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「わが国の環境再生まちづくり」に関する公開質問状に対する回答一覧
＜掲載にあたって＞
◎はじめに
• 本公開質問状は、10月6日時点で政党交付金の交付要件を満たしている政党（自由民主党、民主党、公明党、日本共産党、社会民主党、国民新党、改革クラブ、新党日本）に送付し、改革クラブを除
く7政党から回答を得ました（10月22日時点）。
• 各政党のみなさま、告示前のお忙しいところご回答いただきまことにありがとうございました。

◎以下の点につきましては、回答依頼時に、回答者側に了解いただいております。
• 掲載にあたっては、回答文の到着順に掲載しています。
• 発表にあたっては、いただいた回答原文のまま掲載しています。

財団法人 公害地域再生センター（あおぞら財団）
理事長 森脇 君雄

■質問項目

１．わが国の大気汚染対策について
わが国では、大気汚染の指標の一つである二酸化窒素（NO2）について、長期的には改善傾向となっていますが、2006 年度、自動車排出ガス測定局（全 441 局）において、未だ環境基準不適合が 41 局（約 1 割）ありまし
た。
現在、子どものぜんそく増加が社会問題となっています。また、昨年（2007 年 8 月 8 日）には、東京大気汚染訴訟が和解し、東京都ではぜんそく患者への医療費助成制度が創設されることとなりました。
さらに、呼吸器系疾患だけでなく循環器系疾患や肺がんとの関連が明らかとなっている微小粒子状物質（PM2.5）については、国の環境基準設定に先立ち、国内で測定された数値は、米国やＷＨＯが定めた数値を大きく超え
ています。

【質問１－①】NO2 や SPM 等の大気環境基準の未達成地域における今後の対策について、どのようにお考えでしょうか？
自由民主党
工場・事業場等の固定発生
源対策については、大気汚染
防止法に基づき、引き続き、
発生源からの排出抑制対策を
進めるとともに、自動車排出
ガス対策については、1）自動
車排出ガス規制の強化、2）自
動車 NOx・PM 法に基づく大
都市における一層厳しい対策
の実施、3）低公害車の普及促
進に引き続き取り組み、大気

日本共産党
未達成地域の対策として
は、抜本的な排出総量の規制
が不可欠です。そのために、
対策地域内で一定台数の自動
車を保有する事業者を対象
に、ＮＯｘ・ＰＭの排出総量
を規制することが必要です。
また、使用過程車のＮＯｘや
ＰＭの除去装置の義務づけに
従わない車や、排出基準に適
合しない車の運行を禁止した

社会民主党
自排局の大気環境濃度は依
然高いままであり、未達成の
自排局 41 対策を強めるととも
に、排ガスによる大気汚染や
健康被害、交通量削減対策の
強化が必要。
また、本格的な疫学調査を
実施するとともに、NOx・PM
の削減効果の定量的な把握、
自動車の総量規制を行うこ
と。

公明党
NO2、SPM に関する大気環
境基準の達成に向けて、大気
汚染防止法に基づく固定発生
源からの排出抑制、自動車排
出ガス規制の強化、自動車
NOx・PM 法の着実な実施、
低公害車の普及促進などの対
策に総合的に取り組むべきだ
と考えます。

民主党
局地的大気汚染の状況にも
かんがみ、必要に応じて自動
車 NOx・PM 法などの関連法
に基づく対策の見直しを行う
とともに、自動車排出ガス対
策を着実に実施していくべ
き。

国民新党
大気環境基準の未達成地域
については、地域の公表はも
ちろん、達成のための工程表
の作成を明確にすべきものと
考えます。

新党日本
環境基準不適合地区は本来
存在してはならない。大気汚
染裁判判決の指摘を待つまで
もなく、政府は環境基準を決
めたら環境基準不適合地区が
あることを放置してはなりま
せん。「おかしいことは、一緒
に変えていこう」の気概をも
つ新党日本代表田中康夫は、
「脱しがらみ・脱なれあい」
がモットーです。自動車生産

環境の更なる改善を目指しま
す。

り、地域内の卸売市場やトラ
ックヤードの設置者・管理者
および一定以上の貨物を受け
取る荷主などにも排出抑制計
画の提出の義務づけるべきで
す。自動車メーカーには一般
的社会的責任だけではなく、
排ガス総量を削減することを
義務付け、勧告、命令できる
ようにします。このことが低
公害車の普及を促進する力に
なります。

者・道路管理者・政府が責任
を取らない状況を変えなけれ
ばなりません。既得権益を貪
る勢力に、怯まず、屈せず、
逃げず、現状を変えるために
全力で取り組みます。発生源
である自動車排出ガスの規制
の強化は当然のことながら、
何年先になるかわからない対
処療法的政府の対応を正すた
めに断固取り組みます。いま
こそ長いものに巻かれないし
なやかなリーダーシップが必
要です。おかしいことは一緒
に変えていきましょう。

【質問１－②】ぜんそく患者への救済制度の創設については、どのようにお考えでしょうか？
自由民主党
医療費助成等の救済制度に
関しては、これまでの調査結
果では、現在の我が国の一般
環境としての大気汚染はぜん
そくの主たる原因とは考えら
れておりませんが、大気汚染
との関連性について引き続き
調査を実施します。また、ぜ
んそくを予防するとともに、
ぜんそくの方々の健康回復を
図るために、環境再生保全機
構において公害健康被害予防
事業の充実を図ります。

日本共産党
大気汚染被害者の方々の運
動で、公害健康被害補償法の
未認定患者の被害が司法で認
められ、東京都では、都・自
動車メーカー・国・公団の負
担で、医療費の自己負担分の
無料化が実現しました。また、
神奈川県・川崎市などのよう
に、ぜんそく患者への医療費
を拡充している自治体もあり
ます。国は、公害指定地域全
面解除の誤りを認め、被害と
生活に苦しんでいる全ての被
害者を救済するため、医療費
の無料化を全国で実施すべき
です。
公害認定患者の高齢化が進
行しています。その生活実態
や療養実態にそった公害健康
被害補償法の改善が必要と考
えます。その際、同法が損害
賠償制度としてきちんと機能
できるようにすべきです。

社会民主党
国は、大気汚染は改善され
た、大気汚染とぜんそくとの
因果関係は認められないと
し、８８年に第一種地域の指
定を解除し、認定患者（４.７
万人）を割り切りました。
しかし、車社会を推進し、
排ガスによる大気汚染を放置
してきた責任からも、東京都
だけでなく、国やメーカーの
責任を明確にした上で全国の
ぜんそく患者への早期の医療
費助成、原因の早期解明と公
健法なみの救済（補償）制度
を創設すべきです。

公明党
これまでの環境省の調査結
果では、現在の我が国の大気
汚染の状況は、ぜんそくの主
たる原因とは考えられており
ませんが、引き続き、大気汚
染との関連性についての調査
を行うとともに、ぜんそくの
予防、ぜんそく患者の方々の
健康の回復に向けて、環境再
生保全機構による公害健康被
害予防事業の充実を図ってい
くべきと考えます。
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民主党
ぜんそく患者への医療費助
成制度を充実させていくこと
が重要であると考えます。

国民新党
救済制度のさらなる充実が
必要です。なお、救済制度が
不要となるよう環境基準の達
成こそが第一の課題と心得ま
す。

新党日本
国の責任で救済措置をすべ
き。排ガス規制の未達成地域
で自治体が医療助成制度を運
営できるよう政府が予算化す
べきである。新党日本は川崎
市から政府がすべての自治体
が救済措置可能になるよう求
める要請活動を受け、総務省、
労働省に要請するなど具体的
に行動をしてまいりました。
問題先送り、責任逃れの今の
困った日本の政治を根本から
変えます。官僚の責任追及に
留まらず、田中康夫が代表の
新党日本は、より具体的な救
済措置を実現できるよう新し
い制度の構築を実現します。

【質問１－③】大気汚染対策として、PM2.5（微小粒子状物質）や有害大気汚染物質などの環境基準設定、監視体制の一層の強化が必要と思われますが、どのようにお考えでしょうか？
自由民主党
PM2.5 については、一定の
健康影響が示されています
が、定量的リスク評価手法等
の様々な課題もあることか
ら、これらの課題の解決に向
け、取り組んでまいります。
有害大気汚染物質について
も、環境目標値の設定に向け、
検討を順次進めてまいりま
す。
有害大気汚染物質について
は、すでに全国的なモニタリ
ングを実施しており、PM2.5
についても、試験的に全国に
拡大しつつモニタリングのあ
り方を検討しています。健康
被害の未然防止を図るため、
PM2.5 や有害大気汚染物質に
よる大気汚染について、引き
続き監視してまいります。

日本共産党
ＰＭ2.5 が、ぜんそくのみな
らず、心筋梗塞や肺がんの発
生に影響を与え、死亡リスク
を高めるということは、今年
４月に出した環境省の検討会
の報告書でも明らかです。Ｗ
ＨＯのＰＭ2.5 ガイドライン
やアメリカの環境基準と比較
しても、日本の汚染状況は大
幅に上回っています。国会で
は、2001 年に「できるだけ早
期に環境基準を設定するこ
と」という附帯決議もあがっ
ています。原告・被害者との
重要な和解事項でもあり、政
治の責任として、これ以上環
境基準の設定を先延ばしにす
ることはできません。汚染の
状況を系統的に監視し、国民
の命と健康を守るべきです。

社会民主党
Nox や SPM、PM2.5 などの
環境基準を早期に強化、自動
車 Nox・PM 法を見直し対策
地域の拡大と流入車規制を強
化します。ぜん息児童も増加
傾向にある中で国と自治体が
連携して SPM よりも毒性が
強い PM2.5（微小粒子状物質）
の規制を強化します。

公明党
PM2.5 については、一定の
健康影響が示されているもの
の、定量的リスク評価手法等
の様々な課題もあることか
ら、これらの課題の解決に向
け、取り組みを進めるべきと
考えます。モニタリングにつ
いては、試験的に全国に拡大
しつつ、そのあり方を検討す
べきと考えます。
有害大気汚染物質について
は、環境目標値の設定に向け、
検討を順次進めるべきと考え
ます。モニタリングについて
は、既に全国的に実施されて
いますが、健康被害の未然防
止を図るため、引き続き監視
を実施するべきと考えます。

民主党
国民新党
ご質問のとおりだと思いま
民主党は、ナノ粒子など微
細 粒 子 に よ る 健 康 被 害 の 調 す。環境保全世界一流国を目
査・研究を強化するとともに、 指して、全力を尽くさなけれ
化学物質の複合暴露に関する ばならないと心得ます。
調査・研究を推進します。

新党日本
微小粒子状物質や有害大気
汚染物質の環境基準設定につ
いて、国の取り組みはあまり
にも遅れています。新党日本
はしがらみやなれ合いとは無
縁の政党です。業界団体等の
しがらみや官僚のなれ合いで
対策が遅れている現状を正し
ます。消費者不在で能天気な
無責任政治を改め、消費者の
視点に立った安心、安全の確
立に向け、田中康夫が代表の
新党日本は取り組みます。

２．わが国の交通施策(公共交通、自転車、道路)について
大気汚染問題、地球温暖化問題の解決にあたっては、交通施策のあり方が重要です。また、環境面のみならず、高齢化社会に対応した「住民の足」の確保、都市づくりの骨格をなす道路・交通ネットワーク形成など交通施
策は、住民の暮らしに直結しています。

【質問２－①】自動車に比べ環境負荷が小さい乗り物である公共交通（バスや路面電車など）の活用にあたり、政府の果たすべき役割と施策のあり方について、どのようにお考えでしょうか？
自由民主党
自動車は社会・経済活動や
人々の暮らしに欠かせないも
のである一方、大気汚染、騒
音・振動、温室効果ガスの排
出等様々な環境問題を引き起
こす場合があります。そのた
め、事業活動や日常生活にお
いて、過度な自動車依存を改
め環境負荷の小さな公共交通
機関の利用促進を図るため、
LRT（Light Rail Transit．次

日本共産党
公共交通は、住民の交通権
を保障する基幹的な“足”で
あるとともに、交通分野で温
室効果ガスを削減するための
重要なカギです。政府は、地
域の鉄道や路線バス、路面電
車を維持・拡大するために、
財政的な支援を強めるべきで
す。公共交通の利用を拡大す
るさいに重要なのは、バス専
用レーンの整備とともに公共

社会民主党
ヨーロッパの都市の多くは
公共交通を街づくりの基本に
据えており、公共交通の復権
は世界的な潮流といえます。
規制緩和先進国といわれるイ
ギリスでも、規制緩和後のル
ール作り、新たな交通政策が
現実化しはじめています。
日本においても、排ガス・
騒音といった環境問題や交通
事故などの負の問題、高齢化

公明党
公共交通は地球温暖化の観
点からも地域の足としても重
要であり、特に離島・地域住
民にとって欠かすことのでき
ない路線バスなどの公共交通
網については財政支援等によ
り継続運行を確保すべきであ
ると考えます。
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民主党
政府は、民主党が提出した
「交通基本法案」を成立させ
①環境負荷の軽減②国民の移
動の権利⑨地域住民のニー
ズ、地域の特性に合致したイ
ンフラ整備（LRT やコミュニ
ティバスなど）を図るべき。

国民新党
基本的には、国策をもって、
電気自動車等無公害車の開発
を推進すべきものと考えま
す。なお、この開発には相当
な時間が必要と思われますの
で、ご質問のとおり、公共交
通の活用により、低公害社会
を目指すべきものと考えま
す。

新党日本
公共交通の役割は、超高齢
社会時代を迎える日本にとっ
て大変重要です。新党日本は、
中心市街地の空洞化問題や地
球温暖化問題の観点から、政
府の都市交通・都市計画の政
策方針を抜本的に転換してま
いります。「地域から日本を
変える」上でも、都市交通政
策、道路・交通ネットワーク
づくりを重要な政策課題と位

世代型路面電車システム）の
整備、バス停改善や共通 IC カ
ードの普及、バス専用・優先
レーンの設置、環境負荷の少
ない交通行動や生活様式への
選択を促す普及啓発活動、公
共交通を軸としたまちづくり
のための計画策定支援等、ハ
ード、ソフトの両面から総合
的な対策を一層進めていきま
す。

交通機関どうしの乗り継ぎを
良くし、年配者へ配慮するな
どの利便性の向上や、料金負
担、とりわけ複数乗り物への
乗車の際の軽減や統一パスの
導入などです。自治体が中心
になって、こうした施策を実
施する際に、ターミナルなど
政府が施設整備への支援や、
公共交通の企業に対する働き
かけなどで、国が役割を果た
すべきです。

置づけています。公共交通こ
そ地域コミュニティーにとっ
て欠かせない重要な社会的共
通資本と位置づけ充実を図り
ます。都心や中心市街地で自
動車利用を規制する政策や
LRT（次世代型路面電車シス
テム）の導入など欧米の都市
交通政策は、持続可能な都市
を目指し次世代の取組みを成
功させています。同時に、都
市部に於いても、例えば 1 日
の乗降客数が３０万人を超え
る九段下駅に於いても、半蔵
門線･新宿線から東西線中野
方面行きへの乗り換えには、
エスカレーターもエレベータ
ーも未設置の儘です。新党日
本は、従来の道路建設中心主
義に代えて、政策の重点を都
市部の全ての駅に於けるバリ
アフリー化、エレベータ・エ
スカレータ建設等を緊急かつ
重点的に進め、自転車専用道
の建設促進、現在は市街地道
路の僅か１３％に留まる電線
地中化や歩道の整備などにパ
ラダイムシフトさせます。こ
れからの道路行政は公共交通
システムの充実強化や快適な
都市空間を創造する消費者目
線に立ったまちづくり、持続
可能な都市づくりを目指すべ
きであると積極的に提言して
います。「『脱ダム』宣言」は、
「脱ムダ宣言」であり、ムダ
な大型公共事業で生まれた資
本は身近でより多くの人々を
幸せにする投資に振り向ける
新しい交通政策ビジョンを実
現させます。

によって免許がありながら運
転できない交通弱者の発生、
バリアフリー、地域活性化な
どに果たす公共交通の社会的
な意義は今後ますます高まっ
てきます。二一世紀にふさわ
しい市民の足を守るには、公
共交通の社会的な価値、社会
的評価の向上を地域から打ち
出していく取り組みが大事で
す。
安全の問題、環境への負荷
の低減、生活交通の維持、バ
リアフリーなど、交通問題は
市場原理では解決できない問
題が山積しています。誰もが、
いつでも、どこからでも、ど
こへでも、安全、安心、平等、
快適に移動できる権利として
の、新しい人権「交通権」を
保障することを交通政策の基
本とし、そのためにも公共交
通の充実が必要であると考え
ます。特に弱い立場にある人
たち、高齢者・障害者・子ど
もの移動の自由を保障するこ
とが必要です。
政府として、高齢社会に対
応する交通システム、限られ
た資源、地球環境を守る交通
が求められており、「クルマ
社会」の行き過ぎを転換し、
公共交通を基盤に置いた人と
地球にやさしい総合交通体系
の確立を目指した施策を充実
させるべきです。社民党は「フ
ランスの「国内交通基本法」
にならい、「交通権憲章」運動
を進め、憲法の幸福追求権、
居住・移転の自由、生存権に
立脚する「移動の権利」とし
ての交通権の保障、交通社会
資本の基準、生活交通機関の
位置づけ、生活交通に対する
補助、総合交通会計制度、交
通運輸労働者の労働環境の保
護、安全輸送の確保などを盛
り込んだ「交通基本法」を制
定します」ということを公約
としており、今後とも法案の
提出・成立を求めて取り組ん
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でいきます。また、公共交通
利用者の方が、中心市街地に
長時間滞在し何か所も訪れる
という調査結果があり、公共
交通は商店街活性化や地域振
興にも貢献しています。公共
交通への財政支援の充実、交
通の規制緩和の見直しを進め
ていきます。

【質問２－②】環境にやさしく健康づくりに貢献する乗り物である自転車は、一方で放置自転車や歩道上などでの事故多発など様々な問題を抱えていますが、その活かし方について、どのようにお考えでしょうか？
自由民主党
自転車は走行時に排気ガス
や騒音、温室効果ガスを出さ
ない環境負荷の小さい交通手
段であり、また地球温暖化問
題への関心や健康志向の高ま
りなどを背景に、その利用ニ
ーズが高まっています。
このような自転車の特徴を
最大限に活かしつつ、安全、
安心な自転車利用を促進する
ため、歩行者と分離した自転
車走行空間の整備、交通規則
の遵守の徹底、交通マナーの
向上等、安全かつ快適な利用
環境を整えるとともに、環境
負荷の少ない交通行動や生活
様式への選択を促す普及啓発
活動やコミュニティサイクル
導入等の利便性向上策を含む
公共交通を軸としたまちづく
りのための計画策定支援等の
取組を進めます。

日本共産党
自動車交通を減らすため
に、自転車は交通手段の重要
な柱として位置づけることが
重要です。駅周辺や、公共・
大型民間施設での駐輪場の整
備促進など、より抜本的に自
転車利用を拡大するための政
策を実施する必要がありま
す。自転車専用レーンの設置、
自転車を安全に利用しやすい
交通ルールや信号体系の導
入、列車への自転車持ち込み
の導入、自転車通勤者にたい
する補助や減税、日本に多い
坂道に対応し年配者を助ける
電動補助自転車の普及、安定
性の良い自転車の開発など、
きめ細かな施策が必要です。
イギリスの自転車国家戦略や
ドイツの国家自転車利用計画
のように、経済、観光、広報、
NPO との協力など幅広い面か
ら自転車利用の拡大を進める
べきです。

社会民主党
クリーンでエコな乗り物で
ある自転車の活用を進めてい
くことは必要であるし、推進
すべきであると思います。し
かし、自転車が車道から追い
払われ、歩道で歩行者を追い
払っている現状のもと、自転
車と歩行者の間にトラブルや
事故が相次いでいます。本来、
歩道は歩行者のものであり、
一番弱い立場を尊重すべきで
す。自転車利用者に対する啓
発・教育や交通ルール遵守の
徹底などを進めていく必要が
あります。本来、自転車道や
車道の自転車通行帯をきちん
と整備すべきであり、非常に
遅れている自転車道や自転車
通行帯、自転車駐輪場の整備
を推進するとともに、違法駐
車の根絶を目指します。片側
二車線以上ある道路では必ず
一車線を自転車（およびバス）
の優先車線とする、片側三車
線以上ある道路では必ず一車
線を自転車の専用車線とす
る、といったことも検討した
いと考えています。そして、
サイクル・アンド・バスライ
ドや生活に密着した循環型自
転車活用制度（レンタサイク
ル）を広げます。

公明党
放置自転車や危険走行の取
り締まりも必要ですが、特に
都市部においては地下駐輪場
や自転車専用道路の整備な
ど、自転車に乗りやすい道路
整備が必要であると考えま
す。
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民主党
民主党は、自転車に係るル
ール・マナーの理解・順守が
進むよう、自治体、民間ボラ
ンティアとも連携しつつ、安
全・快適な自転車利用に向け
た啓蒙活動を強化します。あ
わせて、自転車道の適正な整
備、自転車の通行ゾーン設置
に関する明確な指針づくりに
努めます。商店街の空き店舗
利用など駐輪場の整備を図り
ます。

国民新党
自動車と自転車の共存のあ
り方や、健康保持のための自
転車の活用方策等についてさ
らに検討を進め、国民生活の
向上に役立てるよう考えて参
りたい。

新党日本
自転車の普及に積極的に取
り組みます。政府では自転車
行政を所管する部署が多省庁
にまたがり明確な自転車政策
に対するビジョンが構築され
ていません。新党日本は「お
かしなことは、一緒に変えて
いこう」をモットーにしてい
ます。自転車利用者や愛好家、
自転車産業の関係者の声は
「政府は自転車政策に積極的
に取り組め」と呼びかけてい
ます。いまの政府では声が生
かされていません。新党日本
は、自転車専用道に留まらず
自転車専用レーンを設けると
共に、市街地に於ける自転車
駐輪場の整備に積極的に取り
組みます。

【質問２－③】自動車交通は、大気環境・地球環境の悪化や道路混雑・交通事故の発生、都市景観の劣化などをもたらすとともに、道路空間は依然として車中心の走行空間に割り当てられていますが、自動車交通
への対応ならびに道路構造の改変について、どのようにお考えでしょうか？
自由民主党
自動車は社会・経済活動や
人々の暮らしに欠かせないも
のである一方、大気汚染、騒
音・振動、温室効果ガスの排
出等様々な環境問題を引き起
こす場合があります。そのた
め、事業活動や日常生活にお
いて、過度な自動車依存を改
め環境負荷の小さな交通が実
現されるようエコドライブの
推進や公共交通や自転車利用
の促進を図っていきます。

日本共産党
都市環境を快適にし、温暖
化を抑制するためにも、自動
車による交通を減らし、子ど
もや年配者が安心して歩け、
遊べる都市空間を生み出すこ
とが重要です。まちづくりの
中で、歩行者・子どもの遊び
が最優先の道路の確保、パー
ク・アンド・ライド、自動車
を入らせない住宅地域の設
定、上述の自転車政策の実施、
路面電車・バスなど公共交通
機関の配置を第一に優先する
市街地開発の計画化などが、
今後の重要なまちづくりの方
向です。自動車排ガスについ
ての総量基準を定め、排ガス
の多い車種の乗り入れを規制
し、ロンドン市のように、時
間を決めて都心地域に進入す
る自動車に課税する「混雑税」
なども検討すべきです。道路
の構造上も、市街地の幹線道
路では歩道拡幅や植樹帯の整
備、遮音壁の設置や低騒音舗
装などの改善をすすめます。

社会民主党
イギリスでは道路交通削減
法という法律が制定され、目
標を立てて道路交通量の削減
を進めています。地球温暖化、
道路建設による自然破壊、地
方公共交通機関の衰退、都市
中心部の空洞化など、クルマ
社会の弊害としての諸問題を
考慮すると、日本でも自動車
依存社会から脱却するために
具体的目標を定めて努力する
ことが必要な段階を迎えてい
ると考えます。交通需要マネ
ジメントを推進し、自動車の
都心部乗り入れ規制や台数割
当制度、ロードプライシング
（交通渋滞や大気汚染の著し
い特定地域に乗り入れる車に
通行課徴金を課す制度）を導
入するなど、中心市街地の自
動車の総量規制に踏み出すと
ともに、パーク・アンド・ラ
イドなど自動車・自転車と生
活交通の連携を進めます。Ｏ
ＥＣＤにおけるＥＳＴ（環境
的に持続可能な交通）の議論
も踏まえ、歩行・自転車また
は公共交通での移動がしやす
いコンパクトな都市の設計を
目指し、にぎわい楽しく歩け
る街づくり、脱クルマ社会を
展望して努力して参ります。
必要度の低い自動車利用を抑
制し、総走行台数・距離を削
減するため、公共交通やレン
タカーを利用しやすくすると
ともに、カー・シェアリング
の制度を導入します。

公明党
歩行者、自転車、自動車の
安全な通行環境を確保するた
め、道路空間の再配分等によ
り、自転車専用の走行空間を
新たに 1000 路線で整備する
ことをマニフェストに盛り込
んでおります。道路整備を中
心に歩いて暮らせるまちづく
りを推進しております。
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民主党
民主党は、
「交通基本法」を
制定し①環境負荷の軽減（モ
ーダルシフトヘの転換等）②
国民の移動の権利を明記⑨地
域住民のニーズ、地域の特性
に合致したインフラ整備
（LRT やコミュニティバスな
ど）を促進して、新時代にふ
さわしい総合交通体系を確立
します。

国民新党
ご指摘のような問題は、基
本的には、都市部への過度な
人口集中がもたらす全国的な
課題と考えます。
地域再生のための新過疎法
の制定等を通じて、国土の均
衡ある発展を目指したい。

新党日本
道路計画の抜本的に見直し
ます。道路混雑、交通事故、
都市景観、バリアフリー化、
採算の合わない道路計画の取
中止など、従来の道路行政の
しがらみにとらわれない改革
を進めます。新党日本は利用
されない高速道路計画を見直
し、現在わずか１３％にとど
まる市街地道路の電柱の地中
化を促進することや、開かず
の踏切の解消のために鉄道の
立体化工事の促進を優先すべ
きと提唱しています。また、
田中康夫代表は、国土交通省
の全国一律の道路の規格を見
直し、地域実情に合った道路
の規格の在り方を提言してき
ました。最近になって国土交
通省も、「１．５車線的」道路
の実現など長野県の改革に学
んで地域の状況に応じた道路
構造基準の導入を提唱し始め
ました。新党日本には実績に
裏付けられた確かな政策があ
ります。

３．道路整備と道路特定財源について
道路整備に関しては、「道路の中期計画（素案）
」（2008 年 2 月、国土交通省）において、今後 10 年間の事業量を 59 兆円としています。
その財源となる道路特定財源については、福田前首相が、2009 年度からの一般財源化を柱とする提案を行っていますが、未だ、一般財源化の内容・範囲・時期、本則税率の増減、暫定税率の撤廃など、多くの議論が残されて
います。
また、今後、老朽化した橋梁等の建て替え等、維持管理費の増大が予想されます。一方で、各地域から新規の道路整備を求める声も未だ多く上げられています。

【質問３－①】今後わが国の道路整備の基本的な方向性、とりわけ新たな道路建設と道路の維持管理に関して、どのようにお考えでしょうか？
自由民主党
道路特定財源の見直しにつ
いて、平成 20 年 5 月 13 日に
「道路特定財源等に関する基
本方針」が閣議決定されたと
ころであり、必要な検討を進
め、この基本方針の具体化を
図ることとしています。なお、
この基本方針においては、
「道路の中期計画は 5 年とし、
最新の需要推計などを基礎
に、新たな整備計画を策定す
る。」としております。

日本共産党
今後の道路行政は、既存の
道路の維持管理を基本とすべ
きであり、どうしても新たに
道路建設を行う場合には、環
境保全上の検討、住民の合意、
他の施策との優先度の比較、
事業規模の縮小の余地の有
無、国・自治体の債務状況の
検討など、厳しいチェックを
行うべきです。政府・与党は、
道路特定財源の「一般財源化」
を国民に約束しておきなが
ら、高速道路をつくり続ける
「道路中期計画」を廃止せず
に、期間を半分に短縮しただ
けで、ムダを削る姿勢はあり
ません。国土交通省は、来年
度予算の概算要求で道路予算
を 15％も増やしており、これ
では揮発油税などをすべて道
路に注ぎ込むことになり、従
来の道路建設優先の政治とな
んら変わりません。

社会民主党
道路の建設コストや構造、
天下り法人問題などにメスを
入れるなど、無駄を排除して
道路の中期計画を抜本的に見
直し、建設量を縮小します。
財源の自治体への移譲を図る
など道路整備について分権化
を進め、地域にとって真に必
要な道路は整備することにし
ます。なお、今後は新規建設
や延伸よりも維持管理対策を
強化していく必要があると考
えています。

公明党
道路財源を検討していくに
当たっては、今までに指摘さ
れた道路関係予算のムダを徹
底的に排除することが前提と
なります。国土交通省にさら
なる道路財源の執行適正化対
策を要請してまいります。
一方地方では、防災対策、
通勤・通学、救急医療などの
面においても、依然として道
路整備が必要であり、また、
過去に整備した道路に関する
公債費・維持管理費の増大や
老朽化した橋梁やトンネルの
維持補修などさらに財源を要
する状況です。道路整備や維
持管理等に支障が生じないよ
う、必要な財源を確保してい
ることが必要と考えます。
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民主党
民主党は、道路をめぐる政
策を中央集権の『国のかたち』
を変える突破口と位置づけ、
道路その他の社会資本整備に
関わる行政を根本的に改革し
ます。国は高速自動車国道を、
地方は自らが必要とする道路
を担うこととし、直轄国道、
補助国道等の管理区分を見直
して地方の自主性を高めま
す。道路特定財源を地方の自
主財源とし、道路整備の権限
を大胆に地方に移すことを基
本とします。

国民新党
産業用のみならず日常的な
生活用道路の効用は、車社会
の現状から見て必要不可欠な
ものであり、既存道路の維持
整備はもとより特に地方都市
での新たな道路整備はさらに
進めるべきものと考えていま
す。

新党日本
新党日本は「道路の中期計
画」（素案）を、抜本的に見直
します。道路の需要や経済的
効果を予測する総合的シュミ
レーションで採算の合わない
道路計画は見直す欧米の都市
計画の基本を日本でも実現す
べきです。高速道路の無料化
を実現します。新党日本の田
中康夫代表は、道路の維持管
理費の増大問題がやがて地方
公共団体の重大な問題になる
と指摘してきました。ムダな
道路建設は止めて、道路の維
持管理に予算を配分する発想
の転換を主張してきました。
将来の採算性のない高速道路
などの建築を中止し、市街地
の道路整備や電柱の地下化、
バリアフリー化など身近な公
共事業に転換します。

【質問３－②】道路特定財源の使途について、お答えください。
１．
道路整備にのみに用いるべきである
２．
道路に関係する範囲で使途を拡大すべきである
３．
交通政策全般や環境政策に使途を拡大すべきである
４．
一般財源化すべきである
５．
その他（
自由民主党
お示しの 1 から 5 までの選
択肢の中では、「4．一般財源
化すべきである」に該当しま
す。
なお、本年 5 月 13 日に閣議
決定された「道路特定財源等
に関する基本方針」において
も、「道路特定財源制度は今
年の税制抜本改革時に廃止し
21 年度から一般財源化する」
としております。

日本共産党
４、一般財源化すべきです。

）

社会民主党
５．その他
一般財源化した上で、使途に
ついて、交通政策全般や環境
対策、自治体への移譲などに
重点化すべきではないかと考
えています。

公明党
４

民主党
4 一般財源化すべき

国民新党
５ その他 （説明）上記
３－①のとおりであり、道路
整備に使用されるべきものと
考えますが、車の排出ガスそ
のものが地球温暖化の一因で
もあることから、応分の負担
をすることは必要と思いま
す。

４

新党日本
一般財源化すべき

その他
本来道路特定財源には公害対
策、予防に要する費用が予定
されていたのに十分に利用さ
れていません。一般財源化し
たうえで公害対策の財源を充
実させます。

【質問３－③】道路特定財源を一般財源化した場合、道路整備と財源確保のあり方について、貴党ではどのような見解、施策をお考えでしょうか。
自由民主党
道路特定財源の見直しにつ
いて、平成 20 年 5 月 13 日に
「道路特定財源等に関する基
本方針」が閣議決定されたと
ころであり、必要な検討を進
め、この基本方針の具体化を
図ることとしています。なお、
この基本方針においては、
「暫定税率分も含めた税率
は、環境問題への国際的な取
組み、地方の道路整備の必要
性、国・地方の厳しい財政状
況を踏まえて、今年の税制抜
本改革時に検討する」として
おります。

日本共産党
財源全体のなかで、道路整
備の財源を聖域化することな
く考えるべきです。私たちの
社会が負担しているコスト
は、道路の整備費用だけでは
ありません。自動車が動くこ
とによって、排ガス・振動に
よる健康被害、交通事故の多
発による被害とコスト、自動
車の集中による経済損失と環
境悪化、温暖化やヒートアイ
ランド化の促進など、多くの
負荷・負担を、私たちの社会
に与えています。こうした問
題を直視して、政策的な判断
をすることが必要です。自動
車メーカーや建設会社の利益
のために、道路建設が優先さ
れる時代は、終わりにすべき
です。

社会民主党
他の政策や事務・事業との
優先順位を勘案しながら、必
要性・緊急性・優先度・費用
対効果を精査し、真に必要な
ものに重点化していきます。

公明党
道路財源の「一般財源化」
を検討するに当たっては、道
路整備や維持管理等に支障が
生じないよう、必要な財源を
確保していることが必要と考
えます。
具体的な施策として、地方
税分及び譲与税分、さらには、
交付金、補助金として地方に
配分されている財源につい
て、地方枠として維持するこ
と。
各地方団体に配分する場合
の枠組みについては、これま
で道路整備が遅れている地域
により重点的に配分するよう
配慮すること。また、地方の
自由度を拡大するような新型
交付金などの創設を行うこと
などを検討しております。
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民主党
民主党は、道路特定財源の
一般財源化と暫定税率の廃止
を目指します。それにより道
路整備費は減少しますが、①
地方財源の確保②59 兆円の道
路整備中期計画のゼロベース
での見直し⑨国土開発幹線自
動車道建設会議（国幹会議）
の廃止④道路整備における国
と地方の役割の抜本的見直し
⑤費用便益分析の厳格な実施
を含む建設コスト・維持管理
コストの徹底した見直し⑥行
政経費におけるムダづかいの
根絶⑦独立行政法人や公益法
人など天下り団体の徹底整理
――などを図り対応します。

国民新党
一般財源化に反対です。

新党日本
道路特定財源を一般財源化
した上で、必要かつ採算性の
認められる道路は建設する。
新規道路建設重視から、既存
道路の維持管理を重視し地域
コミュニティーのための道路
整備に視点を変える。既に国
民の共有財産として存在して
いる道路の、舗装工事も含め
た維持修繕こそ、大切なので
す。既得権益であるスーパー
ゼネコンのための道路計画か
ら、身近で本当に国民益に立
った道路建設へ転換します。
全ての道路建設事業への一般
競争入札制度の導入で道路建
設費は削減します。

４．地球温暖化対策における税制のグリーン化について
本年より、京都議定書（1997）における第１約束期間（2008～2012 年）に入りましたが、基準年度比で 8％増加しており、我が国においては目標達成が極めて厳しい状況です。2008 年 7 月には北海道洞爺湖サミットが開
催され、ポスト京都議定書の枠組みに関する議論が佳境に入る中、国際公約の実現は必須の課題といえます。
こうした中、今後、化石燃料依存社会からの脱却に向けて、エネルギー関連や交通関連に関する税制のグリーン化が重要視されています。

【質問４－①】エネルギー関連や自動車交通関連等の税制のグリーン化について、貴党ではどのような見解、施策をお考えでしょうか。（例：環境税の導入、自動車税制のグリーン化、自然エネルギーの導入支援など）
自由民主党
税制の抜本改革の検討の際
には、道路財源の一般財源化
後の使途の問題にとどまら
ず、環境税の取扱いを含め、
低炭素化促進の観点から税制
全般を横断的に見直し、税制
のグリーン化を進めることと
しています。
例えば、自動車、家電製品、
住宅建築について、温室効果
ガス排出を抑制するインセン
ティブとしての税制の活用に
ついて検討を行います。

日本共産党
温暖化対策としての税制の
グリーン化は、早急に着手す
べき課題です。日本の温室効
果ガスの総排出量の約８割を
しめる産業界の排出削減をす
すめるため、補完的な経済的
手段として、二酸化炭素の排
出量などを考慮した環境税を
導入すべきです。EU 諸国で
は、環境税を財界・企業が政
府との間の削減協定を遵守た
めの担保としたり、自然エネ
ルギーの促進に使っていま
す。また、電源開発促進税は、
特別会計に 1000 億円以上の
余剰が生じており、原発立地
促進などにあてている使途を
改め、自然エネルギーの普及
促進に活用すべきです。税制
のグリーン化を促進するため
にも、目いっぱいに道路建設
を行うための特定財源である
揮発油税などは、あり方を抜
本的に見直すべきです。

社会民主党
ＣＯ２を排出する化石燃料
などの環境負荷に課税し、消
費者に排出抑制行動をうなが
す「環境税・炭素税」を速や
かに創設します。
既存エネルギー諸税や自動
車関係税は、ＣＯ２排出量を
基準とした課税方式（グリー
ン税制）を追求し、導入にあ
たっては「税収中立」を大原
則とし、税収は一般財源とし
つつ社会保障費、年金財源、
所得税減税などに充て、高齢
者や低所得者層、燃料高騰に
苦しむ一次産業・中小企業に
も配慮します。
ドイツ並みに、１０年前後
で投下資本を回収可能にする
「固定価格買取制度」を盛り
込んだ「自然エネルギー促進
法」を制定します。

公明党
地球温暖化防止の観点か
ら、環境税の考え方を踏まえ、
税制のグリーン化を進めるべ
きだと考えます。その際、自
動車や家電製品、住宅建築に
ついてもＣＯ２排出を抑制す
るために、税制の活用を検討
すべきです。
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民主党
民主党は、環境や健康によ
いものには税制上の優遇を与
え、逆に負荷を与えるものに
は税負担を求める税制を確立
します。具体的には、温室効
果ガスの排出、交通事故、騒
音などの自動車の社会的コス
トに着目し、地球温暖化対策
税を導入します。

国民新党
太陽光等無公害エネルギー
の再開発のための研究開発や
税制上の優遇措置に全力を尽
くします。
なお、京都議定書目標達成
のためには、国策として、無
公害自動車（電気自動車等）
の開発や休耕田の耕作地化を
進めることが、重要な施策目
標となると考えます。

新党日本
環境税の導入については、
税制の導入により化石燃料依
存社会からの脱却に意味があ
るといわれていますが、実際
には政府や地方公共団体が一
般歳出の財源として利用する
ための、謂わば「人頭税」的
発想の新規課税案にほかなり
ません。環境税の導入は、例
えば、課税によって、製造業
や運輸産業で自動車から鉄道
へのモーダルシフトを促すイ
ンセンティブとなるように、
実際に政策的成果の上がる厳
しい税制でなければ本来の意
味がありません。環境負荷の
大きいエネギーや製品、サー
ビスに脱自動車税制・脱化石
燃料税制として、相当程度高
い税を課し、太陽光発電や風
力発電など新エネルギー導入
を促進するための補助事業の
財源や、排ガス対策車や低燃
費車の普及を促進するための
減税の代替財源にすべきで
す。しかしながら、現在は、
政府の財政の見直し、増税な
き財政再建を目指すべきで
す。政府の公共事業に一般競
争入札制度を導入する、支出
徹底的見直しなど徹底的財政
改革を実現します。

５．わが国の環境再生に向けた取り組みについて
未だ課題の多く残る大気汚染公害地域をはじめ、全国の各地域において、環境再生・持続可能な社会づくりを目指すにあたっては、それぞれの地域での市民・企業・行政・NPO 等が連携した取り組みが重要といえます。

【質問５－①】環境再生の取り組みへの市民参画、NPO 活動を促進するための仕組みづくりについて、貴党ではどのような見解、施策をお考えでしょうか。
自由民主党
環境分野の取組について
は、各地域の実情に即し、行
政、地域住民、NGO・NPO、
企業等が協働して取り組むこ
とが重要であり、各主体間の
情報の受発信や意見交換の場
を提供し、その活用を促進し
てまいります。
また、一定の事業活動によ
って収入事業を行うことも含
め、NPO が自立的に、かつ継
続的に活動を行えるよう、必
要な手法の情報提供等の支援
を進めてまいります。

日本共産党
環境再生はもちろん、開発
にかかわるすべての計画の段
階から、その地域に密着して
活動する NPO や市民団体の
意見が、制度的に取り入れら
れることが大切です。とりわ
け環境汚染・破壊の問題の切
実さを身にしみて感じている
公害被害者の視点は、環境再
生の事業にとって大事なもの
です。日本では市民団体・NPO
の公益活動にたいする制約、
財政的な制約が大きすぎま
す。市民団体が自由な創造力
を発揮できるよう、行政と対
等・平等の立場で協力関係を
確立することが必要です。そ
のため、税制の優遇措置を受
けやすくし、自由度・柔軟度
の高い補助・助成を拡充して、
全国の自治体に寄付金の窓口
をおくなど、市民からの寄付
を受けやすくします。

社会民主党
ＥＵでは、①環境情報への
アクセス権、②環境に関する
政策決定への参加権、③司法
へのアクセス権を市民やＮＧ
Ｏに保障し、④主な産業施
設・公共施設の設置許可につ
いては「団体訴権」を義務化
しています。日本でも環境行
政への市民参加の促進と行
政・企業の情報開示を基本に、
「環境団体訴権」制度を導入
するなど、行政、企業、市民
運動、ＮＰＯ、個人のすべて
が環境保全のための企画の立
案、実施、評価に参加できる
システムを確立します。

公明党
公明党は、ＥＳＣＯ事業に
よる余剰資金の活用や寄付金
優遇制度の拡充などを通じ、
環境に取り組む中小企業やＮ
ＰＯ、学校などを支援する『市
民環境基金』の設立を主張し
てきました。これを受けて、
環境省は、コミュニティ・フ
ァンドの取り組みを促進する
ため、地域の多様な主体の連
携による資金調達手法の検討
や、投融資対象事業に対する
評価や助言のために必要な支
援を実施しています。

民主党
民主党は、開発や公共事業、
まちづくり、環境アセスメン
トなどの制度の中に、市民参
加と合意プロセスの重視を一
層盛り込んだ制度改正を検討
するとともに、市民参加・NPO
活動に関する基本的な法律に
ついて検討します。あわせて
認定特定非営利活動法人制度
の要件緩和、寄附の税額控除
制度創設なと、NPO 税制支援
の拡充なども行います。

国民新党
環境再生の目的は、最終的
には国民生活の幸せに繋げる
べきものであり、自らの問題
としての市民参画は、欠かす
ことの出来ないものと考えま
す。なお、国民一人一人の日
常的な消費生活の場における
省資源対策の取り組み実践
は、環境再生の上で、当然の
ことながら極めて重要です。

新党日本
的確な認識、迅速な決断、
明確な責任を備えた新しいリ
ーダーが必要です。企業の
CSR 事業活動で NPO 団体等
への寄付促進のための税制改
正や環境関連の起業家のため
のファンドの創設なども実現
します。環境を軸とした環境
ビジネス・コミュニティービ
ジネスで地域で元気な中小企
業が頑張る環境づくりに取り
組みます。

【質問５－②】現在、さまざまな企業が「環境」をテーマとした取り組みを進めています。わが国における環境分野での産業育成や雇用創出、企業の環境対策について、貴党ではどのような見解、施策をお考えでしょうか。
自由民主党
経済活動にあたり環境対策
を講じることは、「負担」では
なく、「新しい経済成長の機
会」と考えられます。特に、
我が国が強みを持つ、環境・
エネルギー技術は、国際競争
力を保証するものであり、ま
た、新たな需要と雇用を生む
力を持っています。その強み
を活かし、さらに伸ばしてい

日本共産党
日本では、環境分野での産
業育成や雇用創出に、EU のよ
うに「新たな産業革命」と位
置づけるぐらいの意気込みで
取り組む必要があります。と
くに、自然エネルギーの開
発・利用は、技術開発による
関連産業の生産・輸出の拡大、
エネルギーの“地産地消”に
よる地域経済・農林業の活性

社会民主党
地域住民の出資をもとに、
太陽光発電施設の設置や中小
企業への省エネ事業（エス
コ）、バイオマス資源活用など
の事業を行ない、自然エネル
ギーによる地域利用を進めて
いる市民ファンドへの補助金
を増額します。また、自治体
による協力（広報）
・支援（保
育園など公的施設での設置）

公明党
環境分野の産業を育成する
ため、公明党は「エコ産業の
市場規模を 70 兆円に、雇用を
160 万人に拡大」することを掲
げ、環境関連サービス、廃棄
物処理・リサイクル産業など
の振興に集中投資することを
主張してきました。そのため
に、環境金融に取り組む金融
機関への支援や、投資判断に
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民主党
国民新党
上記質問４－①での施策推
民主党は、
「経済」や「成長」
の 質 を 環 境 の 視 点 か ら 見 直 進により、新たな産業育成や
し、環境技術、省エネ技術、 雇用創出につなげて行きたい
省資源・リサイクル技術等の と考えます。
開発・普及、環境保全を事業
発展に結びつけるビジネスモ
デルの開発など、環境への取
り組みを積極的に推進するこ
とにより、環境負荷の低減と
環境配慮型経済発展につなが

新党日本
環境再生への取り組みへの
市民参画、NPO 活動を促進す
るための取り組みとして、新
党日本の田中康夫は長野県時
代に建設産業構造支援プログ
ラム、信州きこり養成講座を
実施し、土木建設業者や NPO、
更には I ターン者、U ターン
者、J ターン者等の新規参入に
繋がる森林伐採事業を産業化

くことで、世界で先頭を行く
環境・省エネ国家として、今
後とも世界をリードしていき
ます。

化や雇用の拡大に大きな力が
あります。政府は 2020 年まで
の自然エネルギーの利用・普
及を一次エネルギーの 15～
20 ％ に す る 目 標 を 明 ら か に
し、「自然エネルギー開発・利
用計画」を策定すべきです。
普及の決め手になるのは、自
然エネルギー発電の固定価格
買い取り制度の導入です。企
業の環境対策を強化していく
ためにも、政府が温暖化抑制
を初めとする環境保全に、長
期的で確固とした方針・計画
を持ち、企業の責任を明らか
にすることが不可欠です。

を広げます。

資する環境情報の提供などを
推進してきましたが、今後も
さらなる充実を図っていきま
す。
また、温暖化対策として、
企業と消費者の行動を促すた
め、エコ・ポイント事業、カ
ーボン・フットプリント制度
なども、一段と推進していき
ます。

る、いわゆる「環境と経済が
統合した社会」の実現を目指
します。

しました。また、間伐材を活
用し、鋼製ガードレールと同
等の強度試験に合格した「信
州型木製ガードレール」開発
で地域雇用を創出した具体的
実績があります。信州型木製
ガードレールの導入も、地域
循環型の循環型の経済を目指
したものでした。森林整備事
業の産業化をさらに進めま
す。医療・福祉・介護・環境
の充実こそは、人が人のお世
話をして初めて成り立つ 21 世
紀型の雇用を創出する産業で
ある、との認識に新党日本は
立っています。

６．公害・環境対策に関する国際貢献について
東南アジアをはじめとして急激に開発が進む地域においては、日本の公害発生とその克服経験や優れた公害防止技術を生かした人材・技術・情報などの交流が重要といえます。

【質問６－①】わが国の公害発生とその克服経験や優れた公害防止技術を生かした国際貢献について、貴党ではどのような見解、施策をお考えでしょうか。
自由民主党
アジアの国々では、経済発
展に伴って、日本などの先進
国が過去に経験した産業公害
などの環境劣化を経験し、あ
るいは、経験しようとしてい
ます。このため、各国の伝統、
文化等に配慮しつつ、日本で
の経験を移転することによ
り、環境と共生しつつ経済発
展を図るアジアモデルの持続
可能な社会の構築を目指して
いきます。

日本共産党
1970 年代の前半まで、日本
の公害対策、環境対策は大き
く前進しました。推し進めた
力は、被害者を中心とする国
民のたたかいと、革新自治体
による社会的規制の強化であ
り、国も対応せざるをえませ
んでした。それによって企業
側でも脱硫をはじめ進んだ公
害防止技術を生み出しまし
た。しかし 80 年代以降、規制
緩和の名で公害対策が後退
し、公害患者の救済は遅れ、
大気汚染、廃棄物処理やリサ
イクル、土壌汚染、ダイオキ
シン、アスベスト、温暖化な
どの対策が進まず、環境の先
進国ではなくなっています。
最近、特に、公害防止の管理
体制がおろそかになったり、
廃家電が海外のリサイクルで

社会民主党
国が持っている水俣病関係
のデータをすべて公開し、水
俣病の被害・教訓を世界に発
信するとともに、世界の子ど
もへの影響を防ぐためにも国
際的な水銀削減条約の制定に
積極的に取り組みます。０９
年の中国での水銀会議に向
け、国が不知火海沿岸の環境
調査をただちに開始し、調査
結果を会議で発表すること。

公明党
公明党は、わが国の経験や
技術を活かして積極的に国際
貢献すべきと考え、主張し、
推進してきました。２００９
年度予算編成に向けても、①
日本の経験・技術・組織・制
度をパッケージとして移転
し、アジアモデルの持続可能
な社会の構築を目指す「クリ
ーンアジア・イニシアティブ」
を具体化すること。②日中両
国の共同出資による「日中環
境基金」を設置し、地球温暖
化対策や国境を超える環境問
題に対処すること――などを
求めています。
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民主党
日本は度重なる大気汚染・
水質汚染等を、様々な技術に
より解決してきました。そし
て公害対策では世界一の技術
立国となっています。民主党
は、これらの分野を活用した
ODA の環境分野への集中特化
など環境外交を促進します。

国民新党
我が国の公害防止技術や省
エネ技術は世界最高水準にあ
るわけですから、この技術力
を世界的な環境改善に役立て
るような仕組みを国家プロジ
ェクトとして推進すべきもの
と考えます。

新党日本
新党日本代表の田中康夫
は、10 月 3 日の参議院本会議
に於ける 30 分間の代表質問で
「社会的公正」と「経済的自
由」を同時に達成し、混迷す
る日本にダイナミズムを取り
戻すことこそが私の哲学であ
り、使命であると述べました。
国際化が進む今日、特にアジ
アの新興国で工業化に伴う公
害問題が深刻です。我が国の
公害防止技術、それ自体は先
駆的レヴェルにあります。公
害防止技術やシステムを我が
国のソフトパワーとして生か
し、海外諸国の環境に配慮し
た健全な発展へと貢献すべき
です。政府は一層バックアッ
プしていくべきと考えます。

環境汚染を引き起こしている
ことが指摘されています。と
はいえ、エネルギー効率の追
求や個別の技術分野では優れ
た点を持ち、努力を重ねてい
る人々・企業があります。日
本企業による公害の輸出は論
外ですが、「環境的に持続可
能な成長」を途上国でも進め
るために、①日本の公害の経
験と教訓の普及、②単なる技
術移転ではなく、環境保全型
社会を築くための総合的な施
策の確立を働きかける③環境
対策が新たな経済・社会の発
展につながるというビジョン
を明確にする④途上国の環境
対策の底上げを図るために、
環境分野の国際協定の受け入
れと結びつけ、関係する NGO
の参加を組み込む――ことを
重視すべきです。
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