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2004 年 07 月 23 日【福井県】 

岡田代表、福井県の集中豪雨被災地で現地調査 

民主党の岡田克也代表は２３日、集中豪雨に

よって深刻な災害に見舞われた福井県下の被災

地を訪れて現地調査を行い、被害と復旧の現状

を視察するとともに、被災者や行政担当者、ボ

ランティアの人々を激励した。  

 

 民主党は新潟、福島、福井の各県で集中豪雨

による災害が引き起こされたことを受け、「民

主党２００４年７月集中豪雨被害対策本部」を

設置して対応に当たってきており、福井県の被

災現場の視察も党としては２０日に続いて２度

目となる。福井県では、１８日の集中豪雨によ

って死者・行方不明者５名、住宅損壊３０９世

帯、住宅浸水１１７０２世帯のほか、道路・鉄

道およびライフラインの寸断など甚大な被害が

生じているが、この日岡田代表ら一行は、とり

わけ住宅被害などが深刻な美山町蔵作地区、福

井市一乗地区、同市春日地区を回った。  

 

 足羽川上流の氾濫によって多くの家屋が濁流

にさらわれた美山町蔵作地区を訪れた岡田代表

は、流された乗用車や家具を道端に積んだまま、

現在も家屋から泥を掃き出す作業に追われてい

る被災者の状況を厳しい表情で視察。「とりあえず、一人でも多く応援を」「もう疲れてきています。

助けて下さい」といった住民の切実な声に、「国の取り組みも早急にやります。頑張ってください」

と声をかけて歩いた。室町時代の著名な遺跡にも被害が及んだ福井市一乗地区や、足羽川の堤防が決

壊した同市春日地区でも、住民にとっての被害の深刻さを確認するとともに、県内の高校生を先頭と

するボランティアの青年たちを激励して回った。  

 

 岡田代表はその後、福井県庁で西川知事および同県災害対策本部から状況説明を聴取。また、災害

廃棄物処理・防疫活動への支援などの応急措置や、被災市町への激甚災害指定、ＪＲ越美北線の復旧

支援などの災害復旧策を含めた国への要望を受け、「こういうことは与党も野党もない。政府と協力

してしっかりやる」と強い口調で語った。  

 

 現地調査を終え、同県庁で記者会見した岡田代表は、「現場を見ると、メディアを通じて把握して

いるのとは違った実感が湧く。被災者の皆さんと意見を交わしたり、陳情を受けたりする機会もあっ

たが、だいぶ疲れておられるという印象を受けた」と感想を述べ、激甚災害法に基づく激甚災害指定

を早急に行うことをスタートに、現行の被災者生活再建支援法が認めていない住宅再建への支援を可

能にする法改正あるいは新規立法についても検討する意向を示した。また、党として独自に、被災者

支援募金活動、全国都道府県連を通じたボランティアの募集・派遣活動などに取り組むことを明らか

にした。  

 

 なお、この日の現地調査には、大畠章宏、松原仁、古川元久、村井宗明の各衆院議員、高橋千秋参

院議員が同行した。 
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2004 年 08 月 06 日【広島県】 

「平和への誓い、あらたに」広島・原爆死没者慰霊式・平和祈念式に出席 

 

民主党の岡田克也代表は 6 日、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式に出席した。 

 

式典に臨んだ岡田克也代表は黙とうを捧げ、59 年前のこのときに亡くなられた方々の御霊に哀悼の

表し、平和への誓いをあらたにした。 

 

 

2004 年 8 月 08 日～09 日【長崎県】 

平和への願いを込めて署名活動を続ける高校生たちを激励 

 

民主党の岡田克也代表は 8 日、翌日に行わ

れる長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に先立

ち長崎県入りし、カトリック長崎大司教館へ

ヨセフ高見三明大司教を訪れて意見交換をし

た後、長崎市内のホテルにて「高校生一万人

署名活動実行委員会」の高校生と懇談した。 

 

同実行委員会は毎年、平和への願いを託し

た署名を、高校生平和大使が国連本部へ直接

届ける活動を続けている。核兵器の廃絶と世

界の平和へ活動している同実行委員会の出席

者に対し、岡田克也代表は「敬意を表したい」

と激励し、高校生が国連に提出する平和への

願いの文書に署名した。 

 

岡田克也代表は翌日 9 日、長崎原爆資料館を見学、日本赤十字社長崎原爆病院へのお見舞の後、式

典に出席し献花を行った。 

 

今回の訪問には、髙木義明衆議院議員、山田正彦衆議院議員、犬塚直史参議院議員が同行した。 

 

 

 

2004 年 08 月 12 日【茨城県】 

「秋の国会で年金法廃止法案を再び」水戸で岡田代表  

 民主党の岡田克也代表は１２日昼、年金改革全国キャラバンの一環として茨城県水戸市内で開か

れた街頭演説会に参加し、熱弁をふるった。この日の演説会は、さる６日、政府・与党が民主党提

出の年金改悪法廃止法案を十分に議論もせずに否決し、たった８日間で臨時国会を閉会したことに

抗議して行った東京・有楽町での街頭演説会に続く第２弾で、地方では初の開催。  

 

 ランチに出たサラリーマンや買い物客など約４００人の聴衆の拍手に迎えられて登壇した岡田代表
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は、「参院選で示された年金法はやり直せ

という民意を受けて、どう行動するかを考

え、国会で示すのが日本国総理のあるべき

姿であったはずだが、小泉総理は選挙期間

中同様の説明と言い訳に終始した」と指弾。

その政治姿勢を厳しく批判した上で、「こ

れで終わらせるわけにはいかない」と述べ、

秋の国会に向けて「青空国会」を継続開催

していくことで国民的議論を起こし、議論

の中で出てきた点を民主党年金改革案に盛

り込んでいく考えを示した。岡田代表が「秋

の国会でもう一度年金改悪法廃止法案をつきつけていく」と訴えると、大きな拍手が沸いた。  

 

 街頭演説会には民主党年金法案提出者の五十嵐文彦衆院議員、役員室長代理の大出彰衆院議員、茨

城県選出の小林元、郡司彰両参院議員、福島のぶゆき茨城県第１区総支部長が参加した。 

 

 

 

2004 年 08 月 27 日【北海道】 

札幌で年金改革国民懇談会を開催  

 民主党は２７日、北海道札幌市内で年

金改革国民懇談会を開催し、岡田克也代

表、五十嵐文彦『次の内閣』ネクスト経

済財政・金融担当相らが集まったおよそ

５００人の参加者とともに熱心な議論を

繰り広げた。  

 

 冒頭、基調講演に立った岡田代表は、

政府・与党が成立させた改正年金法につ

いて「負担は増え、給付は減り、しかも

安定しない」と批判。高齢化社会におけ

る持続可能な年金制度こそ求められてい

るとして、年金消費税を財源とする最低

保障年金の導入と国民・厚生・共済各年

金の一元化とを柱とする民主党の年金改革案を説明した。その上で岡田代表は、「秋の国会開会を１

０月以降に引き延ばせば、その間に国民も年金の問題など忘れるだろうと考えているのが小泉首相。

そんなことは断じて許さない、という声をぜひ上げていってほしい」と会場に呼びかけた。  

 

 続いて、早稲田大学教授の植村尚史氏、ノンフィクション作家の沖藤典子氏、札幌市建築業組合理

事長の細坂一美氏、そして岡田代表をパネリストに迎え、五十嵐ネクスト大臣のコーディネートでデ

ィスカッションが行われた。植村氏は民主党年金改革案について、「将来の備え」と世代間の「仕送

り」という２つの年金のあり方を両方追求すると、結局払い過ぎになって負担にはね返るのではない

か、との懸念を提起。沖藤氏は、民法上の「妻」と年金法上の「妻」の位置づけが異なること、働く

女性の国や家族への貢献が年金法上で認められていないことなど、現行制度の問題点を女性の立場か

ら指摘し、「民主党案の二分二乗方式(夫婦の収入を合算し、その１／２ずつを各人の収入とみなす)

に非常に期待している」と述べた。また細坂氏は、生活苦を抱える建設労働者の現実を踏まえ、負担
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増を言うなら、高級官僚の総入れ替えや国会議員の削減も実現してほしい、と訴えた。  

 

 参加者との質疑応答では、「民主党案では、結局いくら給付がもらえるのか」「一元化すると自営

業者の負担が一気に増えないか」などの質問があった。給付額の予測について五十嵐ネクスト大臣は、

最低保障年金として６万６～７千円、全体として１７～８万円という水準は維持したいとし、さらに

明確な算定には個人事業主などを含めた所得状況の把握が必要だと述べた。また自営業者の負担増に

ついては、最低保障年金部分は税金で賄うため保険料にははね返らないこと、負担はある程度は増え

ることが予想されるが、給付も増えることなどを説明した。そのほか、社会保険庁による保険料の無

駄遣いをやめさせてほしい、との意見も複数出された。  

 

 懇談会には、司会を務めた民主党北海道連会長の鉢呂吉雄衆院議員、同じく北海道選出の小川勝也

参院議員、小林千代美衆院議員のほか、島聡衆院議員、白眞勲参院議員も参加した。 

 

 

 

2004 年 09 月 02 日【沖縄県】 

岡田代表、米軍ヘリ墜落事故で沖縄視察  

 民主党の岡田克也代表は２日沖縄入りし、８

月１３日に発生した沖縄国際大学構内への米軍

大型ヘリコプター墜落事故について事故現場を

視察するとともに、稲嶺惠一県知事と会談した。

岡田代表は、稲嶺知事に事故についてお悔やみ

を伝えるとともに、人口密集地域で「人命が失

われず、あの程度の被害で済んだのは奇跡に近

いと実感した」と率直な感想を語った。  

   

 民主党は、今回の事故の重要性を踏まえ、８

月１７日および１８日の２日間、大畠章宏沖縄

北方調査会長を団長とする沖縄米軍ヘリ墜落事故現地調査団をすぐさまに派遣し、１８日には岡田代

表名でアメリカ合衆国ベーカー特命全権大使、川口外務大臣、石破防衛庁長官、それぞれに対して申

し入れを行った。また、調査団の報告を外務・防衛合同部門会議などで検討した結果、疑問点がさら

に深まったことから、８月３０日および３１日の日程で、再度、仙谷由人政調会長を団長とする沖縄

現地調査団を派遣した。  

 

 これまでの党による調査・検討を踏まえて沖縄入りした岡田代表は、（１）事故原因の徹底究明、

（２）地位協定の改定、（３）普天間の国外移転、が必要であることを明確にし、沖縄県側となるべ

く協力して政府にこれらを要求していく旨、表明した。  

 

 岡田代表はこのほか、「ひめゆりの塔」および「平和の礎」を訪れ、沖縄県民のくぐってきた苦難

と平和への希求に思いを致した。代表一行として、斎藤勁沖縄基地問題ＰＴ座長代理、武正公一同Ｐ

Ｔ事務局長、伴野豊衆議院議員、若井康彦衆議院議員が同行し、喜納昌吉参議院議員が現地で加わっ

た。 
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2004 年 09 月 17 日【愛知県】【三重県】 

岡田代表、愛知、三重で公共事業、先端工場を視察  

 民主党の岡田克也代表は１７日、愛知、三重の両県にまたがる４カ所を視察し、公共事業の新しい

あり方や独自の技術力を生かした企業経営などの実際を見て回った。 

 

 

 岡田代表はまず、来年３月から開催される

愛知万博（２００５年日本国際博覧会）のメ

ーン会場（愛知県愛知郡長久手町）を視察し

た。同会場では現在急ピッチで施設の建設が

進められており、１２０を越える参加国・国

際機関への出展モジュールの引き渡しが始ま

ったところ。広大な丘陵地がダイナミックに

姿を変える様子を眺めながら、財団法人２０

０５年日本国際博覧会協会の幹部からの説明

に聴き入った岡田代表は、特に「自然との共

生」をテーマにして元の森や池などの地形を

そのまま生かしながら会場建設が進められて

いることなどに関心を示し、「準備は順調に

進んでいるようで楽しみだ。子どもに夢を与

える万博を実現してほしい」と期待を語った。  

 

 次に岡田代表は、愛知県常滑市の中部国際

空港建設地を訪れ、来年２月の開港に向けた

準備状況を視察。建設事務所で中部国際空港

株式会社幹部から概要の説明を受けた後、空

港建設島に移動し、管制塔から一番機の乗り

入れを待つ真新しい滑走路などを見渡した岡

田代表は、「民間の知恵を生かして無駄なコ

ストをなくし、使い勝手のいい空港ができつ

つある。地方における新しい公共事業の成功

例だ」と感想を語った。  

 

 このあと岡田代表は地元・三重県に入り、独自の最先端メモリ技術で世界の半導体業界をリードす

る東芝の四日市工場と世界最高水準の液晶技術で情報家電業界を牽引するシャープ亀山工場を訪れた。

東芝四日市工場ではＮＡＮＤＯフラッシュ技術を生かした先端メモリ製品の生産工程、シャープ亀山

工場ではシステム液晶や大型マザーガラスの技術を生かした液晶テレビの生産工程などを見学した岡

田代表は、高度に技術化されるとともに環境にも慎重に配慮された最先端の生産現場に感心した様子。

２工場の視察を終え、「元気な現場を見た。独自の技術の価値を高め、国際競争力をつけた２つの工

場は、日本再生の典型的な事例だ」と感想を述べた。  

 

 この日の視察には、中川正春、古川元久、伴野豊、近藤昭一、古本伸一郎の各衆議院議員、高橋千

秋、直嶋正行、芝博一の各参議院議員らも同行した。 
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2004 年 09 月 19 日【埼玉県】 

さいたま市で党員・サポーター集会を開催  

 埼玉県さいたま市内において 19 日、民主

党北関東ブロックの「党員・サポーター集

会」が 500 名の参加のもと開催された。  

 

 冒頭、細川律夫埼玉県連代表が「再選さ

れた岡田克也代表を迎え、ここ埼玉を皮切

りに、この企画がスタートすることは意義

深い」と挨拶。続いて岡田代表より「民主

党の最大の課題は政権交代である。そのた

めには３つの改革、すなわち党改革、政策、

選挙を実現し、民主党を日本の政治を担う

国民政党に育て上げ、次の総選挙で政権交

代することこそ唯一の使命である。そのた

めには、全員野球で、この２年間、歴史に

残る大事業をやっていくんだという決意のもとで進んでいく」と熱っぽく力強く呼びかけた。  

 

 質疑応答では９名の参加者から、地方組織の実情を踏まえた意見が出された。年金問題、党改革に

つながる自治体議員の拡大、国会議員の定年制や世襲制、政治スクールの内容、子育て支援、農業後

継者問題、安全保障問題と多岐にわたった質問に対して岡田代表は、ひとつひとつ丁寧に答弁した。  

 

 集会後、岡田代表は参加者一人ひとりと握手を交わし、民主党の今後の躍進を誓い合った。  

 

 集会に先立ち岡田代表は、細川県連代表、山根隆治参院議員、武正公一衆院議員らとともに、さい

たま市内のグループホーム「うれし家 たのし家」を訪問。痴呆性高齢者とスタッフが共同生活する

中での介護のあり方、福祉活動と国の政策などについて、現場を支えるスタッフと直接意見を交換し

た。 

 

 

 

2004 年 09 月 20 日【岐阜県】 

 

代表として初めての岐阜入り、年金問題対話セッションで積極的に意見交換 

 

民主党の岡田克也代表は 20 日、代表としては初めて岐阜県を訪れ、「年金キャラバン」の一環とし

て街頭演説、対話セッションに臨むとともに、産廃現場の視察等を行った。 

 

岡田代表はまず大垣市に入り、JR 大垣駅前にて街頭演説の後、同市内で年金問題をテーマに対話セ

ッションに出席した。強い日差しの射す野外会場にて、岡田克也代表は腕まくりをして参加者との意

見交換を行った。 

 



 7

同市をあとにした一行は、岐阜市椿洞の産業廃棄物不法投棄現場を視察し、市の担当者から説明を

受けた。この後、同市内での意見交換会にも参加した。 

 

今回の視察には、山下八洲夫参議院議員、園田康博衆議院議員、大石里奈岐阜県第 2 区総支部長が

同行した。 

 

 

 

2004 年 09 月 25 日【長野県】 

長野市で党員・サポーター集会を開催  

 長野県長野市内において２５日、民主党

北信越ブロックの党員・サポーター集会が

６００名の参加のもと開催された。  

 

 冒頭、羽田孜長野県連代表が「岡田さん

こそ、まさにこの時代に必要なリーダーで

ある」と改めて新代表を紹介。続いて岡田

代表より「民主党にとって最大の課題は政

権交代。そのためには３つの改革、すなわ

ち党改革、政策、選挙に勝つための体制作

りが必要である。１０月に施行される政府

の改正年金法については国民の７、８割が

ノーと言っている、次期臨時国会の大きな

課題とする。国民にとって耳障りが悪い政策であっても正直に話していかないと政治は深くならない」

と熱っぽく語った。  

 

 質疑応答では１３名の参加者から、農業政策、財政赤字問題、年金問題、環境問題、憲法問題、党

地方組織の拡充、党自治体議員の拡大、議員年金問題、国会議員の歳費・定数問題など、実に多岐に

わたる質問があり、岡田代表はこれに一つ一つ丁寧に答弁した。  

 

 集会に先立ち岡田代表は、篠原孝衆議院議員らとともに、長野県内の農業視察を行った。まず、地

元農作物を販売する中野市のオランチェ中野市観光センターを見学、続いて、ケーアイ・オギワラ延

徳培養センターではエリンギ生産の現場、さらに新しい品種のハクレイタケ栽培施設、ぶどう集出荷

センター、りんご果樹園を相次いで訪問した。岡田代表は、農業生産者の意見に熱心に耳を傾けると

ともに、民主党の農業政策や政権交代にかける意気込みを語った。 

 

 

 

2004 年 09 月 26 日【神奈川県】 

岡田代表、横浜で政権奪取へスクラムを呼びかけ  

 横浜市内で２６日、「岡田克也代表とともに政権ダッシュｆｒｏｍかながわ」と題して民主党神奈

川県連主催の党員・サポーター集会が開かれた。  
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 冒頭、挨拶に立った田中慶秋県連代

表は「２大政党としての位置づけは有

権者のみなさんに作っていただいた。

いよいよこれからは政権奪取、政権と

りに行く」として、民主党への一層の

協力を約４００人の参加者に呼びかけ

た。  

 

 続いて講演に立った岡田代表は、衆

院選、参院選での民主党への支持に対

する謝意を示すとともに、参院選で民

主党が比例第一党になり、１人区で自

民党と互角の戦いを展開したことについて「政権選択の時代に入っていると言える」と分析。その上

で、次の総選挙では政権交代を成し遂げることを宣言した。代表としての２年の任期の間に選挙がな

かった場合は、自民党と互角のところまで民主党をもっていくのが自分の責務だと語った。  

 

 それに向けた具体策として岡田代表は（１）国民に信頼される政党になるための党改革（２）自由

で公正な社会をつくっていくという大きな柱に基づいた国民本位の政策立案（３）次期総選挙・参院

選に勝利するための選挙準備――を着実に進めていくとした。  

 

 岡田代表はまた、年金、米軍ヘリ墜落事故に関連する地位協定の見直しや沖縄基地問題、政治と金

をめぐる問題をしっかりと議論するために国会の早期開会を政府・与党に強く求めていくことを改め

て訴えた。  

 

 講演後の質疑では地方議員の考えを党本部が吸い上げ、政策に反映させる仕組みづくりを求める声

や、裏献金疑惑に関する橋本元総理の証人喚問、少子化対策の充実、森林再生・農村の環境保全、現

場ニーズをふまえた福祉政策の拡充を求める意見などが相次いだ。 

 

 

 

2004 年 09 月 29 日【栃木県】 

岡田代表、年金キャラバンｉｎ栃木に参加  

 民主党が全国で展開している年金改革全国キャラバンの一環として 29 日、栃木県小山市で年金改革

地域懇談会および街頭演説会が開催された。  

 

 党本部からは岡田克也代表、山岡賢次年金改革推進本部事務局長、五十嵐文彦ネクスト総務大臣が

参加。地元からは簗瀬進県連代表、谷博之参議院議員、水島広子衆議院議員をはじめとした民主党議

員、更に今回は伍井邦夫連合栃木会長も参加。懇談会は立ち見が出る大盛況で出席者は 900 人に上り、

ＪＲ小山駅前での街頭演説会にも雨天にもかかわらず大勢の聴衆がつめかけた。  

 

 懇談会では谷議員の司会の下、まず山岡賢次年金改革推進本部事務局長より年金キャラバン活動の

趣旨説明がなされ、地元の簗瀬議員・水島議員の挨拶に続き、伍井連合栃木会長からも、連合と民主

党の年金改革における連携・改革断行に向けての意気込みが語られた。  
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 次に岡田代表より講演があり、10 月施行の政府与党・改正年金法の問題点を指摘、消費税の話も含

めて国民に正直に内容を示している民主党・年金改革案の優位性を改めて強調した。また五十嵐文彦

ネクスト総務大臣（民主党法案提出者）からは、民主党案の具体的な説明があり、財政計算の上でも

民主党案が優れていることなどを強調した。  

 

 質疑応答では 10 名の参加者から、女性と年金問題、所得比例部分の保険料、民主党案の給付額とい

った年金に関するものをはじめ、パート賃金、北朝鮮問題など多岐にわたる質問があり、岡田代表を

はじめとしたパネラーは一つひとつ丁寧に答弁した。  

 

 集会に先立ち岡田代表は宇都宮市内にて、（社）栃木県商工会議所連合会、栃木県商工会連合会、

栃木県中小企業団体中央会、栃木県商店街振興組合連合会、（社）栃木県経済同友会、（社）栃木県

経営者協会の役員と懇談し、地域金融・地方分権のあり方などについて意見交換を行った。また、小

山市内では民主党関係者との懇談会にも出席するとともに、小山兄弟殺害事件の現場にも立ち寄って、

一般の参列者の方々とともに幼く逝った兄弟の冥福を静かに祈った。 

 

 

 

2004 年 10 月 03 日【福岡県】 

岡田代表、福岡での集会で政権交代実現への決意を改めて披露  

 民主党は３日、福岡市内において党福岡県連主催

で「岡田代表と語る『党員・サポーター集会』」を

開催、800 名を超える党員・サポーターが詰めかけ、

会場は熱気に包まれた。  

 

 藤田一枝衆議院議員の司会のもと、挨拶に立った

松本龍衆議院議員（党福岡県連代表）は、先の参院

選での民主党への支持に感謝の念を表すとともに、

内外に課題が山積している現状にもかかわらず、10

月まで国会を開こうとしない与党の姿勢を厳しく批

判した。  

 

 続いて岡田克也代表が登壇して講演。岡田代表はまず、「私たちが成し遂げなければならないこと

はただ一つ、政権交代だ」と述べ、任期２年での目標を明示した上で、「国民の手に政治を取り戻す

ことが政権交代の最大の意義だ」と強調。政権交代のために必要な要素として、（１）党改革、（２）

政策、（３）選挙、を挙げ、それぞれについて自らの考えを明快に述べ、党代表としての決意を改め

て披露した。  

 

 また秋の臨時国会に向けた当面の問題として、年金問題、政治とカネの問題、沖縄の米軍基地問題

などを挙げ、これら諸問題について国会の場で積極的に議論を展開していくとの方針を明らかにしつ

つ、「国民の皆さんに選んでいただいた民主党の力を今こそ示していく」との力強い表明には、会場

から大きな拍手がわき起こった。  

 

 質疑応答では、疲弊する中小企業・地方経済への景気対策、高所得者の年金保険料未納問題、日中・

日韓関係をはじめとした対東アジア外交などについて質問が相次いだほか、男女共同参画社会実現に

向けて民主党はもっと女性議員・閣僚を増やして欲しいといった要望や、各地域における民主党の活

動への意見などが出て、岡田代表はそれらの一つひとつに丁寧に答えていた。  
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 集会の最後には、北橋健治衆議院議員（党役員室長）が挨拶に立ち、「岡田代表は、近い将来、政

権は必ず変わるとの不退転の決意をもっている。この福岡で民主党が勝利すれば、必ず民主党は政権

を獲得する」と力強く宣言して集会を締めくくった。  

 

 なお今回の党員・サポーター集会には、楢崎欣弥、楠田大蔵、古賀一成、城井崇衆議院議員、大久

保勉参議院議員、大島九州男福岡県第８区総支部長に加え、多くの地方議員も参加し、活気あふれる

集会となった。  

 

 党員サポーター会議に先立ち、岡田代表は北九州市内で末吉興一市長と会談を行った。会談では、

北九州市国際物流特区の話題を中心に、特区に対する期待、国際競争の実情から鑑みて不十分な規制

緩和の問題など、率直な意見交換がなされた。また会談終了後、岡田代表は北九州市国際物流特区の

中核事業の一つである「ひびきコンテナターミナル」（来春供用開始予定）を視察。現地では、ひび

きコンテナターミナルの運営会社(PFI で運営)のデニス・ソー取締役（筆頭出資会社であるシンガポ

ールのＰＳＡ社より出向）から事業概要の説明を受け、熱心に耳を傾けた。 

 

 

 

2004 年 10 月 04 日【熊本県】【鹿児島県】 

岡田代表、川辺川ダム建設予定地などを精力的に視察  

 岡田克也代表は４日、八代市を皮切りに川辺川ダ

ム建設予定地など、熊本・鹿児島両県の各地を精力

的に視察して回った。  

 

 熊本県での視察には、松野頼久、松野信夫両衆議

院議員らが同行。八代市では、市長を表敬訪問した

後に市長とともに八代港へ向かい、港湾施設を視察。

続いてヤマハ熊本プロダクツを訪問し、工場関係者

の案内で船外機の生産現場を丹念に見て回った。  

 

 一行はその後、相良村へ向かい、川辺川ダムの建

設予定地を視察。岡田代表は建設予定地を見渡しな

がら、国土交通省の担当者と市民団体の代表者から

それぞれ説明を受けた。岡田代表らはさらに五木村を訪問し、五木村長ら役場関係者とも会談。岡田

代表はこの中で、「これまでの様々な経緯は分かるが、民主党としては川辺川ダムをつくる必要はな

いと考えている。いったん決定した公共事業は止まらず、役所は間違いを決して認めようとしないこ

との典型だ。国会の中でよく議論し、良い結論を出したい」と述べるとともに、「（ダム建設中止へ

の）流れはできつつあると思う」として、政府に対して政策転換を決断するよう求める考えを示した。

さらに人吉市では、川辺川ダム建設問題に関わる様々な市民団体の代表者らとも会談。岡田代表は、

政府に対して政策変更を迫るとの決意を改めて表明し、国会でもしっかり議論していくことを約束し

た。  

 

 岡田代表はさらに鹿児島県国分市に向かい、京セラ鹿児島国分工場を視察。ファインセラミックス

の製造工程などについて詳細な説明を受けながら、最先端の技術を駆使した工場内を回り様々な質問

を投げかけていた。鹿児島県での視察には、川内博史衆議院議員らが同行した。また岡田代表らは、

八代市と人吉市で地元の経済関係者とも懇談し、地方経済の現状などについて意見交換を行った。 
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2004 年 10 月 09 日【香川県】【徳島県】 

岡田代表、香川・徳島両県を訪問し台風１６号による被害状況を視察  

 岡田代表は、１０月９日に香川・徳島両県をまわり、台風による被災者の生の声を聞いてまわると

ともに、農業の直面する問題について意見交換を行った。  

 

 香川県豊浜町和田地区では、先の台風１６号により、土石流により梨畑３５ｈａの半分、家も床下

まで土砂が堆積する被害を受けた現場を視察した。豊浜町長からは、河川・砂防事業の必要性と三位

一体改革による治山・治水の補助金カットへの懸念が表明された。岡田代表からは、町民のご苦労に

対するねぎらいと、土石流被害は山の手入れ不足が原因ではないかとの質問と、自治体が必要とする

事業を自治体が自ら決定するための分権システムの構築が重要である旨の発言があった。  

 

 高松市では、先の台風１６号による高潮被害の状況が、高松市長から報告された。高松市は、１５

０００戸の住宅が浸水し、３４０００名が被災するなど大きな被害があった所。このような被害への

支援としては災害救助法があるが、国・県の支援策が十分ではないため、法律改正を求められた。ま

た、高潮被害者宅を訪問し、被害の大きさと高齢の被災者へのきめ細かな対応の必要性について実感

することとなった。さらに、高松市松島地区住民とも意見交換し、被災者への金銭的支援が貸し付け

だけに限られていること、住民の立場に立った被災者対策が十分になされていないこと、災害の初期

における行政からの情報提供が不十分なことなど意見として出され、岡田代表からは、住民にとって

どうかという視点で考える必要があり、弱者に視点をおいた支援が必要であり、災害後のフォローに

ついてあたたかみのある対応ができないか検討したいと語った。  

 

 鳴門市では、先の台風１６号によるれんこん・梨・サツマイモの被害について現地視察するととも

に、農業集会において直接支払いを中心とする民主党農業再生プランについて、山田正彦ネクスト農

林水産副大臣（衆議院議員）が説明を行った。また、農家の方々からは、自給率４０％を切る状況で

は国は国民の生命を守っていないという意見、米生産者の高齢化の現状、登録農薬の問題、異常気象

の問題などについて幅広い意見が出された。岡田代表からは、後継者が育つためにも農業が成り立つ

ようにしなければならず、それが民主党の考える直接支払制度であることことが話された。  

 

 今回の視察には、岡田代表、山田議員に加え、高井美穂衆議院議員らが同行した。  

 

 

 

2004 年 10 月 16 日【岩手県】【青森県】 

岡田代表、岩手・青森県境の産業廃棄物不法投棄現場などを視察  

 岡田克也代表は１６日、岩手・青森両県を訪れ、県境にある産業廃棄物不法投棄現場など、各地を

精力的に視察するとともに、現地住民との意見交換などを積極的に行った。  

 

 岡田代表らはまず岩手県に入り、二戸地方振興局を訪問。木質ペレットを燃料とする「いわて型ペ

レットストーブ」の説明を県の担当者から受け、端材や樹皮などを原料にしたペレットを手に取りな

がら、ストーブの構造やコストなどについて次々と担当者に質問をしていた。  
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 続いて岡田代表らは、岩手県二戸市と青森

県田子町の県境にある産業廃棄物不法投棄現

場を視察。県の担当者の説明を受けながら、

キャッピング（表面遮水）工事が進む現場や

土壌改良プラントなどを次々に歩いて見て回

った。また現地で地元住民の方々とも懇談し、

不法投棄の現場が岩手・青森両県にまたがる

ことで生ずる様々な問題などについて意見交

換を行った。不法投棄現場の視察を終えた岡

田代表は記者団に、「県が一生懸命対応して

いただいているのはよく分かるが、やはりこ

うなってしまう前に何とかできなかったのか、

という思いはある。対応が遅れてしまったた

めに、莫大な額のお金を使わざるを得なくな

っている。もう少し早期に対応できる仕組み

を、国の責任でつくるべきではないか」と述

べ、国による積極的な取り組みの重要性を指

摘した。  

 

 岡田代表らはさらに青森県に移動し、板柳

町での対話集会に参加。岡田代表は先日行われた小泉首相の所信表明演説とそれに対する代表質問で

のやり取りに触れ、年金の抜本改革やいわゆる三位一体改革などでの首相のちぐはぐな答弁に苦言を

呈しつつ、「わが国には色々な行き詰まりが起きているが、しがらみのある自民党では改革はできな

い。民主党こそが、国民の皆さんの立場に立って改革を進めることができる。若くて新しい民主党に

期待して欲しい」と訴え、参加者から大きな拍手を受けていた。また参加者からは、民主党の農業政

策などについて質問が寄せられ、岡田代表が民主党の農林漁業再生プランの内容を説明するなどのや

り取りが行われた。また対話集会の後、岡田代表一行は、全国から農業関係者らが集まって開かれて

いたバーベキュー会場にも立ち寄り、参加者と気さくに言葉を交わしていた。  

 

 今回の視察では、岩手県では達増拓也県連代表（衆議院議員）、工藤堅太郎、平野達男、主濱了各

参議院議員、津村啓介衆議院議員らが、青森県では下田敦子、高橋千秋参議院議員、津村衆院議員ら

が、それぞれ同行した。  

 

 

 

2004 年 10 月 17 日【福島県】 

岡田代表、福島県内各地を精力的に視察  

 岡田克也代表は１７日、前日の岩手・青森両県に続いて福島県を訪問。旧グリーンピアや農場など 

の視察に加え、二本松市長や地元関係者らとの意見交換も行うなど、精力的に行動して回った。  

 

 岡田代表一行は福島県に入り、まず二本松市役所で市長らと懇談。市長は小泉内閣の言う「三位一

体の改革」について、「国の財政再建を優先するあまり、地方には非常に冷たいと実感した」と述べ

るとともに、「国は市町村の実態をどれだけ把握しているのか」と苦言を呈し、地方自治体が置かれ

ている苦しい立場を説明した。岡田代表は、市長の発言に概ね賛意を示した上で、「小泉首相の言う

三位一体改革には全体像がない。首相は、地方がもっとしっかりして欲しいと言うが、しっかりして

欲しいのは首相自身だ」と述べ、民主党の考える地方分権の理念を説明するなどして、活発な意見交 
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換を行った。  

 

 

 続いて岡田代表らは、県立霞ヶ城公園で二本松の菊人形を見学。公園には多数の観光客が訪れてお

り、岡田代表は握手や写真撮影の求めに気さくに応じていた。一行は続いて二本松市内の「スカイピ

アあだたら」（旧グリーンピア二本松）を視察。岡田代表は、担当者や市長から、グリーンピア建設

の経過や現状などについて説明を受け、広大な敷地内の温泉保養館などを見て回りながら、経営の実

情や二本松市民以外の利用状況などを尋ねていた。  

 

 次に安達郡大玉村にある国分農場を訪れた岡田代表一

行は、関係者の案内で農場内の牛舎や様々なプラントな

どを見て回った。ここでは、近くの岳温泉から出る食品

残さをもとにたい肥を製造したり、食品会社から出るう

どんやパンの企画外の商品から飼料を製造するなどの取

り組みを積極的に行っており、岡田代表は旅館や農家な

どが一体となってリサイクルに取り組んでいる現状に感

心した様子で、次々に関係者に質問を投げかけていた。

また会場を移して、地元観光業界関係者らと懇談し、有

機野菜などの試食も行った。  

 

 視察を終えた岡田代表は記者会見で、「改めて、地方

にはそれぞれ地方の知恵があり元気があると感じさせて

いただいた。地域で循環型の農業、産業が成り立ってい

るのは、民主党が政策を考える上でも非常に参考になる」

と、今回の視察の感想を述べた。また、記者からの質問

に答える形で、旧グリーンピア二本松については「すば

らしい施設だが、国が、国民が払った保険料を使ってや

るべきことではない。官の側がしっかり反省しなければ

ならない」とコメントするとともに、ＢＳＥ問題に関する最近の政府・与党の対応についても「全頭

検査が必要でないのなら、なぜ必要ないのか、科学的根拠をもとに説明できないと、われわれも納得

しないし、何より消費者が納得しないだろう」と批判した。  

 

 なお今回の視察には、和田洋子（県連代表）、佐藤雄平参議院議員、増子輝彦、吉田泉、津村啓介

衆議院議員らが同行した。  

 

 

2004 年 10 月 24 日【兵庫県】 

岡田代表、台風２３号で被害を受け

た兵庫県北部地域を視察  

 民主党の岡田克也代表は、２４日、台風

２３号の影響による大雨で大きな被害を受

けた兵庫県北部地域を視察した。 

 

 最初に訪れた和田山町では、髙本勤町長

と供に大規模な山崩れで流出や全壊などの
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被害を受けた家屋を見てまわったのち、集会所に集まっていた住民たちを、「一刻も早い復旧の為に

民主党も出きる限りのことをする。皆さんも一緒にがんばりましょう」と、激励した。  

 

 次に視察団は豊岡市に移動。豊岡市は市内を流れる円山川の堤防が決壊し、８０００棟以上が床上･

床下浸水をした。岡田代表らは、中貝宗治市長と堤防の決壊現場におもむき、決壊時の模様と、被害

情況の説明を受けた。また、一時避難所となっている豊岡公民館に避難している方たちを訪ね激励を

した。  

 

 さらに、豊岡市内で齋藤富雄兵庫県副知事らと懇談をし、被災情況と要望を聴取した。  

 

 視察を終えての会見で岡田代表は、「今年は台風による被害が多かったが、豊岡市周辺の被害は目

立った物だった。被災者の方たちの意見をくみ上げ、民主党としてしっかりとした対応をしていきた

い」と感想を述べ、政府に対しては、「党首討論では、小泉総理に早期の補正予算の編成を求め、与

野党一体となり被災者の立場で考え、1 日も早い復旧を目指していく」と政府に一層強く働きかけて

いくことを表明した。  

 

 今日の視察には、武正公一、梶原康弘、泉房穂各衆議院議員と朝日俊弘、辻泰弘、水岡俊一各参議

院議員が同行した。  

 

 

 

2004 年 10 月 25 日【新潟県】 

岡田代表ら、新潟県中越地震の被災地を訪問、被災者を激励 

 ２５日、岡田克也代表は、０４年新潟県中越地

震の視察に、地元出身の田中眞紀子衆議院議員と

ともにヘリコプターと乗用車を乗り継ぎ、現地入

りした。  

 

 岡田代表らは上空からの視察で、山が崩落して

道路が埋まり大きな亀裂が走っている様子や、脱

線事故を起こした新幹線の車体など、深刻な状況

を確認した後、小千谷市に降り立ち、新潟県選出

の森ゆうこ参議院議員、菊田まき子衆議院議員、

佐藤信幸県連幹事長、ボランティアで２４日から

滞在していた市村浩一郎衆院議員らと合流して、

小千谷市の佐藤助役らの先導で被災地を視察した。

孤立した集落から避難民を移送している浦柄地区

では、涙ながらに窮状を訴える人びとの手を握りながら激励。続いて小千谷小学校の避難場所で岡田

代表は、福島県連から届いたおにぎりを配りながら、子どもたちにも「オッ、がんばれよ！」と声を

かけた。  

 

 市対策本部では西村智奈美衆院議員も合流して関広一市長から被害状況の説明と要望を聴取。食

料・水などの支援物資の輸送が、幹線道路が寸断されて思うようにいかないなどの現状の報告ととも

に、激甚災害指定の一刻も早い決定を、との強い要請があった。岡田代表からは、幹線道路の整備や

早期の補正予算などの予算措置の必要性を、党首討論でしっかり総理に伝えることを約束。地元国会

議員らは、トイレの設置、温かい食事の供給、正確な情報伝達、ボランティア受け入れの態勢づくり
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など早急の対応を関係各所に要請し続けた。  

 

 続く長岡市でも、火災の延焼は免れたものの余震の頻発で市民は心理的ダメージが大きいこと、電

気は２５日中に復旧するが、ガスが使えないため風呂にも入れず、温かい食べ物を提供できないこと、

などの現況報告が、被災の長期化への不安とともに訴えられた。また、村落全体が孤立していた山古

志村の長岡市への避難が２５日中に完了し、今後は仮設住宅の建設が急務との報告も行われた。岡田

代表は、小千谷市と同様に一刻も早い積極的な支援を約束した。  

 

 岡田代表は山古志村の村民が避難している大手高校を激励に訪れた後、帰京して官邸に直行。それ

ぞれの地元の状況を踏まえ、それに見合った早期の予算措置などの対応策と、お年寄りや赤ちゃん、

妊婦など、弱者への特段の対応を講ずるよう、杉浦官房副長官らに強く要請した。  

 

 

 

2004 年 10 月 29 日【東京都】【神奈川県】 

岡田代表、東京と横浜で公設民営型の幼保融合型施設などを視察  

 岡田克也代表は２９日、東京都品

川区の公設民営型の幼保融合型施設

や、神奈川県横浜市にある小規模保

育施設などを視察し、関係者との意

見交換などを行った。  

 

 岡田代表らがまず訪れたのは、品

川区に今年６月にオープンし、ＮＰ

Ｏ「子育て品川」が運営している「ぷ

りすくーる西五反田」。１階が幼児

教育施設、２階が認可保育所となっ

ており、地域子育て支援センターも

併設されている。施設に到着後、早

速、岡田代表がおやつを食べる時間

の子どもたちと一緒に座ると、子ど

もたちは大はしゃぎ。別室では、品

川区長ら区の関係者や施設の関係者とも懇談。ＮＰＯによって柔軟な運営がなされている幼保融合型

施設のあり方に、岡田代表ら一行は大いに関心を持って質問し、活発な意見交換が行われた。  

 

 次に一行は神奈川県横浜市に移動し、こどもミニデイサービス「まーぶる」や「いるか学童くらぶ」

を見学。これらの小規模な保育施設で、子どもたちが生き生きとしている様子に触れながら、岡田代

表らは施設の関係者に熱心に質問を投げかけていた。また、神奈川ネット青葉事務所でこれらの子育

て支援事業の関係者と意見交換も行い、岡田代表は「親同士の横のつながりはあるのか」などを尋ね、

都市型社会のコミュニティの核としての保育のあり方などをめぐって意見交換を行った。  

 

 視察後に岡田代表は記者団に、今日の視察を終えての感想として、「国の足りないところを、市民

の力でやっていただいている」として「本当に頭が下がる思いだ」と述べた上で、「市民の皆さんが、

ボランティア精神でやっている努力が活きる仕組みを考えなければならない」などと指摘した。  
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 なお、今回の視察には、小宮山洋子（ネクスト子ども政策担当大臣）、津川祥吾（同副大臣）、長

島昭久、泉健太の各衆議院議員、島田智哉子、林久美子両参議院議員らも参加した。  

 

 

 

2004 年 10 月 31 日【山梨県】 

岡田代表、山梨で地雷除去の最先端技術を視察  

 岡田克也代表は３１日、山梨県南アルプス市を

訪れ、地雷除去技術を開発した「山梨日立建機株

式会社」を視察。その後は甲府市内に場所を移し、

山梨県経済界の代表者、連合山梨幹部それぞれと

の会合の場を設け、地域活性化へ向けての取り組

み、政策の方向性、経済政策、政権交代へ向けて

の取り組み等を議論した。  

 

 山梨日立建機株式会社の視察で岡田代表は、地

雷による全世界での被害状況や地雷の種類や能力、

同社が開発した処理機による処理方法などについ

て説明を受けるとともに、試乗運転や意見交換を

行った。開発機械は、油圧式ショベルカーのアー

ム先端部分に取り付けた高速回転式カッターで、

地面を掘り起こしながら地雷を自爆させる仕組み。日本のＯＤＡ事業の一環としてカンボジア、アフ

ガニスタンを中心に現在３６台が供与され、地雷除去に貢献している。従来の作業では全世界の埋没

地雷を除去するのに１０００年を要するとされる現状を、１００倍の時間短縮に繋がるとの指摘もあ

る。また、手作業での地雷除去に伴う作業者の生命の危険も、「オペレータの安全確保」を重視した

開発でクリアしている。  

 

 岡田代表は近代技術を活かした開発とパイオニアとしての苦労に敬意を表した上で、「こうした素

晴らしい技術が世界で共有していけるよう政治の場で力を尽くしたい」と語った。  

 

 山梨県経済界代表者との意見交換会で岡田代表は「最初にやるべきことは（政府への）批判ではな

く協力」と述べ、野党第一党としての国政へ臨む姿勢を示した。その上で、「経済全体がよくなって

いると政府は見ているが、地方を回っていると地域経済の実感と大きな乖離があることを感じる」と

指摘。財源も地方へ移した上で地方分権を進めようとする民主党の考えを示しつつ、地方活性化策・

景気回復策・国政改革等について熱心な議論を重ねた。  

 

 視察・意見交換会には役員室次長の大出彰衆院議員、山梨１区選出の小沢鋭仁衆院議員、山梨県選

挙区の輿石東参院議員、後藤斎山梨県連顧問らが同行した。 
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2004 年 11 月 03 日【岡山県】【広島県】 

岡田代表、岡山・広島両県内を精力的に視察  

 民主党の岡田克也代表は３日、全国視察の一環として岡山･広島の

両県を訪れた。  

 

 岡山県では、岡山市の消防訓練センターで行われた自主防災会主

催の防災訓練に参加。訓練参加者らに交じり、土嚢造りやバケツリ

レーなどの実地訓練に参加。バケツリレーでは、隣に並んだ子ども

たちに、「がんばれ、がんばれ、早くしないと燃えちゃうぞ」と、

はっぱをかける一幕も。一緒に、大島敦、津村啓介両衆議院議員も

汗を流した。  

 

 次には、古市倉敷市長と供にＪＦＥ内にある岡山県環境保全事業

団の産業廃棄物最終処分場を視察。ここには、倉敷市から出た台風

による災害ゴミ１万６千トンが仮置されている。その後ゴミをガス

化するプラントの建設現場にも足を運んだ。岡山県での視察には、

柚木道義岡山県第４区総支部長も参加した。  

 

 広島県の福山市では、集められたゴミを固形燃料に加工する工場

を視察。続けて福山熱錬工業（株）を訪問。工場内を見学してまわ

った。広島県での視察には、和田隆志衆議院議員、空本誠喜広島県

第４区総支部長、三谷光男広島県第５区総支部長も同行した。  

 

 岡田代表は、「新潟での地震災害もそうだが、今年は台風など自

然災害が多かった。このように出た災害ゴミを処理するために予算

措置を行いっそう働きかけていく」と政府へさらなる対応を即した。 

 

 

 

2004 年 11 月 06 日【大分県】 

岡田代表、大分県を訪問し各地を精力的に視察  

 岡田克也代表は６日、大分県内の各地を視察するとともに、県知事・市長らとの会談、県連大会で

の講演など、精力的に日程をこなした。  

 

 岡田代表がまず訪れたのは、豊後高田市の「昭和の町」商店街。到着と同時に観光客らから歓声が

あがる中、駄菓子屋の夢博物館や商店街を見学。コロッケやアイスキャンディーなどを頬張りながら、

商店街の人たちなどと気さくに言葉を交わしていた。  

 

 次に一行が訪れたのは、児童養護施設「光の園」。岡田代表は、児童とスタッフが一緒に生活をし

ている「しらぎく」やオフィスを見学し、子どもたちに声をかけて記念撮影も行いながら施設内を見

て回った。その後、短時間ながら関係者とも懇談を行い、施設運営の現状などの説明に熱心に耳を傾 
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けていた。  

 

 その後、大分市に入った岡田代表は、市内で広瀬

大分県知事、釘宮大分市長と相次いで会談。続いて

市内で開催された民主党大分県連大会で講演を行っ

た。講演で岡田代表は、代表としての唯一の目標に

「政権交代を成し遂げて、国民の手に政治を取り戻

す」ことを挙げ、その実現のために、（１）党改革、

（２）選挙、（３）政策、の三点について、地方組

織の強化、候補者擁立作業の加速化、政権獲得の際

に実行する政策の明確化など、成すべきことを具体

的に列挙した。また外交・内政の諸課題についても、

日米関係、イラク問題、政治とカネの問題、年金問

題などについて、民主党の考え方を分かりやすく説

明した。最後に岡田代表は、「全員野球でしっかり

取り組み、気持ちを一つにして頑張っていく」と力

強く決意を述べ、会場から大きな拍手が起こった。  

 

 また講演後には質疑応答の時間が設けられ、会場

を埋めた参加者から、有事への対応の必要性や年金

問題、若年層の雇用の問題、中越地震の被災者の皆

さんへの支援のあり方など、非常に多くの質問が寄

せられたが、「今の小泉政権ではダメだ」と自民党員から民主党員になったという農業者の男性が、

地方で民主党が勝つためには「農業者の声を反映した政策を」と質問し、大きな拍手が起こるなど、

活発なやり取りが行われた。  

 

 大分県での日程を終えた岡田代表は記者団に、知事・市長との会談について、地域の活性化などに

ついて意見交換したことを明らかにするとともに、これまでの全国の視察を振り返って、「現場には

現場の知恵があり、元気がある」とした上で、「地域を回っていく中で、民主党が取り組まなければ

ならない課題が見えてくる」とし、「非常に有益だ」と感想を述べた。  

 

 なお今回の視察には、岡島一正衆議院議員らが同行し、県連大会で吉良州司衆議院議員、足立信也

参議院議員らも合流した。  

 

 

 

2004 年 11 月 13 日【千葉県】 

岡田代表、地方視察の一環で千葉県を訪問し、県内各地を視察  

 岡田克也代表は１３日、全国４７都道府県を回る地方視察の一環として千葉県を訪れ、不法投棄現

場の視察や市民対話集会での意見交換など、精力的に日程をこなす１日となった。  

 

 岡田代表ら一行は、まず市原市を訪れ、残土処分場や不法投棄現場４ヶ所を視察して回った。首都

圏などから持ち込まれた廃棄物の不法投棄の現場や、硫酸ピッチドラム缶が山積みされ異臭が漂う現

場に自ら足を踏み入れ、県の関係者らから、廃棄物の処分にかかる費用が莫大であることや、条例で

対応することには限界があることなどについて説明を受けた。１１６万トンもの廃棄物が投棄されて

いるとも言われている市原市での現場の人たちの訴えに、岡田代表は熱心に耳を傾け、質問をしてい 
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た。  

 

 続いて岡田代表は千葉市内に移動し、市民対話集

会に参加。冒頭の挨拶で岡田代表は、参議院選挙で

は「年金問題を何とかしてもらいたいという声を多

くいただいた」として、民主党の年金改革の考え方

を説明しつつ、抜本改革に向けた具体案を出そうと

しない与党側の対応を批判。一方で、政治とカネの

問題についても「特定の利害をもった人によって、

カネで政治が歪められている」と問題の重要性を指

摘し、イラクに派遣されている自衛隊の問題につい

ても、撤退すべきとの民主党の考えを改めて強調し

た。岡田代表が「なるべく多くの方からご意見を」

とうながしたこともあって、会場からは短時間なが

ら、介護保険制度の見直し、中国原潜の領海侵犯、

対中ＯＤＡ、情報機関強化の必要性、老後に豊かな

人生を送るための政治の役割、若年層の政治への関

心の低下、党首討論でのやり取り、里山の保全など、

多岐にわたる問題について次々に質問が寄せられ、

岡田代表は、それらの質問一つひとつに丁寧に答え

ていた。  

 

 さらに岡田代表らは成田市を訪問し、成田市保健

福祉館を視察。市長ら関係者の説明を受けながら多

目的ホールで合唱練習中の人たちや簡易マザーズホームを訪れていた親子連れに気さくに声をかけ、

様々な要望に耳を傾けていた。  

 

 なお今回の視察には、松崎公昭（県連代表）、岡島一正、田嶋要の各衆議院議員、広中和歌子参議

院議員、中沢健千葉県第１０区総支部長らが同行した。  

 

 

 

2004 年 11 月 15 日【大阪府】 

岡田代表、釜ヶ崎地区や大阪刑務所などを訪問  

 岡田克也代表は１５日、全国視察の一環として大阪府を訪れ、釜ヶ崎地区や大阪刑務所などを訪問

した。  

 

 はじめに西成区の釜ヶ崎地区を訪れた岡田代表らは、ＮＰＯ「釜ヶ崎支援機構」の山田實理事長の

案内であいりん公共職業安定所、西成労働福祉センター、夜間宿泊所などを見て回った後、萩之茶屋

夜間宿泊所で大阪府・大阪市の各担当者からホームレス支援についての取り組みや問題点などの説明

を受けた。  

 

 岡田代表は「ホームレス支援法はつくったが、民主党が考えているほどうまく機能していない。就

労支援やメンタルケアなど、自立を支援するための総合的な施策が必要だ」と現実に即しさらに一歩

踏みこんだ法改正の必要を説いた。釜ヶ崎地区訪問には、辻恵、稲見哲男、中川治、阿久津幸彦各衆 
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議院議員と松岡徹参議院議員が同行した。  

 

 

 岡田代表は午後には大阪刑務所を視察。松本大阪刑務所長と

ともに、受刑室、作業工場、風呂場などの所内を順次視察した。

刑務所幹部職員から概況説明では、当面の大きな課題として、

「収容率の慢性的な超過」「外国人受刑者の急増」「受刑者の

高齢化・処遇困難化」など三点が示された。また、これからの

刑務所のあり方について、ＰＦＩの導入や、受刑者の日課を作

業中心から教育の割合を増やすなど、刑務所改革に向けての幅

広い意見交換を行った。この視察には辻恵、樽井良和、阿久津

幸彦衆議院議員が同行した。  

 

 夕方からは、民主党大阪府総支部連合会主催の講演会があり、

３００名以上の聴衆を前に岡田代表は、「透明性の確立」「社

会的公正の実現」「地方分権の推進」などを中心に講演し、「今

の政治の行き詰まりを自民党ではどうすることもできない。民

主党がしっかりすることが大事だ。政権を取る準備はもうでき

ている。皆さんの一層のご支援をいただきたい」と政権奪取に

強い意欲を示すとともに、党へのさらなる支持を訴えた。その

後の質疑では聴衆から、自衛隊のイラク派遣問題、年金問題、

党組織の拡充などについて質問が出された。岡田代表は、それ

ぞれの質問に対して、一つひとつ丁寧に答えていた。  

 

 

 

2004 年 11 月 20 日【富山県】 

岡田代表、富山県を訪問し、県経済関係者と懇談、工場を視察  

 岡田克也代表は２０日、富山県を訪問

し、県経済関係者との懇談を行う一方、

新湊市の工場も視察。精力的に日程をこ

なした。  

 

 この日、岡田代表らはまず、富山市内で

県経済関係者と懇談。冒頭の挨拶で岡田代

表は、中央で景気回復が言われていても、

地方にその実感がない状況に懸念を示すと

ともに、自立型地域経済の確立の観点から

分権改革の重要性にも言及し、地域経済の

現状・将来について率直な意見交換を要望

した。地元経済関係者側からは、政権交代

について切実な期待感が表明され、地域の声を十分に斟酌して欲しい旨の挨拶があった。  

 

 岡田代表一行は次に、新湊市にあるＳＴプロダクツ（株）新湊マテリアル工場を視察。工場関係者

の説明を受けながら、自動化された最新鋭の設備でアルミニウム形材やマグネシウム合金薄肉板材を

生産している工場内を見て回った。機械で押し出して精度の高い製品が出てくる過程には岡田代表ら
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も驚いた様子で、いくつも質問を投げかけていた。  

 

 富山県での日程を終えた岡田代表は記者団に、経済関係者との懇談については、「非常に有益だっ

たし、私自身が気づかなかった新しい話がかなり含まれていた」とした上で、問題の根本解決のカギ

は「分権だ」と指摘し、権限と財源を地方に移し、「地方がそれぞれの判断と責任で行動していく、

そういう地域づくりが必要だということは、概ね一致できたのではないか」と述べた。  

 

 富山県での懇談・視察には、村井宗明県連代表（衆議院議員）、広野ただし、浅尾慶一郎両参議院

議員、西尾政英富山県第２区総支部長らが同席・同行した。  

 

 

 

2004 年 11 月 20 日【石川県】 

民主党を国民が本気で任せようと思われる政党に 講演で岡田代表  

 ２０日、富山県での視察を終えた岡田代

表は石川県に移動し、金沢市内で開催され

た党県連主催の集会で講演を行った。  

 

 「民主党がめざすもの」と題された講演

の中で岡田代表は、「日本は完全に政権選

択の時代に入った」との認識を示しつつ、

「現実に政権が変わらなければ意味がな

い」として、「政権交代の実現のために全

力を挙げているところ」だと強調。その上

で、政権交代を成し遂げるための重要な点

として、まず（１）党改革、を挙げ、透明

性をキーワードとして国民に信頼される政

党となるため、これから１年で改革を完了

させる心構えで臨む、との強い決意を明らかにした。また今後は、国会議員・候補者の日常活動を強

化すること、地方議員の数を飛躍的に増やすことなどの重要性を説いた。（２）選挙、についても、

候補者擁立作業を最重点に進め、３年後を見すえて参議院の都道府県選挙区の候補者も積極的に決め

ていく意向を明らかにした。（３）政策、についても、「民主党が政権をとった時に、どういった政

策をどういった順番でやっていくのか、はっきり分かるようにする」ことが最も重要だと指摘し、次

の総選挙に向けてマニフェストをさらに具体化していく作業を進めるとともに、こうした作業と「１

０年後のビジョン」をともに示すことが必要だとした。  

 

 さらに岡田代表は、来年が政権交代に向けての「本格的な戦いの１年」になるとの決意を明らかに

した上で、「国民が民主党に任せようと本気で思えるよう、民主党をもっていきたい」とし、「全力

で党を挙げて突っ走る」との決意を披露。同時に岡田代表は、「政治を国民の手に取り戻す大きなチ

ャンスがきているととらえ、全力でがんばっていきたい」と力強くその決意を明らかにした。今国会

の残る会期での重要な課題として岡田代表は、（１）年金、（２）イラク、（３）政治とカネ、を挙

げて、それらの課題についてそれぞれ民主党の考えを明快に述べるとともに、改めて政権交代実現に

向けた民主党の今後の活動への支援を訴えると、会場からは大きな拍手がわき起こった。  

 

 質疑応答では、会場の参加者から、若者の政治離れ、生涯現役社会のあり方、現在の年金制度の欠

陥、憲法問題など多岐にわたる質問が寄せられ、岡田代表はそれらの一つひとつに丁寧に答え、盛況
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のうちに講演は終了した。  

 

 また、この日の日程を終えた岡田代表は記者団からの質問に答える形で、与党側が応じようとして

いないイラク特措法廃止法案の採決を、改めて要求するとともに、「総理にはまともに答えてもらう

ことが大事だ。はぐらかしはもう十分、いらない」とこれまでの答弁ぶりを改めて強く批判。政治資

金規正法改正案についても、「与党の案はほとんど意味のない改正案」だと切り捨てた上で、与党側

が「あれで（国会を）通そうと本気で考えているなら、あまりに国民をなめきっている」と厳しく指

摘し、改めて「橋本元総理をはじめとする関係者の証人喚問を求める」とした。  

 

 なお、この日の集会には、奥田建（県連代表）、一川保夫（県連代表代行）両衆院議員、浅尾慶一

郎参議院議員、桑原豊県連代表代行らも参加した。  

 

 

 

2004 年 11 月 21 日【新潟県】 

岡田代表、新潟県十日町市を訪問し、被災者の皆さんを激励  

 岡田克也代表は２１日、新潟県中越地震

で大きな被害を受けた十日町市を訪問し、

市内を回って被災者の方々を激励するとと

もに、市長ら市の関係者とも会談し、様々

な要望を受けた。今回の訪問には、筒井信

隆、樋高剛両衆議院議員、森ゆうこ参議院

議員らが同行した。  

 

 十日町市に入った岡田代表はまず、県立

十日町病院を訪問。病院関係者の説明を受

けながら、地震で被害を受けた病室などを

見て回った。続いて岡田代表らは、ＪＲほ

くほく線のトンネルの上に位置し、地震に

よって傾いている住宅を訪れ、住民の皆さ

んの招きで室内の被害まで丹念に見て回っ

た。さらに一行は、市内吉田地区の避難所

（吉田ふれあいセンター）を訪問。ここは、

吉田地区で避難指示が出ている皆さん７９

名が避難所生活を送っており、岡田代表は

一人ひとりに「がんばって」などと声をか

け励ましながら、避難された皆さんの切実

な声に耳を傾けた。岡田代表の手を握りな

がら涙ぐむ女性もおり、岡田代表が避難所

を出るときには拍手も起こったほど。  

 

 この後、十日町市役所を訪れた岡田代表

らは、改めて滝沢十日町市長ら市の関係者

と会談し、大きな被害を受けたえのきだけ栽培をはじめとした農業や商店街、病院などに関する被害

状況の説明を受けた。特段の支援措置を、との要望に対して岡田代表は、民主党が国会においても、

被災者生活再建支援法を提出するなど行動を起こしていることを紹介しつつ、「今日いただいた意見
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も盛り込み、幅を広げて国会でもしっかり議論したい。与党の皆さんも分かっておられると思う」と

し、今後も党として可能な限り積極的に取り組んでいくことを約束した。  

 

 十日町市の訪問を終えた岡田代表は、記者団の質問に答える形で、避難されている方々への支援に

関して「雪が本格的に降るまでに、臨機応変にやらなければ」として、仮設住宅の建設なども含め「と

にかく急いで取り組むことが必要だ」と所感を述べた。また同時に岡田代表は、「ショックを受けた」

として、被災された皆さんの声を聞いた中で率直に感じたこととして、「地震直後に長岡や小千谷に

行った際は大変な混乱の中にあったが、今日の方がずっと疲労感があったように思う。１ヶ月経った

ので当然と言えば当然だが、そういう意味でも早く住宅で生活できるようにしないと、もう限界なの

では」とも指摘した。また、被災者生活再建支援法案についても、今国会での日程がきついのであれ

ば、と前置きした上で、次の通常国会冒頭で、補正予算案とともに「与党も巻き込んで成立させたい」

との意欲を示した。 

 

 

 

2004 年 11 月 22 日【山口県】 

岡田代表、山口県を訪問し県内各地を精力的に視察  

 岡田克也代表は２２日、山口県を訪問し、木質バイオマスガス化発電設備や高齢者モデル居住圏づ

くり事業、ペットボトルのリサイクル工場などを視察するなど、精力的に日程をこなす１日となった。  

 

 岡田代表らがまず訪れたのは、山口市の山口テクノパーク内にある中外炉工業（株）。ここの木質

バイオマスガス化発電設備では、間伐材などをチップ化したものを利用して発電を行い、発生した熱

や電力を近くの製材会社に供給している。一行は、こうしたいわばエネルギーの地産地消をめざした

取り組みについて関係者から説明を受け、発電設

備を見て回った。  

 

 次に岡田代表らは、人口の４０％以上が高齢者

という周防大島町を訪れ、町役場で中本町長ら町

の関係者と懇談。町が取り組んでいる高齢者モデ

ル居住圏構想について説明を受けたほか、椋野北

地区学習館で、椋野ふれあいサロンの皆さんと交

流。岡田代表が、「元気な皆さんのお顔を拝見し

に来ました。色々なご意見を」と挨拶すると、参

加者の男性から「党首討論のつもりで答えて下さ

い」と、農業の後継者不足、自給率向上の必要性、

無駄な公共事業の削減などの問題で質問が出され

た。岡田代表は、「小泉さんとの討論より、よほ

ど分かりやすい質問だ」と言って爆笑を誘った後、

これらの問題について民主党の考え方を丁寧に説

明。その後、参加者と一緒に「里の秋」を合唱し、

地元の名産のかいもちを頬張りながら、地元の皆

さんとさらに交流を深めた。  

 

 さらに岡田代表らは周南市に移動し、帝人ファ

イバー（株）を訪問。使い終わったペットボトル

を新しいペットボトルにリサイクルする最新鋭の
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設備について、工場関係者から説明を受け、巨大なプラントなどを実際に見て回った。  

 

 山口県での視察を終えた岡田代表は記者団に今回の視察について聞かれ、「それぞれ非常に印象的

だった」とし、それぞれの視察先での印象に触れた。木質バイオマス発電については、日本の山林再

生に欠かせない技術だとして「非常に興味深い」とし、ペットボトルのリサイクル技術についても、

技術開発力の素晴らしさを賞賛。周防大島町での交流についても、高齢化社会をむかえている現状に

対しての「一つの先進的な取り組みだ」とし、これからの今後の民主党の政策を考える上でも「今日

は非常に勉強になった」と満足し感心した様子で語った。  

 

 また記者団から、日本歯科医師連盟から旧橋本派への１億円ヤミ献金事件に関し、橋本元首相が衆

議院の政治倫理審査会に審査を申し出たことについて問われた岡田代表は、「われわれは証人喚問を

求めている」と改めて強調した上で、村岡元官房長官の証言も踏まえて「ますます疑惑は深まってい

る。証人喚問という嘘のない形での証言を求めたい」と、改めて橋本首相の証人喚問を強く要求して

いく意向を示した。  

 

 なお、今回の視察には、平岡秀夫、佐藤公治両衆議院議員が同行した。  

 

 

 

2004 年 11 月 27 日【滋賀県】 

岡田代表、滋賀県内を視察し、県連パーティで講演も行う  

 民主党の岡田克也代表は２７日、滋賀県に入り、愛東町マーガレットステーションの「あいとう菜 

の花エコプロジェクト」の視察、及び大津市内で開催された党滋賀県総支部連合会主催のパーティー

で講演を行った。  

 

 菜の花プロジェクトとは、菜の花を栽培し、菜種油を

一般用に使用。そこから出た廃食油を精製処理し、軽油

の代替燃料としてディーゼル車に供給。油かすは、肥料

として活用する、循環型社会の構築を目指す循環サイク

ル。  

 

 岡田代表は、菜の花プロジェクトネットワークの藤井

絢子会長から、ネットワーク全体の説明を受けた後、建

設中の菜種搾油精製プラントを見て回った。岡田代表は

実際にナタネ燃料で動くトラクターに試乗し、排気口か

ら出る排ガスに手を当て、「いい匂いがするね」と環境

に優しい事実を実感。藤井会長は説明の中で、「こうい

うプラントは、山の中にあるのではなく、ここ愛東町の

ように、町のすぐ郊外の目に見えるところにあるのがい

いんです」と話したのち、民主党への要望として、「ナ

タネを資源作物として位置づけたナタネ栽培支援制度の

創設」、ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）普及のために

ＢＤＦへの軽油引取税の非課税化」、「ＢＤＦを安心し

て使用でき、その利用促進にむけた品質基準の制定」の

３項目を示し、国家プロジェクトとして進めていくよう

要請をした。岡田代表からは、「バイオマスを推進して
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いくことからもぜひ進めていきたい」と、民主党としても協力していく意向を示した。  

 

 なお、この視察には、田島一成、田嶋要両衆議院議員、林久美子参議院議員が同行した。  

 

 次に、岡田代表は、滋賀県連主催のパーティーで、「政権交代に向けた民主党の戦略」と題して講

演を行った。  

 

 この中で岡田代表は、「党改革」「選挙」「政策」の３点をキーワードに講演し、加えて外交問題

にも言及。「日米関係は、日本にとって重要な関係だが、もっと懐の深い関係を築いていかなくては

いけない。さらにこれからは、日米外交の間で沈みがちなアジアとの関係を密接にしていかなくては

ならない」と、日本外交のさらなる発展に向け、注文をつけた。  

 

 講演の後、会場の参加者からは、「メキシコと自由貿易協定を結ぶと、アメリカの牛肉が入ってく

るのではないか」「市民が政治に関心を持つようにするには、ＮＰＯとしてどのような活動をしてい

くべきか」「農民のための政策は」などといった質問が出された。岡田代表はそれぞれ、「民主党と

しては、全頭検査を求めていく。アメリカの牛は、把握し切れていない。メキシコを通してそれを求

めていく」「この国の置かれた状況が国民に十分伝わっていないのではないか。それを伝えるため一

緒にがんばっていきたい」「自民党の今までの農業政策は、大失敗であった。補助金行政、農業土木

中心の農政から、農家への直接所得補償に切り替え、後は市場に任せる形態にしていく」などと丁寧

に答えていた。  

 

 

 

2004 年 11 月 27 日【京都府】 

岡田代表、民主党単独の政権獲得への決意を改めて披露  

 岡田克也代表は２７日、党京都

府総支部連合会の定期大会で来賓

の挨拶に立ち、次期総選挙で必ず

政権を獲得する決意を力強く訴え

た。  

 

 岡田代表は、「先の総選挙、参

議院選挙で素晴らしい成績を残し

ていただいた。皆さんお一人おひ

とりのご尽力に対し、心からのお

礼を申し上げたい」とお礼の弁を

述べた上で、「民主党単独の政権

を獲得するため、次の総選挙に向

けていっそう頑張っていきたい。そのためにも、京都は全部の選挙区で勝っていただきたい」と政権

交代への意欲を示すとともに、さらなる協力を求めた。 
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2004 年 11 月 28 日【奈良県】 

岡田代表、奈良ＮＰＯセンターを訪問し、子どもや保護者らと懇談  

 岡田克也代表は２８日、奈良県を訪れ、子ど

もたちと一緒に作品作りや対話、子どもの安全

等についての保護者との懇談などを行った。  

 

 岡田代表が視察に訪れたのは、奈良市の旧東

大寺学園にあるＮＰＯ、「奈良ＮＰＯセンター」

の「もうひとつの学び舎事業」。この事業は、

子どもがデザインする子どもの学びを合言葉に、

子ども一人ひとりを小さなおとなと捉え、自ら

楽しみ、つくりだす能動的な学びに取り組む活

動。岡田代表は、その活動の一つの「子どもの

ためのアートプロジェクト」に子どもたちとと

もに参加。岡田代表も子どもたちに交じり、そ

れぞれ思い浮かべた色鮮やかな宇宙人を絵に描

き、はさみで切り抜いて大きな紙に張っていった。  

 

 その後、保護者らとともに作品を囲んでの対話に移り、子どもたちからは、「政治家ってどんな仕

事をしているの？」「小さい時には何をして遊んでいたの？」「大きくなったら何になりたかったの？」

などといった質問が次々に出された。岡田代表は、「政治家とは、人のためになる仕事をしているん

だよ」「子どものころはドッジボールやめんこで遊んでいたよ」「うんと小さい時にはタクシーの運

転手さんになりたかったな」など、昔のことを一生懸命思い出しながら答えていた。  

 

 また、保護者との、子どもの安全についての懇談では、先日起きた少女の事件などから「昔は子ど

もが遊んでいると、近隣の大人たちが気軽に声をかけてきていたが、今はそういうことも無くなった」

「家の近くで遊んでいる時はいいが、少し遠くに行くような時は、迎えに行っている」「交通量が増

えて、安心して子どもを遊びに出しにくくなった」などの意見が出され、岡田代表とともに、視察に

参加した馬淵澄夫、中村哲治両衆議院議員も熱心に耳を傾けていた。  

 

 

 

2004 年 12 月 04 日【山形県】 

岡田代表、山形県内を精力的に視察 研究所や駐屯地などを訪問  

 岡田克也代表は４日、山形県を訪れ、近藤洋介、伴野豊両衆議院議員、船山康江県連副代表らとと

もに、最先端技術の有機ＥＬ研究所の訪問、地元企業者らとの懇談、スーパー林道の視察、現在イラ

クに第４次派遣部隊を出している陸上自衛隊第６師団の駐屯地訪問など、精力的な日程をこなした。  

 

 まず米沢市の有機ＥＬ研究所を訪問した岡田代表らは、「有機ＥＬとは、液晶に代わる次世代ディ

スプレイで、低消費電力で環境に優しいなど、大きな期待を集めている」など研究所長の説明を受け

た後、研究所内を視察。岡田代表からは、「大量生産に向けての課題は」などの質問が出され、所長

から、「高効率化と、コストの削減が一番の問題」などの答えがあった。その後、会場を移して地元 
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企業者らとの懇談が行われ、岡田代表

は、「日本は第一次産業、第三次産業

も大事だが、第二次産業で食べていく

のが基本だ。効率化を高め新技術を開

発し、ある程度の成長を維持していく

ためにも、本来ある力を発揮できる政

治や行政を実現できるようにがんばっ

ていきたい」などと挨拶した。会場か

らは、「ここ米沢は、ものづくりのま

ち。ハードは充実しているが、ソフト

面をテコ入れしていくのが課題だ」「有

機ＥＬをより発展させて、日本版シリ

コンバレーにしていきたい」「民主党

には、幅広い地域活性化の政策提案を

して欲しい」など、意見や要望が数多

く出された。  

 

 次に岡田代表一行は、スーパー林道

の「緑資源幹線林道 大江・朝日線」

を、県関係者らの案内で視察。岡田代

表は、林道建設によるメリットとデメ

リットの見極めをしっかりとしていく

ことが重要、などの認識を示した。  

 

 続いて岡田代表らは、陸上自衛隊第

６師団の神町駐屯地を訪問し、駐屯地指令ら幹部と懇談。岡田代表は、「民主党はイラクへの自衛隊

の派遣は反対だ。それは非戦闘地域であるかどうかの法的問題と、自衛隊員の安全確保に大きな問題

があるからだ」とした上で、「しかし、派遣されたからにはベストを尽くしてもらい、無事帰還する

ことを願っている」と述べた。駐屯地指令は、「私たちは政治の決定に従い全力で任務を遂行するだ

け」などと述べた。懇談後、岡田代表らは、テレビ電話などがある留守業務センターなどの施設も見

学し、イラクに派遣された隊員の留守家族の皆さんとの懇談を行った。出席者からは、「親として正

直、もろ手を上げて賛成はできなかったが、自分で決めたことだから応援している」「初めはとまど

いがあったが、テレビ電話やメールなどの現地からの情報が入ることにより、不安は消えた」などの

声が寄せられた。  

 

 

2005 年 02 月 06 日【和歌山県】 

岡田代表、和歌山県を訪問 

みかん農家と懇談、熊野古道

を歩く  

 岡田克也代表は６日、和歌山県を

訪問し、みかん農家との意見交換や

熊野古道の視察、講演など、精力的

に日程をこなした。今回の和歌山県 
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訪問は、４７都道府県全てを回るとして昨年から続けている地方視察の、今年に入っての第一弾。今

回の視察には、大江康弘参議院議員らが同行した。  

 

 岡田代表らはまず、有田郡吉備町

を訪問し、みかん農家の皆さんと懇

談した。この中で岡田代表は、「次

の総選挙が、本当の意味での国を変

えるチャンス」だとして民主党への

支持を訴えるとともに、民主党の農

林漁業再生プランの内容についても

紹介。「公共事業中心の農業政策か

ら、農業に携わる皆さんがしっかり

と生活できるような、所得補償中心

の仕組み」への転換と、自給率向上

の重要性を訴えた。会場からの質問

にも丁寧に答えた岡田代表は、懇談

の後、会場に詰めかけた参加者一人

ひとりと握手して回った。  

 

 次に岡田代表一行は、西牟婁郡中辺路町の古道館を訪れ、関係者の案内を受けながら、世界遺産に

も指定された熊野古道を実際に歩いて回った。急峻な山道を上り下りした岡田代表は、古道館を訪れ

ていた人たちとも気さくに会話を交わしていた。更に岡田代表らは、中辺路町コミュニティーセンタ

ーで、白浜町長、中辺路町長、大塔村長、上富田町長、日置川町長ら、西牟婁郡の町村や議会の関係

者と懇談。熊野古道が世界遺産に指定されたことの影響や、緑の雇用をめぐる問題などで意見交換を

行った。  

 

 続いて岡田代表一行は、西牟婁郡上富田町へ移動。「政権交代に向けた民主党の戦略」と題した講

演を行った。会場は多くの立ち見が出る盛況。この講演の中で岡田代表はまず、熊野古道を実際に歩

いて「一生懸命登って、下りるときに膝が笑い出し、トシかなと思ったが、大江さん（参院議員）も

けっこう参っていた」などと感想などを述べて笑いを誘った後、先の参議院選挙の結果を振り返り、

自民党と４００万票差をつけたことは「完勝」だが、「決して喜んでいるわけではない」と前置きし

た上で、「自分たちが権力を獲りたいから政権交代を唱えているのではもちろんない。今この国が置

かれた状況を見るときに、このままではもう如何ともし難い。それを大きく変えていくには、政権交

代しかないと信ずるからだ」と力強く述べ、「やはり自民党政権では（改革は）できないということ

がはっきりしてきた」と指摘した。  

 

 続いて岡田代表は、「われわれが（今国会で）一つ、どうしてもやり遂げたいと思っている」こと 

として、被災者生活再建支援法の改正を挙げ、民主党をはじめとする野党案の内容を説明し、改正の

必要性を分かりやすく訴えた。また年金改革については、政府・与党の考えは「参院選で、国民の皆

さんからダメだ、と言われているもの」とし、国会での集中審議によって「この国会で年金について

しっかりした議論が始まる」ことに期待感を示した。地方分権についても、「国のかたちを決める大

事な話だ」とした上で、「都道府県や市町村が自分の判断で物事を決めることができる、これが分権

だ。そのためにはお金と権限を市町村長や都道府県知事に渡さなければならない。その代わり、責任

も負う」ものだと指摘。「住民の皆さんの立場に立って分権を成し遂げる」決意を改めて明らかにし

た。岡田代表は講演の最後に、改めて「次の選挙でとにかく勝つ」と力強く述べ、会場からは大きな

拍手が起こった。また会場には、会場の近くに今は住んでいるという岡田代表のかつての同級生が姿

を見せ、岡田代表に花束を手渡し、大きな拍手を浴びていた。  

 

 また講演の前、今回の視察について感想を記者団に問われた岡田代表は、和歌山を訪問できたこと

を「嬉しく思っている」とした上で、周辺町村長や議会関係者との懇談を踏まえ、「緑の雇用の制度
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がどうなるのか、きちんと継続されるのか」党としても関心を持って取り組む意向を明らかにした。

また総選挙への対応を問われ、和歌山県の「３つの小選挙区全てに候補者を立てるのは当然」とし、

「２つくらい獲る意気込みでがんばる」との決意を示した。８日に予定されている衆院予算委での政

治とカネの集中審議に関しては、与党のこれまでの質疑に触れ、「とんでもない対応をしている」と

し、「いかにも紛らわしく、テレビの入っている中で、誤解を生むような質問を繰り返して」いるこ

とを厳しく批判。「自民党だけでなく民主党もだという印象を与えようと、総理も含めて躍起になっ

ている」ことについては、与党が「それだけ追い込まれているからだ」と厳しく断じ、「一種のマス

コミ操作をやっていることはきわめて遺憾だ」とした。岡田代表は「国民に対して真摯でない」与党

に対しては、「国民の皆さんの立場に立った政治の改革を実現していく」という民主党の姿勢を、し

っかり示していく意向を改めて示した。  

 

 

 

2005 年 02 月 12 日【秋田県】 

岡田代表、秋田県を訪問 介護施設を視察、雪の杉林で意見交換  

 岡田克也代表は１２日、昨年から続けている全国視察の一環として秋田県を訪問。介護施設や林業

の現場を視察するなど、精力的に日程をこなした。なお今回の視察には、馬淵澄夫衆議院議員と地元

秋田県選出の寺田学衆議院議員が同行した。  

 

 はじめに一行は、北秋田郡鷹巣町にある、在宅ケ

アの一環として計画された高齢者在宅複合施設「ケ

アタウンたかのす」を訪問。施設内を職員の案内で

見て回り、入居しているお年寄りから短い時間なが

らも話を聞いたり、職員らとともに食事をしながら

今までの経過や問題点などについての意見交換を行

った。  

 

 そして、ケアタウンたかのす職員一同より、「介

護保険制度の人員基準の引き上げ」「ケアマネージ

ャーの国家資格化」「ケア全体のサービス向上を図

るため、各地にモデル施設などを作ってほしい」な

ど９項目の要望を受けた。これに対し岡田代表は、「介護を受ける人たちが元気でいることが、本人

にも周りの人にも一番いい。民主党としても、いただいた要望書をもとに、人間として尊厳をもった

生活が送れるよう、政府に働きかけるなど取り組んでいきたい」と答えた。  

 

 次に岡田代表らは、北秋田森林組合の杉の伐採現場

に入り、目の前で杉が切り倒されていくのを視察し、

その後、杉林の中で、風に吹かれた雪が時折り舞う中、

林業に従事する若手職員らと青空座談会を開いた。岡

田代表から「仕事はどうですか。きつくないですか？」

と聞かれ、職員は「やはり仕事はきついが、森の中は

空気がいいので、気分良く仕事ができる」などと答え

ていた。  

 

 一行は同組合事務所に移動。ログハウス用に材木を

加工している工場を見学した後、藤島直一組合長らと意見交換を行った。その中で藤島組合長から、
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「木材としての価値を高め、働く皆が、がんばればがんばった分だけの見返りがあるようにしていき

たい。そのためにも、林業政策全般について国に働きかけてもらいたい」と要望を受けた。岡田代表

は、「民主党の出している農林漁業再生プランをさらに発展させ、間伐への国税の投入や、国有林と

民有林も一緒に対処するなど、総合的な政策を打ち出していきたい」などとし、党として、これから

も林業政策を重視していく姿勢を強調した。  

 

 

 

2005 年 02 月 14 日【静岡県】 

「日本の製造業の強さを改めて感じた」岡田代表、静岡県を訪問  

 岡田克也代表は１４日、地方視察の一環として静岡県を訪問し、スズキや旭テックの工場を視察、

関係者と意見交換を行ったほか、集会での講演を行うなど、精力的に日程をこなす１日となった。  

 

 岡田代表一行はまず、スズキ株式会社湖西工場

を訪問。関係者との意見交換の後、実際に自動車

を生産している工場内に入り、一つひとつの工程

を丁寧に見て回った。岡田代表は作業ミスを防ぐ

ための設備などに感心した様子で、工場関係者に

次々と質問をし、完成した車にも試乗。関係者と

の懇談では、少子化と外国人労働者受け入れの問

題なども話題に上った。岡田代表らは続いて、ス

ズキ本社も訪問して鈴木修会長らと懇談。活発に

意見交換を行った。  

 

 次に岡田代表一行は、旭テック横地事業所を訪

問。工場関係者と、外資の資本参加による影響な

どについて意見交換をした後、自動車部品などの

生産にあたっての不良品削減の取り組みなど、詳

細な説明を受けながら工場内を詳しく見て回った。

岡田代表は部品を手に取りながら、それぞれの現

場の責任者に質問を投げかけていた。  

 

 静岡市内に移動した岡田代表は記者会見で、今

回の視察について、現場を見て、「日本の製造業

の強さを改めて感じ、幹部の皆さんとの意見交換

の中で、それを確認できた」とするとともに、「働

く方々のモチベーションを非常に高めて、成果を

出しつつあると感じた」などと感想を述べた。  

 

 岡田代表は夜には、静岡市内で講演。岡田代表

はまず、「次の総選挙で政権交代できる状態にき

たことは間違いない」との認識を示しつつ、「政

権交代をすることが民主党の責任であり、代表で

ある私の責任だ」と述べ、次期総選挙での勝利を

目指して全力で取り組んでいる姿勢を強調した。

そしてそのためには、「民主党が政権をとればこ
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うなる、という政策をしっかりと打ち出すことが、今、一番求められている」として、その「大きな

方向」三点を列挙した。  

 

 「次の世代に対して夢が持てる日本にしなければならない、若者が希望を持てる国にしなければな

らない」として岡田代表が第一に掲げたのは、社会保障制度の立て直しと財政の立て直し。特に年金

制度改革をめぐる論議については、「問題は、与党が本気に議論する気があるかどうか」だと指摘。

「単なる先送りの材料に使われるなら与野党で議論しても意味はない」とけん制した上で、「国会の

議論で、与党が真面目に議論すると判断できれば、大いに与野党で詰めた議論をすれば良い」と述べ

た。同時に岡田代表は、子育て支援の重要性も強調。民主党は「月１万６千円の子ども手当ての創設

を、具体的財源をもって主張している」などと紹介した。財政の立て直しについても、「とても難し

い問題」だが、「誰が考えても今が不正常であることは間違いない」として、歳出削減のための具体

策の必要性を指摘した。  

 

 第二に外交を挙げた岡田代表は、「日米同盟は重要だという前提に立つ」としつつ、「あまりにも

それに傾斜をし過ぎている今の小泉政権は問題」だとして、「アジアの国々との友好関係を抜きにし

ては、日本の安全も発展も考えられない」と指摘。アジア重視の外交を積極的に展開していくべきと

の考えを、改めて示した。  

 

 第三に岡田代表は、分権を挙げ、自らの地方視察の例を示しながら、「あちこち見て歩くと、新し

い息吹が感じられる」として、「そういった力をもっと引き出すために必要なのが分権」だと強調。

「国に最終的な権限を残したまま、一部の補助率を引き下げたり、権限を一部だけ渡すのでは、何の

意味もない」と、小泉内閣のいわゆる三位一体改革を「ニセ分権」だと痛烈に批判し、思い切った分

権を行う民主党の考えを紹介した。  

 

 また、岡田代表は、「それぞれの若い議員の皆さんが、しっかり議論しながら政策を練り上げ」、

「それがそのまま民主党の政策となり、法案となるのが民主党だ」とし、「お金や権力で政策をねじ

曲げることがない」という、自民党とは似ても似つかない民主党の特徴を挙げた上で、「まさしく国

民の立場に立ってしっかりとした政策をつくっていくのが民主党だ」と改めて強調。政権交代の必要

性を強く訴えて、講演を締めくくった。  

 

 なお、今回の岡田代表の静岡県訪問には、鈴木康友（党静岡県連代表）、岡島一正両衆議院議員が

同行したほか、地元選出の藤本祐司参議院議員、田村謙治衆院議員も合流した。  

 

 

 

2005 年 02 月 19 日【佐賀県】 

岡田代表、佐賀県を訪問 九州シンクロトン光研究センターなど視察  

 岡田克也代表は１９日、地方視察の一環として佐賀県を訪問し、県知事との懇談、営農組合員の皆

さんとの意見交換、クリーク法面落ちの現状視察、九州シンクロトン光研究センター視察など、精力

的に日程をこなした。  

 

 岡田代表は、佐賀空港に到着早々、古川佐賀県知事と空港内で懇談。各地の地方視察の印象や林業

政策などについて意見交換を行った。  

 

 続いて岡田代表一行は千代田町に移動。姉七福営農組合員の皆さんと懇談した。岡田代表は挨拶の 
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中で、安全な農産物を望んでいる日本の消費者のニ

ーズを汲み取ることで、農業はまだまだ発展する可

能性がある、などと述べ、参加者との意見交換に入

った。集落型営農に取り組んでいる組合員の皆さん 

からは、その取り組みの実情について説明があった

ほか、やはり農業の明日が見えてこない、といった

不安感など様々な意見が寄せられ、岡田代表らは熱

心に耳を傾けていた。更に岡田代表らは、千代田町

役場でクリーク法面落ちと防災事業について関係者

より説明を受け、実際に事業の現場を見て回った。  

 

 千代田町役場で記者団から、これまでの佐賀県の

視察の感想を問われた岡田代表は、民主党の農林漁

業再生プランに触れ、「現場を見ていく中で、更に

肉づけをしていきたい」との意向を示すとともに、

「専業農家を育てるやり方もあるが、集落でお互い

助け合いながら、しっかりと農業を維持していく」

姉七福営農組合の取り組みについて、「新しい一つ

の方向だと思う」と高く評価。民主党としても、集

落を維持していくことが望ましいとの考えを持って

いることを、改めて強調した。  

 

 この後、岡田代表らは鳥栖市に移動し、佐賀県立

九州シンクロトン光研究センターを視察。光速に近

い速度に加速された電子が、強力な電磁石で進行方

向を曲げられることで発生するシンクロトン光が、

様々な分野に応用されていることなどについて、関

係者の説明を受け、実際に研究センター内の巨大な

施設を見て回った。  

 

 なお、今回の佐賀県の視察には原口一博衆議院議

員、高橋千秋参議院議員らが同行した。  

 

 

 

2005 年 02 月 20 日【宮城県】 

「地方分権フォーラムｉｎみやぎ」で岡田代表と浅野宮城知事が対談  

 党宮城県連・党分権改革推進本部主催の「地方分権フォーラムｉｎみやぎ」が仙台市内で開かれ、

岡田克也代表と浅野史郎宮城県知事がそれぞれ、「民主党が目指す地方分権」「地方財政自立改革の

実現に向けて」と題して基調講演し、その後、地方分権をテーマに対談した。  

 

 宮城県選出の参議院議員、岡崎トミ子副代表の司会の下、県連代表挨拶に立った安住淳衆議院議員

は、「地方に新しい活力をもたらすのが分権改革だが、地方自治体も国へ責任回避してきた姿勢を改

めていくことも必要」だとして、地方ができることを地方が担っていくとする地方分権とはどうい

うものか、議論を深めていこうと訴えた。  

 

 岡田代表は講演で、「市民・住民の皆さんが、自分たちのことは自分で決める。決定権が皆さんに
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あるというのが地方分権の原点」と述べ、

同時に責任も地方が負うことから分権論議

がスタートするとの考えを示した。その上

で、「重要なのは住民であり、住民に最も

近い基礎自治体が重視されるべき」と強調。

岡田代表は重ねて「権限を基礎自治体に移

し、下からの積み上げで論じていかなけれ

ばならない」と述べた。  

 

 続いて岡田代表は先の参議院選挙で「政

権公約・マニフェスト」として示した民主

党案を提示。国の補助金約２０兆円のうち

生活保護費などを除いた約１８兆円（約１２兆円の一括交付金と５・５兆円の税源移譲）を最終的に

は地方が自由に使えるようにしていくとする地方分権策を説明し、「どう使うかは自治体に委ねられ

る」と語った。  

 

 政府が進める分権改革について岡田代表は、「展望のない改革が進んでいる」と指摘。本来、政府

が言う改革の先に何があるか、将来展望を小泉首相は示すべきであるとの考えを示し、閣僚間の調整

すら放棄した小泉首相の姿勢を厳しく批判した。  

 

 同時に岡田代表は、自治体には情報公開が格段に求められるようになると指摘。さらに地方が大き

く変わる魅力的な印象をもって捉えられている道州制について、「国の権限移譲がそこで止まり、基

礎自治体に降りて行かない危険性もある」との見方を示した。  

 

 続いて登壇した浅野知事は、「地方分権

と地方財政の自立が、私たちの暮らしを豊

かにする！」としたフォーラムの副題を引

き、「豊かにするかもしれないが、豊かに

ならないかもしれない。そんなには甘くな

い」と語り、住民に委ねられる判断の大き

さを改めて強調した。  

 

 当初、廃止が検討された義務教育費国庫

負担金をめぐる問題について浅野知事は、

「廃止されると地方の義務教育の水準が下

がると言われているが、それは地方をバカ

にした物言い」と指摘。公立小中学校の教職員給与の国庫負担分がなくなったとしても、それのみで

教育政策転換を打ち出す都道府県は存在し得ないとした上で、「もしそうした状況がもたらされたと

きこそ、住民が登場する余地がある」と述べ、納税者の政治参加・本来の民主主義の発芽がそこから

始まるとした。  

 

 浅野知事は宮城県が取り組み始めた寝たきりの障害児を普通校に通わせる統合教育を紹介。「義務

教育費国庫負担金でなく、県の義務教育費から出している」とした上で、教育は国の関与で維持され

ているのではなく、地方の裁量で使えるお金が増えることで地域のニーズに即した教育が多方向に広

がっていく可能性に改めて言及した。さらに、見直しが始まっている「ゆとり教育」について、全国

一律でやったのが誤り、地域の独自性が発揮されていれば失敗も最小限に防げたはずとの見方を示し

た。  

 

 岡田代表は、「義務教育は国の責任である」とした上で、全部を国に委ねるのは違和感を感じると

主張。国の責任範囲と地方の裁量で創意工夫すべき点との住み分けの必要性を指摘した。「義務教育
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費国庫負担金も、最低限やらなければならないところへは国のお金を降ろすのが、地方に委ねる本来

の姿だ」と語った。  

 

 ２００４年度は、国庫補助金の削減（約１兆円）・地方交付税改革（約２・９兆円削減）ばかりが

先行し、税源移譲は６５５８億円にとどまっている現状を前に、浅野知事は、「国の財政改革のため

に利用されているに過ぎない。三位一体改革という名ばかりで、財務省の思う壺」と批判。地方財政

自立改革と改名し、その方向性の明確化の必要性を指摘した。 

 

 

 

2005 年 02 月 27 日【群馬県】 

岡田代表、太田・前橋市で地域に即した政策めぐり市民と意見交換  

 岡田克也代表は２７日午後、昨年

から行っている地方視察の一環とし

て群馬県を訪問。太田市で行われた

同県第３区総支部主催の「外国人と

共生するまちへ」と題するシンポジ

ウムに参加するとともに、前橋市内

で開かれた対話集会に出席し、群馬

県が抱える諸問題、政治課題等につ

いて市民と話し合った。  

 

 約２５０人が参加した太田市のシ

ンポジウムでは９０年の入国管理法

改正以降、外国人労働者が増大し、

共生に向けた環境整備が急がれる実態を踏まえ、意見交換が行われた。柿沼正明同県第３区総支部長

は主催者挨拶で「太田市周辺は外国人労働者の居住地域。身近に抱える問題としてご意見を」と述べ、

群馬選出の富岡ゆきお参議院議員は「現場からの声を聞いてマニフェストにも盛り込めるよう、理解

を高め合う場にしたい」と語った。  

 

 清水聖義太田市長は、「国は金銭的な配当も、抜本的な改革もないままに今に至る」とした上で、

自治体独自に教育特区として取り組んだブラジル人児童をサポートするバイリンガル教師の配置等の

実践例を紹介。「地方でできることはやる。しかし、地方でできないことを浮き彫りにし、国の政策

として実現してほしい」とし、岡田代表に期待感を示した。  

 

 シンポジウムでは１６年間にわたってブラジル人の雇用を続けてきた自らも日系ブラジル人の谷井

甚治ＮＫＫ社長、研修制度でインドネシア人を受け入れてきた京和装備（株）常務取締役の吉野明俊

氏、教育特区でバイリンガル教師として太田市がブラジルで現地採用し教壇に立つ坂本裕美氏、太田

国際交流協会事務局長の北沢純一氏らが、それぞれの立場から提言した。外国人労働者の日本社会へ

の適応促進と日本側の諸課題解決に効果的だとして谷井氏は、外国人労働者数の１～２％にあたる同

国出身の外国人を外国人労働者ケアの人材として配置する必要性を指摘。吉野氏は研修制度で来日し

た外国人労働者の社会保障制度のあり方、坂本氏は母国語も日本語もおぼつかず、基礎学力習得など

到底期待できない外国人労働者の子どもたちの教育環境整備の必要性、北沢氏は外国人労働者に対し、

現状に即した省庁横断的な対応の重要性などを強く指摘した。  

 

 それに対して岡田代表は「国の方向性が定まっていないことがそもそも問題」と述べ、民主党とし
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て昨年からプロジェクトチームをつくって、問題解決に乗り出したことを報告。国としての制度を早

急に整えるよう政府にも提言していくとの方針を示した。  

 

 前橋市内で行われた対話集会では、高橋仁同県第１区総支部長がまず「地方は自分のことは自分で

という流れが出てきている」と語り、地方分権の必要性を改めて指摘。その実現に向け、政権党とし

て尽力したいと語った。現在は会派を離れ、参議院副議長職にある角田義一参議院議員も「知性と教

養は十分。あとは政権取りに執着すべき」と力説した。  

 

 続いて行われた講演で岡田代表は民主党が考える年金制度について改めて説明。同時に「子ども＝

子育て支援」を重視するとの観点から「平成１７年度民主党予算案」では、少子化に歯止めをかける

べく子育て家庭の経済的負担軽減に向け、１５歳までの子どもにし支給される子ども手当て総額３・

６兆円を創設したことを報告した。  

 

 続く質疑応答では予定時間をオーバーして、１２人の参加者から質問が相次いだ。高速道路無料化

を求める声に岡田代表は「これは先の衆院選挙で民主党がかかげたマニフェスト。実現にむけ継続的

に取り組んでいく」と回答。憲法改正をめぐる民主党の姿勢に対する質問には「環境権や地方分権・

地方自治などを盛り込むための改正案ならば合意できる」とした方向性を示した上で、憲法９条をめ

ぐっては「国連決議がある」との前提に立った平和構築のための自衛隊の国際貢献の範囲拡大に向け

た改正論議であり、「自民党がいう集団的自衛権を認めるという発想は私たちにはない」と明言した。  

 

 集会後に岡田代表は記者団から問われ、「率直にたくさんのご質問いただきよかったと思う」と述

べた。また、与党側が求めている社会保障制度改革に関する与野党協議について問われたのに対して

は、年金に関する協議を先行させるべきだとの考えを強調した。  

 

 なお、今回の視察には役員室次長の阿久津幸彦衆議院議員が同行した。  

 

 

 

2005 年 03 月 05 日【高知県】 

岡田代表、高知県を訪問 企業経営者との懇談、工場視察など行う  

 岡田克也代表は５日、高知県を訪問し、卸団地で企業経営者との懇談を行ったほか、障害を持つ皆

さんを積極的に雇用している企業の工場を訪問し、関係者との意見交換も行った。今回の岡田代表の

高知県訪問には、五島正規衆議院議員（党高知県連代表）、広田一参議院議員、田村久美子高知県第

２区総支部長らが同行した。  

 

 岡田代表はまず、高知市の高知卸商センター組

合を訪問。集まった企業経営者らを前に講演を行

った。この中で岡田代表は、政府の景気認識につ

いて厳しい見方を示したほか、雇用が不安定化し

ている現状に懸念を表明。社会保障制度の改革に

ついても、制度全体の見直しという名の下に、具

体的な改革が先送りされることはあってはならな

いとして、政府・与党に釘を刺した。また、政府・

与党には年金改革の青写真が全くないと指摘し、

抜本改革が先送りされている医療や介護の問題に

ついても、期限を切っての議論を求めた。また岡
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田代表は、地域経済の現状について触れ、その厳しさを各地で実感しているとしつつ、一方では希望

の見える新しい試みが始まっていると指摘。地域のことは地域で決めるために、特に市町村レベルに

お金と権限を渡すことの重要性を説いた。  

 

 参加者からは、地方議会で真の政策議論を行うために民主党に要望があったほか、医療費の抑制策

やマニフェストの功罪についても、活発な意見が飛び交った。  

 

 続いて岡田代表が訪れたのは、障害を持つ皆

さんを積極的に雇用している、南国市の株式会

社ダックス四国。岡田代表は関係者の説明を受

けながら、簡易食品の透明のフタの成型加工な

どを行っている工場内を精力的に見て回り、会

社の姿勢に感銘を受けた様子。  

 

 工場訪問後、記者団に感想を問われた岡田代

表は、「障害者政策に対する根本的な問いを発

していると思う」として、「障害者の皆さんは

弱者であるという前提」でなく、「チャレンジ

ド、普通の人と変わらないことがかなりの部分できるのだという前提」で色々な政策を組み立てるべ

きだと強調。日本は、障害者政策が非常に遅れているとし、ダックス四国のような取り組みが、「も

っと全国に拡がっていかなければならない」として、「行政に携わる者の意識改革、会社経営者の意

識改革が、絶対に必要だ」と指摘した。また岡田代表は、ダックス四国の社長からも、「保護してい

けばいいという考え方では、本当の意味での障害をもった方の幸せにはならない」などの意見が述べ

られたことも紹介した。  

 

 

 

2005 年 03 月 05 日【愛媛県】 

各地で対話集会行い、民主党の考え訴える 岡田代表が愛媛県訪問  

 岡田克也代表は５日、高知県に引き続いて愛媛県を訪問。各地で対話集会を行い、民主党の政策

を訴えたほか、干拓地の視察、市長との懇談など、精力的な日程をこなした。今回の愛媛県訪問に

は、加藤敏幸参議院議員、高井美穂衆議院議員に加え、玉井彰（愛媛県第１区）・斉藤政光（同２

区）・高橋剛（同３区）・浜口金也（同４区）の各総支部長らが同行した。  

 

 岡田代表はまず、西条市で行われた民主党対話集会

で講演し、国会での議論の状況を紹介。民主党は「野

党」ではなく「政権準備党」だとして、「現政権を批

判・監視する役割も重要」だが、「次の政権を構成す

る準備をするのは、きわめて重要だ」と指摘した。そ

の上で岡田代表は、今国会での課題として、まず年金

問題を挙げ、与野党協議に関し、「問題は、政府・与

党に本気になって抜本改革をする気があるのかだ。私

はかなり疑っている」とし、「社会保障制度全体を一

体的に議論しようと言って、すべて先送りし、結局何

も決まらないというのだけは、許せない」と厳しく釘を刺した。また、民主党独自で予算案を発表

していることも紹介し、特に、子育て・子ども支援に力を入れていることを具体的に説明。地域の
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再生に関しても、地域経済は傷んでいるが、新しい芽も出ているとして、「本当の意味での地方分権」

の必要性を説いた。  

 

 続いて岡田代表らは、西条市（旧東予市）の河原津

干拓地を視察した上で、河原津集会所での「岡田代表

と語る会」と題された対話集会に出席。会場をあふれ

た参加者が、別のフロアでのテレビ中継で岡田代表の

話を聞かなければならないほどの盛況となった。岡田

代表は、日本の政治が完全に二大政党制の時代を迎え

たことをまず強調し、年金制度の抜本改革の必要性を

指摘。本来、地域が持っている力を活かす意味でも、

真の地方分権の重要性を説いた。岡田代表は、「政治

に対する意識を変え、一緒になって政治を変えていこ

う」と呼びかけ、大きな拍手を浴びた。参加者からは、干拓地をめぐる問題などについて質問が出た

ほか、愛媛で民主党がたたかっていく決意を、といった問いも出た。岡田代表は、保守・革新という

区分けはもう古いとして、民主党と自民党の大きな違いは、「国民全ての立場に立つのか、特定の利

害関係のある人の立場に立つのか」だと力強く答えた。  

 

 また、集会後の記者会見で、愛媛県警の内部告発問題について問われた岡田代表は、党として中井

副代表を本部長とした対策本部で意見聴取等を行っていることを紹介した上で、真相究明の必要性を

強調。「まずは県・県警が自ら説明責任を果たすべき」だと指摘し、「県民の皆さんの信頼あっての

警察だ。自浄能力を発揮してもらいたい」と述べた。  

 

 この後、岡田代表は松山市に移動し、市内で中村松山市長と懇談も行った。  

 

 

 

2005 年 03 月 12 日【島根県】 

岡田代表、島根県へ 農業者・消費者との意見交換など各地を訪問  

 岡田克也代表は１２日、雪の降りしきる島根県を訪問。斐川町長との懇談、荒神谷遺跡視察、農業

生産者・消費者との意見交換、党島根県連大会での挨拶など、精力的に日程をこなした。  

 

 岡田代表らはまず、簸川郡斐川町にある荒神谷博物館を訪れ、斐川町長と懇談。多くの銅剣などが

出土した荒神谷遺跡も視察した。続いて岡田代表ら一行は、斐川町内で、農業生産者・消費者と意見

交換を行った。冒頭、挨拶した岡田代表は、所得補償中心の農政への転換を主張し、多くの反響を呼

んでいる党の農林漁業再生プランについて説明。農林漁業政策に力を入れている民主党の取り組みを

紹介した。参加者からは、米国産牛肉の輸入再開、農村での後継者不足、自給率の低下、中山間地の

農村の抱える問題などについて様々な意見が寄せられ、岡田代表はそれらの質問に丁寧に答え、「今

の農業の現状は非常に残念だ。若い人が希望をもって取り組むことのできる農業にしていかなければ

ならない」などと指摘した。  

 

 続いて岡田代表らは松江市に移動し、市内で開催された党島根県連の大会で激励の挨拶を行った。

濱口和久党島根県第１区総支部長の司会の下、内田敬県連代表に続いての挨拶の中で岡田代表は、「完

全に日本は政権選択の時代に入った」と前置きした上で、次の総選挙で政権交代を実現し、単独で民

主党政権をつくることが、代表としての使命だと強調。３００小選挙区のうちの１７０議席の獲得も、

「十分視野に入ってきた」とした。また岡田代表は、全国４７都道府県を回っている実感として、地 
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域でも確実に変化が起こっており、「民主党への期待を実感する」として、変革のマグマは島根でも

蓄積されていると指摘。島根県での議席獲得に、一層の努力を促した。  

 

 続いて岡田代表は、年金制度抜本改革をめぐる与党

との幹事長レベルでの議論に触れ、「一刻も早く抜本

改革をというのが国民の願いだ」としつつ、具体的な

内容を期限を切った形で議論する必要性を改めて強調。

民主党のこうした主張に、「与党も乗らざるを得ない

ところにきている」と指摘し、年金制度抜本改革に向

けた努力を続ける決意を明らかにした。また岡田代表

は、定率減税縮減についても、「要は所得税の増税だ」

と断じ、甘い経済見通しに立った増税は、明らかに誤

った判断だ、と厳しく指摘した。政治とカネの問題に

ついても、まず事実をはっきりさせることが重要だと

して、橋本元首相の証人喚問を未だに実現させる気も

見せない与党側の対応を批判。カネによって政策が歪

められることがあってはならないとして、この問題の

重要性を改めて指摘した。そして岡田代表は、国民全

体のための政党なのか、特定の利害を持った人のため

の政党なのかが、民主党と自民党の最大の違いだ、と

強調し、講演を締めくくった。  

 

 この後、岡田代表一行は安来市の足立美術館を訪れ、

雪に覆われた庭園や横山大観らの絵画を鑑賞した。な

お、今回の島根県訪問には、佐藤公治衆議院議員が同

行した。  

 

 

2005 年 03 月 12 日【鳥取県】 

岡田代表、鳥取県を訪問 農業者と意見交

換行い、米子市で講演  

 岡田克也代表は１２日、島根県に引き続いて鳥取県

を訪問し、農業者の皆さんとの意見交換を行っ 

たほか、米子市内で講演も行った。  

 

 岡田代表ら一行は、まず米子市内の白ネギ共同選果

施設を訪問。ここで行われた「農業問題意見交換会」

で挨拶した岡田代表は、民主党の農林漁業再生プラン

の概要を説明したほか、年金制度抜本改革に向けた決

意も述べ、集まった参加者に活発な意見交換を呼びか

けた。参加者からは、いわゆる担い手と零細農家の問

題、ネギのセーフガード問題、農業への新規参入問題

など多くの質問が寄せられ、岡田代表もセーフガード

の問題については逆に参加者の皆さんの意見を積極的

に聞くなど、活発な意見交換が行われた。この後、岡
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田代表は近くのネギ畑に案内され、実際に自分でネギを引き抜いてかじり、「本当に甘い」などと感

想を述べ、関係者がドッと沸く場面もあった。  

 

 続いて岡田代表は、米子市内のホテルで講演を行った。会場は立ち見も出る盛況で、山内おさむ衆

議院議員の挨拶に続いて、岡田代表が登壇。わが国の政治が抱える課題として岡田代表はまず、「若

者が夢を持てる社会をつくらなければならない」と指摘。その観点から、「社会保障制度を持続可能

なものにしていく」ことの重要性を強調した。そして、「強行採決された年金法は本質的な改革では

ない。なぜなら持続可能でないからだ」と断じ、国会での審議などを通じて与党側の態度を見極めつ

つ、与党側との議論を始めていることを紹介した。岡田代表は、「単に（与党との協議が）先延ばし

の材料なら乗れない」と改めて釘を刺し、「大きな方向として、本気になって与党が議論する確信が

もてれば、与野党を超えて議論し、結論が出るのがベスト」とも述べ、抜本改革へ努力していく姿勢

を強調した。  

 

 岡田代表は更に、持続可能な社会実現に向けての課題として、財政の問題も取り上げ、「いかにし

て国のお金の使い方を効率化していくか」が重要だと指摘し、「そのことに政治がまず真剣に取り組

まなければならない」とした。また、地域の再生についても触れ、全国を回って各地の人々の話を聞

く中で、「一方で地方経済の疲弊を感じるが、もう一方で元気な新しい芽もたくさん出ていることを

感じる」とし、地域の活力を引き出すための、真の地方分権の必要性を改めて訴えた。  

 

 岡田代表は最後に、自民党政権に代わる選択肢として、民主党を「皆さんの力で大きく育てていた

だきたい」と述べ、「一緒になってこの国を変えていこう」と呼びかけて講演を締めくくった。  

 

 講演会では質疑応答の時間が長く取られ、会場を埋めた参加者からは、政権交代への具体的戦略、

郵政改革への対応、旧橋本派ヤミ献金と証人喚問問題、子ども・子育て支援、夢の持てる年金制度、

ＮＨＫ問題、教育改革などについて活発に質問が出された。岡田代表は、これらの質問に対し、一つ

ひとつ丁寧に民主党の考えを説明した。  

 

 なお、今回の鳥取県訪問では、島根県に引き続いて役員室次長の佐藤公治衆院議員が同行。米子市

の講演会の最後に、山内衆院議員を激励する力強い挨拶を行い、大きな拍手を浴びた。 

 

 

 

2005 年 03 月 26 日【宮崎県】 

岡田代表、宮崎県で農業・畜産業視察 昨年より４７都道府県を一巡  

岡田克也代表は２６日、昨年から行ってきた

全国４７都道府県行脚の最後に宮崎県を訪問。

都城市内の青果場や牧場を視察した後、宮崎市

内で記者会見も行い、今回の視察の感想ととも

に、自らの「公約」としてきた全国行脚を一巡

した所感も明らかにした。  

 

 岡田代表らはまず、都城市内の新福青果を訪

問。ここでは、農場ごとにパソコンでデータを

管理したり、青果物のトレーサビリティシステ

ムを導入するなどの取り組みを行っており、一

行は関係者の説明を受けながら青果場などを見
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て回った。  

 

 続いて岡田代表一行は、同じ都城市内のはざま牧場を訪れた。ここでは、豚をはじめとする１０万

頭近い家畜を飼育しながら、その家畜の排泄物も有効活用し、地域の農家に有機質肥料として還元す

る循環型農業を実現している。岡田代表らは、広大な牧場内を精力的に見て回り、案内した関係者に

さかんに質問を投げかけていた。  

 

 都城市内での視察を終えた岡田代表は、宮崎市内で記者会見。今日の二カ所の視察に関してまず、

「いずれも日本でも有数の新しい農業に取り組まれている」とした上で、「こういうやり方もあるの

だと啓発されたし、非常に勇気づけられた」と感想を述べた。また、岡田代表は、「農業は地域に根

ざした新しい雇用の場にもなる」として、「若い人も高齢者の皆さんも、そこで生き生きと働くこと

ができるということを実感した」とも述べた。そして、いずれの会社も「消費者の視点をしっかり前

面に据えて、農業に取り組んでいる」ことを指摘し、印象深いとした。  

 

 また岡田代表は、今回の宮崎県訪問で、昨年

から行ってきた全国行脚が４７都道府県全てを

一巡したことに言及。「それぞれ全てが思い出

深い」としつつ、全体の感想として、「私自身

も啓発されたし、勉強になった。新しい政策に

ついてのヒントも得ることができた」と述べる

とともに、「何よりも、元気をもらった」こと

を強調。「地方にあるエネルギーを引き出して

いくのが民主党の役割だ」とし、「古い政治の

下で、地方のエネルギーを閉じ込めている政治

から、地方のエネルギーを引き出していく、解

き放つ、そういう政治にしていかなければなら

ない」との決意を改めて明らかにした。  

 

 岡田代表は今後についても、林業、水産業、福祉、学校、子育て支援などについて、「まだ十分に

現場を見ていない」と述べ、更に現場の視察を行い、現場でがんばっている人たちとの意見交換など

を積極的に行っていく意向も示した上で、「そのことが政権政策の色々なヒントになる」などとした。  

 

 なお、今回の宮崎県訪問には、地元選出の米澤隆副代表（衆議院議員）、松下新平参議院議員、役

員室次長の津村啓介衆院議員、井上紀代子党宮崎県連代表らが同行した。 
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索 引 

■都道府県別 

NO 都道府県 視察日 page  NO 都道府県 視察日 page 

1  北海道 8 月 27 日 3  24 三重県 9 月 17 日 5 

2  青森県 10 月 16 日 11  25 滋賀県 11 月 27 日 24 

3  岩手県 10 月 16 日 11  26 京都府 11 月 27 日 25 

4  宮城県 2 月 20 日 32  27 大阪府 11 月 15 日 19 

5  秋田県 2 月 12 日 29  28 兵庫県 10 月 24 日 13 

6  山形県 12 月 4 日 26  29 奈良県 11 月 28 日 26 

7  福島県 10 月 17 日 12  30 和歌山県 2 月 6 日 27 

8  茨城県 8 月 12 日 2  31 鳥取県 3 月 12 日 37 

9  栃木県 9 月 29 日 8  32 島根県 3 月 12 日 38 

10  群馬県 2 月 27 日 34  33 岡山県 11 月 3 日 17 

11  埼玉県 9 月 19 日 6  34 広島県 8 月 6 日 2 

12  千葉県 11 月 13 日 18  34 広島県 11 月 3 日 17 

13  神奈川県 9 月 26 日 7  35 山口県 11 月 22 日 23 

13  神奈川県 10 月 29 日 15  36 徳島県 10 月 9 日 11 

14  山梨県 10 月 31 日 16  37 香川県 10 月 9 日 11 

15  東京都 10 月 29 日 15  38 愛媛県 3 月 5 日 36 

16  新潟県 10 月 25 日 14  39 高知県 3 月 5 日 35 

16  新潟県 11 月 21 日 22  40 福岡県 10 月 3 日 9 

17  富山県 11 月 20 日 20  41 佐賀県 2 月 19 日 31 

18  石川県 11 月 20 日 21 
 

42 長崎県 
8 月 8 日、9

日 
2 

19  福井県 7 月 23 日 1  43 熊本県 10 月 4 日 10 

20  長野県 9 月 25 日 7  44 大分県 11 月 6 日 17 

21  岐阜県 9 月 20 日 6  45 宮崎県 3 月 26 日 39 

22  静岡県 2 月 14 日 30  46 鹿児島県 10 月 4 日 10 

23  愛知県 9 月 17 日 5  47 沖縄県 9 月 3 日 4 

■テーマ別 

○地域経済・産業・技術関係 三重県・栃木県・福岡県・鹿児島県・福島県・山梨県・大分県 

富山県・山口県・山形県・静岡県・佐賀県 

○災害対策        福井県・香川県・徳島県・兵庫県・新潟県・岡山県 

○福祉関係      埼玉県・大分県・千葉県・大阪府・山口県・秋田県・高知県 

○環境関係         岐阜県・岩手県・青森県・岡山県・広島県・千葉県・山口県 

和歌山県・秋田県 

○農林水産業関係     長野県・徳島県・福島県・山口県・滋賀県・和歌山県・秋田県 

佐賀県・鳥取県 

○公共事業関係      愛知県・熊本県・山形県・愛媛県 

○子育て・教育・文化関係 神奈川県・奈良県・島根県 

○平和・軍縮・防衛関係     広島県・長崎県・沖縄県・山形県 

○法務・人権関係  大阪府 

○国民対話集会等（年金問題等） 茨城県・北海道・埼玉県・岐阜県・神奈川県・栃木県・福岡県 

大分県・千葉県・大阪府・石川県・滋賀県・京都府・和歌山県 

静岡県・宮城県・群馬県・高知県・愛媛県・島根県・鳥取県 


