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●大沼みずほ

●加藤秀明さん

●小林史明

●大山莉々さん

●牧原秀樹

●伊藤 優さん

●小泉進次郎
●圖師悠太さん

●宮川典子

●辻 清人

酒井 健さん（19歳）
都内大学生

小泉進次郎（34歳）
農林部会長・元青年局長

辻 清人（36歳）

青年局次長・国際局次長

ますし、留学もいいけどお金がかかる

してくるものです。先日は党大会で司

ので、時間に余裕がある学生時代に

会を任されて、数千人の来場者を前に

そうしたチャレンジをしてほしい。

話すのが楽しくてしょうがありません
でした。

人前であがらないコツは

宮川

私の場合、子どものころから児

童会長、生徒会長を務め、国会議員
●酒井 健さん

辻

今度は圖師さん。お願いします。

になる前は高校の教師をしていて、人

圖師

国会議員の方は街頭や大ホー

前で話すことが仕事でした。あんまり

ルなどで話す機会が多いと思います

緊張しないのは、より多くの場数を踏

が、大勢の人前で緊張しないんです

んでいるせいかも（笑）。ただ、誰か

か？

にペーパーを渡されて決められたこと

僕はあがり症なので、何か上手

に話すコツがあったら教えてください。

最近何かと話題の 18歳選挙権 の導入。これをきっかけに若

むしろ自分の言いたいことを言って、

建物のなかと街頭では緊張感が全然

伝わらなかったら仕方がないというく

違う。ホールに足を運ぶのは私の話を

らいにハラを決めています。

仕事もあるのか」
「 こんな大人になり

することができました。

聞きにきてくれる人だけど、街頭演説

小泉

たい」など多くの気づきがあり、将来

酒井

すごいバイタリティですね。同

ではたまたまそこを通りかかった人が

とっておきのテクニックを教えましょう

のキャリアの選択に参考になりました

じことはできませんが、僕は来年留学

相手だから。このたった１回でファン

か。それは最初に一言「僕は緊張して

ね。いまも当時の仲間とは繋がってい

をしたいと考えているので参考になり

になってくれるか、嫌いになられるか

ます」と断ること。こういう場所は馴

とされる国会議員に素朴なギモンをぶつけてもらいました。

て、それぞれの立場で正直な気持ちを

ます。

の勝負と考えると、常に緊張します。

れていないんで勘弁してくださいと言

ゆる〜いやりとりが続くなか、核心を突く質問にタジタジの場

言い合える。政治家にとってさまざま

牧原

それはいい。私は、将来はす

逆に緊張しない時はうまくいかない。

うと、まわりの自分を見る目が一気に

な立場の人の気持ちがわかることは重

べての子どもたちが短期間でも公費

初めて国会で予算委員会の質問に

和らぐので、そのあとが話しやすいで

要なことですから、いまの自分の、大

で海外体験できる制度を導入すべきと

立ったとき、相手の鳩山首相（当時）

すよ。

切な財産になっています。

主張しています。大学生活はあっとい

をはじめ各大臣が居並ぶ前で、しか

圖師

しいかもしれませんが、小泉さんのア

者と政治の距離が縮まるかどうか、注目されています。そこで、
17歳から20歳までのフツーの男女に、政治の世界では若手

面も――司会、コーディネーター役は辻清人衆議院議員です。
学生時代は〝経験〟が大切

小林

私は大学の野球部に入ってた

政治家以外の人なら使える、

僕は場馴れするところまでは難

牧原 私の場合は、黒髪でしたが
（笑）
。

う間に過ぎてしまいますから、勉強で

もＮＨＫの全国中継が入っているなか

んですが、一方で高校卒業と同時に

まず大学に入った時点で、1年次は経

もアルバイトでも、何かひとつでもい

「絶対失敗できない」と全身がガチガ

髪を金色に染めてバーテンダーなどの

験、２年次は集中、そして3年次以降

いから一生懸命やったという経験は

チでしたよ。

アルバイトも経験しました。3年生の

は将来への準備と、4年間の目標を

貴重な財産になると思います。

牧原

僕はいま大学でパソコンのプ

ときはスノーボードにはまって、福島

設定したんです。そして1年のときトイ

大沼

私は世界各国の学生が日本に

前で話す経験はありましたが、政治

ログラミングを勉強しています。国会

県の猪苗代のスキー場にインストラク

レ掃除など55種類のアルバイトを経

集う「国際学生会議」の実行委員を

に挑戦するため最初に駅頭で演説に

議員になるような人は学生時代 勉強

ターとして3カ月間泊まり込んだり。

験、2年のときはテニスの練習に明け

やっていて、分科会などでいろんな国

立ったときは、緊張のあまり声がかす

会人３年目の伊藤さん。

ばかりしてたような、堅苦しいイメー

理科系で研究もあり単位が 取れずに

暮れて大学の代表になれるよう頑張

の同世代の人と語り合いました。片

れて出ませんでした。以来12年間、

伊藤

ジがあるのですが、議員のみなさんの

留年することになりましたけどね
（笑）
。

りました。3年秋になってからは司法

言の英語でも、食べ物の違いやお互

ほぼ毎朝そこかしこの駅前で演説す

国会議員ってお休みはあるんでしょう

そんな経験をするなかで「こういう

試験の勉強に挑 戦、4年のとき合格

いの日常生活などの話題は十分通じ

るようにしていると、だんだん場馴れ

か？

辻

今日はざっくばらんな感じで行

きましょう。まず、酒井さんから。
酒井

大学生活はどうでしたか。
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を話せといわれると、うまく話せない。

同じ数百、数千という人でも、

小泉

私はそれまで弁護士として人

ドバイスは参考になりました。

休みがあったら勉強したい!?
辻

次は、都内の会社に勤める社
毎日お忙しいと思うのですが、
もし、１週間の休暇を取れると
10

と過ごす時間の貴重さを改めて気づ

で踏みとどまっている状態ですが。

国会議員に決まった休みはあ

かされました。再選したあとは、スケ

小林

りません。私はこれまで１日も休んだ

ジュールをやりくりして休日をつくり、

とって、関心を持ったことをもう１回

ことがないので想像したこともなかっ

子どもたちとキャッチボールしたりす

勉強して次のステップに進む。そんな

ですから、誰が投票してくれたかだ

たけど、１週間の休暇が与えられると

るようにしています。

生き方の選択肢がある社会がいいな

けでなく、普段の街頭活動や集会で

したら、半分は家にいて料理をしたり

小林

と。それがやり易い仕組みを政治の

各世代の人々がどのように反応してく

寝たりして、あとの半分は温泉でもい

強することに使いたいですね。最初に

側からつくっていきたいと思います。

れているか、政治家はしっかり見てい

いし、海外でもいいので、どこかへ遊

留年した話をしちゃったので、急に真

びに行きたいですね。とにかく普通の

面目ぶるわけじゃないんですが（笑）
。

ことがしたいです。

社 会人になってみると、学 生のとき

したら何がしたいですか？
宮川

１週間あったら、私は何かを勉

ずっと働いてきた人が休みを

戦っている。政治家なら、これまでの
選挙での得票数をいちばん下のケタ
まで覚えているはずです。

ます。若い世代が一票に託す想いが

なぜ若者は選挙に行くべきか

届かないなんて、そんなことは絶対に
ありません。信頼してぜひ投票に行っ

私は７年前に選挙で落選した

勉強しておけばよかったと思うことが

ことがあって、手帳が真っ白で、朝起

多々あります。大学の短期集中講座

かりで、これから大学に進学するとい

大山

きてもやることがない。毎日がお休み

なんかで興味ありそうなテーマを探し

う大山さん。

私たちにも選挙権が与えられる歴史

なわけで、これは人生で経験したこと

て行ってみたいです。

大山

のない恐ろしい出来事でした。そのと

伊藤

私もそう思うことがあります

する授業があって、
「投票に行きたくな

きます。

き、当時３歳になったばかりの長男と

ね。国内のことでも海外のことでも、

い」という人もいました。
「 行っても結

牧原

若い世代は、国はこんなに借

親家庭のための支援、国の安全を守

場でも学校でも行われています。複数

公園に１回も行ったことがないことに

まだ自分が知らないことがいっぱいあ

果が変わるわけではないので、選挙

金をして、将来自分たちの年金は大丈

る自衛隊の費用など、必要としている

の人間がいてそれぞれに要望や意見

気づいて…。

るじゃないですか。でも仕事もあるし、

に行く意味はないんじゃないか」と言

夫かという不安があります。一方で年

配分先はさまざまあります。政治がな

がある場合、まとめる人がいないと大

何から始めればいいかもわからないの

うのです。どう思いますか。

牧原

二人で公園に行って遊んで、子ども

辻

それでは今月高校を卒業したば

高 校 で〝18歳 選 挙 権 〟 に 関

てほしいです。
わかりました。初めて18歳の

的な機会ですので、投票には必ず行

金をもらっている世代は支給額を減ら

かったら、たぶん奪い合いになって収

変ですよね。そして、その人を中心に

私が3年前に初当選したときの

すなんてとんでもない、むしろ増やす

拾がつかないでしょう。

ルールをつくる。もちろん国会議員の

得票数は約27万票ですが、相手候補

べきという意見に傾きやすい。だから

同時に、その税金がいまのように

場合、調整役を担うだけでなく、リー

との差は2万票ほどしかなく接戦でし

若い人たちが選挙に行かないと、どう

足りなくなったとき誰に負担を求める

ダーシップを発揮して、これから進む

た。でも世代ごとの投票結果を調べ

してもシニア世代のほうに向いた政策

か、それを決めるのも政治家の仕事

べき外交や経済政策などを国民のみ

てみると、20代、30代では 圧 倒 的

ばかりになってしまいます。30年後、

です。

なさんに示すことが重要になります。

に私への支持が多かった。この事実

40年後になって、あのとき投票に行

小泉

は、新人議員の私に「若い世代のた

かないで失敗だったと後悔してほしく

いうと、国民が飢えないようにするた

めの政策をしなければ」という気持ち

ありません。

め日本の農業を守り、強くすることも

大沼

にさせました。
宮川

政治の役割です。私たちが食べてい

投票する側からだけ見れば、

そもそも政治の必要性って何？

自分の一票は投票総数の何十万分の

副幹事長・青年局長

11

宮川典子

（36歳）
女性局長代理・青年局次長

圖師悠太

辻

では、若者のみなさんからの質

問が一巡したところで、これからはラン

コシなどに依存している。国産牛・豚・

ダムに一問一答で話していきましょう。

地鶏と言いながら、海外のエサがな

もう少し政策に関する突っ込んだ話も

す。しかし、選挙という行為にはもう

彼はこの春高校を卒業し、将来ご両

いとやっていけない状況を改善してい

聞きたいところですが、いかがですか。

一方で立候補者がいて、その人たち

親が経営する野菜農家を継ぐために専

くことも政治の役割です。

加藤

は一票一票を獲得するために必死で

門の学校へ進学するそうです。

辻

大山莉々

さん
（18歳）
今春から大学生

加藤秀明

さん
（17歳）
農業後継者

今度は自分の将来に直結する

また、国民がおいしいと思うような

話を、ぜひ伺わせてください。TPP
（環

加藤 僕はまだ政治家の方が何をやっ

食べ物を開発することも個人では難し

太平洋経済連携協定）が実施される

ているのか、くわしく知りません。そ

く、たとえば、最近人気のシャインマ

と農産品の輸出入にかかっている関

れに、
そもそも政治って必要なんでしょ

スカットや白いイチゴなどの新種の果

税が撤廃されて、日本の農業がダメに

うか。

物は、税金を投入している国の研究

なると聞きますが大丈夫でしょうか？

機関が長い間品種改良を経て開発し

小泉

国の政治のもっとも重要な役割のひ

たものです。

が、日本の「農業」と「食」の力は、

とつは、国民のみなさんから集めた

加藤 僕の家ではダイコンやモロヘイ

農家のみなさんや多くの日本人が考え

貴重な税金をどうやって上手に配分す

ヤなどを栽培しています。たくさん売

ている以上に大きい。こんなに農業

るかを決めることだと思います。道路

れるようにしてほしいです（笑）。

に適した環境に恵まれ、ブランド力の

や橋など生活に必要なインフラをつく

牧原

そもそも政治って、政治家だけ

ある農産物を生み出せる技術のある

る費用、障がい者や高齢者、ひとり

がやっている特別なことじゃなく、職

国は世界にありません。この力をもっ

大沼

牧原秀樹（44歳）

る牛や豚などのエサは海外のトウモロ

農業、経済、奨学金、保育園…

加藤さん、お待たせしました。

一、何百万分の一ということになりま

さん
（19歳）
地方会社員

加藤さんが目指す農業分野で

難しい質問ですね
（笑）。私は、

一般に誤解されているようです
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と生かしていけば、私は日本にしか生
み出せない価値と魅力を提供できる
と確信している。たとえば首都圏なら、
24時間フル回転する大田市場と羽田
空港を活用して、世界をマーケットに
した展開が可能です。
農家出身でない若者が農業に参入
するケースも増えていて、誰もが比較
的容易に技術を習得できるよう、IT・
ビッグデータ・人工知能（AI ）の活用

伊藤 優さん（20歳）
都市部会社員

なども支援していきたい。
圖師

小林史明（32歳）

青年局学生部長
ネットメディア局次長

大沼みずほ（37歳）
女性局長代理
ネットメディア局次長

僕は地方にある企業に勤めて

いるんですが、地方に住んでいるとア

が失業中というヨーロッパなどから見

討を進めていて、同時に貸与型のほう

ベノミクスの効果が実感できません。

たら信じられないような数字です。後

も学生のみなさんの頑張りしだいで返

これからの景気はどうなりますか？

戻りせずにこの勢いを維持し、今後ど

済を免除したり減額したり、また卒業

いま日本は人 口 減 少 社 会 に

うやって地方に景気の波を波及させて

後の所得に応じた返済額にできるよ

入っていて、先日発表された国勢調査

いくか、いま抜本的な対策を練ってい

う、
制度変更を考えているところです。

の結果では、5年前より約95万人も

ます。

減りました。当然、モノが売れなくな

酒井

僕はいまアルバイトを２つかけ

機会が左右されてはいけません。もっ

るし、サービスの提供も少なくなって

もちしながら大学に通っていて、留学

と学びたいという人に対しては、国が

います。スマホや薄型テレビなども行

費 用も貯めなくてはなりません。と

積極的に教育投資をする必要がある

きわたって需要の飽和感もあり、高

いって奨学金に頼ってばかりだと、卒

と思います。

齢化も加速していて、消費拡大という

業してから返すのが大変です。何とか

伊藤

点から見ると三重苦の時代です。

なりませんか。

生んでからも仕事を続けたいと思って

いことがまだありますか。

牧原

やはり、お金のあるなしで勉強する

私は将来、結婚して子どもを

辻

すでに予定の２時間を超えてし

まいましたが、どうしても聞いておきた
私が聞きたいのは、やはり選

ままにしておいていいわけがありません。

者がいなくても、ネットで調べてみて、

ただ、そういう時代だからこそ方向

少しでも共感する点を見つけて選挙に

性を見誤ってはいけないと思います。

行ってほしい。１回でも投票すれば、

私も学生時代、奨学金のお世

います。そのとき本当に子育てと仕事

大山

わかりやすい主張をすることは大事だ

それをきっかけに政治が身近に感じら

スが功を奏して、景気は以前より好転

話になって助かった経験があるので、

が両立できるのか、最近の保育園に

挙のことです。たくさんの政党があり、

けど、面白いことを言ったり、甘いこ

れるようになります。

してきています。とくに雇用の面では、

その切実な気持ちはよくわかります。

関するニュースなどを見ていると不安

候補者がいるなかで、どういう基準で

とを言うだけでは無責任ですね。財源

こうした一票って、政治家にとって

失業率は大幅に低下、有効求人倍率

現在、政府では、返済の必要がない

になるのですが。

選ぶのがいいでしょうか。

の裏付けもないのにあれをやります、

みなさんからの手紙、メッセージなん

は過去最高水準。若者の８人に１人

給付型の奨学金を拡充する方向で検

大沼

にもかかわらず、現状はアベノミク

宮川

ここにいる議員は全員、自分

これもやりますという政党は注意した

です。自分に投票する人が増えたら、

の出番でしょうか（笑）。いまちょうど

に投票してほしいと思ってるんじゃな

ほうがいい。それと、むしろ厳しいこ

応援や期待の想いが伝わるし、減れ

保育園不足の問題がクローズアップさ

いかな（笑）
「
。私に一票を預けてくださ

とを正直に言う候補者に注目してもら

ばまだまだ努力不足という厳しいメッ

れていますが、少子化といわれるなか

い」と胸をはって言える活動を続けな

いたいですね。

セージ。名前を書かず白票だっていい。

でも、じつは保育園の数や乳幼児の

きゃいけない。

大沼

受け入れ可能な数はずっと増え続けて

宮川

るんです。ただ、出産後も働きたいと

私たちのほうからしたいぐらい（笑）。

無料にするという政党が現れますが、

いうお母さんがそれ以上に増え、とく

大山さんはどういう基準で選びたいで

その穴埋めをするのは自分かもしれな

な質問をしていただき、私たち議員の

に費用が安く設備が充実している認

すか。

いし、自分の子どもや、ひょっとした

ほうも大変参考になりました。ありが

可保育園に希望が集中するため、い

大山

ら孫なのかもしれません。結局は誰

とうございました。

わゆる〝待機児童〟の問題が起きて

りやすい主張をする政党や人でしょう

かが負担することになるわけです。

いるわけですね。

か。その際はツイッターやフェイスブッ

小林

ここは子育てまっただ中の私

これからは共働き家庭がほとんど
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小泉

たしかに、この質問はむしろ

私が選ぶとするとしたら、わか

私も
「タダより怖いものはない」

と思う。選挙になると何でもかんでも

投票したいという政党や候補

皆さんの想いを伝えに、ぜひ投票に
行ってください。
辻

本日は若者のみなさんに活発

※この座談会は平成28年3月28日に自民党本
部で行われました。

クなども参考にしたいと思います。
辻 清人

の時代になりますから、保育士さん

牧原 日本はいま時代の曲がり角にあ

の待遇改善を図るなどして、若いママ

ります。少子化の一方で、高齢化が加

座談会終了後に全員で記念撮影をし、この日参加してくれた若者たちに「国会

やパパが安心して預けられるように全

速し、財政の赤字はふくらむ一方です。

議員の人もフツーでした」と言われて、うれしいやら悲しいやら。
「政治がぐっと身

力を尽くします。

政治や経済のシステムをはじめ、この

近に感じられるようになりました」などと、ホッとする感想も述べてくれました。

After the round-table talk

司会
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