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マーフェストのな

○現在の予算には、自民党長期政権の下で、なれ合い、既得権益温存から

生じた巨額の税金のムダづかいがある。本格的な政権交代を実現し、現

在の政策・支出を全て検証することによって、このムダづかいを徹底的

に根絶することが、政権交代の重要な意義。

○長期政権で霞が関、既得権益集団となれ合っている自民党には、税金の

使い方の抜本的な改革、予算配分の大転換はできない。しがらみのない

民主党こそが、時代の変化に対応する予算配分を実現できる。

備考

目公政権

との追い

１

キャッチ

フレーズ

○マニフェストに掲げた主要政策に予算を最優先で配分します。

○既存の政策・支出は全て検証し、不要不急事業は凍結・廃止し

ます。必要な事業は政策コストを徹底的に肖|]減した上で、確実

に実施します。

概要

ポイント

①政治主導で予算を編成する

○財務省主導で「対前年度比○％増（減)」という基本方針（概算要求基

準）を定めるこれまでの予算編成のプロセスを抜本的に見直し、政治

(官邸）主導で行う。

○マニフェストに掲げた政策から最優先に予算を配分する。

②以下の手段で既存の政策・支出は全て見直す

○国の総予算２０７兆円を全面的に組み替える.社会保障、借金返済など

を除いた７０兆円を徹底的に効率化税金のムダづかいを根絶する．

○政治家を中心に外部有識者なども加えて既存の政策．支出を全て検証

し、例えば、111辺)||ダム（熊本県・事業費２６５０億円)、八ツ場ダム（群

馬県・事業費４６００億円）など、不要不急の事業は中止する。

○天下りの根絶・入札改革・事業仕分けなどによって物品調達や事業委

託などの政策コストは徹底的に削減する。

○独立行政法人、特殊法人、公益法人などが行っている事業も全て検証

し、天下りのために存在するような法人は廃止する。これによって、

独法への補助金などを削減する。

○低コストで良質な行政サービスを実現した部局・担当者を的確に評価

する仕組みを作る。

③その他

○マニフェストに掲げた「租税特別措置の抜本見直し」や「所得税制の

改革」の実現による増収分を活用する。

○さらに財源が必要な場合は、埋蔵金の活用も検討する。



子ども手当

,〕＿【】

房暫

【よくある質問】

|○なぜ月額2万6000円なのか。
｜食費、被服費、学費など子どもの食費、被服費、学費など子どもの育ちに係る基礎的費用は月平均２万６０００円程度という

各種調査結果や、仏独等の「子ども手当」の支給水準が平均２万円強であることを考慮。

○支給対象の範囲・条件は。

０才から中学校卒業までの子どもが対象。出生順位にかかわらず皆同額とし、所得制限も

設けていない。子ども手当を実施しているヨーロッパ各国も、所得制限は設けていない。

○教育費などお金がかかる高校生以上はどうするのか。

高校生に対しては、公立高校生の授業料無償化、私立高校生などの学費負担軽減を進め、

大学生等に関しては、奨学金の抜本的拡充を行う。

なお、特定扶養控除（１６歳以上２３歳未満対象）は廃止しない。

○子ども手当の所要額はいくらか。その財源はどうするのか。

年額５．３兆円を見込んでいる。（対象は０歳～中学校卒業までの約１８００万人)。

「控除から手当へ」転換を進め、所得税の扶養控除や配偶者控除の見直し等の税制改革を

行い、また国の予算を全面的に組み替えることにより財源を確保する。

○子どものいない世帯にとっては増税となるのではないか。

年金受給世帯については、公的年金等控除の拡大、老年者控除（６５歳以上）の復活によ

り、配偶者控除を廃止しても、差し引きで負担は軽減される。

６５歳未満で子のない世帯（妻は専業主婦の場合に限る）にとっては負担増（年収５００万

円・夫婦のみ・配偶者は無職の場合、年間約３８万円の負担増）となるが、子どもは日本

の未来の担い手であり、年金や医療など将来の社会保障は次代を担う子どもたちlこかかつ

ていることを考えれぱ、ご理解頂けると考えている。

２

現行の児童手当は、年齢や出生順位により金額が異なり、その額もわず
かなもの。０才から２才は月額１万円、３才から小学校卒業までは月額
5000円（第３子以降は１万円）に過ぎず、子育て家庭にとって十分な支’
援にはなっていない。

麟騨曇灘繍謹繍二:■

キャッチ

フレーズ

月額２万６千円（年額３１万２千円）の子ども手当で、

子どもの育ちを応援します。

政策目的
次代の社会を担う子ども－人ひとりの育ちを社会全体で応援する。

経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもを育てられる社会をつくる。

概要

ポイント

・０才から中学卒業まで１人当たり月額２万６０００円（年額３１万２千円）

の「子ども手当」を支給する。

.「控除から手当へ」転換をすすめ、所得税の扶養控除（主に０歳から

１５歳まで対象）・配偶者控除を見直す。

備考

目公政権

との迎い



３

キャッチ

フレーズ 高校の授業料を無償化します。

政策目的 すべての高校生の学ぶ権利を保障し、教育格差を是正する。

■要

ポイント

高校等への進学率は約９８％に上り、生徒は約３７０万人。

文部科学省の調査によれば、高校生一人当たりの学校教育費（年額）は

公立で約３４万円、私立で約７９万円にもなり、中でも、授業料は公立で

約１２万円、私立で約３５万円となっている。

経済的理由により、高校に進学できない、あるいは退学しなくてはなら

ないなどということを無くし、すべての子どもたちに学びの機会を保障す

る必要があると考えている。

具体的には、

①公立高校生には、年額約１２万円程度を支給することによって、授業

料を実質的に無償化する。

②私立高校生にも年額１２万円（年収５００万円以下の世帯は２４万円）

程度を支給することによって、保護者負担を軽減する。

【よくある質問】

○対象となる学校は。

高校、特別支援学校の後期課程、専修学校や各種学校、高等専門学校が対象。それぞれの

学校の定時制や通信制も対象となる。

○私学助成はどうするのか。

私学助成は維持する。



自置伝励起

４

キャッチ

フレーズ ｢年金通帳」で「消えない年金」！！

政策目的

年金記録問題の被害者の補償を一刻も早く進め、年金記録問題の再発防止

と年金制度に対する信頼の回復を図る゜

概要

ポイント

○「消えた年金」「消された年金」問題の対策を「国家プロジェクト」と位

置づけ、２年間集中的に取り組む。

○記録問題の被害者である可能性の高い方は、一定の基準の下で記録訂正

手続を簡略化し、一括して補償する。

○コンピューター上の年金記録と紙台帳の記録の全件照合を速やかに開始

し、コンピューター上の記録の訂正・統合を行う。

○年金記録を訂正した人が正しい年金額を受け取れるまでの期間を短縮す

る 。

○すべての加入者に「年金通帳」を交付し、いつでも自分の年金記録を確

認できるようにする ◎

備考

目公政権

との追い

○自民党は０７年の参院選で「今後１年で問題解決」「最後のお－人にいた

るまで責任を持って支払います」と主張したが、その公約は全く守られ

ておらす、今や記録問題に対する関心もやる気もない。
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５

キャッチ

フレーズ 年金制度を一元化し、月７万円の最低保障年金を実現します。

政策目的

危機的状況にある現行の年金制度を公平で分かりやすい制度に改め、年金

に対する国民の信頼を回復する。

概要

ポイント

○年金制度を例外なく一元化することで、全ての人に公平で分かりやすい

制度にする。

○新制度は、「所得比例年金」と「最低保障年金」の２本立てとする。「所

得比例年金」は、すべての人が「所得が同じなら、同じ保険料」を負担

する。受給額は納めた保険料を基に計算し、「納めた保険料は必ず返って

くる制度」とする。

○「最低保障年金」の創設で、すべての人が７万円以上の年金を受け取れ

るようにすることで、誰もが安心して高齢期を迎えられる制度にする。

｢所得比例年金」を－定額以上受給できる人には「最低保障年金」を減

額する。



６

キャッチ

フレーズ 安心の医療を実現します。

政策目的 医療崩壊をくい止め、国民皆保険を守る。

概要

ポイント

【医療を建て直す】

○自公政権による年間2200億円（５年間で1.1兆円）の社会保障費肖11減方

針を撤回し、崩壊しかかっている医療を建て直すために十分な予算を確

保する。

○医師養成を質量ともに拡充する。当面、ＯＥＣＤ諸国平均の人ロあたり

医師数(人ロ１０００人当たり３人)を目指す。大学医学部定員を１．５倍に

増やす。

○救急、産科、小児、外科、へき地の医師不足を解消するため、地域の医

療機関の連携強化、短時間正規勤務制、国公立病院等の医師定数増員な

どにより現役医師の活用を進める。

｢医療従事者等確保支援センター（仮称）」を設置し、医療従事者の確

保・あっせん・休職者の復職支援等を行う。

○厚生年金病院及び社会保険病院は、地域医療を担う公的な存在として存

続させることを原則とする。

【国民皆保険制度を守る】

○後期高齢者医療制度は廃止する。廃止に伴う国民健康保険の財政負担は

国が支援する。

○国民健康保険財政の地域間格差を是正する。

○被用者保険（組合健保、協会けんぽ、共済）と国民健康保険を段階的に

統合し、将来は地域医療保険として医療保険制度の一元的運用をはか

る。



７

●

キャッチ

フレーズ 第２のセーフティーネット「求職者支援制度」を創設します。

政策目的

○雇用のセーフティネットの拡充。

○非正規労働者の待遇改善、雇用の安定。

○ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の実現。

概要

ポイント

【雇用のセーフティネットを拡充】

○雇用保険と生活保護との間をつなぐ、第二のセーフティネット「求職者

支援制度」を創設する。失業給付が終了した人や自営業を廃業した人が、

職業能力割||練を受けた場合、日数に応じて能力開発手当を支給。手当の

基本日額は５０００円、２０日ﾖll練を受けた場合、月１０万円を給付する。

○３１日以上の雇用期間があれば全員が雇用保険に加入する。

○若年者から中高年層までの職業能力開発を支援する。

【非正規雇用の待遇を改善】

○「期間の定めのない雇用」「直接雇用」を雇用の基本原則とする。

○パート、有期契約社員等と正規社員、派遣労働者と派遣先社員の賃金、

職業訓練の機会等について均等待遇を推進する。

○中小企業への十分な支援を進めながら、最低賃金の全国平均１０００円への

引き上げをめざす。

○２ヶ月以下の雇用契約について労働者派遣を禁止、派遣元・派遣先の責

任強化等、派遣労働者の保護を強化する。

【健康に働き、ワークライフバランスを実現】

○労働時間管理の徹底で長時間労働を解消し、心身の健康を維持し、過労

死・過労自殺を防止する。

○出産休暇、育児介護休業の取得を推進し、「育休切り」「介護切り」な

どの不利益取扱いを防止する。

【よくある質問】

○派遣労働をなくすのか。

なくさない。

派遣労働者の労働条件の改善を進める。雇用の安定を確保するため、①派遣会社と派遣労

働者の間の雇用契約は２ヶ月以上とすること､②専門業務以外の派遣については１年以上
の雇用見込みがあること､③ものの製造現場の派遣は専門性のある業務に限ること等の派

遣法改正を提案している。



住民に身近な自治体が、霞が関に縛られず、住民のニーズに合った行政サ

ービスを提供できるようにする。
政策目 的

○生活に関わる行政サービスをはじめ、対応可能なすべての事務事業の

権限と財源を、国および都道府県から基礎的自治体に大幅に移譲する。

○国が使い道を限定する「ひもつき補助金」を廃止し、地方が基本的に

自由に使える「一括交付金」に改める。

○国が地方に一方的に負担を求める国直轄事業の地方負担金を廃止す

る。これによって、地方が自由に使えるお金を増やす。

■

ポイン

要
卜

○法律や政省令による義務付け・枠付けを縮小し、自治体が住民の視点

に密着した形で事務事業の基準等を決められるようにする。

○国と地方の協議を法制化し、国と地方の関係を「上下・主従の関係」

から「対等・協力の関係」に改める。

８

キャッチ

フレーズ

｢中央集権」から、「地域主権」へ。

｢ひも付き補助金」から「一括交付金」へ◎

【よくある質問】

○一括交付金化により、義務教育や社会保障に必要な予算が削られるのではないか。

一括交付金化によって現在の補助金額を一律に削減するわけではない。義務教育や社会保

陣に必要な予算は責任をもって確保する。

○民主党は道州制に反対か？

民主党の目指す地域主権は基礎的自治体中心．広域自治体については、当分の間、都道府

県の枠組みを基本とするが、都道府県等による広域連合や合併の実施、将来的な道州の導

入も検討する。広域自治体のあり方については地域の判断を尊重し、国が地方に強制する

ことは考えていない。

○民主党は強制合併を進めていくのか？

権限の移譲に並行する形で、基礎的自治体の規模や能力の拡大を進めていく。ただし、合

併については自治体の自主性、多様性を尊重し、強制的な合併は行わない。



９

キャッチ

フレーズ 高速道路無料化で地域再生！

政策目的

○生活コスト・企業活動コストを引き下げ、消費・経済活動を活性化する。

物流コストの弓|き下げで、地域産品を大消費地に運びやすくする。

○ＳＡ・ＰＡの活用を含めた観光の活性化により、地域経済を活性化する。

○一般道の渋滞を解消し、温暖化対策を進める。

○高速道路の活用により、一般道の整備を節約する。

n日要

ポイント

○首都高速、阪神高速を除く高速道路は原則無料化する。

○無料化しても渋滞やそれに伴う環境悪化の懸念の無い路線・区間は速や

かに無料化する。

○渋滞やそれに伴う環境悪化の懸念のある路線・区間については、割弓|率

を'1頂次拡大するなどによって影響を検証しつつ、無料化を進める。

○これまで高速道路の料金収入によって返済してきた借金（＝高速道路を

造るための借金）は、国が承継する。これによって、高速道路会社は料

金を徴収する必要が無くなる。

○整備予定の高速道路は、必要性を精査した上で、他の一般道路と同様に、

税金で整備する。

○高速道路会社は、業務分野ごとに民間会社として再編する。職員の再就

職には十分に配慮する。

○高速道路無料化に伴う様々な社会的影響に配慮する。

備考

自公政権

との追い

○自公政権の割引策は「土日・乗用車・ＥＴＣ搭載車」に対象を限定する

など不公平な割引策。しかも期間が２年間限定であり、その後の展望は

示していない。

○割：|対象を「ＥＴＣ搭載車」に限定することによって、ＥＴＣ関連の天

下り団体を儲けさせている。

○自公政権は「道路公団の民営化に当たり、税金は投入しない」と言って

いたが、上記の害Ｉ引のために税金を投入しており、公約違反。
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キャッチ

フレーズ

ガソリン税、軽油弓l取税などの暫定税率を廃止して、

２５兆円の減税を実施します。

政策目的

○２５兆円の減税を実施して､家計が自由に使えるお金を増やすことによっ
て、消費を活性化する。（－世帯当たりの減税額は約５万円／全国平均）

○特に移動を自動車に依存することの多い地方における家計の負担を軽減
して、地域経済の活性化を図る゜

概要

ポイント

＜廃止対象＞

○ガソリン税の暫定税率は２４．３円／Ｌで、税収は１．３兆円

○軽油引取税の暫定税率は１７．１円／Ｌで、税収は５０００億円

○自動車重量税の暫定税率は４８００円／０５ｔで、税収は5000億円
(自動車重量税は車検時に納める税金で、車体重量に応じて課税される。上記の税

率は普通車の例）

○自動車取得税の暫定税率は２％（対取得価額）で、税収は800億円

○地方揮発油嬢与税の暫定税率は0.8円／Ｌで、税収は400億円

以上の暫定税率は全て廃止し、総額２５兆円の減税を実施する。

○なお、自動車取得税、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税は地方の税

収なので暫定税率廃止により税収減となるが、地方財政に負担をかけな

い仕組みを作ることで、地方の財源は確保する。

＜参考＞

｢暫定税率」とは期限を区切った臨時的な税率であり、恒久的な税率（＝本則税率）

に上乗せされているもの。例えば、ガソリン税の場合、本則税率２４３円／Ｌに、暫

定税率２４３円／Ｌが上乗せされており、合計でガソリン１リットル当たり４８．６円

の税金がかかっている。「暫定税率廃止」とは、この内、上乗せ部分を廃止すること。

備考

自公政権

との迫い



の戸別ノ濤赫Zｒ

11

キャッチ

フレーズ 戸別所得補償制度で食料自給率向上、農山漁村を再生します。

政策目的

○農林水産業を６次産業化（生産・加工・流通までを－体的に担う）し

活性化する。

○主要穀物等では完全自給をめざす。

、

○小規模経営の農家を含めて農業の継続を可能とし、農村環境を維持する。

○国土保全、水源かん養、水質浄化、温暖化ガス吸収など多面的な機能を

有する農山漁村を再生する。

○「複雑・不公平・－回限り」の補助金から「簡素・公平・継続性」の所

得補償を中心とした政策へ転換する。

概要

ポイント

①米・麦・大豆・てん菜・でん粉原料用ばれいしょ・雑穀。菜種・飼料作

物などを計画的に生産する販売農業者に対して、生産費（全国平均）と

販売価格（全国平均）との差額を基本とした補てんを行う。

②交付金の交付に当たっては、品質、流通・加工への取り組み、経営規模

の拡大、環境の保全に資する度合い、主食用の米に代わる農産物（米粉

用、飼料用、バイオ燃料用の米を含む）の生産の要素を加味する。

③畜産・酪農、林業、漁業についても同様の所得補償制度を導入する.

傷き

自公政栢

との追い

○自民党政権では、農林漁業「団体」に対して補助金を交付してきた。ま

た農業土木と称して効果が疑わしい公共事業が横行してきた。

結局、農林漁業者に対しては予算額通りの政策効果が及ばず、族議員、

行政、農林漁業団体、業者の癒着が進み、政策全体をゆがめてきた。

○民主党は、農家等の所得を直接補償する「所得補償制度」を農林漁業政

策の柱とし、「簡素・公平・継続性」を旨とした農林漁業政策へと抜本

的に転換する。



地 瀬読温､巳

1２

キャッチ

フレーズ

持続可能な成長へ、温暖化対策を強力に推進。

新たな産業と雇用を倉|｣出します。

政策目的

○日本主導で「ポスト京都」の枠組みに主要排出国の参加を促し、地球温

暖化対策を強力に推進する。

○温暖化対策推進の中で、エネルギー・住宅・農業など環境・グリーン産

業の次世代産業を育成する。

概要

ポイント

○2020年までに１９９０年比２５％､長期的には２０５０年までに６０％超の温室効

果ガス（ＣＯ２等）排出量を肖ｌ減することを目標に掲げる。

○主要排出国である米国及び中国、インド等の途上国などが新しい枠組み

に参加するように、気候変動の国際交渉におけるリーダーシップを発揮

していく。

＜国内の浸室効果ガス発生抑制の手法＞

○キャップ（上限枠をはめること）＆トレード方式による国内排出量取引

制度を創設する。

○太陽光、風力、小水力、バイオマス、地熱などの再生可能エネルギーに

よる電力を電力会社が全量買い取る固定価格貢取制度を導入する。

○地球温暖化対策税の倉１１設を検討する。その際、地方財政や特定産業に過

度の負担とならないように配慮する。

＜新産業・雇用の育成＞

○石油・石炭など化石燃料の使用抑制・効率化及び省エネルギー・新エネ

ルギー・ＣＯ２を出さない原子力発電の技術開発や環境関連投資、省エネ

など住宅リフォームの促進等を図る゜

備考

自公政権

との追い

温室効果ガス排出抑制目園
民主党は２０２０年にＣＯ２２５%削減（1990年比)、自公政権は２０２０年ＣＯ２削減１５％

(2005年比・１９９０年比では８%肖11減）

開F田三雨､５１園
民主党は「実効ある排出丑取弓|制度の確立｣、自公政権は「試行的な実施」

囿更1祠碩耐i園
民主党は「全ての再生可能エネルギー」を対象に「全量頁取」

自民党は「太陽光」だけを対象に「余剰電力のみ貢取」



●

企・・〃Ｉ

1３

キャッチ

フレーズ 中小・小規模企業は、日本経済の活力の源です。

政策目的 中小企業経営を支援し、わが国経済の基盤を強化する。

概要

ポイント

○中小企業法人税を１１％に引き下げる。

○「特殊支配同族会社」の役員給与の損金不算入措置（いわゆる「オーナ

－課税｣）は廃止する。

○「次世代の人材育成」「公正な市場環境整備」「中小企業金融の円滑化」

などを内容とする「中小企業憲章」を制定する。

○「中小企業いじめ防止法」を制定し、大企業による不当な値引きや押し

つけ販売、サービスの強要など不公正な取引を禁止する。

○金融危機に対応するために、返済条件の緩和（元本返済猶予等）を含む

貸し渋り・貸しはがし対策を講じると共に、利用しやすい「特別信用保

証」を復活させる。

○政府系金融機関の中小企業に対する融資について、個人保証を撤廃す

る ◎

○自殺の大きな要因ともなっている連帯保証人制度について、廃止を含

め、あり方を検討する。

○金融機関に対して地域への寄与度や中小企業に対する融資状況などの

公開を義務付ける「地域金融円滑化法」を制定する。

借考

自公政権

との追い

○自公政権は、長期的視点に立った中小企業政策がなく、場当たり的な政

策しか行ってないため、真の支援策には程遠い。

○例えば、セーフテイーネット融資等で４７兆円規模の中小企業融資枠を

確保したと言っているが、実際には１６兆円程度しか利用されていな

い。



Ｐ

○
○ 地域社会の活性化をめざし、郵政事業の抜本的見直しに取り組む。

郵便局における郵政三事業の一体的サービス提供を保障するとともに、政策目的

利便性・公益性を高める改革を行う。

「日本郵政」「ゆうちよ銀行」「かんぽ生命」の株式売却を凍結する。

日本郵政グループ各社のサービスと経営の実態を精査する。

○
○
○

郵便局のサービスを全国あまねく公平に、利用者の立場に立った簡便な

方法で提供できるようにするため、「郵政事業の４分社化」を見直す。

郵便局で郵便､貯金､保険の一体的なサービスが受けられるようにする。○

株式保有を含む日本郵政グループ各社のあり方を検討し、国民のまた 、

利便性を高める。

民主党と国民新党の合意香（平成２０年９月１６日)】

郵政事業の抜本的見直し

鯨|:霊;蝋瀞蝋讓熱鵠鰯露
民主党は、郵政事業における国民の権利を保障するため、また、国民生活を確

し、地域社会を活性化することを目的に、郵政事業の抜本的な見直しに取り組保

む。

1．「日本郵政」「ゆうちよ銀行」「かんぽ生命」の株式売却を凍結するための法律

（郵政株式売却凍結法案）を可及的速やかに成立させる。

２郵政各社のサービスと経営の実態を精査し､国民不在の｢郵政事業の４分社化」

を見直し、郵便局のサービスを全国あまねく公平にかつ利用者本位の簡便な

方法で利用できる仕組みを再構築する。

3．その際、郵便局における郵政三事業の一体的サービス提供を保障するととも

に、株式保有を含む郵政会社のあり方を検討し、郵政事業の利便性と公益性

を高める改革を行う。

【よくある質問】

○改革を後退させるのか？

いいえ、国営や公社にもどすことはしない。（株式会社の形態は維持する｡）

○郵政株式売却凍結後、日本郵政グループをどのようにするのか？

政権獲得後、日本郵政グループ各社のサービスと経営の実態を徹底的に精査する。そのう

えで、①郵便局で郵便、貯金、保険の一体的なサービスを提供できるようにすること、②

郵便局のサービスを全国あまねく公平に、利用者の立場に立った簡便な方法で提供できる

ようにすること、など利用者の視点を重視して「郵政事業の４分社化」を見直す。

ちよ銀行、株式会社かんぽ生命保険、郵便事（現在は、日本郵政株式会社、株式会社ゆう

業株式会社、郵便局株式会社）

1４

キャッチ

フレーズ 郵政事業の抜本的見直しで、国民生活の利便性向上


