第三次安倍第二次改造内閣
2016 年（平成 28 年）8 月 3 日発足
安倍総理大臣は内閣改造を行い、第３次安倍第２次改造内閣の１９人の閣僚の陣容を決め、菅官房長官が閣僚
名簿を発表しました。そして、皇居での新閣僚の認証式を経て、正式に発足しました。(NHK ニュース)
20 人中 19 人が右派組織「日本会議系（神道政治連盟を含む）の構成員」。残る一人は公明党（支持母体は創価学会）

職名

氏名

日本会議

「主なスキャンダルと問題発言など」

構成員

所属

特命事
項等

備考

（ウィキペディア参照）

内閣総理大臣

安倍晋三

●
右派組織
日本会議
特別顧問

●世襲議員
利益団体との関係：
「統一協会・国際勝
共連合」「幸福の科
学」「生長の家」「公
明党・創価学会」「安
晋会」「コムスン」「在
日本朝鮮人総聯合
会」「在日韓国人の
実業家」「慧光塾」な
ど

■「2002 年 2 月、早稲田大
学での講演会における田原
総一朗との質疑応答で、
『小型であれば原子爆弾の
保有や使用も問題ない』と
発言。憲法第九条第二項
は、国が自衛のため戦力と
して核兵器を保持すること
自体は禁じていないとの憲
衆議院
法解釈を示した岸内閣の歴 自由民主党
史的答弁を学生たちに紹介
（細田派）
したと説明。」
■「週刊現代は 2007 年 9
月 29 日号において、安倍
が相続税を脱税していたと
の記事を掲載した。内容
は、父・晋太郎が生前、自
身の指定政治団体に『安倍
晋太郎名義』で寄付した 6
億円以上の政治資金を、66
の政治団体に分散させて引
継ぎ、3 億円を脱税した」と
いうものである」
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【前職】
神戸製鋼所、従
業員
実父（自由民主
党総裁）秘書

副総理
財務大臣

麻生太郎

内閣府特命担当大

■「IAEA からの日本の古い

臣（金融担当）

原発耐震指針への警告を

●

無視/IAEA の警告を無視
か。米公電を基に英紙報
道。」

右派組織
日本会議
特別顧問

■外務大臣だった 2007 年
●世襲議員

6 月、大規模な政治資金パ
ーティーを自粛すると定め
た大臣規範に反し、資金管
理団体のパーティを開催し
て約 8470 万円の収入を得
ていたことが、政治資金収
支報告書で分かった。
■2003 年 10 月 20 日にホ

デフレ脱

ームレスについて、「新宿の
ホームレスも警察が補導し
て新宿区役所が経営してい

衆議院

る収容所に入れたら、『ここ

自由民主党

は飯がまずい』と言って出て

（麻生派）

行く。豊かな時代なんだっ
て。ホームレスも糖尿病と
いう時代ですから」と発言。
■総理就任中は原稿の誤
読が大きく報じられ、「首相
の資質がない」と激しいバッ
シングを受けた。
■麻生は政財界の要人と
帝国ホテルのバーなどで会
合を行っていたが、メディア
からは「庶民の感覚と懸け
離れた贅沢をしている」と非
難の対象となった。
■「東京で美濃部革新都政
が誕生したのは婦人が美濃
部スマイルに投票したので
あって、婦人に参政権を与
えたのが最大の失敗だっ
た。」と発言。
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【前職】

却担当

麻生セメント代

内閣総理

表取締役社長

大臣臨時

日本青年会議

代理就任

所会頭

順位第 1
位（副総
理）

（留任）

高市早苗

総務大臣

■「関西国際空港の二期工
事を受注する業者から 514
万円の政治献金を受け
た。」
衆議院
■「熊谷組のダミー献金団
自由民主党
体である都市開発研究会
右派組織
から 100 万円の献金があっ （無派閥）
日本会議
たと報道された。」
▲世襲議員
会員
■「自身の資金管理団体と
（配偶者「山本拓」氏 政党支部が同居しているこ
とで 2245 万円もの事務所
が世襲議員）
費を計上し、その中で約
1770 万円の使途が不透明
だと批判された。」

●

【前職】
近畿大学経済
学部教授
（留任）

金田勝年

法務大臣

■2012 年の第 46 回衆議

●

院議員総選挙で、金田の名
刺を配り投票を呼び掛けて
いた施設長らが公職選挙法

右派組織
日本会議
系 神道
政治連盟
国会議員
懇談会所
属

違反（文書頒布）の疑いで
秋田地検に書類送致され

「初入閣」

た。

【前職】

■2014 年の第 47 回衆議

衆議院

院議員総選挙で、公職選挙 自由民主党
法違反の疑いで、当時金田 （額賀派）
の私設秘書らが略式起訴さ
れた。
■2003 年、貸金業界の政
治団体である全国貸金業
政治連盟が金田のパーティ
ー券を 16 万円分購入して
いた。
■2006 年、家賃が無料の
議員会館に資金管理団体
の「主たる事務所」を置きな
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国家公務員
（大蔵省）

がら、年間 3668 万円もの
事務所費を計上していた。
■牛海綿状脳症感染リスク
による海外牛肉輸入禁止に
関して、輸入早期再開を求
めて運動した外食産業の政
治団体から 40 万円の献金
を受けていた。

外務大臣

岸田文雄
【前職】
内閣総理 日本長期信用

■憲法改正に賛成

●

衆議院

■集団的自衛権の行使を

自由民主党 代理就任 衆議院議員岸
禁じた政府の憲法解釈を見 （岸田派） 順位第 5 田文武秘書
直すことに賛成。

右派組織
日本会議
会員

大臣臨時 銀行員

●世襲議員

位

■原子力規制委員会の新

（留任）

基準を満たした原発は再開
すべきとしている。

文部科学大臣

松野博一
■戦前に日本軍が慰安婦

●

を強制連行したとする主張
に反対しており、米紙「慰安
婦」否定意見広告にも賛同

右派組織

した。

日本会議

■憲法改正と集団的自衛

支援組織

権の行使に賛成。

「日本会議
国会議員
懇談会」所
属。神道
政治連盟
国会議員
懇談会所
属

■アベノミクスを評価する。
■軽減税率の導入に賛成。
■村山談話・河野談話を見
直すべき。
■特定秘密保護法は日本
に必要。
■選択的夫婦別姓制度の
導入に反対。
■女性宮家の創設に反対。
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衆議院

「初入閣」

自由民主党

【前職】

（細田派）

ライオン従業員

塩崎恭久

厚生労働大臣

■「元・新宿高校全共闘活
動家。消費者金融業界の政

●
右派組織
日本会議
会員

【前職】

治団体『全国貸金業政治連
盟』（全政連）からパーティ

衆議院

ー券購入などにより資金提

自由民主党

供を受けていると報じられ

（岸田派）

日本銀行職員
政治家秘書
（留任）

た。」
●世襲議員

■「塩崎の地元後援会と自
民党の選挙区支部の事務
所費に関して、2005 年に
1330 万円の使途不明金が
あると報じられた。」

山本有二

農林水産大臣

■山本の後援会が 2012～

●

2013 年に選挙区内など県
内の葬儀で枕花代として計
約 98 万円を支出していたこ

右派組織

とが 2015 年に発覚した。公

日本会議

職選挙法は政治家の後援

支援組織

団体が選挙区内の人に枕

「日本会議

花や香典を贈ることを禁じ

衆議院

国会議員

ている。山本氏の事務所は

自由民主党

懇談会」所

「事務的なミス」と主張し、

属

2015 年 12 月に政治資金収
支報告書の訂正を申し出

神道政治

た。

連盟国会

■安倍内閣初閣議後の記

議員懇談

者会見で、政府が臨時国会

会所属

に提出する予定の貸金業
規制法改正案について、
「厳しくすればいいというわ
けではない」「多重債務をな
くす一方で、必要な人にお
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（石破派）

【前職】
弁護士

金が行き渡るようにもしなけ
ればならない」と述べ、グレ
ーゾーン金利が必要である
との認識を示した。なお、日
本共産党の機関紙しんぶん
赤旗によれば、消費者金融
など貸金業界の政治団体
「全国貸金業政治連盟」（全
政連）から政治献金を受け
ている。

世耕弘成

経済産業大臣
内閣府特命担当大

■「自民党の“参謀”」と呼

臣（原子力損害賠
償支援機構担当）

ばれていることについて、非

●

常に誇りに思っていると述
べている。一方、世論を操
る人間と見なされることには

右派組織
日本会議

嫌悪感を示し、特に、「自民
●世襲議員

党のゲッベルス」との評価

支援組織

があったことについては、

「日本会議

「これは冗談じゃない。そん

国会議員

なつもりでやってないし、メ

懇談会」所

ディアをコントロールしたり

属

操ったりできるなんて思って
いませんから、あれは本当
に嫌な評価でしたね」と述
べている。
■憲法改正・96 条改正に賛
成。
■集団的自衛権の行使を
禁じた政府の憲法解釈を見
直すことに賛成。
■日本の核武装に反対。
■日本の TPP 参加に賛
成。
■死刑制度の存続に賛成。
■一院制の導入に反対。
■外国に原発を輸出するこ
とに賛成。
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「初入閣」
【前職】
原子力経

参議院

済被害担

自由民主党 当
（細田派）

産業競争
力担当

日本電信電話
株式会社関西
支社経理部経
理担当課長、本
社広報部報道
担当課長

■日本軍が慰安婦を強制
連行したとする主張に反
対。

石井啓一

国土交通大臣

【前職】

■首相は靖国神社に参拝
すべきでないとしている。

衆議院

国家公務員（建

■「村山談話」及び「河野談

公明党

設省）
（留任）

話」を見直すべきでないとし
ている。
■特定秘密保護法を必要と
している。

山本公一

環境大臣

■2012 年、山本の親族ら
が経営する「盛運汽船」（宇

●
支援組織
「日本会議
国会議員
懇談会」所
属
神道政治
連盟国会
議員懇談
会所属

【前職】

和島市が支払った離島航

右派組織
日本会議

「初入閣」

和島市栄町港 2 丁目）に宇

●世襲議員

路補助金は、前提事実が誤

1970 年、慶大を

っており違法として、2005

卒業し関西汽船

年 10 月～2010 年 9 月に支

に入社する。

払った補助金計約 2 億

1981 年、盛運

9849 万円を同社などに返

汽船取締役社

還させるよう石橋寛久市長
に求める住民訴訟が松山
地裁に起こされた。
■憲法改正に賛成。
■集団的自衛権の行使を
禁じた政府の憲法解釈を見
直すことに賛成。
■日本の核武装について
検討すべきでないとしてい

衆議院
自由民主党
（谷垣グルー
プ）

長に就任。その
後宇和島ケーブ
ルテレビ取締
役、愛媛経済同
友会幹事を歴
任。
1991 年、愛媛
県議会議員選

る。

挙に出馬し、初

■原子力規制委員会の新

当選。

基準を満たした原発は再開
すべきとしている。
■日本の TPP 参加に反
対。
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稲田朋美

防衛大臣

■稲田が代表を務める自
民党県第 1 選挙区支部が

●

2014 年の衆院選投開票前
に、日本歯科医師連盟（日
歯連）から 30 万円の寄付を

右派組織

受けていた。

日本会議

■2011 年 8 月 1 日、鬱陵

会員

島を視察する自民党議員団
の一員として韓国に行った
（佐藤正久と新藤義孝も参
加）が、韓国外務省より全
員が反韓活動者としてペル
ソナ・ノン・グラータ(外交上

「前職」

好ましからざる人物)通告、

1990 年（平成 2

入国を拒否された。

年）税理士登

■日本共産党の機関紙し
んぶん赤旗で、在特会関係
者の女性が稲田の資金管
理団体「ともみ組」にも 2010

録、西梅田法律

衆議院

事務所勤務
自由民主党 安全保障
(細田派)

法制担当

2004 年（平成

年 7 月 1 日に 1 万 6000 円

16 年） 弁護士

の献金をしていると報じられ

法人光明会代

た。

表就任

■毎日新聞社の発行する
サンデー毎日は 2014 年 10
月 5 日号で稲田の資金管
理団体が 2010 年〜2012
年、「在日特権を許さない市
民の会」（在特会）の幹部と
行動する 8 人から計 21 万
2000 円の寄付を受けたとし
て、稲田について「在特会と
の近い距離が際立つ」と報
じた。
■北海道新聞は、加藤紘一
の実家が右翼団体幹部に
放火された事件（加藤紘一
宅放火事件）については、
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「対談記事が掲載された 15
日に、加藤紘一先生の家が
丸焼けになった」と「軽い口
調で話した」とし、発言に対
する会場の反応について、
「約 350 人の会場は爆笑に
包まれた」「言論の自由を侵
す重大なテロへの危機感
は、そこには微塵もなかっ
た」と報じた。

内閣官房長官

菅義偉
■「ソフトウエア興業から献

●

金。９８～０９年にかけて２４
万～５０万円の企業献金を
受領していた。」

右派組織
日本会議
副会長

■「事務所費問題」2007
年、菅が代表を務める自民
党支部と後援会が、いずれ
も菅氏本人の所有するビル

沖縄基地

に「主たる事務所」を置きな

負担軽減

がら、2005 年分の政治資
金収支報告書に計約 1956
万円の事務所費を計上して

衆議院
自由民主党
（無派閥）

担当

大臣臨時 秘書
代理就任

このため、第 1 次安倍内閣

順位第 2

での官房長官就任が見送

位

■「大臣規範違反疑惑」 第
1 次安倍内閣の総務大臣
任期中、大規模な政治資金
パーティを自粛すると定め
た大臣規範に反し、パーテ
ィを開催して約 3180 万円の
収入を得ていたことが政治
資金収支報告書で分かっ
た。
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衆議院議員

内閣総理 小此木彦三郎

いたことが明らかになった。

られた。

「前職」

（留任）

■「補助金企業からの献
金」政治資金規正法は、国
から補助金交付決定の通
知を受けた企業に対し、そ
の後１年間は政党（支部を
含む）や資金管理団体への
政治献金を禁じているが、
菅が代表を務める政党支
部が、農林水産省の補助金
の交付決定を受けた横浜
市南区の造園会社から
2011 年～2013 年に計 29
万円の献金を受けていたこ
とが明らかになった。
■「迂回献金疑惑」 菅義
偉・官房長官が代表を務め
ていた団体に、日本歯科医
師連盟からの 3000 万円の
献金が複雑なルートを経て
行われた、と報じられた。

今村雅弘

復興大臣

■今村の資金管理団体で

●

ある鉄輪 21・政策研究会
が、2007 年 4 月に東京都
「初入閣」

内で開催した政治資金パー
右派組織

ティーで販売したパーティー

衆議院

日本会議

券約 2460 万円分のうち 50

自由民主党

日本国有鉄道

支援組織

万円分を、佐賀県発注の港

（二階派）

（現 JR 九州）

「日本会議

湾整備工事（浚渫工事）の

国会議員

指名競争入札に絡む談合

懇談会」所

事件で元幹部 2 人の有罪

属、神道

判決が確定していた佐賀市

政治連盟

の建設会社が購入。今村事

国会議員

務所は「談合事件は知って
いたがパーティー券購入に
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【前職】

社員

懇談会所

ついては気づかなかった」と

属

釈明。
■鉄輪 21・政策研究会の
2006 年～2007 年分の政治
資金収支報告書において、
新宿歌舞伎町のキャバクラ
等での飲食代計 3 件約 17
万 4000 円が「組織活動費」
の名目で計上されていた。
■2006 年～2008 年分の政
治資金収支報告書では、手
品が披露されるバーでの飲
食費計 7 件約 63 万 7000
円を同様に「組織活動費」
の名目で計上していた。
■2009 年分の政治資金収
支報告書でも、キャバクラで
の遊興費約 5 万 2 千円を
「政治活動費」の名目で計
上していた。
■朝日新聞の報道によれ
ば、今村自身が代表を務め
る政党支部を経由させ、150
万円を自身の資金管理団
体に寄付し、税法上の優遇
を受けていた。

国家公安委員
会委員長

松本 純

国家公安委員長兼
行政改革担当相

「初入閣」

■日本共産党の機関紙し
んぶん赤旗に、2002 年、医

●

薬業界の医療保険財政を
原資にしている 6 つの政治

神道政治
連盟国会
議員懇談
会所属

●世襲議員

衆議院
自由民主党
（麻生派）

【前職】
薬剤師の資格を
取得し、大学卒

団体から松本へ 3700 万円

業後はエスエス

の献金があり、2001 年にも

製薬に勤務。

2200 万の献金があったと報
じられた。
■憲法改正に賛成。
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■集団的自衛権の行使を
禁じた政府の憲法解釈を見
直すことに賛成。
■日本の核武装について
検討すべきでないとしてい
る。
■原子力規制委員会の新
基準を満たした原発は再開
すべきとしている。
■女性宮家の創設に反対。
■選択的夫婦別姓制度の
導入に反対。

内閣府特命担
当大臣

鶴保庸介

沖縄・北方担当相

■鶴保が代表を務める自

●

民党支部は、女性が接客す
るキャバクラやラウンジの
飲食代 5 回分、計約 25 万

神道政治

6 千円を政治活動費として

連盟国会

支出していた。

議員懇談
会所属

「初入閣」

■2004 年の時点では選択
的夫婦別姓制度の導入に

参議院

反対し、2010 年には選択的 自由民主党
（二階派）
夫婦別姓制度の導入に反
対する請願を提出してい
る。2004 年の時点では「例
外的に認める」制度であれ
ば賛成、としていた。一方、
2016 年の朝日新聞の調査
では、選択的夫婦別姓制度
の導入についての選択式ア
ンケート調査で「賛成」とし
ている。
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【前職】
大学卒業後、衆
議院議員小沢
一郎の秘書を務
める。

【前職】

内閣府特命担
当大臣
経済財政政策担
当

大学卒業後、日

石原伸晃

本テレビ放送網
に入社。

■石原の政党支部が、それ

●

ぞれ国交省の補助金交付

報道局に入局し、

が決まっていた企業から寄

大蔵省や外務省、

付を受けていたことが、

首相官邸等を担当

神道政治

2015 年発覚した。政治資金

した。1989 年、日

連盟国会

規正法では、補助金交付決

本テレビを退社。

定から 1 年以内の企業から

出馬以前は日本テ

の寄付を禁じている。

レビの記者だった。

■2012 年 9 月 13 日、TBS

運輸省を担当して

新宗教・崇

系のテレビ番組にて、東京

いたとき、あの日

教真光の

電力の福島第一原発事故

航機の御巣鷹山事

信者

により汚染された土壌の保

故が起きる。しか

管先について「福島原発第

し、ご本人は海外

一サティアンしかない」と発

旅行中。不測の事

議員懇談
会所属

●世襲議員

言した。オウム真理教が、
教団関連施設をサティアン
（サンスクリット語で「真理」）

衆議院

態だから、これは

自由民主党

仕方がない。ただ

（石原派）

日航を所管する官

と呼称していた為、「配慮を

庁の担当記者だ。

欠く発言との批判も出かね

普通なら一目散に

ない」と報じられた。

帰国して、死に物

■2014 年 6 月 16 日、官邸

狂いで取材にあた

にて記者団に対し、東京電

るはずだ。ところが

力の福島第一原発事故に

なんと、石原氏は

関する除染廃棄物を保管す

そのまま旅行を続

る国の中間貯蔵施設建設

けた。それなりの

について「最後は 金目

理由もあるそうだ

（かねめ） でしょ」と発言し

が、誰が何と言お

た。

うと言うまいと、記

■2012 年 2 月 6 日、スポニ

者ならば戻ってくる

チに“BS 朝日のテレビ番組

はずだ。この「のん

で、胃ろう措置について「人

気さ」は大人物の

間に寄生しているエイリアン

片鱗か。しかし、将

が人間を食べて生きている

来、総理になること

みたいだ」と発言した”と報

があるとすれば、

じられた。

危機管理の意識は
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しっかりもってほし
いものだ。
（自由民主党幹事
長 石原伸晃 －4
選を決めた石原都
知事の「のん気」な
跡取り。鹿吉大基
より）

内閣府特命担

加藤勝信

当大臣
１億総活躍兼女性
活躍兼拉致問題担
当相

■2015 年、自民党の勉強

●

会「文化芸術懇話会」にお
いて論争となる発言をした
●世襲議員

右派組織
日本会議
会員

百田尚樹の講演について、
「意見は拝聴に値する」と述
べた。

「前職」

■文化芸術懇話会におけ

国家公務員（大

る百田尚樹発言＞「沖縄の

蔵省）

2 つの新聞は潰さないとい
けない」「あってはいけない
ことだが、沖縄のどこかの
島が中国に取られれば、目

衆議院
自由民主党
（額賀派）

加藤六月衆議
院議員秘書

を覚ますはずだ」「米兵が犯

川崎医療福祉

したレイプ犯罪よりも、沖縄

大学客員教授

県全体で沖縄人自身が起
こしたレイプ犯罪の方が、
はるかに率が高い」と発言。
軍隊を持たないナウル、バ
ヌアツ、ツバルなどを名指し
して「くそ貧乏長屋。とるも
のも何もない」「アイスランド
は年中、氷。資源もない。そ
んな国、誰がとるか」などと
述べた。
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内閣府特命担
当大臣

山本幸三

（地方創生）

●

■2013 年、山本自身が代
表を務める政党支部を通し
て 725 万円を自身の資金

右派組織

管理団体などに寄付し、税

日本会議

の優遇を受けていたことが

会員

●世襲議員

わかった。
■2009 年 7 月 21 日、元私

神道政治

設秘書が北九州市のレンタ

連盟国会

ルビデオ店に押し入って約

衆議院

議員懇談

10 万円を奪った容疑で逮

自由民主党

会所属

捕された。

（岸田派）

■日本の TPP 参加には反

「初入閣」
【前職】
国家公務員（大
蔵省）

対の立場を取る。
■日本の核武装について
は、今後の国際情勢によっ
ては検討すべきとしている。
■日本ユニセフ協会のアグ
ネス・チャンに児童ポルノ禁
止法の改正で漫画・アニメ・
ゲームを規制する事を約
束。
■選択的夫婦別姓制度導
入について反対。

五輪担当大臣

丸川珠代

参議院
自由民主党

■「人材派遣会社広告記

●
日本会

連盟」所
属

員（アナウンサ

年 2 月 25 日付け日本経

ー）

た、人材派遣会社・ヒュー

道政治
●世襲議員

テレビ朝日社

事への登場問題」 2013
済新聞紙面に掲載され

議系「神

（細田派）

「前職」

マントラストの広告に登場
し（内容は同社社長・阪本
美貴子との対談形式）「日
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雇い派遣の原則禁止は見
直すべき」と発言した他、3
月 15 日にも衆議院厚生労
働委員会で「見直しは省の
見解」と繰り返した（実際は
見直し検討などされていな
い。
■「事実誤認」 2015 年 7
月 13 日の自民党のネット
番組「平和安全法制のナ
ゼ？ナニ？ドウシテ？」に
おける「ピースボートに乗
った民主党の辻元清美が
自衛隊に守ってもらった」
との丸川の発言に対し、辻
元から「乗船もしていない
し、指示もしていない」と抗
議をうけ、辻元に直接謝罪
した。

（写真）NHK NEWS より
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「ごりごりのタカ派」が防衛大臣 社民幹事長
2016 年 08 月 04 日 06:14

Economic News

社会民主党の又市征治幹事長は３日の第３次安倍第２次改造内閣について「入閣待機組・約７０人の在庫一掃セール
のよう」と酷評した。
また、稲田朋美自民前政調会長の防衛大臣就任について「稲田氏は安倍首相の『お友達』であり、加えて、極東国際
軍事裁判（東京裁判）に疑問を唱え、政調会長として党の歴史検証組織の設置を主導した。若手保守派グループ『伝統
と創造の会』の会長を務めるとともに、行政改革担当相時代も靖国神社参拝を欠かさない『ごりごりのタカ派』であり、対
アジア外交にも影響を与えかねない。『戦力の不保持』を定めた憲法９条２項の改正が持論である稲田氏の防衛相への
起用は改憲シフトで、きわめて危険」と警戒した。
また、加藤勝信一億総活躍担当大臣が「働き方改革担当相」を兼務することに「多岐の分野にわたり、多くの法案を抱
える厚生労働大臣を補佐する意味もあるというが『働き方改革』の名の下に、残業代ゼロ制度や解雇の金銭解決ルール
の導入など、労働法制の改悪を一層加速しようとすることは許されない」とけん制した。
そのうえで、又市幹事長は「９月下旬にも召集される臨時国会では事業規模で２８兆円の経済対策を実施するための
補正予算、消費税増税延期法案、ＴＰＰ協定、労働基準法改悪法案などが大きな課題となる。また安倍政権が狙う明文
改憲に向け、憲法審査会の議論も始まる」とし「社民党は野党共闘や市民連携を強め、戦争法制の発動や辺野古新基
地建設、ＴＰＰ参加、労働法制の改悪、原発再稼働など、アベ政治の暴走を止めるため、全力で対決する」と対決姿勢を
より鮮明にした。（編集担当：森高龍二）

「総理のお友達だけの自己満足集団」内閣に酷評
2016 年 08 月 04 日 06:08

Economic News

生活の党の小沢一郎代表は３日、第３次安倍第２次改造内閣について「年金運用に失敗した厚生労働大臣を留任、放
射線への無知が露わになった環境大臣を横滑りと相変わらず理解に苦しむ人事で、論評するに値しないもの」と酷評し
た。小沢代表は「安倍内閣は、もはや総理のお友達だけの閉鎖的な自己満足集団となっている」とも指摘した。稲田朋
美自民党前政調会長の防衛大臣起用や丸川珠代前環境大臣の五輪担当大臣への横滑り、高市早苗総務大臣の留
任、塩崎恭久厚生労働大臣の留任、岸田文雄外務大臣の留任、石原伸晃経済再生担当大臣の留任などなどを指して
いるものと思われる。

小沢代表は「一日も早くこの内閣を打倒することが、この国と国民のためになる」と断言し「来るべき総選挙に向け
てしっかりと準備をしていきたい」と安倍政権を終わらせるために奮起する姿勢を示した。（編集担当：森高龍二）
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日本会議
公式ホームページでは「美しい日本の再建と誇りある国づくりのために、政策提言と国民運動を行ってい
る民間団体」と自称している。1997 年 5 月 30 日に「日本を守る会」と「日本を守る国民会議」とが統合して
組織された。「守る会」は、神道・仏教系の保守的な政治観を持つ宗教団体によって 1974 年 4 月に結成、
政治課題に対して様々な政治運動を行っていた。一方、「国民会議」は、元号法制化を目的に、やはり最
高裁判所長官を務めた石田和外らの呼びかけによって 1978 年 7 月に結成された「元号法制化実現国民
会議」をもとに、これを改組してつくられ、やはり政治運動を行っていた。
初代会長はワコール社長の塚本幸一。塚本の死後は、日本商工会議所会頭の稲葉興作が第 2 代会長
に就任。現在の会長は最高裁判所長官を務めた三好達。神社本庁、解脱会、国柱会、霊友会、崇教真
光、モラロジー研究所、倫理研究所、キリストの幕屋、仏所護念会、念法真教、新生佛教教団、オイスカ・イ
ンターナショナル、三五教、生長の家等、宗教団体、宗教系財団法人等が多数参加している。特に神社本
庁とは、「建国記念の日奉祝式典」や皇室関連の問題への取り組み等、人的交流も盛んである。

活動
主な活動には次のものがある。■「日本の皇室関連の運動」 ■「男系による皇位の安定的継承を目的と
した皇室典範改正」 ■「皇室の地方行幸啓の際の奉迎活動」 ■「改憲運動」 ■「地方、中央に於ける
憲法シンポジウム・講演会の開催」 ■「憲法改正要綱の作成」 ■「教育関連の運動」 ■「学校教科書に
於ける自虐的、反国家な記述の是正」 ■「親学にもとづく、親への再教育、いじめ撲滅等を目的とした『家
庭教育基本法』」の制定」 ■「教育委員会制度の改革」 ■「公共心、愛国心、豊かな情操、教育等を盛
り込んだ『新教育基本法』」の制定（2006 年制定）」 ■「『国旗国歌法』」の制定（1999 年制定）」

国防関連の運動
■海上保安庁法等の改正（一部改正） ■平時における自衛隊の領域警備に関する役割を定める法律の
制定 ■自衛隊法の改正等による「有事法制」の整備 ■靖国神社関連の運動 ■首相の靖国神社参拝
■靖国神社に代わる無宗教の「国立追悼施設」建設反対 ■極端な男女平等思想への反対運動 ■「選
択的夫婦別姓法案」反対 ■「ジェンダーフリー」運動反対 ■日本の主権を侵害すると見做した動きへの
反対運動 ■「外国人参政権付与法」反対 ■「人権機関設置法」反対 ■「自治基本条例」制定反対
■その他 「支部組織の充実」

批判
女性権利擁護団体などからは、反ジェンダー運動など、属する宗教団体の思想・活動を反映した活動が
多いという批判がある。同団体が推進しているという親学に関しては、「発達障害児は笑わない」や「発達
障害は予防可能」といった、障碍者に対する差別・誤解を助長するとして、親学推進議員連盟等の関連団
体に抗議が寄せられた。
18 / 19

報道
日本国内
■朝日新聞は、この団体について、「右派」「保守系」とされる団体では国内最大級の組織であり、安倍晋
三と思想的にも近く、集団的自衛権の行使を認める閣議決定の際にも、支持する見解を出した、と報道し
た。また、男女共同参画に反対している団体である、とも報道している。
■東京新聞は、この団体を「日本最大の右派組織」である、と報じた。また、2013 年の安倍内閣の閣僚 19
人のうち 13 人が懇談会のメンバーであり、また、日本会議地方議員連盟所属の議員が全体定員の 40%を
越える県議会が国に 15 に及ぶ。朝鮮人強制徴用犠牲者追悼碑撤去請願を採択した群馬県議会もそのう
ちのひとつ、と報じた。また、「日本会議の前身の『日本を守る会』は、過去の満州地域侵略を主導した将
校らの思想的バックボーンになった宗教右派の流れとしたパートナーであり、（もう一つの母体である）『日
本を守る国民会議』は右翼と結びついた組織」等の識者の批判を報じている。
■しんぶん赤旗は、2014 年の第２次安倍改造内閣においては、閣僚 19 人のうち、15 人が懇談会のメン
バーであると報じている。

日本国外
■アメリカのニューヨーク・タイムズはこの団体を「ナショナリスト組織」とした。その主張から、この団体を「右
派組織」や「日本最大級の国粋主義者団体」と評する意見が日本国外のマスコミにもある。
■イギリスのエコノミストは「伝統的価値」への復帰と旧日本軍の悪行への「謝罪外交」の否定を主張する
「ナショナリスト・シンクタンク」と報道した。
■韓国の聯合ニュースは、この団体が、日本の右傾化の流れに相当な影響力を行使している、と報じてい
る。
出典 ウィキペディア
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