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１．みんなの党ができるまで 

 

「みんなの党」ができる萌芽は 1980 年又は 1990 年代後半まで遡ることができると思います。 

 1977 年の大平正芳政権による「一般消費税」導入の失敗により、1980 年代の鈴木善幸政権、中曽根康弘政権では歳

入ではなく、歳出削減を行う行政改革が進められました。その後も基本的にはその基本方針は踏襲されていたと思い

ます。その後、高齢化の進展と共に徐々に財政悪化は明らかとなり、橋本龍太郎政権・小泉純一郎政権で抜本的な行革

が行われました。 

 

 特に、橋本龍太郎政権下の 1997 年に設置された行政改革会議の最終報告において、「この国のかたち」を憂えた政

治家や官僚により、以下のように文章がまとめられました。 

はじめに 

本行政改革会議は、平成 8 年 11 月 28 日、第 1 回の会合をもち、①21 世紀における国家機能の在り方、②それを

踏まえた中央省庁再編の在り方、③官邸機能の強化のための具体的方策、を主要な検討課題とすることを確認し、

爾来、このたびの行政改革がもつ歴史的文脈を意識しつつ、かつ、既に進められてきている経済構造改革や財政・

社会保障改革等の検討状況を視野に入れ、鋭意審議を行ってきた。この間、われわれは、有識者との意見交換や海

外事情調査、地方における一日行政改革会議の開催、各省庁からのヒアリング等を経て、本年 8 月 18 日から 21

日、11 月 17 日から 21 日にかけての二度にわたる集中審議を含め、延べ 50 有余回の会議を開催し、真剣な討議を

重ねた結果、今回の合意に到達した。 

 

 今回の行政改革の要諦は、肥大化・硬直化し、制度疲労のおびただしい戦後型行政システムを根本的に改め、自

由かつ公正な社会を形成し、そのための重要な国家機能を有効かつ適切に遂行するにふさわしい、簡素にして効率

的かつ透明な政府を実現することにある。そのような観点に立って、具体的には、まず第一に、内閣・官邸機能の

抜本的な拡充・強化を図り、かつ、中央省庁の行政目的別大括り再編成により、行政の総合性、戦略性、機動性を

確保すること、第二に、行政情報の公開と国民への説明責任の徹底、政策評価機能の向上を図り、透明な行政を実

現すること、第三に、官民分担の徹底による事業の抜本的な見直しや独立行政法人制度の創設等により、行政を簡

素化・効率化すること、を目指すものとする。徹底的な規制の撤廃と緩和を断行し、民間にゆだねるべきはゆだね、

また、地方公共団体の行うべき事務への国の関与を減らすことが、その大前提となる。そして、こうした行政機構

の再編成と並んで、その運営を支える公務員の任用の在り方について適切な工夫をこらすものとする。 

われわれの取り組むべき行政改革は、もはや局部的改革にとどまり得ず、日本の国民になお色濃く残る統治客体

意識に伴う行政への過度の依存体質に訣別し、自律的個人を基礎とし、国民が統治の主体として自ら責任を負う国

柄へと転換することに結び付くものでなければならない。 

 「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」（憲法前文）という日本国民の願いは、このような政府

を基盤として、国際社会に対して独自の提案や価値の発信を行い、公正なルール作りに向けて積極的な参画を行う

ことによってはじめて実現され得るものと信ずる。 

 国民各位・各層におかれては、日本が直面する困難な事態を認識され、本報告に対する理解と支援を寄せられる

ことを願うものである。  



 以上のように、「はじめに」では、「日本の国民になお色濃く残る統治客体意識に伴う行政への過度の依存体質に訣

別し、自律的個人を基礎とし、国民が統治の主体として自ら責任を負う国柄へと転換する」ことに結びつくものとし

て「行政改革」を捉え、この考え方に基づいて、中央省庁改革並びにこの後に続く地方分権が進められていくことにな

ったと思います。 

 

 この行政改革を強力に推し進めた橋本龍太郎首相の内閣総理大臣首席秘書官をしていたのが、みんなの党の創設メ

ンバーである江田憲司先生（現 民進党代表代行）で当時、通産省官僚でした。 

 江田先生は 1998 年、橋本内閣の退陣に伴い通産省へ戻らず退官し、2000 年の衆議院選挙に立候補（落選）、2002

年に当選、2003 年に落選と曲折を経て 2005年に無所属で当選し、2006 年に橋本龍太郎元首相が亡くなった後の 2008

年、「官僚国家日本を変える元官僚の会（脱藩官僚の会）」を結成し代表幹事に就任しました。 

 

＊＊＊＊＊ 

 

 中央省庁再編などの行政改革が急速に進展する中で、行政組織を担う国家公務員の人事管理の在り方についても新

たな時代にふさわしいものに改めていく動きが出てきました。 

 1997 年に橋本龍太郎首相から公務員制度調査会に対して、「国家公務員に関する制度とその運用の在り方について

の全般的な見直し」について諮問がなされ、1999 年小渕恵三首相に対して「公務員制度改革の基本方向に関する答申」

がなされました。このあと森喜朗政権の 2000 年に「行政改革大綱」が閣議決定され、「国家公務員、地方公務員制度

の抜本的改革」として、公務員の信賞必罰の人事制度の確立、再就職に関する合理的且つ厳格な規制など 6 つの改革

がまとめられました。 

 1995 年、自民党の渡辺美智雄 元副総理が死去し、後継で渡辺喜美先生（現・日本維新の会副代表）が 1996 年に菅

義偉先生（現・内閣官房長官）らと同期当選しました。 

 2006 年第 1 次安陪晋三政権において、渡辺先生は内閣府特命担当大臣（規制改革）に就任し、国・地方行政改革担

当、公務員制度改革担当、地域活性化担当、道州制担当のポストを担当し、在任中は国家公務員の再就職を一元的に管

理する「人材バンク」や「中央省庁幹部の 1 割の公募制」導入を提唱し、2008 年福田政権途中まで「行政改革大綱」

にある「国家公務員、地方公務員制度の抜本的改革」に沿って活躍をされてきました。 

 しかしながら実際は、公務員制度改革について様々な意見が出されることになり、審議可決されることは少なく廃

案になったということです。 

  

 2008年 9 月のリーマンショックの影響が日本に及び、日本の経済状況・雇用環境が急速に悪化し閉塞感が日本を覆

う中、渡辺喜美先生は、2008 年 12 月ねじれ国会による民主党提出の「麻生太郎首相に対する衆議院の解散総選挙を

要求する決議案」に与党議員でただ 1 人賛成し、自民党から処分を受けました。 

 自民党の渡辺喜美・元金融担当相は２４日午後、同日の衆院本会議で民主党が提出し、与党の反対多数で否決さ

れた衆院解散・総選挙を求める決議案に賛成に回ったことについて「今の（政治の）閉塞（へいそく）感を打破す

るには解散・総選挙しかない。国会議員の原点に立ち返って賛成した」と語った。 

 また、予想される党からの処分については「甘んじて受ける」と語った。記者団に対して述べた。 

 渡辺元金融担当相は、賛成した理由について「麻生（太郎）内閣はもともと解散・総選挙を期待されて組閣した。

しかし、解散・総選挙が延び延びになり、発言が二転三転している。二転三転する中で、閉塞感が充満してくるの

は、政治にとっていいことではない。閉塞感を打破するには解散・総選挙だ」と繰り返した。 

 今後の対応については、党から処分が下されれば受けるとしながら、自発的に自民党を離党する考えはないと表

明。民主党など野党との連携の可能性も否定した。 

（ロイター2008.12.24） 



２．みんなの党の結党 

 

2007 年、第一次安倍晋三政権は窮地に立っていました。 

 松岡利勝農林水産相（自殺）、佐田玄一郎元行政改革担当相（後任は渡辺喜美先生）、赤城徳彦元農林水産相が「政治

とカネ」の問題で辞任し、久間章生防衛大臣、柳沢伯夫厚生労働大臣が不適切発言で辞任するなど激震が走り続けま

した。 

 遂に 2007 年 9 月安倍晋三首相が体調不良のため総辞職し、福田康夫政権へと引き継がれ、解散総選挙による挽回を

図って、世間で人気を博していた麻生太郎政権が 2008 年 9 月 24 日に発足しましたが、前後してリーマンショック

（2008年 9月 15 日）が発生し、解散総選挙の時機を逸した形となりました。 

 

 年を越して 1 月 13 日、渡辺喜美先生が自民党を離党。2 月 11 日に「国民運動体」を無所属だった江田憲司先生と

共に発足させ、松下幸之助氏の薫陶を受けた PHP総合研究所社長の江口克彦先生や、評論家の堺屋太一氏らの後援を

受けて、全国でタウンミーティングを重ね、機運醸成を図っていきました。公募による新しい政治団体名を「国民運動

体 日本の夜明け」としました。「日本の夜明け」は坂本竜馬のセリフとして有名です。 

 

 政策新人類として公務員制度改革や金融改革を進めてきた渡辺喜美先生、橋本龍太郎首相秘書官時代から中央省庁

改革と規制改革に執念を燃やしてきた江田憲司先生、また戦前からあった道州制議論を 2003 年小泉純一郎政権によ

る道州制検討の開始以後に行われた道州制度の議論において、渡辺喜美道州制担当大臣時代に「道州制ビジョン懇談

会」の座長として中間報告を行うなどした江口克彦先生（1968 年改めて「廃県置州論」で展開した松下幸之助氏の系

譜を受け継ぐ）が結集して、「この国のかたち」を抜本的に変えようと試みた取り組みだったと思います。 

 

＊＊＊ 

 

 第 45 回衆議院議員総選挙（2009年 8 月 18 日告示、8 月 30 日執行）の直前 8 月 8 日に民主党を離党した浅尾慶一

郎氏、自民党を離党した山内康一氏、広津素子氏と渡辺先生、江田先生の 5 人が集まり、「みんなの党」を結党しまし

た。「みんなの党」の以下の結党宣言にあるように、「国民運動体 日本の夜明け」の流れをそのまま汲むもので、脱中

央集権（地域主権・地方分権）、脱官僚（公務員制度改革と国民主権）、生活重視（消費税反対など）を軸とするもので

した。 

 

 2009 年 8 月 30 日執行の総選挙において、みんなの党は 5 名（渡辺先生、江口先生、浅尾氏、山内氏、柿沢氏）の

国会議員を維持し、政党要件を満たすことになりました。 

 

 

 



 

 

 

 

「結党宣言」 

今、日本は分水嶺の上に立っている。 

  来るべき総選挙は、この国が、世界一の少子高齢化の重圧をはねつけ、再び活力を取り戻して豊かな未来を切り

拓いていけるのか、それとも、国民不在の、利権や既得権益のしがらみにどっぷりと浸かった自民党政治を続けて

いくのか、が厳しく問われる歴史的な選挙となる。 

  我々は、当たり前の自由社会、当たり前の民主主義、当たり前の国家を希求する。しかるに、日本の国家経営の

歪みは、自民党政権下で持続不可能な極点に達した。霞が関が、政治をコントロールする「官僚内閣制」、地方を支

配する「中央集権体制」、民間を統制する「天下りネットワーク」。これらの「戦後レジーム」が劣化し、国家衰亡

の根本原因となっている。 

  こうした中で我々は、まずは、非自民勢力を結集し、総選挙で少なくとも「政権交代」を実現したいと考えてい

る。長年 続いてきた自民党と霞が関・官僚との「腐れ縁」を断ち切るだけでも、秘匿された情報や隠された財源

等が明るみになり、この国の政治・行政は一変すると信じるからだ。 

  ただ、我々は、「非自民政権」の樹立だけでは満足しない。政権交代して民主党中心の政権になったからといって

「バラ色」か？ というとそうではないからだ。今の国民の「自民党には不満がいっぱいだが、民主党には不安が

いっぱい」、すなわち、そんなにお金をばらまいてこの国の将来は大丈夫なのか、公務員労組依存で公務員の削減や

給与カットなど行政改革関連のマニフェストが本当に実現できるのか、自民党以上に党内バラバラで官僚主導の政

治は改まるのか、外交・安全保障政策で一本化できるのか等々の懸念が尽きないからだ。我々は、こうした不安や

懸念をもつ有権者の受け皿が必要だと考えている。そして、自民がどうした民主がどうしたという次元を超えて、

「政治そのもの」を変えていきたい。 

  そのためにここに、我々は、特定の業界や労働組合に依存することなく、一人ひとりの国民に根ざした政党、「み

んなの党」を結成することとした。この、しがらみのない立場から国民本位の政治、改革を断行し、真の「国民政

党」たらんと決意している。 

  我々「みんなの党」は、今の「政党政治」は「ニセモノの政党政治」だと考えている。同じ政党内でありながら

考え方が違い、議員同士が足を引っ張り合う中で、最後はその間隙を縫って官僚が出てきて、足して二で割る当た

り障りのない、さして効果もない政策しか打ち出せない。こうした「寄り合い所帯」化した今の政党政治では、い

つまでたっても、この国に「夜明け」は来ない、「官僚の世」を終わらせることはできないと考えるからだ。 

  したがって、我々「みんなの党」は、政権交代後の更なるステップとして、今の政党政治を整理整頓して、政治

理念や 基本政策ぐらい一致させた「真っ当な政党政治」の実現、すなわち、「政界再編」を究極の目標とするもの

である。 

  我々「みんなの党」は、このため、「脱官僚」「地域主権」という理念、政策の旗印を大きく掲げて、今後、この

政界再編の荒波の中で、政党横断的に改革派を糾合する「触媒政党」の役割を果たしていけたらと思う。 

  そして、真の「脱官僚政権」を樹立し、「官僚国家日本」を変える、国民の手に政治を奪還する。「増税の前にや

るべきことがあるだろう」という国民の声に真摯に応え、日本の「病巣」たる官僚の天下りや既得権益、政治家の

利権を根こそぎにする。そうした「改革」を断行し、税金を国民の手に取り戻し、それを医療・介護、年金、子育

て、雇用等の国民生活に充てていく。そうすることで、主権者である国民が主役の、「生活重視」の当たり前の政治

を実現していく決意である。                                        

2009 年 8 月 8 日 



３．みんなの党の躍進 

 

 2009 年 8月 8 日に「みんなの党」が結成され、同月末に行われた解散総選挙により、自民党は敗北し下野しました。

代わりに国民の期待を一身に背負い民主党が政権の座に就き、鳩山由紀夫政権が誕生しました。 

 

 当時、みんなの党は「ホップ・ステップ・ジャンプ」戦略を頻りに述べ、つまり結成 1 年後に訪れる初の試練とも言

える 2010 年夏の参議院選挙を「ホップ」、2011 年 4 月に行われる統一地方選挙を「ステップ」に、そして来る次期総

選挙を「ジャンプ」として位置付け、政権に食い込む考えを持っていました。 

 

 事実、2010 年 7 月 11 日に投開票がなされた参議院選挙では、みんなの党は 10 議席を獲得し、民主、自民、公明に

次ぐ第 4 党（11 議席）となり、法案提出権を獲得するなどアジェンダ（政策提唱）の党としての足場を固めつつあり

ました。 

 

 初めての党大会が開催された 2011 年 1 月 29 日前後の支持率（新報道 2001）を見ると、 

 2011 年 1 月 27 日調査 自民 23.2% 民主 19.6% みんな 7.8% 共産 3.6% 公明 2.8% 社民 0.8% 

 2011 年 2 月 10 日調査 自民 23.8% 民主 17.2% みんな 8.8% 公明 3.2% 共産 0.8% 社民 0.4% 

 となっており、鳩山由紀夫政権が沖縄基地移設問題で言説がぶれる中で退陣し、その後を引き継いだ菅直人政権の

半ばにあり、公明党を凌ぐほどの存在感を示していました。  

 この最初の党大会は、「ステップ」に位置付けた 2011 年 4 月の統一地方選挙への決起集会的意味合いが強く、国会

議員、地方議員、その公認予定者等およそ 400 名が集い、すごい熱気の中で今年の運動方針や統一地方選に向けたロ

ーカルアジェンダの発表等が行われました。自民、民主を大幅過半数割れに追い込み、みんなの党が主導権(絶対的キ

ャスティングボード)を握って、次期政権を形作っていこうという決意を本気で共有した党大会でした。 

 

 当時の党中枢の考えは、2010 年 6 月に発刊された「アジェンダで日本を変える！」（みんなの党編）に見られます。 

  

 「政界大編成」という考えは、いまから思うと滑稽に聞こえさえしますが、当時と言っても今から 5、6 年前は衆院

と参院の「ねじれ」が続き、決められない政治が政治停滞、ひいては経済停滞につながっていたことから、一定数の国

ステップ＝来年春の統一地方選挙では、全国に「みんなの党」の基盤を構築したい。県会、市会レベルの足腰を強くす

ることは、来るべき衆院選挙の原動力にもなります。その次のジャンプ＝いよいよ本番の衆院選の頃には、民主党の政権

運営もさらに行き詰まり、自民党もさらなる融解・崩壊過程にあることでしょう。 

 そうした混沌とした政治状況の中で、しっかりとした国民本位の旗印を上げられる政党こそが、その後の日本の政治を主

導していくことになります。すなわち、われわれみんなの党を核にした民主、自民含めた政界大編成が実現し、そこでわれ

われは政権与党となり、日本に真の民主主義を機能させ、国民本位の政治を実現する。それが「みんなの党」の歴史的使

命だと考えています。 

 昨年８月に結党したみんなの党は、初めて挑戦した参院選で躍進した。国会活動の幅が広がる勢力を確保し、一

定の存在感を示すことになりそうだ。 

 同党は参院のキャスチングボートを握り、政界再編に持ち込むことを基本戦略に、選挙区選２１人、比例選２３

人の計４４人を擁立。党首討論に参加できる１０議席以上の目標を達成した。非改選の１議席と合わせ、参院で予

算を伴わない法案の提出権も獲得した。（読売新聞 online 2010/7/12 記事より） 



民からも支持を得た考えであったと思います。 

 というのも 2007 年の参議院選挙で福田政権において自公勢力が参院過半数を失い、「ねじれ」を生み出した際に、

民主党代表の小沢一郎氏と福田康夫首相が密かに「大連立」を画策し、民主党内での調整が不調に終わったことがあ

りました。（これにより小沢氏は代表辞任） 

 

＊＊＊ 

  

 2011 年 3月 11 日に東日本大震災と東電原発事故が発生。 

 震災対応と復旧作業が続く最中の 2011 年 4 月に行われた統一地方選挙において、みんなの党は奇跡的な躍進を遂げ

ました。道府県議選で 41 名（選挙前 9 名）、政令市議選では 40 名（選挙前 3 名）、市区議選 138 名というものです。

ちなみに大阪維新の会は大阪府・市及び堺市の議員選挙区で合計 103 名が当選しました。 

 

 私も 2010 年夏の「みんなの党」の参議院選挙の戦いを見て政治に刺激を受けた一人です。 

 当時、リーマンショックの影響を受け雇用環境はどん底の状況でした。私が創業した 2003 年から 2011 年までの有

効求人倍率の推移は、2003 年 0.64→2004 年 0.83→2005 年 0.95→2006 年 1.06→2007 年 1.04→2008 年 0.88→2009 年

0.47→2010 年 0.52→2011 年 0.65 です。 

 就職氷河期を自ら経験し、このままであれば若年者にフリーターや非正規社員が増え続け、いつしか国の根幹が揺

らいでしまうと懸念して起業し、寝食忘れて若者の就労支援事業に取り組んできたものの、2008 年以降は急速に環境

が悪化しました。私はこれは政治の責任だと感じていました。「若者の未来、日本の未来をなんとかするためには今の

政治を変えるしかない！」という思いを強く抱いていた頃、ちょうど 2010 年参議院選挙が行われ、報道を通じて「み

んなの党」の存在を知りました。 

 2010 年 10 月頃に公認申請を出し、2 回の面接を受け（1 回目は山内康一氏、2 回目は渡辺代表）、当初希望していた

滋賀県議選については他候補と調整の必要が生じ、時間的制約のため私が引いて市議選に挑戦することになりました。 

 

 「ステップ」に位置付けた統一地方選挙を経て、次なる照準は「ジャンプ」に位置付けた衆議院選挙です。その間、

国政においては尖閣諸島中国漁船衝突事件や、原発事故、震災復興を巡る対応について菅直人政権が追及され、つい

に 2011 年 8 月に退陣。野田佳彦氏が首相に就任しました。民主党政権への失望は数字（新報道 2001）から見ても顕著

でした。 

 2011 年 8 月 25 日調査 自民 24.0% 民主 20.0% みんな 6.0% 共産 3.0% 公明 2.6% 

            菅内閣支持率 21.6% 

 2012 年 4 月 05 日調査 自民 20.2% 民主 14.0% みんな 5.0% 公明 3.4% 共産 2.2% 

            野田内閣支持率 32.0% 

 

 支持を失いつつある民主党から離れる無党派層の受け皿として「みんなの党」は順風に思えました。 

 しかし 2012 年春から夏にかけて状況は一変しつつありました。大阪維新の会が次期衆議院選の候補者開拓を見据え

て政治塾を立ち上げたのです。3300 人を超える応募者の中から選考等を経て 2025 人が 2012 年 3 月 24 日の開講式に

出席し、更に選抜を経て同年 6 月、888 人が第 1 期塾生となりました。 

  

 みんなの党と大阪維新の会は、堺屋太一氏など共通したブレーンが理念や政策づくりに関与していたことから、当

初は兄弟関係に近いものでした。そうした関係が徐々に崩れてきたのがこの維新塾、その後の維新による国政候補の

公募でした。 

 事実、2012 年 6 月頃には、みんなの党と維新の会が合併して「みんなの維新」という政党ができるというのを、私



自身も聞きました。そうした協議が党幹部間でなされていたと仄聞します。 

 しかし 8 月 20 日に行われた渡辺代表と維新の橋下代表、松井幹事長との会談において、みんなの党が対等合併を求

めたのに対し、維新側が拒否したとされたことで協議は決裂し、合併構想は潰えました。当時、みんなの党の同志とも

ども大変残念に感じていたことを思い出します。 

 9 月 28 日に維新は衆議院議員選挙に向けた第 1 次公募を締切り 845 名が応募しました。この際、みんなの党の参議

院議員だった小熊慎司氏、上野宏史氏、桜内文城氏が離党し、維新の会へ合流する動きとなりました。 

  

 2012 年 5 月 24 日調査 自民 20.8% 民主 14.2% みんな 6.2% 公明 2.8% 共産 2.4% 

 2012 年 10 月 4 日調査 自民 29.2% 民主 13.0% 維新 4.2% 公明 3.4% 共産 1.8% みんな 1.8% 

 

 

４．みんなの党の衰退と解党 

 

 2012 年秋。大津市でいじめ自殺事件が社会的問題となっていた頃、国会においては、社会保障と税の一体改革に関

する自公民の三党合意が 6 月 21 日になされ、8 月 10 日に野田政権において消費税増税法案が成立しました。 

 みんなの党は一貫して「増税の前にやることがあるだろう！」というスタンスで、行政改革による組織のスリム化・

業務効率化や、公務員制度改革、特別会計埋蔵金の活用、またインフレ政策による財政改善を訴えており、消費税増税

に対して厳しく反対姿勢を採ってきました。 

 

 8 月 22 日に議員立法で成立した社会保障改革推進法にもとづき、有識者による社会保障制度改革国民会議が行われ

てきた最中の 11 月 14 日に行われた野田首相と安倍総裁との党首討論において「我々は、自分たちが出している（衆

議院議員定数削減）法案に御賛同をいただきたい」「御決断をいただくならば、私は今週末の 16 日に解散をしてもい

いと思っております。ぜひ国民の前に約束してください」とのやり取りを経て 11 月 16 日に衆院解散がなされ、12 月

16 日に総選挙となりました。 

 

 みんなの党は公示前の 8 議席から倍増以上の 18 議席を獲得したものの、公示前 11 議席の維新が 54 議席へ大躍進し

たのに比べて、やや見劣りするものとなりました。 

 なおこの総選挙により、民主党は大敗し、自民党・公明党が 2009 年 8 月以来 3 年ぶりに政権の座に返り咲きました。 

 

 2013 年 2月 28 日の安倍首相「施政方針演説」では、アベノミクスの基本方針が示されました。 

 

 米国レーガン大統領の経済政策「レーガノミクス」にあやかり名づけられた、「アベノミクス」の三本の矢は、従来 

みんなの党がアジェンダで提唱してきた政策です。みんなの党としては、政策が実現に向けて動き出すことは喜ばし

経済成長を成し遂げる意志と勇気 

 さて、日本経済の将来に、今の若者たちは「希望」を持てるでしょうか。 

 若者たちが、「未来は明るい」と信じることができる、力強い日本経済を立て直すことが、私たちの世代の責任

であります。 

 「三本の矢」を、力強く、射込みます。大胆な金融政策であり、機動的な財政政策。そして、民間投資を喚起す

る成長戦略です。今までと同じやり方では、激変している国際経済に、立ち向かうことはできません。 

 日本の経済成長は、世界を覆う大競争の荒波に、ためらうことなく漕ぎ出していく、私たちの意志と、それから

勇気にかかっています。 



い事ではありましたが、存在意義が失われてしまうリスクもありました。 

 

 また中央省庁改革に続く「公務員制度改革」が重要な課題となっていました。みんなの党は天下りの管理などを内

閣が行う制度や、公務員人事制度の改正を唱えていましたが、こちらも第２次安倍晋三政権が進めていきました。以

下、第２次安倍政権が推進した公務員制度改革の中間総括を内閣人事局ホームページから抜粋します。 

  

 

2014 年 4月 11 日に国家公務員法等の一部を改正する法律案が成立したことに続き、同年 5 月 14 日には地方公務員法

及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が公布されました。 

 みんなの党が掲げていた「脱官僚」やインフレ政策と規制緩和を主軸とした経済成長戦略は、自民党の政策に吸収

される形で実現していくことになりました。 

 

＊＊＊ 

 

 みんなの党でいつの頃からか渡辺代表と江田幹事長との不仲が公然の事実となっていました。 

 「ホップ・ステップ・ジャンプ」のジャンプに位置付けた 2012 年末の衆院選挙において、議席を倍増させたもの

の、維新の会が大躍進したこと、安倍政権による経済政策、行政改革により存在意義が薄れつつある中で、次のビジ

ョンをどのようにしていくのかが重要な問題となっていました。 

 

 自民党との連携を強めてみんなの党の政策を実現していこうとする渡辺代表と、あくまで野党再編にこだわり維新

や民主との連携を模索しようとする江田幹事長に大きく分かれていました。 

 2013 年 6月 23 日に行われた東京都議選では 1 議席から 7 議席へ伸ばし、7月 21 日に行われた参議院選挙では 13

議席から 18 議席へ伸張するなど主に都市部において一定の底力を見せたものの、都議選及び参議院選挙前後に、渡

辺代表と江田幹事長との間の亀裂は深まっていました。 

 7 月 21 日の参議院選挙当日に、江田幹事長は民主党の細野剛志前幹事長と松野頼久国会議員団幹事長と三者会談を

行い野党再編を協議したことなどが問題となり、8 月 6 日に江田幹事長を更迭し、浅尾慶一郎政調会長を昇格させる

人事案を可決しました。 

平成 24 年（2012）12 月 26 日に新政権が発足後、国家公務員制度改革基本法に基づき提出された法案に対して

様々な議論があったことを踏まえて、これまでの経緯なども踏まえ、総合的に検証しながら、改革の具体的内容に

ついて、有識者を招いた「今後の公務員制度改革の在り方に関する意見交換会」の開催等により、検討を重ねてき

ました。平成 25 年（2013）6 月 28 日には、「今後の公務員制度改革について」を国家公務員制度改革推進本部決

定し、今後の国家公務員制度改革の考え方が示されました。当該本部決定では、今後の改革に当たっては、平成 21

年（2009）麻生内閣が閣議決定した「国家公務員法等の一部を改正する法律案」を基本としつつ、国家公務員制度

改革基本法の条文に則し、(1)幹部人事の一元管理、(2)幹部候補育成課程、(3)内閣人事局の設置等、(4)国家戦略

スタッフ・政務スタッフ、(5)その他の法政上の措置の取扱い、の各項目に関して機動的な運用が可能な制度設計

を行うこととなりました。 

 なお、平成 25 年（2013）7 月 10 日に国家公務員制度改革推進本部の設置期限を迎えましたが、新たに行政改革

推進本部（本部長：内閣総理大臣）の下に国家公務員制度改革事務局を設置し、引き続き国家公務員制度改革の検

討を行うことになりました。 

 平成 26（2014）年 4月 11 日に「国家公務員法等の一部を改正する法律案」が成立し、平成 26 年 5 月 30 日に、

人事管理に関連する制度について、企画立案、方針決定、運用を一体的に担う内閣人事局を設置しました。 

 （内閣人事局ホームページより） 



 

 8 月 23 日に柿沢氏が離党、みんなの党内で権力闘争に発展し、12 月 9 日に江田先生らが離党届を提出し、12 月 18

日に「結いの党」が衆参 15 名の国会議員によって結党され、みんなの党は分裂しました。（「結いの党」はその約一

年後に日本維新の会（橋下派）と吸収合併しました） 

  

 江田幹事長無きあとのみんなの党は雨降って地かたまるように思われたものの、2014 年 3 月 26 日発売の週刊誌に

おいて、渡辺代表が献金問題で取り上げられたのを発端に、4 月 6 日渡辺代表がみんなの党党首を辞任。後任は浅尾

幹事長が継ぐことになりました。この時点でもはやみんなの党は再起不能に陥ったと思います。 

 みんなの党内部が大混乱になる中、4 月 24日に渡辺代表の献金問題に関する党内調査が発表されました。 

 しかし地方議員や地方組織には情報はほとんど出されず、地方議員を中心に不満が一気に高まりました。こうした

流れの中、みんなの党本部は地方組織の立て直しを図り、全国の都道府県単位で総支部や連絡協議会が設立され、近

畿においても 4 月 26 日に大阪総支部が、そして 4 月 27 日に京都府と兵庫県で連絡協議会がつくられました。滋賀県

は当時県議だった方が慎重姿勢だったため私の党在籍中にはついに組織化されることはありませんでした。 

 

 

 

 次期衆院議員選挙が刻々と近づいてくる中、維新と結いの党の合併協議が進み新党構想が現実味を帯びてくる中

で、2014 年 6月 20 日に「国民運動体 日本の夜明け」以来の理解者であった江口克彦先生（最高顧問）が離党しま

した。 

 その後は、渡辺前代表派と浅尾新代表派又は中立派において駆け引きが続き、収拾がつかない状況の下、11 月に入

り解散局面に入ると一部国会議員が民主党と合流協議を進めたことからさらに紛糾し。ついに 11 月 19 日の両院議員

総会において解散が決定されました。（20 名中 解散賛成 13 名） 

 2014 年 12月 2 日告示・14 日投開票の第４７回衆院選は、自民党が 291 議席と過半数を制し、前代表の渡辺喜美先

生ら多くの元みんなの党国会議員が落選しました。翌年 2015 年 4 月に行われた地方統一選挙においても元みんなの

党地方議員は多くが苦戦し大半が落選することになりました。 

  

 現在までに第 2 次安倍晋三政権は、みんなの党が政策の柱にしていた「地域主権」についても、「地方創生」を打

ち出し、地方活性化にも取り組んでいます。一方、「道州制」に関しては江口克彦先生が座長を務めた道州制ビジョ

ン懇談会が 2009 年 8 月 4 日に開催されたのを最後に（その後、8 月末から民主党政権へ移行）、実質的に協議や検討

は進捗していません。「この国のかたち」としては今後の宿題なのかもしれません。 

 また関西においては大都市の統治機構の改革をめざし、大阪都構想の実現に向けた住民投票が 2015 年 4 月 27 日告

示・5 月 17 日投開票の日程で行われた結果、賛成 49.62%：反対 50.38%、その差 1 万 741票差の超僅差で否決されま

http://www.fujiitetsuya.jp/blog/wp-content/uploads/2016/11/26042701-e1478057575919.jpg


した。これにより維新の党代表職にあった江田先生は辞任し、橋下大阪維新の会代表は政界引退を表明しました。 

 

 

５．総括にかえて 

 

 4 回に分けて私なりの「みんなの党」論をまとめてきました。党の成り立ちから解散に至るまでのプロセスを振り返

る中で、あらためて「みんなの党」の歴史的価値を考え、私自身の行く末を考えるための座標軸を再定義することがで

きました。 

 

 党の理念や政策面の評価を行うのであれば、党最盛期にあった 2013 年初頭（2013 年 1 月 27 日）に開催された党大

会で発表された「アジェンダ２０１３」に対する進捗状況を確認した方がいいと考えます。 

 

 「みんなの党」は、この国の未来を本気で案じた人たちがそれぞれの思いを胸に結集した保守改革集団だったと思

います。中央集権構造を改革すべく、中央省庁改革と公務員制度改革、地方分権改革を推進する考え、鈴木・中曽根・

橋本・小泉の歴代内閣の流れをくむ歳出削減による行政改革路線を根本に、それに加えてデフレ脱却のための経済成

政治を諦めないで下さい。政治を諦めてしまったら、何も変わりません。 

 

  みんなの党の政策目標（アジェンダ）は、先進国では極めて常識的な名目 4％以上の成長を達成することです。

名目 3％という自民・公明・民主の掲げる目標は、消費増税を優先するために低く抑えられた数字。名目４％以上

の成長は、所得と税収の増加によって社会保障の財源を安定させ、財政再建に繋がります。来年 4 月に予定されて

いる消費増税は凍結すべきなのです。 

 

そのために必要なのが、2 年で 2％以上の物価安定目標に加え、既得権益に切り込んだ大胆な規制改革。みんな

の党は、電力・医療・農業の 3 分野で闘う改革を進めます。電事連・医師会・農協の既得権 3 兄弟は「岩盤規制」

を下支えしています。これらの団体とのしがらみのないみんなの党だからこそできる改革です。 

      

みんなの党は、原発ゼロと経済成長を両立させる確かな答えを持っています。自民・公明・民主・維新の進める

中途半端な電力改革ではなく、徹底した電力自由化・発送電の所有権分離で再生可能エネルギー事業者などの新規

参入を促し、賢い節電を進めます。 

そして核燃料サイクル事業を停止。2020 年代には原発による発電はゼロにいたします。発電と熱供給のコージ

ェネ推進で小規模分散型のエネルギー供給システムをつくれば、政治・社会システムの転換に繋がります。 

 

憲法改正の前にやるべき事は、まず違憲状態の選挙制度の解消です。みんなの党は、住所差別の起こり得ない 1

人 1 票全国集計の比例代表制を提案しています。政党が国民に根差した正統性を確立しなければ、民主主義による

国家経営は成り立ちません。 

 

また国家経営に必要不可欠な官僚制度が時代遅れとなっており、民間並みの信賞必罰の効いた制度に直す必要

があります。国家社会主義体制の 1940 年前後に完成した官僚統制・中央集権システムが、今なお、岩盤のように

残っているのが日本の病弊です。我々は、こうした戦時体制を賛美する勢力とは一線を画して参ります。 

 

皆さまの正義とお力をみんなの党にお与えください。必ず日本を変えて元気にして参ります！ 

 



長戦略を打ち出し社会保障を維持しようとした先導する魁的政党だったと思います。 

  

 誤算は、一つ目は、自民、民主を交えた政界大再編を企図したに関わらず民主党の自壊が予想以上に早く自民党が

政権復帰したことで自民党を巻き込んだ再編が困難となった事、二つ目は、みんなの党と近似する政策を掲げる維新

の会が国政に進出し合併協議も整わなかった事、三つ目は、安倍政権がみんなの党の政策を積極的に採りいれ野党と

しての立ち位置が難しくなり党内権力闘争を招いた事、だと考えます。 

 

 目に見えた成果は、二度の総選挙・参議院選挙で議席を伸ばし、いわゆるテコの原理で少数政党（最大衆参合わせて

36 名）であるにも関わらず、経済政策や規制緩和、行政改革の議論を引っ張った事です。また政府与党の原案に対し

て「みんなの党の対案」を作成し提出し続けました。それまでの「反対野党」とは異なり「責任野党」であると自負し、

55 年体制の下で繰り広げられてきた不毛な対立から脱却して国会での法案審議の場において建設的提案を行う風潮を

生みだしたことも挙げられます。 

 

 しかし一方で、期待の裏返しの政治に対する不信感、失望感を高めたことも負の遺産と言えます。クリーンさを武

器にしていたにも関わらず、党内抗争やカネ問題が発生しました。今から振り返ると渡辺代表の政治献金疑惑はシロ

だったと思いますが、当時は地方議員に対して十分な説明もなされず私自身も党本部に対して強い不信感を抱いた言

動をしていましたので、国民の政治不信を助長してしまったのではないかという反省があります。 

 

 みんなの党は 2014 年 11 月 28 日に解党しました。ただ実際には渡辺先生が代表を辞任した 2014 年 4 月、又は江田

先生が離党した 2013 年 12 月、もしくは維新の会との合流協議が決裂した 2013 年 8 月の時点で党の盛衰の行方は決ま

っていたのかもしれません。 

 いずれにせよ党の解党から早くも 2 年が経過しました。 

 

 既に記載の通り、みんなの党が果たした事はたくさんあると思いますが、やり残したこともあると思います。 

 その中でも特に取り上げなければならないものは、「住民自治の推進」です。 

 1997 年に橋本龍太郎政権で行われた中央省庁改革はこの国の未来を憂いた政治家や官僚が断行したもので、その後

の公務員制度改革も合わせた行政改革が 2000 年代～2010 年代に行われました。しかしながら「日本の国民になお色濃

く残る統治客体意識に伴う行政への過度の依存体質に訣別し、自律的個人を基礎とし、国民が統治の主体として自ら

責任を負う国柄へと転換することに結びつくものでなければならない」という行政改革の最終目的はまだ果たし得て

いません。 

 

 おりしも、現在おおくの自治体においては「協働」の考えの下で、市民・市民団体、事業者、行政による公共的役割

の分担を巡る試行錯誤が続いています。 

 行政改革により公務員制度改革は進み、行政の意識もかなり変化してきました。次に必要なことは、「地域主権（住

民自治型地方分権）」を実現するための市民一人一人の自律であり、行政（団体自治）と対等の立場に市民が立つこと

だと思います 

 その他にも道州制の議論や、今なお問題である国・地方の権限及び財源負担の議論、代替エネルギーの議論などが

あります。 

 私自身の 2016 年～2018 年の 3 年間の行動指針とも言える「アジェンダ」は既にブログで公開しているところです

が、みんなの党がやり残した事柄、特に住民自治の推進については、中長期的視点を持ち、その実現に向けて行動と選

択をしていきたいと考えています。 

以上 


