申し上げましたら、野田

総理からお電話を頂戴し

まして、「内閣官房参与で

手伝って欲しい」という

事でございました。その

際、２つの条件として、１

つは理事長の了解、２つ

目はあくまでも駿河台大

学の教員を本務でやらせて頂きたいと申し上

げました。総理秘書官と異なり、元々内閣官

房参与というのは非常勤のアドバイザー役で

すから「それで構わない」という事でした。

　内閣官房参与は私以前に１５人居りました。

演出家・脚本家の平田オリザ氏は鳩山由紀夫

総理の演説の振付、原稿手直しのため、任命。

原発事故発生時、菅さんは経産省、原子力安

全保安院の情報に不信感を持っておりました

ので、出身の東京工業大学の繋がりで原子力

の専門家を７名程参与に任命し、事故対応の

アドバイスを受けていた。累積１５人の内閣官

房参与は、野田内閣で１１人が退任、私が新規

で入り、その後、女性宮家の創設検討の中心者

として園部逸夫氏が任命され、現在６人です。

　私は週３日は飯能。週１で御茶ノ水の法科

大学院へ行く前と、残りの曜日に官邸に寄り

まして、参与としての仕事をしております。

今の新・官邸は面積２．５倍で造りましたが、

たちまち一杯で部屋がありません。唯一空い

ていた副総理室も１月に岡田克也氏が副総理

になって、追い出されましたので、道路を隔

てた内閣府本府の方に顔を出しています。

　一番大きな仕事は“ねじれ国会”の中で「社

会保障と税の一体改革」を如何に実現するか

という事について、政治的な知恵を貸せとい

う事でございます。その内容についてはお話

出来ませんが、その他、内閣運営全般について

気のついた事は何でも言ってくれというので、

例えば先週金曜日、野田総理がＮＨＫ「ニュー

スウォッチ９」に３０分程出演されましたので、

早速感想文を送りました。野田さんは演説の

名手で上手い話をしますが、手振りが常時入

っていると見る方は疲れる。また「○○が１つ、

一方で△△」という、大越キャスターへの答え

方は良くない。それは要領を得ない国会答弁用。

国民に訴えるなら「是非○○をしたい」とまっ

すぐにアピールする事と伝えました。消費税

を社会保障の財源とする事についても、単に

「広く薄く」では説明が足りない。「掛金と所得

税は現役から取るお金で、それを年金受給者

に回すというこれまでの仕組みが行き詰って

しまった。だから、年金を受給する高齢者にも

（消費税で）財源を負担してもらう仕組みに切

り替えなければダメなのです」という説明を

きちっとした方が国民は分かり易い。そうい

う勝手な事を申し上げています。

　野田さんは自分の主張にこだわるところは

非常にこだわる。“一体改革をやる”という強

固な意志を持っています。それと、人の話に耳

を傾けるところの、非常にバランスのとれた

人なんですね。自分の信念は「ネバーネバー

ネバーネバーギブアップ」ですが、割り合い

人の忠告にも耳を貸すということで、私がい

ろいろ申し上げている事も生かして頂いてい

るという事がございます。以上は前置きです。

　今、日本政治はどういう局面にあるのか。

これからどういう風にあらねばならないのか。

ごく大括りでお話させて頂きます。

　まず、長い間続いた自民党政権というもの

がどういうものであったか。自民党政治とい

うものが日本政治の普遍的な姿であるように

とりますと実は間違いです。長く自民党政権

が続いたので、あれが世界の普遍、日本の普遍

だと受け取られる方が多いかも知れません。

しかし、世界の中でも特殊であるのみならず

日本の歴史の中でも自民党というのは特殊な

政党です。日本政治というのは、明治の、板垣

退助の自由党、大隈重信の立憲改進党から始

まり、伝統的には保守２党制。その周りに中・

小政党が存在するというのが基本的な形です。

自由党と改進党は変遷を経て最終的に戦前は

政友会と民政党という２極に収斂。戦後は日

本自由党と進歩党の２極が出来、最終的に自

由党と日本民主党という保守２党が保守合同

で１つになり自由民主党という政党を創った。

長い日本の政治の歴史の中では例外的な保守

１党。何故出来たか。基盤は米ソの冷戦構造。

国内政治では保守対革新で革新に非常に勢い

があった。そこで保守が合同して１党を創っ

たという事です。同時に高度経済成長が始ま

り、その果実、国庫収入がもたらされるように

なった。保守１党の自民党は果実の分配装置

として機能する。経済成長というのは民間が

中心になって経済の論理で実現されたもの。

しかし、経済の論理では取り残される経済的

弱者というものが居る。それは地方であり衰

退産業であり中小企業。そういう経済の論理

の弱者に対し、政治の論理で高度経済成長の

果実を再分配する。具体的には公共事業、補助

金、等。それによって豊かさを共有し格差の縮

小、総中流化を実現する。その政治的な装置

として自由民主党は作用したわけです。

　古今東西の歴史を見ると、今の中国、インド、

ロシア、ブラジルを見ても、経済成長、豊かさ

の実現というのは必ず格差の拡大というのを

伴う。物凄い金持ちと市場経済の中で窮乏し

ていく多くの国民という２極化が豊かさの実

現の必然なんですね。豊かさの実現と格差の

縮小・総中流化を同時に実現した日本の高度

経済成長というのは一種の世界史的な奇跡な

のです。これを実現したのが自民党。そうい

うものとして自民党は機能していたわけです。

しかし、そういう歴史的に例外的な保守１党

制をもたらした基盤、前提条件である、世界の

冷戦、保守対革新という対立と、右肩上がりの

経済が両方終焉した。すなわち自民党の存立

基盤が失われたということです。そこで日本

は再び伝統的なパターンである保守２党に回

帰しつつあるプロセスにある、というのが、

日本政治の非常に大きな見取図です。

　自民党の功績は豊かさの実現と格差の縮小

を同時に実現したことですが、それは実は、

資源配分の歪みというものをもたらしていた。

　例えば、日本では「道路、道路」と言われ、政

治は道路を求めた。確かに道路が不足してい

ることは間違いないかもしれませんが、世界

と比較すると国土１ｋｍ２当りの舗装道路ｋｍ

数は日本は実はダントツに長い。国土１ｋｍ２

につき舗装道路は英国、フランス、ドイツ等で

１．５ｋｍ。米国は国土が広いですから０．６ｋｍ

とかその位。日本は２．６ｋｍです。その代わり

教育への公的資金の投入は（２年程前に公表

されたＯＥＣＤ国の中で）最低。高齢者への

社会保障も不足はしてるかもしれませんが、

相対的に見れば高齢者に対する資金配分が非

常に厚くなっている。高齢者になればなる程

自民党支持率も高い。その分、若者への資金

配分は少なくなって「結婚出来ない、結婚し

ても子どもを持てない」ということになって

いる。そういう資源配分の歪みというものが

蓄積していた。

　２００９年に何故政権交代が起きたのか。細

かいミクロの動きを追っていくと小沢さんの

巧みな選挙戦略等いろいろありますが、マク

ロの眼で見ると、自民党政権の存立基盤であ

った冷戦と高度経済成長、右肩上がりの経済

というものが終焉し、資源配分の歪みが放置

出来ないまでになったという事。それが背景

です。従って、政権交代後、民主党政権に課せ

られた使命は、民主党もかなり自覚したとこ

ろですが、資源配分の歪みを是正する事です。

スローガンとしては「コンクリートから人へ」、

「控除から手当へ」控除（税金を払っている人

にのみ恩恵がある）というシステムを変える事、

「高齢者から子育て世代へ」今、社会保障は全

世代対応型。子育て支援もやるというのは、

やはりそこへの手当が非常に薄くなっていた

という事です。「高校無償化」も、世界の中で高

校が無償になっていないのは日本とアフリカ

のどこかだけ。資金配分の歪みがあった。それ

を正す、という事です。

　そういう意味で２００９年の政権交代には一

種の必然がございましたが、民主党政権の功罪、

長い間、政権交代が無かったツケ、不手際もあ

ります。政治アナリストの伊藤惇夫氏が「権

力成金」という言葉を使っています。これは

大変巧みな言葉だと思います。貧乏人でお金

が無かった人が、いきなり大金が入った時に

お金の使い方が分からない。だから無駄な使

い方をしてしまう。それが「成金」。長い間、

野党であったのがいきなり権力を持った時に

官僚を呼びつけて怒鳴りつけてみたり権力を

振りかざしてみたり。しかし、本当に必要な

ものごとを決める、困難を解決するという時

に必要な権力の使い方は知らない。だから民

主党政権になると、ものごとは決まらない。

「成金」が金の使い方を知らないのと同じよう

に、民主党が権力の使い方を知らない。こう

いうところは政権の非常に大きなマイナス点

であろうと思います。しかし、これは長い間

政権交代が無かった事のツケで、少し長い目

で見る必要があるのではないかと私個人は考

えているところでございます。

　同時に、自民党一党支配が長く続いたので、

日本は政権交代のインフラというのが出来て

いない。例えば、官僚機構も、政権が代わっ

たら新しい政権に尽すというところが訓練出

来てない。これは民主党にも責任があり、「政

治主導」という事で、「官僚はいいから」とやっ

たところが問題だった。

　それから、専門的になりますが、「行政組織

法定主義（行政機関法定主義）」と言って、大

臣１人増やすのに法律改正を要する、新しい

復興庁を創るのに法律を制定しなければいけ

ない等もある。皆さん、それは普通だと思っ

ているかも知れませんが、議院内閣制の国で

行政機関の新しい機関を作ったり、大臣の数

を増やすのに法律を必要とする国はありませ

ん。例えば、英国では大臣の数は総理大臣が

自由に何人でも増やす事が出来る。それは内

閣の中の事ですから総理が責任を持つ。行政

機関をどうするのかというのは政令で決める

のです。この間、衆院予算委員会で「戦前の

関東大震災の時に、（帝都）復興院が出来たの

は震災８日後。ところが復興庁が出来たのは

３２２日後である。如何に民主党政権がスロー

であるか」という質問を自民党がしていました。

しかし、戦前、関東大震災で復興院を創ったの

は「緊急勅令」です。天皇の勅令というのは、実

態としては内閣が決めれば勅令になるのです。

ところが戦後は法律で全部つくるという事に

なりましたから、ねじれ国会の下では与野党

協議が長引いて時間が掛かった。「行政機関を

法律で決める」、それが戦後の民主主義にマッ

チしていると皆さん方は思っているでしょう

が、実は、戦前の大日本帝国の方がはるかに

世界のやり方に近かった面もあります。

　そういう事で、今、実は政権交代に適した

仕組みになっていないという点も自覚して、

日本の政治を変えていく必要があるだろうと

思っています。民主党にはもう少し修練は必

要でしょう。

　しかし、中期的に、この先を考えた時に、

どういう政治が日本に必要か。

　今、「２大政党」という事が言われていますが、

「２大政党」というのは実は対立の政治、“対立

軸”の政治。「原発をやる／脱原発だ」で争い

合うのが「２大政党」の政治なんですね。

　私は、日本にとって必要な事はそうじゃな

い、日本にとって必要な事は丁度「なでしこ

ＪＡＰＡＮ」のような政治だ、と思います。

それは何かと言うと“結束して世界と闘った”

という事。これから日本にとって大切な事は

日本の国内でコンセンサスを作って、例えば、

原発「推進／脱原発」という事ではなくて、

「エネルギー政策をどうするのか」というコン

センサスを作って、それで世界と闘う事。資

源配分も、道路を造るとか箱物を造るのでは

なく、世界と闘うための人材育成に資金を使う、

技術開発に資金を使う。世界と闘うための日

本をつくる。政治が、それをリードする。そ

のためには、角を付き合わせる「２大政党」よ

りは、もうちょっと政党の数が多くて、仲介役

も居る（第３党、第４党が仲介をするような）

仕組み、政治学では「穏健な多党制」と言いま

すが、そういう仕組みが必要ではないかと言

っております。当面の問題としては、停滞の

原因“ねじれ国会”を是正していくための国会

制度・選挙制度の改革。「２大政党」よりもう

ちょっと多党化する（特に参議院では多党化

するような）、そういう仕組みも検討していく

必要があるのではないか。

　また、単にそういう仕組みだけではなく、

政治家のあり方、有権者のあり方もいろいろ

考えていかなければならない。

　いずれにしても、日本が“結束して世界と

闘うのだ”という政治をつくっていく。同時

に、それが経済の使命でもありますから、そ

ういう日本をつくっていく必要があるのでは

ないか。これまでの政治改革、民主党の結成

というのは、自民党１党支配を打ち破るとい

う意味では意味がありましたが、今後の日本

はそういう方向に向かっていく必要があるの

ではないかという事を申し述べさせて頂きま

して、卓話に代えさせて頂きます。
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