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平成二十五年三月六日(水曜日)
午前十時一分開議

O議事日程第十号
平成三十五年三月六日

午前十時開議

O 本自の会議に付した案件

て常任委員長の選挙

一、常任委員長辞任の件

以下議事日程のとおり

O議長(平田健二君)これより会議を開きます。

この際、お諮りいたします。
財政金融委員長川崎稔若から委員長を辞任いた
したいとの申出がございました。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

これを許可することに御異議ございませんか。

O議長(平田健二君)御異議ないと認めます。

参議院会議録第十号

よって、許可することに決しました。

平成二十五年二月六日

平成二十五年三月六日

議

録

第
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宮古
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AM

を指名いたします。
〔拍手〕

O 議長(平田健二君)
に関する件(第三日)

国務大臣の演説

総理の言うとおり、自主自立は大切であり、再
挑戦が可能な社会が必要であることは論をまちま

言され、両国の信頼回復と関係改善への歩みが前

進したものと評価したいと思います。

その上で、日米間には依然として多くの諸課題

が存在することを踏まえ、引き続き、総理のリー

せん。その国民の自主自立を尊ぶ気風を重んじれ

ばこそ、自立と併せ、共助と公助のバランスによ

ダーシップによる具体的な行動と外交努力を重

R

米関係の構築につなげていくべ

る安心の国づくりが政治に求められているので

ね、揺るぎない

先般、総理から直接、日米首脳会談の成果など

理に伺います。

今般の訪米に関し、改めてその成果と意義を総

きと考えます。

す。

世界一を目指す日本。それは豊かさと安心を期

待できる国でなければなりません。そのために必

要なものは何か。それは人です‘人材なのです。

につき、御報告をいただく機会がありました。そ

女性の力、若者の力、高齢者のカを生かせる社

会。そして、それを引き出す安心の社会保障が重

に単なる経済連携を超えた

の中で、総理が

域なき関税撤廃ではないことを権認した意味は大

た。オバマ大統領との共同声明という文書で、聖

多面的な戦略的意義を見出されていると感じまし

TPP

要なのです。

それらに向けて今、政治が優先して取り組むべ

まずは、先日、野党の皆様の協力をいただき成

きことは、財政と外交の具体的課題です。

のと思います。

への交渉参加の判断は政府の

きく、総理の御者労に大きな評価が寄せられるも

Tpp

立した補正予算の一日も早い執行と、来年度予算

我が党は、

について与野党の英知を振り絞った審議と早期の

成立が望まれます。そして、外交においては、さ

ことにしました。ただし、当然丸投げではありま

専権事項であるとして‘総理に対応をお任せする

せん。仮に交渉参加を決断するのであれば、交渉

きの臼米首脳会談などに象徴されるように、綴密

さらに、東日本大震災からの復興の加速化、た

で果断な外交活動を展開することです。

て、国益を最大化させることが大前提となりま

で守るべきものは守り、勝ち取るものは勝ち取っ

TPP

ゆむことのない財政再建、不安を解消する

の多面的な戦略的意義には賛同します

が、他方、我が同の綴幹にかかわる社会保障、食

TPP

す。

への対応、そして安心を実感する社会保障など、

性急に事を焦らず、着実に解決していく政治の取

山積する課題一つ一つについて、倣慢にならず、
組を国民は固唾をのんで見守っているのです。

が国が誇る国民皆保険制度や食品の安全基準が、

の安全、安心には安易な妥協は許されません。我

交渉の結果、不当に損なわれるのではないかとい

公明党は、深く傷ついた日本外交の再建の鍵を

ながら両国関係を再構築することが必要であると

う不安の声にこたえる責任があります.

握るのは日米関係であり、それを深化、発展させ

の立場でさきの衆議院議員選挙に続み、連立政縫

判断に当たり、とりわけ次の二点につき特段の配

先日、総理には直接申し上げましたが、参加の

望をつくる。再挑戦できる社会。さらに、経済成

で、総理が緊密な日米同盟が完全に復活したと宣
国務大臣の演説に関する件(第三日)

合意でもその方向性を確認しました.今般の訪米

常任委員長の選挙

理の力強い施政方針をお伺いしました。
常任委員長辞任の件

長や安心、安全での世界一を目指す気概など、総

強い日本をつくる。そのために自立を求め、希

並びに関係三演説に対し、質問いたします。

私は、公明党を代表して、総理の施政方針演説

O 山口那津男君公明党代表の山口那津男です。

〔山口那津男君登底、拍手〕

す。山口那津男君。

昨日に引き続き、これより順次質疑を許しま

日程第

よって、議長は、財政金融委員長に藤田幸久君

O 議長(平田健二君)御異議ないと認めます。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長において指名することに御異議ございません

つきましては、本選挙は、その手続を省時し、

財政金融委員長の選参を行います。

O 議長(平田健二君)この際、欠員となりました
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参議院会議録第十号
国務大臣の演説に関する件(第三日)

い関係につき、総理の見解を伺います。

対応と朴新大統領率いる韓国と我が国との望まし

平成二十五年三月六日

論を経て、国益を最大化する国民のコンセンサス
東日本大震災から間もなく二年.被災された皆

まず、平成二十五年度当初予算について申し述
べます.
来年度予算は、平成二十四年度補正予算と一体

e

つくり事

二了一
JI

業費として三千億円を計上したことは、公明党の

までの行革の努力を反映する地域の元気

一方で、歳入面では、税収見込額約四

主張に沿ったものと高く評価します.

兆円に対し、新規国債発行額は約四十二・九兆円

目のない対策、東日本大震災からの復興加速な

リ

バランスの改善を図っております。

財政健全化に向けては、恒常的に歳出抑制・削

1

が税収を上回る異常事態を克服して、プライマ

と、民主党政権下で三年間続いた新規国債発行額

て、世界で勝ち抜く製造業の復活に向けた、部素

特に、経済再生に向けた具体的政策手段とし

ど、公明党の主張が反映されております.

的な十五か月予算として、日本経済の再生へ切れ

の復興、福島の再生に全力を尽くしてまいりま

現場に密着する公明党は、これまで以上に被災地

し、重ねて心からお見舞いを申し上げます。生活

をつくること。もう一つは、特に農業が多面的な

慮を求めます。一つは、情報を開示し、国民的議

T

様、今なお避難生活を強いられている皆様に対

交渉では国民皆保険制度や食品の

力をすることです。
TPP

機能を持つことに配慮し、食料自給率を高める努

現在の

安全基準が議論になっているのかいないのか、
PP

はそれぞれの国が自国にとって必要で合理的 す。

ip
S

Gm での財政状況に関する不確実

そこで、来年度予算の早期成立へ向けた決意と

減しながらも、今後も安定した経済成長を成し遂

げつつ、歳入を確保するという財政運営が求めら

ルを踏まえ、インフラの再構築を

また、公明党が主張してきた命を守る防災・減

細胞(人工多能性幹細胞)研究を含む医療関連分

復興を加速する支援策が講じられてきました。一

野のイノベーション推進‘中小企業への多角的支

れます。

材分野や、省エネ、再エネの研究開発支援、

のか‘共同声明の趣旨に沿ってメリット、デメ

方で、いまだに三十二万人に及ぶ避難者の実情

援などが盛り込まれました。

内閣発足以来、復興庁の司令溶機能の強化など

リットの政府試算をやり直すとどうなるのか、そ

目を向けるとき、更なる対策の強化が必要です。

や.遅々として進まない住宅再建や除染の実態に

な規制や制度を講じることを妨げるのか妨げない

民の声に真撃に耳を傾けつつ、判断していただき

れらについて国民に属大限の情報提供を行い.国

l

ともに、さきの

ディ
災ニュ

九月のサンクトペテルブルク・サミットまでに策

性を解消するとのコミットメントを踏まえ、今年

l

繕、長寿命化の推進のほか、補正予算で創設した

加速。国が管理する道路や河川管理施設などの修

また‘今年度補正予算及び来年度予算案には、
被災住民の定着促進を関る震災復興特別交付税の

定する中期的な財政戦略の方向性、さらに財政健

たいと思います。

増額のほか、福島原子力災害避難区域等帰還・再

防災・安全交付金に約一兆円を積み増し、地方自

全化目標についての総理の所見を伺います。

参加の戦略的意義を含め、総理御自身の

言葉で国民に説明を行うとともに、その覚悟のほ

生加速事業、長期避難者生活拠点形成交付金、福

治体が実施する対策を強力に支援するとともに、

TPP

どを伺います。

公立小中学校の耐震化家を九四%まで引き上げる

となりました。給出額は前年同月比で六・肉%伸

の貿易赤字は過去最大の一兆六千二百九卜四億円

よる輸入品価格がそれを上回った形です。特に、

びて八か月ぶりに埼加したものの、急速な円安に

おります。

.Hi

など、安心、安全に大きく寄与する内容となって

また、予防医療分野では、子宮頻がん

ました。今後、これらの施策の実施により、被災

期待できます.

者の住宅や生活再建、避難者の帰還など、効果が

さて、先日発表された貿易統計によると、一月

かった課題に対する新たな支援制度が盛り込まれ

島定住緊急支援交付金など、これまで対処できな

アジア太平洋地域の安定と繁栄に資するべき近
隣諸国との関係改善は、我が国の喫緊の課題で

韓国では朴樺恵氏が大統領に就任しました。竹

す。

島問題をめぐり慈化した日税関係の早期改善に向

小児用肺炎球菌の三ワクチンについて予防後

また、経済性ある液化天然ガスの安定給入に向

くします。

しい被害に思いを致すとき‘なおさらこの感を深

応すべきと考えます。特に、先般の暴風雪の痛ま

窮者に対する灯油購入費の助成について早急に対

原油や液化天然ガスなど燃料価格の上昇は.電気

種法に基づく定期後種に追加するほか、厳しい経

代や石油製品価格の上昇を招いています・中でも

b.

確保、賠償の実施、健康管湾、風評被害への対

済状況にある大学生らへの無利子奨学金の貸与者

及ぼしており、仮設住宅や社会福祉施設、生活困

灯油価格の高勝は‘寒冷地を中心に重大な影響を

福島においては‘除染の推進や中間貯蔵施設の

速化させるとともに、核実験を強行した北朝鮮へ

応、長期避難者への支援など.あらゆる課題が山

盛り込まれるなど、バランスの取れた予算案と

数の拡大、保育所の待機児童受入れ枠拡大なども

け、両国首脳同士の対話や議員連盟等の交流を加

の対応などについて緊密な連携を図ることが重要

り行政の弊害を排し、これらの課題にいかに迅速

積しています.今後、政府が復興庁を中心に縦割

また、三回目の核実験を強行した北朝鮮に対

かつ的確に対処し、福島の再生を推し進めること

めに実施している国家公務員の平均七・八%の給

地 kH
公務員給与については、復興財源総出のた

なっております.

です。

し、ミサイル発射などを含む一連の挑発的行為を

ています。

地方自治体のこれまでの削減努力に配慮し、これ

与削減に準じた協力をお願いしています。今回、

ができるか、被災者の方々は期待を持って見詰め

以上、東日本大震災からの復興、福島の再生の

改めて強く非難し、各国と連携を強化し、追加的

加速化について、改めて総埋の決意を伺います。

制裁を含む新たな安保理決議の早期採択など、断

日米首脳会談でも篠認された今後の北朝鮮への

固とした措置をとるべきです。

H

が先頭に立って、調達コスト引下げに向けた取組

け、石油価終連動からの脱却を目指すなど、総理
じて法人税を減税する制度を拡充し、給与引上げ

一雇用促進策では、新規の従業員雇用の人数に応
者慮
支す
緩ぺ
策き

っ考
いえ
にと

てま

のす
基
本ま
的ず

認は
識
を総

伺理

品の値上がりが国民生活を直撃することも予想さ
業では二O%を法人税から減税することが可能と

り組んできました。

性が健康で生き生きと活躍できる社会の構築に取

の平成三十五年度からの定期接種化などを実現し

の全国普及、子宮頚がんワクチン

究開発投資に対する法人税の税制問控除の上限をて

てきました。また、妊婦健診の公費助成も徐々に

l

次に、税制改正について申し上げます。

O%から三O%に引き上げるほか、中小企業の交

ンモグラフィ

クーポンを配付、乳がんの早期発見につながるマ

んである子宮頚がん・乳がん対策として無料検診

特に、女性の健康を守るために、女性特有のが

による減税かのどちらかを選択できる制度になり
ました。

また、事業承継税制の要件緩和により親族以外

平成二十五年度税制改正大綱では‘公明党の主

拡大し、平成二十五年度からは恒常的な仕組みへ

ン減

際費を損金算入できる制度も拡充され、雇用と景

1

張を反映して、車体課税の見直し、住宅ロ

ん予防推進法の制定や、女性特有のがん対策を含

検査の普及促進のための子宮頚が

の理解を得ることが重要です。今回の改正を含

めたがん対策推進基本計画の着実な推進を図るべ

HPV

め、十数年に-度の抜本改正と位置付け、引き続

今後、

移行されることとなっています・

強く主張してきた取得税の廃止を含めた税負担の

きです。

ン減税については、その期限を四年間

ならない雇用制度の在り方など、きめ細かい支援

が、今後、全ての政策立案において必要な視点と
国務大臣の演説に関する件(第三日)

政権合意に沿って、今月より政府・与党において

また、幼児教育の無償化については、自公連立

図ることを求めます.

わけ子育て世代の声を聞きながら、制度の充実を

たしました。今後、具体的な実施に当たり、とり

児童の解消に向けた方向性など、大きく前進をい

の一体改革において、財源の確保とともに.待機

子ども・子育て支援については、社会保障と税

せて、総理の答弁を求めます。

具体的な議論が深まることを期待し、今後、与党

政府は、若者・女性活躍推進フォーラムを立ち

る分野での女性や若者の活躍が不可欠です。

自立を促し‘世界一を目指すためには‘あらゆ

す。

女性・若者支援のための政策について伺いま

て、総理の所見を伺います。

これら税制改正、中でも軽減税率の導入につい

策を継続的に行うことが重要です。がん対策と併

育児期に離職しても収入やキャリアでマイナスと

を促す施策、保育環境の整備、さらには、出産・

また、女性の就職支援や仕事と育児の両立支援

き税制課題について真撃に取り組んでまいりま

先日、与党税制協議会の下、軽減税率制度調査

軽減と簡素化について具体化が進みました。特

l

で明記したことは大きな前進であります。

住宅ロ

延長し、最大控除額も大幅に鉱充しました。与党
大綱では.所得税や住民税の納税綴が少ない中低

ととに対応するため、中低所得者に対して現金給

所得者が住宅ローン減税の減税枠を使い切れない

付を行うことも確認され、引き続き納得できる制

度となるよう議論を重ねてまいります。

きます。
平成二十五年一ニ月六日
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給与引上げ策が盛り込まれている点も指摘してお 上げ、成長戦略に反映すぺく検討を開始しました

さらに、経済対策の一環として‘雇用促進策、

内において議論を更に加速させたいと考えます。

下げ、一O%時には廃止することを与党税制大綱 委員会が設置され、軽減税率の導入に向けて更に

車取得税について、消費税率が八%の段階で引き

す.

消費税率の引上げを控え、消費税に対する国民

気回復の好循環が生まれることが期待されます・

の後継者への事業承継が容易になったことや、研

いの

税の拡充、雇用佐保のための税制など、暮らしに

ください。

と考えます。総理の見解並びに御決意をお聞かせ

対策について国民の理解を進めるためにも重要だ

なり‘企業にとっては雇用滑による減税か給与滑

さて、公明党は、全国の女性議員を中心に、女

若考

についてしっかりと対応することは、政府の経済

以上アップした場合に‘治加額の一O%.中小企

策では、従業員の給与支給総額を前年度比で五%

.・て

れます@こうした円安の副作用ともいうべき影響

さらに、小麦や大一旦といった輸入原材料由来食

を積極的に行うべきと考えます。

す性し

に、公明党が粘り強く主張し取り組んできた自動

まずは、車体課税について、公明党が従来から

ロ巧 配慮した減税が数多く盛り込まれています。

外)
報
rム『・

ま女

さきにも申し述べましたが、補正予算と一体的

本格的な検討を始めることになりました。

な子育て支援が必要との公明党の主張のとおり、

平成二十五年度当初予算案においても待機児章解

消のための予算が広充されました。潜在的な待機

保育人材の確保、処遇改善について議論されるこ

児童一解消のために、今後、子ども・子育て会議で

とと承知しておりますが、これらの具体的な課題

と併せて、総理の答弁を求めます。

についてどのようにお考えか、幼児教育の無償化

社会全体が高齢化する中、有権者に占める青年

若者政策について伺います。

層の比率は相対的に減少傾向にあり、さらに、若

る傾向も相まって、民主主義の高齢化が懸念され

者の投票率が高齢者に比べ低い水準で推移してい

いかに若者の声を政治に反映していくかは、世

ています。

界一を目指す日本にとって厳重要な視点です。若

者を将来の国づくりの中心に据える、また、道州

制を始めとする新しい国の在り方を議論すべき今

の政治参加を強力に推進すべきではないでしょう

こそ、是非、早期に十八歳選挙権を実現し‘若者

昔一口うまでもなく、日本経済の力強い再生を推進

ふN

がいを持って働くことのできる環境をつくってい

する上で、次代を担う若者世代が安心して、生き

くことが肝要ですの若者の雇用情勢の改善に向け

に、正規、非正規の格差是正やワ

l

ク・ライフ・

て雇用創出と就労支援に一層力を入れるととも

バランスの推進など、雇用の質の向上を推進すべ

雇用を始めとする若者政策について、国家戦時

きです。

外)
(号

報
官
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ますが、総理の決意を聞かせてください。

として一体的かつ強力に進めるべきであると考え

生活困窮者対策について質問いたします.

あわせて、生活保護基準の見直しによって他の

学路の安全対策は具体的に推進してきた政策で

を入れてまいりました。中でも、学校耐震化と通

います。

の衆参の国会決議を受け、改めて総理の決意を伺

国務大臣の演説に関する件(第三日)

様々な制度への影響は避けられません。例えば、
す.

この通学路の安全対策について伺います。

依存しない温暖化対策を進めていく以外にないと

国民世論を踏まえれば、我が国は原子力発電に

就学援助は多くの自治体で生活保議基準額を支給

社会の変化によって、経済的困窮や社会的な孤 の目安にしており、就学援助費が減額されるとの

考えますし、自公両党は、連立政権発足に当た

な導入や火力発電の高効率化等の推進によって可

り、省エネルギー、再生可能エネルギーの加速的

昨年、公明党の提言を受け、政府は全国で小学

十五日に発表された報告によれば、安全対策が必

校通学路の緊急点検を実施しました・今年一月二

能な限り原発依存度を減らすことに合意していま

総理の生活困窮者対策と生活保護見直し、そし

を講じるべきであると考えます.

立を招く、いわゆる生活困窮者をめぐる問題が深 不安の声も寄せられており、適切な激変緩和措置
刻化しています巴貧困や格差の固定化は更なる貧

要とされた箇所は七万四千四百八十三か所、その

す・

を送り、社会参加の機会を平等に得ることのでき

て激変緩和策についての認識を伺います。

すが、いまだ五万を超える笛所が未対策です。残

うち二万二千七百十四か所が対策済みとしていま

差など様々な問題へと波及する根本的な課題であ

公明党は、障害の有無にかかわらずに社会生活

障害者施策について伺います.

乙とは政治の責任でもあります。

その取組の大きな柱は三つ。すなわち、障害者

政府は、生活困窮者の自立を支援する新法の提 る共生社会の実現に取り組んできました。
出を検討するに当たり、現場で支援活動に従事さ

ますが、総理の見解を求めます。

りの危険な通学路の対策をいつまでに実施し、ゼ

ンギャップが存有することが課題になっていま

減レベルとの問に大きな隔たり、すなわちギガト

の削減目標や行動と温暖化抑制のために必要な削

が盛り込まれています。いよいよ本年四月から施

や法制化に当たっては、教師の多忙や孤立など学

置法において、昨年七月の施行からの三年間を集

特に、再生可能エネルギーについては、特別措

考えなのでしょうか。

について、総理はどのような基本方針で進めるお

です。今年行われるエネルギー基本計画の見直し

また、地球温暖化対策はエネルギー政策と一体

です。

対策を再構築する本格的な再スタートを切るべき

す。今こそ‘国際社会と協調して我が国の温暖化

ロとするのか、政府は見届ける責任があると考え

自身の意見が尊重される体制の整備、障害者の権

先般司教育再生実行会議がいじめ対策などを取

れている関係者の意見も十分に踏まえつつ、地域

利擁護の推進、障害者が地域で暮らせる社会の構 りまとめた提言を総理に提出しました。
ましたが、いじめ対策として道徳教育を教科化す

提言には、道徳教育の教科化などが盛り込まれ

のカが十分に発庫できる体制をつくるべきです。

昨年成立した障害者総合支援法にもこの主張が

また、生活訓練や社会訓練を含めたきめの細かい 築の三本です。
自立・就労支援策や、子供への学習支援などが全

支援区分に見直すことや意思決定支援の配慮など

随所にちりばめられており、障害程度区分を障害 る必要があるのか疑問視する声も少なくありませ

また、生活困窮者対策とともに、生活保議制度

行されるに当たり、円滑に実施されるよう、政府

校現場の抱える課題解決や、子供の視点に立った

ん.

べきと考えます。

国で確実に実施されるよう必要な財源措置を講ず

の見直し及び保護基準の適正化を行うこととして

の適切な対応を求めます・

え‘補正予算、本予算案に再生可能エネルギー導

中導入期間としています。公明党の主張を踏ま

今後、いじめ対策の具体化へ向けて、制度設計

います。生活保護制度を悪用した不正・不適正受

踏まえ、広範に議論することが重要だと考えます

二 O 年招致について伺います。

本年九月七日、アルゼンチンのブエノスアイレ
スで行われる国際オリンピック委員会総会で開催

都市が決定されます@残り半年と迫る招致活動に

近代批評の巨人と言われた小林秀雄氏は、先留

以上、山積する課題について申し上げました・

を伺います。

ネルギー基本計画の見直しと併せて、総理の所見

導入を進めるお考えか、温暖化対策の再構築、エ

が、総理はどのように再生可能エネルギーの集中

入加速化プログラムなどが盛り込まれています

実効性のある方策こそが必要であり、現場の声を
向け、障害者基本法を改正するなど、国内法の整

これまで、公明党は、障害者権利条約の批准に

労、自立を促すための支援策を強化していくこと

給対策を講じるとともに、生活保護受給者の就

備を推進してきました・現在、政府において、い が、総理の所見を伺います。

一歩となるよう、今国会中に法案を提出し、早期
法装備を始めとする障害者施策の一層の推進に

の成立を求めます。

ついて、東京都やスポーツ界だけに任せず‘国を

公明党は、これまで、子供の命を守る政治に力 挙げて力を尽くす必要があると考えます。この度 プラトンについて.こう語っています。政治はみ

ついて、安倍総理の決意を伺います。

続いて、オリンピック・パラリシビックの二 O

が欠かせません。

トという事業を独自に立ち上げ、教育、就

検討を進めていますが、共生社会実現への確かな

例えば、埼玉県では、生活保護受給者の自立を わゆる障害を理由とする差別を解消する法律案の

l

支援する生活保護受給者チャレンジ支援、アス
ポ

ンツーマンで対応するなど、大きな効果を上げて

労、住宅の総合的な支援を民間団体に委託し、マ

います・こうしたきめの細かい取組には謙虚に学
ぶべきところがあります。

現在、国際社会では、各国が掲げる二 O ニ O 年

ンスを整え、具体的かつ戦略的な解決策を講ずる

り、自主自立を目指すために、共助、公助のバラ

困の連鎖につながりかねず、虐待や孤立、教育格

四

んなが一緒に生きる道ですから、一醤大事な問題
についてのお尋ねがありました。

動も通じながら、二十一世紀にふさわしい未来志

くしてまいります。

続き、早期に成立させていただけるよう全力を尽

脱却、経済再生に向けて、二十四年度補正予算に

TPP

努力していく考えであります・朴僅恵大統領と

要課題の一つです.今後、住宅再建に向けた見通

ズにきめ細

GDP 比の半

バランスについて、二

O 一五年度ま

1

でに二 O 一0 年度に比べて赤字の対

角化、

1

LNG 輸入の実現、日本企業による

ルガスの生産拡大で価絡が低下してい

LNG

消費国間の連機強化による民主側の

資源開発の権益獲得への支援を通じた供給源の多

る北米からの

て、シェ

また、天然ガスの安定的かつ低廉な調達に向け

す。

国民生活に与える影響などを注視してまいりま

ところでありますが、まずは、引き続き当事者や

全体の取組の一環として特別交付税措置を講じた

九年度及び二十年度の原油価格の高騰に伴う政府

お尋ねの灯油購入費の助成については、平成十

格や需給の監視を強化しているところです。

今般の石油製品価格の上昇を受け、石油製品価

ねがありました.

民生活に与える影響及びその対策についてのお尋

灯油価格の高勝、液化天然ガスの調達などが国

まいります。

めの中期財政計画について具体化の検討を進めて

状況も踏まえつつ、財政健全化目標を実現するた

進め、年央の骨太方針の取りまとめに向けた検討

と経済再生の双方を実現する道筋について検討を

今後、経済財政諮問会議において、財政健全化

標の実現を目指します。

減、二 O 二 0 年度までに黒字化との財政健全化目

プライマリ

化を進めることが極めて重要であり、国、地方の

また、強い経済の再生を図りながら財政の健全

向の関係を構築するため、朴極恵大統領とともに

す.力強い経済成長を達成するためには、自由貿

は、今夕にも電話首脳会談を行う予定でありま

自由貿易の推進は我が国の対外通商政策の柱で

経験論なのです、だから全く具体的です、実に日

易体制を強化し、諸外国の活力、特に環太平洋地

で、政治の実際の苦労もした人ですから、政治は

常的で人間的なところが良いのですとあります。
す.

北朝鮮に関しては、先般の日米首脳会談におい

域の成長力を取り込むということは当然メリット
があります・そのためにも、我が国が積極的に国

政治は空想ではありません。市井の声に共感す

を共有し、日米が結束してこの問題に対処してい

て、オパマ大統領との問で、核実験に対する懸念

る能力こそ政治家に求められる資質です.安倍政

ります。

際的なルール作りに参加していくことが重要であ

くことを確認しました。我が国としては、米国や

開く取組を着実に実行することにより、期待を信

これまで得られた情報では、公的医療保険制度

権に寄せられた期待に共感し、日本の将来を切り

頼に変えていこうではありませんか。

韓国を始め、中園、ロシアなどの関係国と緊密に
の協定交渉

の在り方そのもの等については

連携し、国連安保理が新たな強い決議を速やかに

TPP

において議論の対象となっていないと承知をして

採択するよう引き続き働きかけていくなど、断固

私ども公明党もその責任の一端を担う決意を申
し上げ、私の代表質問とさせていただきます。

おります.国民皆保険制度は日本の医療制度の根

とした対応を取ってまいります。
東日本大震災からの復興と、福島の再生の加速

化に向けた覚悟についてお尋ねがありました・

全が領なわれることのないよう、国際基準や科学

しを示した上でその実現を目指すとともに、福島

東日本大震災からの復旧・復興は、内閣の最重

的知見を踏まえつつ、適切に対応してまいりま

l

島、東京の二本社体制を整備したところです@除

かく対応するため、各省庁の縦割りを排し、福

特に、福島については、現地のニ

せるべく、全力で取り組んでまいります。

の避難区域への早期帰還と定住を一体的に加速さ
国民への情報提供については、今後とも、公開

す。

和も議論されていないと承知しています.食の安

また、現在のところ、個別の食品安全基準の緩

ません.

幹であり、この制度を揺るがすことは絶対にあり

(拍手)

〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
O 内閣総理大臣(安倍晋三君)山口那津男議員に
お答えをいたします.
総理訪米の成果と意義についてのお尋ねがあり
ました。

今回の日米首脳会談では、オバマ大統領との問

などの経済の課題、テロ対策等

で‘米軍再編等の安全保障の課題、北朝鮮などの
TPP

できることは状況の進展に応じてしっかりと国民

地域情勢、
のグローバルな課題など幅広い分野にわたり、日

の皆様に提供してまいります。
については‘国益にかな

染の推進や適切な賠償、インフラの復旧など、御

TPP

う最善の道を求めていくこととしていますが、山

指摘のような様々な課題を整理し、一つ一つ解決

いずれにせよ、

米同盟を深化させる方向性について率直な議論を
行い、認識の-致を見ました。

口代表のお考えはしっかりと承っており、十分に

今般の会談を通じて、オパマ大統領との個人的
な信頼関係を築くとともに、この三年間で著しく

いたします。

二十五年度予算については、デフレからの早期

組についてお尋ねがありました。

来年度予算の早期成立と財政健全化に向けた取

生を加速してまいります.

心に政府一丸となって、被災地の復興と福島の再

今後も、現場主義を徹底しながら、復興庁を中

留意してまいります。

ねがありました。

今後の日韓関係と北朝鮮への対応についてお尋

失われた日米の紳と信頼を取り戻し、緊密な日米

した。

同盟を完全に復活させるという大きな成果を得ま

要な隣国であります。日韓の問には難しい問題も

韓国は、基本的な価値と利益を共有する最も重

ありますが、回線双方で新政権が成立した機会を

こうした成果を跨まえ、今後、外交・安全保

の緊密な協力を具体的に進め.関係を更に強化し

障、経済を含むあらゆる分野において、日米間で

国務大臣の演説に関する件(第一二日

生かし、御指繍の首脳問の対話や議員連盟等の活
参議院会議録第十号

てまいります。
平成二十五年三月六日

五

外)
(号

幸日
宮

外)
(号

報
官

平成二十五年三月六日
参議院会議録第十号

価修交渉力の強化などに積極的に取り組んでいき

国務大臣の演説に関する件(第三日)

女性が健康で生き生きと活躍できる社会の僧築

性特有のがん対策につきましては、がん対策推進

御指摘のありました子宮顕がん予防も含めた女

についてのお尋ねがありました・

矢を同時に射込むことにより、企業の収益機会を

また、若者・女性活躍推進フォーラムにおける

基本計画に基づき、着実に推進してまいります。

こうした国民生活への影響については、三本の

ます。

生活に経済成長の慰窓が幅広く行き渡るようにし
御意見等も踏まえながら、待機児童の解消に向け

僧やし、雇用や所得の拡大を実現することで同民

てまいります。

若者の雇用対策、正規、非正規の格差是正や

いを感じ、チャンスを与えられる社会の実現が重

通学路の安全対策についてのお尋ねがありまし

す。

ための施策を総合的かつ計画的に進めてまいりま

今後とも、障害者の自立と社会参加の支援等の

必要な検討を行っていきます。

おり、政府においても、こうした状況を踏まえ、

律案については、現在、与党で検討が進められて

また、障害を理由とする差別の解消に関する法

してまいります。

制度を実施する自治体の準備等を含め、万全を期

要です.障害者総合支援法の円滑な施行のため、

l

ク・ライフ・バランスの推進についてのお尋

ワ

ねがありました・
日本経済の力強い再生を推進する上で、次代を

とのできる環境をつくることが重要であります。

但う若者世代が安心して生きがいを持って働くこ

このため、政府としては‘若者の安定雇用の確

正規雇用労働者の待遇の改善に向けた取組を進め

保や個々の事情に応じたきめ細かな就労支援、非

るとともに、経済界や労働界など官民一体となっ

た取組や仕事と育児の両立と併せ、仕事への復帰

討を進め、火性が生き生きと活躍できる社会を進

苧一十五年度税制改正については、御指摘のとお
ン減税の拡充、給与等の支給や雇用

税制改正についてのお尋ねがありました@

l

ク・ライフ・バランスの実現に向けて取り

生活困窮者対策については、生活訓練などを含

し、迅速に対策を進めているところです・

き、対策が必要な箇所について、予備費も活用

の提案も踏まえて実施した緊急合同点検に基づ

通学路の交通安全確保は喫緊の課題です。御党

た。

習支援などに地域全体で取り組むことが必要であ

む就労支援や包括的な相談支援、子供に対する学

ついてのお尋ねがありました。

生活困窮者対策及び生活保護制度の見院し等に

組んでいきます。

l

たワ

子育て世代の期待にこたえることができるよ

ました。

子ども・子育て支援策についてのお尋ねがあり

めてまいります。

を応援するため、一層きめ細かな支援について検

り、住宅ロ
を婚やす企業に対する優遇税制の創設などを行う
こととしており、これにより、社会保障・税一体

現を図ってまいりたいと考えております。

改革の着実な実施や成長と富の創出の好循環の実

を図ってまいります。

幼児教育の無償化については、関係府省の連携

考え方は維持しつつ、不正受給対策や自立・就労

する人に確実に保護を行うという制度の基本的な

また、生活保議制度については、支援を必要と

さらに、生活扶助基準の見直しに伴う他制度へ
の影響については、それぞれの制度の趣旨や目的

化や法制化につなげてまいります。

言や与党の議論も踏まえ、内閣を挙げて対策の強

いじめ対策については、教育再生実行会議の提

いじめ対策についてのお尋ねがありました.

に努めてまいります。

る限り速やかに対策が行われるよう.必要な支援

安全対策を盛り込んでおり、政府としても、でき

も、歩道の整備、横断歩道の設置など、通学路の

また、今年度補正予算や来年度予算案において

源を確保の上実施し、子ども・子育て支援の充実

同時に、新制度の実施を待たず、保育所の整備 ります固これら支援策を制度化するため、必要な
努力していきます

財源の確保を図りつつ、早期の法案提出に向け、

の下、子ども・子育て支援新制度との関係、財源

E

消に向けて全力で取り組んでまいります.

や運営、保育土の確保を進めるなど、待機児章解

健保の観点等を踏まえた検討を行ってまいりま

政府としては、女性と若者にチャンスがあって

活路できる社会を裁が闘が目指していくという基

した.

支倭等の強化に取り組みます。
す。

を活用していくことが我が国の経済の再生や成長

きたいと考えております。また、女性や若者の力

の抱える課題や子供の視点を踏まえるため、教育

これらの対策を講じるに当たっては、学校現場
台となる選挙制度の根幹にかかわる問題であるた

現場の声にも耳を傾け、社会総掛かりで実効性あ

応することが政府の基本方針であり、こうした方

選挙権年齢の引ドげについては、民主主義の土 等を踏まえ、できる限り影響が次はないように対
め、年齢条項について定めた法律体系金体の整合 針に基づき、適切に対応していきます。

まいります。

摘の観点も十分踏まえつつ、しっかり取り組んで

る対策としていくことが重要であり、今後、御指

て、当事者である女性や若者、その関係者のお話

障害の有無にかかわらず、全ての人々が生きが

た。

障害者施策の推進についてのお尋ねがありまし
え、適切に対応してまいりたいと考えておりま

性を図りつつ、各党各会派による御議論を踏ま

す。

一体となって女性、若者の活躍を強力に応援して
まいります。

を地点の声も含めてお伺いしながら、政府・与党

今後、若者・女性活躍推進フォーラムにおい

に不可欠と考えております。

選挙権年齢の引下げについてのお尋ねがありま

本認識に立ち、女性.若者の支援に取り組んでい

た。

女性・若者支援策についてのお尋ねがありまし

ります。

えながら検討を行っていく必要があると考えてお

機々な課題について、与党における御議論を踏ま

う、子ども・子育て支援新制度について必要な財

占

改正大綱を跨まえ、軽減税率導入に当たっての

また、消資税の軽減税率については、与党税制

，、

オリンピック・パラリシビック東京招致につい
てのお尋ねがありました。

東京招致については、三月一日に全閣僚による
招致活動をしっかりと支援するよう指示しまし

会議を設優、開催し、国内外において政府全体で
た。また‘来日中の国際オリンピック委員会評価
委員に対して、政府としても是非とも紹致を実現

直按お伝えをしました。

すべく全面的に支援する考えであることを私から
招致活動を国民的な運動に高めていくことがで
政府を挙げて全力で支援してまいります。

きるよう、両院における御決議の趣旨も踏まえ、
エネルギー基本計画の見直しと再生可能エネル

ありました。

ギーの導入、地球混暖化対策についてのお尋ねが

スで見直し、

前政権の二O三 0 年代原発稼働ゼロを可能とす
l

エネルギーの安定供給、エネルギーコスト低減の

るという方針については、ゼロベ

観点も含め、責任あるエネルギー政策を憐築して
まいります。

エネルギー基本計両については、こうした基本
方針に沿って、経済産業大臣の下で検討を進めて
まいります。

低炭素社会の創出にも資する再生可能エネル
ギーについては、固定価格買取り制度の着実な運
用に加え、予算・税制措置、規制改革などによ
り、今後三年間で最大限その普及を加速させてま

〔江口克彦君登撞、拍手〕

O議長(平田鍵二君)江口克彦君。

O江口克彦君みんなの党の江口克彦です。
みんなの党を代表して、質問をさせていただき
ます.

まずは、安倍総理大臣及び内閣が世論調査を見
る限り高い支持を得ていること、御同慶の至り。
初心忘れず、国家国民のために誠意を持って御尽

IT

と考えられます。官僚的な平均の理論では生活実

感から遊離してしまうと思いますが、麻生財務大

臣に、そのことに対してどのようにお考えになっ

医療事業を起こすことも難しいし、まして、

資金を調達することもできない。有能な経営者が

技術者が医療機関のトップの座に着くことはあり

ところで、そもそも消費税糟税は社会保障の改

ているのか、お尋ねしたい。
IT

得ません。これでは、医療分野に資金が入りにく

革と一体ということでありました。経営の原則か

技術者も入ってきませ

らするならば、徹底的に事業の中の無駄と非効率

いし、優秀な経営者や

関、農業分野でも顕著であります。

ん。同様のことは、介護、保育の施設、教育機

を排除し、経済成長戦略を確立し、その上で社会

し、社会保障の全体の規模を確認してから、今、

保障制度を議論する。そして、最終的な結論を出

この際、各府省別法人格制度を廃止し、資金や

にすべきではないかと思います。安倍内閣が成長

消費税矯税による手当てが必要か否か、槽税の検

人材、技術、情報が適切かつ容易に流動するよう

戦略を唱えられるのなら、この程度の規制緩和は

討に取り組むのが正当な手順であります。

ところで、安倍内閣は発足以来、金融政策など

力されることを嗣期待しています。

積極的な経済政策を打ち出し、国民の期待を集め

しょうか.

実行すべきではないかと思いますが、いかがで

その手順を踏まずして‘社会保障制度改革国民

ら見ても、古い自民党政権の手法の再現ではない

会議に先送りし、あまつさえ、その結論を待たず

する建物の青写真を作成する前に価格を決めるよ

うなもので、経営を知らない官僚に踊らされて氏

にとにかく消費税糟税を先行させることは、建築

制改革なくしては不可能と思います。具体的にど

ざるを得ません.

自公三党合怠がなされたことは極めて遺憾と言わ

理の三本目の矢、成長戦略は本格的、抜本的な規

のような規制改革をどのような方法で行うのか、

算でも見られました。すなわち、何をやるかの前

この逆の手順は、さきの平成二十四年度補正予

安倍総理の答弁を求めます.

で我が国は規制で覆い尽くされています。安倍総

また、長きにわたる中央集権体制、官僚制の下

ていますが、その反面では、補正予算編成内容か

かとの危慎も感じられます.
今次の安倍内閣は真の体制改革を目指している
と思われますが、まず、安倍内閣の性格、心構え
を改めて安倍総理にお尋ねします.
次に、よく言われているように、いわゆる金融
政策ひも説があります。緩み切ったひもを押すこ

すが、これはあくまでも平均値であります。食

にとにかく予算総額を先行させる。経済の背写真

さて、政府はインフレ率二%をめどにしていま
の金融政策はインフレのときよりもはるかに困難

料、電気料金、ガソリンなど、日々の生活必需品

不急な事業が詰め込まれていました。

を示さないまま、十兆円という総枠ありきで不要

とは困難との例えでありますが、デフレの状況で

であります。したがって、金融緩和だけでは景気

の上昇率は確実に高くなり、一般国民の生活には

で国家経営を行うのは、国民を不幸にするだけで

は良くなりません。本当に景気を良くするために

て、今のままでいけば、消費税が、一四年四月に

あります。今からでも遅くはない。消費税糟税

は、成長分野に資金が流れやすくする規制緩和、 大打撃を与えることになると思われます・加え
八%、一五年十月に一O%と引き上げられますか

一方、耐久消費財や設備関係の値上がり率は低

例えば、医療法人では、株式や社債を発行して 齢者などの生活は著しく圧迫されるのではないか
国務大臣の演説に関する件(第三日)

こういう経営の原則を知らないままに逆の手順

特に分野別の垣根の徹廃が必要であると思いま

ら、国民の生活は一層深刻な打撃を受けるのは必

しかるに、我が国では、各府省別に制度が違

す。

い、資金も土地も人材も技術も情報も分断されて

く抑えられることが予想されますから、たとえ平

いかがでしょうか。経営経験があり、高い見識の

に示されるまで凍結すべきであると思いますが、

なる見直しを行うなど、社会保障の全体像が確実

排除に努力し、毎年膨れ上がる社会保障費に適切

は、国民が納得するような行政の無駄と非効率の

地球温暖化対策については、このような取組も

祉法人、教育は学校法人、農業は農業法人になっ

います.医療は主として医療法人、介護は社会福

至ではないでしょうか.

通じ、しっかりと推進するとともに.攻めの地球

いります。

温暖化外交戦略を組み立ててまいります。

均二%にとどまったとしても、低所得者、特に高

参議院会議録第十号

ています.官庁別に制度が異なっています.

以上であります。(納手)
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参議院会議録第十号

次に、財政危機への備えについてお伺いしま

ある麻生財務大臣にお伺いします。

す。

毎年約四十五兆円の国債発行が続き、国と地方
の長期債務残高については、平成二十五年度末の

ります。それに対して、家計が保有する金融資産

国務大臣の演説に関する件(第三日)

変化の激しいこの時代において、法治国家とし

します。

て、社会経済状況に適合した法体系の整備は欠か

布され、妓能や経験のゆえに中途採用された者は

言えます。しかし、まさに危機に直面して、その は、官僚社会において職業公務員なる言葉さえ流

ることは、三十四年間の経営者としての経験から 一一、一三年の短期間で退職させられています。

危機を直視するとき、そこに初めて活路が見出せ

憲法にもその論理は当てはまると私は確信をいた

と思いますが、我が国の法体系の頂点に位置する

体系の整備、これを是非取り組んでいただきたい

せないと思っております。経済状況に適合した法

す.これは、組織の死に至る病の一つ、機能組織

るところであります.

法改正を掲げているところは私は大いに理解でき

一方、憲法以外の法体系の整備についてはどの

に昭和三十九年と昭和五卜七年の二度、まとまっ

ようにお考えでしょうか。我が国では、これまで

た法律の整備改廃が行われていますが、それから

た法律、目的が達成され存在意義が乏しくなった

政府は、今こそ真剣に公務員制度改革に遁進す 時代も大きく変化しています.適用対象が消滅し

べきだと思いますが、安倍総理にその覚悟をお尋

法律は、行政の無駄、非効率を招きます。

担当者及び組織が何の責任も取らない点でありま

安倍総理は、施政方針演説で、安全が確認され 一つは、国民に損失を与えるような誤りを犯した

ときと思いますが、安倍総理の見解をお伺いいた

するなど‘既存の法体系の整理統合を検討すべき

必要性を改めて検証し、役割を終えた法律は廃止

この際.行政改革の一環として.全ての法律の

ねします。

た原発は再稼働と言われましたが、このような判

す。

1 ランチオ

ルガスの普及も進みつつあります。ま
トやオ

抗に遭い、放置されています。

に見方を変えれば好機・革新的エネルギーをつく きに成立しましたが、実行段階で一部の官僚の低
り出す好機の機会であります。既に全国各地で太

l

l

しております。そういう観点から、安倍政権が憲

ん、大臣や内閣さえも介入できない有様でありま

によって決まるものであり、民間の評価はもちろ

職業公務員の人事は、同じ府省の官僚問の評判

危機に直面して、ろうばいし、恐怖感を持ち、

も申し上げることができます・

てきません。知恵が生まれてきません・直視し、

時点で九百七十七兆円に達する見込みとなってお 深刻になると、危機を克服する創意工夫は生まれ

の残高は千五百兆円、うち負債を引いた純金融資 冷静にかつ真剣に立ち向かえば、必ず解決策は出 の共同体化現象と言わざるを得ません.

家公務員制度改革を目指して懇談会を設け、国家

OO 七年においては、国

きたのであります・必要は発明の母ですが、危機

安倍総理は、前回、二

ままでは、一二、四年もすれば家計が保有する純金

産は約一千百五十兆円と言われております。この てきます。こうした考えによって人類は発展して

公務員制度改革基本法の策定を進められました。

・

したがって、我が国が抱える原発問題は、まさ この法案は、多少の修正の末、福田康夫内閣のと

は進歩の父であると私は思っております・

0

O 一二年の

融資産を国と地方の長期債務銭高が上回ってしま

他方、経常収支の動向について、二

う.

黒字額は約四兆七千三十六億円と前年比五

はシェ

陽光発電の取組も加速しており、また、諸外国で
た、これからメタンハイドレ

パの経済不安を引き合いに、巨額の債務残高を抱

断は、かえって政府、民間の危機感を薄め、革新

これにも関連しますが、公務員制度の問題点の

える日本は大丈夫かと問われたときに、家計の金

します.

融資産残高の大きさや経常収支の黒字を理由に大

最後に、今日の我が国の低迷と閉塞感は、国の

公共事業の需要見通しの娯り、誤認逮捕事件、

形、すなわち中央集権体制に起因しているところ

を刺激、原発からの脱却を急速に促進することに

経営者には株主代表訴訟によって個人的にも責任

らに昭和十三年の国家総動員法で軍部によって強

方を衰退させています・百四十年前から続き、さ

治機構は、ひたすら東京を繁栄させ、ひたすら地

入、物、金、情報を東京の一点に集めるこの統

が大きいと考えます。

省令や通達による過剰な規制、それが生み出す社

た官僚は、何の責任も問われることなく、むしろ

機を設定すること、言い換えれば、明確に原発ゼ 会の不便さと不快さ.そういう国民に迷惑を掛け
ロを決めること、そして、原発ゼロへの期限を早

の経済がどのような状況に、また、国民生活がど

が追及されます.公務員に対しても当該個人の責

か、それを支える官僚制も、アメリカの社会学者

化された中央集権体制は、既に体制疲労を起こ

法治国家としての法体系の整備についてお伺い

けれども、安倍総理にその覚悟と決断の有無をお

任を追及するレ刀法を検討すべきだと私は思います

原発ゼロへの期限を明確にかつ早急に定めるこ
とについて、安倍総理にお尋ねいたします。
現在の官僚制度は、府省別の縦割り人事が徹底
しており、多くの弊宝ロが出ています。特に近年

し、有効に機能しなくなっています。それどころ

なると思いますが、いかがでしょうか。

いは、そのような状況になる前に何らかの対策、
対応を考えておられるのか、安倍総理にその見解

さて、エネルギー問題は危機に直面していると

をお尋ねします.

伺いいたします。

のような状況になると予想されているのか、ある

し、検討していると思いますが、そのとき我が国 急に定めることが民間の革新的エネルギーの創造 昇進しています。民間では、企業に損失を与えた

を想定し、市場で起き得る事態やリスクを分析

政府は、国内で国債を消化できないような事態

丈夫だと言える状況ではなくなりつつあります。 います。この際、むしろ政府が準先して絶対的危

られないということになると思います。ヨーロッ

八

的なエネルギーの開発を遅らせることになると思

的な赤字傾向が続けば国債市場への悪影響も避け キトリウムの可能性も考えられる・

に国債市場に影響するとは申しませんが、中長期

続で赤字となっています。経常収支の動向が直ち

口可 八%減少し、昨年の十，月と十二月には二か月連

外)
報

官

くなってきました。そのことによって、我が国は

月二目、四日ほど前でありますけれども、関西広

推進知事・指定都市市長連合を発足。さらに、今

山県の石井正弘前知事らが中心になって、道州制

また、昨年四月に、宮城県の村井嘉浩知事、岡

を進めます。行政や公務員制度の改革、地方分権

め、国際先端テストを導入し、聖域なき規制改革

でいく覚悟があります・

に必要なら.どのような改革でも果敢に取り組ん

を取り戻すことであります。危機を突破するため

要です.

中長期的な財政健全化の取組を継続することが重

マl トンが信摘しているような嫌々な弊害が著し

完全に霞が関によって一地方自治体、一国民に至

域連合も橋下徹市長の主導の下、道州制のあり方

改革も必要です.みんなの党の皆さんにも是非と

態においても国民生活や経済活動に支障がないよ

エネルギー政策については、まず、いかなる事

ねがありました・

原子力発電と革新的エネルギーについてのお尋

討を進めてまいります。

と日本経済再生の双方を実現する道筋について検

今後、経済財政諮問会議において、財政健全化

るまで統制、支配、管理、指示され、ために、自

研究会を発足させました.
安倍総理は、第一次安倍内閣の折、当時の渡辺

世界で一番企業が活躍しやすい国をつくるた

てきました。

治体も国民も国に甘え、官僚に依存する風潮が出

安倍総理が施政方針演説で、福沢諭吉の言葉、

いと考えております。

も御協力をいただき、諸改革を共に進めていきた

う、エネルギー需給の安定に万全を期すことが大

官房に道州制ビジョン懇談会をつくられました。

規制改革についてお尋ねがありました。

前提であります。この観点から、二

喜美行革大臣に道州制担当を兼務させられ、内閣

また、今回も新藤総務大臣に道州制担当大臣を兼

規制改革については、雇用関連、エネルギー

ご身独立して一一回独立する」を引用されました

可能であります。また、共助、公助も自助が前提

の思いは並々ならぬものがあると私は思われます

務させられました.道州制に懸けられる安倍総理

は、ゼロベ

が、今の中央集権体制、官僚制では一身狙立は不

であるはずであるにもかかわらず、自助の精神

け、これらを始めとして、経済再生に資するもの

環境関連、健康・医療関連を重点分野と位置付

トの海洋産出試験など、

スで見直します。あわせて、再生可

l

国家公務員制度改革の重要性については、国家

公務員制度改革についてお尋ねがありました。

l

原発稼働ゼロを可能とするという前政権の方針

O 三 0 年代に

は、中央集権体制、官僚制の下では期待すべくも

が、その思い、意図を改めてお伺いしたいと思い

能エネルギーの最大限の導入を図るとともに、世

さらに、今までは東京の発展が日本の発展を意

ありません。

から優先的に見直しを行うよう指示をしたところ

界初のメタンハイドレ

また、新藤総務大臣も就任記者会見で、大きな

ます。

であります.具体的な規制改革を検討するため、

革新的なエネルギーの開発を進めてまいります。

ループを設置して検討を進めています.省庁縦割

規制改革会議の下に重点分野ごとのワーキンググ

方向として必要と思っている、今後、法律の制定

上げ、覚悟を述べられておられますが、道州制の りにとらわれることなく、政府一丸となって取り

行政や公務員制度の在り方について、これまでの

いささかも変わっていないと認識しております。

公務員制度改革基本法が成立した当時と現在とで

我が固においては、今のところ国債の円滑な消

改革の成果に加え、国際的な大競争時代への変化

なるようなリスクが顕在化した場合には、国債価

行った上で、必要な改革を進めてまいります.

議論があったことも踏まえ、過去の経緯の総括を

で基本法に基づき提出された法案に対して織々な

が重要であります。国等に賠償責任が生じ、公務

う運営するとともに、信賞必罰の徹底を図ること

仕事に誇りと責任を持って能動的に進めていくよ

公務員の人事管理については、公務員が自分の

がありました。

公務員個人の責任追及の検討についてのお尋ね

民生活に重大な影響が及ぶと考えられます.

をとらえ、改革を進める必要があります。これま

化を行うことができていますが、仮に‘財政の持

財政危機についてお尋ねがありました.

組んでまいります.

われる二級国家に堕することになると思います。

蔵総務大臣に道州制への覚悟をお伺いしたいと思

必要性をどのように理解されておられるのか、新

強い国をつくるためには、全国各地に繁栄の拠

決して強い国をつくることはできません。

できないばかりか、このまま行けば安倍総理の一言も含めて進めていくべき課題と道州制を特に取り

は、東京の発展だけでは世界に伍していくことは

味していました。しかし、グローバル化の時代で
口一勺

{日

せていただきます。

〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手)

ありがとうございました。(拍手)

政府としては、そのような事態を決して招くこ

余儀なくされています。

な悪化に伴う給付や負担面からの厳しい措置等を

対する市場の信認を失った国は、財政状況の急激

例えば、欧州債務危機の状況を見ても、財政に

格の下落や金利の上昇等を通じ、経済、財政、国

し上げて、みんなの党を代表しての質問を終わら 続可能性への信頼が績なわれ、国債消化が困難と

御身大切に、安倍総理の御健康を心から念じ申

点をつくらなければなりません。その各地の繁栄 います。
ことになるからです。

の拠点の総合計が日本の国力、日本の繁栄という

そこで、現在のような、東京だけが発展し、地

若者を元気にし‘高齢者に生きがいをもたらす国

方が衰退する状況を脱し、全国各地を活性化し、

国務大臣の演説に関する件(第三日)

ど日本が直面する織々な危機を突破し、強い日本 とがないよう、機動的な財政運営を行いつつも、

今回の安倍内閣が目指すものは、経済や教育な

た。

内閣の性格や心構えについてお尋ねがありまし

答えをいたします・

の形、すなわち地域分権体制、道州制に統治機構 O 内閣総理大臣(安倍晋三君)江口克彦議員にお
を転換させなければならないと考えます。

幸いに、自民党、公明党、日本維新の会、みん
なの党は、さきの総選挙で道州制を公約しました

参議院会議録第十号

が、この四党が議席を伸ばしたことは意味深いこ

とだと思います.
平成二十五年三月六日

九
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平成二十五年三月六日

参議院会議録第十号
国務大臣の演説に関する件(第三日)

〔国務大臣新藤義孝君登壇、拍手〕
O 国務大臣{新臓提孝君)道州制についてのお尋

でした。壇上には、当時御一緒だった方も座って

出します・そのときは、私が与党、総理は野党席

す。長く続いた自民党政権下でも、年々楢唱えてい

一九九三年にも政権交代の選挙があったので

おられます。

大きな改革であり、地域住民に対する行政サービ

論がされていました.国民に満足していただくた

く社会保障関係費をどのように対処すべきか、議

道州制の導入は、国の在り方を根底から見直す

ねにお答えしたいと思います。

所得者や高齢者を始めとする国民の生活に悪影響

スの向上や行政の効率化を図るとともに、国家の

り、現在、道州制に関する基本法の早期制定を目

照総理も、社会保障と税の改革に着手をしようと

御苦労をされておられました。時の総理、細川讃

マであったため、大平総理を始め歴代総理が

指し、与党において検討が進められています。今

l

今回の一体改革におきましては.三党合意に基

しましたが、困難な課題でした。

テ

めには国民に御負担をお願いするという難しい

統治機能を強化することを目指したものと考えて
おります.

ります.

社会保障改革の全体像と消費税憎税についての

が出ないよう万全を期してまいりたいと考えてお

や所得の鉱大を実現するととといたしており、低

とともに、政府としても、物価上昇に併せて雇用

いずれにせよ、日本銀行による大胆な金融政策

員にその責がある場合には、国家賠償法に基づく づくものと日本銀行からは伺っております・
公務員に対する求償権について、適正かつ厳格な

行政改革の一環としての既存の法体系の整理合

行使の徹底を図ってまいります。

理化についてのお尋ねがありました・

行政の無駄や非効率を排除し、行政機能を高め
ることは重要であります。そのため、行政の在り

方について、これまでの改革の成果に加え、時代

づき、社会保障改革と税制改革を一体として着実

たいと存じます.(狛手)

後、政府としても連携を深め、取り組んでまいり

の再構築と地球環境の保全、安倍総理のお問いか

この改革に当たっては国民的な議論が必要であ

に進めているところでありまして‘既に社会保障

O織長(平田健二君)これにて午後一時まで休憩

お尋ねがありました.

道州制についてのお尋ねがありました。

でもあります。加えて、医療・介護分野など社会

改革関連で八本の法律が成立いたしておるところ

けに対する私の答えであります。

の変化をとらえた改革に取り組み、行政の無駄や

地方の元気なくして国の元気はありません・道

いたします。

ついても検討してまいります。

州制の導入は、地域経済の活性化や行政の効率化

保障に残された課題に対応するため、社会保障改

れております。これは、同指数が、家計が消費す

レ不況から脱却して日本経済を全力を挙げて再生

会保障改革の取組に加え、三本の矢で長引くデフ

では、私から総理への質問に入らせていただき

先般の所信表明演説でも、そして今回の施政方

ます。

針演説においても、私には重要と恩われる社会保

せん。

障政策に対する安倍総理の姿勢が全く見えてきま

民主党は、これまで陰に隠れがちだった若年世

着目した社会保障政策への方向転換が必要である

代や子育て、非正規雇用の問題に光を当て‘人に

た。この転換は社会の変化に応じていつかは行わ

ことを示して、その実現を目指してまいりまし

なければならなかったことであり、それが二 OO

とは、我が国の政治にとって大変意義があったこ

九年の総選挙による政権交代によってなされたこ

とと考えております。そして、昨年末の総選挙の

結果、政権が再び交代しましたが、社会の変化へ

た。議場の最前列に並んで座っていたことを思い の対応は絶えず続けなければならず、ジャパン・

総理と私は、平成五年の選挙で初当選をしまし

は演説で私たちに訴えました。

国民の皆様に安心、安全をお届けする社会保障

などを目指し、国の在り方を根底から見直す大き

革国民会議を設置し、その審議の結果を踏まえて

午前十一時二十三分休憩

な改革であります。与党において道州制に関する

所要の手当てを講ずることといたしております。

り、今後、政府としても連携を深め、取り組んで

午後一時一分開議

O 町議長(山崎正昭君)休憩前に引き続き、会議

〔長浜博行君登壇、拍手〕

補同行君。

国務大臣の演説に対する質疑を続けます。長浜

給付を行うことを目指して、社会保障の重点化、 を開きます。
効率化に向けた取組を進めてまいりたいと考えて
おります.

は、昨年八月に成立をいたしました税制抜本改革 O 長浜待行君民主党の長浜博行です.

また、消費税率の引上げにつきましては、これ

O 国務大臣(麻生太郎君)日本銀行の設定した物

法の附則第十八条に沿って、本年秋に、経済状況

我々は何のために国会議員を志したのか、国会

して御質問をさせていただきます・

会派を代表して、安倍総理の施政方針演説に対

価安定目標の影響についての御質問をちょうだい

などを総合的に勘案し、判断をしていくこととい

る財・サービスを包括的にカバーした指標であっ

してまいりたいと考えております。(狛手)

無駄遣いの根絶、歳出削減への不断の取組や社 議員になったときの熱い初心を思い出して、総理

たしております.

て、物価の安定をとらえる上で適当との考えに基

安定目標は、消費者物価指数総合を見ることとさ

日本銀行が先般設定をいたしました二%の物価

しました。

〔国務大臣麻生太郎君登檀、拍手〕

させます。(鈎手)

残余の質問につきましては、関係大臣から答弁

解をいただきたいと思います。

を務めていただいた江口議員にも、是非とも御理 進するとともに、より少ない負担でより質の良い

まいります。かつて道州制ビジョン懇談会で座長 の規定に基づきまして‘社会保障改革を着実に推

今後とも、三党合意や社会保障制度改革推進法

基本法の早期の制定を目指し議論が行われてお

非効率を排除します。既存の法律の整理合理化に

。
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れません・

イズ・バックと言って以前の姿に戻ることは許さ
を加速しなければならないことは誰の目にも明ら

夏に参議院選挙が行われることを考えれば、議論

自民党は、ゼロ歳から二歳までは家庭での教育を

り、ゼロ歳から二歳児までは対象になりません・

み、国債の信認が低下して長期金利が上昇する事

今回、アベノミクスに沸く一方で、財政規律が緩

たとして長期金利の上昇は免れました・しかし、

れ、後に復帰できるような就労環境の勘定閣を進め

なります・現に、今国会において、与野党の議員

であれば、この問、働く母掴輔が不安なく職場を離 態になれば、社会保障の機能強化どころではなく

第一とすべきとお考えのようでありますが、そう

が求める法制上の措置について‘法案提出に限ら

ところが、現状は、驚いたことに、改革推進法

かであります・

年金、医療、介護、福祉、百年安心でしょう
か・安倍総理の見解を伺います.

社会保障と税の一体改革の意義について伺いま

とばかりに財政再建を先送りにする余裕は全く残

が上向いたとしても、喉元過ぎれば熱さを忘れる

O 一五年、すなわち再来年で

社会保障と税の-体改革が工程上のターゲット

ころにその危機感が表れております・

待機児童の八割以上がこの年齢に集中しているこ

を問わず財政規律に対する懸念を表明していると

様でございます・これでは‘結局のところ、今年

にしているのは、二

ず柔軟な対応をとの考えを一示す閣僚まで現れる有て初めてそれが成り立つのではないでしょうか.
とに現実のニ

あ'り、たとえその聞にアベノミクスによって経済

民主党政権は、高齢化の進展により今後更に社

や家族の変化に逆行することを前提とすべきでは

す・

会保障費が治大し て い く こ と 、 そ し て 、 社 会 保 障
の夏を迎えても政府としての明確な形が示され

ないと思いますが、総理の御所見を伺います。

ズが表れております・よもや社会

懸念は拭えません・

ず、将来の社会保障改革の見通しが立たなくなる

1

について、現実を 直 視 し て 国 民 の 間 に 議 論 を 生

a

さらに、次世代育成に当たっては、子供の貧困

のは参議院選の前ということでよろしいのか、ま

れましたが、国民会議の議論の取りまとめを行う

とを意味します・民主党は、従前よりこの問題に

人、四十人のクラスであれば六人が貧困であるこ

一五・七%であり、これは子供の六、七人に一

五・二%でありましたが、それでは一五年までに

前後になるとの試算を示しました・昨年八月では

で、二 O 二二年度の基礎的財政収支の赤字が七%

されておりません.政府は‘経済財政諮問会議

前商に押し出す代わりに、社会保障を後景に退け

た、総理として参議院選前に具体的にどのような

赤字を一 0 年度の六・七%から半減するという国

我が国の子供の相対的貧困率は平成二十一年で

の問題も深刻であります

てしまいました・せっかく膨らんだ社会保障に関

積極的に取り組み、子供の貧困率削減の数値目標

をください.

際公約はどのようになさるのでしょうか、お答え

参議院選後に社会保障を先送りしないと明言さ

総理であります・その総理に伺います・

国民会議は内閣に設置され、その主任の大臣は

を維持するためには相応の財源が必要であること

み‘一定の共通理解をつくることができました・

ところが‘安倍政権になると、強い日本という

する国民的議論の機運をしぼませてしまったよう

形で新たなる社会保障制度を国民の前に示そうと

を定めることなどを主な内容とする法案を提出す

スローガンの下、安全保障や経済成長を勇ましく

に思えてなりません。社会保障が将来にわたって

る方向でございます・子供の貧困の現状に対する

次世代育成対策について伺います・

の押し上げにもつな

国務大臣の演説に関する件(第三日)

いわゆるアベノミクスと財政再建について伺い

を持つとの実証研究の結果が示されており、財政

再建それ自体が成長戦略の一つであると指摘され

止めては一ならないと考えますが、総理の御決意を

の維持のためにも.財政再建の歩みをひとときも

ているところでもあります・持続可能な社会保障

二・九兆円の公債を発行しようとしております.

1

ハでの COPM

て取り組むとし、再生可能エネルギーの固定価格

があったとしても気候変動問題に対し国民を挙げ

に出席をし、東日本大震災、福島第一原発の影響

私は.昨年末、カタール・ド

伺いいたします・

地球温暖化対策について、安倍総理の所見をお

伺います.

野田総理が消費税率引上げを粘り強く説いて法

は税収を上回ることが露呈をいたします・

公債を考え合わせれば‘実質的な新規公債発行額

葉を隠れみのとして二十四年度補正予算における

と胸を張っておりますが、十五か月予算という言

政府はこの額について四年ぶりに税収を下回った

安倍内閣は、平成二十五年度予算において四十

ます・

近年、財政再建が経済成長率を回復させる効果

しているのか、明確に御答弁を願います・

総理の御認識と今後の対策の方向についてお答え

かに、子供を保育所に預けて就労できるようにし

GDP

をください.

民主党は、社会全体で次世代育成を進めていく

恩恵をもたらすかどうかは国民にとって生活に直

結する畳大の関心事であり、その機能の維持のた
めに努力していくことは政治にとって是大の義務

たり‘育児休業の取得を促進したりといった働き

ためには、子育て世帯に対する経済的な支援のほ

そこで、総理に伺います.社会保障と税の一体

方の面での環境整備が必要と考え、重点政策とし

と考えます.

れるのでしょうか.

1ブ

改革の意義について.どのように認識されておら

できれば、結果として

を更に改善して女性が安心して働き続けることが

次に、社会保障制度改革の今後の見通しについ て取り組んでまいりました。いわゆる M字カ
改革の議論は、現在、社会保障制度改革推進法

て伺います。

また、与党は政権公約において幼児教育無償化

育成の取組について、総理のお考えを伺います・

そこで、まず、就労促進の観点から見た次世代

に基づき、社会保障制度改革国民会議において行 がります.
日の設置期限まで、残された期聞はいよいよ半年

われているところでありますが、今年八月二十一

を切りました。しかも、改革推進法はそれまでに

参議院会議録第十号

法制上の措置を講ずることまで求めております. を掲げておりますが、その対象は三歳児からであ 案を成立させた際には、財政再建路線が堅持され
平成二十五年三月六日

局

平成二十五年三月六日

参議院会議録第十号

買取り制度の導入開始を始め、新しい仕組みを構
築することにより社会変革をもたらしていくこと
を強調をいたしました.

国務大臣の演説に関する件(第三日)
す。
中国で発生している浮遊性の微小粒子物質によ
る大気汚染問題についてお伺いをいたします。

ても専門家会合が開催されたり、中国との対応策

でもなおアスベスト対策は不十分だと思っており

す。個々の法律の改正も必要でありますが、それ

ます。全ての被害者が十分な救済、補償を受けら

を協議するようになったとも伺いますが、我が国
の持つ先端技術と数々の公害を克服してきた経験

療体制やその除去対策など、総合的に取り組むた

れるよう、また、アスベスト疾患の治療方法、医

的な生活にも貢献することが日中友好にとっても

今冬の厳しい寒さによって、中国では、石炭使 を移転することによって、中盟国民の健康で文化
用による集中暖房、自動車の排気ガスや工場排煙

ようにお考えでしょうか、総理の御所見を伺いま

めの枠組みとしての基本法の制定についてはどの

OO 七年五月に発表された

極めて意義のあることと思いますが、総理の御所

総理は、六年前の二

量を現状から二 O 五 O 年までに半減という長期目

美しい星へのいざないにおいて、世界全体の排出
の影響で、一月中旬から北京を中心に大気汚染に

見を求めます。

す。

とおりであります。特に、呼吸器の奥まで入り込

伴う濃霧が広範囲に発生していることは御承知の

アスベスト対策についてお伺いをいたします。

た。

無機質な箱物から生身の人に政策立案の軸を移動

り上げました。二 OO 九年の政権交代の意義は、

今日、私は、社会保障と環境問題を主として取

なく、苦しまれている被害者の方、労災認定が認

年になりますが、いまだ完壁な診断法や治療法が

中皮腫と石綿の関連が明らかになってから四十

をされる PM 二・五は、偏西風に乗り、我が国各

みゃすいことなどから、人への健康に影響が懸念

標を世界共通目標とすることを提案なさいまし

時は移り、今年一月に開催された第二一回日本経

地でも基準値の一立万メートル当たり三十五マイ

コンクリートから人への例えであります。国民皆

したことにあると私は思っております。いわゆる

COPω までに二

められず裁判を起こされている御家族や御遺族の

対策の取組について、十一月の

クログラムを上回る数値を示しております。総理

済再生本部において、総理は、今後の地球温暖化

五%削減目標をゼロベースで見直すことを表明を

年金、皆保険から半世紀が過ぎ、社会保障をその

方がいらっしゃいます・

入りと出の問題を含めて持続可能なものにするこ

総理は覚えておられないかもしれませんが、私

は、この問題についてどのように対処されるおつ

そこで、二 O 五 O 年までに全世界半減という目

は、ニ OO 六年、安倍総理が内閣官房長官のと

くれる子供たち、今は有権者じゃないので私たち

とが急務であります・特に、未来の日本を支えて

もりでしょうか.

されたわけであります。

環境大臣にではなく、あえて官房長官に御登温い

き、石綿健康被害救済法の本会議質疑で、所管の

私は千葉県選出なので広大な房総半島を歩き

に大変つらい黄砂が飛んでくる季節になりまし
た

この問題が内閣を挙げて取り組まなければならな

ただき御質問をさせていただきました。それは、

らの預かり物であります。ですから、環境問題も

を確保しなければなりません。今の地球は未来か

を選ぶことはできません・次の世代の安心、安全

子供や呼吸器系の疾患を抱える方々に対し

て、どのような配慮をされるのでしょうか。

越境大気汚染の問題は、 PM 二・五にとどまり
ません。中国沿海部で稼働している原子力発電

いてはどのようにお考えでしょうか。

ビアアクシデントの発生時の我が国への影響につ

四月からは、文科省で実施されていた放射性物

れますが、拡散予測シミュレーションも行ってお

総理が強調される強い日本、立派な園、強い国

は何をイメージされているのでしょうか。国を余

り意地になって前面に出すより、立派な人、強い

いりました・

救済給付の対象となる指定疾病の追加、特別遺族

助の精神は‘単にかわいそうな人を救うことでは

違うと思います.そうすれば、唐突に、共助や公

人が集まったものが国なのですから、大分印象が

トの飛散防止対策の更なる強化が必要として、大

が脳裏をよぎりました。

くなければ生きていく資格がない、こういう一節

せん。強くなければ生きていけない、でも、優し

ありませんといった発言が出てくるはずはありま

気汚染防止法の改正案提出が予定をされておりま

後建築物の解体の増加が見込まれる中、アスベス

今回は、東日本大震災の被災地での事例や.今

給付金の支給対象の拡大など、るる改正をしてま

問、医療費、療養手当の支給対象期間の拡大や、 人と、人をまず考えてみたらどうでしょう.その

救済法が施行されてから七年が経過し、その

されておられますか.

す。総理は‘アスベスト問題をどのように認識を

にわたって被害の拡大が危慎されたからでありま 同様です。

いほど歴史的経線があり、過去のみならず、将来

a

回っておりますが、大変ひどい花粉症であるため

報告書で述

るのか、分かりゃすく御説明をいただきたいと思
います。

また、対処方針を誤ると、

いますが、いかがお考えでしょうか園

この問題と関連させて、停止中の原子力発電所
を再稼働させるという発想をお持ちかどうか、化
石燃料による発電が僧加する中、お考えをお聞か

質の測定業務が原子力規制委員会に移管されま

の環境問題に関心の高い方々と一緒に活動をさせ

我が国では防ぎょうがありません・環境省におい

越境大気汚染問題は、発生源で対応しなければ

られるのか、お答えをください。

ておられるのか、総理の御所見をお伺いいたしま

促進については今後どう対応していかれようとし

ていただいておりますが、再生可能エネルギーの

私は、グローブ・ジャパンの一員として、各党 す。モニタリング体制も新たな段階に入ると思わ

せください。

合わせるとかなりの数になると思われますが、シ

ギガトンギャップを更に広げるのではないかと思 所、また、これから建設が予定されているものを

現状の先進国の削減目標では達成できないという

べている気海上昇を二度以内に抑えるためには、

IPCC

倍内閣の方針はどのように整合性を取っていかれ

ロ可 標の第一次安倍内閣での総理の思いと、第二次安

外)

報
，ー._

外)
(号

報
官

どうか、安倍総理におかれましては、健康に御
先般の参議院予算委員会での私の答弁は、参議

このため、児童手当や児童扶養手当の支給など

定供給、エネルギーコスト低減も含め、責任ある

他方、エネルギーの安

活保護世帯などに対する学習支援、就学支援など

エネルギー政策を構築する観点から、安全と認め

a

の対策に取り組んでいきます.

発の再稼働はありません

専門的な判断に委ね、安全と認められない限り原

き姿をしっかりと議論していくとの趣旨であり、

期間意の上、国民のために、そして国家のために御 院選挙の前後にかかわりなく、社会保障のあるべ 経済的支援、保育や地域の子育て支援の実施、生
今後、改革推進法に基づき、八月二十一日の設置

あわせて、再生可能エネルギーについては、閤

し.再稼働を進めます。

られた場合には、原子力規制委員会の判断を尊重

を終わらせていただきます。(拍手)
h。
Iu九

バラン

予算・税制措置、規制改革などにより、今後三年

定価格買取り制度を着実に運用することに加え‘

政府としては、園、地方のプライマリ

比の半減、二 O 二 0 年度ま

間で最大限再生可能エネルギーの普及を加速させ

GDP

でに黒字化との財政健全化目標の実現を目指しま

PM 二・五による中国の大気汚染への対処につ

てまいります.

め、観測体制を拡充するとともに、実態解明に全

影響の評価や国民への注意喚起を的確に行うた

いてお尋ねがありました。

復したところであります。同時に、社会保障・税

きに外出や屋外での長時間の激しい運動を減らす

るレベルではありませんが、濃度が高くなったと

現時点の国内の濃度は健康への影響が心配され

力を挙げてまいります。

今後、経済財政諮問会議において財政健全化と

ところであります。地方自治体における注意喚起

など、注意喚起のための暫定的な指針を策定した
地球温暖化対策についてお尋ねがありました。

中国の原子力発電所において事故が発生した場

よう呼びかけてまいります。

なったときには体調に応じてより慎重に行動する

影響を受けやすいと考えられるため、濃度が高く

子供や呼吸器系の疾患を抱える方々などは健康

を行うための体制整備を促してまいります。

原発の安全性については、原子力規制委員会の

促進についてお尋ねがありました。

原子力発電所の再稼働と再生可能エネルギーの

戦略を組み立ててまいります.

ず、適切に対応する必要があると考えておりま

放射性物質が我が国に到達する可能性は否定でき

仮に事故が発生した際には、大気に放出された

た。

技術で世界に貢献していく攻めの地球温暖化外交 合の我が国への影響についてお尋ねがありまし

対策を主導していくべきであります.そのため、

は、高い技術力を持つ我が国こそが世界の温暖化

世界全体での大幅な排出削減を実現するために

をしっかりと推進する方針は不変です・

出量を半減することを目標とし、地球温暖化対策

二 O 五 O年までに世界全体の温室効果ガスの排

進め、財政健全化巨僚の実現を目指します。

経済再生の双方を実現する道筋についての検討を

能な財政と社会保障の実現を図ってまいります.

一体改革を引き続き具体化し、中長期的に持続可

制することとし、税収が公債金を上阿る状況を回

政健全化目標を踏まえ、国債発行をできる限り抑

このため、平成二十五年度予算については、財

す.

比べて赤字の対

スについて、二 O 一五年度までにこ O 一0 年度に

l

財政再建に向けた決意についてお尋ねがありま

尽力をいただきますことを御祈念申し上げ、質問

期限に向けて、国民会議で精力的に議論するな

す.

ど、改革の具体化に向けて取組を進めてまいりま

〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕

答えをいたします.

ど様々な状況も踏まえながら、必要な法制上の措

審議結果を踏まえるとともに、三党協議の状況な

その上で、政府としては、こうした国民会議の

O内閣総理大臣(安倍晋三君)長浜博行議員にお

社会保障政策に対する姿勢についてのお尋ねが
ありました。

年金、医療、介護、福祉などの社会保障制度
置を検討してまいります。

次世代育成対策についてお尋ねがありました。

は、少子高齢化の進展や社会保障費の急速な増大
などの社会経済の変化への対応が迫られておりま

少子化対策は待ったなしの重要課題であると認

るよう、保育所の整備など待機児童の解消に向け

識しており、男女が共に仕事と子育てを両立でき

す。安定財源を確保しながら受益と負担の均衡が

り、社会保障・税一体改革に取り組んでまいりま

ります。

助成など、子育てを支える社会づくりを進めてお

た取組と併せて、両立支援に取り組む事業者への

取れた持続可能な制度を構築することが必要であ

自助自立を第一に、共助と公助を組み合わせ

す。

弱い立場の人にはしっかりと援助の手を差し伸べ

引き続き、若者・女性活躍推進フォーラムにお

ける御意見等も踏まえ、社会や家族の変化に対応

てまいります。また、社会保障は、経済を成長さ

せ、雇用を確保する中で、税や保険料の負担を分

した次世代育成対策を進めてまいります.

なお、幼児教脊の無償化については、関係府省

かち合っていくことで成り立つものであります。
三本の矢で力強い日本経済を立て直してまいりま

の連携の下、子ども・子育て支援新制度との関

子供の貧困対策については、子供たちが生まれ

た。

子供の貧困の問題についてお尋ねがありまし

いります。

社会保障・税一体改革の意義、国民会議の議論 係、財源確保の観点等を踏まえた検討を行ってま

す。

の取りまとめなどについてのお尋ねがありまし
た。

社会保障・税一体改革は、少子高齢化が進展す
る中で、安定財源を確保しながら持続可能な社会

れることのないよう取り組むことが重要であると

育った家庭環境によって子供たちの将来が左右さ

国務大臣の演説に関する件{第三日)

考えております。

心を取り戻すために必要不可欠な改革でありま

参議院会議録第十号

保障制度の構築を目指すものであり、暮らしの安

す。
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平成二十五年三月六日
参議院会議録第十号

国務大臣の演説に関する件(第三日)

と、被災地の復興や国民全体の利益に反する省益

が最も望ましい姿ですが、復興予算を精査する

益と各省庁の省益や方向性を一致させていくこと

言されています。各省庁を束ね、行政全体として

を招くことがないよう使途を厳格化すると度々発

安倍総理は、被災地復興予算の流用など、批判

流用を防ぐための具体的方策を、総理、お聞かせ

トを確保できる

会の要請、国民の安全を守り切るために全力を尽

ロに対し、一丸となって立ち向かうという国際社

憲法の精神、法治国家としての秩序と信用、テ

と認識いたします・

自由民主党の、国民の命を守る上で大事な課題だ

人保護体制を築いていくことが安倍政権、私たち

ターゲットを生まないためにも、危機における邦

という状況を断じて許してはなりません。次の

に日本人がテロや国際紛争のターゲットにされる

時に、経済的豊かさなど、その価値ある国籍ゆえ

ポートを持っていることの価値を語られます。同

海外で活躍する日本人の多くは、日本のパス

l

合、日本政府は‘危機にある邦人をしっかり保護

例えば日本人だけが人質に取られてしまった場

てしまう事案が厳然たる事実として存在する中、

た同胞です.日本人が国際的なテロの標的になっ

ルギーの安定供給という国益の最前線に立ってい

を出しました。今回犠牲になられた方々は、エネ

念ながら、誠に残念ながら、日本は最多の犠牲者

先日のアルジェリアにおけるテ口事件では、残

が各省庁を駆り立て、予算付け替えの動機になっ

も、もちろん重要な審議責任があります。そし

国会で議席をお預かりしている私たち議会人に

決を経て成立したものであり、国民の代表として

当然のことながら、復興予算も国会で審議、議

ください。

〔有村治子君登壇、拍手〕

私は、自由民主党・無所属の会を代表して‘政

府四演説について質問いたします.
数々の経済指標が好転しています・安倍総理の

います。この勢いを東日本大震災からの復旧加速

下、日本経済は回復に向け再び力強く歩み始めて

ているような事案が見受けられます・

O 有村治子君自由民主党の有村治子です。

す。このため、海外の原子力発電所の事故発生時 O副議長(山崎正昭君)有村治子君。
に情報を早期に共有する国際的な枠組みに我が国
も参加しております。
また‘国内における緊急時の体制として、現段
階においては中国における事故を想定した拡散予
測シミュレーションは行っていませんが、海外の

に向けていただきたいと念じ、まず、総理が最重

事故情報を入手した際、関係省庁が連携して放射

報収集を徹底するなど、所要の対応を取る方針で

て、事実、与野党の国会質疑を通して予算の流用

が巧妙に入れ込まれ、もっともらしく仕上げられ

し、復興予算の個々の項目の下に復興以外の事業

を見破り、是正できた実績も数々あります・しか

要な財源を確保するための増税を宵定する民意が

た予算書からは、省庁からの内部告発でもない限
り、予算の付け替え、からくりの全貌がなかなか

示される一方で、復興予算が適切に使われていな

迎えます@直近の世論調査においても、復興に必

間もなく東日本大震災より二年の三一月十一日を

要項目とされる復興についてお伺いいたします。

線モニタリングを実施、公表するほか、迅速に情

二・五による越境大気汚染に対する中国へ

あります。
PM

中国との問では、大局的観点から戦略的互恵関

の協力についてのお尋ねがありました。

係を推進していく考えであります。

いと感じている世論が実に八割に上ります。復興

見破れない、こういうもどかしさにじくじたる思

のでしょうか。

予算と銘打ちながら、被災地再建と直接関係のな

ます・各省庁のこのモラルハザードを起こさない

いをしてきた与野党議長は少なくないはずであり

できる体制や法整備、自前のル

いような予算の使われ方は、納税者たる国民との

御指摘のとおり、公害を克服した日本の経験と
環境技術を生かした協力を始めとして、アジアに

信頼を揚ねます。民主党政権時代に明らかになっ

行政風土をつくることこそ、政治のあるべき姿で

国と協力した取組など、多角的な検討を進め、越

す。

おける様今な環境分野の枠組みを活用した周辺諸

なりません。

そこで、提案申し上げます。本来、公益‘国民

た復興予算の流用問題を私たちは正していかねば

しかし、来年度の復興予算においても、財務省

益に資する予算であれば、復興予算という大義名

でまいります。

が、被災地における検査装置の復旧等という項目

予算項目を立てるよう省庁に徹底する・説明責任
が負えないような案件は、そもそも予算に計上し

分を隠れみのにしないで‘正々堂々と一般会計に

勉強会で明らかになりました・他省庁の予算を

ない。その周知徹底を図った上で、納税者に全く

費用などに充てようとしていたことが自民党内の

のため、疾病を早期に発見する方法や治療法の研

チェックし‘税の適正執行をつかさどる財務省で

埋解されないような極端な付け替えが発覚した場

で、実は十億円を超える予算を関西の税務署改修

境大気汚染問題の解決に向けて積極的に取り組ん

アスベスト問題についてのお尋ねがありまし
た。

アスベストによる健康被害は社会全体で取り組

究開発及びすき間のない補償、救済に努めてまい

すら、このような予算流用の意図を持ち得るのだ

むべき重要な課題であると認識しております.こ

ります。加えて、アスベストの全面禁止や飛散防

合には、その予算編成に携わった省庁のみなら

まで、どのような獲理をし、日本政府としていか

くす国家と国民との信頼という主要な価値のはざ

ということに私はショックを覚えました。

ず、予算案を上げてきた部、局の責任の所在を明

なるメッセージを内外に発せられるのか‘その方

国家予算が必要なところに適切に執行され、税
の笹川駄を省くことは国民益につながります.しか

らかにして、次年度の予算においても社会的ペナ

針、進捗状況を総理にお伺いいたします。

、制裁があるという緊張感を持って予算
編成に当たっていただきたいと考えます.

ルティ
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狙う各省庁の省益があります。本来は、国家国民

し、その一方で、自らの権益を広げ、予算鉱大を

止の更なる強化を図ってまいります。今後とも、

対策を着実に実施してまいります。

関係省庁が緊密に連携して、総合的なアスベスト

以上であります。(拍手)

四

も仕方ありません・特定の政治勢力、圧力団体か

れているのではないかと国民から疑念を持たれで

下、とりわけ日本教職員組合、日教組に引っ張ら

次に、教育問題、学力全国調査について伺いま ば、文部科学省は、いまだ民主党政権下の影響

れています。努力して保育土の資格を取得されて

ず、離職率も高いという状況が現在全国的に見ら

にあって、保育士の人材確保が思うように進ま

待機児童の解消が指摘される一方、当の保育園

修練とともに、多くの国民にその職貨の重要性が

職責を果たせるかどうかは‘練度を高める日々の

さんが、事あらば危険を顧みず公の安全のために

も、実際にはその資格を生かせず、残念ながらほ

す。今この瞬間も領土・領海・領空の国境線を

理解され、支持されているかどうかにもよりま

自衛官、海上保安官、警察官、消防士などの皆

平成十九年に、四十三年ぶりにやっと再開でき

ら決別をするという覚悟を決めてこそ、教育の正

かの仕事に就かれる方も少なくありません。

す。

たこの全国学力調査は、平成二十二年からは児童
生徒のたった三割だけを対象とする摘出調査に変

す・

常化が図られ、世論の支持が集まるというもので

ます。給与函を見ると、全業種の平均賃金は月三

等の諸官に対し、さきの演説を始め、機会をとら

守っていらっしゃる自衛官、海上保安官、筈察官

わってしまいました・長年、文部科学省を敵視

下村文部科学大臣は、民主党政権時代に作られ

勢に心から共感をしています。

えて敬意と感謝の念を一不されている安倍総理の姿

その大きな要因の一つは、保育土の処遇にあり

し、教育政策で対時してきた日本教職員組合、日
教組が幅を利かせる民主党政権が全員参加方式の

と、十万円も少なくなっています。平成二十四年

十二万円となっていますが、保育士は二十二万円

度補正予算では、保育土の待遇改善のために四百

言われてきた海を制する者が世界を制するという

もが防衛の対象となる現在においても、古代より

な御決断だと支持をいたします。文部科学省も、
これら世論の声を直視し、堂々と確かな学力づく

いことですが、抜本的な対策も必要です。

三十八億円が計上されました。これ自体は有り難

たこの方針を見直すことに言及されました・大事

うなことはあってはなりません。世界に目を向け

りに遁進していただきたい。必要であれば、各自

学力測定がイデオロギー対立に振り因されるよ

学力調査制度をゆがめてしまったからです・

て活躍が期待される日本の子供たちの確かな学力

治体の判断も尊重しつつ、学校ごとの結果を公表

す。安倍政権として、より長期的な視野に立った

諸島周辺海域において中国による力の行使、誇一不

重要性について強調されました。今、まさに尖間

す.総理は、施政演説で、海における法の支配の

要性は、何ら変わっていないと私は認識していま

言葉が本質的に伝える地政学的、戦略的な海の重

領空や宇宙空間のみならず、サイバー空間まで

を測定し、伸ばす手段の一つとして、長期的、全

田村厚生労働大臣は、これまでも保育の充実に

できるようにすべきだと考えますが、検討状況は

また、調査結果は、単なるランキングの発表に

り組んでいかれるのか、田村大臣、お聞かせくだ

保育園の整備、保育土の処遇改善にどのように取

一生懸命取り組んでいただきました大事な同志で

生徒自身が粘り強く取り組んできた内容こそが評

が頻繁に起こり‘国際法に基づく秩序が脅かされ

先日、中国海軍の艦船が海上自衛隊の護衛艦に

ています・

かねない危険な行為だった、大変異常なことだと

しました。総理も防衛大臣も、不測の事態を招き

対して射撃管制用レーダーを照射する事件が発生
き二ページにわたって竹島、緯国で一斉うところの

韓国では、国史という教科の固定教科書で見開

きします。

次に、我が国が直面する領土問題についてお聞

さい。

流れる傾向を厳に戒め、努力した自治体や学校、

いかがでしょうか、お尋ねいたします・

国的な動向が把探できる全員参加での調査をこれ

からも継続すべきだと考えますが、政府の長期的
口一つ
展望はいかがでしょうか、文部科学大臣に伺いま

全国学力調査については、調査結果の公表も大

す。

価されるように公表していただくことが肝心で

マです。傑々な世論調査は、一貫して全

事なテ

豊かな生活習慣を育む国民全体の価値ある知恵に

す。学力測定から得られる考察を、確かな学力、

l

を支持しています。

まで高めていただきたいと願い.伺います・

員参加の学力調査の毎年の実施と測定結果の公表

しかし、民主党政権下の昨年十二月に文部科学

独島について記述し、その詳細を子供たちに伝え

総理は、施政演説において、男女が共に子育て
と仕事を両立できる社会の実現を掲げられまし

省が定めた平成二十五年度、来年度の実施要綱で
は、都道府県が市町村の結果を公表したり、市町

ています。

うか、一つ間違えば戦争を引き起こすおそれも

中国は事の重要性を本当にわきまえているのだろ

径えめな発言に徹しておられましたが、果たして

重点化していただいたことを率直に歓迎します.

た・働く母親にとって保育は切実な問題であり、

がどこからどこまでなのか、健全な国土、領土意

一方で、日本の子供たちは、我が国固有の領土

ています。

そこで、保育をめぐる問題について質問いたし

村が学校別の結果を公表したりすることを禁止し

果たしてこれが妥当な方針なのでしょうか。税

から上がったのも当然でありましょう。

あったじゃないかとの強い抗議、懸念の声が国民

歴史上、突発的‘局所的な小競り合いによって

えられていません。このような現実について、安
倍総理並びに文部科学大臣は、いかなる御所見を

多くあります。法の支配による地域の安定、秩序

紛争や戦争が勃発してしまった例は残念ながら数

識を持つための基本的情報すら教科書で十分に教

話になる中で、片時も目を離さず子供たちの安全

持たれ、領土教育は本来どのようにあるべきだと

私自身、二人の子供の母親として保育園にお世

ます。

ず、そこで得られた知見や考察を次年度以降の教

を見守ってくださる保育園の先生方の献身的な働

た学校別の測定結果や傾向すら国民の前に公にせ

金で学力テストを実施しながら、個人情報を除い

育方針に反映できる形で国民に還元しようとすら

お考えでしょうか.伺います。
国務大臣の演説に関する件(第三日)

きとプロ意識に頭が下がる思いです。
参議院会議録第十号

しない。このようなことがまかり通るのであれ
平成二十五年三月六日
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て、復興関連予算については、防災地域の復旧・

を行うことを指示いたしました.これを踏まえ

国務大臣の演説に関する件(第三日)

幸な轍を直視し、日本の政治は今こそ度重なった

参議院会議録第十号
関の官庁においても人の心が敵れていく遠心力が

平成二十五年三月六日

を脅かし、強引に海洋繕益を拡大しようとする大

復興に直接資する施策のみを復興特別会計に計上

失敗を乗り越えていかなければなりません。
かつて転落の修羅場を自ら経験され、その経験

が迫り、外国首脳とのトップ会談がセットできな

け予算は全て復興庁に一括計上することとし、執

することを基本としております。また、被災地向

働き、その足下を突き崩すかのように外患の危機

をも腹にぐっと裾えて、国家の未来に貢献すべく

にして守るのか。中国の挑発に乗らず、平和的に
いまま退陣せざるを得なくなるというパターンで

行段階でも復興庁において内容を確認した上で予

対等に伍していく安全保障政策の方針を伺いま

大臣に、日本の国力を守る基盤としての首相職を

再び最前線に立ち上がられた安倍総理、麻生財務

歴代の首相が疲労こんぱいの上、八方ふさがり

算配分を行うこととしております。

す・

どう守っていくべきなのか、忌僚のない教訓と知

我が国の国防費はこの十年ほとんど変わってい

になって次々と枯渇していくのを毎年のように近

恵を敬意を持ってお伺いいたします.

我が国政府は、事件発生当初より‘テロ行為を

ねがありました。

アルジェリアにおけるテロ事件についてのお尋

ませんが、昨日、発表された中国政府予算案につ
くで目にするたびに、これは、各首相御自身の資

力、外交力、教育力、文化発信力をつくり固め成

食い止める、日本の本来の国力に見合った経済

断固非難するとともに.人命を第一に全力でテロ

と考えるようになりました。今この点を是正しな

度や慣習に大幅な改善の余地があるのではないか

事件への対応を行ってまいりました。現在、この

テロ事件への対応に関して、有識者からも意見を

ければ、今後も、日本の首相が毎年潰れて.刻々 していくためには、国民から信頼され、安定感が

国防費の規横、またこの二十年問、たった一年の
O% 以上ずつ地長

ることが何より重要だと確信しています巴当然の

あり、国際社会の信用を得る長期政権を打ち立て

求め、検証を行っております。事件の教訓を踏ま

しまう危棋があります。一体どうすれば、日本の

え、今後とも、我が国企業や邦人が海外の最前線

と動いていく世界の中で日本だけが取り残されて

ことながら‘これは、いかなる政党のためでもな

か。日本にとってこれは軍事的脅威ではないので

看板である首相を摩耗させることなく、国家の意

懸けて、信じられる政治、決められる政治を確立

す

に取り組んでいく姿勢を明らかにしてまいりま

国際社会と連携しながら、テロとの闘いに積極的

取り組むとともに、我が国がテロ行為に屈せず、

で安心して活躍できるよう、必要な対策に迅速に

ギーを割いてもらえるのか、切実な問題として認

したいです。国民が誇りを持ってそれぞれの分を

私たちの安全‘繁栄の基盤である日本の未来を

く、日本の再起を懸けての悲願であります。

が政治の中杷を担い、イギリスでも五人の首相が

果たし、安心や幸せ、希望を育む真つ当な国づく
かつて首相を務められた麻生副総理は、総理大

いという意思と決意を明確にして、私、自由民主

りを進める安倍政権、私たち自由民主党でありた

我が国の将来を担う子供たちが自国の領土を正

領土教育についてお尋ねがありました。

と教育を進めてまいります。

国が正当に主張している立場に基づき、しっかり

るとともに、領土をめぐる問題についても、裁が

引き続き、我が国の領土の範囲について理解させ

ての記述が充実されてきたところでありますが、

を踏まえ‘教科書においては我が国の領土につい

教育の目標に掲げたところであります・その趣旨

と郷土の現状と歴史についての正しい理解を義務

基本法を受けた学校教育法の改正により、我が固

しく理解することは極めて重要であり、改正教育

e

臣という職責はどす黒いほどの孤独に耐える能力

党、有村治子の質問を終わります・

EU におけ

るリーダーシップを発縛し続けています.この

を求めてくる、日本の首相は事務的作業などで忙

ありがとうございました。(拍手}

殺される時聞が長いゆえ、先進国首相の中でも最
も忙しく、その一方、権限は最も少ないという偽

六回の交代がありました。毎年社長が替わる企業

らざる実感を吐露されています.

O 内閣総理大臣(安倍晋三君)有村治子議員にお

〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇.拍手〕

が信用を保てるはずがありません。毎年首長が替

ならばこそ、伺います.どこをどう改善すれ

復興予算流用の具体的な防止策についてのお尋

復興関連予算の使途につきましては、安倍内閣

続ける日本の現状から脱却できるのか、日本丸の

ば、国家のトップリーダーを摩耗させ、枯渇させ 答えをいたします.
漂流を打ち止めるために、行政と政治、内閣と国

として初めて開催した復興推進会議において、流

ねがありました.

朽ち果てていく姿を続けざまに見てきました。首

はどのように内閣を支え、国民に奉仕するのが健

用等の批判を招くことがないよう、使途の厳格化

会はいかなる距離感を持つべきなのか、行政機関

全なのか。首相が毎年のように交代するという不

ションではない状況の中で下した政治的判断が更
なる支持率急落と不信を招き、内閣や与党、霞が

相が窮地に立たされたときに、ベストコンディ

近年‘私たち国民は、日本の首相が精根尽きて

の宰相がどうして務まるでしょうか。

などできようはずもありません。いわんや、一国

わる市区町村において、長期的視野に立った投資

問、日本の首相は、二十五年間で実に十五人、十

たった三人の首相が長期政権を短い、

識しています.

いていくという宰相本来の仕事に多くのエネル

思決定に際して確かな判断を重ね、国還を切り開

している傾向をどのように認識、解釈されます

例外を除いて、毎年国防費が一

けていることが判明しました。総理は、この中国

近年続いてきた日本の凋落をここでしっかりと

一千百億円、この十年でおよそ四倍にも膨らみ続

いては、中国の二 O 一三年度国防費は実に十一兆

質の問題のみならず、むしろシステムとしての制

す。

国を隣に持ちながら、海洋国家日本の安全をいか

」ー
/、

政権を担当、問じ敗戦を喫したドイツにおいては

たちました。この問、アメリカでは四人の大統領

平成の御代になってから二十五年、四半世紀が

ロ守 しょうか、しっかりとした御意見を伺います。

外)

報
官

H

我が国の安全保障政策の方針、特に中国の活動
への対応についてお尋ねがありました・

首相職を守るための知恵と教訓についてお尋ね

した悉皆調査を実施し、新たな追加調査と併せて

学校六年生、中学校三年生の全児童生徒を対象と

て検討してまいります。

を路まえつつ、関係者の意見も聞きながら、改め

や地減住民に対する説明責任を果たすという観点

て教育改善のために実施していることや、保護者

私がこの高い場からお話しする、そういう資格

このため、平成二十五年度調査については、小

おります.

はないわけでありますが、私は、何よりもまず、

がございました.

ともに、日米安保体制を堅持し、より良い安全保
総理大臣である私が意識を変えていかねばならな

我が国は、自ら適切な防衛力の整備に努めると

障環境を確保するための外交努力や国際平和協力
いよ考えており、また、実践をしているつもりで

査から悉皆調査に見直して‘必要な準備経費を平

また、平成二十六年度調査については、抽出調

平成二十七年度以降についても、引き続き、日

を図っていくため.継続的に悉皆調査で実施する

本の将来を担っていく全ての子供たちの学力向上

次に、全国学力・学習状況調査の学校別の結果

方向で検討してまいります.

の公表に関する検討状況のお尋ねがございまし

a

で、保育土の処遇改善を始めとした従来より一歩

課題であることから、平成二十四年度補正予算

また、保育の量的拡大に伴う人材確保は喫緊の

要な予算を計上させていただきました。

いて、約七万人の保育所受入れ児童数の拡大に必

備を進めるとともに、平成二十五年度予算案にお

まずは、待機児童の解消に向け、保育所等の整

す。

御質問をいただきまして、ありがとうございま

の整備、また、保育士の処遇改善に対する取組の

O 国務大臣(田村憲久君)有村議員から、保育所

〔国務大臣田村憲久君登迎、拍手〕

以上でございます。(拍手)

てまいります。

当に主張している立場に基づいた領土教育を進め

を正しく理解することができるよう、我が国が正

将来を担う子供たちが我が国の領土や領土問題

れるようになったところでございます

理の教科書において竹島や尖悶諸島の記述がなさ

ともに、来年度以降使用される全ての高等学校地

校地樫の教科書において竹島の記述がなされると

たところでございます。これにより、全ての中学

の領域をめぐる問題などに関する取扱いを充実し

に鑑み、新学習指導要領及び解説により、我が閏

学校における領土教育については、その重要性

た。

また、領土教育についてのお尋ねがありまし

を推進していくことを安全保障政策の基本として
あります。それは、国民の政治への求めに合わ

成二十五年度予算案に盛り込みました。

きめ細かい把握、分析を行います.

おります。

せ、取り組む課題に優先順位を付けていくことで

中国の活動への対応に関しては、自国の領土・

は、自由民主党の立党宣言の言盟楽であります。自

広く国民大衆とともに政治の責任を全うせんと

領海・領空は断固として守り抜くとの決意の下、 あります。
海上保安庁、防衛省を始めとする関係省庁が連携

を担ってとれたのは、国民とともに政治を進める

由民主党が摩耗することなく長きにわたって政織

して尖悶諸島及びその周辺海空域の繁戒警備に当

ります。同時に、中国側に対しては、事態をエス

姿勢があったからだと私は信じております。

たっており、引き続きしっかりと取り組んでまい

カレートさせないよう自制を求め、国際社会とも

説明責任を果たすために、子供たちの学力の状況

た・

的な危機に直面し、その突破を国民が求めていま

等について積極的な情報提供を行うことは重要で

現在、経済、教育、外交・安保など様々な国家

全体に影響を及ぼさないようコントロールしてい

ともに前に進んでいきたい‘このように決意をし

す。国民とともに丁寧に議論を重ねながら皆様と

しっかり連携しつつ、個別の問題があっても関係

くとの戦略的互恵関係の原点に立ち戻るよう粘り

ございます.一方、調査結果の公表に当たって

う十分配慮することも必要と考えます・

ら広〈参加していただくことを考えて、平成十九

踏まえつつ、四年ぶりの悉皆調査に全国の学校か

平成二十五年度については、その両方の観点を

〔国務大臣下村博文君登壇、拍手〕

問がありました・

各学校の結果の公表は各学校の判断に委ねること

年度から二十一年度の悉皆調査のときと同織に、

O 国務大臣(下村情文君)有村議員から三つの質

させます・(拍手)

教育委員会や学校が、保護者や地峻住民に対し

強く訴えていきます・

ておりますので、よろしくお願いを申し上げま

中国の国防費に対する我が国の認識についてお

は、学校の序列化や過度な競争につながらないよ

0 ・七%の増加となっている

残余の質問につきましては、関係大臣から答弁

す・

尋ねがありました。

中国の国防費は、御指摘のとおり、この十年で

約四倍、二十四年間で三十倍の規模となってお

も、前年執行額比一

り、今般、中国政府が発表した今年の国防予算

ものと承知しております。

最初に、全員参加での全国学力・学習状況調査

を継続することに関する長期的展望についてお尋 としております。

中国の透明性を欠いた軍事力の糟強は、我が国
を含む地域の共通の懸念事項です。我が国として

ねがありました。

を実施し、各学校の結果の公表が更に進むよう、

平成二十五年度については、この取扱いで調査

は、国防費を含めた中国の国防政策について引き

国として全ての子供たちの学力向上を図るた

平成二十六年度以降の調査における結果の公表

続き注視するとともに、透明性の向上や国際的な

め、全ての市町村、学校などにおいて全国的な状

の取扱いについては、本調査は貴重な予算を使っ

文部科学省としても促してまいります。

行動規範の遵守につき、中国との傑々な対話や交

の指導改善等に生かすことは重要であると考えて

況との比較により課題を担握し、その結果を学校

国務大臣の演説に関する件(第三日)

えであります。
参議院会議録第十号

流を通じ、関係閣とも連携して働きかけていく考

平成二十五年一二月六日

七
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のは吉田茂総理以来のことであります。幸運もあ

し、貴重な経験を積むことができました。以下の

と自負しております.私も国土交通大臣を拝命

足が付いた政策を語ることができるようになった

との問では領海・領空侵犯事件が相次いでおり、

す.とりわけ、尖閣諸島の領有権に固執する中国

る我が国の領海における海洋権益に絡む問題で

国務大臣の演説に関する件(第一一一日)

ると思いますが、まさしく偉業とも言えるかもし

質問は、そうした経験を踏まえて行います・安倍

参議院会議録第十号

踏み込んだ取組を推進していくこととしていると

れません。実は、私と安倍総理には世襲政治家の

一部マスコミの中には今にも日本と中国が戦火を

平成二十五年三月六日

ころでございます.

家庭で育ったという共通するものがあります。共

総理におかれましては、どうか率直かつ明快な答

ります。中国や韓国は、日本にとって歴史的にも

次にお聞きしたいのは、尖閣諸島や竹島をめぐ

しまして.平成二十七年度に本格施行が予定され
に但父、父と三代にわたる政治家で、しかも安倍

交えかねないとの危機感をあおり立てるものがあ

さらに、より長期的な視野に立った取組といた

ております子ども・子育て支援新制度、これにお

弁をなされますよう期待しております。

TPP 交渉につ

孜がそれぞれ総理大臣の重責を果たしました・

総理の場合は祖父、岸信介さん、私の場合は父、

まず、官頭にお聞きしたいのは

た上で、市町村が地域の保育需要を把握し、それ

る重要な隣国であります。私は、未来永劫にわた

深いつながりを持ち、まさに一衣帯水の間柄にあ

り断固として平和友好関係を堅持していくべきだ

の対応の悪さ、戦略なき首脳会談に安倍

私は参議院の議員であります。私が冒頭、あえて

内閣の外交交渉の危うさを感じているのは私だけ

TPP

いてであります。

など、計画的に保育の量的拡大を図っていくこ

安倍総理にお祝いの言葉を贈ったのは、ねじれ国

と考えています。

に見合った認定こども圏や保育所等の繋備を行う

と、また、処遇の改善などにより保育土の確保を

ではないと思います。

しての本来持つべき大事な使命が必ずしも十分に

オパマ大統領と直擁会談し確認したと言われます

きたい。また、さきのオパマ大統領との日米首脳

うに認識されているのか、御見解をお示しいただ

そこで、海洋権益をめぐる問題の現状をどのよ

化しがちで、未来への責任を担うという政治家と

会の現状の中、ともすれば与野党による政争が激

いたしております。なお、ハード、ソフト両面か

協を始め医療・保険分野から反対の声が上がって

が、あれだけ米国からいろいろな要求があり、農

会談ではこの問題についてどのような話合いが行

であります・

が国としては、万が一にも中国や韓国との領土紛

争を招かないためにも、これまで以上に日米関係

われたのですか.日米同盟を外交の基軸とする我

を緊密に維持していく必要があるのは言うまでも

いるのに、今更何を言っているのかと感じざるを

果たされていないことに危機感を抱いてきたから

その上.自民党の一部には、二院制の持つ意義

てまいります。(拍手)

〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕

私は、小さな島国日本が全ての関税撤廃の枠組

ありません。日米関係の今後の在り方について

し‘一院制に改めるべきだとの議論が根強くあり

みに入ることはそぐわないと思っています。しか

を忘れ、本院を衆議院のカーボンコピ!とみな

し、世界の中の日本ということを考えれば、政府

にという御質問をちょうだいしましたので、先ほ

ます・私は、とんでもないことだと強く反論しま

O 国務大臣(麻生太郎君)首相の職務を守るため

ど安倍総理大臣がお答えられたことと基本的に同

解散がなく.衆議院の行き過ぎをチェックする再

す・言うまでもなく、本院は、任期が六年あり、

あえて付け加えさせていただければ、行政職の

、東アジア経済連携協定、

RCEP

F

を同時並

は政府間交渉を

また、海上保安官が遠方の離島上で起きた犯罪に

海上の箸備・保安体制の強化に取り組みました。

る巡視船やヘリコプターなどの整備に踏み切り、

す。私が国土交通大臣のとき、領海の讐備に当た

ることを使命とする海上保安庁を所管しておりま

国土交通省は、御存じのように、海洋権益を守

も、総理のお考えをお聞かせください.

じであります。

るからであります。

考の府、熟議の府としての重要な役割を持ってい てきました・だからこそ、野田総理も、

TA

政府間交渉にしっかり臨むと同時に‘日中緯の

るべきだと存じます。{拍手)

安倍総理、あなたは、六年前、健康を害して途

長に、いま少し静かに、自由に考える時間を与え

a

TPP

し、日中韓の FTA は協議に入ることが中国、韓

の枠組みも

行して進めていくと表明、

RCEP

なりません・十分に健康維持に留意され、私たち

国から表明され‘東アジアの

中で総理を辞任することになったことを忘れては

民主党を始め野党との真筆な議論を通じて、国民

〔羽田雄-郎君登壇、拍手〕

O 副議長(山崎正昭君)羽田雄一郎君

O 羽田雄一郎君民主党・新緑風会の羽田雄一郎

ることができるようにしました。尖閣諸島をめぐ

て立入検査を経ることなく領海外への退去を命じ

対処できるように法律を改め、外国の船舶に対し

る緊張した事件の対処には‘一義的に海上保安庁

国益の確保を大前提としながら戦略的外交交渉

前進しました・

を行ってきた野田内閣の外交の勝利と言っても過

が当たるのは自明の理であります。防衛省が前面

言ではないと考えますが、今後、安倍内閣として

ました。しかし、与党の経験を得たことで、地に どのように進めていかれるのか、伺います。

議院選挙で敗北したことにより、政権の療を失い

私たち民主党は、残念ながら、昨年十二月の衆

望しておきます・

の平和、安全、繁栄の実現に向け精励するよう要

安倍総理の施政方針演説に対し、会派を代表し

です。

安倍総理、二度目の総理就任、おめでとうござ

て質問をさせていただきます.

います。戦後の政治家で二度も総理の座に着いた

TPP の

間交渉に入らないという選択はないだろうと考え

得ません。

らこれが必要でございまして、しっかりと頑張っ

聖域なき関税撤廃は前提でないことを‘先般、

いても優先順位を付けながら対応していくことと

図るとともに、職員配置の改善など質の向上につ

私と安倍総理は与野党に分かれており、しかも

きまして、消費税財源等による安定財源を確保し

八

に出てくることは、無用の刺激を避ける意味でも

の省にまたがるような総合的な復興プランの場

れ‘しかも、従来の公共事業と同じように縦割り

年の百十三件から二・三倍に増えました。一九八

のうち‘いじめが原因のものは二百六十件で、前

りますと、昨年一年間に摘発、補導した少年事件

ことや、会議のメンバーに首相に近い保守的な思

あるのですか・道徳教育の教科化を提唱している

をされました。この言葉には一体どういう意味が

考の持ち主が多いことから、有識者の中には、教

で申請、承認が行われています。このため、複数

安倍総理、あなたは、これからの海上保安庁の

四年以降では四番目に多い水準であり、それだけ

慎重でなければならないと考えます。

合、事業の執行が遅れがちになっているのです。

体制強化をどうするおつもりなのか、防衛省との

くありません。総理、あなたの真意を岡聞かせてく

目指しているのではないかと危倶を抱く者が少な

育への政治介入を強め、国家主義的教育の復活を

ます。私は、熱血指導の名目の下で体罰に一定の

ださい。

一方、学校教育法では明確に体罰を禁じており

いじめ問題が深刻化していると言えます・

安倍総理、あなたは、復興庁を東京と福島の二

た・復興庁の福島復興局、環境省の福島環境再生

効果があると考えることは間違っていると思いま

本社体制にし‘福島復興再生総局を設置しまし

の海上保安本部を擁しております。このうち、那
事務所、内閣府の原子力災害対策本部の三つの出

す。安倍総理、あなたは、いじめ・体罰事件をど

海上保安庁は、全国に第一から第十一まで十一

役割分担についてもお考えをお聞かせください.

覇、石垣の第十一管区海上保安本部が尖悶諸島瞥
先機関を統括、指揮する体制にしたものです・

く、役割分担や命令系統が複雑化する懸念が生じ

ただ、問題なのは、これは設置の法的根拠がな

ていくのか、お考えをお聞きします。

現状の認識を問うとともに、いじめ対策をどうし

のようにとらえていますか.下村文部科学大臣、

日本の未来を担う子供たちを何よりも大切にす

が国の宝であることは、昔も今も変わりません。

私は、大学で保育士の資格を取りました・子供

備の最前線の役割を果たしております。中国の監

発していますが、海上保安庁では、領海警備に当

視船による周辺海域や領海侵入は昨年九月以来頻

ていることです・関係自治体の要望をスムーズに

費の無償化に取り組み、民主党でそれを実現して

きました。子供の育ち、学びを社会全体で支えて

り、民主党の考えであります。この観点から教育

安倍総理は、一月に教育再生実行会議をつ

ところで‘教育委員会をめぐる隠蔽体質が問題

e

振り役となるはずの復興庁も調整の機能を十分に

でいじめ防止対策や学制の見直しなどに取り組む

安倍政権の最重要課題と位置付けており‘この場

きではありませんか。安倍総理の見解を問いま

含めて、無償化はあくまで所得制限なしで行うべ

打ち出したのには納得ができません。幼児教育を

ますが、自民党が公約で所得制限を設けることを

くりました・総理は、経済一再生と並び教育再生を いくと、この考えが基礎になっているわけであり

ます

になり、教育委員会制度の在り方が関われており

る、つまりチルドレンファーストは私の信念であ

たる巡視船の配備や人員の新たな強化策を検討し

予算案では、復興交付金は前年度から倍婚の五

か、総理に伺います.

受け入れ、事業の執行が迅速に行われるのです

太凹国土交通大臣‘どのような新たな対策を講

ていると聞いております。

じるおつもりですか、尖閣専従部隊を新設すると

せいただきます。

果たしているとは言い難い面があります.

お考えのようですが、教育委員会制度については

て、復興事業を促進させる必要があるのではない

安倍総理、こうした問題点を一日も早く解消し

どのような改革を検討していますか。自民党は、

の構想があるのですか、具体的なお考えをお聞か 千九百十八億円計上されていますが、せっかく旗
次に、東日本大震災の復興についてお尋ねしま
す。

安倍総理は、問販優先課題の柱の一つとして被災

教育委員会は教育の中立性を守ることを重視して

公約しています。しかし、戦後の教育において、

の実現に全力を傾けてきました。官を頂点にした

いシステムを根本から変える地方分権、地域主権

つに、官から民へ、中央から地域へと我が国の古

次に、教育問題についてお尋ねします・

か.安倍総理、あなたの御所見をお伺いをいたし

補助金行政が地方をコントロールしているのを改

て、総理は、持論である強い日本をつくる上で不

生会識をつくりました。今回の実行会議につい

方自治体の自由な裁量に任せる地域自主戦略交付

担い、これまでのひも付き補助金を廃止して、地

であります.その意味で、私たち民主党が政権を

こそ、新しい日本の姿であると確信しているから

実は、私も、今でいういわゆるいじめを体験し

私は、本院の議員となって以来、政策の柱の一

り、運用面での改善を図るなど、政治が主導する

きたはずです・時の政権の思惑や首長の都合で教

す。下村文部科学大臣の所見も伺います。

とき、被災市街地の復興にカを入れ、防災集団移

形で対策を講じなければならないと思いますが、

育政策が変えられることは間違いではありません

地の復興を掲げています。私は、国土交通大臣の ですか。例えば、復興予算を復興庁に一元化した 自治体の首長が教育長を選ぶように改めることを
転事業や津波復興拠点整備事業などに取り組みま

総理の御見解をお伺いいたします。

はいかないのは当然です.安倍総理、あなたの決

した。今なお被災地の復興事業に手を抜くわけに

意のほどをお聞かせください。また、太田国土交

ました・ドラマ等の影響もあり、政治家の家庭で

大津市で起きた中学生のいじめ事件や大阪での

金、つまり一括交付金をつくったことは誇るべき

安倍総理は、前回の政権のときも同様に教育再

め、権限や財源を地方に移譲する分権国家の確立

通大臣にも、これからの取組について具体的なお

育っているというだけでいじめの対象にされやす

ます。

考えをお伺いします。

高校生への体罰事件など、学校現場ではいじめの

可欠なものとし、物議を醸すことになったとして

国務大臣の演説に関する件(第三日)

問題が注目されております。警察庁のまとめによ も、御意見を活発にいただきたいと初会合で挨拶

しかし、復興事業をめぐり、政府と関係自治体 かったのです。
との聞に問題が生じております.というのは、復

興交付金は、国土交通省始め厚生労働、農林水

参議院会議録第十号

産.文部科学、環境の五省四十の事業に限定さ
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尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も我が国固有

国務大臣の演説に関する件(第三日)

滑り落ちました。これは、民主党が公約を十分に

参議院会議録第十号

ぇ、国と地方の公務員にも言わば身を切る改革を

は存在しません。尖閣諸島をめぐる情勢について

の領土であり、そもそも解決すべき領有権の問題

平成二十五年三月六日

ことでした・ところが、政権交代により、自民党

り、心から反省をしております。

果たせず、国民の皆様の信頼を裏切ったからであ

っ冷静に対処してまいります。竹島は、歴史的に

は、我が国からはエスカレートさせずに、毅然か

し、地方公務員の給与は地方の企業の給与基準に

冒頭に申し上げましたように、私は、自民党と

してもらうとの政治的狙いがあるようです。しか

なっていて、安倍総理が賃金を上げるよう経済界

を目指すことが日本の民主主義を向上させること

切瑳琢磨し合いながら、政権交代ある政治、これ

活させたのであります。安倍総理、あなたは、地

方分権を踏みにじる施策を取っていることを認識

に要請していることと逆行し、整合性が取れず、

も国際法上も我が国固有の領主であり、国際法に

していますか、撤回する気はないですか、御所見

ますます大企業と地方の賃金格差を助長するとい

く考えであります。

のっとり、冷静かつ平和的に問題を解決をしてい

先般の日米首脳会談では、オパマ大統領と様々

た、官僚丸投げではなく政治主導の政治、地域主

権.税金の無駄遣いと天下りの根絶などは依然と

につながると考えております。民主党が目指し

地方交付税の削減、地方公務員の給与カットを断

な議論を行い、日米同盟を基礎としつつ、アジア

麻生財務大臣、自治体の反対にもかかわらず、

うことになるのではないでしょうか。

め、自治体が自由に使える財源であります。安倍

して色あせてはいない大事な政策だと信じており

太平洋地域をカではなくル

民主党政権では、厳しい地方財政の現状を踏ま

政権を奪還し、未来への責任を果たす政治の実行

再び国民の皆様の信頼を取り戻し、自民党から

め、日米同盟を更に強化し、地域や国際社会の平

野において日米間での緊密な協力を具体的に進

おります。このため、警戒警備を第一義的に担う

侵入が繰り返されるなど、情勢は厳しさを憎して

尖閣諸島周辺海域において中国公船による領海

についてのお尋ねがありました。

海上保安庁の体制強化及び防衛省との役割分担

和と安定にしっかりと貢献してまいります。

今後、外交・安全保障、経済を含むあらゆる分

すべく協力していくことで一致をいたしました。

えて地方交付税を毎年増額する努力を行い、中期

に向け、努力することをお普い申し上げ、私の質

ルが支配する地域に

行するのはなぜですか‘御答弁ください。あわせ

ます。

ん。その上に一括交付金を廃止したのですから、

財政フレームにおいて、地方の安定的な財政運営

1

政権は、この地方交付税を六年ぶりに四千億円削
て、新藤総務大臣の見解を求めます。

イングを発しました。

問を終わります.

l

に必要な地方の一般財源の総額については、前年

〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕

O 内閣総理大臣(安倍晋三君)羽田雄一郎議員に

自治体の首長が一斉にブ

安倍総煙、あなたは、中央集権化を目指そうとし

会保障や環境対策など、地方自治体として果たす

度の水準を下回らないよう確保してきました。社

御清聴ありがとうございました。(拍手)

ているのですか。地方を政府のコントロール下に

わけですか。有識者の中には、ひも付き補助金の

についてのお尋ねがございました。

への取組を含

するなどその体制を強化するとともに、自衛隊の

海上保安庁において、専従の領海警備体制を確立

RCEP

との経済連携を戦略的に進めてまいります。

l

スにおいて、速や

かに、防災集団移転促進事業などを含め、住宅再

の加速化のためのタスクフォ

興大臣の下に設置した住宅再建・復興まちづくり

復興は、安倍内閣の愚重要課題の一つです。復

お尋ねがありました。

東日本大震災からの復興に懸ける決意について

す・

るなどして、その筈戒瞥備に万全を期しておりま

艦艇、航空機等による箸戒監視と適切に連携させ

め、アジア太平洋地域、東アジア地域、欧州など

御指摘の日中韓 FTA や

TPP

お答えをいたします.

に、地方の一般財源の総額確保に努めるべきだと

私は、政治家の信条として、国会議員とは国民

伺います。

の共同声明を発出し、聖域なき関税撤廃が前提と

に関し、日米

ス業であることを肝に銘じてまいりました・そし

に対する最大のボランティア活動であり、サービ

されるものではないことを初めて首脳レベルで確

TPP

があります。官民格差を埋めるため人事委員会等

員の給与を政府が七月から一律にカットすること

て、情熱、行動力、志をもってすれば道は必ず開

た認識も踏まえ、国益にかなう最善の道を求めて

認をいたしました。今般の首脳会談で私自身が得

さきの日米首脳会談では、

の勧告に基づいて自治体が自主的に給与を決める

に自民党に代わって民主党が政権を担うことに

これは、国家公務員が二年間で

けると考えてきました。その意味で、二 OO 九年

a

なったときは、一つの到達点として有権者の皆様

得がいきません

平均七・八%給与をカットするのに合わせて地方

尖閣諸島及び竹島に関する認識、日米首脳会談

での取扱い及び日米関係の今後の在り方について

て、昨年の暮れに三年三か月続いた政権の座から のお尋ねがありました。

しかし、極めて残念なことに、総選挙で敗北し

とともに喜びを分かち合いました。

これによって財源である地方交付税が四千億円削

公務員にも同様のカットを迫るものであります。

減できるわけで、来年からの消費税引上げに備

まいります。

システムを、政府の財政上の理由で改めるのは納

自治体が激しく抵抗していることに、地方公務

すか、お答えください。

安倍総理、あなたの狙いは一体どこにあるので 考えますが、安倍総理、新藤総務大臣の御所見を

の復活と分析する人もおります。

復活により、与党議員の口利きを通じた利権政治 れません。民主党の中期財政フレームと同じよう

べき役割が増えており、財政需要の精加は避けら

置き.またぞろ霞が関主導の政治に戻そうという

たロ当然、自治体が反発したのはやむを得ませ

減し、予算案では十七兆一千億円を計上しまし

せんが、地方自治体聞の財政格差を解消するた

地方交付税とは、改めて強調するまでもありま

を明快に語っていただきたいと思います.

は地方分権に逆行するようにひも付き補助金を復

。

建、町づくりに向けた工程や目標を公表した上
いじめ・体制問題についてのお尋ねがありまし

で、その実現及び加速化に全力で取り組んでまい た.
いじめは人として決して許されないことであ

上げたものであります.

なお、会議のメンバーにはこうした議論にふさ
わしい方々を幅広い分野から人選したものであ

り、体罰は断ち切らなければならない悪弊であり

教育の無償化についてお尋ねがありました・

ります。

このような取組を通じて、被災地で今を懸命に

といった痛ましい事案は、断じて繰り返してはな

ます。いじめや体罰を背景に子供が尊い命を絶つ

に、そのための政策はより効果的に進める必要が

高校無償化制度については、所得制限の導入も

りません。このため、政府としては、教育再生実

徳教育の充実、社会全体でいじめに向き合う体制

検討してまいります.

含め、真に公助が必要な方々への制度となるよう

あると考えます@

別の明確化など、いじめ・体罰問題への対策の強

づくり、体罰として許されない行為と懲戒との区

行会議の提言を踏まえ、スピード感を持って、道

り、御指摘は当たらないと考えます。

ともに政府一丸となって復興を加速してまいりま

生きる人たちにこたえられるよう、被災自治体と

教育を社会で支えることは重要であると同時

す。

福島復興再生総局の体制についてお尋ねがあり
ました。

福島復興再生総局は、福島への対応を抜本強化
するため、現地福島における三つの行政機関を束

計画においては、社会保障関係費の矯加等を適切

ついて、平成二十四年度と同水準を確保しまし

に反映して歳出を計上した上で、一般財源総額に

残余の質問につきましては、関係大臣から答弁

た。

させます。(拍手)

〔国務大臣太田昭宏君登壇.拍手〕

化についてお尋ねがございました。

O 国務大臣(太田昭宏君)海上保安庁の体制の強

尖閣三島の取得、保有以降、尖悶諸島周辺海域

では中国公船が常時俳回する事態となっておりま

を確立する等、早急に海上保安庁の体制を強化す

期すため、大型巡視船十四隻相当による専従体制

す。このような状況を踏まえ、領海讐備に万全を

の下、子ども・子育て支援新制度との関係、財源

幼児教育の無償化については、関係府省の連機

確保の観点等を踏まえた検討を行ってまいりま

化や法制化につなげてまいります。

教育再生を果たす上で、教育の政治的中立性の

教育委員会制度についてお尋ねがありました。

ねる体制として早急に整備したものであります.

しっかりと果たしていくとともに、この体制の

地方が安定的な財政運営を行うためには、地方
の一般財源総額を適切に確保することが必要であ

ります.したがって、平成二十五年度の地方財政

まいの確保がいつ実現するかについて被災者の方

このため、復興庁など関係省庁とも連携し、住

速することが重要であると認識しています・

や防災集団移転促進事業などによる町づくりを加

力に進めるためには、生活の基盤となる住宅再建

いる状況にございますが、更に被災地の復興を強

道路などの基幹インフラの復旧はかなり進んで

尋ねがございました。

次に、東日本大震災からの復興事業についてお

領海響備に万全を期してまいります.

えながら、海上保安庁の体制の充実強化を図り、

今後とも、我が国を取り巻く様々な情勢を踏ま

す。

体制強化のために必要な経費を計上しておりま

建造、海上保安官の大幅な増員等、海上保安庁の

十五年度予算案におきまして、大型巡視船の新規

このため、平成二十四年度補正予算及び平成二

る必要があると考えております。

政府としては、福島の各行政機関が各々の責任を

地域自主戦略交付金については、地方から‘窓

地域自主戦略交付金の廃止についてのお尋ねが

す・

ます。このため、現在、教育再生実行会議におい

口の一本化や手続の簡素化、総額の確保などの課

ありました。

て、教育委員会制度の改革の方向性について御議

教育委員会制度の改革を行うことは不可欠であり

今後も、福島復興再生総局を中心に、現場が抱

論をいただいているところであり、今後、その提

な課題に対し‘被災地の実態に合わせて即断即決

l

することを可能とし、福島の再生を加速してまい

その際、地方六団体からの意見も聞き、交付金

らの課題を解消するためであります。

省庁の交付金等に移行することとしたのは、これ

言を踏まえて抜本的な改革に向けた検討を進めて 題が指摘されていました・本交付金を廃止し、各
教育再生実行会議の初会合における私の挨拶の

まいります。

意味と、メンバーの人選についてのお尋ねがあり

のメニューの大くくり化や継続事業の着実な実施

施策を推進しております。政府としては、引き続

二十一世紀の日本にふさわしい教育体制を構築 に必要な総額の確保など、地方の意見を反映した

ました。

し、子供たち一人一人が未来を信じ、それぞれの

地方の一般財源総額についてお尋ねがありまし

き地方分権改革を進めてまいる所存であります。

重要であります。

御指摘の私の発言は、その意味で、大所高所か

E)

ら自由閑達に御審議いただきたいとの趣旨で申し
国務大臣の演説に関する件(第三

た・

には、従来の制度や施策にとらわれることなく、

援をしてまいります.

また、今後は、被災地向け予算については全て
復興庁に一括計上することとしており、行政の縦

参議院会議録第十号

割りを排し、復興庁を中心として現場主義で復興
を加速させてまいります。

平成二十五年三月六日

変えるべきは思い切って変えていくという姿勢が

活用して、復興庁が中心となって現場に合った支 夢を実現できるよう教育再生を実行していくため

る運用の柔軟化を図るとともに、関連する制度も

改善を図ってきたところであります。今後、更な

できるように、復興交付金を創設し、その運用の

復興事業については、現場の実情に柔軟に対応

復興事業の促進についてお尋ねがありました。

ります.

える個別のニ

ズを丁寧にお伺いしながら、様々

し、現地の三つの機関を一体運用していきます。

ロ守 下、復興大臣の統括、指輝により、縦割りを打破 確保に留意しつつ、責任体制を明確にするなど司

外)
報
官

外)
(号
報

宮

国務大臣の演説に関する件(第三日)

罰の調査を行い、文部科学省へ報告するよう求め

参議院会議録第十号

に具体的な見通しを持っていただけるよう、住宅

出したところでございます。

るとともに、体罰禁止の徹底等を求める通知を発

平成二十五年三月六日

定であります・また、用地取得の迅速化や人員、

ております・

もとより、地方公務員の給与は、地方団体が議
会での議論を経て条例で定めるものであるのは御

のような算定を行ったわけではありません.ま

存じのとおりです.給与削減を強制するためにそ

た、民間賃金は、各企業の業績、債務や内部留

文部科学省としては、今後、教育再生実行会議

再建や町づくりに関する工程表を近日中に示す予

資材の確保など、工程表の着実な実施に向けた施
の提言を踏まえ‘懲戒と体罰の区別について現場

引き続き、地方側の理解が得られるように努め

す-

てまいりたいと存じます。

次に、地方の一般財源総額についてでございま

この平成二十五年度の地方財政計画において

す.

部活動指導のガイドラインの策定を早急に行うな 保、株式配当、設備投資などの状況などによって

うことができるよう、一般財源総額について平成

出を計上した上で、地方が安定的に財政運営を行

の教員が理解しやすい丁寧な説明を行うことや、

す。経済団体に賃金の引上げを要請していること

総合的に踏まえて決定されるべきものでありま

これらにより‘現場が直面している課題に即し

策パッケージも提示します。

た対応を講じ、被災自治体それぞれの隆路を打開

す。

ど、引き続き体罰禁止の徹底を図ってまいりま

しているのではないかということは当たらないと

た財源を活用して、住民福祉の向上や地峻の元気

各地方自治体においては、このように確保され

二十四年度と同水準を確保いたしました。

は、社会保障関係費の増加等を適切に反映して提

実感していただくことができるよう、全力で取り

考えております.(拍手)

と、今回の地方公務員給与の引下げ要請とが矛盾

に公助が必要な方々のための制度にするため‘低

づくりなど、地繊の実情に応じたきめ細かなサー

〈拍手)

ビスが提供されることを期待をしております。

〔国務大臣新藤義孝君登壇、拍手〕

点のお尋ねをいただきました.

O 国務大臣(新藤灘孝君)羽田雄一郎議員から二

今回の地方公務員給与にかかわる要請は、防

す。

まず、地方公務員給与についてお答えいたしま

二十六年度以降の新制度について検討してまいり
ます。

幼児教育の無償化については、関係府省の連携
の下、所得制限の是非も含め‘子ども・子育て支

喫緊の課題に対処するとともに、日本の再生に向

災・減災事業や地域経済の活性化といった地域の

私は、当選以来、国会質疑や議員立法を通じて

O 吉川沙織君民主党の吉川沙織です。

〔吉川沙織君登壇、拍手〕

O 劃議長(山崎正昭君)吉川沙織君。

差是正の観点から、所得制限の導入も含め、平成

所得者世帯への支援の充実と公私問の教育費の格

校無償化制度については、限られた財源の中で真

次に、教育の無償化のお尋ねでありますが、高

して事業をスピードアップすることにより復興を

組んでまいります。(拍手)

〔国務大臣下村博文君登虚、拍手〕
O 国務大臣(下村惇文君)羽田議員から二つの御
質問がありました。

最初に、いじめと体罰の対策についてお尋ねが
ありました・

いじめは決して許されないことですが、どの学
校でも、どの子供にも起こり得るものでありま
す。いじめの問題については、まず、いじめは絶

役割分担などを踏まえ、検討を行ってまいりま

一貫して取り組んでまいりました、雇用、地方行

供を加害者にも、被害者にも‘傍観者にもしない

対に許されないとの意識を日本全体で共有し、子 援新制度との関係、財源確保の観点、園、地方の

けて固と地方が一丸となってあらゆる努力を結集

並びに関係大臣に対し、質問いたします。

財政、消防防災を中心に、会派を代表して、総理

す.(拍手)

しようと、こういう必要があることから、地方公

教育、これを実現することが重要だと考えます。

共団体に対し、緊急にお願いをしたものでござい

〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕
O 国務大臣(麻生太郎君)地方交付税、地方公務

いじめ問題については、先般、教育再生実行会
議において第一次提言が取りまとめられました。

ます.

今回の地方公務員給与の引下げの要請は、圏、

アベノミクスは、日本経済の復活につながる新

のでしょうか・

スという妖怪が。果たしてその実態はいかなるも

一匹の妖怪が日本を俳回している、アベノミク

員給与についてのお尋ねをちょうだいしました・

民間企業の給与水準は、その企業の業績や景気

文部科学省としては、この提言を踏まえ、スピー

討に取り組むとともに、特にいじめ対策の法制化

ド感を持って道徳教育の抜本的充実や教科化の検

の動向など様々な条件により変動するものであり

たな経済学なのでしょうか、それとも、円安誘導

地方とも厳しい財政状況にある中、東日本大震災

のための金融緩和と公共事業ばらまきのよみがえ

つながるものとは考えておりません。また、地方

交付税の算定は標準的な行政水準に基づいて行う

いう悪夢の再来となるのでしょうか.アベノミク

りでしょうか・はたまた、かつてのバブル経済と

まして、今回の要請が直ちに民間賃金の引下げに

こととされております・平成二十五年度の地方公

いった地域の喫緊の課題に対処するため、当面の
対応策として平成二十五年度について給与カット

務員給与費については、今回の閣議決定に沿った

を契機とした防災・減災事業や地域の活性化と

をお願いしたものであります.このような方針の

よう、与党‘議会との連携を深めてまいります。

下、地方交付税は、標準的な行政水準に基づい

について、国会における検討に提言が生かされる

ており.いかなる場合にも許されるものではあり

水準を標準的なものとして算定したものでありま

また、体罰については、学校教育法で禁止され

ません。全国的な体罰の状況を把探するため、本

て、今回の要請も跨まえて算定することといたし

スによって、我が国財政の健全化どころか.国民

年一月、各教育委員会などに対して、主体的に体

外)
(号
報
官

せん。

全員が財政の崖を真っ逆さまでは元も子もありま

アベノミクスとはどのような経済政策なのか、

総理は、小泉・安倍政権での政策を更に推し進

政府関係会議に復活しています。

めるのでしょうか.これからの日本の雇用制度、

議会に世論を誘導させ、財務省の意向に沿った地

政府は、財務省のかいらいである財政制度等審

り組んでいくのか、地械の視点も生かした雇用対

働大臣としては、今後、地域の雇用対策にどう取

方財政改革をもくろんでいます・また.その逆

財政計画への計上を批判させておきながら、国か

え方では、算出根拠を伴わない歳出特別枠の地方

に、財政審の平成二十五年度予算編成に向けた考

策をどう考えておられるのか、お伺いします。

労働基本権を定める憲法第二十八条はないがしろ

れており、勤労の権利を定める憲法第二十七条や

削減額に見合った事業費に合わせて、歳出に特別

ら中央集機的に地方公務員給与を削減させ、その

国民は人間破猿とまで言われる雇用環境に置か

にされています。これら国民が人間らしく働き生

理の基本的見解をお尋ねします.

きる権利が脅かされ、憲法の保障する生存権は危

労働環境をどうなさるつもりなのでしょうか、総

年層に凝縮して現れています。私自身、当時の政

これにより日本経済社会はどうなるのか、また、

府の経済政策の失敗から、多くの企業が採用の門

機的状況にあります。その中で.総理は、これら

んか。自治体の財政事情は千差万別です。国家公

バブル経済の崩凄後、一九九

特に、雇用労働問題は、二十代から三十代の若

的な経済停滞と成長期待の終えん、それを受けた

戸を大幅に狭める中、十五年前、就職氷河期真っ

生存権保障を含む日本国憲法の改正の検討を進め

方と将来展望を総理に伺います。

綴々な伸明造改革こそ、現在の雇用問題の根源で

ただ中に就職活動をしました.しかし、当時、こ

る考えを示しておられます.生存権保障を規定し

与削減を求めるとともに、それを反映して地方交

務員の給与減額支給世間置に準じて地方公務員の給

財政健全化に悪影響はないのか、その基本的考え

す。そして、その後の世界同時不況を受け、我が

れが構造的問題にもかかわらず、政治から置き去

す.

た現行憲法に対する総理の基本的考えを伺いま

0 年代以降の長期

国の雇用環境は急速に悪化し、国民は人間らしい

くが非正規という働き方を余儀なくされ、さら

りにされてしまいました.その結果、同世代の多

また、一方、現行憲法第九十九条は、閣僚など

また、今の政権は、地減経済の再生なくして日本

ほど、その影響を大きく受けることになります。

付税を強制的に削減した場合、財政カの弱い同体

これでは、単に弱い自治体いじめではありませ

枠を設定しています。

しまいました。

仕事に従事できない、そんな状況に追い込まれて

の憲法遵守義務を定めています.閣僚は、内心の

に‘職業能力向上の機会に恵まれないまま、現

自由を持ちつつも、公務に当たっては現行憲法を

なのではありませんか.その点からも極めて遺憾

経済の再生なしと、国と地方の共通認識をお持ち

宣言では、労働は商品では

若い世代が不安定な雇用にとどめ置かれている

遵守する必要があります。ところが、報道では特

ILO

こんな現状は、社会保障制度持続性の観点からも

に取り上げられておりませんが、総務大臣は、一

一九四四年の

大きな問題であり、日本の社会経済に甚大な悪影

由主義に基づく各種構造改革によって、労働も商

在、三十代半ばを迎えています。

品の一つのように取り扱われました。これに不況

響を及ぼす端緒が顕在化しています。そこで、新 月十一日の閣議後記者会見の発言で、「シンプル

ないとされています。しかしながら‘一連の新自

が重なり、国民は劣悪な雇用環境にさらされると

委員会において、大臣の主権に対する考え方につ

幹にかかわる重大な問題です。ましてや、地方交

務員の給与削減を強制することは、地方自治の銀

視した施策を進めることは重要です。国が地方公

地方の自主性、自立性を最優先として地方を重

財務大臣の見解を伺います.

な問題です。総理、そして総務大臣も経験された

ともに、日本社会に多くの不合理な格差がもたら

卒者のみならず、前回の就職氷河期に当時の政権

に言うと、主権というのは国家にあると思ってい

されました。

した施策が不可欠です.さきの補正予算で三十五

の関係においては国家主緩というものが存在する

いて水を向けられ、国民に主権がある、国と国と

総理及び厚生労働大臣は、これまでの構造改革 が政治の光を当てなかった三十五歳以上を中心と ます」と話しておられます。その後、先日の総務
をどう評価されているのか、また、現在の雇用情

すが、三十五歳以上の対策が手薄になっている感

ることは、地方の固有財源という地方交付税の性

付税を国の政策目的実現のための手段として用い

歳未満を対象とする基金事業は追加されたようで

と過日の発言を取り繕っておられます。

勢をどのように受け止めておられるのか、伺いま

は否めません.厚生労働大臣はどのような抜本的

す。さらに、アベノミクスは、果たして雇用拡大
につながるのか、単なる一部富裕層の消賓と資産

格を否定するものであり、断じて行うべきではあ

しかし、このシンプルに発した言葉こそが本音
なのではないでしょうか。主権が国民にあるとい

雇用対策は喫緊の課題であり、対策を検討する

次に、安倍政権での地方分権についてお伺いし

りません.総理及び総務大臣の見解を伺います.

施策を考えておられるのか、お伺いします.

うのは当然のことわりです.現行憲法を踏まえて

価上昇につながるだけで、社会に蔓延する不合理

場合、地峡の視点が纏めて重要です・地域の様々

拡大、あるいは大部分の国民生活を疲弊させる物

な格差の解消につながらないのではないか、併せ

では、国の出先機関の改革方針を具体かつ明確に

かつての地方分権改革推進委員会の第二次勧告

ます.

公務に従事される以上、憲法遵守義務についてい

a

内閣の長たる総理の見解を伺います。
次に、地方行財政問題について伺います。

ん

ささかの疑念を持たれることがあってはなりませ

な特性に応じて雇用問題は異なっているからで

規制改革一辺倒の小泉構造改革によって、一一雇用 す。各地域が実施している雇用対策は多様であ

て総理に伺います。

反映した施策が望ましいのです。総理及び厚生労

り、国レベルの一律的なものより、地域の実情を

国務大臣の演説に関する件(第三日)

して‘当時のブレーンが、安倍政権を支えるべく
参議院会議録第十号

制度を始め労働環境は粉々に破壊されました。そ
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整機能を無理やり切り離し、財源保障機能につい

さにコンクリート中心の防災対策と言わざるを得

れており、土建国家日本をほうふつとさせる、ま

靭化をうたい、インフラの再構築、整備が強調さ

れは、現在の地方交付税の財源保障機能と財源調 どから見て取れる今の内閣の防災対策は、国土強

いう事実があります・まさに中央縦割りの弊害が

外の法令違反については見逃してしまっていると

体の各部局がせっかく調査等を行っても‘所管以

部局にそれぞれ指導‘通達が出されており、自治

国務大臣の演説に関する件(第三日)

示し、それに基づいて国家公務員の三万五千人削

て国の責任を放棄し‘財政調整目的税で代替させ

象徴的に現れています。

参議院会議録第十号

減を勧告しておられます.この方針はまた復活す

ようというのではありませんか.地方法人特別

ません。ハードとソフトの両面が相まってこそ、

平成二十五年三月六日

は廃止などの妓本的改革を行い、国家公務員につ

るということでしょうか。国の出先機関について

真の防災が実現するのです・

O 二二年度政府予算案では

府が一体となって取り組むための体制整備が必要

勢は、地方分権改革に逆行するのではありません

ルが検討されるの

ラーの設置基準見直しゃ設置のための補助金の拡

充等が行われてきました・それにもかかわらず、
再び悲惨な事故が発生したのです。

かがでしょうか.

現在、福祉施設の防火対策については、厚生労

の消防法令に基づく基準など、様々な基準があり

管の建築基準法に基づく基準、総務省消防庁所管

実施‘防災教育の充実などのソフト事業とを両輪 働省所管の施設の設置・運営基準、国土交通省所
昨年九月に政府の防災基本計画が修正され、そ

で進めることの重要性を指摘してまいりました。

ます・しかし、厚労省、国交省、総務省が場当た

り、サイバー攻掌等への対策は重要です.そし

は、昨年の予算委員会でも取り上げましたとお

消防防災に関連し、国民の安全確保の観点から

総理、財務大臣及び総務大臣の見解を伺います。

の防災関連予算を示すべきであると考えますが、

総覧性に配慮しつつ、消防予算を含めた政府全体

めた防災関連予算の透明化を図るため、統一性、

補助金の充実が必要と考えます。また、消防を含

付税の算定方法も再検討するとともに、消防関連

が頻発する中で、予防防災の観点からも、地方交

東日本大震災などの大規模災害を始め各種災害

検討がなされる状況です。

れてしまい、大災害が発生して‘ようやく抜本的

個別補助金も三位一体の改革を契機として削減さ

ていくことが予想されます・また、消防に関する

れており、市町村の普通交付税は今後更に減少し

消防費の財源内訳はほとんどが一般財源で賄わ

充実と透明化が重要です。

そして、消防防災行政面の財源借置では、その

ます.

組む必要があると考えますが、総理の見解を伺い

縦割りを打破し、政府一体となって速やかに取り

有など、総合的な対策の構築に向けて、省庁間の

刺す形での法令等の整備、組織の新設、情報の共

今回の事故を教訓として、三省の対策に横串を

自治体に対しては、関係省庁から対応する担当

いても地方並みに大規模な定数削減を断行するの
され、未解決の問題です.

税・譲与税は税の抜本的改革までの当分の措置と

財務大臣及び総務大臣は、地方交付税の機能の

具体的にどのような対応をされているのか‘伺い

考えなのか、また.二

ます。

総理は、ソフト面の防災対策についていかがお

る安倍総理と‘同勧告を受け取った当時の総理で

てどのような見解をお持ちなのか、伺います.

そもそも、真の分権型社会の実現に向け、自治

在り方、地方法人特別税・譲与税の取扱いについ

ルに強く縛られなが

見解を伺います。
l

歳入構造を構築するためには、国と地方の役割分

です。去る二月八日には、長崎市の福祉施設で痛

また、消防防災施策を充実させるためには、政

行政サービスが受けられるよう、自治体は日々努

担を抜本的に見直し、地方が担う事務と責任に見

体の自主的かつ自立的な行財政運営を可能とする

力しています.

ましい火災事故が発生いたしました・これまで

ところが、先ほどの財政制度等審議会の考え方

によれば、「今のまま国による地方歳出の財源保
障を続けることは難しく、地方交付税の財源保障

域住民と向き合って自主的な財源調達を行うこと

お伺いします。あわせて、今回の火災を受けて、

まず、事故原因と今後の抜本的対応策について
愚後に、消防防災について伺います.

この際、全福祉施設にスプリンクラー設置を義務

が求められるようになると考えられる。」とされて
います。

そこで、かつて地方の味方であった財務大臣

、いわゆる業務継続計画、避

付けることとし、そのための設置費用に対する補

BCP

強化を訴え続けてまいりました.防災、減災の中

治体における

と、現在地方の味方であるはずの総務大臣の双方

ルが採用されています。

助金も拡充すべきと考えますが、総理の考えはい

l

でも、特に社会資本整備などのハード事業と、自

このル
l

ルは二 O 二二年度までのはずです。翌年 難勧告基準やハザードマップの策定、避難訓練の

ド、ソフト両面からの強化に
の基本方針にハ

り的に対策を講じているのが実態であり、総合的

l

税・譲与税について、自治体問の水平的な財政調

現在、当分の聞の措置とされている地方法人特別

よってこそ真の防災、減災が可能となるとの考え

視点に欠けた対策となっているのではないでしょ

しかし、日本経済再生に向けた緊急経済対策な うか。

方が盛り込まれ、政府の基本方針となりました。

来の選択肢であると読めるくだりがあります。こ

整を行う財政調整目的税として恒久化するのも将

また、同じく財政審の考え方によれば、これも

でしょうか。

度以降は国に配慮した別のル

1

は、園、地方の折半ル

に伺います。現在、地方財源不足の補境に関して

私は、当選以来、一貫して消防防災行政の充実

か・総理及び総務大臣の見解を伺います。

機能を縮小・限定するとともに、各地方団体が地 方交付税の削減を目指しています。このような姿

る根本的見直しを不問に付したまま、ひたすら地

ところが、政府は‘園、地方の役割分担に関す も、重大火災事故が発生するたびに、スプリンク

合った税源配分とすることが必要です.

ら、日本国民が日本中どこに住んでも同一水準の

地方財政は、国の財政ル

ある財務大臣、そして現在の総務大臣にそれぞれ

でしょうか。委員会を設置した当持の総理でもあ

四

技術の開発やそ

て、サイバー空間対策においても、消防防災行政
1

先日の衆議院予算委員会で、総理は政治は結果

お尋ねがありました・

これからの日本の雇用制度、労働環療について

お尋ねがありました。

全ての世代が明日に夢や希望を持てるよう‘雇

うなど、頑張る人が報われる社会の実現のため、

たいと考えております。このため、政府として

に働くことができる労働環境の整備にしっかりと

る機会をつくります・また、誰もが安心して健康

情に応じたきめ細かな就労支援を行い、活躍でき

は、若者、女性、高齢者、障害者など、個々の事

求人倍率が改善するなど、緩やかに持ち直してい

現在の雇用情勢については、完全失業率や有効

各種の取組を行ってきました・

主性、自立性を尊重した地域経済の再生を日本経

ています・政府としては、成長戦略などにより経

るものの、依然として厳しい状況にあると認識し

地域で効果的に雇用を生み出すために、地域の

ありました。

地域の実情に応じた雇用対策についてお尋ねが

取り組んでいきます。

るため消防防災対策を精強することを政府に強く

済の再生を図り、雇用情勢の改善に取り組んでま

済の再生につなげること、国民の生命、身体を守

用環療の抜本的改善を図ることを始め、地域の自

働く意欲のある人たちに仕事をつくり‘頑張る

造の変化に応じて必要な改革を行ってきました・

会、何度でもチャレンジできる社会をつくり上げ

人たちの手取りを僧やし、頑張る人が報われる社

これまでの自民党政権においては、経済産業構

差は確実に広がり、日本に格差が固定化しつつあ

の処遇改善や最低賃金の引上げに向けた取組を行

第一次安倍内閣においても、パートタイム労働者

だと答弁されたようですが、若い世代を中心に格

いでしょうか。だからこそ、我が国は、いつか来

る現状、これこそがこれまでの政治の結果ではな

れに対応した人材育成、国民への啓発などソフト

と同様に、高度なセキュリティ

が非常に重要です・総理の考え方はいかがでしょ

戦略を策定するよう指示するとともに、今

た道をたどってはいけないと強く感じています。

対策や、官民一体となった緊密な連携などの実施

うか。

l

総理は、本年夏までに新たな情報セキュリ
ティ

をめぐる環境が激

国会では内閣情報通信政策監を設置する法案の審
ICT

求めまして、私の質問を終わらせていただきま

変する中、迅速な対応が不可欠です。例えば、防

議が予定されています・

災行政無線のデジタル化については、自治体財政

いります。

実情に応じた雇用対策を講じることが不可欠であ

とにより、企業の収益機会を矯やし、雇用や所得

働く意欲のある人たちに仕事をつくることと併せ

うな取組にも支援を広げることとしております.

が、さらに、地域の産業構造の転換等に資するよ

特性を踏まえた取組を支援しているところです

ります。このため、地域ごとの雇用や産業構造の

の拡大を実現することで、国民生活に経済成長の

を喚起する成長戦略の三本の矢を同時に射込むこ

大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資

た。

安倍政権の経済政策についてお尋ねがありまし

す・

た。

安倍政権の経済政策についてお尋ねがありまし

答えをいたします。

O 内閣総理大臣(安倍晋三君)吉川沙織議員にお

〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕

ありがとうございました。(拍手)

が厳しくなかなか進んでいないことから、五年

前、私はこの本会議で電波利用料を新たな財源と
することを提案しましたが、そのための電波法改

正案は今国会にやっと提出予定です・
情報セキュリティ政策会議の構成員に現在は構

成員ではない外務大臣を追加するなどの体制整備
や、民間を含めた情報の共有化、国民への啓発等

自由民主党は、結党以来、憲法改正を主張して

ました.

憲法に対する基本的見解についてお尋ねがあり

て、魅力あふれる地域づくりを進めていきます・

恩恵が幅広く行き渡るようにしていきます。
この過程で、特に企業の収益力向上の成果が適

私の内閣では、長引くデフレから脱却するた

切に労働者にも分配されることが重要であり、私

は即刻実行すべきと考えますが、総理の見解をお

ジとして、大胆な金融政策、機動的な財政政策、

め、これまでとは次元の違う大胆な政策パッケー

から、可能な限り報酬の引上げを行ってほしいと

最後になりますが、私は、六年前、被選挙権を

民間投資を喚起する成長戦略の三本の矢で経済再

御質問いただき、従業員の報酬引上げを宣言する

産業界に直接要請をしました・既に、この方針に

尋ねします.

得たばかりの三十歳で本院に議席を預かりまし

生を推し進めていきます.これにより、企業の収

おり、昨年四月には憲法改正草案を発表し、党と

益機会を増やし、雇用や所得の拡大を実現するこ

して、二十一世紀にふさわしいあるべき憲法の姿

一九九八年、会社員として社会に出たのが一九九

とで、国民生活に経済成長の恩恵が幅広く行き渡

企業も次々と現れてきております.

た。就職氷河期の中、必死で就職活動をしたのが

九年、バブル経済は既に崩壊した後のことでし

は国民的な議論が深まることを強く期待しており

新しい時代にふさわしい慾法の在り方について
とであります。政府として、頑張る人が報われる

ますが、もとより、憲法が認める生存権は当然に

を示しています.

また、強い経済の再生なくして‘財政の再建も

という社会の信頼の基盤を確かなものとするとと

保障されるべき基本的人権であると考えておりま

また、格差を固定してはならないのは当然のこ

日本の将来もありません。持続的な経済成長の実

もに、自助自立を第一に、共助と公助を組み合わ

す。

るようにしていきます。

を知らない世代であり、多くの借金を背負わされ
る世代でもあります.でも、その借金は、これま

取り組んでまいります。

現を図りながら、財政健全化目標の実現に向けて

せ、弱い立場の人にはしっかりと援助の手を差し

国務大臣の演説に関する件(第三日)

これまでの構造改革、現在の雇用情勢について

伸べてまいります.

た。つまり、私は、右肩上がりの日本社会や経済

での政権が積み重ねてきた効果の乏しい景気対

参議院会議録第十号

財政赤字を積み重ねてきたのです。

策、需要予測を下回る道路や空港の乱造が膨大な
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国務大臣の演説に関する件(第三日)

の完全失業率や有効求人倍率、これが前月より改

現在の雇用情勢については、平成二十五年一月

大規模災害に備えた消防防災の強化は非常に重

した。

ておりますが、依然として厳しい状況にあると認

善しており、緩やかに持ち直しているものと思っ

平成二十五年度の地方財政計画において、地方

要な課題です・平成二十五年度は、災害に強い町

実させることといたしました。消防を含めた政府

現在実施している雇用対策に加え、先日成立し

が安定的な財政運営を行えるよう、社会保障関係
費の糟加等を適切に反映して歳出を計上した上

地方財政措置するほか、消防防災関連補助金を充

づくりを支援するための緊急防災・減災事業費を

地方の安定的な財政運営を確保しつつ、引き続き

を的機に実施してまいります。また、平成二十五

た平成二十四年度補正予算に盛り込んだ雇用対策

憲法第九十九条は、国務大臣などの公務員は、

二十四年度と同水準を確保しました.今後とも、

で、地方交付税を含む一般財源総額について平成

り、安倍内閣においても‘当然‘憲法を厳に遵守

おいて概要を取りまとめ‘公表しております。今

年度予算案に必要な雇用対策を計上しており、厳

全体の防災関係予算については、毎年度、内閣に

ソフト面での防災対策についてお尋ねがありま
した。

後とも、必要な事業が着実に推進されるよう取り

地方分権改革を進めてまいります。

地方公務員給与の削減についてお尋ねがありま
h~.
?レ

続きまして、三十五歳以上を中心とした方々に

ワ

l

クなどの支援拠点を中心

め、三十五歳以上の求職者も含め、正規雇用を目

l

の策定を指示いたしました。御指摘も参考にしな

に思っております.

向けて支援を全力で行ってまいりたいというふう

に、トライアル雇用の活用を通じて、正規雇用に

う、わかものハロ

指す方々が安定した駿業に就くことができるよ

させます.(拍手)

残余の質問につきましては、関係大臣から答弁

がら‘対策を強力に推進してまいります。

した.

でございます。

害に強い強靭な国づくりをソフト、ハード両面か

就職活動の時期が新卒採用の特に厳しい時期に

対する雇用対策についてお尋ねがございました。

しい雇用情勢の改善に全力で取り組んでいく所存

事業や地域経済の活性化といった地域の喫緊の課

ら進めることが極めて重要と考えています。平成

サイバー攻墾への対応は、国家の安全保障、危

サイバー攻撃への対応についてお尋ねがありま

題に対処するため、国に準じた取組を要請してい

二十五年度予算においては、ソフト面の防災対策

機管理上極めて重要な課題であり、今後、取組を

規雇用化は大変重要たと存じております。このた

当たり、正社員として就職できなかった方々の正

災害から国民の生命と財産を守るためには、災

るものであり、自治体いじめである、あるいは経

として、学校における防災教育の充実、地域の防

め、先般、私から新たな情報セキュリティ|戦略

強化する必要があると認識しています。このた

地方公務員給与の削減については、防災・減災

済の再生の観点から問題であるとの御指摘は当た

災を担う人材の育成等を盛り込んだところであり

防災対策に全力で取り組んでいきます。

ム火災について

福祉施設における防火対策についてのお尋ねが
ありました・
l

O 国務大臣(田村憲久君)吉川議員からは三間ほ

お尋ねの長崎市のグループホ

を派遣するなどして火災原因調査を進めておりま

は、火災発生後、政府からも速やかに現地に職員

それから、これが最後でございますが、地域の

用情勢についてのお尋ねでございますが、従前の

実情に応じた雇用対策についてのお尋ねがござい
を行っているところであります。今後、二度とこ

自民党政権においては、経済産業構造の変化に応

まえながら、地成のニ

まずは、これまでの構造改革の評価と現在の雇

〔国務大臣田村憲久君登温、拍手〕

いります。

が、引き続き地方の理解が得られるよう努めてま

ど御質問をいただきました。

ラー設備の設置基準や設置に係る支援指置等を含 じて必要な労働分野の改革を行ってまいったとこ

うした痛ましい事故が起きないよう、スプリンク

ろであります。そうした改革に当たっては、労働

ております。

策を実施していくことが非常に重要であると考え

ンクラー設備の設置状況等、防火対策の実態調査

でありますが、今後、御指摘の地方分権改革推進

事務権限の移譲等必要な取組を行ってきたところ

めた総合的な防火対策について、各省庁が緊密に

るものであることから、労働問題の当事者である

者の労働条件の確保や雇用の安定と密接にかかわ

ズや実情に応じて雇用対

ベルの地域の関係者が創意工夫を凝らし、地域の

現在、地域雇用開発促進法に基づき‘市町村レ

l

は、地域ごとに異なる雇用や産業構造の特性を踏

地域で効果的に雇用を生み出していくために

ました.

委員会第二次勧告を含むこれまでの経緯や地方の

なって防火対策に関する施策を進めてまいりま

まいりました。

労使が十分に議論を尽くして結論を取りまとめて

連機し、必要な取組を検討するなど、政府一体と

消防防災への財政措置についてお尋ねがありま

す。

す・

た。

地方交付税の削減についてお尋ねがありまし

声等も踏まえ、その在り方を検討してまいりま

国の出先機関に関しては、これまでも地方への

ました。

国の出先機関の改革方針についてお尋ねがあり

す.同時に、全国の社会福祉施設におけるスプリ

自治の観点から問題があるとは考えておりません

定を行うものであることから、今回の措置が地方

交付税はあくまで標準的な行政水準に基づいて算

会での議論を経て条例で定めるものであり、地方

また、地方公務員の給与は各地方公共団体が議 ますが、引き続き、ハード、ソフト両面にわたる

りません.

組んでまいります。

してまいります。

識をいたしております.

に努力しなければならない旨を定めたものであ

閣僚の憲法遵守義務についてお尋ねがありまし

/、

憲法の規定を遭守するとともに、その完全な実施

た。

ー
ム

邑

産業振興策と一体となって実施する人材育成や雇

は給与削減分をこうした地減の課題に充てること

りません。その上で、地方財政計画におきまして

の手段としてそのような算定を行ったわけではあ

地方交付税の機能の在り方、地方法人特別税しておりまして、引き続き、真に必要な事業を着

地方税収につきましては、地域聞に御存じのよ一ましては総務省の資料が一番適当かと存じます.

譲与税についてのお尋ねもありました。実に推進をしてまいりたいと思って、明細につき

な財政運営を行うに当たりましては、地方法人課一〔国務大臣新藤義孝君登壇、拍手〕

うに大きな格差がある中にあって、地方が安定的一(拍手)

用創出の取組を支援する実践型地域雇用創造事

としており、自治体いじめであるとか、あるいは

業、また、離職を余儀なくされた方の雇用機会を
創出するため、自治体が地峡の実情に応じて様々

らないと存じます.

経済再生の観点から問題であるとの御指摘は当た

税の在り方を見直すなどによる財源の偏在性の是一 O 国務大臣(新藤義孝君)吉川沙織議員から、

によりまして地域の実情に応じた雇用対策を実施

正を含む地方税の充実や、また、地方交付税の財一機々な御指摘とともに六点のお尋ねをいただきま

的な方策につきましては、現在、総務省の地方財一地方交付税の算定は標準的な行政水準に基づい

わされるということが重要と考えております。一まず.地方交付税についてのお答えでありま

政調整機能、財源保障機能がバランス良く組み合一した.

二次勧告において、御指摘の国家公務員削減を含

平成二十年十二月の地方分権改革推進委員会第

りました。

国の出先機関改革の方針についてのお尋ねもあ

な事業を実施する雇用創出基金事業など、これら

しているところであります。

さらに、来年度予算案では、都道府県レベルの

む出先機関の改革方針が示されたことは承知をい

ております・当然、財政制度審議会で示された観一ましては、地方公共団体に対して国家公務員の給

政審議会において議論されていると承知をいたし一て行うこととしております。今回、政府といたし

地域の関係者が、その提案により地域の産業政策

た質の高い庭用創造の取組を支援する戦略産業雇

と一体となって実施する人材の確保、育成を通じ

たしております.国の出先機関に関しましては‘

改革担当大臣を中心にその在り方について検討さ

ながら、財政抜本改革法で示された方針に沿って一る閣議決定を行ったわけであります。このため、

点なども含めまして、総務省とよく相談をいたし一与減額支給措置に準じた指置を講ずるよう要請す

最後になりましたが、防災関係予算の透明化に一給与費については、この閣議決定に沿った水準を

検討してまいりたいと考えております。一平成二十五年度の地方交付税における地方公務員

足につきましては国のみが全額責任を負うのは適

研究とか災害予防などの分野ごと、消防庁を含み一このようなことから、今回の措置は、地方の固

年度の防災関係予算につきましては‘科学技術の一はございません。

総理から先ほど御答弁がありましたとおり、毎一一地方交付税を給与削減の手段として用いるもので

ついてのお尋ねがありました・一標準的なものとして算定を行うこととしており、

切ではないと存じます.このため、国と地方の両

であることを踏まえれば‘これは、地方の財源不

国と地方は公経済、公の経済を支える車の両輪

もありました。

地方財源不足の補填の在り方についてのお尋ね

れているものと承知をいたしております。

地方法人特別税・譲与税の見直しに関する具体一す・

用創造プロジェクトを新たに盛り込んだところで

これまでの経緯や地方の声を踏まえて、地方分権

いずれにいたしましでも、このような事業を着

あります。

実に実施してまいりまして、地域の実情に応じた

雇用対策に取り組んでまいりたいと思っておりま

す。
以上でございます・(拍手)
[国務大臣麻生太郎君登績、拍手〕
O 国務大臣(麻生太郎君)地方交付税、地方公務
員給与についてのお尋ねがありました。

に、二十一府省庁で総額にいたしますと.消防庁一次に、国の出先機関の改革方針についてのお答

方が半分ずつ補演しているものであります。

ども、全二十一府省庁を足しますと三兆六千七百一平成二十年十二月の地方分権改革推進委員会第

おるのは御存じのとおりでありましてちなみ一は考えておりません.

につきましては、国が赤字公債の発行により調達

だけですと九十九億九千八百万円でありますけれ一えをいたします。

ます各省庁ごとに区分した上で内閣府に公表して一有財源という地方交付税の性格を否定するものと

方とも厳しい財政状況にある中、東日本大震災を

借金である臨時財政対策債の発行により、固と地

した資金で行う地方交付税の特例加算と、地方の

今回の地方公務員給与の引下げ要請は、国、地 者が責任を持つなどの観点から、地方の財源不足

いった地域の喫緊な課題に対処するため、当面の

契織とした防災並びに減災事業や地域の活性化と

対応策として二十五年度について給与カットをお

の考え方や国の極めて厳しい財政状況、地方の財

そういった土地柄、全ての災害もうみんなあると一することを含む出先機関の改革方針が示されたこ

この防災対策は極めて重要であると私どもも認識一権限の移譲について、これまでの経緯等を踏ま

したがいまして、日本として災害が頻発する、一し、組織の見直しゃ、御指摘の国家公務員を削減

源不足の状況などを踏まえつつ、国と地方が互い

て全てあります、そういった国でありますので、一回の出先機関に関しては、今後、地方への事務

言っていいぐらいこの国はいろいろ、津波を含め一とは承知をしております。

八十億円になろうかと存じます。一二次勧告において、出先機関の事務権限の見直

また、地方交付税は標準的な行政標準に基づい

に協力をして財政健全化の取組を進めていくとの

平成二十六年度以降につきましては、これまで

て算定を行うものでありまして、今回の要請も踏

観点から、総合的に検討してまいりたいと考えて

願いしたところであります。

り、地方公務員の給与は各地方団体が議会の議論

まえて算定することといたしております。もとよ

国務大臣の演説に関する件(第三日)

おります。

参議院会議録第卜号

を経て条例で定めるものでありまして、給与削減
平成二十五年三月六日

七

外)

(号
報
rι『・

外)

(号

報
官

平成二十五年三月六日
参議院会議録第十号
国務大臣の演説に関する件(第三日)

に、財務省をねじ伏せて、個人の住宅再建を更に

理、浄波被災地域の高台移転等を加速するため

支援するお考えはありませんか。

技術研究や災害予防等の分野ごと、消防庁を含む

させていただいております。

省庁ごとに区分した上で、内閣府において公表を

を図るため、消防関連補助金を含めた消防防災に

も・被災者支援法の大きな目的の一つは、低線量

ズはどこへ行ったのでしょうか。原発事故子ど

子供たちを放射能から守る、この大切なフレー

会保障関係費の治加等を適切に反映をして歳出を

係る財政措置の充実に努めてまいりたいと思いま

今後とも、国民の命を守る消防防災体制の強化

計上した上で、地方が安定的に財政運営を行うこ

汚染地域の子供たちに移住や疎開をする権利を認

O 森ゅうこ君生活の党の森ゅうこでございま

し、これまでにない発想で早急に対応すべきで

理は限界に達しつつあります。新しい技術も活用

汚染水問題や各地の放射性汚泥など‘一時的な管

放射能対策は長優先の課題です。原発サイトの

はありませんか。

めることです。総理、チェルノブイリ事故後のソ

す。(拍手)

額について、平成二十四年度と向水準を確保して

とができるように、地方交付税を含む一般財源総

連政府のように、移住権を認め、支援するつもり

平成一一十五年度の地方財政計画においては、社

ねでございます。

続きまして、地方交付税の削減についてのお尋

ぇ、地方の声もお伺いしながら、行政サービスが い検討を行ってまいりたいと思います。
向上するか‘あるいは国と地方両方の機能強化に
つながるか、そういった観点を大切にしながら十

たいと思っております。

分な検討を行った上で必要な取組を進めてまいり

次に、地方の財源不足の補漢についてのお尋ね

地方の財源不足については、国と地方が折半し

であります。

O 副繍長(山崎正昭君)森ゅうこ君。

なお、平成二十五年度の地方交付税が前年度に

おります。

比ぺ減となっているのは、一般財源総額について

す。

て補演することを基本としております。国は一般

臨時財政対策債の発行により対応してきでおり、

会計からの地方交付税の特例加算、そして地方は

前年度と同水準を確保する中にあって、地方税等

問いたします。

私は、生活の党を代表して、生活者の視点で質

〔森ゅうこ君登壇、拍手〕

現行法においては平成二十五年度までの特例措置

して、地方交付税の削減を目指しているものでは

が増となっております・これによるものでありま

平成二十六年度以降に財源不足が生じた場合の

となっております。

すが、総理の御所見を伺います。

る政策は世界の常識に反するものであると考えま

す。あわせて、放射能で汚染されたものを拡散す

を歩いていると、深刻な高齢化が豪雪地帯の生活

に、心からお悔やみを申し上げます・地元新潟県

今冬の豪雪災害でお亡くなりになられた方々

今後とも、地方の安定的な財政運営を確保しつ

ございません.

つ、引き続き地方分権改革を進めてまいりたいと

例えば、新しい技術の中に、下村文部科学大臣

主体的に行政サービスを提供できるよう、地方財

をますます厳しくしていると痛感します・総理

があります。二月六日、放射線関係の研究会で、

も御関心のあるナノ純銀によるセシウム低減技術

すが、いずれにしても、地方公共団体が自主的、

は、新たな豪雪対策について、いかがお考えで

べき機関に実情を調査研究させるべきと考えます

値上げが特に雪国の暮らしを直撃しています。先 検証測定結果が報告されました。まずは、しかる

半減期を著しく一知縮させる減弱効果があったとの
常の措置に加え、平成二十五年度は、耐震化等の

ほど来の答弁では何の具体策も示されていませ

また、急激な円安による灯油やガソリンなどの

災害に強い町づくり、そして地域の防災力の強化

が、下村大臣、いかがですか。

消防防災に係る地方交付税措置については、通

ねがございました。

最後に、消防防災に係る財政措置についてお尋

存じます。

たいと考えております。

次に、地方交付税の機能の在り方と地方法人特

た。

別税・譲与税の取扱いについてお尋ねがありまし

地方交付税は、財源保障機能とそして財源調整

ん。もっと具体的な円安対策をお聞かせくださ

越大震災や中越沖地震の経験から言えることは、

間もなく東日本大震災から二年になります。中

再生可能エネルギーの分野は、今後の成長産

発事故後、一変しました。

世界のエネルギー産業が目指す方向は、福島原

などの地方単独事業についても支援するために緊

消防防災施設や緊急消防援助隊の車両等の整備に

'u

であり、このため、御指摘の財政調整目的税で代

成に税金は使えないという財務省の大反対を押し

ということです.中越沖地震の後、個人財産の形

バイオマスなど再生可能エネルギーのポテンシャ

れました。日本は、太陽光、風力、地熱、潮力、

人々の生活再建が進まなければ地域は復興しない 業、希望であると総理自身が所信表明でも述べら

係る補助金につきましては、平成二十五年度当初

十六億円から大幅に充実をさせていただいており

タンハイドレ

ルと、本格的に試掘が始まった油田、ガス回、メ

l

ト等を見れば、全てのエネルギー
用したことが復興を大きく後押ししました。総

切って、被災者生活再建支援法を改正し、遡及適

十二億円を確保し、平成二十四年度の当初予算五

また、毎年度の防災関連予算については、科学

ます。

直しをします・あわせて、地方法人課税の在り方

を講じるため、回、地方の税制全体を通じた幅広

を見直すことにより、地域間の税源偏在の是正策

改策法に基づき、今回の改革に併せて抜本的に見

地方法人特別税・譲与税については、税制抜本 予算及び平成二十四年度補正予算を合わせて百六

替させることは考えておりません。

今後ともこれらの機能を堅持していくことが必要 急防災・減災事業費を確保しております。また、

機能という二つの重要な役割を担っております。

しょうか・

源の安定的な確保について適切に対応してまいり

補漢方法については改めて検討することになりま

八

国

めていると政府の様々な試算で確認できます・

需要を賄って余りある資源大国になる可能性を秘

国の企業に訴えられれば、変更を余儀なくされる

や法律などが自由な経済活動の妨げになると加盟

療、保険、知的財産など、我が国のあらゆる制度

たはずです・年金、医療、介護の改革は一体どう

度をまず先に示すことが消費税増税の大前堤たっ

持続可能な安心、そして信頼できる社会保障制

税と社会保障制度一体改革について伺います。

費の企業でも、正社員を減らして非正規の一一雇用を

めたことです・これでは、同じ売上げ、同じ人件

めず、派遣社員の派遣料には仕入れ税額控除を認

きいのは、正社員の給与には仕入れ税額控除を認

交渉に

私たちは、かたくなに消費税率を上げることに

ます.

昨年三月二日の衆議院予算委員会公聴会で、当

授も指摘されていたとおり.小泉内閣で人材派遣

を製造業まで拡大したことと相まって、消費税が

時、政府税調メンバーの三木義一青山学院大学教

派遣労働を促進してきた面があります。

のビジョンを示し、歳入庁を設置してマイナン

公正公平な課税や保険料徴収が行われることを担

明三党実務者協議の議事録を見ると、歳入庁を議

陥っています。

だから、少子化に歯止めが掛からない。悪循環に

す。非正規で所得が少ない若者は結婚できない。

そのことが、今日の格差社会の根底にありま

題にすることさえも反対している党があります。

この消費税の欠陥を放置したまま税率を上げる

ことになれば、社会のひずみは更に拡大します。

費税の欠陥是正に取り組まれるおつもりはありま

安倍総理‘税率引上げの前に、立ち止まって‘消

社会保障制度を持続可能なものにするために

せんか。

的にし、所得を地やす必要があります.総理は、

も、社会の支え手である若い人たちの雇用を安定

を上げることを明言するおつもりはありません

オバマ大統領の一般教書演説のように、最低賃金

か。そして、非正規雇用を減らす対策を講じるつ

張されている党があり、抜本改革を主張する政党

とは三党合意の内容の解釈に違いが出ているよう

御清聴、誠にありがとうございました。(拍手)

醤い申し上げ、質問を終わります。

実現するためにこれからも全力を尽くすことをお

私たち生活の党は、国民の生活が第一の政治を

もりはありませんか。

しにくい内税にしたことはもちろん、何よりも大

消費税には幾つかの欠陥があります。価格転嫁

るだけではないでしょうか.いかがですか。

の立場ですか。それなら、消費税を単に引き上げ

です。総理も、年金制度の抜本改革は必要ないと

りませんが、年金制度の抜本改革は必要ないと主

実務者の議事録を見ると、どこの政党かは分か

ができるんですか。

に消費税の漕額分を社会保障の充実に回す仕組み

序が違うということもあって反対しました.本当

から議論しようと言うから、それはおかしい、順

まず消費税を上げて、それを何に使うのかは後

総理のお考えを伺います。

保障制度の抜本改革は三点セットと考えますが、

歳入庁の設置とマイナンバーの導入、そして社会

社会保障国民会議に報告された民主、自民、公

保することが必要だという立場です。

バーで所得や資産を捕捉し、その上で全ての人に

反対の立場ではありません。まず、社会保障制度

増やした企業は国に納める消費税が少なくて済み

安倍総理、世界一を目指していこうではありま

田村厚生労働大臣は.アメリカ通商部のカト

AM

参加しないことをここで表明していただけません

国務大臣の演説に関する件(第三日)

なったのでしょうか.

可能性があります。

せんか。この世界中の国と企業がこれから覇権を

ラ

争う再生可能エネルギーの分野こそ、再生医療な

を付けることはないとはっきりと言っていたと講

代表補はそれぞれの国の医療保険制度に注文

どと並んで日本の技術力と人材を集中して胸を

演で述べられたそうですが、それではなぜ日米共
同声明にそのことが明記されなかったのでしょう

1

ルギー世界一を国の目標に掲げて‘最終的にはエ

張って世界に貢献できる分野です。再生可能エネ

ネルギー自給国家を目指そうではないですか。い

か。また、海外の保険会社から日本の国民皆保険
によって商売が邪魔されたと訴えられたとして

かがですか.これは、エネルギー安全保障の観点
からも国策として極めて重要だと考えますが‘総

も、日本の保険会社も同じ条件にあり大丈夫だろ

に加盟すれば‘規制の必要性を立

ど大きな問題にならないと大臣は述べられており

うというのが厚生労働省の判断だ、医療はそれほ

理のお考えを伺います・

〔副議長退席、議長着席〕
今後の国際的な競争を考えれば‘十年後の脱原
TPP

証する責任が生じ、立証できなければ開放の追加

ますが、

原発は安全を確認して再稼働して、徐々に依存度

などとのんきなことが言えるんでしょうか。総

措置があると言われています。なぜ大丈夫だろう

ロ可 発を決めて既に動き始めたドイツなどに対して、

てますか。到底太刀打ちできないでしょう.

理、こんなことで本当に国益を守れるんですか・

を減らせばいいなどという安倍総理のお考えで勝

まずは、脱原発の基本方針を決めて‘国の責任

参

私は、稲田朋美大臣の正論に賛同します。いわ

し、カジノ資本主義を正す責務がある、

く、日本はもうけたもの勝ち、何でもありを是正

で廃炉にする。店内炉に係る電力会社の回損失処理等
にも配慮した諸施策を実施し、電力会社は、国か

TPP

ら得た資金で二酸化炭素ガス排出量の多い古い火

は米国の基準を日本が受け入れ、

ぜなら、

加はそういう役割を自ら放棄することになる、な
TPP

ガスコンバインドサイクル等に置き換えたり、再

力を、エネルギー効率が良く排出量の少ない天然

日本における米国の利益を守ることにつながるか

が目指すべき理想を放棄することにほかならな

らだ、それは、日本が日本でなくなること、日本
a

生可能エネルギーに投資する・そのことで、原発
以上に多くの雇用が地域に生まれる

一定期間は

原発立地地域に優先的に再生可能エネルギー関連

い、 TPP

TPP は自由

TPP

パスの終着駅は日本文明の墓場なの

施設を造るなど、地域の再生支援策を法律で決め

だ、まさしく正論であります・

に反対です。

総理、衆院選挙の公約を守って、

ればいい。どうですか、安倍総理はまだ原発ゼロ

TPP

に踏み出す勇気をお持ちではありませんか・
生活の党は、

参議院会議録第十号

貿易協定ではありません。農業だけではなく、医
平成二十五年三月六日

九
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報
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平成二十五年三月六日参議院会議録第十号国務大臣の演説に関する件(第三日)

の普及を加速させるため、固定価格買取り制一
l

個人の住宅再建については、従来の生活再建支一困難な課題を伴うもので、諸外国や国際機関と連一原発立地地域への対応などについても、固として一したところであります固今通常国会での早期成立
援金による支援に加え、防災集団移転促進事業等一携し、世界の英知を結集して取り組んでまいりま一の具体的な対応策や役割を検討してまいります。一を目指してまいります。政府としては、必要な改
.TPP 交渉と公的医療保険制一革についてしっかり取り組んでまいります。
において利子相当額の補助をするなど、高台移転一す。日米の共同声明

ました。一は、多くの作業がとれまでに経験のない技術的に一おり、この中で、原子力発電所の廃炉の進め方、一なる社会保障・税番号制度関連法案を国会に提出

人の住宅再建に対する支援についてお尋ねがあり一こうした汚染水処理を始め廃炉に向けた取組一現在、エネルギー政策の見直しの議論を進めて一また、より公平な社会保障制度や税

行き渡るようにしてまいります・一ンクに貯蔵しております。海への安易な放出は行一エネルギー、再生可能エネルギーの最大限の導一険料の徴収体制をどのように強化して
津波被災地域の高台移転等を加速するための偲一わないこととしております。一入‘火力発電の効率化等を進めてまいります。一幅広い観点から検討してまいります。

より、企業の収益機会を増やし、雇用や所得の拡一東京電力福島第一原発の汚染水については、増一定に万全を期すことが必要です。この観点から、一
を可能とするという一から検討し、実施するとされている
ロ二
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年制
抑
大を実現することで、雪国など厳しい状況にある一加の原因となる地下水の流
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地減を含め、国民生活に経済成長の恩恵が幅広く一に、放射性物質の除去などの処理を行っ1た

いずれにせよ、三本の矢を同時に射込むことに一てのお尋ねがありました。一経済活動に支障がないよう、エネルギー需給の安一づき、年

一一一革法におい
り、今後とも価格動向を監視していきます。一原発サイトの汚染水や各地の放射性汚泥につい一このため、いかなる事態においても国民生活や一

て、自民、公明、民主の三党合意に基

本改
制抜
た税々
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立を
年成
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いて
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一フリカ情勢をめぐる地政学的リスクの矯大などに一せることで、様々な被災者の方々にきめ細かな支一エネルギーは、豊かな国民生活や新たな雇用を一

一一一一に向けて検討を進めてまいります。

一については、為替相場の動向に加え、中東・北ア一の健康上の不安の解消に向けた施策を共に充実さ一のお尋ねがありました・一

一一一一民会議で議論を深めるなど、改革の更なる具体化

一一一一進法に基づき、医療・介護分野を始めとして、国
最近のガソリンや灯油等の石油製品価格の上昇一の生活上の負担の軽減や、被災地に住み続ける方一雇用の観点も含めて、エネルギー政策について一
報一

一てお尋ねがありました。一の生活を守り支えるため、自主的に避難される方一草などの措置を講じてまいります。一

(一一一一る関係法案カ成立をしていますが、今後、改革推

ロ守一ガソリンや灯油などの価格上昇への対応につい一政府としては、子供を始めとする被災者の方々一度の着実な運用に加え、予算・税制措置、規制改一t

一一一一野について、既に消費税率の引上げ分を財源とす

タ一雪地帯の実情に応じた支援に努めてまいります。一択されています。一ギ

一一一一社会保障制度改革については、年金や子育て分

)-を行うためのガイドブックの策定を行うなど、豪一が、自主的に避難するか、住み続けるかを自ら選一このため、今後三年間で最大限再生可能エネル一

一一一制度についてのお尋ねがありました.

足していることに対応して、国が地域で除雪活動一ることが義務付けられておらず、被災者の方々一雇用拡大の観点からも重要です。一

一一一社会保障制度改革、歳入庁、社会保障・税番号

また、高齢化などにより、雪処理の担い手が不一避難指定区域等以外の区域においては、避難す一社会の創出や新しいエネルギー関連の産業創出、一

加えて、再生可能エネルギーの普及は、低炭素一
に万全を期してまいります。一ねがありました。一
一一一識も踏まえ、私が最終的に判断をいたします。

げ交付や社会資本整備総合交付金の配分により措一特別交付税を僧額しました。一した。一政府としては、
TPP については、今般の首脳
置するなど、自治体の除排雪に対する支援を好っ一引き続き、住宅再建への支援を行ってまいりま一再生可能エネルギーは、純国産のエネルギー源一会
ているところです。先般、関係閣僚会議を開催し一す。一であり、その普及が進むことでエネルギー安全保一最善の道を求めてまいります。交渉に参加
たところであり、政府として緊張感を持って対応一子供たちを放射能から守ることについてのお尋一障の強化に大きく寄与していくと考えていま

豪雪対策についてのお尋ねがありました。一防災集団移転促進事業等の対象とならない住宅の一がら取り組んでまいります.一り、この制度を揺るがすことは絶対にないという
今年の冬の豪雪については、特別交付税の繰上一一再建支援策を講じることができるよう、震災復興一再生可能エネルギーについてのお尋ねがありま一ことを申し上げたい

答えをいたします。一また、今回の補正予算において、被災自治体が一うとともに、関係する地方公共団体の協力を得な一国民皆保険制度は日本の医療制度の根幹であ

O内閣総理大臣(安倍晋三君)森ゅうこ議員にお一ろです。一処理が進むように、処砲に伴う安全性の周知を行一ました。

び
P 交渉への参加についてお尋ねがあり
TP
〔内閣総理大臣安倍晋三君登温、拍手}等を円滑に進めるための支援策を講じているとこ一また、放射性物質を含む汚泥については、その一度及

。

外)

消費税率の引上げと年金改革についてのお尋ね 若者の安定雇用の確保や個々の事情に応じたきめ
細かな就労支援を行います。賃金等の労働条件は

確認を行うよう要請してまいります。(拍手)
〔国務大臣田村憲久君登檀、拍手〕
O 国務大臣〈田村憲久君)森ゅうこ議員から、
PP

各企業の労使関係において決定されるものです
が、成長戦略により、企業の収益を向上させ、そ

の御質問をいただきました。

社会保障・税一体改革については、消費税率引

がありました。

上げによる税収分を全額、社会保障の充実と安定

循環を生み出してまいります。

れが雇用の拡大や賃金の上昇をもたらすような好

O 議長(平田健二君)山下芳生君。

〔山下芳生君登壇、拍手〕

O 山下芳生君私は、日本共産党を代表して、総

かし、復旧・復興、とりわけ住宅再建の遅れは深

T

昨年三月に米通商代表部の代表補のカトラ|氏

ち、これ以上は肩身が狭い、狭い仮設住宅に二世

刻です。親戚宅に身を寄せていたが、二年もた

東日本大震災から間もなく二年となります。し

理に質問します.

から、 TPP は日本や他の国の医療保険制度を民

協定交渉に関する私の講演での発言について

の三党問での協議を通じて進めてきております。

化に向けるという考え方の下、自民、公明、民主

営化することを強いるものではない、また、いわ

たいなど、今でも仮設住宅への入居待ちが陸前高

帯で同居しているが、もう限界、世帯ごとに入り

こうした取組と併せて‘最低賃金については、
中小企業への支援を工夫しつつ、労使と丁寧に調

を認めることを要求するものではないといった発

ゆる混合診療を含め、民間の医療サービス提供者

このうち、年金制度については、基礎年金国庫
負担割合二分の一の恒久化や.低所得、低年金の

た、非正規労働者の雇用の安定、待遇改善に向け

整しながらその引上げに努めてまいります.ま

田市で七十世帯、東松島市で百世帯にも上ってい

自ら住宅を再建する支えとなる被災者生活再建支

災害公営住宅の建設を急ぐとともに、被災者が

言があったことを基に、講演で分かりゃすく私か

TP

これから住宅を再建する被災者にとって、消費

せんか.

援法による支援金を大幅に鉱充すべきではありま

税指税は大打撃となります。岩手県では、住宅の

もございました。

P 交渉参加国に要求していることはないとの説明

では、米国より、公的医療保険制度の廃止を

昨年二月の TPP 交渉参加に向けた米国との協議

ます.

使途に関する法律が成立しております。今後の年

た取組についてもしっかり進めてまいります。
残余の質問につきましては‘関係大臣から答弁
させます.(拍手}
〔国務大臣下村惇文君登塩、拍手〕
O 国務大臣(下村樽文君}森議員から、ナノ純銀

ら述べさせていただいたものであります.また、

高齢者に対する給付金制度の創設など‘既にその

金制度の改革については、これら三党で議論し実

施された改革内容を出発点にして、改革推進法に

基づき、三党協議や国民会議で御議論をいただ
き、その内容を踏まえて検討していきます.

消費税に関する事項についてお尋ねがありまし

次に.海外の投資家が訴える可能性について

再建に平均二千万円掛かります.消費税が一

た。

は、これまで我が国が締結した投資飽定及び経済

によるセシウムの低減技術についてのお尋ねがご

除染技術については‘これまでも様々な研究機

連携協定の多くにおいて、公的医療保険などの社

が消えてしまいます・総理、消費税の泊税が復興

になれば二百万円となり、支援金三百万円の大半

ざいました。

関や団体等から新しい技術が提案され、日本原子

の取扱いを適用除外しております・さらに、交渉

会保険を含む社会事業サービスに係る内外無差別

消費税の転嫁対策については、事業者の実態を
十分に把握し、与党における御議論を踏まえつ

して実証試験等を行い、その効果を確認してまい

力研究開発機構においては、様々な除染技術に対

O%

派遣労働者の受入れ企業は、派遣料に係る消費

の妨げになるとは考えないのですか。こんなこと

ら交渉参加に反対と繰り返し述べてきました。な

の結果、このような適用除外を盛り込まなかった
さて‘私も関心のあるナノ純銀によるセシウム

ぜか。関税が撤廃されたら大変なことになるから

りました.

構が関係の大学とともに二度にわたる試験を実施 の取扱いは同じであり、内外無差別、いわゆる内

低減技術でございますが、日本原子力研究開発機

国民待遇の違反により協定違反を関われることは

上のアメリカや千五百倍以上のオーストラリアの

農産物の関税撤廃によって、経営規描慣が百倍以

総理は、これまで、聖域なき関税撤廃が前提な

TPP について質問します。

を支払うことになるため、直接雇用の場合と比べ

材派遣会社に対しては派遣料に上乗せして消費税

想定されないことから、そのような旨を述べたも

はやめるべきではありませんか.

て損得は生じないことになります.したがって、

じましたが、残念ながら御指摘の効果は確認され

我が国において海外の保険会社と日本の保険会社

消費税が非正規雇用を拡大してきたということに

なかったものと聞いております。しかし、除染技

です.

場合であっても、現行の公的医療保険制度のある

はならないと考えております。

のでございます・

若者の雇用の安定、最低賃金の引上げ及び非正

度の恨幹でありますので、これからも堅持してま

いずれにせよ、国民皆保険制度は日本の医療制
研究開発機織に対し、今後とも‘各方面から御提

農業と日本農業は丸裸の競争にさらされ、壊滅的

規雇用対策についてのお尋ねがありました。
日本経済の力強い再生を推進する上で、次代を

いります.(拍手)

な打撃を受けます。

案のある妓術について、関係各省とも連機し、積

国務大臣の演説に関する件(第三日)

極的にその技術的評価に取り組み、有望な技術の
参議院会議録第十号

できる環境をつくることが重要です。このため、
平成二十五年三月六日

担う若者が安心して生きがいを持って働くことの

て重要であり・文部科学省としては、日本原子力

術として効果的なものを活用していくことは極め

税額を控除でさることになりますが、一方で、人

つ‘価格表示の在り方を含め、実効性のある対策
{日 の具体化に取り組んでまいります。

(号
報
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平成二十五年三月六日
参議院会議録第十号

国務大臣の演説に関する件(第三日)

農林水産省の試算では、主食の米さえ九割が外 原則としています。アメリカは、この原則に沿っ
す。

て、遺伝子組換え表示をやめよ、農薬の残留基準

るとの認識はありますか・

子化の一因となり、日本の将来を危うくさせてい

総理、こうした働かせ方が無年金、低年金や少

一三%に激減します。こんなことになれば、国民

国産に置き換わり、食料自給率は今の三九%から

の参入を認めよなどと迫ってきています・TPP

を緩めよ、混合診療を解禁し、医療への営利企業

で、新卒の若者を正社員として大量に採用し、長

目指す苛烈な競争に駆り立てています・その中

一方で、非正規雇用の広がりが若者を正社員を

の生存そのものが根本から脅かされるではありま

交渉はきっぱり断念すべきであります。

ととは明らかではありませんか。

せんか。だからこそ、自由貿易の下でも、農産物 に加われば、食の安全や医療、雇用が脅かされる
には高い関税を課し、自国の食料はできる限り圏
TPP

陸し、迅速に人員、装備及び補給物資を陸地の前

練の目的は、遠征地における海上文は陸上拠点か

線戦闘区域へと輸送することであり、低空飛行訓

らの運用、強襲支援及び航空退避のためであると

ない、米軍が海外で戦争するための訓練を、なぜ

明記されております。日本の防衛とは何の関係も

極端に従属する人間に変えてしまう。その過程で

申し入れるべきではありませんか。それこそが国

空飛行訓練を中止し、配備を撤回するよう米側に

沖縄でも本土でも、米軍によるオスプレイの低

ないのですか。

沖縄県民が、なぜ日本国民が甘受しなければなら

との認識は、今や立場を超えた共通のものとなり

に追い込まれる。いわゆるブラック企業が有名企

若者は選別され、精神を病むなどして大量に退職

デフレ不況からの脱却には賃金の引上げが必要 時間残業、パワハラなどで短期間のうちに企業に
つつあります.総理も報酬の引上げを産業界に要

められているのです。

内で生産するという食料主権が国際的にも広く認
総理は、聖域なき関税撤廃は前提でないことを

請したと述べました。

今日から、米軍岩国基地を拠点にオスプレイの

〔内閣総理大臣安倍晋三君登漬、拍手〕

とを述べて、質問を終わります。(拍手)

O 内閣総理大臣(安倍晋三君)山下芳生議員にお

住宅の再建についてお尋ねがありました。

答えします。

災害公営住宅の建設については、復興大臣の下

に設置された住宅再建・復興まちづくりの加速化

地を避けることとした日米合意などなかったかの

公表した上で、その実現及、び加速化に全力で取り

活再建支援金による支援を講じています。さら

また、住宅や生活の再建については、被災者生

組んでまいります。

昨年末の沖縄県の調査では、実に飛行の六割が

進を進めるため、震災復興特別交付税を僧額した

住まいの形成に資する施策を通じて住民の定着促

地を想定した異常な訓練が繰り返されています。 に、今般の補正予算で、津波被災地域の自治体が

クリートブロックをつり下げて運ぶ訓練など、戦

夜十時以降の夜間飛行訓練、重さ三トンものコン

ように、密集地の上空を我が物顔で飛び回り、深

年十月にオスプレイが配備されて以来、住宅密集 のためのタスクフォ!スにおいて、工程や目標を

低空飛行訓練が始まります.既に、沖縄では、昨

民の安全に責任を持つ総理の第一の任務であるこ

お聞きします。

若者の能力を生かすのではなく、すり潰す、非

ラック企業の実態を調査すること、背景にある長

正規雇用を絞り込み、賃金水準の低い非正規雇用 道、無法な企業を許さないために、政府としてブ

諮問会議に提出された内閣府の資料は、企業は、

賃金引上げには何が必要でしょうか.経済財政 業にまで広がっていることは看過できません。

オパマ大統領と確認したと述べました。そこで、

の原則だとし

のアウトラインを確

TPP

首脳会談を踏まえて発表された日米の共同声明

TPP

では、関税を撤廃することが
た二O一一年十一月の

いるのであります・

ることを強く求めます。

と述べています。つまり、歴代自民党政権が進め 時間労働を規制し、若者に安定した雇用を保障す

認するとされました。加えて、全ての物品が交渉 のウエートを高めることで人件費を抑制している
の対象となることも確認するとされました。なら

ば、日本でいえば、米、麦、牛肉、乳製品、甘味 てきた派遣労働の容認と拡大、期間を定めて働く
ことになるではありませんか。違うのですか。明

資源など、重要品呂は全て関税撤廃を求められる 有期労働の拡大が賃金を低く抑える手段とされて

の責任で労働法制の規制緩和を改め、雇用は正社

総理、本気で報酬の引上げを目指すなら、政治

に対応し、強い農業をつくり、

TPP

員が当たり前の流れをつくるべきではありません
みM

五%を超え、日本社会にとって放置できない深刻

今や全労働者に占める非正規雇用の割合は三

の食料・農業・農村基本計画では、食料自給率を

な事態をもたらしています.非正規雇用の労働者

投げ捨てるのですか。それとも、 TPP に参加し

理は、国民の切実な願いである食料自給率向上を

老後も極めて低い年金を余儀なくされることにな ん。こんな姿勢でどうして国民の命、安全を守る

ん。リタイアするまで不安定な生活を強いられ、

米海兵隊の環境レビューには、オスプレイの任

ことができるのですか。

東日本大震災からの復興と消費税率の引上げに

東日本大震災からの復興は、私の内閣の最優先

ついてのお尋ねがありました。

社員はそのこ・五倍、七五・六%にも上っていま 務は、橋頭伝一や中間輸送を要さずに、艦船から離課題の一つです。被災者の方々に対し、住宅口 1

では、正社員の未婚率が三0 ・七%なのに、非正

ります。それだけではありません・三十代の男性

は関税だけではありません。各国の基準

や制度の違いを非関税障嬰として撤廃することも

TPP

ても自給率は向上できるとでも言うのですか.

いまだに合意違反を認めることさえしておりませ ところであります。

も、食料は高くても国内産でと望んでいます。総 は、今、低賃金にあえいでいるだけではありませ 日米合意に違反していました。ところが、政府は

五O%に引き上げるとしています。国民の約九割

食料の自給率を高めるかどうかにあります・政府

は事の本質をごまかすものです。一番の問題は、

農産物の輸出を増やすと言います。しかし、これ

総理は、

{呂 確にお答えください。

報
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(号
幸日
官

ことは、国民に対する国家の最も基本的な責務で

ン減税の拡充や、住宅の再取得等に係る標準的な
消費税の負担地加に対応し得る給付指置など、
あり、国内農業生産の繕大を図り、食料自給率を

食料の安定供給を将来にわたって確保していく

を徹底して、被災地における住宅再建等の課題に

機々な措置を講じるとともに、復興庁が現場主義

交渉への参加いかんにかかわら

向上させることは重要であると考えております.
TPP

な課題であり、攻めの農政に力を入れていきたい

ず、農業の活性化を図っていくことは極めて重.要

このため、

他方で、今般の一体改革による消費税率の引上

しっかり取り組んでまいります。

げは‘増大する社会保障の持続性と安心の確保、

秋に、附則第十八条にのっとって、様々な経済指

者全体の雇用と賃金の繕大を目指してまいりま

に取り組むことにより経済成長を成し遂げ、労働

全に妥当な考慮を払って活動すべきものであるこ

もとより、訓練に際して米軍が我が国の公共の安

保障にとって大変大きな意味がありますが、依然

オスプレイに関して、その配備は我が国の安全

とは言うまでもありません.

として、沖縄を始めとする地元において、厳しい

なお、これまでの自民党政権においては、経済

す。

産業構造の変化に応じて必要な労働分野の改革を

をしております.

れていないのではないかとの声があることは承知

目が向けられており.日米合同委員会合意が守ら

行ってきたところです。

非正規雇用の無年金、低年金化や少子化への影

非正規雇用は、雇用が不安定であり、賃金が低

響についてお尋ねがありました。

オスプレイの運用に際しては、地元の皆様の生

の非関税分野と交渉参加についてのお尋

活への最大限の配慮が大前提です。今後とも、日

TPP

国の信認維持のために行うものであります。本年 と考えております。

いなどの問題が指摘されており、また、厚生年金

米合同委員会合意等について丁寧に御説明すると

いずれにしても、滋災からの復興を加速すると

ねがありました。

の適用対象とならない人も多く、被用者としての

標を含め、経済状況等を総合的に勘案して判断を

十分な保障を受けられないおそれがあることや、

ともに、この合意の適切な実施について米側との
l

協定

ル作りを含む包

高い水準の自由化を目標とし、市場アクセスのみ

については、アジア太平洋地域における

離婚率の増加の要因にもなっています.このた

TPP

ならず、様々な非関税分野のル

間で必要な協議を行ってまいります.

していくこととなります。

ともに、三本の矢で長引くデフレから脱却し、日

雇用化を進めるなど‘非正規雇用対策に全力で取

め、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規

に関する日米の共同声明についてのお尋

TPP

〔亀井亜紀子君登壇、拍手〕

O 議長(平田健二君)亀井亜紀子君.

以上であります。(拍手)

承知しています。

伝的な経済連携協定として交渉されているものと

TPP

他方、これまで得られた情報では、

お尋ねがありました。

いわゆるブラック企業と若者の雇用についての

り組んでまいります.

本経済を全力を挙げて再生してまいります。

ねがありました。

交渉では、現在のところ、個別の食品安全基準の
緩和は議論されていないと承知しています。ま

さきの日米首脳会談では‘オパマ大統領との聞
で、日本には一定の農産品、米国には一定の工業

a

我々は何のために国会議員を志したのかと総理

いたします

政府四演説について、みどりの風を代表し質問

います。

労働基準法などの違反が疑われる企業じは調査 O 亀井亙紀子君みどりの風の亀井亜紀子でござ

に入り、長時間労働の抑制を指導し、重大な法違
ても議論の対象となっていないと承知していま

反については厳正に対処するなど、しっかりと取
り組んでいきます。また、いわゆるブラック企業

す。

た、公的医療保険制度の在り方そのもの等につい

交渉参

が両国にあると、そして、最終的な結論は交渉の
TPP

製品といった二国間貿易上のセンシティビティー

中で決まっていくものであること、

交渉に参加するかどうか

ではないかという不安から、若者が優良な中小企

TPP

ということについては、党内や米国との協議も踏

いずれにせよ、

あらかじめ約束することは求められていないこと

加に際し、一方的に全ての関税を撤廃することを

は演説で問いかけました。私は二

OO 七年夏の安

く訴えたことは、米国主導の新自由主義、いわゆ

倍内閣のときに初当選したのですが、当時最も熱

制改革を伴うことが特徴です。小泉・竹中路線の

る市場原理主義からの脱却でした。この思想は規

す.

ねがありました。

オスプレイの飛行状況や訓練等についてのお尋

の改善を図り、若者の労働支援を進めてまいりま

業に目を向けない状況があります.こうした状況

ついてのお尋ねがありました。

非正規雇用労働者も含めた報酬の引上げなどに

まえ、私が侵終的に判断していきます。
では聖

の三点を明示的に確認し、日米の共同声明を発出
TPP

域なき関税撤廃が前提とされるものではないとの

しました。これらを踏まえ、私は、

経済の再生を推し進める中で、国民生活に経済
成長の恩恵が幅広く行き渡るようにすることが重

我が国は、日米安保条約に基づき、我が国の防

閣においても、聖域なき規制改革を進めるため、

開放推進会議を設置して進められました。安倍内

いずれにせよ、日米の共同声明にあるとおり、

認識に至ったものです。

要です。御指摘の非正規雇用労働者については、

軍が訓練を通じて即応態勢を維持することは安保

衛及び地域の平和と安定を確保しており、在日米

構造改革は、総合規制改革会議や規制改革・民間

最終的な結果は交渉の中で決まっていくものであ

政府としては、その処遇の改善に向けた取組等を

と食料自給率についてお尋ねがありまし

国務大臣の演説に関する件(第三日)

規制改革会議が発足しました・経済財政諮問会議

行う事業主に対する支援を進めてまいります。同

TPP

参議院会議録第十号

時に、イノベーションや規制改革など、成長戦略 条約の目的達成のために傾めて重要であります・

り、御指摘は当たりません。

た。

平成二十五年三月六日

外)
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全国一律に扱えるよう戻したのに、

国務大臣の演説に関する件(第三日)

ないよう強く求める。私は、これを聞いて修正案

すればまた逆戻りです。

参議院会議録第十号

も復活し、産業競争力会議のメンバーには竹中平

に反対しました。同時に、非正規社員を正社員化

平成二十五年三月六日

蔵氏が入っています。

TPP

に参加

麻生財務大臣にもお尋ねします。

対処されるのか、厚生労働大臣に伺います。

する改革は無理だろうとも思いました。雇用形態

た。経済状況の好転を前提として、消費税を含む

十一年度税制改正法附則の文言が根拠とされまし

消費税引上げは‘麻生政権で決定された平成二

そこで、お尋ねいたします。

の認可には後ろ向きです。株式の価値を高めずに

四兆円の郵政燃の売却を予定する一方、新規事業

税制の抜本的な改革を行うとの表現について、前

にとらわれない賃金制度、同一労働同一賃金の仕

売却することは‘国民の預貯金を安値で放出する

と、これはリ

提である景気回復が達成されていないと指摘する

組みを日本流に取り入れる方が現実的だと今は考

ことになりませんか。円安が続けば資金は海外に

総理は、官から民へのスローガンで進められた

流出するでしょう・これはアベノミクスにかかわ

えています。
先日、厚生労働省が正社員と非正規労働者の中

抗M

間に位置する准正規労働者の創出に乗り出すと報

マン・ショック前の景気に一戻ると

先般.改正郵政民営化法に自民党が賛成したこ

になったかというだけであって、地方においては

マン・ショックとは都会の金持ちもようやく貧之

これについて地方公聴会で尋ねたところ、リー

た・当時の認識について、麻生大臣に伺います。

いう怠味であるとの説明を財務省から受けまし

l

とは、民営化担当相であった竹中氏の間違いを認

る問題です。
米国の財政は実質破綻しており、歳出の強制削

道されました・中二階を設けて労働者を階層化し
た場合、問題がより複雑化しませんか。厚生労働

が一千兆円あっても財政破綻しないのは、国民の

減が発動されました・一方、日本の国債発行残高

について質問いたします。

大臣の見解を伺います。
TPP

パスの事故につながりました。大

バブル崩壊以降ずっと不況であると言われまし

l

金低下やツア

り、国債を買い支えている国民の預貯金が海外に

た。これは地方の本音であり、自公政権は失われ

個人金融資産が一千五百兆円あるからです。つま

言うまでもなく米国からの外圧です。総理は、貿

流出する政策は決定的に国益を損ねます。アベノ

た二十年に責任があります・

は規制改革と切り離せない問題であり、

易や投資のル

ミクスが成功するか否かは、日銀の金融緩和で地

TPP

学院の定員割れを引き起こし、問題が山積してい

りませんと自らおっしゃいましたが、これこそが

ます。

えた資金が国内に循環するかどうかに懸かってい

ルを国際的に調和していかねばな

ます。総理、六三三四制の見直しによる教育再生

TPP の本質であり、関税撤廃よりも規制調和、

l

ませんか。

より、大学や法科大学院の見直しが急務ではあり

つまり各国のル!ルを米国流に変えることを狙っ

ルを調和する必要があ

かもしれませんが、それでも、麻生政権から引き

アベノミクスはどこが違うのか、総理に伺いま

二十年を総括したとき、自公政権は何に失敗し、

兆円にまで一反して安倍政権に渡したのです。この

継いだとき四十兆円を下回っていた税収を四十三

にするのではないですか・軽減税率に必要なイン

万人を下回りました。法律を打ち切る理由を金融

みどりの風は、日本の伝統文化に根差した社会

か、総理にお尋ねします。

最後に、保守とは何か、日本は何を守るべき

担当相に伺います。

ぐ必要はあるのです。年間自殺者数はようやく三

は、消費税三%の時代です。社会保障のための増

医療は聖域だから消費税は課さないと決めたの

領税の問題について伺います。

医薬品や医療機器の購入に係る消費税を経営者

間稼ぎだと言われますが、景気が上向くまでつな

の倒産が心配されています。この法律は延命の時

金融円滑化法が今月末で切れるので、中小企業

春の消費税引上げはせっかくの景気対策を台なし

消費は伸びず、景気も回復しません。総理、来年

民主党を中心とする連立政権は期待外れだった

労働分野の規制緩和も罪深い政策です。

l

今回の日米共同声明は、自動車と保険がター

さらに、物価上昇に伴う所得の培加がなければ

ています。総理、なぜル

ゲットであることを示しています@自動車につい

るのでしょうか.

による規制強化を目指していました。ところが、

くとも賃金の上昇とインボイスの導入時期に合わ

す。

せるべきだと思いますが、総理の見解を伺いま

ボイスの導入も間に合いません。消費培税は少な

に対する関税は既に撤廃されており、その上、軽

維持すると伝えています。一方、日本では輸入車

国が日本の国民皆保険制度、かんぼや共済を非関

が負担する一方、保険診療に消費税が掛からない

ル違反だと号国一われては交渉参 す。
自動車の規格がル

l

は‘次のようなものでした。資本主義社会では、

にくくする民主党の政策は、雇用を減らし‘失業

の年次改革要望書による外圧が原因でした・民営

税障壁だと攻撃するでしょう。郵政民営化も米国

保険についても、医療保険の市場拡大を狙う米

加に何のメリットもありません。

る。登録型派遣や製造業務への派遣を禁止するな

どという現実離れした案を二度と持ち出すことが 化見直しでようやく郵便、貯金、保険の三事業を 税で医療機関が倒産しては本末転倒ですが、どう

を婚やし、国の競争力を奪い、空洞化を加速させ

い方を十分選択する権利がある。企業が人を雇い

労働者には働き方を選ぶ権利がある、企業にも雇

修正案の趣旨説明に対する自民党議員の質疑

正されました。

政府提出法案は民自公の三党合意により大幅に修 ては.米国が輸入車に対する関税二・五%を当面

者の四人に一人です。私は、労働者派遣法の改正

どの有期雇用労働者は約一千四百十万人、全労働

総務省の発表によれば、契約社員や派遣社員な

学設慣基準の緩和や司法制度改革は学部や法科大

ます。タクシーやパスの規制緩和は、運転手の賃

構造改革の結果は惨たんたるものだと私は思い

めたに等しいと思うのですが‘いかがですか。

規制緩和や郵政民営化は正しかったとお考えです

政府は、復興財源として平成二十七年度までに

四

口守

分かち合う社会が臼本であり、それこそが保守で

構造、農耕民族として自然を敬い、共生し、富を

実行会議でも大学の教育研究の充実強化について

して我が国の発展はありません。今後、教育再生

大学力は国力そのものであり、大学の強化なく

待しております。

が一層魅力ある企業となるよう努力することを期

よ、その株式価値を高めるため、まずは日本郵政

このため、私の内閣では、これまでとは次元の違

ある対応では経済を再生することはできません.

消費税率の引上げについてのお尋ねがありまし

こうした教訓を踏まえれば、従来の延長線上に

う政策パッケージとして、二一本の矢を一体的に進

り.デフレを脱却し、地方経済を含め、経済再生

めているところであります。こうした取組によ

に引き上げることが決まっておりますが、機械的 を実現させてまいります。

消費税率の引上げについては、法律で来年四月

た.

た。

あると考えます。農業に国土を保全する多面的な

ベルの大学力の実現を目指して取り組んでまいり

御議論をいただき、それを踏まえ、世界トップレ

が行われているところでありますが.いずれにせ

原理主義は日本になじみません。豊かな自然資源
ます。

役割があることを重視する民族です。欧米の市場

を守るためには、使用済核燃料も地やせないので

保守とは、生まれ育った国に自信を持ち、今ま

保守の考え方についてお尋ねがありました。

法科大学院については、現在、政府において法

曹養成制度全体の在り方について検討を進める中

に何が何でも引き上げるということではなく、一

憲法改正に反対ではありませんが、自衛隊を国

でその見直しについても検討しており、その結論

体改革の目的に沿って税収を確保でさることが重

す。

防軍にする改正は反対です。民主主義における憲

を踏まえ、法科大学院教育の一一層の充実に努めて

での長い歴史をその時代に生きた人の視点で見詰

法には国民が権力を監視する意味があり、政府が

円本には、自立自助を基本に、何かあれば支え合

め直そうとする姿勢であると私は考えています。

要と考えています。例えば、強いデフレが続い

うでは意味がありません。

て、消費税率を引き上げても、逆に減収になるよ

まいります。
についてお尋ねがありました。

ります。その際、綴々な経済指標を確認する中

況等を総合的に勘案して判断をしていくこととな

りません。

田の風景、伝統ある文化を大切にしていかねばな

うという社会があります.息をのむほど美しい棚

については、アジア太平洋地域における

ル作りを含む包

本年秋に、附則第十八条にのっとって、経済状

TPP

l

ません。守るべきものはしっかりと守りながら、

とするだけでは、次世代に引き継げる保証はあり

ただ、こうした伝統も文化もかたくなに守ろう

なお、インボイス制度は、与党税制改正大綱に

で、賃金など雇用情勢も見てまいります.

おいて軽減税率導入に当たっての嫌々な課題の一

他方、先進国、途上国を含む複雑な利害が錯綜

いずれにしても、三本の矢で長引くデフレから
H 本経済を全力を挙げて再生してまいり

憲法及び守るものについてのお尋ねがありまし

せていきたいと考えております。

だきながら、日本が誇る伝統や文化を共に発展さ

みどりの風の皆様には‘是非とも御協力をいた

変えるべきは変えていく勇気も必要であります。

する多数国間交渉において、御指摘のように、米
l

つとされており、与党における御議論も踏まえつ
国が自国に都合の良いル

交渉に参加するかどうか

つ‘検討を行っていく必要があります。

ルを押し付けることが

承知しています・

括的な経済連携協定として交渉されているものと

ならず、様々な非関税分野のル

高い水準の白由化を回標とし、市場アクセスのみ

TPP

改正を押し付けるべきではありません。
憲法について、守るべきものについて、総理の
見解を伺い、質問を終わります.
ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣安倍晋三君登担、拍手〕

O 内閣総理大臣(安倍晋三君)亀井亜紀子議員に
お答えをいたします。
規制改革や郵政民営化についてのお尋ねがあり
ました。

規制改革や郵政民営化は、国民の利便の向上、

TPP

脱却し、

いずれにせよ、

容易にできるとは考えられません・

ということについては、党内や米国との協議も踏

その重要性は変わるものではないと考えておりま

経済活性化等を目的として行われたものであり、

す。また、昨年行われた郵政民営化法の改正は、

失われた二十年の総括と私の経済政策に.ついてた。

ます。

日本郵政株式売却についてのお尋ねがありまし

まえ、私が最終的に判断をいたします。

的なサービス提供を確保する等の必要な見直しを

法律の枠組みを維持した上で‘郵政三事業の一体

白山民主党は、立党以来、憲法改正を主張して

おり、昨年四月には憲法改正草案を発表し、党と

して二十一世紀にふさわしいあるべき憲法の姿を

我が国は、パプル崩壊以来、長年にわたるデフ

お尋ねがありました.

レの中で、莫大な国民の所得と産業の競争力が失

り方については、悶民的な議論が深まることを強

示しています。新しい時代にふさわしい憲法の在

現在、日本郵政が平成二十七年秋までを目途と

た。

して妹式上場に向けた体制を整備中であり、政府

盤も揺るがされています。この間の累次の経済対

われ、頑張る人が報われるという社会の信頼の基

しています。

行い、より良い郵政民営化を目指したものと理解

政府としては、今後とも‘改正郵政民営化法に

や株式市況等を総合勘案して売却の具体的なタイ

また、私が総理大臣として取り戻一し、そして

く期待しております。

としては、同社の体制整備がなされた後に、決算

策は、一定の景気下支え効果はあったと考えてい

るよう対応してまいります。

国務大臣の演説に関する件(第三日

新規事業については法令にのっとり適切に答査 ますが、デフレを脱却することはできませんでし

ミングを決定することとしております。

のっとって、その成果を国民に実感していただけ

参議院会議録第十号

大学や法科大学院の見直しについてのお尋ねが
ありました。
平成二十五年三月六日

五

外)

報
官

平成二十五年三月六日

参議院会議録第十号

国務大臣の演説に関する件(第三日)

を挙げていくというのが一番肝心なことになろう

フレ不況から脱却を図り、日本経済の再生に全力

ますけれども、診療報酬改定を行い、仕入れに要
かと存じます.

と引上げが行われた平成元年と平成九年でござい

し上げたとおり、頑張る人が報われる真つ当な社
した消費税負担分を措置し、医療機関の負担が生

守っていきたいものは、さきの施政方針演説で申

会であり、国民一人一人が将来への夢と希望、ふ
じないよう対応してきましたが、特に高額な投資

るなど、中小企業に対する支援に全力を今後とも

全都道府県で説明会を開催させ‘その周知に努め

ます・また、副大臣以下、金融庁幹部を派遣し、

うよう様々な施策を推進することといたしており

個々の債務者の状況に応じたきめ細かな支援を行

政府としては、経営改善計画の策定支援など、

識をしております.

企業の真の経営改善を図ることが喫緊の課題と認

いうものを考えておらず、むしろ中小企業、零細

傾向にもあります・このため、同法の再々延長と

定できていない借り手が増加してきでおるという

件の変更などを受けたものの、経営改善計画が策

割に上ってきておるのも確かです.また、貸付条

変更を繰り返して行っている借り手が最近では八

はほぼ定着してきでおると存じます。一方、条件

行率は九割を既に超えておりますなど、その取組

します.金融機関による貸付条件の変更などの実

円滑化法は、本年三月までに期限が到来をいた

についてのお尋ねもあっております。

次に、金融円滑化法の再々延長を行わない理由

るさと日本への誇りと自信を抱くことができる強

を行っている個々の医療機関にとっては負担感が

したがって、消費税の八%への引上げに向けた

あるといった御意見がございます。

い日本であります。

残余の質問につきましては、関係大臣から答弁
させます・(拍手)

に係る消費税負担に関する措慣や診療報酬におけ

対応については、医療機関等における高額の投資

る対応を検討するため、中央社会保険医療協議会

〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕

二問御質問をいただきました。

附則百四条の経済状況の好転に関しましては、

す・

正附則第百四条についてのお尋ねがあっておりま

O 国務大臣(麻生太郎君〉平成二十一日平度税制改

〔国務大臣麻生太郎君登墳、拍手〕

いと存じます・(拍手)

税制抜本改革法等を踏まえ、検討をしてまいりた

また、医療に係る消費税の在り方についても、

ところでございます・

の下に分科会を設け、具体的な検討を進めている

O 国務大臣(田村憲久君)亀井亜紀子議員から、

まず、一問目でありますが、正社員と非正規労
働者の中間に位置する准正規労働者の創出につい
てのお尋ねがございました。

厚生労働省といたしましては、准正規労働者と
いう言葉は使ったことはございません。その上

で、非正規雇用の問題については、正規雇用を希
望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めると
ともに、非正規雇用労働者が安心して働けるよう

と考えております。その際に、典型的な正社員だ

正規雇用との格差の是正を図ることが重要である

一般的には、景気が悪化しているという状況から

が、最終的には、数字も大事だが、経済の実態な

持ち直して改善してきつつあるという状態を指す

けではなく、多岬憾な働き方が選べる環境整備を進
めることが必要でありまして.このために、企業

O 議長(平田健二君)これにて質疑は終了いたし

尽くしてまいる所存であります.(拍手)
どいろいろ考えた上で判断する、これが当時、国

ました・

内でのキャリアアップの支援、今回の二十五年度
本予算でも要求をいたしておりますけれども、

なお、今般の消費税率の引上げにつきまして

会で私が答弁をいたした内容だと存じます。

出席者は左のとおり。

副議長

議長

午後四時三十七分散会

本日はこれにて散会いたします。

キャリアアップ助成金などを利用いたしながら.

は、昨年八月に成立をしております税制抜本改革
法の附則第十八条にのっとって、本年秋には、

勘案し、判断をしていくこととなりますというよ

様々な経済指標を含め、経済状況などを総合的に

うに定められております。

いずれにいたしましでも、三本の矢で長引くデ

正昭君

健二君

顔張った人が報われる社会の実現に向けて全力を

尽くしてまいる所存でございます。
それともう一問、医療に係る消費税の対応につ

社会保険診療は、国民に必要な医療を提供する

いてのお尋ねがございました。

という高度の公共性を有することから、消費税は

非課税とされております。このため、消費税導入

崎回

山平
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員

田村智子君

士口問忠智君

藤巻幸夫君

大門実紀史君

福島みずほ君

斎藤嘉降君

中西健治君

値松恵美子君

風間直樹君

山下芳生君

柴田巧君

川上義博君

林久美子君

川田龍平君

市田忠義君

主±マルチイ君

榛葉賀津也君

水野賢一君

江口克彦君

福山哲郎君

藤原正司君

郡司彰君

浜田和幸君

小西洋之君

大野一冗裕君

田城郁君

西村まさみ君

江崎孝君

金子洋一君

牧山ひろえ君

川崎稔君

徳永久志君

六

山田太郎君

山内徳信君

紙智子君

又市征治君

真山勇一君

井上哲土君

中谷智司君

松田公太君

大久保潔重君

松野信夫君

寺田典城君

蓮紡君

室井邦彦君

米長晴信君

柳津光美君

岩本司君

藤田幸久君

小野次郎君

滑子開彦君

長浜博行君

棲井充君

小川敏夫君

石橋通宏君

縛井良和君

安井美沙子君

難波奨二君

徳永ヱリ君

金子恵美君

有国芳生君

川合孝典君

轟木利治君

大島九州男君

届

山東昭子君

鴻池祥叢君

荒井広幸君

佐藤正久君

小坂憲次君

福岡資麿君

亀井亜紀子君

渡辺孝男君

長沢広明君

加藤修一君

猪口邦子君

藤原良信君

山本香苗君

大久保勉君

若林健太君

荒木清寛君

佐藤公治君

浜田昌良君

前川清成君

足立信也君

自民勲君

渡辺猛之君

主演了君

尾辻秀久君

小見山幸治君

佐藤ゆかり君
長谷川岳君

国土交通大臣

環境大臣
国務大臣
(内閣府特命担

当大臣(原子力

防災))

大巨
大臣)

(内閣官房長官)

国務大臣

臣

国務大臣

(国家公安委員

会委員長)

国務大臣

(内閣府特命担
当大臣(防災))

(内閣府特命担
当大臣(沖縄及

び北方対策、科
学技術政策、宇

宙政策))

国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全、
少子化対策、男

女共同参画))

国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策))

国務大臣

革))

(内閣府特命担
当大臣(規制改

内閣官房副長官

内閣官房副長官

政府特別補佐人

内閣法制局長官

一七

田

古屋

昭宏君

伸晃君

義偉君

小野寺五典君

石

太

原

石井一君

那谷屋正義君

松井孝治君
藤川政人君

加治屋義人君

大

尾立源幸君

鈴木寛君
小林正夫君

谷岡都子君

衛

興務

藤末健三君

高橋千秋君
上野通子君

広野ただし君

舛添要一君

金子原二郎君

大塚耕平君

魚住裕一郎君

林芳正君

広田一君

丸山和也君

愛知治郎君

森ゅうこ君

西田実仁君

古川俊治君

森まさこ君

世耕弘成君

中原八一君

大家敏志君

木庭健太郎君

鶴保庸介君

輿石東君

西田昌司君

牧野たかお君

山本一太君

松あきら君

水岡俊一君

衛藤歳一君

熊谷大君

一川保夫君

北海俊美君

佐藤信秋君

山口那津男君

中西祐介君

池口修次君

塚田一郎君

中村博彦君

白浜一良君

高階恵美子君

直嶋正行君
水戸将史君
石井みどり君

野村哲郎君

草川昭三君

宇都隆史君

玉置一弥君
片山虎之助君
二之湯智君

岡田直樹君

平野達男君

森田高君
糸数慶子君

松村祥史君

柳田稔君

中山恭子君

松下新平君

山本順三君

辻泰弘君

横峯良郎君

水落敏栄君

有村治子君

敏充君

芳正君

憲久君

博文君

文雄君

禎一君

義孝君

太郎君

普三君

吉川沙織君

川口順子君

関口昌一君

安倍

片山さっき君

松浦大悟君

宮沢洋一君

当大臣(金融})

(内閣府特命担

財務大臣
国務大臣

内閣総理大臣

侮村聡君
磯崎仁彦君

岡崎トミ子君

国務大臣

石井浩郎君

岩城光英君

伊達忠一君

脇雅史君
磁崎陽嶋君

大河原雅子君
加賀谷健君

岩井茂樹君

相原久美子君

鈴木政二君

権改革))

橋本聖子君

溝手顕正君

法務大臣

赤石清美君

中曽根弘文君

吉田博美君

外務大臣

藤谷光信君

藤本祐司君

岸宏一君

文部科学大臣

総務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方分

山田俊男君

芝得一君

秋野公造君

武見敬三君

厚生労働大臣

松村施二君

津田弥太郎君

北川イッセイ君

竹谷とし子君

山崎カ君

償山信一君

谷川秀善君

加厳敏幸君

末絵信介君

舟山康江君

長谷川大紋君

小泉昭男君

神本美恵子君

青木一彦君

中川雅治君

三原じゅん子省

経済産業大臣
国務大臣
(内閣府特命担

農林水産大臣
行田邦子君

谷合正明君

槍))

損害賠償支援機

当大臣(原子力

谷亮子君
山谷えり子君

山本博司君

平山誠君

石川博崇君

羽田紘一郎君

野上浩太郎君

平山幸司君

谷博之君

藤井基之君

前回武志君

大江康弘君

山根隆治君

岡田広君

石井準一君
参議院会議録第十号

江田五月君
J一月六日

回中直紀君
平成二十五年

まさこ君

一太君

圭司君

匠
君

庸幸吾円

弘成君

朋美君

明

君
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平成二十五年三月六日
議長の報告事項

参議院会議録第十号

を許可し、その補欠を指名した。

計算書並びにこれらに関す

議長の報告事項
質問主意書及び答弁書

同日議長から内閣総理大臣宛次の決議を送付し

に関する質問主意書

高江へリパッド工事における土砂崩落事故

を明らかにされたい。

講じた措置等について、政府の本知するところ

二工事図面によると、崩落現場は、かなりの急

るため、立木を全面伐採した箇所であった。ゃ

斜面であるが、へリパッドの「無障害物待」とす

沖縄防衛局が‘沖縄県国頭郡東村高江で施工中

の「北部 (H二十三)着陸帯移設工事」の工事現場

なく、斜面の立木を伐採した場合、再三、土砂

んばる地方では、各所の林道工事を見るまでも

{N|四・一地区}で、本年一月上旬、士砂崩落事

のへリパッドの一部である「無障害物帯」の法面が

崩落事紋が発生している。今回の土砂崩港事故

放が発生した.この事故は、直径七十五メートル

崩落したもので、大量の赤土が、県民の水瓶であ

発生したことは明らかである。事故発生当時、

現地では大した雨量が観測されていないにもか

局長から説明を聴取したところ、「八メート

砂崩湾事故の原因をどう認識しているのか。

る.

この土砂崩落事故について.次のとおり質問す

も、急斜面の立木を全面伐採したことによって

提出)(第四八号)
同日内閣から次の答弁書を受領した・

における土砂崩落事故に関する質問に対する答

参議院議員糸数慶子君提出高江へリパッド工事

弁書(第四 O 号)

ル×十五メートル程度の範囲で表層が崩れた

県の赤土等流出防止条例に基づき、県に「事業

一沖縄防衛局は.今副の工事にあたって‘沖縄

行為通知書」を提出している。これに対し、県

て深刻な事態である。沖縄防衛局は、今回の土

二条第二項の規定に基づく日本放送協会平成二十

が、発生場所は、施工エリアではなく、その周

かわらず、土砂崩落事故が発生したことは極め

一-一年度業務報告書及びこれに付する岡大臣の意見

辺た。」とのことであった・

二月二十日、今回の事故について、沖縄防衛

同日内閣から、地方交付税法第七条の規定に基づ

しかし、ヘリパッドは、直径四卜五メートル

たが、そこには、「赤土等流出防止施設基準及

は、審盗後、防衛局に「確認済通知書」を返送し

び同施設管理基準の遵守を徹底してください。」

「無障害物帯」からなり、直径七十五メートルの

大きさである・今回の事故は、「接地帯」の外周

等の「印同意事項」がつけられていた。

の「援地帯」と、その外側の幅十五メートルの

百五十八条第二項の規定に基づく地方税における

にある土砂流出防止柵の一部が崩渡し、そこか

額書を受領した。

税負拘軽減措置等の適用状況等に関する報告書を

ら「笹川障害物帯」の土砂が大きく崩落したのであ

る時及び降雨時には見出り点検を実施して別紙

一一「見回り点検表」に記録すること‘さらに災害

関係)」の「第二管理基準」では、降雨の恐れがあ

れ以前から、様々な工事が行われてきており、

る・また、崩落個所付近では‘本年度、またそ
高江ヘリパッド工事における土砂崩落事故に

閉」というのなら、土砂崩落は、「無障害物帯」

置の結果」等を記載し.「見回り点検表の写し」

状況、原凶等」、「講じた応急措置の概要」.「始

ている。そして‘この別紙三では、「破領時の

いる。

及び「その他関係資料」を添付することとされて

では、かなり下の谷まで赤土が流出しており、

今岡の土砂崩絡事紋の状況、また、事故後に

沖縄防衛局の説明は事実に反している。

の中で収まっていることになる。しかし、現場

の借置報告」により知事に報止けすることと定め

により施設が破損したときは、別紙三「非常時

慶子

また、「八メートル×十五メートル程度の範

決して「施工エリアの周辺」ではない。

り、へリパッド予定地内部で発生した事故であ

赤十一等流出防止条例施行規則の「別表(第四条
受領した。

同日内閣を経由して総務大臣から、地方税法第七

く平成二十五年度地方団体の歳入歳出総額の見込

並びに監査委員会の意見書を受領した。

同日内閣を経由して総務大臣から‘放送法第七十

る福地ダム上流の谷に流出している。

地方活性化策に関する質問主意書(江口克彦君

向日議員から次の質問主意書が提出された。

パラリシビック競技大会に関する決議

第三十二回オリンピック競技大会及び第十六回

昨五日議長において、次のとおり常任委員の辞任 た。

行政監視委員
浮正甫尺
f41
1

はたともこ君佐藤公治君

許可し、その補欠を指名した。

同日議長において、次のとおり特別委員の辞任を

沖縄及び北方問題に関する特別委員
辞任補欠

武内則男君加賀谷健君
同日内閣から次の議案が提出された。

l

対照表、領益計算書、資本等変動計算書及び

日本放送協会平成二十三年度財産目録、貸借

キャッシュ・フロ

見書

る説明書並びに監査委員会及び会計監査人の意
同日内閣から予備審査のため次の議案が送付され
た。

地方税法の一部を改正する法律案(閣法第一二
回可)

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部
を改配する法律案(閣法第二ニ号)

律の・部を改正する法律案(閣法第一四号)

国会議員の選挙等の執行経貨の基準に関する法

八

関する質問主意書

糸
数

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提

殿

外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債

出する・

健

権の免除に関する特別措置法案(閣法第一五号)

平成一一十五年一一月一-十五日

参議院議長

田

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部
を改正する等の法律案(閣法第二ハ号)

求めるの件(悶承認第三号)

放送法第七十条第二項の規定に基づき‘本認を

平

外)

報
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目

は亦土等流出防止対策状況の報告を求めること

また、そもそも赤土等流出防止条例では、県

きと考えるが、政府の見解を示されたい。

た、地元住民代表らの同行についても認めるべ

写真の撮影を認めると同時に‘報道関係者、ま

対する答弁書

工事における土砂崩落事故に関する質問に

参議院議員糸数慶子宕提出高江ヘリパッド

の選定及び工法の選択についての再検討を行う

としており、お尋ねのようなへリパッドの位置

未然に防止する措置を必要に応じ倹討すること

考えはない。

ができると定められている。
一について

設工事」(以下「
H 二十三工事」という。)において

Nl 四・一地

区のヘリパッド工事は‘千百七十一平方メート

(平成六年沖縄県条例第三十六号.以下「県条

五今回、土砂崩落事故が発生した

ルの森林伐採が行われ、そのために土砂崩落事

は、着陸帯及び無障害物帯の一部(以下「着陸帯

施工中に着陸帯等から赤土等が流出することを

例」という。)の適用対象であるH 二卜三工事の

ところが、沖縄防衛局は、これらの「見附り

故が発生した。しかし、今後、工事が予定され

ろであるが、沖縄防衛局は、無障害物帯のうち

等」という。)の土地の造成て事が行われたとこ

防止するため、県条例第五条に規定する赤土等

無障害物帯には、沖縄県赤土等流出防止条例

移について
(H一一十一一一)着陸帯三

の土砂崩落事故に関する報告書をいっさい沖縄

点検表」や「非常時の措筒報告」等を含め、今回

ている H地区では、四千五百三卜九平方メート

当該造成工事を行った箇所とは異なる箇所にお

されており、今般の士砂の崩落によりその一部

流出防止施設{以下「防止施設」という。)が設世

本年度施工された「北部

県に提出していないが、その理向は何故か。早

ルもの伐採が行われ、さらに

五キロメートルもの進入路も造成されるので、

いて、斜面の表層の土砂が幅約八メートル、長

G 地区では、一

の見解を明らかにされたい。

急に提出するよう指示すべきと考えるが、政府

問地元住民らの要請により、二月中旬、沖縄県

さ約十五メートルにわたり崩浴していること

を、本年一月十二日に確認し、同日のうちに、

点で、着陸帯等において砕石舗装等による表土

が損壊したところであるが、崩落が発生した時

これら五か所のヘリパッド造成予定地でも、

さらに大規模な森林伐採が不可避である。

やはりかなりの急斜面が含まれており、このま

更なる土砂の崩落及び崩落した土砂の滑落を防

し、その際、沖縄防衛局は‘沖縄県と東村に対

と東村がそれぞれ現地立入調査を行った。しか

して、「米軍の許可が得られない」として、現地

ぐため、こうした箇所を応急的にシ

続する必要が認められない状況となっていたこ

保全が実施され、防止施設の設置及び管理を継

る。

までは、再度の土砂崩港事故の発生が危倶され

措置を施した上で、同年二月二十三日までに、

(平成七年沖縄県規則第六十四号)別表の第二の

とから、沖縄県赤土等流出防止条例施行規則

トで覆う

での写真撮影を禁止した。また、沖縄県が要求

ともに崩落箇所を復旧し、復旧した斜面及び崩

土砂の崩落を防止するための板柵を設置すると

l

している事故直後の現場写真についても、同理

も、今回の事故の原因を究明し、ヘリパッドの

今後の土砂崩落事故再発を防止するために

出防止条例に基づき、立入調査等を行う権限を

由で提供を拒否している。沖縄県は、赤土等流

令しており、崩落事故の原因の究明、今後の赤

本年二月一一同に同局庁舎において、同月十三日

なお、沖縄防衛局としては、岡県に対して、

ものである。

いては、沖縄県に確認し、理解が得られている

条例等の規定に照らして問題なかったことにつ

行っていないところであり、こうした対応が県

M表の第二の七の規定に基づく書類の提出を

ている御指摘の「見回り点検表」の写しを含め‘

七の規定による報告の際に添付することとされ

位置の選定、工法の選択についての再検討が必

植物の生育を阻害しないシ

落した土砂の表面には、崩落の防止等のため、

の矯種を行ったところである。

トの敷設や在来種

管する沖縄県や専門家、地元住民等を交えて検

要である。そのため、赤土等流出防止条例を所

討の場を設けられないか。それまでの期間は、

(H十九)着陸

t 砂の崩落箇所には当

かったことから、沖縄防衛局としては.崩落の

び復旧方法を説明しているところである.

には働法現場において、それぞれ崩落の状況及

及び崩落後、応急措置状況等の現場写真を、本

沖縄防衛局は.沖縄県に対し、斜面の崩落前

四について

のと認識している。

今後の工事の実施に巾」たっては、土砂の崩落を

北部訓練場ヘリコプター着陸椿移設事業に係る

政府としては、今般の土砂の崩落を踏まえ.

原因について、降雨等の影響による局所的なも

該伐採前の時点においても樹木は存在していな

採が行われたが、今般の

帯移設工事」として平成二十-一年度に樹木の伐

無障害物帯については、「北部

一及び五について
政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。

平成二十五年三月五日
内閣総理大臣

安倍

ヘリパッド工事を一時中止すべきと考えるが

l

現場写真の分析や、応急措置状況の写真撮影は

土等流出防止策の検討のためにも‘事故直後の

必要不可欠である。

そもそも、平成八年十一-月二日の施設及び区
域への立入許可手続についての合同委員会合意
において、国会議員や地方議会議員、地方公共

軍隊は、(略)すべての妥当な考慮を払う。」とさ

団体職員の「公的な立入」に際しては、「合衆国

れている。また、報道関係者の同行も申請によ

参議院議長平田健二殿
参議院議員糸数慶子宥提出高江へリパッド工事

紙答弁書を送付する。

における土砂崩落事故に関する質問に対し、別

沖縄防衛局が、県に対して、事故直後の現場

り可能なはずである。

写真、応急措置状況の写真を直ちに提供するよ

質問主意書及び答弁書

う指示すべきと考えるが、政府の見解を示され

参議院会議録第十号

たい。また、今後の「公的な立入」に際しては、
半成二十五年三月六日

九

目

"
'
"

外)
報
rム，

平成二十五年三月六日

参議院会議録第十号

年-一月二十五日に提供したところである。
御指摘の「地元住民代表ら」の意味するところ

が必ずしも明らかではないが、在日米軍の施設

及び区域への公的な立入りについては、立入者
に同行しようとする報道関係者によるものを含

め、日米合同委員会における平成八年十二月二
日の施設及び区域への立入許可手続についての

されている.この手続においては、米軍は、地

合意に定められている所要の手続に従って実施

域社会と友好関係を維持する必墜性を認識し、

讃を危うくすることなく、かつ施設及び区域の

立入りが、軍の運用を妨げることなく、部隊防

運営を妨げることなく行われる限りにおいて、

とされており、御指摘の写真撮影の可否につい

立入申請に対して全ての妥当な考慮を払うこと

と認識している。
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