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⾃⺠党 の 政治資⾦団体 ・ 国⺠政治協
会 （国政協）が２０１７年に集めた企
業・ 団体献⾦ は約２４億円で、政権復帰
した１２年から６年連続で増えた。 総務
省 が公表した 政治資⾦収⽀報告書 で分か
った。業界別では１３年と⽐べ建設が２倍
以上になった⼀⽅、医薬品は減った。 安倍
政権 への企業側の思惑が献⾦額にも反映し
ていた。
国政協に１７年、１００万円以上の献⾦
をした企業・団体は、２６４件（前年⽐３
件増）だった。
国政協の企業・団体献⾦収⼊

「会社 四季報 」（ 東洋経済新報社 ）と
業界団体の会員名簿で２９業種に分類する
と、献⾦額の最多は 輸送⽤機器 で３億６
千万円（２６企業・団体）。 ⽇本⾃動⾞⼯
業会 （８０４０万円）、 トヨタ⾃動⾞
（６４４０万円）など⼤⼝献⾦が多いのが特徴だ。
政権復帰翌年の１３年との⽐較では、建設が２・１倍と突出していた。１７年はゼネコ
ン５社が各１８００万円（前年⽐各２００万円増）、マンション⼤⼿の ⻑⾕⼯コーポレ
ーション も１９年ぶりに９００万円を献⾦した。 輸送⽤機器 や電気機器が横ばいだった
のと対照的だ。
献⾦増について⼤⼿ゼネコンの担当者は「国⼟強靱（きょうじん）化政策に期待した」
と説明。実際、政府は災害対策として重要インフラ改良に今後３年で計３兆円超を投じる
⽅針を１２⽉に固めた。
逆に医薬品は１３年８７００万円から１７年８３００万円と減らした。関連団体の担当
者は「（献⾦の効果を）特段感じない」と話す。薬価の引き下げが続き、１２⽉には 消
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⽇本航空経営者も登壇。⾒えてきた
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費増税 時の臨時引き下げも固まった。政権への冷めた⾒⽅が背景にあるようだ。
ただ国政協の集⾦⼒は、１０６億円を集めた１９９０年と⽐べると４分の１になった。
職員は「毎年幹部から『 ⾃⺠党 下野前の⽔準（０８年の約２９億円）に戻したい』と告

年始の⼿⼟産に迷うなら…

創業７０年 銀座あけぼのイチオシ
外さない！めでたい年賀菓⼦とは？

げられるが、実現は厳しい」とぼやく。
９５年に始まった 政党助成 制度が背景にある。議員数などに応じて税⾦が配分され、
⾃⺠党 は１７年、過去最⾼の１７６億円を得た。献⾦の⽐率は低くなった。 企業献⾦
に詳しい 岩井奉信 ・⽇⼤教授（政治学）は「 ⾃⺠党 は交付⾦で資⾦が潤沢。献⾦で⽀
える必要性が薄れ、企業が社会貢献として献⾦しにくくなった」と解説する。
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国政協は ⽇本商⼯会議所 出⾝者や⼤⾂経験者が会⻑を務めた時期もあるが、近年、 経
団連 ⾊が強まっている。
今年１⽉、東京・ 紀尾井町 のホテルニューオータニ。国政協の新年会には、 経団連
の 榊原定征 会⻑（当時）や企業会員のトップら数百⼈が顔をそろえた。
「経済⼈として頑張って ⾃⺠党 を⽀えていこう」と訴えた⼤橋光夫・国政協会⻑も、
元 経団連 政治委員⻑だ。
出席者によると、駆けつけた 安倍晋三⾸相 は「 ⾃由主義 経済を守るために皆さんの

オーデマ ピゲが紡ぐ時計作りの正統
技術の継承を可能にしたその秘密とは？

⼿のひらや⾜の裏の⽔ぶくれやひび割れ
その悩み「掌蹠膿疱症」かもしれません

将来の選択にまつわるエピソードが満載
世界的なトップシェア企業をご紹介

朝⽇新聞官邸クラブ 公式ツイッター

協⼒が必要です」とあいさつしたという。
@asahi_kanteiさんの

経団連 は１４年、傘下の業界団体や企業への献⾦呼びかけを再開。１７年、 ⾃⺠党

朝⽇新聞官邸クラブ

は国政協を通じ２３億５千万円（前年⽐５千万円増）の献⾦を集めた。国政協へ１千万円
以上を献⾦した６４企業・団体で 経団連 と無関係なのは１団体だけだった。
安倍政権 も、 経団連 の意向に呼応する。１８年度には、 経団連 が⻑年要望してきた

ツイート

@asahi_kantei
返信先: @asahi_kanteiさん
岩波書店さんからの発売です。
2018年12⽉28⽇

「 法⼈税 の実効税率３０％未満」を実現した。臨時国会で成⽴した改正 出⼊国管理法
による外国⼈労働者受け⼊れ拡⼤も、 経団連 が求めていたものだ。
逆に、企業の内部通報者の保護を強める 公益通報者保護法 の改正は、政府の検討会で
は賛成意⾒が多かったが、 経団連 などの反対を受け来年の通常国会では⾒送られる⽅向

朝⽇新聞官邸クラブ
@asahi_kantei
今⽉14⽇に発売になりました。特区制度や公⽂
書、公益通報のあり⽅などからの論考です。

だ。 消費者庁 幹部は「経済界との調整に時間がかかる」と明かす。
⾃⺠党幹事⻑ 室は朝⽇新聞の取材に「個⼈・法⼈からの寄付で党の政策がゆがめられ
ることはない」と⽂書で回答した。⼀⽅、党財政に詳しい党幹部は「税⾦である 政党交
付⾦ と⽐べると、⾊々なところに配りやすい使い勝⼿のいいお⾦。献⾦収⼊の重みは全
く変わっていない」と話した。（別宮潤⼀、藤原学思、野村杏実）
◇
〈 国⺠政治協会 〉

１９６１年に財界、⾔論界、スポーツ界の代表者らが ⾃⺠党 へ

の献⾦窓⼝として作った「国⺠協会」が⺟体。７５年に現在の名称になった。 ⾃⺠党 本
部に近い東京・ 平河町 が本部、各道府県に⽀部がある。関係者によると、業界ごとに献

年

⾦集めの担当者がいるという。

「お⾦の使い⽅、⼝出ししない」
国政協は献⾦の意義をどう捉えているのか。⼤橋光夫会⻑に聞いた。
２０１５年、 ⾃⺠党 に請われて会⻑に就きました。経済界には政治に直接関与したく
ないという雰囲気もありますが、私は 経団連 で政治委員⻑を務め、⽗も政治家だったの
で政治アレルギーはありません。

埋め込む
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朝⽇新聞官邸クラブ
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昨⽇のトップ５

⾮⾃治会住⺠は「ごみ捨て場使うな」
トラブルの現場は

供しよう、ということです。

１歳の娘、あわや動画依存
中、⽬に異変が…

国政協は ⾃⺠党 にお⾦の使い⽅について、⼀切⼝を出しません。具体的な政策を求め

⾵呂でも熱

「明⽇にでも電通を辞めて…」妻の⾔葉
に決めた早期退職

ることもない。⼀⽅、献⾦をした業界団体が業界の発展のための政策を要望するのは、企
業の品位にもとるものではないし、法にも触れません。

教室の頭蓋⾻、実は「本物」次々と…
「昔、売っていた」

今は 政党交付⾦ があり、献⾦を⾏う企業も額が変わってきています。企業から過度に

「⾃分はつなぎの天皇」
に、そう語った

集めることができなくなったのは、近年、上場企業にとって株主の理解がより重要になっ
たことも⼀因です。

ソーシャルランキング

る時代になります。 円安 がいい業界もあれば、円⾼がいい業界もある。全体でこうある

https://digital.asahi.com/articles/ASLD94QY1LD9UTFK001.html?iref=pc_ss_date
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読まれています

と。資⾦集めで政治家に苦労させたくないし、節度も必要。だったら、きれいなお⾦を提

べきだ、という政策は打ち出しにくくなりました。（聞き⼿・野村杏実、別宮潤⼀）

⽇

※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツ
イートが表⽰されない場合もあります。

献⾦は寄付であり、⼀種の社会貢献です。政治家の本分は国家国⺠のために活動するこ

今後は、経済団体に 重厚⻑⼤ の産業ばかりでなく、ＩＴや消費者に近い企業も参加す

⽉
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２０１７年、国政協に３千万円以上献⾦した企業・団体
① ⽇本⾃動⾞⼯業会

学校になぜ本物の頭蓋⾻が

今も残る「外国⼈お断り」
外国⼈受け⼊れ拡⼤、その前に

３０００

sippo

３０００

⽇本の冬といえば「こたつ」
猫専⽤こたつを試してみた

（ 総務省 調べ、単位・万円）

⼤学⼊学共通テストに向けて「やるべきこと」

関連ニュース

地元で受験、「サテライト⼊試」で合格へ！

レーダー照射、沈静化図る韓国 抗議⾮公表、⽇本に求め
⾸相の⽀持基盤、揺れる神社界 総⻑反発「改憲潰しだ」

同志社⼤学ほか、関⻄の⼤学の今が分かる！

僕が「ネトウヨ」と決別した理由 翁⻑前知事の次男

何にでもチャレンジしたくなる ⽣⽥智⼦

東京の右翼「辺野古の⼟砂⽌めたい」 沖縄に⼀⼈で⽴つ

１年間のレシートを⾒直し、節税＆健康管理

空⺟「海軍軍⼈としては欲しいが…」旧軍出⾝の統幕議⻑

アートやスポーツ、⼦供向けの楽しい講座満載
マーケティングの事例とノウハウが満載！

こんな特集も
スイスの⾼級時計「オーデマ ピゲ」の魅⼒
チャートで確認

住宅選びをサポート！「住まいの未来」特集

(PR)

レシートを⾒直し、節税＆健康管理を！

(P R)

バーバリーで、これが欲しい。より着やすく進化した英国⽼舗の本格コート (アエラスタイルマガ
ジン)

「⼈⽣100年」時代のキャリア形成とは

⼄葉さん、⼦供の想像⼒を養う習い事とは
寒い季節の到来

冬本番！ペットのウイルス＆菌対策は⼤丈夫？

浅⽥真央さんに聞く

(PR)

健康へのこだわり

伝統と⾰新。東京の多様な緑を⾒つけよう
(P R)

PR情報

東京城南の新築⼀⼾建て、中古マンション情報の住所公開（解説付き）
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⼈気料理家が教える、冬にぴったりの絶品料理
浅⽥真央さんに聞く ⽇々の⾷事や体調管理
夜景写真家岩﨑拓哉さんに聞く夜景撮影の魅⼒
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