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日本維新の会／衆議院議員

April, 2013

西田 譲

自由民主党／衆議院議員

国民精神の健全性や高貴性を取り戻さないと、
この国は滅びる

田野瀬太道

日本はまだまだ大丈夫です。
絶対に未来は明るいはず
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は、 ・３％という戦後最低の投票率で、自民党が

２０１２年、年の瀬に行われた衆議院議員選挙
す。そこに応えられなかったから、小選挙区の票

るかという、受け身の選挙だったような気がしま

待と不安、射るような気持ちや眼差しに応えられ

をぜんぜん取ってなかった。しっかり反省しな

りやすく言うと避難訓練ですね。そのような体制

賠償の問題もそうですし。どう対処するか、わか

起こった時の対応をまったく決めていなかった。

若手議員の使命は、
政治家が逃げていた問題と向き合うこと

田野瀬「国を挙げてやるべきは、経済復活と震災

に何にチャレンジしますか？

お二人は国会議員として、日本の未来のため

きゃいけないところはありますが、原発をやめま

─

しょうという話では決してないと思います」

て、有権者の意志です。その意志は意志として受
施設は稼働していかないと、エネルギー的には暗

を補い、専門家が安全だとお墨付きがつくような
財政と教育ですね。使い古された言葉ですけど、

そこに向けてのアクションですね。
個人としては、

なるほど。

西田「実は、私はあまり投票率を上げなきゃとは

─

が伸びなかったのではないかと思っています」

大勝した。同選挙で、日本維新の会に所属し、地縁
のない選挙区から国政進出に挑戦した西田 譲。自
民党から、父の地盤を継いで出馬した田野瀬太道。
秘書時代から交流があるという二人は、共に初当
田野瀬「私もほぼ同じですね。欠落していた部分

け止めて、私は自分のやりたい政治をやってい

復興。自民党としては、
自主憲法制定。ですから、

思ってないんですよ。選挙に行かないことも含め

解決すべき震災復興、教育、少子化などの問題と、
国作りは人作りやと思っていますから。日本の人

たら、今のように政策もわからない、誰かも知ら

西田「選挙と政治は別ものなんです。選挙は有権
い。選挙は感情がぶつかり合うものですけど、政

す。原発の問題もですし、選挙も近いかもしれな

持たなきゃダメですよ。感情で物事は動きがちで

西田「科学に対して、きちんと尊重する気持ちを

西田「教育はすごく大事ですね。今の日本を見た

思っていますね」

負できるわけです。そのためには教育しかないと

２人分、３人分の質の高い国民がいれば外国と勝

口は約１億３０００万。
仮に今後減ったとしても、

う意志が、あまり感じられない。国民精神が弱す

しようという感じです。事故を乗り越えようとい

す。福島は立ち入りも禁止して、なかったことに

田野瀬「ええ。少子化、人口減少はひとつの大き

例えば、出生率のこと」

西田「やるべきことは本当にたくさんあります。

田野瀬「教育以外に西田さんが取り組むのは？」

大いに役割を果たすと思います」

確かにそうですよね。

し、完全に形骸化していて簡単に『産む』か『堕

危険が及ぶ場合に堕胎が認められています。しか

胎してしまった場合や、身体的、経済的に母体に

西田「母体保護法では、例えば、暴行によって受

いるのは、事実ですね」

田野瀬「生命のことを棚上げした議論が横行して

なところに政治は入っていかなきゃいけない」

じゃないのか。命はどこから始まるのか。倫理的

合わなくてはいけないと思いますね。堕胎は殺人

ていましたが、特に私たちの世代の政治家は向き

有権者の方の『お前ら、大丈夫か？』っていう期

プット型だったと思うんですけど。私の場合は、

一度私たちにやらせてください』っていうアウト

００９年の政権交代以降の経験を踏まえて、もう

覚がありました。自民党だったら、おそらく『２

むしろ雇用の機会を奪ってる。仮に、職業選択の

ら。あとは、最低賃金法をなくさなきゃ。これが

でもなく、否応なしに先送りできない問題ですか

政策的には、財政再建です。世代間格差を出すま

そこが今の日本のいちばんの課題だと思います。

西田「ローリングストーンなので（笑）
。たぶん

田野瀬「過激になってきましたね（笑）
」

じですね」

の中が悪いから俺はニートなんだ』というのも同

いから大学に入れないんだって思ってしまう。『世

勉強してないんでしょってだけなのに、制度が悪

必ず『入試制度が悪い』って言うんです。お前が

といって進められてきたこと。そのため、事故が

西田「間違いのもとは、原発が『１００％安全』

田野瀬「私もです」

西田「はい。推進です」

う。そのリスクを考えても？

いけない状況ですから。国家全体をどうするか考

自分の生活をきちんと営むことを頑張らなくては

田野瀬「後ろめたいと思わなくていいんですよ。

がそんなことを考えたら、窮屈でしょうがないで

西田「だから、政治家にこそ求められる。みんな

裕がないのも事実です。

家は、知識がないか、勇気がないか、倫理観が乏

倫理が必要です。そこをちゃんと見られない政治

西田「脅威を脅威として見るには、知識と勇気と

田野瀬「前を向いて挑戦していきたいですね」

西田「いい言葉ですね」

ありましたね」

グ初の黒人選手ジャッキー・ロビンソンの言葉が

語は可能じゃない。チャレンジだ』って、大リー

ところは、絶対に壊さないってことかもしれない

西田「でも、私から見ていると田野瀬さんのいい

ね。ぶっ壊さないといけない」

束を守られへん党になったら自民党もダメです

田野瀬「言ってることとやってることが違う、約

時に共有した自立という価値観をないがしろにす

西田「ご心配なく（笑）
。今後、維新の会が結党

田野瀬「この国はまだまだ捨てたもんじゃないっ

治はそうした際どいことを議論するのを避けてき

は、俺たち政治家の使命です。今までの日本の政

わけです。人として、倫理が退廃している。これ

生まれる一方で、少なくとも 万件の堕胎がある

えたら、もっと多いと思いますが、１００万人が

─

市民は知識だ、勇気だ、倫理だと言っている余

すから」
確かにそうですが、すべてを政治家任せでは

僕も僭越ながら物怖じしないお二人を見てい
て、日本の政治家も捨てたもんじゃないなと思い

─

過激にお願いします（笑）。

ました。今後もできれば政党政治に染まらずに、

田野瀬さんは「今後、こういう自民党になった

るような政党になったら、
私はぶっ壊しますから」

西田「逃げないことですね。我々のような初当選

西田「こんなバカなことってないでしょ。彼らこ

田野瀬「日本はまだまだ大丈夫ですよ。そうして

た人が報われる社会』にしたい気持ちは、私も一

西田「党は違いますが、安倍総理が言う『頑張っ

らぶっ壊す！」っていうことはありますか？

─

組や、若手の政治家としていちばん気をつけない

そ、最低賃金法で守らなきゃ。頑張ってまともに

いかないといけない、
という使命感もありますし。

後ろめたい部分もあります。

─

といけないのは、今までの政治家が逃げて来たこ

働ける人には、最低賃金の規制なんて必要ない。

絶対にええ国にしないといけないっていう想いで

田野瀬「信じて任せてください」

緒です」
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選を果たした。未来の日本を担う若き新人議員が、
未来を語る。
い未来が待っていると思います」

者と仲良くなることですが、政治っていうのは仮
治は感情で動いてしまうと、それこそ日本がなく

どういうことでしょうか。

に有権者から恨まれても、
『ごめんなさい。でも、

─

くっていうスタンスです」

お二人が初当選となった昨年の総選挙は、ど

自民党と維新の会、それぞれの選挙戦

─
これをやらなければ日本のためにならないんで

田野瀬「私は父親の代からずっとやっていたこと

のように戦われたんですか？
時に、
ローマ帝国の滅亡にそっくりなんです。
ロー
果です。国からパンが貰えるから、働かなくても

マの滅亡は、パンとサーカスで国民が堕落した結

なっちゃいますよ」

飯が食える。サーカスの実施によって享楽に溺れ

す』と言わなければいけない。今の政治は有権者

る。健全な国民精神をなくした結果、国防すら奴

ですが、
選挙運動期間の前から
『選挙に行きましょ

と、感情的になるのも当たり前なのではないかと

の原発事故もありました。これだけのことがある

隷に任せていたわけですから。自分たちで国を守

日本は広島、長崎に原爆が投下され、福島で

思うんです。
るという、健全な精神がなかった。今の日本は、

─

西田「広島、長崎には原爆が落ちた翌日から専門
ローマが滅びた時によく似ている。国民精神の健

にそれが言えなくなってしまっている」

家が入り
『この地を何とか立て直すんだ』
と頑張っ
全性や高貴性を取り戻さないと、この国は滅びる

う』というチラシを撒くことをやりました。実現

た。だから復興したんです。そこにあるのは、『原
と思うんです。そこをどうにかするには、教育が

復興には、強い国民精神が不可欠

めにはやらなければいけない』という考えなので

は、自民も維新の会も『 申し訳ないけど、日本のた

爆は嫌だ』という感情じゃなくて、
『苦難を乗り

は難しいですが、私は投票を国民の義務にしたら

ない状態では白票を投じる人もいますよね。例え
しょうか。
越えよう』という強い意志、強い国民精神なんで

いいと思っているんです。仮に義務になったとし

ば、政治家は当選したとしても、自分の得票数よ
西田「簡単に言うと、私は原発をゼロにはできな

ぎるんです」
い問題だと思いますね。どう斬り込んでいくんで

選挙の争点のひとつでもあった原発に関して

りも白票のほうが多かったら、もっと何かを伝え
いと思っています」

─

る努力もせなあかんだろうって考えるでしょう

西田「そこは分かれるんですよ。私はやらなけれ

んですか？

田野瀬「私は、感情的になるのはわかります。だ
すか？」

し、有権者も少しは政治を見るようになるでしょ

ばいけないと思います」
けど、少なからず感情に流されることをなくして

西田「日本維新の会はできたばかりの政党なの

できないんですか？ それとも、したくない

田野瀬「私は個人的な意見を言えば、原発抜きの
いかないと、という面はある。流れに棹差してで

─

田野瀬「だから今回も
『私の政策も言いますけど、
エネルギーは当分ないだろうな、
という考えです。
西田「今、日本では１年間におよそ１００万人の

う。そういう感覚で、
『白票でもいいから、行っ

気に入らんかったらほかの人に投じていただいて
飛躍的な技術革新がない限り、原発ゼロは非現実

子供が生まれています。対して、人工妊娠中絶の

てほしい。無記名も意志ですよ』と」

も結構ですので、
とにかく選挙に行ってください』
も言わないといけないと思っています」

数は、公式発表で 万件。公式ではないものも考

─

という訴えをしましたね」
的かなと思いますね」
西田「冷静にこの事故を乗り越えないと」

安全性向上とは言いますけど、万が一、事故が

ろす』という議論になってる。命に対して、あま
自由がないなら、最低賃金法で守らないといけな

えるほど、暇な国じゃないんです」

と思うんです。自民党を未来永劫守り続けること

起きた場合は、長い間、人が住めなくなってしま

─
田野瀬「東北の復興に向けてね。
『不可能の反対

で、こちらからのアウトプットではなく、
『有権

りにも無頓着すぎると思うんです。その議論をな
いですが、日本には自由があります。一方で、障

西田「毎日みんな一所懸命に働いている。自分の

者の気持ちを、いかに受け止めるか』っていう感

しにして、出生率を上げましょうとか、子育て支
害を持ってる方には、最低賃金法は適用されてい

こと、家族のことで精一杯ですから。それが現実

て思いますね」

援のことなど議論がされていますが、それ以前の

ないんです。社会復帰のための研修みたいになっ

こそ、田野瀬さんの使命……かもしれない」

しいかです」

話ですよ」

ていて、時給１００円、２００円で雇われている」

田野瀬「そう信じて今、自民党で頑張っています

とから逃げないこと。そのひとつが命について考

今まで私たちが当たり前と思っていたこと、もし

から」

えることだと思います。選挙の争点になってもい

くは感覚が鈍っているところで、政治家が向き

田野瀬さんは、未来は明るいと思いますか？

いぐらいの議論です。アメリカの選挙では、必ず

最後に、日本の明るい未来のために僕らはど
西田「元気な内は、とことん働け！」

うしたらいいのか。
一言ずついただけますか？

─
なんです。絶対に未来は明るいはずや、と思って

─

中絶の是非が問われますよね」

合っていかなきゃいけないことはたくさんあるん

す。
『沈没に向かって政治家せなあかんのか……』

はい。

田野瀬「そうですね」

─

西田「国民全体、有権者が考え直すことではなく

ンセールのような選挙じゃなくなります。
国民は、

て、政治家が考えないと。そのうえで政治家は、

西田「信じていただくには、人間性が重要ですよ

田野瀬「私は、
『選挙に行け！』ですね」 

国の政策に頼りすぎている。つまり国民の堕落で

有権者と向き合わなきゃいけません。国家全体を

やってます」

す。先ほどお話ししたローマ帝国の滅亡と同じ、

長い歴史のなかで、自分で考え抜いて判断しない
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明るいと信じて。

パンとサーカスによる国民の堕落なんです。国民

ね。日本の良いところって、一定の依存心がある
田野瀬「委託精神ですね」
西田「東日本大震災の復興の時も、自分を差し置
いてでも近所の人や町の人、見ず知らずの人に手

田野瀬太道 ○ 1974年、奈良県生まれ。衆
議院議員。早稲田大学第二文学部卒業。
97年より衆議院議員 田野瀬良太郎の秘書
を務める。12 年、衆議院議員総選挙では
父親の地盤を引き継ぎ、奈良４区で自由民
主党から出馬、初当選を果たす。www.ta
nose.com

西田「そこに向き合うことによって、今のバーゲ

なんて、絶対に思っていません。私は楽観主義者

どうすればいいと思いますか？

だと思います。だから政治家がしっかりしなきゃ

20

です」

─

田野瀬「企業側が労働とみなしてないんですね」

いけない」

20

西田 譲 ○ 1975年、熊本県生まれ。衆議
院議員。慶応義塾大学経済学部中退。衆
議院議員公設秘書を経て、07 年、千葉県
議会議員に初当選。自民党所属。10 年、
八千代市長選挙に出馬のため、離党。12
年、衆議院議員総選挙で日本維新の会か
ら出馬し、比例南関東ブロックで当選。ww
w.55nishida.com

─

が悪いわけではありません。
政治の責任なんです」

ところだと思うんです。だから団結できる」

そこに政治家が向き合うべきだと？

といけないんです。それが政治家としての役割で

─

約束が守れない党になったら、
ぶっ壊す

すよ」

西田「そうしないとこの国はよくならない。国防
だって同じです。仮に国を守らなきゃいけないと
いう事態になった時、他人任せの意識を持たない

を差し伸べようとしたわけじゃないですか。依存

今、明るい気持ちで日本の未来を見ています
か？ それとも暗いですか？

心と背中合わせですけど、非常に良いところだと

─

思います。
『 自分さえ良ければ 』
『 今さえ良けれ

ことが大切です。何も交代で飛んでいけってわけ

西田「自分でやらなきゃいけないという使命感が

じゃなく、
『この国は、自分たちで守らないとい
けない』っていう意識ですね。制度を変えればよ

ば』っていう風潮が蔓延していましたけど、日本
人が持っている良さが見えましたね」

あるので、危機を危機として認識するっていう意
希望とか絶望ではなく、冷静に見てると。

くなるという問題ではありません」

─

味で、緊張感を持って真剣に見ていますよ」

田野瀬「確かに、総制度頼み化してはいますね」
西田「大学に何年浪人しても合格できない人は、
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