【未定稿】
予算
平成２４年３月１２日

○委員長︵石井一君︶ これより質疑に入ります︒

│││││││││││││

○委員長︵石井一君︶ 平成二十四年度一般会計

山本一太君︒

│││││││││││││
予算︑平成二十四年度特別会計予算︑平成二十四

○山本一太君 総理︑あの東日本大震災から昨日

平成二十四年三月十二日︵月曜日︶
︵未定稿︶
○委員長︵石井一君︶ ただいまから予算委員会

年度政府関係機関予算︑以上三案を一括して議題

で一年目になりました︒改めまして︑あの震災で

午前八時五十五分開会
を開会いたします︒
といたします︒

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮

○委員長︵石井一君︶ この際︑小宮山厚生労働

亡くなられた方々の御冥福を心からお祈りしたい

平成二十四年度総予算三案審査のため︑必要に

大臣から発言を求められておりますので︑まずこ

総理のまず自己評価を伺いたいと思います︒

│││││││││││││

応じ政府参考人の出席を求めることとし︑その手

れを許します︒小宮山厚生労働大臣︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 政府を挙げて復

りいたします︒

続につきましては︑これを委員長に御一任願いた

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ 二月七日の予算委

旧復興に取り組んできたつもりでございますし︑

と思います︒

いと存じますが︑御異議ございませんか︒

員会での私の答弁について一言申し上げます︒

ます︒

案に関する理事会決定事項について御報告いたし

○委員長︵石井一君︶ 平成二十四年度総予算三

│││││││││││││

も市町村の判断によります︒また︑疾病区分はま

定期接種の自己負担については一類︑二類疾病と

らない︑今のままと答弁しましたが︑正しくは︑

応救済はどうなるかとの御質問に対し︑今と変わ

接種法の二類疾病になった場合︑接種費用や副反

算で実施している子宮頸がん予防ワクチンが予防

自民党の三原じゅん子委員からの︑現在補正予

ように本年は特に復興に向けてのスピードアップ

なければなりません︒そういう御批判がなくなる

もちょうだいをしているということは率直に認め

らは遅いあるいは行き届いていないという御批判

ただ︑率直に申し上げまして︑被災地の皆様か

いただきました︒

庁や復興特区等々の新しい制度や組織をつくって

一方で︑野党の皆様にも御協力をいただいて復興

これまでの野田政権の震災への対応について︑

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺

本日及び明日は基本的質疑を総括質疑方式によ

だ決定していませんが︑仮に二類疾病になれば健

を心掛けていきたいというふうに思います︒

○委員長︵石井一君︶ 御異議ないと認め︑さよ

り行うこととし︑質疑の割当て時間は三百三十一

康被害救済の水準は現在よりも下がります︒

本・無所属の会百十八分︑公明党四十八分︑みん

党・新緑風会百五分︑自由民主党・たちあがれ日

し上げます︒

的確に理解せず審議を混乱させたことをおわび申

以上︑訂正するとともに︑委員の質問の趣旨を

お考えでしょうか︒

ばいけないと思ううちの何％ぐらい達成できたと

○山本一太君 総理としてこれだけはやらなけれ

う取り計らいます︒

分とすること︑各会派への割当て時間は︑民主

なの党二十四分︑日本共産党十二分︑社会民主

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ ちょっと数字で

くとも復興に向けては集中期間が五年間︑そして

表すのはなかなか困難でありますけれども︑少な

○委員長︵石井一君︶ 速記を止めてください︒
○委員長︵石井一君︶ 速記を起こしてください︒

︹速記中止︺

党・護憲連合十二分︑新党改革十二分とすること︑
質疑順位につきましてはお手元の質疑通告表のと
おりでございます︒
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く平成二十四年度予算についても三・八兆円の復

と数字では表せませんけれども︑御審議をいただ

行を急がなければいけない等々︑なかなかちょっ

算成立をさせていただきましたけれども︑その執

指摘いただいた復興であるとか︑やらなければい

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 私自身は︑今御

うか︒

ている話合い解散というものはあり得るんでしょ

最初に︑まず総理に伺います︒巷間よく言われ

い︒

ういうことですか︑総理︒はっきり答えてくださ

くないと︑話合い解散の可能性はゼロ％だと︑そ

た上で︑適切な時期に解散については考えたいと

興に絡んだ予算がございますので︑そういうもの

けないことをしっかりやり抜いた上で国民の審判

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 解散については︑

方々の姿勢について厳しくただしていきたいと思

をしっかり執行しながらテンポを上げていきたい

を仰ぐというのが基本的な姿勢で︑特に今︑時期

はっきり具体的に言うべきものではないというふ

復興を完了するには十年という計画でありますが︑

というふうに考えております︒

であるとかやり方等を念頭に置いているわけでは

うに思いますが︑一体改革も含めてやらなければ

いうふうに思います︒

○山本一太君 野田内閣の震災対応についてはい
ございません︒

ならないことをしっかりやり抜いた上で適切な時

います︒

ろいろと申し上げたいことはあります︒あります

○山本一太君 総理は度々︑不退転の決意で増税

期に判断をするということに尽きます︒

一年たった中で︑例えば一次から四次まで補正予

が︑依然として被災地では大勢の方々が困難な状

法案を成立させるというふうにおっしゃっていま

○山本一太君 いや︑総理が話合い解散の可能性

○山本一太君 もう少し直接的に答えていただき

況に置かれていると︒東北三県で三十万人以上の
す︒

その上で質問に入らせていただきたいと思いま

と思います︒

でいきたいということをまず申し上げておきたい

べきところは協力をすると︑こういう姿勢で進ん

し︑政府に対してはしっかり注文をし︑協力する

党も引き続き政府に対して様々な提案︑対案を出

う思います︒こういう問題については私たち自民

せて前に進めていかなければいけないと︑私もそ

対策︑あるいは復興については与野党が力を合わ

とはしっかり胸に刻んで震災対策︑原発事故被害

とも含めてやらなければいけないテーマがたくさ

立を期していきたいと思いますけれども︑そのこ

がら野党の皆さんとも真摯に御議論をしながら成

速やかに御審議をいただいた中で︑当然のことな

てはこの年度内に法案提出をしたいと思いますが︑

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 一体改革につい

すか︒

総理の中にただの一％もないということでいいで

早期に解散・総選挙をやると︑こういう選択肢は

成して成立のめどが付いたら︑その見返りとして

自民党がこの国会で例えば消費税増税法案に賛

閣は必ず退陣に追い込みます︒場合によっては総

うに信念を持っています︒この国会であなたの内

リセットすることが国民の利益になると︑このよ

刻も早く解散・総選挙をやっていただいて政治を

が損なわれると︑そう思っています︒だから︑一

政権︑民主党政権が一日長く続くとそれだけ国益

党はやりません︑やりませんよ︒私たちは︑野田

は国民の前の談合ですから︑こういうことは自民

というものはあり得ないと思っています︒

びっくりしましたが︑私は総理︑話合い解散など

を全く否定していないという感じで私︑ちょっと

今私が申し上げた話合い解散をやるつもりは全

たいんですね︒

方々がまだ避難生活を強いられていると︒このこ

すが︑今日は自民党の五名のチームで予算の中身

んございます︒そういうことをしっかりやり抜い

そこの岡田副総理がおっしゃったように︑これ

について︑政府の様々な政策について︑閣僚の
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しょうか︒

○山本一太君 党内はきちっとまとめられるんで

していきたいというふうに考えております︒

ますので︑その法律に基づいて︑のっとって対応

は年度内に法案を提出するということになってい

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 附則の百四条に

でしょうか︒

案を国会に提出すると︑これは全く変わりません

と思うんですが︑三月の末までに閣議決定した法

測を呼んだ消費税増税法案についてお聞きしたい

きりとお伝えをしておきたいと思います︒

める︑こういう姿勢でいることをまず総理にはっ

理問責という手段も行使してあなたを必ず追い詰

○山本一太君 分かりました︒

出を目指して全力を尽くします︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 年度内の法案提

までに︒

らお辞めになるんですかと聞いたんです︑三月末

○山本一太君 答えていませんね︒出せなかった

というふうに思います︒

度内の法案提出目指して全力を尽くしていきたい

らればでお答えするのもどうかと思いますが︑年

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 余り悲観的なた

いですか︒

なかったら潔く辞めると︑こういうことでよろし

閣は即死だと思いますよ︒三月末までに提出でき

政府の信頼は失墜しますから︑その瞬間に野田内

ているんですよ︒これがもしできなかったら日本

り︶

うふうに受け止めております︒︵発言する者あ

んが︑しかし︑その報道は根拠がないものだとい

が事実かどうかということは話す必要はありませ

員に言ったんではなくて︑一つ一つの報道にそれ

○国務大臣︵岡田克也君︶ いや︑いや︑山本委

○委員長︵石井一君︶ 静粛に願います︒

か︒いいんですか︒
︵発言する者あり︶

に思います︒
︵発言する者あり︶委員︑いいです

のことに一々コメントする必要はないというふう

だと思いますが︑様々な報道がなされますが︑そ

も長い議員生活の中でよく承知しておられること

○国務大臣︵岡田克也君︶ いろんな報道︑委員

たが︑これは事実でしょうか︒

する方針を固めたと︑一部の新聞で報道されまし

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 年度内に法案を

どういうふうに責任を取られるおつもりですか︒

○山本一太君 三月までに提出できなかったら︑

でに至るようにしたいというふうに思います︒

で︑更に丁寧な議論を積み重ねながら法案提出ま

ございますし︑大枠は基本的には変わりませんの

綱と丁寧な議論をしながらまとめてきたつもりで

○山本一太君 消費税増税法案については︑ちょ

提出するために全力を尽くします︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 年度内に法案を

でくださいね︒

法案の出す出す詐欺だけは絶対に総理︑やらない

をしっかり見極めたいと思いますが︑消費税増税

総理が本当に党内をまとめられるのかということ

自民党の方から救命ボートは出しませんから︑

う事実はないということですね︒

○山本一太君 分かりました︒方針を固めたとい

したとか︑そういったことはございません︒

○国務大臣︵岡田克也君︶ 政府として何か決定

この報道は間違っているということですね︒

○山本一太君 もう一度聞きますが︑そうすると︑

ければ陳謝をいたします︒

○国務大臣︵岡田克也君︶ 私の答弁が十分でな

その上で総理に︑この話合い解散についての憶

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 成案︑素案︑大

提出をいたします︒

っと気になることがあります︒

○委員長︵石井一君︶ 静粛に願います︒

○山本一太君 野田総理は︑昨年十一月のカンヌ

末までに更なる一〇％の上のこの再増税の法案提

それでは︑この記事の中にある︑二〇一六年度
二〇一六年度の年度末までに再増税の法案を提出

一部の報道で︑消費税を一〇％に引き上げた後︑

のＧ 20
で︑成立のめどもない段階から消費税増
税法案を今年度中に提出すると︑半ば国際公約し
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改革を実施することとし︑今後五年をめどに︑そ

財政の状況︑経済の状況などを踏まえつつ︑次の

ある︒今回の改革に引き続き︑少子高齢化の状況︑

ることを考慮すれば︑今後も改革を進める必要が

の検討︑二〇五〇年以降︑高齢化のピークを迎え

案の附則に明記する可能性があるんですかと聞い

案を提出するという方針を︑今回提出する増税法

引き上げた後︑二〇一六年度末までに再増税の法

○山本一太君 もう一回だけ聞きます︒一〇％に

ことは︑それはこれからの検討課題でございます︒

このことを法案上どのように表現するかという

○山本一太君 だって︑委員長︑同じ質問を何度

⁝

○委員長︵石井一君︶ それでは︑恐縮ですが⁝

︵発言する者あり︶

聞いているんですよ︒ちゃんと答えてくださいよ︒

ですよ︒附則に明記する可能性があるかどうかと

○山本一太君 ちょっとそんなこと聞いていない

と聞いているんですから︒
︵発言する者あり︶

のための所要の法制上の措置を講ずることを今回

たんですが︑もう明確に答えてください︒

も繰り返しているんですよ︒ずっとはぐらかして

○国務大臣︵岡田克也君︶ 大綱の中には︑次の

の改革法案の附則に明記するということでござい

○国務大臣︵岡田克也君︶ この大綱の表現は先

いますよ︑明らかに︒
︵発言する者あり︶

出について︑この法案の附則に明記すると︑これ

ます︒

ほど読み上げたとおりであります︒それを基に今

○委員長︵石井一君︶ ちょっと速記を止めて︒

○国務大臣︵岡田克也君︶ 委員の御質問の趣旨

○山本一太君 ちょっともう一度お聞きしたいと

法案化の作業をしておりますので︑それは実際に

改革を実施することとし︑今後五年をめどに︑そ

思いますが︑二〇一六年度末までに一〇％に引き

法案化されたその案を御覧いただくことになると

○委員長︵石井一君︶ 速記を起こしてください︒

も全く決まっていないということですね︒

上げた後の再増税の法案を提出すると︑このこと

思います︒現時点ではまだ決めていないというこ

○国務大臣︵岡田克也君︶ 委員の御質問の趣旨

が︑二〇一六年に新たな増税法案を出すと︑そう

を今回の増税法案の附則に明記するという可能性

とでございます︒

が︑二〇一六年度末までに新たにその一〇％から

のための所要の法制上の措置を講ずることを今回

はあるんでしょうか︒

○山本一太君 決めていないということは︑可能

更に増税するということを⁝⁝

○国務大臣︵岡田克也君︶ 法案そのものは今検

○国務大臣︵岡田克也君︶ 今読み上げました大

性があるということですね︒

○山本一太君 増税をするじゃなくて︑増税の法

いう意味であれば︑そういうことは考えておりま

綱における記述がございます︒大綱を法案化する

○国務大臣︵岡田克也君︶ この大綱の表現︑今

案を出すということを附則に明記するかどうかで

の改革法案の附則に明記するというふうに書いて

ということでございますので︑この大綱をもって

後五年をめどに︑そのための所要の法制上の措置

す︒何度言わせるんですか︒

討中でございます︒ただ︑既に閣議決定した大綱

どういう法案化︑法案の中に記述するかというこ

を講ずることを今回の改革法案の附則に明記をす

○国務大臣︵岡田克也君︶ 増税の法案を出すと

せん︒

とは今後の検討課題でございます︒

るということでございます︒このことをどう表現

いうことを明記するということであれば︑そうい

あるわけでございます︒

○山本一太君 今後の検討課題ということは︑こ

するかというのは現在の検討課題でございます︒

うことは考えておりません︒

の中にはこういう記述がございます︒今後の改革

の二〇一六年度末の再増税の法案提出の方針が附

○山本一太君 明記する可能性があるのかどうか

︹速記中止︺

則に明記される可能性もあるということですね︒
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ことはしっかり申し上げておきたいと思います︒

としたら︑それは国民の理解は得られないという

後の法案をいつまでに出すようなもし議論がある

しゃいましたけれども︑この段階で一〇％上げた

いう可能性はないというふうに岡田副総理がおっ

いうめどが付かない中で︑まあ今︑ないと︑そう

い︑今の景気の状況も考えなきゃいけない︑そう

まず身を切るきちっとした改革をしなきゃいけな

すが︑順番が違うだろうとみんな思っています︒

みんな︑いつか消費税増税は必要だと思っていま

像にも残りました︒ありがとうございます︒

もうこれは議事録にも残りましたし︑テレビの映

○山本一太君 考えてないということですから︑

主党がクリーンな政党だということは全く事実と

な気持ちが全く感じられませんから︒はっきり民

治とお金の問題については襟を正すという積極的

に着いたと思いますね︒今の総理の答弁だと︑政

が次々に明らかになって︑もうそのイメージは地

いたわけですが︑その後閣僚の政治とお金の問題

と違うクリーンな政党だということを標榜されて

○山本一太君 民主党は︑政党発足時に︑自民党

とに尽きます︒

いますので︑その帰趨を注目をしているというこ

りますけれども︑まさに今︑裁判の進行中でござ

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 党の代表ではあ

お答えください︒あなた党の代表でしょう︒

すよね︒それしか感想はないんですか︒もう一度

○山本一太君 小沢さんはあなたの党の元代表で

を起こさないためにも︑あるいは危機管理の問題

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ このような事故

い深刻に受け止めているのか︑御答弁ください︒

もう一度︑本当にこのずさんな対応をどのくら

すよ︒

要な政策決定の検証なんて私はできないと思いま

片的︒これではあの事故に対応した政策決定︑重

身見ましたけれども︑余りにも貧弱︑散発的︑断

私は失策だと思います︒これ︑議事概要︑この中

○山本一太君 これは総理︑取り返しの付かない

考えております︒

をこれからしっかり行っていきたいというふうに

すし︑公文書管理法に基づいたきちっとした対応

点については真摯に反省をしていきたいと思いま

は伝わらなかった部分があるかと思います︒その

総理︑国民の六割はまだ増税に反対しています︒

次の質問に行きたいと思いますが︑その総理が

にしなければいけないという点においては深く反

て︑そして公正にきちっとした総括ができるよう

を含めても︑きちっと国民の皆様と情報共有をし
もお聞きしたいことがあります︒

さて︑原発事故のことについて︑一つどうして

違うことを申し上げておきたいと思います︒

進める増税路線に真っ向から反対されている小沢
一郎元代表の裁判についてお聞きします︒
先日の公判で︑小沢代表に対して禁錮三年とい

定の判断が出ると思いますので︑それを注視をし

ありましたけれども︑これから四月には判決︑一

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ そういう求刑は

け止めをお聞かせください︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ いわゆるきっち

いての総理の受け止めを伺いたいと思います︒

うものが発表されましたけれども︑この中身につ

会議の議事録︑議事概要というんですが︑こうい

本大震災とそれから福島第一原発の事故に関する

議で︑当時︑一回︑最初の方の会議ですか︑二回

その議事概要なるもの︑この中で︑第一回の会

玄葉大臣にお聞きしたいと思います︒

すけれども︒

○山本一太君 総理の言葉︑何か軽く感じられま

ます︒

省をしなければいけないというふうに考えており

ていくということで︑その個々の判断云々という

りと議事録を取っていない分︑議事概要という形

か三回か分かりませんが︑当初の︑最初の︑初期

先週︑三月八日か九日だったでしょうか︑東日

ことについてはコメントを避けたいというふうに

でございますので︑議論の全体等が国民の皆様に

うのが求刑されました︒これについての総理の受

思います︒
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すね︒

メルトダウンという言葉は出ていたということで

あの事故が起こった初期の段階から様々な会議で

○山本一太君 そうすると︑玄葉大臣︑いわゆる

に記憶しております︒

が十キロでよいのかという発言をしたというふう

可能性があるのではないか︑したがって避難地域

うことについて情報を収集を私なりにして︑その

がら持っておりましたので︑何が起きるのかとい

昼の会合だったと思います︒強い危機感を当然な

言をいたしましたのは第三回の会合で︑十二日の

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ たしか私がその発

うに報道されていますが︑これは事実でしょうか︒

かもしれないということをおっしゃったというふ

臣が最初からメルトダウンの可能性がある︑ある

の会議で︑当時国家戦略担当相だった玄葉外務大

おります︒

場でもなされていたというふうに私は承知をして

になるということを前提にいろんな議論が公開の

者の皆さんなども︑このままいけばメルトダウン

ょうということで︑例えば記者会見等における記

なで頑張って早く何とか冷却できるようにしまし

てメルトダウンになるかもしれない︑だからみん

冷却ができないということは燃料が空だきになっ

うところから︑これは恐らくほとんど全ての方が︑

あのときには︑まさに冷却ができなくなったとい

ての議論ということで玄葉大臣からございました︒

がこれから起こるかもしれないということについ

○国務大臣︵枝野幸男君︶ まず︑メルトダウン

か︒

このことを一切公表しなかった理由は何でしょう

ったのかもしれませんが︑枝野当時の官房長官が

言をしていたと︒いろんなところで多分議論があ

んからのお尋ねに対して︑その可能性がある︑そ

私自身︑十三日の朝だったと思いますが︑記者さ

をしているのかもしれないということについては︑

それから一方で︑実際にもう既にメルトダウン

の玄葉大臣来の話です︒

からなるかもしれないということの議論が先ほど

ない︑メルトダウンまだしていないけれどもこれ

のは︑このままだとメルトダウンになるかもしれ

○国務大臣︵枝野幸男君︶ 今のは︑お答えした

一回答弁いただけますか︒

んですよ︑枝野大臣︒

ますが︑これ︑やっぱり結果として言わなかった

しか認めたのは二か月後ぐらいだった記憶があり

っとメルトダウンを否定し続けてきて︑初めてた

不休でやっていたのはよく分かります︒でも︑ず

私は︑官房長官としてあのとき枝野大臣が不眠

かったものですから︑あの場であのような発言を

うと︒私が直接会議で発言する場はあの場しかな

令系統の中の方々が様々な議論をされていただろ

かったと思うんです︒あとはいわゆる直接指揮命

いたかと言われれば︑会議はもうあの会議しかな

なやり取りがあったというふうに承知をしていま

ら︑だからいろんなことをやっていたし︑いろん

も前提としてこのままではメルトダウンになるか

とは別次元の問題だと思っておりまして︑そもそ

たということが把握ができていなかったという話

その問題と︑実際に実はメルトダウンをしてい

トダウンをしている︑既にしているかもしれない

とについてコメントしたことはありますが︑メル

かという情報が実際に公表されて︑そういったこ

ではむしろメルトダウンをしていないんではない

実はその後︑個々の様々なデータで︑その時点

ちょっと今の説明はよく分からないので︑もう

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 様々な会議で出て

させていただいたということでございます︒

す︒

ということと︑そのことを前提に対応していると

してしかもその可能性があることを前提に対応し

○山本一太君 それでは︑当時官房長官だった枝

○山本一太君 今のはちょっと枝野大臣︑おかし

いうことは︑遅くとも十三日の段階で申し上げて

ているということは申し上げました︒

野経産大臣にお聞きしたいと思います︒

いと思いますよ︒

玄葉大臣は︑メルトダウンの可能性について発
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○国務大臣︵枝野幸男君︶ 事前の通告ございま

おっしゃったのは何月何日の何時何分ですか︒

ダウンの可能性があるかもしれないというふうに

○山本一太君 枝野大臣︑官房長官としてメルト

ります︒

ことについては正確にお話をしているつもりでお

たこと︑これについてはその時点で分かっていた

きこと︑発表すべきこと︑あるいはお尋ねを受け

ただ︑私自身︑私が知っていたことで公表すべ

のことについては大変申し訳なく思っております︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ はい︑そのとお

策の担当︑こういうことでしょうか︒

総理が外交政策の担当︑菅前総理がエネルギー政

○山本一太君 もう一度お聞きしますが︑鳩山元

分担はさせていただきました︒

において党務の一環として活動していただく役割

スの方︑代表経験者等の方々に︑それぞれの分野

おります︒

せんので正確な時間まで分かりませんが︑三月十

○山本一太君 枝野大臣は官房長官としての公表

悪い冗談だと思いましたよ︒鳩山元総理は︑普天

三日の︑何回かやっておりますが早い方の記者会

この議事録がまともにできなかった︑この議事

間問題をめちゃくちゃにして︑日米関係をがたが

りです︒

録をきちっと取っていなかったということは私は

たにした張本人じゃないですか︒菅前総理は︑こ

は全て間違いなかったというふうに思っていらっ

をしたいと思います︒

大変なことだと思っています︒これは︑人類史上

の間の民間事故調の報告書によれば︑あの原発事

見で申し上げております︒

○委員長︵石井一君︶ はい︑承りました︒協議

最悪レベルの原発事故の検証がこのおかげできち

故を深刻化させた人災の側面の中心を担っている

○山本一太君 これ総理︑私聞いたとき︑何かの

いたします︒

んとできないかもしれないということですから︑

わけじゃないですか︒

しゃるんですけれども︒

○山本一太君 そうすると︑枝野大臣は官房長官

これはもう民主党政権のやったことは万死に値す

これは幾ら何でも国民の方々の認識とずれてい

○山本一太君 それは後ほど記録としてこの委員

としては正しい報告をした︑メルトダウンについ

ると思いますよ︒この問題は︑今日は時間があり

ると思いますが︑今からでも撤回するおつもりは

会に提出していただくように︑私の方からお願い

てもきちっと言及をした︑つまり全て正しかった

ませんが︑予算委員会で徹底的に追及させていた

いては︑党外交という側面もありますので︑そう

と︒この枝野長官がメルトダウンを公表しなかっ

さて︑防衛予算についてお聞きをする前に︑一

いう面で頑張っていただきたいというふうに思い

ありませんか︒

つ思い出しました︒最近だと思いますが︑民主党

ますし︑民間事故調のお話ございましたが︑菅前

だきますから︑政府の方もきちっと準備をしてい

ういうことですか︒

の最高顧問である鳩山元総理が党の外交の担当に

総理の評価︑厳しい評価もありましたが︑一方で︑

たと思われていることは心外であって︑つまり全

○国務大臣︵枝野幸男君︶ 当時の官房長官とし

任命されたと︑菅前総理が党の新エネルギー政策

東電が撤退しようとしているときにそれを阻んだ

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 鳩山元総理につ

て︑現場の様々なデータを︑東京電力もそもそも

の担当に任命されたと︒これは総理︑事実でしょ

こと等︑あるいは統合本部をつくったこと等につ

ただきたいと思います︒

取れていなかった部分もありました︒それから︑

うか︒

いての一定の評価もありました︒そういうことを

く自分に恥じるところはない︑国民に対する背信

取れていた情報についてもしっかりと集約︑収集

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 党内で顧問クラ

行為でも何でもない︑全く何の反省もないと︑こ

ができなかった︑つまり把握ができなかった︑そ
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点になっております︒予算上は一機九十九億円で

ただくことで︑この秋の前に契約をするという時

その提案内容につきまして確認を︑厳守をしてい

て検討をいたしまして︑Ｆ Ａ
35は購入をするとい
う方針を防衛省としてはいたしました︒そして︑

○国務大臣︵田中直紀君︶ 提案内容につきまし

ますが︑今調達の現状はどうなっているんですか︒

田中大臣︑来年度の防衛予算︑Ｆ 35
次期戦闘
機四機三百九十五億円︑これ調達予定となってい

防衛予算の質問をさせていただきたいと思います︒

い︑適材適所だと言い続けている田中防衛大臣に

ますが︑その総理が最強の布陣︑最善の布陣と言

まあ︑党幹部の人事も本当に適切さを欠くと思い

総理は︑やはり人事が私は苦手だと思います︒

した︒

持っているということを確認をさせていただきま

党のエネルギー政策については菅前総理が影響を

には顧問として鳩山元総理が影響があると︑民主

○山本一太君 分かりました︒民主党の外交政策

す︒

面で活躍をしていただきたいというふうに思いま

い関心を持っていただいていますので︑そういう

○山本一太君 大臣︑もう一回お聞きしますが︑

今決めておらないのが現状でございます︒

ます︒したがいまして︑いつまでにということは

きながら製造していくと︑こういう予定もござい

二機は我が国の企業も何とか参加をさせていただ

定をしておるところでありますが︑引き続き四十

○国務大臣︵田中直紀君︶ 今︑中期防の中で予

か︒

すると大体何年度までという目標はないわけです

○山本一太君 引き続き十年のうちにって︑そう

で今進めておるところでございます︒

最低十年のうちに購入をしたいと︑こういう計画

部の四十二機は引き続き︑十数年といいますか︑

購入をする予定になっております︒それから︑全

ございます︒それから︑十二機は二十七年までに

○国務大臣︵田中直紀君︶ 四機は本年の予算で

うか︒

○山本一太君 このＦ Ａ
35四十二機︑一体いつま
でにどんなスケジュールで調達をされるんでしょ

す︒

○国務大臣︵田中直紀君︶ 四十二機でございま

○山本一太君 この次期戦闘機Ｆ Ａ
35︑そもそも
全部で何機調達される予定なんでしょうか︒

変更をするということもあり得るわけであります

機︑時期は決まっておりませんし︑事実この提案

りますから︑大きな流れとしては︑これは四十二

していただくことでこれから契約をするわけであ

ざいます︒その提案内容について︑これは厳守を

けれども︑これからまず四機契約をするわけでご

機を購入するということは方針は決めております

○国務大臣︵田中直紀君︶ いやこれは︑四十二

大臣の資格ないと思いますよ︒どうですか︒

の配備計画の詳細を説明できない︑これもう防衛

大臣おっしゃっています︒防衛大臣が主力戦闘機

いますよ︒Ｆ Ａ
35︑日本の次期戦闘機四十二機の
配備︑いつ終わるか決まっていないというふうに

○山本一太君 これは物すごく重大な答弁だと思

でございます︒

おりますので︑時期は決定をしていないのが事実

の企業も参画をしたいと︑こういう要望を出して

生産の状況もあるわけでありますし︑今後我が国

ら購入はするということでございますけれども︑

をするということは決定をいたしております︒そ

先ほど言いましたように平成二十七年までに購入

○国務大臣︵田中直紀君︶ 十二機については︑

たけれども︑そのとおりですか︒

ございますけれども︑それに関連する全体の予算

Ｆ Ａ
35は次期戦闘機として日本の安全保障の空の
中核になるんですね︒いつまでにその後調達する

から︑そういう面では︑これからの契約をすると

含めて︑引き続きエネルギーの問題については高

は六百億ということで今予算を組んでおるところ

かどうかはまだ決まっていないとおっしゃいまし

内容を厳守していただかなければこの機種もまた

れ以降につきましては決めておりません︒これか

でございます︒
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に入れながら選定を進めていくということもあり

ができないということになれば新たな機種も考慮

上の常識でございますから︑当然その時点で契約

て︑これは見直しをするということはこれは契約

かなければこれは購入できません︒したがいまし

約でございますから︑提案内容を厳守していただ

○国務大臣︵田中直紀君︶ これはこれからの契

員会でおっしゃったことで間違いありませんか︒

か機種変更の選定に入ると︑これ衆議院の予算委

の時期に提案内容が実現できないと契約取りやめ

ていますけれども︑そうすると︑あれですか︑そ

だと︑夏前に契約するみたいなこともおっしゃっ

っしゃっていましたけれども︑アメリカと交渉中

それではお聞きしますが︑さっきもちょっとお

らそういうお言葉を聞くというのは本当に驚愕し

力戦闘機の配備が決まっていないと︑防衛大臣か

○山本一太君 私︑本当に驚きました︒日本の主

解をいただき︑御報告をいたしたいと思います︒

ことで今真剣に取り組んでおるということを御理

して選定を進めていく︑そして契約にするという

事実でありますし︑我々も真剣に注視をして︑そ

入する時期は今決めておらないというのはこれは

いうことでございますので︑四十二機の全機を購

対大丈夫だと言っていたのが︑いや︑もしかした

念が言われていたんですよ︒今の状況︑最初は絶

ないとか価格が高騰するんじゃないかとかいう懸

○山本一太君 防衛大臣︑このＦ Ａ
35は元々︑開
発が遅れるんじゃないかとか調達が遅れるんじゃ

違いない返事をしておるつもりでございます︒

それを進めておるということでございまして︑間

というアメリカサイドのお話もあるわけですから︑

かって︑そしてまた︑契約内容を厳守していこう

うことで交渉をして︑今その交渉はその実現に向

あるいは価格については守っていただく︑こうい

おるわけでありますから︑間違いなく四機は納期

し︑我が国にとってはこれは既に機種を選定して

ういうことも方針を出されているわけです︒しか

予算上の問題もあって機種を減らしていくと︑こ

てまた︑Ｆ Ａ
35︑世界の国々がこの機種を要望を
しておるところでありますが︑アメリカサイドは︑

アメリカの国防政策が発表をされました︒そし

○国務大臣︵田中直紀君︶ お答えいたします︒

これ何で変わったんですか︒

弁変わっているじゃないですか︒中止もあり得る︑

一切変更なしと言いました︒だけど︑衆議院の答

臣も︑今年の一月末の記者会見でスケジュールは

う納期に納める確約があると言いました︒田中大

○山本一太君 一川前大臣は︑昨年の十二月にも

性は若干あるということでありまして︑その可能

と違うわけでありますから︑そういうことも可能

きないということになれば︑これはこちらの意向

しかし︑最終的に契約のときにこれは実現がで

とに聞いております︒

するということでありますし︑私も生産状況を報

ら数か月あるわけであります︒今は当然︑厳守を

○国務大臣︵田中直紀君︶ 契約までにはこれか

る可能性もあるんでしょう︒

可能性について答弁で言及したんですか︒中止す

確実に納期を守るというんであれば︑何で中止の

○山本一太君 おかしいですよ︒じゃ︑確実に︑

わけではございません︒

進めるということで︑一切流れとしてはおかしい

ありますから︑その中であってこれからの契約に

然それは守っていくという返事が来ているわけで

する︑そしてまた納期どおり納入をしていただく

いておるわけでありまして︑我が国のものは製造

して生産に全力を挙げているということを私は聞

変わりましたけれども︑今工場では各国は協力を

けではございません︒アメリカの政府の考え方は

○国務大臣︵田中直紀君︶ 判断を誤っているわ

ゃないですか︒判断ミスでしょう︑そうしたら︒

衛省のこの分析︑見極めが甘かったということじ

告を受けておりますが︑そのとおりいくというこ

ということで今話をし︑そしてまた︑現場では当

得るわけでございますので︑私はそういう答弁を

ら中止するかもしれませんというのは︑それは防

ました︒

しておるところでございます︒
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【未定稿】
予算
平成２４年３月１２日

○国務大臣︵田中直紀君︶ これは︑Ｆ４が老朽

日本の防空体制にどんな影響があるんでしょうか︒

じゃ︑もし調達が取りやめになったとしたら︑

るんだったらお聞きします︒

○山本一太君 Ｆ Ａ
35︑調達を取りやめる可能性
もあるということなんですけれども︑可能性があ

いことはないんだと思いますよ︒

らおかしいことはないんだと思いますよ︒おかし

もってやっていくということでありますから︑何

命しておると︑先方も︑でありますから︑それを

は守れるか守れないかは︑これは今努力を一生懸

れは契約内容によって︑提案内容について︑これ

性が⁝⁝︵発言する者あり︶それは何事にも︑そ

めにこれは採用をするということで来ておるわけ

が︑私はそのために︑我が国の防衛力の強化のた

ことでお話をされておるんではないかと思います

では︑先生も防衛力の強化を図っていこうという

日に至って購入をするということで︑そういう面

っていくという中にあって︑機種の選定をし︑今

中期防︑大綱によっても更なる防衛力の強化を図

代の流れであるわけでありますから︑そしてまた︑

この防衛力を強化をするということは︑これは時

が国もその最新鋭の機種を購入することによって

用したような状況が各国にあるわけですから︑我

おきましても︑やはり世界のこの新しい機種を採

○国務大臣︵田中直紀君︶ 我が国の防衛体制に

のか︑具体的に教えてくださいと言ったんです︒

からいたしましても︑我が国の防衛力を強化して

○国務大臣︵田中直紀君︶ 現在︑周辺国の状況

ましてお答えをいただきたいと存じます︒

変わるのかというのが質問ですから︑それに対し

したので︑その場合には日本の防衛がどのように

そういう可能性についてあなたがお触れになりま

田中防衛大臣︑機種を変更する場合︑あるいは

質疑を続行いたします︒

てください︒

○委員長︵石井一君︶ それでは︑速記を起こし

○委員長︵石井一君︶ 速記を止めてください︒

いたしております︒
︵発言する者あり︶

の防衛力の強化に支障を来すというふうに認識を

いく必要があるわけでございますし︑今保有して

︹速記中止︺

化したと︑こういうことで新しい機種を購入をす

でございます︒
︵発言する者あり︶

すので︑最新鋭のＦ 35
を購入をすると︒
これができない場合には︑やはりそれは周辺国

るということでありますし︑このアジアの安全保

○委員長︵石井一君︶ 速記を起こしてください︒

との関係で我が国の防衛力が劣るという状況にな

おる機種は相当老朽化してきておるわけでありま

○国務大臣︵田中直紀君︶ 簡単に申し上げます︒

ら新たな最新鋭の機種を購入をして我が国の防衛

○委員長︵石井一君︶ 速記を止めて︒

専守防衛︑この機種を購入をして︑そしてこの中

Ｆ 35
が購入ができないということになります
と︑現有機を有効に活用していくことになるわけ

がいまして︑これが購入できないという場合には

障環境も非常にそういう面では緊迫した面もある

にあって監視体制を充実を図っていくために購入

でありますが︑やはり最新鋭のＦ 35
を購入する
ことによって我が国の防衛力は更なる強化が図れ

我が国の防衛力がそういう面では他国に比べて劣

って我が国の防衛力が低下してはいけないという

︹速記中止︺

をするわけであります︒

るということでやっている⁝⁝︵発言する者あ

ると︑劣っていくということを危惧をして購入を

わけでありますから︑我が国といたしましては︑

ことで今進めているわけであります︒

り︶我が国の日米のこの同盟の中での購入の問題

してきておるわけでございます︒

力が他国よりも劣らないようにしていくと︒した

るわけでありますので︑そういう面では︑これか

○山本一太君 防衛大臣︑全然質問に答えていま

も一つございます︒あるいは︑これからの我が国

したがいまして︑これが購入できないことによ

せん︒Ｆ Ａ
35︑購入できなかった︑調達できなか
ったら︑どういう我が国の防空体制に影響がある
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大事な機種選定であると認識をしておりますし︑

が国の防衛力を整備していくということで非常に

界の安全保障環境の中で時代に遅れないように我

私は︑ごく︑この機種を変更していくことは︑世

必要な状況にあるということでございますので︑

○国務大臣︵田中直紀君︶ 世界は︑そういう面

すよ︒
︵発言する者あり︶

るのか︑具体的な事実を教えていただきたいんで

○山本一太君 どう劣るのか︑防衛大臣︑どう劣

いうことで来ているわけでありますが︑是非この

しかし︑現有の機種を何とか今活用していこうと

とになりますと我が国の防衛力に空白を生ずる︒

でありますので︑これが購入ができないというこ

ていくと︑こういうことで今進めてきておるわけ

えていく︒このＦ Ａ
35はステルス性もあるわけで
ございますが︑そういう時代に合ったものに替え

新しい世界で使っておるような最新鋭の機種に替

のこの航空自衛隊の機種について︑Ｆ 15
の老朽
化した機種がございます︒それをできるだけ早く

いうことに決まっております︒その中で︑我が国

この航空自衛隊の機種は二百六十機購入をすると

○国務大臣︵田中直紀君︶ 防衛大綱と中期防で

は臨むと︑こういう大前提があるわけでありまし

てまた中期防で二百六十機の機種の体制で我が国

先ほど申し上げましたように︑防衛大綱︑そし

は感謝申し上げます︒

○国務大臣︵田中直紀君︶ はい︒大変委員長に

なしに︑御答弁いただきたいと願います︒

購入するとかしないとかということを動かすので

起こった場合には我が国の防衛体制にどういう影

もしその機種が購入できないというような状況が

り︶

変申し訳ございませんでした︒︵発言する者あ

ございますので︑誤解を与えた表現だったのは大

○委員長︵石井一君︶ 静粛︑静粛に願います︒

います︒
︵発言する者あり︶

おるということを私は御理解をいただきたいと思

で︑これを購入をするということを全力を挙げて

購入できないということは今考えておりませんの

てはならないということで申し上げたわけであり

不足したかもしれませんが︑そういう事態があっ

ではこれは全力を挙げるんで︑大変これは言葉が

○国務大臣︵田中直紀君︶ それは契約に至るま

○委員長︵石井一君︶ 静粛に︒

あり︶申し訳ございません︒

してきておるところでございます︒
︵発言する者

げてこの機種を購入をするということで今努力を

進めてきておるところでありますので︑全力を挙

というお話でございました︒これは︑これから努

でもそういう事態があった場合にはどうするんだ

て御質問がありましたので︑衆議院の予算委員会

ないで来ているわけでありますが︑あえて︑あえ

万が一︑もしもということは︑これは私は考え

ということでございます︒

契約に向かって︑今︑日米で努力をしてきておる

るいはＦ４の代替機としてＦ Ａ
35を購入をすると︑
こういう方針を立てたわけでございますし︑この

て︑先ほど申し上げておりますように︑Ｆ 15
あ

響があるのかという︑そういう質問であります︒

︵発言する者あり︶

ますが︑これは契約をこれからするわけでありま

力をしていく契約でございますので︑その万が一

今回のＦ Ａ
35は︑そういう面では最新鋭の機種で
ございますので︑専守防衛にとってやはり非常に

○委員長︵石井一君︶ 防衛大臣に申し上げます︒

全力を挙げてこの機種を購入をしていくというこ

機種を購入をしたいということで︑今この方針で

ではステルス性の状況もあるわけでありますから︑

とに今努力をしてきておりますので︑仮にこれが

○委員長︵石井一君︶ それでは︑速記を起こし

すので︑私は全力を挙げてこの契約の履行を実施

ということは考えておらないわけでありますが︑

田中防衛大臣︑もう一度適切に質問にお答えを

︹速記中止︺

それじゃ︑速記を止めてください︒

てください︒

するということで日米で今努力をしていることで

いただきたいと存じます︒
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【未定稿】
予算
平成２４年３月１２日

のちょっとお話を申し上げたのが現状でございま

そういう事態に起こったのは大変困るということ

あえてそういうお話︑御質問がありましたので︑
は︑Ｆ４の有効活用︑そしてまた日米協力で防衛

するというおそれがあるわけでございます︒当面

ば︑購入をできなければパワーバランスに影響を

く決めていない︒これが安全保障ですか︑大臣︒

後どういう機種を選定するか︑いつまでにか︑全

入ができなくなる可能性があると︒しかし︑その

材適所の防衛大臣なんでしょうか︑伺いたいと思

野田総理にお聞きします︒

全力を尽くしてまいりたいと思います︒

います︑総理のお考えを︒

に支障がないようにしていくということでござい

○山本一太君 私が求めた答弁︑もうちょっと具

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ Ｆ Ａ
35を機種選
定したときには︑三つの機種の御提案がございま

す︒
︵発言する者あり︶

○国務大臣︵田中直紀君︶ 先生がお話しのＦ 35 体的なお話したんですけれども︑もうこれ以上ど

○委員長︵石井一君︶ 速記を起こしてください︒

うフォローしたらいいか私も分からないんで︑そ

したけれども︑それらを客観的に公正に選んで︑

田中防衛大臣は最強の布陣なんでしょうか︑適

Ａが購入できなかった場合にどういうふうに我が

れではちょっと次の質問をさせていただきますが︑

その際にはコストの問題であるとか納入時期の問

ますし︑防衛省としては期限内に納入できるよう

国の防衛力に影響があるかと︑こういうお話でご

田中大臣︑新しい機種を入れるとおっしゃいまし

題︑しっかり提案どおりやるように強く要求をし

○委員長︵石井一君︶ ちょっと速記を止めて︒

ざいます︒

たが︑じゃ︑今の段階でどの機種をいつまでに入

︹速記中止︺

当然︑今申し上げたように︑二百六十機の体制

契約に向かって努力をさせていただきたいと思い

をいただきたいと思います︒これは全力を挙げて

ことで納入を努力をしておるということを御理解

障環境に見合う防衛力を保持したいと︑こういう

その新しい機種を購入をして︑そしてこの安全保

機種は老朽化してきておるということで︑是非︑

てまたどういう手続で︑そしてまたどういう機種

いう事態が発生した場合にはどういう形で︑そし

これから︑先生の御指摘でございますので︑そう

う事態は今想定はしておらないわけでありますが︑

に今回提案のあった機種もございますが︑そうい

おりません︒これからの話でございますし︑確か

○国務大臣︵田中直紀君︶ それは全く決まって

が購入できなかった場合︒

ざいましたが︑そのときについても日本の防衛に

質問で︑万が一ということに備えての今お話がご

おりであって︑そういう基本方針の下に︑仮定の

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 今申し上げたと

んです︒

って聞いたんです︒最強の布陣なのかって聞いた

○山本一太君 答えてください︒適材適所なのか

踏まえていただいているというふうに思います︒

うふうに思いますし︑そのことは御自身しっかり

うに万全を尽くすのが今の防衛大臣の役割だとい

ています︒それに基づいてきちっと契約できるよ

で今︑我が国の防衛︑航空防衛ですね︑守ってい

れる計画なんですか︑Ｆ Ｈ
35が購入できなかった
場合︒
︵発言する者あり︶ごめんなさい︑Ｆ Ａ
35

ます︒
︵発言する者あり︶

を提案していただくか︑こういうことは考えてい

空白が生じないようにという今お話をしましたの

るわけでありますが︑残念ながら今保有しておる

○委員長︵石井一君︶ 速記を止めてください︒

ければと思っております︒

︹速記中止︺
○委員長︵石井一君︶ 速記を起こしてください︒

○山本一太君 次期主力戦闘機のＦ Ｈ
35の購入が
できない︑ Ａ
35︑失礼いたしました︑Ｆ Ａ
35の購

っております︒

で︑きちっと職責は踏まえているというふうに思

○国務大臣︵田中直紀君︶ Ｆ 35
はステルス性
などに優れた最新の航空機で︑あえて申し上げれ
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予算
平成２４年３月１２日

○国務大臣︵田中直紀君︶ 今は交渉中でござい

いうことなんでしょうか︒

億以上に値段がなったら︑これは調達はやめると

っしゃいましたけれども︑そうすると一機九十九

ったら中止の可能性もあるというようなことをお

○山本一太君 先ほど日本側の提案が実現しなか

います︒

Ａ
35計上しているんでしょうか︒
○国務大臣︵田中直紀君︶ 一機九十九億でござ

田中大臣︑二十四年度予算︑一機幾らでこのＦ

というふうに今おっしゃったわけですけれども︒

○山本一太君 野田総理は適材適所の防衛大臣だ

○国務大臣︵田中直紀君︶ 委員長︑どうもあり

らいいじゃない︒

すか︒ちゃんとそういう︑やるならやると言った

すから︑取りやめないと言ったらいいじゃないで

たらその購入を取りやめるのかと言っているんで

簡潔に答弁を求めています︒九十九億以上になっ

○委員長︵石井一君︶ 田中防衛大臣︑質問者は

り︶そういう状況でございます︒

ろであります︒一機当たり⁝⁝︵発言する者あ

をいたしております︒その範囲内で購入ができれ

わけでありますから︑全体で六百億の費用を計上

りますが︑それの運用をするために費用が掛かる

上げたいと思います︒
︵発言する者あり︶

あえて御質問でございましたので︑御答弁を申し

せんけれども︑交渉事でございますので︑しかし︑

でございます︒

が足しますと六百億になるというのが予算の内容

してＦ 35
を取得をする︑その他シミュレーター
の取得経費等として二百五億円を計上して︑それ

闘機Ｆ Ａ
35の取得ということで四機三百九十五億
円でございますが︑現有の戦闘機Ｆ４の後継機と

いいまして︑新たな戦闘機の取得として︑次期戦

ことではございませんけれども︑この予算書から

ていくということでございます︒

ということで今検討もしておるところでございま

すので︑その範囲内で四機を購入をしていきたい

予算を組ませていただいておるところでございま

ありますが︑これの運用等を含めますと六百億の

ございますので︒ただ︑努力をさせていただくと

これは交渉事でございますし︑相手もあることで

わけでありますから︒今のところ分かりません︑

上になっても四機六百億の範囲内で対応していく

交渉でありますから︑それは︑その九十九億以

各位はそのまま着席してしばらくお待ちください︒

十分以内︑五分程度の休憩をいたしますが︑大臣

政府の統一見解をまとめて答弁させますので︑

○委員長︵石井一君︶ 速記を起こしてください︒

ただ︑お話を申し上げるこの内容ではございま

す︒

いうことで御理解をいただきたいと思います︒

ば購入をするということは︑私は考えておるとこ

ますので︑大前提で守っていただくということに

がとうございました︒

全力を挙げてこの予算の範囲内で当然対応をし

いたしておりますが︑四機全体で一機九十九億で

○山本一太君 いや︑ちゃんと答えてください︒

︵発言する者あり︶

○委員長︵石井一君︶ 速記を止めて︒

九十九億円以上だったら調達をやめるということ

○委員長︵石井一君︶ 速記を止めて︒

午前十時十分休憩

暫時休憩いたします︒

︹速記中止︺

ですかとお聞きしたんです︒

│││││・│││││
○委員長︵石井一君︶ 速記を起こして︒

○委員長︵石井一君︶ ただいまから予算委員会

︹速記中止︺

億でありますが︑その運用で四機で六百億という

○国務大臣︵田中直紀君︶ 前提は︑これは交渉

を再開いたします︒

○国務大臣︵田中直紀君︶ 一機当たりは九十九
ことでありますから︑一機の四倍でいわゆる四百

事でございますから︑詳細については申し上げる

午前十時二十五分開会

億の予定︑約四百億の予定を組んでいるわけであ
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【未定稿】
予算
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○国務大臣︵田中直紀君︶ この四機は政府との

これは簡単に言うとどういう方式でしょうか︒

○山本一太君 大臣︑来年度のこのＦ Ａ
35の調達
は︑ＦＭＳ︑有償軍事援助方式となっていますが︑

渉を努力してまいります︒

書で示された一機九十九億円であり︑この額で交

あり得ます︒いずれにしても︑予算額は提案要求

取得価格が変動することは︑過去の事例からも

○国務大臣︵田中直紀君︶ お答えいたします︒

○山本一太君 大臣︑御存じだと思いますが︑ア

円で大体百二十億ということで聞いております︒

○国務大臣︵田中直紀君︶ ドルでいいますと︑

か︒

年度のＦ Ａ
35の調達価格は︑大臣︑幾らでしょう

○山本一太君 それではお聞きします︒米軍の来

にあります︒

○国務大臣︵田中直紀君︶ 先生がお話しのよう

達価格を決めるというルールはあるんですか︒

○山本一太君 ＦＭＳだとアメリカ側が納期や調

でございます︒

契約し︑我が国が輸入をするということがＦＭＳ

ＦＭＳとは政府有償援助のことであり︑政府間で

のが状況でございます︒

うということで︑注意深く注視をしておるという

この価格あるいは納期については厳守をしてもら

して心配をいたしておりますので︑日々担当には︑

が︑先生の御心配されておる点も私は当然大臣と

すので申し上げることは差し控えたいと思います

縮でございますが︑それ以上︑交渉事でございま

○国務大臣︵田中直紀君︶ 仮定の話は︑大変恐

ですね︒

ても購入する︑調達する可能性があるということ

まま適用されて︑一機分百二十二億円以上になっ

○山本一太君 それでは大臣︑ＦＭＳ方式︑その

ことで進めておるところでございます︒

ので︑しかしこの内容を厳守していただくという

休憩前に引き続き︑平成二十四年度総予算三案

契約になっておりますので︑政府との交渉で購入

メリカの武器輸出管理法だと米軍の調達価格より

いてアメリカの政府の要望に沿って我が国は購入

○国務大臣︵田中直紀君︶ 納入時期と金額につ

願います︒

○委員長︵石井一君︶ 田中防衛大臣︑再答弁を

とになるわけでございます︒
︵発言する者あり︶

厳守してもらうということで交渉を進めていくこ

で︑価格︑納期についてはアメリカの提案内容を

の政府と直接交渉をするということでありますの

○国務大臣︵田中直紀君︶ この四機はアメリカ

○委員長︵石井一君︶ 田中防衛大臣︒

言する者あり︶

というものは若干今までもあったわけであります

ということでございますから︑当然この価格変動

案内容を厳守していただいて今交渉を進めておる

ておるわけでありますので︑あくまでも先方の提

せた段階でもそれを守っていくという返事はされ

でございますし︑先般アメリカサイドに問い合わ

提案内容を交わしたのは一機九十九億ということ

るわけでございます︒しかし︑今︑当然︑日米で

○国務大臣︵田中直紀君︶ その心配は確かにあ

すよね︒これで本当に調達できるんでしょうか︒

そうしたらもう百二十二億円以上になっちゃいま

ＦＭＳ契約の場合は高くする義務があるんですね︒

ここで辞める︑交代すると言っていただけません

気煥発な副大臣がもうじれて待っていますから︒

ていただきたいんですよ︒渡辺副大臣みたいな才

を考えて︑あなたには一刻も早く防衛大臣を辞め

いじめるつもりもありません︒でも︑真剣に国益

分かります︒クイズをやるつもりもありませんし︑

し︑一生懸命やっていただいているということも

田中大臣︑私︑大臣のお人柄も分かっています

返ってこないと思うからです︒

大臣︑これ以上は突っ込みません︒恐らく答弁が

昨日徹夜で質問を準備したんですけれども︑もう

○山本一太君 この価格の問題について︑かなり

田中防衛大臣の再答弁を求めます︒

を一括して議題といたします︒

をするということになるわけでございます︒
︵発

をすると︑こういうことになるわけでありますが︑
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を申し上げたいと思います︒

て私は全力を挙げて努力をしていくことをお約束

て︑私も粉骨砕身務めてまいります︒防衛に対し

○国務大臣︵田中直紀君︶ 先生の御指摘を受け

○委員長︵石井一君︶ 静粛に願います︒

あるんですね︒
︵発言する者あり︶

衛大臣が自分は十分に務まると︑そういう自信が

田中大臣︑この国難のときにある日本︑この防

だけ︒

○山本一太君 もう一度だけ聞きます︑もう一度

取り組んでいく決意で今おるところでございます︒

○国務大臣︵田中直紀君︶ 私は︑業務に真摯に

か︒

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ まず︑膠着状況で

いますか︒

先行させると普天間問題は解決に近づくと思って

○山本一太君 海兵隊のグアム移転を切り離して

ろであります︒

論をするようにというふうに指示をしているとこ

いう観点からよく議論をするように︑主体的に議

日本あるいはアジア太平洋全体に関する抑止力と

どこにどれだけ行くかということについて︑特に

になっているのは︑いわゆる部隊の構成︑人数︑

力的に議論を行っているという状況で︑特に中心

式な議論を開始をしたところでありまして︑今精

縄の負担軽減を先行させるということについて公

編問題︑特に今までのパッケージを切り離して沖

まえれば︑踏まえれば︑私はその状況よりは早く

ついてまだ理解が得られていないという状況を踏

ージだったわけであります︒

結果生ずる嘉手納以南の土地の返還︑これパッケ

古の移設︑そしてグアムへの海兵隊の移転︑その

と思いますが︑パッケージで普天間の移設︑辺野

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ もう全て御存じだ

い︒

進むとおっしゃった具体的な根拠を教えてくださ

おっしゃっていますが︑土地の返還が今より早く

だろうと︑でも︑土地の返還は今より早く進むと

聞のインタビューで大臣が︑一年というのは無理

お聞きしたいと思いますが︑三月一日の毎日新

つまりこの間の新しい日米合意の中身︑これにつ

と思います︒

天間基地移設問題についてお聞きをしていきたい

それでは︑いろいろ質問を準備しましたが︑普

おきたいと思います︒

き付けるしかないと︑これをはっきり申し上げて

いんだったら︑参議院でどこかで失格の通知を突

ないと思います︒田中防衛大臣がお辞めにならな

う覚悟だったら防衛大臣は決して受けるべきじゃ

かのように誇らしげな表情でこの切離しを発表し

○山本一太君 私は︑玄葉大臣が鬼の首を取った

をしています︒

ことは私は賢明な考え方であるというふうに確信

したように︑できるところから進めていくという

考えておりますが︑あわせて︑先ほど申し上げま

私は固定化は絶対あってはならないというふうに

あらゆる努力をしながら進めていくという意味で︑

て︑普天間の移設︑辺野古移設については丁寧に

ますので︑できるところから進めていくと︒そし

あったことは私は否めないというふうに思ってい

○山本一太君 全くめどがないということですが︑

おります︒

るように努力をしていきたいというふうに考えて

ん︒ただ︑可能な限り早期に土地の返還が実現す

できるというふうに断言できるわけではありませ

だというふうに思いますけれども︑現時点で明示

の返還のその時期を明示できるかと︑こういう話

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 嘉手納以南の土地

三年以内ぐらいにはめどが付くんですか︒

いないと思うんですが︑一年が無理なら︑じゃ︑

○山本一太君 いや︑全然具体的な根拠になって

なるというふうに考えているところであります︒

残念ながら︑残念ながら普天間の辺野古移設に

○山本一太君 自信があるって言えない︑そうい

いてまず簡単に御説明いただけますか︒

たこの姿を見て︑大変違和感を覚えました︒

玄葉大臣︑まず︑在日米軍の再編の最新の状況︑

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 今︑在日米軍の再
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ンセンティブが上がった︑アメリカの熱意が上が

手納以南の五つの施設︑これを返還するというイ

パッケージが発表された後で︑アメリカ政府が嘉

この切離しの前と後で︑特に後で︑この切離し

ります︒あるいは︑倉庫とか住宅などが移転する

更にそこから施設・区域の統合が必要なわけであ

転が進んで︑嘉手納以南の土地の返還というのは

にグアムへの移転︑あるいはその他の地域への移

り国会の答弁でも慎重に答弁していまして︑確か

そうだったのかもしれませんけれども︑私はかな

たんだみたいなことを言うために手柄を焦って私

ていない︒だけど︑何となく俺が膠着状態を破っ

一川防衛大臣も全然知らない︒沖縄の意見も聞い

といろいろと話をしたと︒恐らく︑田中防衛大臣︑

ど︑去年の十二月かなんかにクリントン国務長官

切り離すという選択肢は一つあるかもしれないけ

お聞きします︒

った︑そういう証拠はあるんでしょうか︒

はやったんだと思いますが︑そういう感覚があり

ずっと外務︑外交をおやりになられていたんで

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ どういう印象を持

必要があるわけです︒

いとか︑あるいは︑私誇らしげに申し上げたわけ

御存じのように︑これまでも土地の返還って時間

たれたかということ︑それぞれ様々な印象を持た

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 証拠があるとかな
ではなくて︑今の膠着状況をそのままにしていて

掛かっています︒ですから︑私もその辺は︑先ほ

ませんか︒

も沖縄の負担の軽減というのは行われないわけで

れたのかもしれませんけれども︑自分のどうだこ

いうことでありまして︑やはりこういった議論は

どあえてだから時期はまだ明示できないというふ

さに努力をしているということであります︒今す

機をとらえるということが私は必要だというふう

ありまして︑そういう意味からすると︑嘉手納以

いるということであります︒

ぐにでも返ってくるなどということはありません︒

に思っています︒〇六年のロードマップだって世

うだということではなくて︑何とかこの状況を打

○山本一太君 つまり︑一年か三年か五年か︑恐

○山本一太君 じゃ︑もう一回言います︒嘉手納

界的な米軍再編を受けて作られたという経緯があ

うに申し上げているんですけれども︑そこは今可

らく十年以内とも言えないと︒

以南の返還は今までよりも早く進むんですか︒

るのは御承知のとおり︑御存じのとおりというこ

南の土地の返還をできるだけ早期に実現する︑証

これね︑玄葉大臣︑私︑玄葉大臣︑気を付けた

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 現状の辺野古への

とでございますので︑私は決して勇み足というこ

開しなければならないということで︑まさにあの

方がいいと思いますよ︒あのパッケージ切離しで︑

移設についての沖縄の皆様の理解というものを踏

とではないというふうに思っています︒

能な限りできるだけ早期にということで日米協議

インタビューか何かで今よりも早く進むと言った

まえれば︑私はこのパッケージを切り離した方が

○山本一太君 詳しく言いませんけれども︑玄葉

拠があるかないかということでありますが︑まさ

ら︑沖縄の方々は︑グアムへの海兵隊の移転が先

早く進むし︑その議論が少なくとも日米でできる

大臣︑防衛省の中で本当に人気ないですよ︒防衛

時点では非公式な議論として日米外相で行ったと

に行われればあしたにでも嘉手納以南が返ってく

ようになったということでございます︒

官僚︑物すごく怒っていますよ︒つまり︑アメリ

をしているということでありますので︑そこはま

るようなイメージ持ちますよ︒何かちょっとナル

○山本一太君 全く説得力がありませんね︑大臣

に日米協議の中で早期に実現すべく今努力をして

シズムで幻想を振りまいているという感じがする

カ側と勝手に話を進めて︑結局防衛省は知らなか

った︒だから︑アメリカ側に明確な進展を見せる

の言うことは︒
私は︑これは玄葉大臣の勇み足だと思いますよ︒

んですけれども︑どうでしょう︒
○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 山本委員の印象が
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れども︑全体で日米の負担が六〇と四〇︑これは

いうと外務省というより防衛省かもしれませんけ

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ これはどちらかと

るんでしょうか︒

関する日米の負担のこの分担︑これどうなってい

二〇〇九年のグアム移転協定︑これ移転コストに

まあこの話はこれ以上しません︒

のかと北元防衛大臣もおっしゃっていますが︑

ージの切離しがあった︒防衛省は外務省の下請な

まなきゃいけなかった︒だけど︑その後︑パッケ

ために︑あんな未明に環境アセスメントを運び込

事実でしょうか︒

の話︒これ八千人から四千七百人になると︒これ︑

す︒盛んにマスコミ報道される海兵隊移転の規模

○山本一太君 それでは︑お聞きしたいと思いま

に決めていきたいというふうに考えております︒

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 経費は本当に最後

いうことですね︒

億ドルの増額要求をしたと︑これは事実と違うと

く具体的な︑アメリカ側は二十八億ドルから四十

○山本一太君 そうすると︑この記事にあるすご

とか︑そういったことはないです︒

まったかとか︑確定︑確たる数字がどうだこうだ

も︑先ほどおっしゃったところについて︑何か決

さいよ︒人数を言えないって何ですか︒

○山本一太君 大臣︑もっとちゃんと答えてくだ

いった議論は当然ございます︒

だと︑あるいは人数は言えませんけれども︑そう

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ どこにどうだこう

提案︑こういう議論というものは今あるんですね︒

テーション方式で分散をしたらどうか︑こういう

○山本一太君 この規模が縮小されるとか︑ロー

ついて議論をしております︒

人数︑どこにどれだけ移転すべきかということに

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ はい︒部隊構成︑

うか︒

○山本一太君 こういう議論は出ているんでしょ

ども申し上げましたけれども︑まずその部隊構成

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 経費は︑私は先ほ

ますが︑玄葉大臣︑これは事実でしょうか︒

をして︑日本側は応じなかったという報道があり

合意した二十八億ドルから四十億ドルの増額要求

記事が出ました︒記事によると︑アメリカが当初

移転費用に関する日本側負担の増額を要求という

と思いますが︑アメリカ側が在沖海兵隊のグアム

○山本一太君 三月八日の読売新聞のこれ一面だ

は事実でしょうか︒

が︑これもよく報道されていますけれども︑これ

リピン等に分散配置をする方針だということです

テーション方式でハワイとオーストラリアとフィ

○山本一太君 残りの三千三百人程度がこれロー

いません︒

について発表できるとか︑そういう状況ではござ

どこにどのくらいの規模が移転するかということ

点も現状でまだ︑数字を確定している︑あるいは

るように盛んに報道されるんですけれども︑この

か︑アメリカの議会よりも閉じているということ

ローテーションもありますと言っているんですよ︒

れもインタビューで︑いや︑四千人ぐらいですと︑

ているんですよ︒ウィラード太平洋軍司令官がこ

ンタビューでグアムには四千人ぐらい来ると言っ

ダニエル・イノウエ上院の歳出委員長が新聞のイ

リピンとは今交渉中だと言っているわけですよ︒

はローテーションについて協議ができたと︑フィ

ですよ︒パネッタ国防長官が︑オーストラリアと

の関係者が上院の軍事委員会で証言しているから

そこで︑じゃ︑お聞きをしたいと思いますが︑

融資も含めてということだと思います︒あっ︑六

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ これも︑おっしゃ

がどうなっていくか︑そういったことをしっかり

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ そういったことも

でしょうか︒

何で日本のマスコミが報道するのか︒アメリカ

〇というか︑六割︑四割︒

踏まえた上で︑最後に経費というものは決めてい

含めて現在協議中でございます︒

そのぐらい言ってくださいよ︒これはあれです

くものだというふうに考えております︒少なくと
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いろいろあります︒ありますけれども︑まだ公開

かあるいは豪州だとかという話も含めて︑それは

論をしています︑それは︒グアムにこのぐらいと

れないということです︒

ろいろ変わり得るものですから︑まだ申し上げら

全体の抑止力に資するのかということについてい

の抑止力にも資するのか︑あるいはアジア太平洋

に議論しているんです︒どういった形が一番日本

字がそれぞれ違いますでしょう︒まさに今主体的

の数が四千七百だったり四千だったりと︑こう数

員がおっしゃったように︑例えばグアムへの移転

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 例えば今︑山本委

ますけれども︑今おっしゃったようなことに留意

といいますか︑それぞれ担当者に指示をしており

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 私は私の対処方針

そういう方針で臨まれるんですね︒

人数が減ったときには日本側の負担は減らすと︑

方針を聞いているんです︒仮にグアム移転にする

すよ︑大臣︒外務大臣としての︑外務省としての

○山本一太君 結果としてどうなるかじゃないで

うに思っています︒

は留意をしていかないといけないだろうというふ

いうものについて︑やはり日米協議の中で私たち

ただ︑今︑山本委員がおっしゃったような議論と

かならないかといえば︑それはまだ分かりません︒

らしましょうとかそういうことには必ずしもなる

防衛大臣も含めて政治的な判断をしていくという

うことを踏まえて︑最終的に︑当然︑総理含めて︑

て︑どういった役割分担を果たすべきなのかとい

うですけれども︑そういった全てのことを踏まえ

っと言えば︑経済もあるいは文化も人的交流もそ

衛隊と米軍の役割分担も含めてでありますし︑も

でどういった役割の分担を果たしていくのか︑自

ら新しいというよりも刻々と変わる安保環境の中

りはありません︒つまり︑やはり日米が︑これか

とか︑私は今の段階で公開の場で申し上げるつも

ます︒それで︑つまり︑明確に減らすとか増やす

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ きちっと留意をし

けれども︑そうですか︒

らない可能性があると言っているように見えます

です︑最終的にですね︒単純にグアムへの移転の

です︑で︑決まるべきなんだろうと思っているん

ついても︑最後に本当に決めようと思っているん

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ そういったことに

本側の負担というものはもちろん減るんですよね︒

四千七百人︑半分ぐらいに減った場合︑これは日

仮に︑在沖海兵隊︑八千人グアムに行く予定が

じゃ︑大臣にお聞きします︒

とははっきり言っていただいたんですけれども︑

○山本一太君 議論の俎上にのっているというこ

米で協議中だということでございます︒

人に減ったと︑それでも日本側のコスト負担が減

たら︑じゃ︑例えば在沖海兵隊八千人が四千七百

としての方針を聞いているんですよ︒今の話だっ

○山本一太君 何にも答えていませんよ︒外務省

指示してございます︒

たいと︑私の対処方針は私の対処方針で担当者に

たように︑しっかりと留意をしながら進めていき

況にはございません︒ただ︑先ほど申し上げまし

で︑現時点で具体的に数字を申し上げるという状

っぱり最後の問題だというふうに思っていますの

費は︑先ほども申し上げましたけれども︑私はや

をしながら日米協議を行っていきたい︒ただ︑経

的に決めていきたいということを申し上げていま

しいのか︑そういったことも踏まえながら︑最終

するのか︑どういった配置が我が国にとって望ま

上げておりますように︑何が我が国の抑止力に資

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 先ほど来から申し

ですか︒

担を求められたときに︑外務省︑これに応じるん

も経費が掛かりますけれども︑ここまで日本の負

例えばローテーションで分散移転するとそちら

うのはすごい驚きましたね︒

○山本一太君 日本としての方針を言えないとい

ことではないかと私はそう思っています︒

ただ︑先ほどおっしゃったように︑いろんな議

の場で申し上げられるような状況じゃなくて︑日

数が減るから︑じゃ︑もうその割合でそのまま減
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○山本一太君 まあ︑もしかすると負担増になる

す︒
うも突っ込みようもないのでやめますが︒

らないんですけれども︑これ以上フォローのしよ

説明することにより︑沖縄の皆さん方に御理解を

できるよう米国と協議を進め︑その結果を誠実に

がグアム移転を急ぐ︑今回︑先行するというふう

弁していただければと思うんですが︑アメリカ軍

いて田中防衛大臣︑しばらく答弁がないので︑答

影響ですね︑このパッケージの切離し︑これにつ

もう一つ聞きます︒肝心の普天間基地移設への

に下がって普天間基地の固定化を促進することに

くても国内問題だと言っているんだから︑これ更

基地移設に取り組むインセンティブ︑そうじゃな

け先行させますよと言ったら︑アメリカが普天間

して︑最初にとにかく在沖海兵隊のグアム移転だ

けですよね︒そうだとすると︑パッケージ切り離

させたいというのは︑アメリカ側の事情もあるわ

隊派遣のために特措法を検討していると発言した

ます︒

されていることについて一つだけ聞きたいと思い

たけれども︑もうちょっと︑じゃ田中大臣が勉強

衛省の役人の答弁︑書いた答弁を棒読みされまし

○山本一太君 ちっとも質問に答えない︒今︑防

ます︒

得るべく誠心誠意進めてまいりたいと思っており

に決めたこの意図︑この背景︑これはどういうも
なりませんか︒

そうですけれども︑これは事実でしょうか︑防衛

つまり︑田中大臣︑在沖海兵隊をグアムに移転

のだと思いますか︒

○国務大臣︵田中直紀君︶ お答えをいたします︒

可能性もあるということを玄葉大臣︑ここでおっ

○国務大臣︵田中直紀君︶ アメリカは新防衛政

普天間の固定はさせないと日米で合意を進めて

大臣︒

その中にありまして︑我が国も新たな大綱︑そし

ういうことの実際の動きであると思っております︒

平洋地域の防衛力というものを向上させると︑こ

けるローテーションも考えながら︑そのアジア太

活動をこのグアムを中心としてアジアの地域にお

あることは間違いございませんが︑この海兵隊の

りまして︑当然沖縄の抑止力というものが大事で

上で︑日米両政府は︑普天間飛行場を辺野古に移

○国務大臣︵田中直紀君︶ 今回の協議を進める

を教えてください︑大臣︒

どうして固定化にはつながらないんですか︒理由

○山本一太君 もう一つだけ聞かせてください︒

うに対処をしていくということでございます︒

ないということでございまして︑御心配がないよ

今の状況からいえば普天間の固定化にはつながら

ては政府全体の対応の中で検討をするということ

○国務大臣︵田中直紀君︶ この問題につきまし

ことは間違っているということですね︑大臣︒

○山本一太君 そうすると︑長島補佐官の言った

ございます︒

的なことについては検討をしておらないところで

て︑防衛省といたしましては︑今のところ︑具体

解決を目指しておるという認識を持っておりまし

ては︑今の状況からいって︑外交的な︑平和的な

○国務大臣︵田中直紀君︶ 防衛省といたしまし

てまた中期防︑動的防衛力を努力をしてきておる

設するとの現行の計画が引き続き唯一の有効な進

しゃっているんだと思いますが︒

策でアジア太平洋を重視すると︑二面作戦からそ

きておるところでございます︒したがいまして︑

最近︑長島総理補佐官がホルムズ海峡への自衛

の方向性を出したわけでございます︒その中にあ

ところでありますので︑この対応について今協議

の中で御検討をされておるということは私は伺っ

は間違いございませんので︑長島先生がその立場
一連の協議におきまして︑抑止力を維持すると

ておりませんけれども︑しかし︑政府の一員とし

め方だと考えております︒
ともに︑沖縄の目に見える早期の負担軽減を実現

をし︑そして実現に向けて真剣な討議をしておる
ところでございます︒
○山本一太君 ちょっと何言っているかよく分か
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ありがとうございました︒

大体時間がなくなってきたんですけれども︑こ

○委員長︵石井一君︶ 次に︑宮沢洋一君の質疑

するテロ特措法に反対したのは民主党ですから︒

こに今まで野田総理がいろんなことをやってこら

を行います︒宮沢君︒

て御検討されておるんではないかと私は聞いてみ

○委員長︵石井一君︶ それじゃ︑玄葉外務大臣︑

れた︑野田総理の実績が書かれているんですけれ

○宮沢洋一君 自民党の宮沢洋一でございます︒

○委員長︵石井一君︶ 以上で山本一太君の質疑

補足的に説明を︒外交交渉ですから︒

ども︑あなたの下でマニフェストは更に総崩れに

やっと質問時間が回ってまいりました︒

そこら辺も踏まえながらいろいろ対応を考えてい

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ これは︑長島さん

なりました︒八ツ場ダムも再開の方針です︒半年

昨年の秋︑第三次補正予算︑予算委員会で質問

てはおりますが︑防衛省・自衛隊といたしまして

の発言は私今正確に持っていないんですね︒ただ︑

で六人もの閣僚を替えた︒これもう今日の田中大

をさせていただきましたが︑引き続き今日は為替

は終了いたしました︒
︵拍手︶

私もその翌日に︑報道があったので一体どういう

臣の答弁を見ても︑任命責任は免れない︒ＴＰＰ

円高の問題︑また社会保障と税の一体改革につい

ただきたいというふうに思います︒

ことなのかと秘書官を通じて聞いたら︑いわゆる

をめぐる私が追及した二枚舌︑脇国対委員長が追

て質問をさせていただきます︒

は︑私は検討をしておらないのは事実でございま

直接的な言及をしたわけではないというふうに聞

及した法的根拠のない行政︑さらには余りにも安

まず︑為替から最初に質問をさせていただきま

す︒
︵発言する者あり︶

いております︒

易な原発事故収束宣言というのもありました︒原

は八十二円台半ばだったと思います︒かなり安定

○山本一太君 総理︑どうですか︑この検討につ

大変なことだと思います︒さらには︑増税法案成

はしてきてまいりましたけれども︑最新のユーロ

すが︑安住大臣︑たしか今︑ドルとの関係︑今日

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 今御指摘の問題︑

立の見込みもないのに勝手に国際約束をしてしま

との関係︑またウォンとの関係はどうなっていま

発事故対応の会議録がないということも︑これは

イランをめぐる情勢については︑平和的そして外

ったと︒

いては︒

交的解決を目指すということが政府の一貫した姿

ろんなアドバイスをする際の頭の検討をしている

って︑政府全体としてじゃなくて︑私に対するい

らの頭の体操を現段階でしているということであ

長島補佐官については︑いろんな想定をしなが

是非とも解散・総選挙をやっていただきますよう

き付けるタイミングが来ると思います︒その前に

グであなたに問責決議案を突き付ける︒ノーを突

この国会の審議を通じて必ずどこかのタイミン

格はないと︑総理問責に値すると思っています︒

○宮沢洋一君 円高︑七十円台半ばからは少し円

ございます︒

はありませんが︑一番近いところで一ユーロ百七

○国務大臣︵安住淳君︶ 今現在︑現在進行形で

すか︒

ということであります︒

に︑さらには田中大臣を国益のために一刻も早く

安に来たわけでありますけれども︑総理に伺いま

総理︑私たちは現時点でもあなたには総理の資

○山本一太君 頭の体操ということなんですけれ

替えていただくことを最後に強く要求して︑私の

すが︑今の為替の状況︑ドルだけではなくてユー

勢でございます︒

ども︑特措法を検討していると答えたら私も相当

質問を終わらせていただきます︒

ウォンにつきましては一円十三・六二ウォンで

円八十八円でございます︒

驚いたと思うんですね︑インド洋に自衛隊を派遣
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︹委員長退席︑理事川上義博君着席︺

はないかなというふうに考えております︒

えるとまだ相対的には高い評価になっているので

思いますが︑基本的にはファンダメンタルズを考

余り水準の話は具体的にはコメントは控えたいと

的には高めの評価になっているんではないかと︒

にはなってきていますが︑基調的には︑まだ基本

の七十五円台という水準に比べれば円安への展開

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 昨年の十月のあ

ロ︑ウォン等々含めて円高と思われていますか︒

う状況では恐らくないと思います︒ただ一方で︑

かなか昔のようにファンダメンタルズで動くとい

すけれども︑正直言って今の相場というのは︑な

○宮沢洋一君 実体経済と今おっしゃったわけで

きたいと思っております︒

業に対しての対応というものをしっかりやってい

やはり特に地場の中小企業等で輸出にかかわる産

民党からも御指摘をいただいておりますけれども︑

てきますので︑予算等の中でそうした措置を︑自

済とか円高対策とか︑そうしたものが重要になっ

なお︑為替のことに関しては︑やはり実体の経

から︑そういう点ではヨーロッパ危機がそのまま

は︑例えばユーロは百二十五円ぐらいでした︒だ

○国務大臣︵安住淳君︶ 昨年の今ごろというの

リカと日本︒どう判断されています︒

わけです︒ヨーロッパと日本︑韓国と日本︑アメ

係をどう判断されているかという質問をしている

○宮沢洋一君 要するに︑相対的な実体経済の関

られないということを私は申し上げております︒

直ちにこれが正しい水準だということは申し上げ

る燃料等のことも考えなければなりませんので︑

すけれども︑現在の水準が︑一方で輸入をしてい

いんですか︒

ているということは事実でございますから︑そう

○宮沢洋一君 おっしゃるとおりだと思います︒

○国務大臣︵安住淳君︶ 大変申し訳ありません

した点では︑やはり日本の経済にとっては︑企業

やっぱり為替にはこれは反映をしていると思いま

韓国であり︑中国でありという中で大変厳しい状

けれども︑どこが正しい水準かということは私の

にとってはですね︑しっかり仕事をしていてもな

実体経済から離れた動きにはということをよく大

況︒特に︑私の地元広島県ではエルピーダメモリ

立場でコメントは差し控えさせていただきたいと

かなか利益の上がらない状況ということはあった

日本の産業︑特に物づくり︑その中でも特に組

という会社が最近︑会社更生法︑これも中国︑韓

思います︒

のではないかと思っております︒

す︒単に投機的な動きではなくて︑やっぱりそう

国等々との競争に負けてのことであります︒

○宮沢洋一君 じゃ︑実体経済をどういうふうに

○宮沢洋一君 恐らく︑実体経済というものにこ

臣はおっしゃるんですけれども︑今の実体経済で

どう今後対応していきます︒

考えられていますか︒

だわっていては今の為替は恐らく私は議論できな

立て型と言われております車とか家電とか︑大変

○国務大臣︵安住淳君︶ 私としては︑前から申

○国務大臣︵安住淳君︶ 自動車産業を中心に︑

いんだろうと思っています︒特に︑今︑ウォン︑

いうことはあったと思います︒

し上げているとおり︑過度な変動等に対して︑ま

先生の御地元のエルピーダ等は本当に韓国や他国

おっしゃいましたけれども︑ウォンというのはか

いうと円はもっと安くていいんですか︑高くてい

た行き過ぎた投機的な動きに対しては断固たる措

の競争の中でやはり為替の水準によっては大きな

なり政府によってコントロールされている通貨で

厳しい状況です︒ライバルはドイツであり︑また

置をとるということは言い続けておりますので︑

赤字を出したりしていることは事実でございます︒

すよね︑財務大臣︒

ウォンについても︑ウォン安傾向が非常に続い

これまでの財務省の中で行ってきた政策を適時適

ですから︑そういうことは十分認識はしておりま

そういう中で︑じゃこの円高について財務大臣︑

切に行っていきたいと思っております︒
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ではなさっておられるようですけれども︑介入を

上は自由変動為替相場というふうに分類を御自身

○国務大臣︵安住淳君︶ 韓国は︑自国の法制度

ことになると思います︒

報道を見れば︑よく為替介入等はしているという

ート制だということになります︒そういう国は︑

いわゆるＢＲＩＣＳはこれには入らないと︑フロ

アン体制からですね︒

︵発言する者あり︶はい︒そうですね︑スミソニ

それを目指してきましたし︑そういう点では⁝⁝

日本の企業が競争して会社更生法適用に追い込ま

○宮沢洋一君 そういう通貨を持った国の企業と

す︒

ことはしている可能性は高いというふうに思いま

し︑外貨準備高の傾向を見ても︑やはりそうした

貨も︑これはバスケットをつくっていて外からは

となく資本主義の権化のようなイメージの国の通

○宮沢洋一君 例えば︑シンガポールのように何

ざいます︒

制だという御主張をなさっているということでご

ただ︑韓国については︑自国では自由フロート

る︒大変メリットがあると思われませんか︒

どうか︑大変通貨が安くて輸出力が伸びてきてい

ャや︑またイタリーのおかげでと言っていいのか

経済の状況はいいけれども︑ある意味ではギリシ

○宮沢洋一君 例えば︑ドイツ︑フランス︑大変

実だと思います︒

しかし︑私が思いますに︑やっぱりそれは為替

しているという報道はよく聞かせていただきます

れるというような事態︑どう考えられます︒

さっぱり分からない︒それでよろしいですか︒

の自由度をアメリカが求めているということは事

○国務大臣︵安住淳君︶ そういうこともありま

○国務大臣︵安住淳君︶ はい︒この話をすると

うかというのは分かりませんが︑もしマルクのま

○国務大臣︵安住淳君︶ はい︒ですから︑自由

おりますけれども︑介入公表を言わばフロート制

まであれば相当堅調なドイツ経済に︑やはりいろ

最適通貨圏の議論になって非常に︑私が日本の財

対応というものを求めているわけでございます︒

の国というのはしていないわけですね︒だから︑

んな諸説を考えれば今ごろマルク高になったので

フロート制においては︑我が国は︑時期はずれま

○宮沢洋一君 余りお答えになっていないわけで

そういう点では実態はよく分かりません︒

はないかというふうに言われていると思います︒

して︑私としては︑これはＧ 20
等でも︑いわゆ
るＩＭＦリポートで言う自由変動相場制度を導入

すけれども︑今ＩＭＦレポートというお話されま

○宮沢洋一君 最近非常に伸びてきて︑これから

ですから︑そういう点では︑ユーロ統一通貨にな

務大臣としてコメントをするのがふさわしいかど

した︒

十年︑二十年︑大変大きくなると言われているそ

ったことによって︑貿易額だけを見ればやはりド

すが︑しっかりと介入額等については公表はして

例えば︑最近伸びてきているＢＲＩＣＳ︑ブラ

れらの国が︑どの国も要するに化粧しているんで

しているような国と同じように︑柔軟性を持った

ジル︑ロシア︑インド︑中国又は南アメリカ︒こ

イツにとっては非常にいい結果になったんではな

○宮沢洋一君 総理にちょっと伺いたいんですが︑

すね︑為替について︒それで我々は闘わなきゃい
例えば今の状況で︑アメリカという国は今の変

今お分かりになったように︑成長著しい経済は全

れらはＩＭＦによってどういう認定︑自由なフリ
○国務大臣︵安住淳君︶ 先生御指摘のＩＭＦリ

動相場制︑大変メリットがあると思いますけれど

ての国が実は通貨をコントロールしている︒そし

いかということは推測されると思います︒

ポートによれば︑自由変動相場制︑いわゆる自由

も︑アメリカにとっては︒どう思われます︒

て一方で︑アメリカは今の通貨制度大変都合がい

けない︒

フロートは︑日本︑アメリカ︑ユーロ︑カナダ︑

○国務大臣︵安住淳君︶ アメリカは戦後ずっと

ーフロートがされている国と認定されていますか︒

英国等でございます︒ですから︑そういう点では
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がやはりそういう通貨制度の見直しというものを

を放すか︑なるわけがない︒そういう中で︑日本

ートになるか︑なるわけがない︒韓国がその権限

すよ︒中国が︑じゃ十年後︑二十年後に完全フロ

完全フロートに世の中がなるなんてあり得ないで

大きく変わらなきゃいけないそういう時代にもう︑

私は︑恐らく四十年前につくられた今の制度が

本当に日本から物づくりなくなります︒

ングしているような状況が今の状況だと思います︒

が悪いんです︑これ︒まさに片手縛られてボクシ

い︒ドイツも都合がいい︒しかし︑我々だけ都合

というルールの確認を何度も何度もやっているん

するに︑市場によって決定されなければいけない

７︑Ｇ 20
における議論というのは︑いわゆるフ
ァンダメンタルズを反映しなければいけない︒要

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 基本的には︑Ｇ

やはりＧ 20
の中で様々な議論が出始めたのは事
実でございます︒

この間の様々な世界での金融危機等を踏まえて︑

ないものがあるのではないかと思いますが︑ただ

そこはなかなかアメリカから見れば受け入れられ

常に大原則に立ち返るような議論でありますので︑

てやるのかというのは︑非常にこれは広域の︑非

戦略的に私は介入をすべきだと思います︒また︑

○宮沢洋一君 ＩＭＦの許される範囲で︑もっと

違うというふうに思っております︒

いうことで︑言わばフロート制の国とは明らかに

制約があるとは認識しておりません︒ただ︑私ど

○国務大臣︵安住淳君︶ 常に介入について何か

フロート︑その完全なフロート制の基準で半年に

らないわけですけれども︑たしかＩＭＦのフリー

をすると言って︑常に介入をほのめかしながらや

議で提起するとともに︑財務大臣︑断固たる対応

が︑やはりもう少ししっかりとした議論を国際会

もとしては︑しっかりと事後公表をやっていくと

三回ぐらいできるんじゃないんですか︒

やっぱり主張すべきだと思います︒

です︒特に︑そうはいいながらも頻繁に介入をし

恐らくこの制度︑フロート制が導入されたときに

総理︑どう思われます︒総理︑総理ですよ︑こ

ている可能性のある新興国については為替の柔軟

んな大きな話は総理じゃないと答えられない︒

やっぱりＩＭＦの中で例えばチェンマイ・イニシ

世界の中で出始めたと言ったら失礼ですけれども︑

○国務大臣︵安住淳君︶ 宮沢先生の御指摘は︑

す︒したがって︑通貨の在り方については日本が

とっては国際環境としては厳しい状況だと思いま

ボクシングの例えをされましたけれども︑日本に

その中で︑一方で︑今委員御指摘のとおり︑今

います︒そして︑それが国境を越えてどんどんと

○国務大臣︵安住淳君︶ 御指摘のとおりでござ

えられます︒

いけないという認識ですけれども︑大臣︑どう考

ついても︑やはり相当これから考えていかなきゃ

比べて︑いわゆる資本の移動というものが大変な

アチブを考え出したのも︑過度の変動等が世界経

むしろ積極的にその在り方論も含めて議論をして

言わば動きますので︑そうした中で日本の経済が︑

化等々を促すような会議をずっとやってまいりま

済に与える実態は非常に大きいので︑あらかじめ

いく必要性はあると思いますが︑原則論は押さえ

企業が本当に生き残っていくということは大変な

○理事︵川上義博君︶ まず安住財務大臣から︒

お互いに通貨スワップ等をやりながらやはり適正

ながらの議論をしなければいけないだろうという

ことだというふうな認識は十分持っておりますの

スピード︑大きさ︑自由度が増している︒これに

な為替の推移を目指そうというふうな意思は十分︑

ふうに思います︒

で︑御指摘を十分承って対応していきたいと思い

した︒

何といいますか︑制度の中で出てきたということ

○宮沢洋一君 恐らく︑アメリカは大変嫌がる話︒

ます︒

片道だから︒

は認識はしております︒

世界的にそう簡単に結論の出る話ではありません

ただ︑じゃ︑以前のように管理体制をどうやっ
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○国務大臣︵安住淳君︶ 私︑いわゆる欧米とい

か︒まあ︑それはないかもしれません︑はい︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 主要通貨国です

Ｇ 20
等︑例えば日中経済対話とか⁝⁝
○宮沢洋一君 主要通貨国︑主要通貨国です︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 国際会議以外︑

時に︒

わざ行って話したことあります︑野田財務大臣当

に行って主要通貨国の当局と国際会議以外でわざ

いないんですよね︒恐らく国際会議以外で主要国

大臣の当時︑安住財務大臣︑本当に海外へ行って

○宮沢洋一君 一方で大変残念なのは︑野田財務

という御指摘でございますので︑国会のお許しを

確かに通貨外交にもっと財務大臣が積極的に出よ

が国の主張というのはやっておりますけれども︑

行ってはおりますので︑電話会議等も含めれば我

いますか︑ヨーロッパやアメリカにはもう何度も

ていただきました︒以前に比べれば相当︑何とい

をし︑今年に入ってからも二度バイの会談はさせ

トナー長官とも会議を含めるともう既に六回会談

ところがありましたけれども︑私は︑例えばガイ

めますが︑国会の御都合等もありなかなか難しい

○国務大臣︵安住淳君︶ 御指摘は真摯に受け止

田大臣いかがですか︑野田総理︒

るかによかったなというふうに思っています︒野

ですか︒

まずは歳出削減でやるとおっしゃった︒できたん

と同じようなことをまずおっしゃったんですね︒

も︑安住大臣は︑昨年の秋は私の申し上げたこと

ついては︑まず質問させていただきますけれど

いうことを考えております︒

国債を出して国民に示した上でその処理をすると

かるような︑いわゆる四条特例債を出して︑赤字

からないものではなくて︑しっかり国民の目に分

しかし政府が出したような交付国債という訳の分

も︑将来の消費税引上げというものを財源として︑

は国債で賄わざるを得ないだろう︒やはり︑これ

た上で︑恐らく一兆ちょっとは残るものは︑これ

に宮沢先生の方から御質問があったときに︑私も

う意味ですね︑先生︒欧米に関して⁝⁝︵発言す

いと思います︒

まずは歳出の削減による対応というのも考えられ

○国務大臣︵安住淳君︶ ここで十一月の十五日

ら︒

○宮沢洋一君 それでは話題を変えまして︑国民

るということで頑張ってみたいということは申し

いただいてこれから一生懸命歩かせていただきた

○宮沢洋一君 リーマン・ショック以降︑為替の

年金の国庫負担二分の一の引上げに移らせていた

る者あり︶会議以外ではございません︑残念なが

問題というのは大変世界が動き始めている︒そし

上げました︒

ただ︑残念ながら︑やはり二・六兆は大きかっ

だきます︒
この点については︑昨年の秋に安住大臣と随分

て︑何より大事なのは︑首脳間といいますか︑当
局間の意思の疎通︑私は本当に残念なんです︒

いていますよ︒この間︑二年間︑本当にこういう

ころにいれば︑既にいろいろ動いていますよ︒動

ぐらい前からですから︑もしも私が安住大臣のと

きゃいけない︒特に︑これから世耕先生︑恐らく

一の国庫負担︑まずは歳出削減を徹底的にやらな

説明させていただきますと︑私どもはこの二分の

まず︑議論に入る前に︑我々自民党の考え方を

話しいただきましたように︑自民党政権下から二

すが︑ただ︑これ︑基本的には私は今宮沢先生お

ったということでは大変申し訳なく思っておりま

います︒これは︑目標にしていたことができなか

で対応することはできなかったということでござ

たものですから︑そのことについては歳出の削減

状況のまま来て︑ある程度今日お話ができました

後で質問をされると思いますけれども︑生活保護

分の一に上げるときの消費税は必要であるという

議論をさせていただきました︒

けれども︑しっかりやっていかなきゃいけないし︑

について相当見直しを運用面で行ってお金を出し

私自身︑この問題︑問題意識を持ったのは二年

恐らくこの点においても我々が政権にいた方がは
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御認識は多分お互い持って︑共有していただいて

厚労大臣に聞いていただければいいですが︑パイ

はちゃんとした国債じゃないんですよ︒財政法に

○宮沢洋一君 そうなんです︑交付国債というの

確かにその増えているところの入口のところで

ね︑大臣︒

が増えているというか受給者が増えているという

の絞り込みをちゃんとやるべきだという意見は非

○国務大臣︵安住淳君︶ 私ですか︒

いるんではないかと思いますので︑そういう点で

○宮沢洋一君 やるとおっしゃって︑二・六兆全

常にありますので︑そこについては私が答える立

○宮沢洋一君 いや︑厚労大臣︒

何か書いてあるようなものじゃない︒たまたま国

部出さなくても︑五百億︑千億︑五千億︑財務大

場ではありませんけれども︑私も生活保護につい

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それだけとおっし

ことは事実でございますから︑削減はなかなか難

臣が頑張ればできるでしょう︒例えば︑生活保護

てどうあるべきかという問題意識は強く持ってお

ゃいますと︑どういうふうにお答えしたらいいの

はこの交付国債のスキームをつくらせていただい

なんか何で切り込まなかったんですか︒
ります︒

か分かりませんが︑国の方が︑これは法律上もそ

民年金法に今回︑政府は国債を交付すると書いた

○国務大臣︵安住淳君︶ これ︑法律改正が伴う

○宮沢洋一君 厚労大臣に伺いますが︑交付国債

れから法律の条文上も予算上も︑国がその差額と

しいのではないかと︒

ような生活保護の例えば削減となりますと︑やは

というのは︑恐らくテレビ見られている方も非常

運用利回りをちゃんと負担すると書いてございま

たということでございます︒

りそれは通常国会で︑私は十一月の時点でいえば︑

になじみのない分かりにくいものでありますが︑

すので︑それは国が責任を持ってやるということ

は届かなかったということでございます︒

れは残念ながら削減額はやっぱりとても二・六兆

た予算措置をやっていくということでいえば︑そ

したものでございまして︑今回︑国民年金法の改

は︑財源を用意した後︑国が償還することを約束

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ 交付国債というの

どのような法律で決まっているものなんですか︒

わけですね︒

で規定する全く新しい国債ということでよろしい

的な法律には書いてない︒この今回提出する法律

○宮沢洋一君 要するに︑財政法という国の基本

だと思っております︒

から交付国債と言っているだけ︑それだけですよ

それは現実的にはちょっと難しいと思うんですね︑

交付国債というのはどんなものなんですか︑また

○宮沢洋一君 生活保護を︑それ役所の人にだま

正の中で二分の一と三六・五％の差額︑それから

︹理事川上義博君退席︑委員長着席︺

先生︒ですから︑そういう点では︑法律に基づい

されちゃ駄目なんです︒義務的経費だから制度を

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ 財政法上はその法

ると考えておりますので︑財政法の十五条では︑

あと運用利回り相当額もこの交付国債で充てると
ただ︑その償還財源につきましては消費税など

法律に基づくもののほか国が債務を負担する行為

変えなきゃ減らせないということはあり得ないん

を含む税制改正の法案と一緒でないと出せないも

をなすにはあらかじめ予算をもって国会の議決を

律に基づくものとそれから予算でできるものとあ

○国務大臣︵安住淳君︶ これ⁝⁝︵発言する者

のですから︑これは税制改正法案が出されるとき

経なければならない旨規定をされておりますので︑

いうことを書かせていただきました︒

あり︶いやいや︑そんなことはないんですが︑た

と一緒に︑その償還を厚生年金法の改正の中に盛

この国の債務負担行為について︑必ずしも予算の

です︒運用を厳しくすれば減るんです︒どうです

だこれは厚生労働省からの要求を受けてやったわ

り込んで書きたいというふうに思っております︒

か︒

けですけれども︑ただ︑これはもしあれだったら
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しいですか︑それで︒

付国債という定義はないんです︒厚労大臣︑よろ

るようにおっしゃっているけれども︑要するに交

○宮沢洋一君 交付国債︑交付国債となじみのあ

ん︒

○国務大臣︵安住淳君︶ 財政法にはございませ

ですか︒

んですが︑財政法で交付国債という定義はあるん

○宮沢洋一君 全然質問にお答えになっていない

考えております︒

とによって発行できる︑そういう性質のものだと

定めを必要とするものではなくて法律で定めるこ

一緒ですから︑そういう意味では国債に︑新規国

せんが︑それはしかし考え方は自民党も私どもも

消費税を当て込んでという批判はあるかもしれま

ら︑そういう点では︑消費税︑成立をしていない

決めて︑透明性は私はあると思うんです︒ですか

債もあらかじめ償還財源を決めて︑そして発行も

飾って怒られておりますけれども︑ただ︑交付国

○国務大臣︵安住淳君︶ よく衆議院でも粉飾粉

ませんか︒

なぎ国債の方が国民の目に分かりやすいと思われ

○宮沢洋一君 国債になればはるかに国民に︑つ

す︒私どもはそうではないということです︒

だくということですから︑そういう点ではこうし

いて︑それに対するお支払を消費税でさせていた

り︶いやいや︑だから︑積立金を使わせていただ

ですね︑歳出は︑今であっても︒
︵発言する者あ

いただくとしても︑これは会計法上そうなるわけ

ぱり年金のお金を︑例えば仮に積立金を使わせて

○国務大臣︵安住淳君︶ これは︑だけど︑やっ

じゃないですか︒

もおっしゃっていたんでしょう︒正直じゃないん

○宮沢洋一君 財政規律上は正直に出せと民主党

は思います︒

しれませんが︑議論のあるところではないかと私

○宮沢洋一君 これ︑厚生年金特会でも︑年金特

た考え方も私はあるのではないかと思っておりま

○宮沢洋一君 違うのは︑要するに︑年金の積立

会の︑特会法に積立金からの受入れについてはど

債に積むのと交付国債と︑まあそこは考え方それ

○宮沢洋一君 今度は安住大臣にお尋ねいたしま

金が違うんですよ︒要するに︑つなぎ国債でやれ

う書いてあるか知っていますか︑特会法︑特会予

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ 今︑財務大臣がお

す︒

ば年金の積立金は毀損されません︑そのままです︒

算の中で︒

す︒

我々はつなぎ国債で手当てしろと︑こう言って

しかし︑交付国債にした途端に年金の積立金は流

○国務大臣︵安住淳君︶ 年金予算について特会

ぞれ違うということではないでしょうか︒

いますが︑安住大臣は交付国債にされた︒この違

用される︑流用される︒そうじゃないですか︒

にどう書いてあるか︒ちょっと済みません︑個別

答えしたとおりでございます︒

いはどこにあるんですか︑中身の︑本質的な違い

○国務大臣︵安住淳君︶ 流用ではなくて︑そこ
それは︑先生︑しかし︑一方で︑国債を発行す

問していただいていいですか︒

は︒
私どもも自民党も消費税をあらかじめということ

るということは︑償還をあらかじめ確保するとは

○宮沢洋一君 今の︑要するに交付国債に絡む積

のその法律の文言はちょっと今分かりませんが⁝

を前提にして︑私は交付国債と︒しかし︑自民党

いえ市中消化で︑やっぱり国債なので︑それはそ

立金からの受入れについては特会の予算書上どう

に当たるということだと思います︒

の場合は︑これはつなぎ国債という意味合いでお

れで︑何といいますか︑財政上︑財政規律の問題

書かれていますかという質問です︒

○国務大臣︵安住淳君︶ 本質的な違い︒つまり︑

出しになっているということであれば新規国債発

を含めれば︑それはそれで選択肢としてあるかも

⁝︵発言する者あり︶いや︑ちょっともう一回質

行に入ると︑市中消化ということになると思いま
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⁝

○国務大臣︵安住淳君︶ いや︑法律上ですね⁝

いう質問です︒

入れるんでしょう︒だから︑どう書いてあるかと

○宮沢洋一君 だって︑積立金を取り崩して受け

○国務大臣︵安住淳君︶ 交付国債をですか︒

ということです︒

○宮沢洋一君 いや︑だから︑どう書いてあるか

いてあるということですか︒

○国務大臣︵安住淳君︶ つまり︑国債として書

もう一回言いますよ︒年金積立金は目減りはし

しませんので︑流用ではないと思っているんです︒

金に組み入れることで年金積立金は目減りをいた

かし︑代わりに︑ですから︑年金交付国債を積立

立金の一部を現金化しますけれども︑確かに︑し

○国務大臣︵安住淳君︶ いや︑つまり︑年金積

これ︑どう思われます︒

せんって書いてあるんですよ︑マニフェストに︒

党のマニフェストには年金保険料の流用はさせま

のは︑もう詰めませんが︑少なくとも総理︑民主

○宮沢洋一君 取崩しと︒じゃ︑その流用という

ないということを主張しているわけです︑先生︒

結果的にこの積立金に対して言わばその穴が空か

還財源を確保するということをしておりますので︑

私どもとしては︑あらかじめやっぱり消費税で償

御批判があることはもう重々分かりますけれども︑

やっぱりこの交付国債を︑まあそういうことで

いませんけど︒

年金積立金は⁝⁝︵発言する者あり︶いえ︑して

○国務大臣︵安住淳君︶ もう一回言いますけど︑

いるじゃないですか︒

ものを積んでいるだけでしょう︒流用に決まって

○宮沢洋一君 いやいや︑予算書︒

するに︑国庫負担差額相当額︑積立金より受入れ

わりに年金交付国債を積立金に組み入れますから

積立金の一部資産を現金化するわけですよね︒代

○国務大臣︵安住淳君︶ いや︑ですから︑年金

義︑財政法と国債整理基金特会ありますけれども︑

○宮沢洋一君 それじゃ︑公債の定義と国債の定

ます︒

○国務大臣︵安住淳君︶ 守られたと思っており

○宮沢洋一君 話題を変えますけれども︑昨年夏

というので二兆幾ら載っているんです︒まさに積

年金積立金は目減りしないんです︒

説明してください︒

ないんですよ︑交付国債では︒

立金の流用なんです︒そうだと思いませんか︒

○宮沢洋一君 ＢＳ上どうだとかいう話じゃない

○国務大臣︵安住淳君︶ 大変レベルの高い質問

○国務大臣︵安住淳君︶ 予算書には載っていな

○国務大臣︵安住淳君︶ 済みません︒国庫負担

んですよ︒積んであるのは保証書だけでしょう︒

でございまして︑実は︑国債と公債の用語の違い

に決められた中期財政フレーム︑国債発行額約四

差額相当額の積立金より受入れということですね︒

保証書だけでしょう︒それ︑流用でしょう︒

は何ぞやということなんですね︒

○宮沢洋一君 保証書を積んであるからって︑そ

はい︑分かりました︒
︵発言する者あり︶

○国務大臣︵安住淳君︶ 日本政府が出しており

それで︑私どもの今の認識を申し上げますと︑

いんです︒

なければ三六・五に戻りますから⁝⁝

ますから︑これは信用のあるものでございます︒

財政法上の用語として使われている公債というの

十四兆等々というのは守られたんですか︒

○宮沢洋一君 流用かどうかを聞いている︒

○宮沢洋一君 信用あるなしなんて聞いてないん

は︑これは証券発行を伴う金銭債務であって︑国

れを積立金だなんて言うんですか︒

○国務大臣︵安住淳君︶ いや︑流用じゃなくて︑

ですよ︒現金じゃないんだから︑ちゃんと財源の

の歳出の財源を調達する目的のものを意味してい

○宮沢洋一君 予算書に載っているんですよ︒要

これを︑積立てを取り崩させていただくというこ

あるものじゃないものでしょう︑かすみみたいな

いやいや︑特別会計上は︑もし二分の一が賄わ

とです︒

参議院記録部

- 27 -

【未定稿】
予算
平成２４年３月１２日

用されるものであり︑一般に適用されるものでは

法の国債整理基金特別会計に関する規定にのみ適

ぞやということなんですが︑これはあくまでも同

からもありましたが︑特別会計法上の国債とは何

○国務大臣︵安住淳君︶ これはなかなか議論の

わけですよね︒それでよろしいわけですね︒

四兆の国債と書いてある︒当然︑交付国債も入る

○宮沢洋一君 要するに︑中期フレームでは四十

ではありません︒

狭い範囲のことを意味しますが︑財政法上の公債

った公債というのは︑宮沢委員おっしゃるように

バーしちゃっているんですよ︒

ームに書いていなかったから四十四兆の枠はオー

しかも上手の手から水が漏れて︑公債と中期フレ

してきて︑国民の目に分からないようにした上で︑

いがために交付国債なんという妙なものを持ち出

カサマ︒要するに︑中期フレームを守ると言いた

○宮沢洋一君 要するにイカサマなんですよ︑イ

るわけであります︒

ないという認識でございます︒

分かれる⁝⁝︵発言する者あり︶いや︑そうじゃ

釈すると︑国債というのがあるんです︑国債とい

○国務大臣︵安住淳君︶ ですから︑私なりに解

中でこのことは議論をしたんですが︑ちょっと公

質問をなさっておられて︑私どもも相当財務省の

これは︑非常に宮沢先生は財政学の極め付きの

ると思います︒ただ︑公債の用語が︑先ほど皆さ

確かに︑私︑宮沢委員の言うことには説得力もあ

重要であり︑こうした観点から︑私どもとしては︑

ては国民の皆さんに広く御理解をいただくことも

○国務大臣︵安住淳君︶ ですから︑財政につい

う定義が︒この国債の定義には様々な債券がある

式見解を申し上げますと︑中期財政フレームの四

んもしかしたら誤解されておられたんじゃないか

で︑御指摘が︑以前もあったし︑これ︑林先生

○宮沢洋一君 交付国債は公債なんですか︑どう
ないんですよ︒

総理︑それでいいんですよね︒

ですか︒

んです︒その中の公債というのは︑一つの広義の

十四兆円枠の規律は︑財政に対する市場の信認を

と思うんです︒︵発言する者あり︶ああ︑そうで

意味での国債の中の公債という位置付けなんです

確保するために︑償還財源を調達するめどのない

ね︒

すか︒公債の用語よりも新規国債発行額の用語の

○宮沢洋一君 ともかく︑誤解を生まないように

まま国の歳出の財源を市場から調達するために発

一方︑年金交付国債については︑今お話しのよ

表現には注意するのが政府の役割ですから︑今後

私どもが︑いや︑多分そうじゃないですか︒

○宮沢洋一君 要するに︑財政法上︑国債整理基

うに︑あらかじめ償還財源を決めてこれをやりま

しっかり注意していただきたい︒要するに︑守っ

方が分かりやすいものだということで︑中期財政

金特会上でいうと国債の定義は広いんですよね︒

したから︑これを二十四年度のみならず将来にお

ていないんです︒

行される公債を対象に一定の歯止めを掛けたと思

交付国債も入る︑公債には交付国債は入らない︑

いても公債増発による財源調達を決してするもの

︵発言する者あり︶じゃ︑是非ちょっと教えてい

それでよろしいわけですね︒

ではないこと︑形式面でも二十四年度の歳入を調

フレームで位置付けたということです︒

○国務大臣︵安住淳君︶ ですから︑実は公債と

達するために発行するものではないということで︑

います︒

いう方が広い定義のように思いますけれども︑私

四十四兆円とは関係がないというふうな認識でお

ただければと思うんですけれども︒

も財政法を勉強させていただいて︑国債の方が広

ります︒

に更なる引上げについては︑大綱には書いてある

先ほど山本委員の質問に対して︑一六年度まで

次︑消費税の話をさせていただきます︒

余りこのことばかりやっても時間があれなんで︑

い定義なんです︒その中で︑私は︑ですから︑言
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たと︑間違いであると︑こう副総理答弁された︑

けれども一六年度云々という報道は間違いであっ
先ほどの御質問は二〇一六年度︑山本さんのお話

一五年度に一〇％にするということであります︒

〇一七年度末が最終と理解してよろしいですか︒

○宮沢洋一君 今後五年をめどということは︑二

ときに︑それをいつから五年ということは必ずし

○委員長︵石井一君︶ はい︑答弁は︒はい︑岡

まあ︑そういったことも含めて︑これは︑法律

もこの大綱では明記してございませんから︑その

はそうだったと思います︒ですから︑そういうふ

○宮沢洋一君 そうしますと︑あの大綱なるもの

にどう書くかということはまさしくこれから党の

ことまで今何年何年と一つずつお答えすることは

これでよろしいんですか︒

を読んでみますと︑五年をめどに改革をすると︑

中でも御議論いただくことですから︑今の段階で

適切でないと考えております︒︵発言する者あ

田副総理︒

こう書いてあるわけですね︒そうすると︑例えば

は申し上げられないと思います︒

り︶

うに一年一年どんどん聞かれるだろうと思って私

その附則百四条︑我々のところで作ったのと同じ

○宮沢洋一君 要するに︑報道も山本委員の質問

○委員長︵石井一君︶ 速記を止めて︒

○国務大臣︵岡田克也君︶ 一六年度に再引上げ

ように五年後ですから︑二〇一七年度までに法律

も二〇一六と言ったからなかなかおっしゃったん

○国務大臣︵岡田克也君︶ この今後五年という

上の措置をするというようなことを書くつもりは

ですが︑この大綱を読むと五年間て書いてありま

○委員長︵石井一君︶ それじゃ︑速記を起こし

は最初言葉を濁したわけですが︒

ありますか︒

すよね︒そうすると︑ちょうど二〇一七年度なわ

て︒

をすると︑そういったことは考えておりません︒

○国務大臣︵岡田克也君︶ 法律上の措置という

けですね︑二〇一七年度末までに法的な措置を講

○宮沢洋一君 二〇一七年度︒

に一五年度︑二〇一五年度ですね︒今平成⁝⁝

整理中ですけれども︑先ほど申し上げましたよう

○国務大臣︵岡田克也君︶ まだ法文について今

は入りますか︒

○宮沢洋一君 そうすると︑一七年度という言葉

ことは検討中であります︒

れを法律的にどういうふうな表現にするかという

るめた意味であの大綱には書いてあるわけで︑そ

減もあるわけです︒そういったことを全体ひっく

すね︒消費税の増税以外の増税もあるし︑歳出削

綱に書いてあるわけではございません︒

いますので︑具体的に何年何年ということまで大

ございます︒今後五年をめどにということでござ

の改革法案の附則に明記するというふうに書いて

のための所要の法制上の措置を講ずることを今回

ど申し上げましたように︑今後五年をめどに︑そ

○国務大臣︵岡田克也君︶ 大綱の方には︑先ほ

岡田副総理︒

○委員長︵石井一君︶ どなたが答弁しますか︒

でよろしいんですかね︒

ると似たようなものが出てくる︑そんなイメージ

ずるということを︑百四条と同じような表現をす

ちょっと席にどうぞ︑山本さん︒
︵発言する者あ

いやいや︑ちょっと待ってください︒山本さん︑

ただですね⁝⁝︵発言する者あり︶いやいや︑

う解釈が難しいと思うんですね︑これ︒

スタートと決めてはいないんです︒で︑今後とい

そのスタートの起源を私どもは正確に何月何日を

いるわけですね︒ナウ︑ナウですね︒ところが︑

トの起源を宮沢先生は今年だろうとおっしゃって

り︶えっ︑いやいや︑今後五年間の今後のスター

の話を私なりに解説しますと⁝⁝︵発言する者あ

○国務大臣︵安住淳君︶ 宮沢先生︑今の副総理

財務大臣︑もう一度答弁願います︒財務大臣︒

︹速記中止︺

ときに︑これはいろんなことが考えられるわけで

○国務大臣︵岡田克也君︶ ええ︑ですから二〇
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議につながるように︑その前にしっかり与党内で

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 真摯な与野党協

○委員長︵石井一君︶ それじゃ︑速記を起こし

丁寧な議論をやった上で法案を提出をさせていた

︹速記中止︺

○委員長︵石井一君︶ はい︑答弁を続けてくだ
て︒

り︶
さい︒

上で︑そこでやっぱり二〇二〇年の基礎的財政収

うことについてはある一定期間やはり議論をした

きます︒その後どういうふうにしていくのかとい

にさせていただくという提案を今回させていただ

なりませんが︑私どもとしては︑一五年に一〇％

て︑十年後か何かという話にはならないんですよ︒

ばこれから五年ということだと思いますが︑それ

か難しい︒素直に読めば︑確かに今後五年といえ

されるわけで︑それを先取りして言うのはなかな

ん政府の中でも︑あるいは与党の中でも議論がな

ら法制化するわけです︒そのプロセスで︑もちろ

議決定されたものですが︑これを踏まえてこれか

○国務大臣︵岡田克也君︶ 宮沢委員︑これは閣

いただきます︒

○宮沢洋一君 それでは︑少し話題を変えさせて

案としてまとめていきたいというふうに思います︒

ておりますので︑その大綱を踏まえてしっかり法

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 大綱に記載をし

けますか︒

めどにという部分は不退転の決意でやっていただ

○宮沢洋一君 今議論のあったその五年を目途に︑

だきたいというふうに思います︒

支をゼロにしていくための次なる歩みとして検討

を法律上どういう表現にするかと︑あるいはどこ

質疑を続行いたします︒

していかなければならないという認識でございま

まで書くかということは今後の検討課題でござい

○国務大臣︵安住淳君︶ それが著しく年が離れ

す︒
ます︒

今後五年ということでございますから︑今後でご

もし主張であればそうだと思うんです︒だから︑

始をして︑五年というふうにするのが宮沢先生の

離れたときではありませんが︑これを何年から開

いうふうにするかということについては︑著しく

○国務大臣︵安住淳君︶ いや︑この今後をどう

すね︒それだけ確認してください︒

と書いてあるスタートが二月十七日じゃないんで

要するに︑今月の二月十七日付けの大綱で今後

お祈りしたいと思っておりまして︑総理の︒総理︑

せていただきたいんですよね︑本当に︒御健闘を

等々とありましたけれども︑これともかく成功さ

思って質問しているんです︒これから党内議論

ことをしっかり書いていただくのはいいことだと

当面としてあるわけでありますが︑当然そういう

にしただけじゃ足りないだろうと思っているから

としております︒当面というのは︑五上げて一〇

挙︑消費税五％上げて一〇パーにする︑当面五％

ているわけではないんです︒自民党は︑参議院選

○宮沢洋一君 私は︑中身がおかしいと申し上げ

後世にこれ以上ツケ回しをしないためには︑もち

ろいろな中で︑やはり社会保障の財源として更に

ろいろな経済の情勢ですとか高齢化の進展とかい

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それはやはり︑い

ください︒

か︑どういう理由で心変わりされたのか︑教えて

うタイミング︑どういう時期に心変わりされたの

上げ派になられているわけですけれども︑どうい

年間に︑任期中に決めること︒どうして︑今は引

厚労大臣︑反対と答えられておるんですね︒四

すかというアンケートをしております︒

の税率引上げを決めることに賛成ですか︑反対で

挙のときにある新聞が︑四年間の任期中に消費税

消費税につきまして︑ちょうど前回の衆議院選

○宮沢洋一君 ともかく二月︑今月の二月十⁝⁝

ざいます︒
︵発言する者あり︶

どうか印象を答えてください︒

︵発言する者あり︶まあ︑ちょっと⁝⁝︒

○委員長︵石井一君︶ 速記を止めて︒
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は︑リーマン・ショック︑それから東日本大震災︑

十分御承知だと思いますけれども︑今経済の状況

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それはもう委員も

わったんですか︒

と経済がどう変わったんですか︒高齢化がどう変

いましたけれども︑三年前ですね︑二年半前と今

○宮沢洋一君 経済の状況とか高齢化とおっしゃ

いて上げる必要があると考えております︒

ろん削るところは削りますが︑納得をしていただ

○宮沢洋一君 厚労大臣ばかり責めてもかわいそ

りでございます︒

その時点の不明ということを言われればそのとお

げなくて済むかとそのとき思っておりましたので︑

省いたりいろいろする中で︑まだ五年後までは上

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ いろいろと無駄を

何で反対とおっしゃったんですか︒

○宮沢洋一君 じゃ︑前回の衆議院選挙のときは

いがございます︒

ところに丸を付けたのかもしれません︒

とで努力をしたいという気持ちでそういうふうな

いえば︑その時点では無駄の削減とかそういうこ

って︑おまえは心変わりをしたのかということで

うでありますが︑そうした書き方をすることによ

九月までは上げないということに関していえばそ

任期中に消費税を上げないで︑ですから一三年の

したことに対しての責任は十分ありますが︑この

きなかったかもしれません︒しかし︑書いた︑出

と来ますから︑一つずつもしかしたらフォローで

○宮沢洋一君 無駄の削減で消費税上げなくて済

うで︑安住大臣も反対と書かれたんですよ︒
安住大臣は︑いつ消費税を上げなきゃいけない︑

欧州の債務危機など非常に厳しい状況にあります︒
それから︑超少子高齢社会ということについては︑

○宮沢洋一君 高齢化の状況は変わっていません︒

ればいけないというふうに考えております︒

る中で︑これは是非国民の皆様にお願いをしなけ

消費税の必要性については十分認識しておりまし

んけれども︑反対というふうにしたと思いますが︑

に上げるのは︑私はちょっとそれ確認していませ

ずっと賛成しておりました︒ただ︑この任期の間

○宮沢洋一君 はい︒

ください︒
︵発言する者あり︶

ころであれいたしましょう︒どうぞ締めくくって

○委員長︵石井一君︶ 宮沢委員︑切りのいいと

生懸命やってみようということだったと思います︒

むと思っていたんですか︑思っていなかったんで

一方で︑経済の状況は今おっしゃったように悪く

た︒

あと二十五秒ということで︑安住大臣︑それで

どうして上げなきゃいけないと思われましたか︒

なっている︒経済の状況が悪くなったら消費税の

○宮沢洋一君 毎日新聞のアンケートは︑四年間

は︑要は︑本当は賛成なんだけれども反対とうそ

これはもっときちんと予想すべきだという御指摘

増税が必要だと思われたんですか︒

の任期中に消費税の税率引上げを決めることに賛

をついてしまった︑票が欲しかった︑そういうこ

すか︒

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ これはやはり︑今

成ですか反対ですかというのに反対と書かれたん

とで理解していいんですか︑それとも秘書の間違

○国務大臣︵安住淳君︶ 私は︑岡田副総理が代

回消費税をお願いする中でも︑後世へのツケ回し

ですが︑それは誰か︑秘書か何かがやって間違え

いなんですか︒

かと思いますけれども︑やはり実際にこうやって

を少しでも減らしたいと︑そういうことにかなり︑

たんですか︒

○国務大臣︵安住淳君︶ いやいや︑私はそんな

○国務大臣︵安住淳君︶ まずそういうことを一

四％を充てたいと思っておりますので︑経済状況

○国務大臣︵安住淳君︶ いや︑書いた︑当時︑

ことをしなくてもちゃんと選挙でずっと戦ってい

表時代から消費税三％上げるということに対して

が悪くなった中で更に借金を次の世代︑子供や孫

選挙のことでいえば︑もう二十社ぐらいからわっ

厚生労働省をお預かりをしていろいろと精査をす

まで負わせないようにしたいという︑そういう思
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○委員長︵石井一君︶ 残余の質疑は午後に譲る

れでまた答弁させていただきたいと思います︒

そこ是非教えていただいて︑自民党も含めて︑そ

のか︑私や小宮山さんだけお聞きですけれども︑

議員の︑候補者の対象が自民党含めてどうだった

ただ︑申し訳ありませんけれども︑それは︑全

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 選挙前は︑私も

変えられたのか︑どちらでしょうか︒

うことがあって︑どの時点でその思想を︑思いを

にうそをつかれたのか︑それとも︑その後どうい

うは思っていなかったけれども︑その選挙のため

これは前回の選挙のとき︒これは︑そのときはそ

とには反対というアンケートを答えられている︑

総理も任期中に消費税の税率引上げを決めるこ

恐らく民主党政権は︑その十月︑十一月︑三か月

○宮沢洋一君 八月末に選挙があったわけですが︑

感を更に強めたということであります︒

めることの困難さなどを実感をしながら︑その実

したが︑実は三六・五％と二分の一のその穴を埋

だり等々で︑さっきも基礎年金のお話出ておりま

にリーマン・ショックの後︑税収九兆円落ち込ん

ておりましたが︑特に自分なりに予算編成等︑特

革に踏み切らなければいけないというふうに思っ

ますから︒

ことといたします︒

含めて多くの民主党の共通認識は︑任期中には消

後︑四か月後には恐らく消費税を引き上げるとい

す︒

午後一時より再開することとし︑休憩いたしま

費税を引き上げない︑そして︑引き上げる前には

う方針を決められているんですね︒

というのは︑二十一年度の附則百四条がありま

間が遅延いたしております︒本日︑明日︑テレビ

午前中の質疑で︑私の不手際もあり︑かなり時

きたいというふうに考えております︒

民の皆様にきちっと御説明をしながら対応してい

も待ったなしの状況等を踏まえまして︑改めて国

州の債務危機等々からしても財政の問題において

がら︑特に社会保障改革は待ったなしの状況︑欧

場になって︑国民生活そして国家財政等々担いな

うに思います︒

そういう形での結論は出していなかったというふ

した立場から︑すぐに消費税を引き上げるという︑

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 政権をお預かり

か︒

消費税引上げを決められていたんじゃないんです

それを残すという決断をされた︑その時点で実は

した︒二十二年度の所得税法改正のときに︑本来

の中継も行っておりますので︑質疑を時間内に完

○宮沢洋一君 それじゃ︑いつ消費税を引き上げ

○宮沢洋一君 それじゃ︑なぜその時点︑二十二

したがって︑あのアンケートではそういう回答

であったと思います︒

国民の信を問うというのが全体的なコンセンサス

午前十一時五十四分休憩
│││││・│││││
午後一時開会

了させたいと考えております︒質疑者におきまし

なければいけないと思われましたか︒

年度改正を決める時点で百四条は削除されなかっ

のマニフェストであれば百四条削除のはずです︒

ても特別の御配慮をいただきますとともに︑特に

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 元々︑私は︑次

たんですか︒

をしたというふうに思いますが︑政権を預かる立

閣僚諸氏におきましては答弁を簡潔に︑明瞭にお

の内閣の財務をやっているときに︑四年間が集中

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 百四条は二十三

○委員長︵石井一君︶ ただいまより予算委員会

願い申し上げます︒

的歳出削減︑その後四年以降は歳入改革という計

年度末までに消費税を含む税制の抜本改革を行う

を再開いたします︒

質疑を続行いたします︒宮沢洋一君︒

画を作っておりましたので︑どこかからは歳入改

を一括して議題とし︑質疑を行います︒

休憩前に引き続き︑平成二十四年度総予算三案

○宮沢洋一君 まず︑総理に伺います︒
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んですか︒

保障と税はなぜ一体で改革をしなければいけない

革に移らせていただきますが︑岡田副総理︑社会

○宮沢洋一君 それでは︑社会保障と税の一体改

ということでございます︒

まだ決め打ちをしていなくて判断を留保していた

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 当時は︑だから︑

めたと︑こういうことですか︒

引き上げるということもあり得るということを決

○宮沢洋一君 じゃ︑抜本改革をする︑消費税を

います︒

判断する余裕があるというふうに思っていたと思

ということでございましたので︑まだ時間的には

れるかもしれませんが︑そう遅れることなく多く

○国務大臣︵岡田克也君︶ タイミングはややず

しゃらないと思いますが︑どうですか︒

だけ先に審議しろと︑こういうことは普通はおっ

大の歳出の全容がほとんど分からないままに歳入

にということをおっしゃったわけですが︑その最

○宮沢洋一君 最大の歳出であるから歳入と一緒

していただきたいというふうに考えております︒

いずれにしても︑この国会の中で全体として議論

時期にというのは幅がある概念でありますので︑

も意味しているものではございません︒ほぼ同じ

て同時期に同じタイミングでということを必ずし

ございます︒しかし︑一体としてというのは︑全

ぼ同時期に出るものもある︑遅れるものも確かに

っているところでございます︒

○国務大臣︵岡田克也君︶ いろいろ今議論を行

然その部分結論を出されて国会に提出されますね︒

かった部分ですが︑五年たったわけですから︑当

前に案を出したときには残念ながら結論が出せな

されましたけれども︑職域加算︑我々︑五年ほど

○宮沢洋一君 短時間労働者の方は︑共済の話を

出せるというふうに考えております︒

きにはしっかりとやっていただけるような状況で

遅れるとしてもやや後ということで︑御審議のと

れも恐らく消費税の増税法案の一緒か︑あるいは

けないので︑今精力的に詰めておりますので︑こ

は事業主の皆様のいろいろ御理解も得なければい

のものは出てくるということでございます︒

案を余り税の法案と間隔を空けずに出したいとい

現時点では︑先ほど委員も御指摘のように︑法

○国務大臣︵岡田克也君︶ 歳出の最大のものは
社会保障です︒この社会保障をどうするかという

法案の提出予定がいろいろあるわけであります

いうふうに考えております︒

うこともありまして︑我々としては十九年法と同

し︑その裏打ちとなる財源というものを一体的に

けれども︑厚労大臣︑短時間労働者の関係とまた

○宮沢洋一君 ということは︑現行の職域加算が

○宮沢洋一君 それではちょっとフリップを出し

議論しなければいけないということだと思ってお

被用者年金一元化の関係の法律は︑どういう今検

当分続くと︑こういうことでよろしいわけですか︒

ことは︑国民にとっても国民生活にとっても非常

ります︒

討状況で︑いつごろ出てまいりますか︒

○国務大臣︵岡田克也君︶ 当分続くということ

じような形でまず出させていただき︑職域加算に

○宮沢洋一君 一体でなければいけないけれども︑

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ 被用者年金一元化

の意味ですが︑我々︑例えば一年掛けてこの議論

ていただいて︒
︵資料提示︶

何か法律が随分社会保障関係は遅くなるという話

につきましては︑共済部分の三階の部分の議論な

をするとか︑そういったふうには考えておりませ

に大きなことでありますので︑このことと︑しか

がありますけれども︑それでも我々に別々に審議

どを今関係省庁でしておりますので︑これはなる

ついては多少時間を掛けて議論せざるを得ないと

をしろと︑こういうことを要請されるわけですか︒

んので︑恐らく法案の形で︑この国会あるいは次

の国会には出せるように︑そういうタイミングで

べく早くとは思っております︒
それから︑短時間労働者につきましても︑これ

○国務大臣︵岡田克也君︶ 法案は幾つかござい
ます︒既に国会に提出したものもありますし︑ほ
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は今︑私のところで全体を回しておりますので︑

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ 短時間労働者の方

ばには出るということは確約できますか︒

わないということは︑じゃ︑この二法案は四月半

○宮沢洋一君 じゃ︑厚労大臣︑税とそれほど違

議論していきたいというふうに思っております︒

○宮沢洋一君 時間が限られているのでしっかり

いけないというふうに思っております︒

そこのところをきちんと先に進めていかなければ

ということもございますので︑それまでの間には

とかいろいろな環境が整って︑いつ施行をするか

いただいているマイナンバー法とか歳入庁のこと

ただいても︑これはやはり今︑国会に提出させて

ナンバーなんか施行されているんじゃないですか︒

○宮沢洋一君 だったら︑その︑何ですか︑マイ

と思います︒

いる最中でございますが︑恐らく三年後ぐらいか

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ 今︑法文を作って

か︒

んか決まってないでしょう︒

それぐらいの時期には出させていただけるように
答弁してください︒

が︑あとは共済各省のことがございますので︑そ

いては二階のところはほぼでき上がっております

ていただいておりますので︑厚生労働省部分につ

被用者年金の方は今︑岡田副総理の下でまとめ

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ 失礼いたしました︒

ということですよ︒

入るはずですね︑一元化ですから︒それでいいか

に被用者年金の部分も短時間労働者の部分も当然

中身の話をしています︒一元化法案の中身の中

○宮沢洋一君 来年提出される一元化法案の施行

れると考えます︒

うふうに考えておりますので︑その時期が少しず

バーが施行されて︑ある程度定着をしてからとい

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それは︑マイナン

短時間労働者の実施時期︑いつからやるんです

したいと思っています︒

ちらの方は副総理にお聞きいただければと思いま

一元化法案を出せば全て包含されているという認

者年金の一元化︑また短時間労働者の問題︑年金

厚労大臣に伺いたいんですけれども︑この被用

中に国会に提出と︑こうなっていますですね︒

○宮沢洋一君 一方で︑年金一元化の法案は来年

したばかりでございます︒

国会提出できるように作業を急げという指示を出

○国務大臣︵岡田克也君︶ 先般︑四月上旬には

短時間のところは今の格差の問題などがございま

やはり被用者年金のところはその公平性の問題︑

施行という形にはまだなりませんので︑その間に︑

に答弁したような事情がございますので︑すぐに

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それはこの一つ前

ですか︒

こういうことをおっしゃっていると考えていいん

パーツを︑一部分を切り出して今年審議してくれ︑

○宮沢洋一君 来年出す︑要するに全体の法律の

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それは︑一元化の

そう思いませんか︒

て︑買うばかはいないじゃないですか︑消費者は︒

ハンドルだけ今年買ってくださいなんて言ったっ

すよ︒その新車の︑じゃ新しくできたエンジンと

わらず︑来年新車を発売すると決めているわけで

でしょう︑今の話全部聞きますと︒それにもかか

○宮沢洋一君 じゃ︑前後するかも分からないん

討しているところです︒

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それも含めて今検

はいつからなんですか︒

識でいいですか︒

して︑先行する必要があるというふうに考えてい

その方向に沿って今の現在のものを改善をしてい

そういう意味では入ります︒

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それはそうではご

ます︒

くということですので︑基本的な考え方からする

す︒

ざいません︒

○宮沢洋一君 被用者でも短時間でも実施時期な

年金の一元化の法案を二十五年度に出させてい

参議院記録部

- 34 -

【未定稿】
予算
平成２４年３月１２日

いですか︒

えと言ったって︑我々審議できるわけないじゃな

ゃっているんだから︑そんなもののパーツ今年買

るんだから︑もう新車︑もう発売すると発表しち

いんでしょう︒しかし︑もう来年出すと決めてい

うものが出るからというんで今年審議したってい

未来のコンセプトカー︒だったらば︑来年こうい

案では中長期の課題だったんですよ︒要するに︑

○宮沢洋一君 一元化については︑昨年六月の成

いんです︒だって︑二十時間︑三十時間の話だっ

○宮沢洋一君 すぐ四十年でごまかしちゃいけな

というふうに思っております︒

それがやはり国民の立場に立った政治ではないか

たことをこれは各党間で御議論いただきたいと︑

どん時間もたってしまいますので︑是非そういっ

論が出るまでは何もしないというと︑これはどん

各党間でよく議論する︒で︑そういったことの結

話は︑これはメンツの問題ではございませんので︑

これはやはり︑どちらがいいとか悪いとかいう

的な仕組みといったものは議論されましたか︒

中で行われました︒この中で︑この一元化の具体

めに社会保障改革に関する集中検討会議が政府の

カーに戻せと言っているんですよ︒

○宮沢洋一君 だからこそ︑中長期のコンセプト

かというふうに思っております︒

ら︑是非ここは冷静に一緒に議論すべきではない

協議するということも約束されているわけですか

すが︑その中には年金の抜本改革について各党で

お出しになったマニフェストもよく読んでおりま

私は︑二〇〇九年のマニフェストを︑自民党の

○国務大臣︵岡田克也君︶ ここは少し分けて考

て︑すぐもらえるわけじゃないでしょう︑これ︑

○国務大臣︵岡田克也君︶ 昨年の︑何といいま

え方ですが︑両方ございます︒

えた方がいいと思うんですけれども︑まず︑新し

もらう方でいえば︒ただ︑制度はもう施行もその

すか︑集中検討会議︑この場で︑財界︑労働界︑

とずれはないというふうに思っております︒

い制度がいつスタートするかというのは先ほど小

年から始まるんですよ︒そのときに︑要するに昨

四十年間︑少しずつウエートは少なくなっていき

して進んでいくということですから︑現行制度も

は更にそれから四十年後︑その間は両制度は並行

フルに︑何といいますか︑実施されるのは︑それ

らおかしくなっちゃったんですよ︒

から大綱になって︑来年出すって言っちゃったか

たんですよ︒それを︑その成案じゃなくて︑素案

来年からやるパーツ︑パーツということはあり得

年の六月であれば︑中長期の課題にしていたから︑

障の実現に向けてというものをまとめたところで

調査会を設けてそこで議論をし︑あるべき社会保

と並行して党の方でも︑社会保障と税の抜本改革

ら幅広い意見を聞いたところでございます︒これ

地方団体の関係団体︑あるいは学識経験者などか

もう少し具体的に入りますけれども︑昨年の初

宮山大臣お答えしたとおりでありますが︑それが

ますが︑生き続けるわけですから︑そのことはや

用者年金だ何なんて審議できるわけないんです︑

これ取り下げない限り︑我々︑パーツパーツの被

われたか︑事実だけ教えてください︒

○宮沢洋一君 一元化についてどういう議論が行

成案を決定したということでございます︒

ございます︒そういうものを最終的に一つにして

来年出てくるのに︒

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それは︑六月の素

まず︑来年出すというのをやめたらどうですか︒

げているんですが︑やっぱり年金制度の改革は︑

○国務大臣︵岡田克也君︶ そういうことも含め

案に大体盛り込ませていただいた内容がそこで議

はり改善できるものはしていくということでござ

皆さんがおっしゃる︑今の制度を改善していく中

て︑これは各党間で御議論いただければいいこと

論をされておりまして︑例えば所得比例と最低保

います︒

で百年間もたせていくという考え方と︑やはり抜

じゃないかと思います︒

それから︑私︑衆議院のときから何度も申し上

本的に変えざるを得ないという考え方︑我々の考
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い︒

論が︑誰からどういう議論が出たか言ってくださ

論はほとんど行われていないはずです︒どんな議

○宮沢洋一君 うそ言っちゃいけません︒

れました︒

り込んだような内容がそこの検討会議で議論をさ

七万円ということ︑そういったことが︑素案に盛

こと︑最低保障については最低保障年金の満額が

は老齢年金に係る部分が一五％程度というような

が同じなら同じ保険料︑同じ給付である︑保険料

職種問わずに全ての人が同じ制度に入って︑所得

障年金の組合せから成る制度にするということ︑

で︒

いつからどういう議論をされたんですか︑どの場

○宮沢洋一君 相当時間掛けてどういう議論を︑

をしたというふうに思います︒

換をしました︒その議論の経過を踏まえての対応

よりも︑相当時間を掛けて政府内︑党内で意見交

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 私の決断という

の決断で入れたんですか︑これ︒

すね︑来年提出って︒野田総理︑その間︑あなた

大綱︑その前の素案ですか︑復活しちゃったんで

よ︒正しい決断だと思うんです︒ところが︑この

蔵に一回入れておこうと︑こう決められたんです

政府と党で︑この一元化は中長期の課題としてお

要するに︑成案︑六月の成案の時点では︑要は

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 今副総理が御説

います︒

だけは︑これは新たに加わったということでござ

平成二十五年の国会に法案を提出するという一文

にも書いてあると︒ただ︑委員おっしゃるように︑

と明記をされておりまして︑同じことが素案の中

これは党とやった結果ということですが︑きちん

成案の中に新しい年金制度の創設ということで︑

たという委員の御指摘ですが︑六月三十日のその

○国務大臣︵岡田克也君︶ まず︑お蔵入りさせ

○委員長︵石井一君︶ 取りあえず岡田副総理︒

います︑総理の判断か︒

の判断かはっきりさせてください︒総理に聞いて

って来年提出と決めたわけですから︑これは総理

それに対して︑党として︑党のサイドで議論をし︑

には含まれていなかったというふうに思います︒

○国務大臣︵岡田克也君︶ 私の記憶では︑そこ

この中に一元化についての記述はありますか︒

配付して説明した概要に関する資料集があります︒

○宮沢洋一君 集中検討会議の一番最初に政府が

す︒

明をし︑それについて議論をされたと聞いていま

で︑今申し上げたような考え方を党の方から御説

○宮沢洋一君 ともかく︑一月から五月まで委員

まとめをいたしました︒

で成案のたたき台を提示をし︑六月三十日に取り

いたしまして︑その後︑六月二日に集中検討会議

月三十日の集中検討会議でこの民主党案の検討を

て︑この中にこの新年金制度が入っています︒五

会保障の充実に向けての取りまとめがございまし

二十六日に民主党から︑調査会から︑あるべき社

生労働省案の提示をいたしました︒そして︑五月

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ 五月二十三日に厚

うな視点からの御提起はございました︒
︵発言す

の御意見はございましたが︑有識者からも同じよ

御意見なども踏まえての対応で︑もちろん党から

防貧・救貧機能を強化すべきといった︑そういう

えない制度を目指すべき︑最低保障機能を有し︑

あるいは︑働き方・ライフコース選択に影響を与

課題の両方を具体的なプロセスとして示すべき︑

そうではありませんで︑改革の将来展望と現在の

でこの種の議論がなかったのかというと︑これは

明したとおりですが︑いわゆる集中検討会議の中

最後に紙で盛り込まれたことは確かですが︑議

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ その集中検討会議

そして意見を申し上げて︑最終的に入れていただ

る者あり︶

大綱に至ったときはもう各種の︑政府内︑党内

の間では議論されていないんです︒
菅内閣ではお蔵入りさせたのを︑野田内閣にな

いたというふうに認識しています︒
○宮沢洋一君 全く議論されていません︒

参議院記録部

- 36 -

【未定稿】
予算
平成２４年３月１２日

とであります︒

す中でこの将来の年金の姿も示しているというこ

た︒したがって︑大綱の中で︑二章で全体像を示

展望︑方向性も示すべきだという意見がありまし

ばいけないことなんですけれども︑一方で将来の

体改革は当面二〇一〇年代半ば中心にやらなけれ

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 本来はこれ︑一

ことでいいんですね︒

内閣だから︑あなたが責任者として決めたという

のを︑法案提出︑来年すると決めたのはあなたの

○宮沢洋一君 菅内閣では中長期課題にしていた

いうことではございません︒

の議論を踏まえての対応で︑私の独断で入れたと

つくった方がいいという立場で党内の議論を積み

ますが︑我々は︑新しい年金制度をまず抜本的に

ストかというのはこれからのまさに議論だと思い

る議論︑いろいろあると思うんです︒どっちがベ

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ この年金をめぐ

すか︑今度は総理の責任で︒

きるわけないでしょう︒旗を降ろされたらどうで

れで︑部分部分を今年審議しろと言ったって︑で

が来年発売されることになっちゃったんです︒そ

○宮沢洋一君 その結果︑未来のコンセプトカー

踏まえて対応したということであります︒

という意見がございましたので︑そういうことを

らの法案提出時期などの工程表も示した方がいい

は︑社会保障でやるべき項目︑改革項目と︑それ

先ほどの被用者年金の一元化も含めて様々な法案

改革がなされなければならないからということで︑

省があるんですが︑我々野党のときは︑その抜本

○国務大臣︵岡田克也君︶ 委員︑これ我々も反

降ろしたらどうですか︒

前の議論ができるわけないじゃないですか︒早く

年出すというのが旗印が立っている限りは︑その

ういう議論をしていけばいい︒しかし︑それが来

は︑中長期の課題はいいと思いますよ︑我々はそ

入りさせていた︑中長期の課題にしていた︒それ

きないんですよ︒

○宮沢洋一君 それがある限り︑今年の審議はで

ういう努力をしたいというふうに思います︒

た︒政府はそれでいいんですね︑野田総理︒

○宮沢洋一君 じゃ︑党の意見を受けて変えられ

たということでございます︒

最終的にそれを受けてこういった素案の形になっ

うことを明記すべきだという強い意見が出まして︑

ういう中で︑そういった来年度に法案を作るとい

つまり素案を相当詰めて議論をいたしました︒そ

の側におりまして議論に参加しておりましたが︑

○国務大臣︵岡田克也君︶ これは︑私は当時党

か︒その理由を教えてください︒

なかったものを来年中というふうにされたんです

にはそういう形で明記をしてございますので︑そ

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ あの工程表の中

しょう︑間違いなく︒それだけ言ってください︒

○宮沢洋一君 ともかく来年国会に提出するんで

きればというふうに思います︒

くて︑是非︑折り合えるところをお互いに模索で

まえたちのその方式では駄目だという議論ではな

み合う議論を私は十分できると思いますので︑お

善という立場と︑でも︑当面のやり方としてはか

がありますが︑そのゴールから見たものと現状改

改善しながら百年安心を担保しようというお立場

重ねてまいりました︒御党含めて︑現状の制度を

出ないと思うんですね︒しかし︑目の前のこの

議論すると︒これは一か月︑二か月で結論は私は

うするか︑将来のあるべき姿も並行してしっかり

りここは︑そういうことも含めて是非超党派でど

る意味で不毛な議論になりかねないので︑やっぱ

できないというふうに言われると︑またこれ︑あ

の問題議論できない︑だから反対︑議論すること

今同じように︑じゃ抜本改革掲げていると当面

反省しなければいけないところであります︒

うふうに申し上げてまいりました︒それは我々が

からそういった議論はする必要がないと︑こうい

に反対と︒つまり︑抜本改革を念頭に置いている

元々︑あなたたちは六月の段階でともかくお蔵

○宮沢洋一君 じゃ︑どうして六月には決めてい

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 党の意見として
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○宮沢洋一君 それは︑例えば三十時間を二十時

ではないかというふうに思っております︒

論いただくことが国民の立場から見て必要なこと

から︑そういう意味で︑ここは二つに分けて御議

はやっぱりこの国会で決着付けなきゃいけません

我々が提案している様々な法案については︑これ

○委員長︵石井一君︶ 速記を止めて︒

︵発言する者あり︶

されるのかという問題が一方であるわけです︒

○国務大臣︵岡田克也君︶ それがいつから施行

ですか︒もう一度答弁してください︒

○宮沢洋一君 じゃ︑四十年間じゃないじゃない

すよ︒それがもう一番の近道ですから︒

簡単なのは来年出すというのをやめればいいんで

やればいいと言っているわけです︒だから︑一番

たってできるわけないでしょうと︑来年全体見て

いるから︑そのパーツは今年審議してくれといっ

うものを来年まとめて出してくるとおっしゃって

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ あくまで私ども

総理︑決心してください︒

○委員長︵石井一君︶ それじゃ︑速記を起こし

は︑基本的な究極の姿を見ながら︑現状で何を対

︹速記中止︺

ら二十時間がゼロになるかもしれない︑そんなの
て︒

間に引き下げるという問題だって︑来年になった
で真面目に三十時間︑二十時間に引き下げるとい

応できるか︑あの最低保障年金という姿を書いて

いますけれども︑その前に︑最低保障機能強化に

厚生労働大臣︒
○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それはおっしゃる

う法案を審議しろというんですか︒来年は︑だっ
て一元化でしょう︒

○宮沢洋一君 じゃ︑これで終わらせていただき

ついてはこれは与野党合意できると︑そういう合

年金制度をつくった方がいいのか︑ずっと御党を

ます︒

とおり︑短時間労働者でも対象になればそのとき

後です︒その間は二つの制度が併存するわけです

始め主張されてきた今のものを改善した方がいい

○委員長︵石井一君︶ 以上で宮沢洋一君の質疑

○国務大臣︵岡田克也君︶ 二十時間がゼロとお

から︑一方の残る今の制度について改善すべきと

のかという︑抜本的にどう考えるかということを

は終了いたしました︒
︵拍手︶

意できるものを︑接点を今現時点では探っていき

ころは同時に改善していくというのは︑私は間違

超党派でお話しいただくことと︑それと今︑先ほ

│││││││││││││

から影響が出ることになります︒だから︑そのこ

ったやり方だとは全く思っていないわけです︒

どから申し上げているように︑直近のところで改

○委員長︵石井一君︶ 次に︑川口順子さんの質

っしゃいましたが︑一元化して一つの制度になっ

○宮沢洋一君 あなた︑本当に年金制度を分かっ

善できるものは手を付けていった方がいいという

疑を行います︒川口さん︒

たいというふうに思います︒

ているんですか︑岡田さん︒それ︑もうちょっと

ことと︑それは矛盾することではないというふう

○川口順子君 自民党︑川口順子でございます︒

とと︑先ほどから副総理が申し上げている新しい

分かっているのかと思った︒だって︑それ三十時

に考えています︒

たとしても︑それがフルに給付されるのは四十年

間が二十時間になったら︑もらえるのは将来だけ

○宮沢洋一君 総理︑総理答えてください︒

まず︑瓦れきの処理についてお伺いをいたしま

ど︑その施行されたその日から︑二十時間の人は

総理は︑昨日記者会見をなさって︑そのときに

す︒
もう全体出すんですよ︑短時間も何もなしに︑一

瓦れきについても触れられました︒正直言いまし

ともかく︑来年出すとさっきもおっしゃった︒

○国務大臣︵岡田克也君︶ 当然払うことになり

元化も全部入って︑被用者年金一元化も︒そうい

保険料払うんでしょう︒
ます︒
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改めてその対策を強化しようということで︑昨日︑

五％程度しか進んでいなかったということの中で︑

るというふうに思いますが︑現状は残念ながら

性は本当に多くの皆様に今御理解いただきつつあ

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 広域処理の必要

そういうお話だったんでしょうか︑総理︒

を認めて︑心を入れ替えてこれからなさるという︑

も一年間やっていらっしゃらなかったということ

きたはず︑そういうことでございます︒今まで何

を取っておやりになろうと思えばもっと前からで

ことでございます︒これは総理がリーダーシップ

て︑私の感想を申し上げます︑何を今ごろという

議つくるのという話です︒新しいことは全くない︒

いうことも読みましたけれども︑またもう一つ会

ません︒それから︑新聞記事で閣僚会議つくると

境省が決めております︒何にも新しいことはあり

けれども︑処理の基準というのはもうとっくに環

○川口順子君 文書によってとおっしゃいました

をするということでございます︒

書で通知をしながらお願いをするとか等々の対応

書を被災の三県以外の四十四都道府県に改めて文

置法の︑その法律に基づいてしっかり国として文

昨年八月に与野党合意で作っていただいた特別措

支援等々を行っていこうということと︑それから

対する自治体への支援︑住民の不安解消のための

いというある種の一般的な要請にとどまります︒

う当面はまずはしっかりと受け入れていただきた

とんどできていない自治体に対しては︑これはも

す︒それも︑四十四都道府県の中でまだ準備がほ

づく法的な要請を文書で出したいと考えておりま

け早い段階で各自治体に直接︑特措法の六条に基

で︑総理の指示を受けまして︑今週以降できるだ

いう状況がここまで継続してまいりました︒そこ

ありまして︑なかなか前に進まないという︑そう

まいりました︒ただ︑それぞれ自治体には事情が

これまでも実質的な自治体に対する要請はして

す︒ありがとうございます︒

その前も少し一定の方針は出しておりましたけれ

ここで必要なのは︑総理がイニシアチブを取っ

さっているんでしょうか︒昨日︑一部おっしゃっ

○川口順子君 何をそれではこれからやろうとな

いただいているということであります︒

ろんな御意見とか要望を踏まえながら対応させて

この間︑神奈川の知事にもお会いしたりとか︑い

ません︒

文書で通知をするとか︑そんなことじゃ何も進み

なければ先に進まない︒今までやったことを単に

が動くんです︒その具体的な指示を総理がなさら

官房長官や事務の副長官や環境大臣やそういう方

て︑これは総理が指示をなされば︑それを受けて

か︑そこまで具体的に提示をして︑動いていただ

どこの自治体のものを受け入れていただきたいの

れていただく廃棄物の種類︑量︑そして被災地の

したいと思っております︒それは︑そこで受け入

動いていただいている自治体には具体的な要請を

ただ︑既に具体的な検討をいただいて前向きに

答弁をさせていただきます︒

私が総理から直接指示を受けておりますので︑

ども︑改めて気が付いたというか︑その緊急性︑

たかと思いますが︑改めておっしゃってください︒
らかというと被災地における支援ということで︑

○国務大臣︵細野豪志君︶ まず︑川口委員には

とをおっしゃってください︒

的には国が直接的にやるにかなり近い形になりま

で︑要請という形を取らざるを得ませんが︑実質

ける自治体には要請をしたいと思っております︒

放射能の測定の支援であるとか︑あるいは運搬を

昨日わざわざ有楽町まで来ていただきまして︑広

すので︑大きな責任を我々は負うということでご

もう一度︑やりたい︑これをやるんだというこ

含めた処理コストを支援をするということをやっ

域処理について一緒に呼びかけていただきました︒

ざいます︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ これまではどち

てまいりましたけれども︑これから︑一方で︑広

本当に有り難かったです︒心より感謝申し上げま

これは︑処分場を持っているのは自治体ですの

域処理という形で受け入れていただける自治体に
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○川口順子君 昨日は広域の処理についてのキャ

面に出て︑やります︑言ってきてくれたらやりま

ざいます︒

コールであるというふうに考えているところでご

の処理が復興の土台である︑入口であるというこ

すということをおっしゃいますか︑総理︒

法律として︑この代行というのは要請に基づい

ともよく御案内のとおりです︒五％しかできてい

ンペーンに協力をさせていただきましたけれども︑

六条というふうにおっしゃいましたけれども︑

てやれる仕組みになっております︒この制度がご

ないということであったら︑今いろんな言い訳め

○川口順子君 五％しか総理もおっしゃったよう

総理はやろうと思えばもっと大きな権限を持って

ざいますので︑福島県内では幾つかの自治体から

いたお話は伺いましたけれども︑それはそれであ

○国務大臣︵細野豪志君︶ この件は環境大臣と

いる︒我々国会はその権限を総理に与えているん

直接要請を受けて︑既に代行でやっております︒

るかもしれませんが︑やはりここは︑国は一歩も

昨日は昨日︑今日は今日︑今日は厳しく追及をさ

です︒環境大臣に与えているんです︒それは︑国

特に警戒区域に近い浜通りの方は︑それぞれの自

二歩も前に出ると総理おっしゃっているんですか

にできていないということは事実︑それで瓦れき

の代行︑国は代行することができる︒もっと早く

治体で処理をするのは実質的にはもうほとんど不

ら︑それをやりますということで今後積極的にお

して答弁をさせていただきます︒

にこの国の代行権を使って国がなぜなさらないん

可能ですから︑そこは国が責任を持ってやってい

せていただきたいというふうに思います︒

ですか︒これ総理に考え方の基本ですから伺いま

やりになりますね︑総理︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ それぞれの自治

るということでございます︒
それ以外の地域で代行の要請がこれまで来なか

す︒
○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 代行の権限を行

体の状況とかこれまでのかかわりは環境大臣一番

御存じだと思いますが︑私どもはその代行を嫌が

ったのは︑それぞれの自治体に事情がございます︒
具体的には︑県がそれを行う形になっていて︑業

っているわけではなくて︑今委員御指摘のとおり︑

使しないということではございません︒市町村か
ら御要請があればそれは︑代行は当然やることは

者に発注をしているなどのもう契約を成している

ただ︑県がやるといっても︑宮城県も岩手県も

○川口順子君 もう一つ私は御提案があります︒

あり得るというふうに思いますが︑まだそういう

○川口順子君 総理は非常に大事なことをおっし

膨大な量を抱えておりますので︑実質的に全て任

国有地に焼却灰︑今ずっと先ほどから福島県以

一歩も二歩も前へ出る気持ちはございますので︑

ゃった︒市町村がまだ要請をしていない︑市町村

せてというわけにはまいりませんでした︒したが

外の瓦れきのお話を話しておりますけれども︑国

ケースがほとんどでしたので︑それで代行の要請

の要請があれば国は代行をするというふうに今言

いまして︑仮設の焼却施設の設置であるとか他県

有地に焼却灰を埋める︑処分をするということを

御要請はございません︒行使を否定するわけでは

われたわけです︒ですから︑それを聞いたら市町

への要請についてはもう既に︑特に他県への要請

国として︑国が積極的にやるということの一例と

当然のことながら必要に応じて積極的に対応して

村は多分代行ということで言ってくるというふう

については国が直接既にやっております︒ですか

しておやりになりませんか︒

というのは来ておりませんでした︒

に私は思いますが︑いずれにしても︑今までなぜ

ら︑法律上の代行という形にはなっておりません

○委員長︵石井一君︶ 細野環境大臣︑答弁は簡

ございません︒

それを使っていないかという理由が単に言ってこ

が︑私どもがやっていることは実質的にそれとイ

いきたいというふうに思います︒

ないだけというのは非常に消極的︒もっと国が前
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そのことは私の方でも検討をいたしました︒た

○国務大臣︵細野豪志君︶ はい︑分かりました︒

潔にやりましょう︒

ております︒したがいまして︑終わらせます︒

環境大臣である私の責任であるというふうに思っ

○国務大臣︵細野豪志君︶ 二年で終えることは

いますか︒

です︒

年でやったって︑二年間で終われば早く片付くん

ょうというふうにも私も承知をしていますが︑二

とでございます︒

をするやはり処分場を使わせていただくというこ

したがいまして︑一番現実的なのは︑既に存在

いの月日が掛かります︒

も含めて︑どうしてもやはり少なくとも二年ぐら

はできるだけ短縮するにしても︑そういったこと

いうことになりますと︑その場所のアセス︑これ

○委員長︵石井一君︶ 静粛に願います︒

あり︶

場を造るということではなくて⁝⁝︵発言する者

責任ですので︑そこは二年掛かってでも最終処分

ません︒ですから︑一日でも早くやるのが我々の

いてあります︒あの状況をいつまでも放置はでき

るんです︒被災地に行きますと︑二次仮置場に置

私は二年も今の状況を放置はできないと思ってい

しかし︑川口委員に是非申し上げたいことは︑

野を提供してほしいという要請を受けました︒そ

壌の仮置場については︑今十四市町村から国有林

○副大臣︵筒井信隆君︶ 放射性物質等を含む土

ください︒

エスとおっしゃいますね︑そういう方針でやって

の最終処理場を国有林の中に置くということでイ

めている︒放射性物質に汚染されていない焼却灰

で汚染された瓦れきについてそこに置くことは認

いて︑林野庁は今既に仮置場としては放射性物質

農水副大臣に国有林について︑処分することにつ

農水副大臣︑いらしていると思いますけれども︑

だ︑現実的には︑国有林に新しい処分場を造ると

ありますけれども︑使わせていただくからには︑

○国務大臣︵細野豪志君︶ その前にやれる仕組

きていないので︑二年では終わらないということ

いうのが計画で︑にもかかわらず︑今五％しかで

この計画︑全部の瓦れきの処理は二年で終えると

○川口順子君 二年掛かるとおっしゃるけれども︑

ざいます︒

今それぞれの自治体に働きかけているところでご

がやれるような仕組みを導入したいということで︑

その費用は全て国が負担をすることで実質的に国

るとか拡充しなければならない部分であるとか︑

市町村のものについては︑その分の焼却費用であ

ことであるということをおっしゃっているにすぎ

○川口順子君 あらまほしきことは二年で終わる

たいと思います︒

ではなく︑政府を挙げてそういう取組をしていき

方向で頑張ってまいりましたので︑環境大臣だけ

ことを今環境大臣も明示したし︑また︑そういう

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 二年間でという

に内閣全体として責任を持ちますね︑総理︒

うに言われた︒これは野田内閣として︑そのこと

○川口順子君 責任を持って二年でやるというふ

みを導入をしたいということでございます︒

林担当のところはいいと言っている︒なさいます

理︑これは総理の責任ですよ︑まとめるの︒国有

が︑環境大臣との間では意見の調整が必要で︑総

○川口順子君 非常に前向きで結構かと思います

ろでございます︒

これも前向きに提供をする方向で考えているとこ

省あるいは地方自治体から要請があった場合には︑

すが︑最終処分施設︑これに関しましては︑環境

するという方向で今話合い中でございます︒

います︒残りの十三市町村につきましても︑提供

のうち︑一市町村については既に提供済みでござ

これは︑民間さらには市町村のものを問わずで
使ったものについて︑特に官のものについては︑

はもう目に見えているんです︒二年で終わります

ない︒ですから︑焼却場が二年建設に掛かるでし

それから︑もう一点の質問も今一緒かと思いま

か︒責任持って︑終わる︑終わらせるとおっしゃ
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それについては︑私どもの方からも林野庁に直接

の処分場で処理をし切れないものがありますから︑

に汚染をされたものについてはなかなかそれぞれ

いただきます︒

○国務大臣︵細野豪志君︶ 簡潔に答弁をさせて

きたい︒

ず簡潔にその専門分野だけについてお答えいただ

○委員長︵石井一君︶ それでは︑環境大臣︑ま

水副大臣が︒

それはおっしゃったんですから︑林野庁所管の農

そこで埋立処分をするということでいいですね︒

ね︒国有林に最終処理をするための場を置いて︑

いと思いますが︑今はどっちの方向で調整なさい

また後刻これにどういうことをなさったか伺いた

○川口順子君 総理が調整をなさるそうですから︑

て対応したいというふうに思います︒

同じでございますので︑それはきちっと調整をし

なければならないという︑その気持ちはどの省も

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 瓦れきを処理し

とリーダーシップを取ってまとめられますね︒

○川口順子君 閣内不一致︑総理はそれをちゃん

きたいと思います︒

関係閣僚会合を近日中に開き︑調整させていただ

○国務大臣︵藤村修君︶ 瓦れき処理に関しての

のは官房長官の役目ですよ︒

と思います︒どうお考えですか︒これ︑調整する

ただきますが︑いいですね︒
︵発言する者あり︶

分をする方向であるというふうに私は取らせてい

という御答弁ですから︑これは当然に国有林で処

○川口順子君 瓦れきの処理が促進される方向で

調整をさせていただきたいと思います︒

促進される方向で︑よく各省の意見も聞きながら

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 瓦れきの処理が

理︑もう一度答えてください︒

いるのですが︑官房長官からは聞けないので︑総

調整する︒どっちの方向ですかというのを伺って

きには︑調整者がどの方向でという腹案を持って

は全く思えない発言でございます︒調整をすると

○川口順子君 今まで調整をしたことがある方と

調整をさせていただきたいと思います︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ とにかく関係閣

ますか︒

したので︑委員長から御指名をいただきましたの

○国務大臣︵細野豪志君︶ 御指名をいただきま

○委員長︵石井一君︶ それじゃ︑細野環境大臣︒

農水省とは常に連携をしておりまして︑放射性

お願いをして︑国有林の確保をお願いをしていま

僚会議で決めます︒
︵発言する者あり︶

で︑答弁をさせていただきます︒

す︒
いないんです︒通常に処理できるものです︒それ

○委員長︵石井一君︶ ちょっと速記を止めてく

しかし︑宮城県と岩手県のごみは汚染をされて
については迅速にやらなければなりませんし︑こ

ださい︒

ただいま農水副大臣と話をいたしましたけれど

れを処理できなければ前に行けないんですね︒そ

○委員長︵石井一君︶ 静粛に願います︒

も⁝⁝︵発言する者あり︶
○委員長︵石井一君︶ それじゃ︑速記を起こし

○国務大臣︵細野豪志君︶ 農水省︑林野庁にお

︹速記中止︺

せていただきたいということで︑使い分けをして

てください︒

ういったものについては︑既存の処分場を利用さ
いるということであります︒
︵発言する者あり︶

○国務大臣︵藤村修君︶ 調整を行うということ

○国務大臣︵細野豪志君︶ 林野庁に私どもから

○委員長︵石井一君︶ 静粛に願います︒

願いをしているのは⁝⁝︵発言する者あり︶

○川口順子君 農水副大臣に伺ったのは︑放射性

であります︒何かこういう方向でとか︑こういう

お願いをしているのは︑放射性物質の廃棄物につ

官房長官︑再答弁を願います︒

物質に汚染されていない瓦れきの最終処分という

方向でと今ここで決める必要なく︑予断を持たず

○委員長︵石井一君︶ ちょっと静粛に願います︒

ことで私は伺っております︒閣内で意見が異なる

参議院記録部

- 42 -

【未定稿】
予算
平成２４年３月１２日

しましたので︑私は担当大臣として答弁をさせて

りませんので︑農水副大臣からも直接確認をいた

いまして︑宮城県︑岩手県のものは要請をしてお

いての仮置場や最終処分場でございます︒したが

ければいけない︒私は今の政府案がその方向にな

に資するのかどうかということは考えてつくらな

ります︒ですけれども︑新しい組織が本当に安全

くらなければいけないというのはそのとおりであ

表にはなかなか出てきませんけれども︑厳しい意

のにまだ発足をしていないということに対して︑

世界の流れからいうと︑事故から一年たっている

一日も早く設立をしなければならない︒そういう

今地に落ちております︒それを回復するためにも

がございます︒二つ例を挙げたいと思います︒

加えまして︑緊急性が極めて高い幾つかの理由

見も既に一部出ているという現状であります︒

っていると思いません︒

しに四月一日に発足をさせようとしている︒なぜ

しているということが大問題であります︒議論な

ただ︑その前に︑四月一日に発足をさせようと

いただきます︒
︵発言する者あり︶
○委員長︵石井一君︶ 静粛に願います︒静粛に
願います︒
それじゃ次に︑内閣総理大臣の答弁を求めます︒

四月一日発足が必要ですか︒総理︒基本的な認識

も︑事故ということでかなり踏み込んで様々な規

まず一つは︑東京電力の福島第一原発︑事故後

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ スピードアップ
ですので総理です︒

きるような法的権限を是非与えていただきたいと

という観点からするならば︑これは既設処分場を

っていく必要があると思いますので︑そのために

いうふうに考えております︒

制をしておりますが︑基本的には今の通常の原子

○川口順子君 この問題はまた別途取り上げたい

も︑国民の不安を和らげるためにも︑一日も早く

二つ目に︑自治体の動きであります︒今止まっ

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 福島第一原発事

と思いますが︑いずれにしても︑総理は︑もちろ

新たな原子力安全規制制度と防災体制を支えるこ

ている原発が多うございますが︑そういったとこ

活用するということだと思うんです︒そこを徹底

ん環境大臣もですけれども︑二年以内に必ず片付

とが急務であるということから早期の審議のお願

ろにおいても使用済燃料がございます︒そういっ

力発電所と同じ保安上の規定に基づいて今も安全

けるとおっしゃったということで︑それが進捗を

いをしているところでございます︒

たことを考えると︑地域の防災計画をしっかりと

故による原子力安全行政への信頼が大変大きく損

そのスケジュールでしているかどうかもきちんと

○川口順子君 質問はなぜ四月一日に発足させる

作らなければなりません︒

していくということだと思います︒どうしても必

フォローをしていきたいと私は思っておりますが︑

ことが必要かということでございまして︑その答

ただ︑これは自民党の皆さんにも是非考えてい

規制をしております︒これはこれ以上継続するの

具体的に残り九五％を二年以内にどのように片付

えがなかったということは︑四月一日でなくても

ただきたいんですが︑この原発の防災指針や防災

なわれましたので︑原子炉が稼働しているか否か

けるという具体案が示されなければ︑これはそう

いいということを今総理おっしゃったということ

計画はこれまで法律に基づいて制定されたもので

要があれば国有林も活用するという中での判断を

簡単に信じるわけにはいかないということを今申

ですね︒確認です︒

はありませんでした︒法的な権限がありませんで

は無理がございます︒やはりより厳しい規制がで

し上げておきます︒

○国務大臣︵細野豪志君︶ 今総理が言われたと

した︒これは私どもの責任も含めて法の不備だと

にかかわらず︑常にしっかりとした安全規制を行

それから︑問題を次に移ります︒

おり︑日本の原子力規制︑安全に対する信頼性は

していきたいというふうに思います︒

原子力規制庁について︑新しい組織を急いでつ
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にしっかりと防災指針と防災計画を書いて︑一日

が連日来ております︒そのことを考えれば︑法律

拡大をして新たな防災計画を作りたいという要望

言えるかと思います︒今自治体からは︑ＥＰＺを

思います︒

いけない理由には全くならないというふうに私は

ゃった理由は︑全て私は四月一日にやらなければ

なければいけないということで︑今大臣がおっし

ありますが︑八月の閣議決定に沿って今私どもは

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 前政権のときで

もう一回御答弁ください︒

の立場からいってもあるべき答弁ではないですか︒

ているところでございます︒

解をいただいて発足をさせていただきたいと思っ

そういうことも踏まえながらの対応はこれからも

昨年の暮れに中間報告を出していただきました︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 政府の事故調は

おつもりですか︒

そういったものを全部無視をしてつくろうという

それから︑事故調についての質問︑私の質問は

に発足させたいとは一言も書いてありません︒

ということを書いているだけであって︑四月一日

ましたけれども︑これは四月を目途につくりたい

○川口順子君 そもそも︑私も八月の閣議決定見

ただいているところでございます︒

原子力の安全規制に向けて二段階で対応させてい

○川口順子君 まず︑今までおっしゃったことと

していきたいと思いますし︑国会の事故調︑民間

答えていただいておりません︒無視するつもりで

総理は︑この畑村委員会あるいは黒川事故調︑

四月一日とはつながらないということを最初に申

事故調それぞれからいろいろ解明をしていただい

すかということです︑質問は︒

でも早く自治体に防災計画を作っていただかなけ

し上げたいと思います︒

ております︒それらはその都度︑真摯に受け止め

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 四月を目途にと

ればなりません︒

それから︑一年たってもできていないというこ

ていきたいと思いますが︑それらが全部出そろう

防災計画︑これは規制庁とは独立をした話であ

ざるを得ないということだろうと私は思います︒

けですから︑これでずっと続けて︑当面の間続け

の措置を講ずることができることになっているわ

制法で応急の措置を講じなければいけない︑応急

いうふうに思います︒

ないでやろうとしている政府の方が問題であると

ない︒事故調の結果が遅れています︒これをやら

ているんです︒できていないのは規制庁だけじゃ

的には事故調で調べた結果を踏まえて組織をつく

はあるまじき答弁であると思います︒やはり国際

の税金を使って組織をつくるんです︒総理として

らそう簡単に変えられないということです︒国民

○川口順子君 根本的な問題は︑組織をつくった

ところでございます︒

で対応するということで昨年閣議決定をしている

調等の様々な御判断をちょうだいした後に二段階

の規制のための委員会をつくって︑その後は事故

月の閣議決定にあったように︑まずはこういう形

までに何もしないのかというと︑これは昨年の八

四月一日をお変えにならないわけですね︒それを

としているということです︒今の時点に至っても

ですから審議時間ほとんどない状況で審議やろう

ではありません︒これは今から︑今もう三月半ば

一日までに発足させなければいけないということ

○川口順子君 四月を目途にということは︑四月

た︒

きたら受け止めると申し上げさせていただきまし

さっき申し上げておりません︒真摯に結果が出て

加えて︑事故調の結果は無視するということは

のは︑これは整合的だというふうに思います︒

いうことでございますので︑四月一日からという

したがって︑四月一日に是非とも皆さんに御理

とについては︑そもそも事故調の調査だって遅れ

ります︒そもそも︑その防災については強靱な日

るということがこの畑村委員会をお願いした総理

それから︑炉の規制等については︑これは炉規

本をつくるということで︑いろんな観点からやら
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た組織は消費者庁︑この審議に一体どれぐらい国

しゃっていらっしゃいますが︑前に政府がつくっ

○川口順子君 それでは︑総理︑四月一日とおっ

思っております︒

月一日に発足をさせていただきたいというふうに

に入っていただいて審議をしていただいた上で四

に有り難いことでございますし︑できるだけ審議

今日もこうして審議していただくこと自体が非常

す︒その責任は私どもにありますので︑是非とも︑

ただいて国会に法案を出させていただいておりま

○国務大臣︵細野豪志君︶ 閣議決定をさせてい

変更するつもりはないわけですね︑総理︒

の閣議決定のとおり︑四月めどにこういう形の一

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ あの昨年の八月

う一度お答えください︒

ことについての御答弁になってないんですが︑も

○川口順子君 事故調の報告を待ってからという

います︒

御審議をいただきますようにお願いをしたいと思

をさせていただいておりますので︑何とぞ早期に

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 既に法案を提出

うあるべきであります︒

をつくるというふうにおっしゃってください︒そ

としていらっしゃる︒事故調の調査を待ってこれ

ただ︑是非御理解をいただきたいんですが︑国

いただきたいと思っております︒

ければならないし︑最大限そうした声は聞かせて

自体国会にできたことについては重く受け止めな

を経験をしておりますので︑その事故調査委員会

個人的にも思っていてなかなかできなかったこと

っかりとした調査ができるようなものが欲しいと

つきましては︑これは野党時代にもそういったし

私も︑国会につくられました事故調査委員会に

したので︑答弁をさせていただきます︒

○国務大臣︵細野豪志君︶ 御指名をいただきま

やらせますから︑これやらせましてから︒

︵発言する者あり︶いや︑もうこれやらせてから

その後︑政府の事故調査委員会の結果報告が七月

つの組織を発足させていただき︑事故調について
させていただきたいと思います︒

若しくは八月辺りには出ます︒ＩＡＥＡと日本の

会は時間を使ったか︑おっしゃってください︒
時における審議時間は衆議院で全︑約五十八時間︑

○川口順子君 じゃ︑伺いますが︑今政府案は環

共催のシンポジウムというのは年末に行われます︒

会事故調は五月か六月に出されると聞いています︒

参議院で三十時間と承知をしています︒

境省の中に原子力規制庁をつくるということを書

︵発言する者あり︶

は︑その結果が出ましたらそれを受け止めて対応

○川口順子君 時間でいうと︑多分これを見てい

いてあります︒黒川委員長も︑新しい組織の在り

○委員長︵石井一君︶ 静粛に願います︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 消費者庁の設置

らっしゃる視聴者の方じゃ分からないと思うんで

方についてはそれに示唆的なことをおっしゃりた

うことは︑そこまで様々な国際的な検証も行われ

すが︑衆議院で一か月︑参議院で一か月︑二か月

もし委員会の結論の結果が環境省の中にあって

るんです︒ですから︑その時々に様々な提案が出

○国務大臣︵細野豪志君︶ 年末に行われるとい
はいけないということを言ったら︑それはもう組

てきますから⁝⁝︵発言する者あり︶

いという御希望をお持ちのようでございます︒

織を全面的に変えるわけですね︒仮定の質問には

○委員長︵石井一君︶ 答弁は簡潔に願います︒

掛けて審議をしたのが消費者庁であります︒これ

また︑先ほどからのお話でいうと︑事故調につ

答えないなどとおっしゃらないでちゃんと真面目

○国務大臣︵細野豪志君︶ それにしっかりと向

は恐らくもっと時間が必要な話で︑四月一日など

いての黒川委員長は国会で十分に審議してくれと

にお答えください︒
︵発言する者あり︶

というのはとてもできる話ではありません︒

おっしゃっている︒にもかかわらず四月一日とい

き合うということが大事であって︑一日も早く新

○委員長︵石井一君︶

それじゃ︑環境大臣︒

うことを十分な説得性のある理由もなしにやろう
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に︑閣僚の答弁は簡潔に願います︒

○委員長︵石井一君︶ 冒頭申し上げましたよう

︵発言する者あり︶

是非御理解をいただきたいというふうに思います︒

しい組織を誕生させることは極めて大切である︑

のための組織をまずはこういう形で実現をさせて

と安全の規制はしていかなければなりません︒そ

ような事故を二度と起こさないために︑しっかり

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ あの福島原発の

を教えてください︑総理︒

まえることが大事ですが︑その心構え︑その決意

っていればいいとお思いですか︒

これだけじゃないんですよね︒総理はこれだけや

制の分離とおっしゃいました︒これは大事です︒

反映をさせるということで︑今︑総理は利用と規

その前後にできるんだろうと思います︒それで︑

法案にいかに反映させるか︒黒川報告書もどこか

が出るか分かりませんけれども︑国会の事故調に

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ どういう御意見

て御答弁願います︒

あり︶

ていきたいというふうに思います︒
︵発言する者

しれませんが︑そういうものにも真摯に耳を傾け

いただいた上で︑これから様々な御意見出るかも

ゃっているかどうか︑その点も併せて御答弁くだ

離だけじゃないということを御承知の上でおっし

故調の結論を踏まえる︒それは︑利用と規制の分

今のはまた別な質問ですけれども︑きちんと事

そうして︑総理大臣︑ただいまの答弁を聞かれ

しろ︑政府事故調にしろ︑そういう御提起につい

さい︒

めてより広範な検討を進めと申し上げましたので︑

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 検証の結果を含

○委員長︵石井一君︶ 速記を止めて︒
○委員長︵石井一君︶ 速記を起こして︒

︹速記中止︺

ては真剣に受け止めていくということであります︒
○川口順子君 いや︑それは事故調を尊重してい
る立場の方とは思えません︑その答弁は︒もし事

変えなければいけない︒それをやるつもりがある

た質問しますが︒ということであった場合には︑

あり得る私は結論だと思っています︑これからま

回のまさに規制庁をつくらさせていただきたいと

用の分離をしなければいけないということで︑今

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ まず︑規制と利

えいただきたいと存じます︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 新組織が担うべ

映させるということでよろしいですね︒

○川口順子君 検討を進め︑それをその組織に反

ということであります︒

てはそういう検討を進める︑広範に検討を進める

その事故調から出てくる様々な御提起等々につい

かどうかを今の段階では言えない︑で︑とにかく

いうふうに思います︒これは早くやらなければい

き業務の在り方や︑より実効的で強力な安全規制

内閣総理大臣野田佳彦君︒質問者の質問にお答

つくらせてくれ︑何かあったら変えるかもしれな

けないというふうに思います︒

故調が環境省の中にない方がいい︑これは十分に

い︑これはもう全く政府の立場としてはあり得な

会が作った報告書です︒御存じですか︑アマゾン

これは︑民間事故調と言われますが︑独立委員

方針の下で対応したいと思います︒

を目途に成案を得るとなっておりますので︑この

したら︑より広範な検討を進め︑平成二十四年末

を二十四年末までにつくろうとする︒その人事の

しゃいます︒一つつくっておいて︑全く違うもの

○川口順子君 およそ無駄なことをやっていらっ

成案を得るということでございます︒

組織の在り方について︑平成二十四年末を目途に

でこれベストセラー︒ほかの国民の皆さんは︑調

○川口順子君 事故調の結論は︑畑村最終報告書

対象になる人のことを考えてください︒それだけ

その上で︑事故調等のいろいろ検証結果が出ま

査の結果一体どうなるか︑それを非常に心配して

は恐らく今年の夏です︒ということで︑それから

い︒

いるんです︒安全のためにはその結果を十分に踏
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境大臣がおっしゃったような︑細野大臣がおっし

論をし︑事故調の結果を待って︑そして先ほど環
思いですか︑真面目に︒
︵発言する者あり︶

制庁が︑政府提案の規制庁がのっとっているとお

総理は︑ＩＡＥＡの国際基準に︑この新しい規

その部分について大臣なり総理なりの判断が必要

がやり切ることができないケースがありますので︑

全て技術者たる︑専門家たる原子力規制庁の長官

があります︒そういったところについて︑やはり

っていただかなければならなかったようなケース

ゃったようなことについては別途の手当てをして︑

○委員長︵石井一君︶ それじゃ︑環境大臣︒簡

になってくるというところでございます︒

はないんです︒ということで︑形からも問題︒

それで規制庁を︑あるいは新しい組織をつくると
潔な答弁にしてください︒

○川口順子君 これは環境大臣も︑大変失礼なが

の無駄なことをやるよりは︑きちんと国会でも議

いうことでやるべきじゃないでしょうか︒

○国務大臣︵細野豪志君︶ できるだけ簡潔に御
ＩＡＥＡが日本に対して様々なこれまで助言を

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 私は︑やっぱり
るところからやっていかなければいけないし︑加

しておりますが︑その第一は︑やはり独立におい

これは︑事故になったときに自衛隊あるいは消

ら︑私は国際基準の在り方について十分に︑自分

えて︑原子力安全規制に係る関係業務の一元化と

て推進サイドと同じであるのはいかがなものかと

防庁なりの手助けが必要である場合というのはあ

答弁申し上げます︒

いうことも進めなければいけない︒それは今でき

いうことをできるだけえんきょく的にこれまでは

るかもしれません︒ＩＡＥＡのルールが決めてい

安全の規制と利用の分離ということは今からでき

るところからやっていくということは一つの考え

表現をしてまいりました︒本音は︑そこは離すべ

ることというのは︑そのことについては事前に︑

に少なくとも都合のいいように理解をしていると

としてあるんではないかと思います︒

きだということだったと思います︒

今︑環境省の中にある︒これが環境省から影響

うことも言っているわけです︒

府組織からの独立︑それから政治からの独立とい

あるＩＡＥＡのルールが言っているのは︑他の政

分離︑これは大変大事です︒同時に︑国際基準で

ないかと失礼ながら申し上げます︒利用と規制の

分しか多分御理解をしていらっしゃらないんじゃ

組織の在り方についての国際基準については一部

からも理解をされているというふうに承知をして

味で独立は確保できているというふうに国際社会

が行使をできる形になりますので︑そういった意

委任という形で全ての権限が原子力規制庁の長官

関係者と随分議論いたしましたけれども︑法的な

野事務局長とも話をいたしましたし︑ＩＡＥＡの

ころからの独立について言っております︒私は天

ころで様々な政治的なものも含めてそういったと

そしてもう一つ︑確かにＩＡＥＡは︑様々なと

性ということで細かく書いてあります︒そこのと

うところの要件四というところに規制機関の独立

ＩＡＥＡ安全基準︑全般的安全要件第一編とい

す︒

庁長官がやるというふうには書いていないわけで

指揮するところまではＩＡＥＡのルールでは規制

やるということなんです︒その自衛隊・防衛省を

ということを連携を取ってそこのところは政府が

どういうふうになったらどういうことをやります

いうふうに私は思います︒

○川口順子君 総理は︑国際基準︑安全を律する

を受けないということはあり得ない︒特にこのル

おります︒

いように理解をなさっているというふうに感じて

ころの理解を非常に恣意的に︑御自分に都合のい
その上で︑最終的に大変シビアな事故になった

おります︒

は規制庁長官に代わってやるという︑仕事をする

場合は︑例えば今回のケースも自衛隊に放水に入

ールでは︑緊急時においては環境省の大臣がこれ
というふうに書いてある︒全く政治からの独立で
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恐らく大臣は︑この間の事故のときに大変な思
いを現場でされたということがあると思います︒

ます︒

ましては︑後刻真剣に理事会で議論したいと思い

○委員長︵石井一君︶ 以上で川口順子さんの質

やめさせていただきます︒

過酷事故のときに自衛隊︑消防等が入ってくるこ

いますけれども︑そこに引っ張られ過ぎていて︑

リスがそういう場合にどうやっているかというこ

て︑このお配りした資料︑これの三枚目に︑イギ

○川口順子君 一つだけちょっと時間をいただい

○世耕弘成君 自由民主党の世耕弘成でございま

を行います︒世耕君︒

○委員長︵石井一君︶ 次に︑世耕弘成君の質疑

│││││││││││││

疑は終了いたしました︒
︵拍手︶

とを中心に考えている︒

とが書いてあります︒これはＥメールですが︑決

す︒

続行してください︒

今回の事故の問題は︑これはこの本にも非常に

してやらせメールではありません︒イギリスの大

それは多分私の想像を絶することであったとも思

詳しく書いてありますけれども︑菅総理がベント

使館からいただいたメールです︒

記事に出ていましたけれども︑大統領がベントを

カの原子力規制委員会の元長官の方のお話︑新聞

地域の住民がまだ避難できていない状況でベント

規制庁が事故の場合に権限を持つとして︑例えば

これ︑イギリス大使館から話を聞いたときに︑

ったお言葉を述べられた天皇陛下のお姿に大変感

押して御出席いただいて︑そして非常に心のこも

席をさせていただきました︒大手術の後のお体を

昨日は︑私も東日本大震災一周年追悼式典に出

をしろというようなお話をした︒それで︑アメリ

しろなどと言うことは考えられない︒過酷事故の

しかし︑その中で︑私︑二点ほどあれっと思っ

動いたしましたし︑また︑御遺族三名の方の御挨

国まで問い合わせた結果のお答えとして下さった

たことがありますので︑総理︑実行委員長でいら

をするという判断は誰が決めるんですかというこ

のがこれなんです︒この場合には︑イギリスにお

っしゃいましたんで事実関係を是非教えていただ

ときに環境大臣が︑細野大臣でない別な大臣が来

そういうことをどうやって止めるかということ

いては︑このところに書いてありますが︑下から

きたい︒

拶にも非常に心を打たれるものがありました︒

がＩＡＥＡの基準であるわけなんです︒それを全

三行目ぐらいのところですが︑オンサイトの危機

まず一つは︑天皇陛下が御入場になるとき︑御

とを私はイギリスの大使館の方に伺いました︒本

くちゃんと踏まえないで規制庁という組織をつく

管理者︑オンサイトというのはその施設︑原発等

退場になるとき︑これ普通ああいう式典ではどこ

てベントをせよと言ったら︑全く同じ問題なんで

って︑私に言わせれば間違った組織をつくって︑

の施設ですが︑危機管理者がこれを下すというこ

すね︒

それを四月一日に発足させることが安全のためだ

きには全員起立して迎えるものですが︑場内アナ

の国でも大統領や国王が出たり入ったりされると
申し上げたいのは︑国際基準というのはそこま

ウンスが流れて︑着席したままにしてくださいと

とが書いてあります︒
でシビアなものだということでありまして︑日本

言われた︒言われたから私もそうしていましたけ

というふうに政府はおっしゃっている︒これは全
この点について︑私は︑この規制組織︑新しい

の考え方というのはここから遠く外れているとい

く議論の方向が私は違うと思います︒
組織の議論というのは非常に大事なことだと思い

れども︑非常にあの式典としては変な形になった

と思いますが︑これ︑どういう経緯でそういうふ

うことを申し上げたいと思います︒
時間が参りましたので︑今日のところはこれで

ますので︑集中審議をお願いをしたいと思います︒
○委員長︵石井一君︶ 規制庁の設置問題に関し
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りません︒

ましたが︑それはおわびするしかないんで︑分か

私が分からないということは済まないぞと言われ

聞いたところでありました︒そういう意味では︑

務方でずっと詰めてきたものを昨日︑直前に私も

○国務大臣︵藤村修君︶ いわゆる国と国の関係

ただきたいと思います︒

いう失礼な扱いをされるんでしょうか︒お答えい

じゃないですか︒その台湾に対してどうしてそう

に差し伸べて︑一番たくさんの義援金もくれた国

台湾は︑一番早く救援の手をあの大震災のとき

対応を事務方に任せている︒外交上難しい面があ

○世耕弘成君 一番支援をしてくれた国に対して

に思います︒

非政府間の実務関係者としてのお招きだったよう

明にあるとおりであり︑それは何ら変更ないと︒

湾に関する我が国の基本的立場は七二年の共同声

じゃお膳立てをしたということでありますが︑台

判断されたんですか︑お答えください︒

○世耕弘成君 非常に重要なところを事務方に任

において︑ああして大使らが多分指名献花された

るのは私もよく分かりますよ︒だけれども︑こう

で︑一般のほかの日本の企業とか団体と一緒に座

せきりだというところ︑ここにまさに皆さん方の

と思います︒台湾については︑これは経済交流の

いうときはそれを超えて台湾の友情にこたえるべ

うになったんでしょうか︒
︵発言する者あり︶

政権の国家観が出ている︒世界に恥ずかしいです

機関というふうなとらえ方だったと思います︒

きじゃないですか︒

○国務大臣︵藤村修君︶ 事務方で全てある意味

よ︒大統領や国王が入ってきたとき︑日本でいえ

○世耕弘成君 でも︑あの指名献花の中には国際

私もこの場で一人の日本人として台湾の皆さん

らせて︑指名献花もさせなかったんです︒

ば天皇陛下が入ってきたときは立って迎えるのが

機関も入っているんですよ︒ＯＥＣＤだって呼ば

○国務大臣︵藤村修君︶ 正直に申しまして︑事

常識だと思います︒これ︑非常に昨日の式典で残

に昨日の我が国の振る舞いについてはおわびをし

たいと思います︒野田総理︑おわびをしてくださ

れていましたよ︑パレスチナも呼ばれていました
よ︒どうして台湾に指名献花をその一番最後でも

念なことだった︒
もう一つお伺いしたいと思います︒

援をいただきました︒そのお気持ちをもしかする

い︑国を代表して︒お願いします︒

どう思われますか︒もう一度お答えください︒

と傷つけるようなことがあったら︑これは本当に

いいからさせてあげなかったんですか︒官房長官

この献花の中に台湾の代表の方はいらっしゃい

○国務大臣︵藤村修君︶ 台湾が大変なたくさん

申し訳ないと思います︒行き届いていなかったこ

献花がありました︒そして︑外国の各国の大使

ませんでしたが︑これは御招待されたんですか︑

の義援金をいただいていると︑このことを私︑本

とを深く反省をしたいと思います︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 今般の東日本大

されていなかったんでしょうか︒

当に深く感謝しているところでございます︒その

○世耕弘成君 今総理からおわびの言葉があった

ですら︑来ていたか来ていないかも分からないと

○国務大臣︵藤村修君︶ いらっしゃらなかった

ことについて十分にマネジメントできていなかっ

ということで︑今後こういうことはちゃんと気を

館の献花︑そして各国際機関の献花が指名献花の

と思います︒

たということについてはおわびしたいと思います︒

付けていただきたい︒台湾の方のあの厚い気持ち

震災の中では︑本当に台湾の皆様には温かい御支

○世耕弘成君 違うんですよ︒台湾のいわゆる文

○世耕弘成君 これ誰が︑誰が台湾をそこへ座ら

に我々もしっかりこたえていくべきだということ

おっしゃっているじゃないですか︒

化代表処の副代表の方が参列をされていたんです︒

せると判断されたんですか︒指名献花させないと

形で行われました︒

しかし︑どこに案内をされたか︒二階席︒二階席
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にこうしたんじゃない︒しかしながら︑こういう

政府におかれましては︑恐らくその目的のため

というふうに拝聴いたしました︒

に対する取扱い︑非常に傾聴に値する意見である

ただいまの天皇陛下に関する御提案︑また台湾

げます︒

○委員長︵石井一君︶ 委員長として一言申し上

ンターネットで確認しました︒その情報に到達す

で︑はて︑どういう状況だったなということでイ

がちょうど水曜日で調教する日でございましたの

ていないでおったんですが︑私が持っている愛馬

屋の中は大変閑散としておりました中で︑何もし

約二時四十五分ごろに委員会室に入りました︒部

ところ早過ぎたようでございまして︑十五分前︑

とがないようにということで委員会室に向かった

変重要な会議と認識しておりますので︑遅れるこ

党首討論が三時からでございますので︑私も大

○委員長︵石井一君︶ 速記を止めて︒

はございませんでございます︒

れるところであると思いますが︑そのようなこと

いるという︑こういう御指摘は︑御心配しておら

おることでございますので︑そうした気が緩んで

いうことはなくて︑全く重要視しておって臨んで

そのサイトを見ていたことが何かに影響するとか

の気持ちにおきまして︑党首討論につきまして︑

を申し上げておきたいと思います︒

国事行為に対しては十分注意をされるように今後

るまでが大体数十秒︑情報そのものは八百メート

す︒

次⁝⁝

お願い申し上げたいと存じます︒

ルを何秒で走ったかという情報ですので︑ほんの

○国務大臣︵小川敏夫君︶ この件につきまして︑

小川法務大臣︑再度御答弁を願いたいと存じま

○委員長︵石井一君︶ 速記を起こして︒

︹速記中止︺

次に︑質疑を続行します︒

数秒の情報でございます︒

○世耕弘成君 委員長の公平なお裁きに大変感謝

会室︑この部屋で小川法務大臣が携帯電話で競馬

党首討論の直前のまさにこの参議院の第一委員

した重要な会議の前にそうしたサイトを見ている

でないわけでございますが︑委員の申出は︑そう

申合せがないということで︑禁止されておるわけ

ますが︑委員会中でないときにつきましては特に

ないということを申し合わせてあるようでござい

しましたところ︑委員会中につきましては使用し

話︑携帯を使用するということにつきまして確認

ました︒ところが︑全く︑要するに委員会室で見

○世耕弘成君 私は完全に謝罪があると思ってい

はないということを約束いたしました︒

約束いたしまして︑このような騒ぎを起こすこと

以後︑委員会室で携帯は使用しないということを

ともありましたので︑禁止されていないとはいえ︑

私といたしましては︑大変お騒がせをしましたこ

記者会見の際にも質問をされました︒その際に︑

サイトを見ておられました︒言語道断︒日中︑普

のは気が緩んでいるのではないかということであ

たのがちょっとまずかったかなという程度で︑支

このことにつきまして︑まず委員会室で携帯電

通の勤務時間中ですよ︒競馬サイトを見ておられ

ると思いますが︑私自身は︑まず申し上げました

障がないという判断︒

と敬意を表したいと思います︒ありがとうござい

ました︒

ように︑その討論会の重要性をしっかりと認識し

私は︑真っ昼間︑水曜日の午後三時前に大臣が

ました︒

思います︒

て十五分前に着席しているということを一つの︑

携帯サイトを見るということ自体︑問題だと思い

まず︑小川大臣の反省と謝罪の弁を聞きたいと

レベルは落ちます︒

次の話題に行きたいと思います︒ぐっと話題の

○国務大臣︵小川敏夫君︶ まず︑事実経過から

評価していただきたいということ︒それから︑私

以上でございます︒

説明させていただきます︒
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悪かったなというふうに思われないんですか︒ど

いませんが︑そういう勤務時間中に見ていたこと︑

だったらいい︑夜︑家帰ってからだったら何も言

水垂らして働いている時間帯ですよ︒土曜︑日曜

ますよ︑一般の感覚でいって︒サラリーマン︑汗

ータルなるんではないでしょうか︒

いますので︑年に数頭としても五︑六十頭にはト

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 二十五年間もやって

らいお取りになってきたんですか︑過去︒

の費用も掛かる︒賞金が大体総額︑今まで幾らぐ

当然賞金も入ってくれば︑その調教その他のため

得税の課税上︑事業所得又は雑所得の収入金額と

状況︑その他の事情を総合勘案いたしまして︑所

受けた賞金等につきましては︑その規模︑収益の

す︒

○政府参考人︵岡本榮一君︶ お答え申し上げま

○世耕弘成君 大臣にお伺いしたいんですが︑過

ます︒

がないように約束させていただいた次第でござい

くしっかり受け止めまして︑以後そのようなこと

が︑そのような御指摘をいただきましたことは深

ないがしろにするという考えは全くございません

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 私自身はその職務を

去六十八頭の馬を持っておられます︒賞金総額は

ト見ましたから︑それでお答えします︒大臣は過

よ︒代わりに私が昨日︑日曜日︑家で競馬のサイ

○世耕弘成君 今ここでサイトを見ちゃ駄目です

りませんです︒

言われても︑ちょっと計算していませんので分か

見ればすぐ分かるんですけれども︑今すぐ幾らと

それから︑賞金はちょっと︑それこそサイトを

適正に取り扱わせていただいております︒

しては個々の事実関係に基づき法令等に照らして

いずれにいたしましても︑国税当局といたしま

おります︒

の必要経費を差し引いて計算をすることとされて

の総収入金額から預託料や競走馬の減価償却費等

は雑所得の金額は︑一年間の賞金や出走奨励金等

して取り扱うこととされております︒事業所得又

一般論として申し上げますと︑競走馬の馬主が

うですか︒

去︑馬︑今愛馬とおっしゃいましたが︑何年ぐら

でもありませんのでお話しさせていただきますが︑

とでもありますけれども︑特別に秘密にすること

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 私の趣味に関するこ

入れられているんでしょうか︒

賞金で獲得したお金︑これ︑公開所得にちゃんと

年所得を公開をしております︒大臣はこの競馬の

国会議員は︑これは皆さん御存じのように︑毎

だきますと︑収入があるときには所得として︑マ

隠すことでもございませんのでお話しさせていた

ライバシーに関することでありますが︑しかし︑

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 私の個人の所得のプ

○世耕弘成君 これ︑大臣はこの競馬の収支は事

個人で馬を所有するようになったのは昭和六十二

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 当然︑所得でござい

イナスであればそれは損益通算として所得に算入

七億三千七百八十六万円︑これだけ入れられてお

年だというふうに記憶しております︒その後︑今

ますので︑ほかの所得と通算して申告しておりま

しております︒

いこの競馬の馬主やっておられるんですか︒で︑

日まで引き続いて馬を持って︑引退したり︑また

して︑その数字のとおり公開しております︒

○世耕弘成君 そうなんですね︒競馬はこれは損

業所得として計上されているという理解でよろし

新しい馬をということで続いております︒今現在

○世耕弘成君 国税庁にお伺いしますが︑個人馬

をすることもありますから︑大きなマイナスを計

ります︒

は二頭でございます︒

主のこの所得の申告というのはどういう考え方で

上されることもある︒

何頭ぐらい馬を持っておられるんですか︒

○世耕弘成君 過去︑トータル何頭ぐらい持たれ

やるようになっているんでしょうか︒

いでしょうか︒

て︑そして︑その競馬の馬は賞金稼ぎますわね︒
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○国務大臣︵小川敏夫君︶ 議員になってからの

でよろしいんでしょうか︒

なかった年でこれだけの差が出ているという理解

っしゃる馬が大きく優勝して勝った年と全然入ら

んですね︒これは主にやっぱり自分の持っていら

円前後のはずですが︑これだけ浮き沈みが激しい

の議員は歳費だけもらっていれば今大体千九百万

最低のときが二〇〇六年の一千一万円です︒普通

百五十八万円︑これ議員歳費も合わせてですね︒

ますと︑最高の収入のときは二〇〇〇年の三千八

大臣の過去の初当選以来の収入状況をずっと見

ぞれに様々な趣味があると思います︒

ているのはあくまでも趣味でございます︒人それ

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 私が競走馬を所有し

ょうか︒

れるべきだと思いますが︑どのようにお考えでし

は仕方ないわけでありまして︑私は馬主はやめら

収入にかかわるよといって気になるようではこれ

どうなっているだろうか︑そうじゃないと今年の

中︑党首討論の直前に︑やっぱり自分の馬の状況

なさいということだと思いますね︒馬主として日

すが︑やっぱり基本は大臣としての仕事に集中し

けないとかそういういろんな意味もあると思いま

で︑政治的な意味では全く影響を及ぼさないと思

も︑走らないときは走らないわけでございますの

政治的地位とは全く無関係に︑私の期待に関して

成績が影響が出るんなら考えますけれども︑私の

それによっている︑私の政治的地位によって馬の

るような状態で馬の所有があるとか︑馬の成績が

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 政治的地位にかかわ

やめるべきだと思いますが︑いかがですか︒

精神からいって私は抵触するべきだと思います︒

うのは︑私はやはり大臣の兼職規定の禁止事項に

だから︑馬主という事業主を兼業しているとい

わけですね︒

私の収入の事業所得に関しましては︑弁護士の事

っておりまして︑あくまでもこれは趣味でござい

いから一千万まで上下するんだったら︑それは気

すね︒そうしたら︑当然︑年収が三千九百万ぐら

たんですが︑やっぱり競馬で変動していたわけで

○世耕弘成君 まさかそうだとは思っていなかっ

競走馬に関することだと思います︒

とき少ないという変動幅が大きいのはやはりその

りますし︑安定した所得のときもあります︒多い

は農林水産大臣の所管でありますけれども︑この

というのがかかります︒競馬法はこれは基本的に

はないんですね︒実は今国会には競馬法の改正案

○世耕弘成君 これ︑なかなか趣味で済む問題で

います︒

て︑あくまでも趣味として持っておるものでござ

は事業としてその競走馬を持っておるのではなく

という扱いがされておるだけでございまして︑私

か︑その何秒間か情報に接したのは︑今後そうい

ざいまして︑確かに委員会の始まる十三分前です

○国務大臣︵小川敏夫君︶ あくまでも趣味でご

どうですか︒

だいていても結構ですけれども︑出走はやめたら

よ︑それは趣味とおっしゃるなら馬を持っていた

なくとも大臣をやっている間は︑少なくともです

そうやって携帯で見ておられるわけですから︑少

○世耕弘成君 しかし︑実際仕事が手に付かずに

ただ︑この競走馬に関しましては︑その収支に

になって仕方ないですよね︒日中やっぱり携帯で

競馬にまつわるいろんな︑暴力団の関与とかのみ

うことがないようにと注意いたしますが︑そのこ

業部分がございます︒こちらの方はそんなに大き

どうなっているかなとチェックしたくなりますよ

行為とかそういったものも起こり得るわけですか

とによって委員会に対する集中力が欠けたという

ます︒

ね︒

ら︑法務大臣は当然司法警察のトップとして閣議

ようなことは全くございませんので︑また私の趣

関しまして税務上事業所得として計上してもいい

これ︑総理︑閣僚申合せ事項で兼職が禁止にな

で意見を言ったり発言をしたりという立場にある

なマイナスはないんですが︑マイナスのときもあ

っています︒これは︑例えば権限を行使してはい
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○世耕弘成君 賞金が七億数千万獲得をされ︑そ

は続けさせていただきます︒

指摘︑大変深く受け止めますが︑今後も馬の所有

けでございます︒そうした意味で︑私は委員の御

たりと︑そういうことをやることには向かないわ

馬という性質上︑直ちに︑いきなりやめたり始め

けさせていただきたいと思っておりますし︑また

論としまして︑私の趣味でございますので私は続

ですから︑やはり様々な状況を考えまして︑結

すね︒

物ですので︑これ不用意に手放すと困りますしで

持たないと馬はどうしちゃうんでしょうか︑生き

味に関しまして︑馬を持つなと言われましても︑

訟を起こして裁判ざたになりました︒

裁判に訴え︑一方でファーイースト社も反対に訴

対立をして︑家主会社が家賃に当たる金を払えと

るファーイースト・キャピタルマネジメント社が

る家主会社と︑そしてあたみ百万石を運営してい

ら家賃支払をめぐってこの土地︑建物を貸してい

形態になりました︒ところが︑二〇〇八年一月か

うホテル運営会社に土地と建物を賃貸するという

ファーイースト・キャピタルマネジメント社とい

物の家主となって︑そしてホテル運営会社である

投資会社に売却をされ︑その投資会社が土地︑建

新しいスキームが導入されて︑土地と建物はある

つはありましたけれども︑最終的に二〇〇七年に

筆頭理事︑これ私も今やっていますけれども︑そ

委員長︑農水委員長そして国家基本政策委員会の

臣は︑二〇〇八年から二〇一〇年にかけては決算

ぐらいの訴訟です︒しかも︑そのころ小川法務大

かなり大きな訴訟ですよね︑家賃だけでも四億円

分な弁護士としての活動ができるのかなと︒これ︑

○世耕弘成君 国会議員をやりながら︑本当に十

十回は超えていると思います︒

ですので︑私の記憶もはっきりしませんが︑まあ

○国務大臣︵小川敏夫君︶ ざっとでということ

したか︑ざっとでいいですけれども︒

○世耕弘成君 裁判所には何回ぐらい出頭されま

す︒そして︑それに付随する行為を行いました︒

ません︒大臣のもう一つの副業である弁護士業で

これは︑はっきり言って笑い事︑趣味では済み

と思います︒

ことを指摘して︑次の小川大臣の問題に行きたい

んだと︒もう全く一般の感覚から懸け離れている

ら処分ものですよ︒でも︑そういうのは全然いい

昼間そういうサイトを見たらサラリーマンだった

訴訟の弁護士としてどういう活動をどの程度され

然国会議員であられたわけですが︑一方で︑この

ているわけでありますが︑この二年間︑大臣は当

月から二〇一〇年二月二十六日まで約二年間続い

○世耕弘成君 まず︑一審の裁判は二〇〇八年三

○国務大臣︵小川敏夫君︶ いたしました︒

理人として活動されましたか︒

ト・キャピタルマネジメント社の弁護士︑訴訟代

たみ百万石を運営する会社であるファーイース

○国務大臣︵小川敏夫君︶ まず︑国会議員とし

か︒

というふうに評価されていますか︑どうでしょう

よ︒そんな中で十分その弁護士として活動できた

二月なんていうと︑もう選挙準備でばたばたです

我々選挙の期日決まっていますから︑もう一月︑

です︒その年の二月︒衆議院の皆さんとは違って︑

すね︒我々の感覚でいくと︑選挙七月にあるわけ

一〇年というのは︑あなたにとっては選挙の年で

そして︑しかも︑この一審の判決の二月︑二〇

ういう重職を歴任をされています︒

も問題が起こっています︒

たんでしょうか︒

ての様々な役職につきましては︑その役職を全力

この裁判で小川大臣は︑土地︑建物の借主であ

りました︒石川県の老舗ホテルの系列として一九

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 一番基本的なことは︑

を挙げて尽くしておったというふうに認識してお

してまた︑国会で携帯サイトを見ていたことも︑

九六年に開業︒しかし︑旅館業の御多分に漏れず︑

裁判所に出頭して訴訟行為を行うことでございま

あたみ百万石という高級旅館がかつて熱海にあ

その後経営が大変苦しくなって︑いろんないきさ
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そんな中︑あなたの顧客であるファーイースト

五日には東京地裁から債権差押命令が出ています︒

全敗訴でありました︒そして︑その翌月︑三月十

理人を務めておられたこのファーイースト社は完

裁の判決では家主会社の完全勝訴︑法務大臣が代

六日︑一生懸命やったと言われましたが︑東京地

○世耕弘成君 じゃ︑次︑この後︑結局二月二十

引き受けた以上︑それは真剣にやっております︒

執行を止める決定を裁判所にいただかなくてはな

訴する意味がなくなるわけでございますので︑仮

控訴している間に強制執行されてしまいますと控

いいという︑こういう命令でございます︒それで︑

訴をしても控訴の結論を待たずに強制執行しても

うものが付きました︒仮執行宣言というのは︑控

専門的になりますが︑一審判決で仮執行宣言とい

たことも踏まえて訴訟活動を行いましたが︑若干

対する︑出方に対する予測といいますか︑そうし

は︑私と私どもの依頼者との間で相手方の行動に

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 第二審に関しまして

制執行をやってきました︒それで控訴審は︑受け

なかったと︒それから︑私どもの予想に反して強

の金策ができなくて︑仮執行を止めることができ

しかし︑現実的には︑まず私どもの方は保証金

っておりました︒

をやってこないだろうと︑このような見通しを持

ということ︑経済的な実情を見極めれば強制執行

によりますと強制執行した側の損害が大変大きい

なくなりまして︑建物の価値が劣化します︒これ

空になりますと建物のメンテナンスをする者がい

います︒しかし︑強制執行をしまして明け渡して

していれば建物の維持管理をしておるわけでござ

ります︒

社は︑地裁の判決を不満として控訴をされました︒

らないというのが実際の実情でございます︒

また︑弁護士の業務の方でございますが︑当然︑

この控訴審でも小川大臣はファーイースト社の弁

その保証金は︑私どもとしては︑この強制執行を

ものですから︑もうこれ以上裁判をやってもしよ

強制執行されてしまいましたら︑出されちゃった

て裁判を開いたんですが︑第一回の期日の前か後

○世耕弘成君 この裁判はどうなったかといいま

止めるにはざっと見ても三億円ぐらいの保証金を

うがないなという私どもの判断もありましたし︑

ただ︑これは申立てすれば出るというものでは

すと︑二〇一〇年六月七日に東京高等裁判所で控

積まなくてはならないんではないかと︒そういう

裁判所の判断もそういうことだったんでしょう︒

護士︑代理人を務められたんでしょうか︒

訴審の第一回口頭弁論が開かれて︑そして翌月︑

中で︑この仮執行を止めるために三億円を金策す

それですぐに︑第二審の判決が早かったというこ

かですか︑結局強制執行されてしまいましたので︑

たった一か月後です︑七月七日には判決が出まし

る中で控訴したわけでございますが︑三億円の金

とでございます︒

なくて︑保証金を積まなくてはならない︒それで︑

た︒そして︑判決内容はファーイースト社の控訴

策ができないので︑その執行を停止することがで

○国務大臣︵小川敏夫君︶ いたしました︒

棄却︑小川大臣の付いた側はまた完敗をしたわけ

そしてまた︑一つの読みとしましては︑これは

○世耕弘成君 今いろいろおっしゃいましたけれ

実は︑この裁判は︑高等裁判所での裁判は第一

強制執行をやってこないだろうと︒なぜやってこ

現に政治状況を見たらそうですよ︒六月七日か

きなかったと︒

回の口頭弁論と判決の日の二回しか開かれていま

ないかという私ども読みをしたのは︑強制執行を

ら七月七日の裁判ですけれども︑六月二日には鳩

であります︒

せんが︑小川大臣は十分に弁護士として活動され

やりますと︑私どもが使っていれば︑私どもとい

山さんが辞任をされました︒そして︑菅さんと樽

ども︑弁護士として十分な活動をこの控訴審では

たんでしょうか︒裁判所にも足を運ばれたんでし

うか︑私の依頼者が使っていれば︑ホテル営業を

私が調べた限りやっておられない︒

ょうか︒
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そして︑裁判の間であった六月七日から七月七

あるんですよ︒そのときはやっぱり顧問弁護士が

もサラリーマン時代︑会社に強制執行入ったこと

が︑弁護士の通常の業務として︑出される方が立

日の間︑これまさにあなたの選挙期間とばっちり

しっかり立ち会ってこういうふうにやりなさいと︑

すよね︒立ち会ってもいらっしゃらないわけなん

この六月四日の同じ日に︑あなたが弁護してい

ぶつかっているんですね︒あなたのあのときの選

何かを︑どれを差し押さえられるか分からないか

床さんが出馬表明をされて︑小川大臣は当時︑菅

るファーイースト社の訴訟関連で重要な動きがあ

挙は︑六月二十四日公示︑七月十一日投票です︒

らどれを差し出させないということはきっちり親

ち会うということは普通はないと思います︒

ったが︑御記憶になっていますか︒

日程︑ブログとかで見させていただきました︒選

密に指示をしてもらいました︒

です︒私は︑弁護士として本当に十分な活動がで

○委員長︵石井一君︶ 小川敏夫君︑ややプライ

挙へ向けた運動一色ですよ︒各種演説会や街頭演

結果として︑この裁判でも負けました︑ファー

グループの幹部議員として走り回って︑推薦人に

バシーに至っておりますので︑簡潔に御答弁願い

説︑選挙カーでの遊説に走り回っておられた︒特

イースト社は︒そして︑七月二十六日には上告が

○世耕弘成君 それは私の認識と違いますね︒私

たいと思います︒

に︑小川大臣のあのときの選挙は厳しかったと言

行われなかったためにファーイースト社の敗訴が

きたのか︒

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 分かりました︒

われている︒民主党逆風の中で東京選挙区には

確定︑翌八月には家主会社によってこのファーイ

なっておられて︑六月四日に代表選挙が行われて

しっかりと控訴趣意書も非常に十分な書面も書

舫さんと小川大臣二人立たれて︑舫さんの方が

菅さんが民主党代表に選ばれているんです︒

きまして提出しました︒それに基づく証人等も用

行われて︑十月八日には破産手続開始決定が出て

ースト社に対して破産申立てが静岡地裁に対して

大臣は大変厳しいというふうに言われていた︒相

います︒完全に小川大臣が弁護をされたファーイ

知名度が圧倒的に高くて︑民主党逆風の中で小川

行を停止する部分の点についても十分検討いたし

当大変な選挙戦だった︒

意しました︒それから︑今言いましたような仮執
ました︒ですから︑その控訴審の訴訟について弁

ります︒

ることはできません︒しっかりやったと思ってお

んですが︑強制執行は私どもじゃなくて相手方が

○国務大臣︵小川敏夫君︶ ちょっとその手続な

れたんでしょうか︒

○国務大臣︵小川敏夫君︶ この事件の内容につ

いと思います︒

臣が受け取った報酬の金額についてお伺いをした

ースト社は負けて破綻をしたわけであります︒

○世耕弘成君 それは後で明らかにしますけれど

執行官を呼んできて強制的にやってしまうもので

きましては私もいろいろ言いたいことがあるんで

この間︑本当に十分な弁護活動を小川大臣にや

も︑この六月四日という日は︑まさに今あなたが

すから︑債務者が立ち会う必要はないし︑私が立

ございますが︑今の質問の最後の部分だけを答え

護活動が不十分だったという御指摘は︑私は認め

おっしゃった強制執行があった日なんです︒熱海

ち会う必要は全くございません︒

ここで伺います︒この裁判にかかわって小川大

のホテルに明渡しの強制執行が入ったんです︒フ

その後︑一審をやっている間の何か月か後に五百

ますと︑一審の着手金の際に一千万円︑それから
変に抵抗したりしてもめ事を起こさないように執

万円︒その後のお金は︑まだもらえるはずなんで

ただ︑私が債務者︑依頼者の方に指示したのは︑

あなたはそこの弁護士であるにもかかわらず︑こ

行官の処分には従いなさいという指示はしました

ァーイースト社はこの日に追い出された︒だけど︑
の日は代表選だから当然代表選に行っておられま
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これ根拠を申し上げますと︑元々のこの物件は

くらいだと思いますが︒

一審と二審を合わせて七千何万だったかな︑その

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 結論からいいますと︑

らでしょうか︒

うことですが︑あともらい損ねた分というのは幾

○世耕弘成君 既に千五百万円もらっているとい

す︒そうしたような状況の中で起きた訴訟でござ

家賃を停止するトラブルになったわけでございま

体何であるかということになりますので︑そこで

もそも売買代金四十億円を五億円減額したのは一

額家賃︑これを決めた根拠がなくなりますし︑そ

リニューアルがなされませんですと︑それじゃ増

その五億円のリニューアルはなされませんでした︒

でございますが︑契約が実行された後︑実際には

そして︑そうしたものの一括契約を行ったわけ

の十八億円を基準にして︑一審が大体五千万円︑

した訴額にしましても十八億円でございます︒

価で四十億円︑これを固定資産税の評価額にしま

一％は四千万円でございます︒この争う価格が時

したように四十億円でございます︒四十億円の

に多いと思いますが︑物件の価格が今申し上げま

いうと大変多い金額のように言われますが︑確か

して決まるわけでございます︒七千万︑八千万と

弁護士の報酬は︑争う訴訟物の価格に大体比例

○国務大臣︵小川敏夫君︶ はい︒

私どもの方が所有しておったんですが︑このホテ
います︒

二審が四千万円ぐらいなわけでございます︒私は︑

での家賃の五割増しにいたしました︒

ルを売却する際の価格としては四十五億円という

○世耕弘成君 もう裁判の中身は︑負けで決着付

時価の四十億円ではなくて訴額の十八億円という

すが︑もらい損ねております︒そのもらい損ねた

ふうに見ておりました︒しかし︑売った物件をこ

いているんですから︑余り説明していただかなく

ことを基準にして弁護士報酬規定に当てはめます

えようという約束をいたしました︒そしてその中

ニューアルするということで言わば売買代金に代

についてリニューアルをすると︑その五億円をリ

ども︑そのうち五億円は新たな買主がそのホテル

更に複雑なのは︑四十億円の売買契約であるけれ

これだけなら単純な契約なんですが︑これから

全に負けてしまった裁判であるのに八千八百万円

選挙運動もやりながらやっておられて︑そして完

職で副業としてやっておられる弁護士で︑厳しい

一審︑二審合わせて八千八百万円︒国会議員と兼

なります︒これ︑八千三百万円︑着手金だけで︒

で︑残り七千三百万円が残っているということに

千八百万円︒うち千五百万円は受け取っているん

千八百万円︑控訴審の着手金が四千万円︑合計八

結局︑一審の着手金が私の調べたところでは四

います︒特に︑高等裁判所での控訴審︑満足に活

私はこの八千八百万円高いんじゃないかと思って

たの国会議員と兼職をしたということを含めて︑

は自由化されているんです︒そういう上で︑あな

酬規定と言わなければいけない︒今は完全に料金

ど︑もうありませんよ︑今︒それは︑旧弁護士報

○世耕弘成君 弁護士報酬規定と言われましたけ

ございます︒

れは正当な報酬債権として破産に届け出たもので

とそういう数字が出るわけでございますので︑こ

分を破産した後に破産届出いたしました︒

ちらが引き続いて賃借を受けて営業すると︑売っ

て結構です︒

で︑売買代金を三十五億円にして︑リニューアル

というのは︑これ高過ぎると思いませんか︒

動していません︒裁判二回だけですよ︒それで四

これを弁護士報酬規定に当てはめますと︑訴額

た物件をこちらが貸してもらうということなので︑

を五億円でするということにしたわけでございま

○委員長︵石井一君︶ 小川敏夫君︑事件の経過

千万円の着手金ですよ︒これ本当におかしいと思

その分を見込んで四十億円というふうに売買契約

す︒そして︑そのようなリニューアルをすれば営

については省略し︑質問にだけ答えてください︒

を設定いたしました︒

業成績が上がるからということで︑家賃をそれま
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いますね︒

的には六︑四なのか七︑三なのか︑それぞれの言

あるいは︑この東京高裁の判決文ではこういう

と︑標準報酬ということでそれを参考にして報酬

のものは残っておりますので︑ですから私︑規定

ということで廃止されておりますが︑その精神そ

確かに︑多分公正取引委員会の独占禁止に触れる

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 報酬規定そのものは

ですか︒四千万円分も︒

受任したわけでございます︒トラブルになる前に

ざいまして︑この事件はトラブルになってから私︑

てしまったわけでございますが︑大変不本意でご

正当化するまでには至らないということで出され

し残念なことに家賃を払っていないということを

いうことは認められたわけでございますが︑しか

ル︑これが約束されたものが実行されていないと

一審におきましても︑この五億円のリニューア

更に私は申し上げたいのは︑小川大臣は今︑残

りだということになっている︒

は原判決の説示するとおりだと︑地裁の言うとお

って︑そしてしかも判決内容は︑当裁判所の判断

のなかったことをお見通しで︑二日で裁判を終わ

刀両断ですよ︒裁判所は一審と比べて何ら新事実

的に一審における主張の繰り返しにすぎずと︑一

ふうに述べられています︒被告人らの主張は実質

を決めるわけでございます︒また︑報酬を決める

契約時点から私に依頼があれば︑このような不始

りの︑この四千万と一審の残り三千三百万︑七千

い分があるわけでございます︒

のは依頼者との約束でございますが︑依頼者とは

末にならないような契約に持っていったと思うん

三百万は自分の権利だといってこのホテル運営会

じゃ︑先ほど資料を作ったと言いましたけど︑

全く完全に合意して︑依頼者もそうした規定どお

でございますが︑大変そういう意味で残念だと思

社に対して差押えを掛けておられます︒そして︑

ングで勝つか負けるかになってしまうわけでござ

判決になりますと︑これはオール・オア・ナッシ

○国務大臣︵小川敏夫君︶ まず︑裁判ですが︑

戦略を携えて控訴審に臨まれたんですか︒

逆転勝訴できませんよね︒どういう新事実とか新

かった新しい新事実とか新戦略がないとなかなか

には︑一審の地方裁判所の裁判よりも︑出てこな

○世耕弘成君 それでは︑当然この控訴審で闘う

○世耕弘成君 これ︑結局︑東京高裁に提出され

います︒

強制的に出されてしまったというのが実際でござ

十分な態勢で臨む予定であったところが︑しかし

相手方の側の関係者の証言等︑これ等も用意して

るかということに関しまして︑そうした内部側の︑

ことに対する相手方のこの内部の状況がどうであ

してまた︑特にこのリニューアルをやらなかった

ます︒これは︑詳細な準備書面も書きました︒そ

また︑控訴審で何をするかということでござい

レジットカード会社からの支払︑旅行代理店から

この潰れた会社︑少しだけ財産残っています︒ク

百万は俺の取り分だと主張していることによって︑

けれていない︑そういう中で︑小川大臣が七千三

雇されている︑そういう中で︑退職金も満足に受

受けれていない︑あるいは従業員も事実上全部解

が多いと思います︒そういう人たちが結局支払を

うのは︑地元の地域の零細な会社とかそういうの

く︑この運営会社に売掛金を持っている会社とい

いるんです︒熱海のホテルの運営会社です︒恐ら

そのことが原因で︑このホテルもう既に破綻して

一般の感覚からもおかしいと思います︒

います︒ただ︑それぞれの事情の中にはそれぞれ

た資料は十ページぐらいなんですよ︒私の今日の

の支払︑なけなしの預金少し残っている︒こうい

どの程度の資料を作成して裁判所に提出されたん

りでいいということで︑依頼者との円満な約束の

っています︒

これで四千万もらえるなんというのは︑完全に

下でやっておるわけでございまして︑何ら言われ

の言い分というものが十分見込まれますから︑オ

質問資料だけでも十ページ以上ありますよ︒

る筋合いのものはございませんです︒

ール・オア・ナッシングの判決であっても︑実質
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これにつきまして︑大変に事実を勘違いするよう

された中で︑私が差押えという点がありました︒

○国務大臣︵小川敏夫君︶ まず︑今委員が指摘

て勝った側は幾らもらっていると思いますか︒

ると思いますか︒勝った側の︑あなたと裁判やっ

現にこれ︑勝った側の弁護士は幾らもらってい

と思いませんか︒私は人間としておかしいと思う︒

報酬︑昔の規定に沿っているといってもおかしい

この程度の仕事で︑幾らそれが何％だ︑弁護士の

るわけです︒これ︑私は人間として問題がある︒

それが今なかなかできなくなっている可能性があ

いは退職した社員に分け与えるべきなんですが︑

うものはできる限り地域の零細な事業者や︑ある

私は社会通念上の常識だと思いますよ︒勝った側

らいということです︑勝った側がですよ︒これが

○世耕弘成君 大臣がもらったお金の十分の一ぐ

せん︒

○国務大臣︵小川敏夫君︶ それは存じておりま

知っていますかという︑そこです︒

質問者は︑相手側の弁護士は幾ら報酬を得たのか

○委員長︵石井一君︶ それで︑小川法務大臣︑

ないから差押えをしたわけでございます︒

配当を得るためには私も差押えをしなくてはなら

相手方が差押えしてきた場合には︑この差押えの

ょうと︒債権額で分け合いましょうという場合に︑

ませんと︑お互いに債権額でこれを分け合いまし

中で︑私は︑それは独り占めできる債権ではあり

済みでございます︑こちら側から︒

し︑基本的にはそうした零細な業者の支払も支払

いません︑漏れているものがありますから︒しか

債権もほとんどありませんです︒全くないとは言

わけですから︒それから︑そうした熱海の業者の

というものは届けられておりません︑払ってある

回の破産債権の届出の中には従業員のその人件費

した業者の支払も全部行いました︒ですから︑今

全部払いました︒それから︑そうした熱海のそう

の会社に入れて︑その七千万円で従業員に給料を

きないので︑こちら側の会社が急遽七千万円をこ

支払ができなくなりました︒できないまま放置で

業員の給料︑それから地元の様々な業者に対する

ちの取り分を奪ったという御主張は全く事実と違

ですから︑私の差押えが結果的にそうした方た

な︑前提事実が委員から述べられておりませんで

は専業の弁護士事務所ですよ︒この人が一生懸命

す︒

大した仕事もしていないのに︑地域の零細な︑

います︒

私はこれは︑そのことによって︑それは差押え

これまだ零細な債権者いますよ︑全部きれいにな

やって裁判に勝って八百万ですよ︒それに対して

者の代金を支払うことができなくなりました︒す

の後先はあるでしょう︒でも︑大臣が差押えに参

っていませんよ︑まだいっぱい債権残っています

すなわち︑ホテルの売掛金︑預金というものを

なわち︑相手方がその預金と売掛金を独り占めし

加したことによって地元の零細な事業者の取り分

よ︑こういう人たちの取り分が破綻会社から減っ

○世耕弘成君 もう時間がありませんのでこの辺

ようとして︑そしてこの会社を潰そうとして︑ま

も減るんですよ︑これは︒私はこれ︑法の番人た

てしまう︑こういう常識外れの巨額の着手金を請

あなたは八千八百万︑残り七千三百万を請求され

あ潰そうとした意図があるかどうかは別にしまし

る法務大臣として非常に問題が多いというふうに

求しているという点で法務大臣としてこれ認めら

相手方が差し押さえました︒そのことによって︑

て︑結果的に営業が立ち行かなくなるようなやり

思います︒

れない︒そしてまた︑相手側弁護士からは意見書︑

にしたいと思いますけれども︑もう一回言います︒

方で差押えしてきたわけでございます︒

○国務大臣︵小川敏夫君︶ 地元の零細業者の取

上申書というのが出ていて︑これは今日詳しくや

ている︒

相手方の差押えが先にありました︒先に差押え

り分云々と言いますが︑相手方が差押えして︑従

私どもの従業員の給料︑それから熱海の様々な業

があって︑相手方が独り占めしようとする状況の

参議院記録部

- 58 -

【未定稿】
予算
平成２４年３月１２日

んではないかということをこれ上申書で裁判所に

グループの中にお金を残そうという動きがあった

をなるべく債権者に渡る分を減って︑自分たちの

ろいろ通謀虚偽表示というのを行って︑この債権

りませんけれども︑東京の不動産会社が︑これい

一度もやったことがありません︒

取ったことがありません︒そして︑パーティーも

と考えましたので︑一度も企業・団体献金を受け

それぞれの皆さんから思いをいただいてやりたい

て︑国会議員になったときから︑できれば個人の

○政府参考人︵田口尚文君︶ お答え申し上げま

法上︑ここは空欄でも問題はないんでしょうか︒

総務省選挙部にお伺いしますが︑政治資金規正

が空欄になっております︒

で記述が義務付けられている欄なんですが︑これ

番人たる法務大臣に本当にしていていいのか︑極

私は︑こういう事件に関連している人物を法の

ようになってきたということで︑その金額に至っ

さる方が増えまして︑最近は何とか事務所も回る

時期もあるんですけれども︑徐々に応援してくだ

法におきましては︑個人からの寄附で同一の者か

上で一般論として申し上げますと︑政治資金規正

差し控えさせていただきたいと存じますが︑その

総務省としては個別の事案についてはお答えは

す︒

めて疑問だと思います︒これ︑委員長には︑この

たということでございます︒

らの年間五万円を超える寄附につきましては寄附

全て個人献金でということで︑大変厳しかった

問題も含めて︑まだ政治と金の問題たくさん残っ

○世耕弘成君 本当に立派な取組だと思いますよ︒

出しています︒

ています︒この政治と金に関する集中審議をやっ

をした者の氏名︑住所︑職業並びに当該寄附の金

収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者

個人献金の中身を精査してみました︒二百五十

職業欄を見てみると︑これ政治資金規正法で記

又は虚偽を記入をした者につきましては罰則の定

ていただきたいし︑今回のこの事件に関するいろ

入が義務付けられている職業欄ですが︑主婦とか

めがあるところでございます︒

額及び年月日を収支報告書に記載することとされ

いたします︒

パートという方もいらっしゃいます︒幅広い献金

○世耕弘成君 あと︑この全体の四割近くを占め

三人の個人から献金をされている︑すばらしいこ

○世耕弘成君 続いて︑細野大臣にお伺いしたい

だと思います︒私もこうありたいと思います︒し

る自営業も調べてみるといいかげんなんですね︒

んな関係者の参考人招致をお願いしたいと思いま

と思います︒

かし︑職業別に見ると自営業が非常に多い︒二百

株式会社︑有限会社の社長さんは自営業じゃあり

ておりまして︑故意又は重大な過失によりまして

細野大臣は従来から個人献金は非常に重要だと

五十三名のうち九十二名︑全体の四割近くは自営

ませんよ︒これは会社役員と書かなければいけな

とです︒

おっしゃって︑企業・団体献金の禁止を訴えてこ

業︒町の商店街の店主とか︑そういう個人事業主

いし︑現に細野さん︑会社役員と書いておられる

す︒

られました︒そして︑閣僚の献金状況の公開によ

の方から寄附をもらっているというイメージが湧

○委員長︵石井一君︶ 後刻理事会において協議

りますと︑細野大臣の個人献金は二千七百七十九

告︑細野さんの中身をチェックするときに︑ああ︑

方もいらっしゃいます︒有権者がこういう収支報
しかし︑この職業の記述についてはちょっと幾

自営業だったら町の零細な個人商店︑八百屋さん

きました︒
つか問題があります︒全体の一割を超す三十名が

とかを思い浮かべますが︑会社役員だと別のイメ

万円ということで︑一番閣僚の中で個人献金が多
えに基づいてやっておられるんでしょうか︒

空欄になっています︒この職業は政治資金規正法

い︒これは立派なことだと思います︒どういう考
○国務大臣︵細野豪志君︶ 私は︑政治家になっ
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設業関係が多いわけです︒全然イメージが変わっ

べき方でありました︒また︑会社役員の中には建

会社役員︑団体役員若しくは医療法人役員と書く

書かれている方のうち三十名以上の方は︑本来︑

○世耕弘成君 私はちゃんと金曜日の夕方に個人

でございます︒

の御指摘についてはおっしゃるとおりということ

企業・団体献金は受け取っておりませんので︑今

その上で︑企業・団体からの支援という形では

いうのはあるんですが︑ある県の遊技業組合︑こ

かの会社の役員であったり団体の役員だったりと

○世耕弘成君 もちろん個人の方であってもどこ

ございます︒

報告書に書くという形になっているということで

てくださったことを基本的にはそのまま政治資金

ては︒したがいまして︑それぞれの皆さんが書い

てくるわけです︒

献金について各大臣に聞くという通知をしており

れはパチンコ組合ですね︒ここの理事長︑副理事

いうふうに思います︒

これ︑総務省︑間違った記載をした場合はどう

ますから︑質問通告していないわけはありません

ージになる︒少なくともこの九十二名の自営業と

いうふうになるんでしょうか︒もう一回お答えく

のパチンコ会社の方が六名そろって年間七十一万

長以下幹部の職にある方︑そしてその県下の大手

大臣はちゃんと︑団体献金︑企業献金はないと

円の献金をきちっとされています︒これまさに︑

よ︒
お答えになっているじゃないですか︒ないんです

団体からの献金と言えませんか︑どうでしょうか︒

個人献金の姿になっていますけれども︑実質業界

じゃ︑もう一つお伺いしますが︑パチンコ業界

よね︒それでよろしいですね︒

ださい︒
○政府参考人︵田口尚文君︶ お答え申し上げま
す︒
個別の事案についてのお答えは差し控えさせて
いただく前提で︑一般論として申し上げますと︑

からということですので︑一切事前に確認ができ

確認できます︒つい先ほど︑この質問を急にする

れども︑できれば事前に言っていただければ私も

○国務大臣︵細野豪志君︶ 大変恐縮なんですけ

ておられないということですね︒よろしいですか︒

すが︑業界団体からは組織ぐるみで献金はもらっ

○世耕弘成君 あと︑もう一度大臣にお伺いしま

ざいます︒

偽の記入をした者につきましては罰則の定めがご

ることがあるので︑気になるときは調べるように

実は例えばどういう会社かとか︑時々私も気にな

らのお話を信じるしかないんですね︒その方の︑

も︑どうしても個人献金の場合は最後は御本人か

先ほどの︑総務省からの答弁ありましたけれど

いる方はこれはおられるというふうに思います︒

チンコに限らず︑業者の方で個人で献金下さって

やっている方で個人献金ではいると思います︒パ

し上げますと︑個人として︑例えば企業の役員を

○国務大臣︵細野豪志君︶ はい︒念のために申

ます︒いろんな業種が恐らくあると思います︒そ

建設の方もいるし︑それはパチンコの方もおられ

るんですよ︒そういう意味で︑類似の職業の方で︑

友人五人でという方でまとめてというのは結構あ

増えていますので︑今三百人超えていますから︑

すね︒そういう中に︑二百数十人って︑また更に

形で仲間を増やして︑そうして増やしてきたんで

て︑例えば個人の方が友人を連れて五人とかいう

らその人たちに少しずつ固まりをつくってもらっ

たんです︒そうやって数百万円になって︑そこか

をやったときには本当に一人一人にお願いしてい

○国務大臣︵細野豪志君︶ 元々︑私︑個人献金

ておりませんので︑そこは是非︑そういう御質問

しているんですが︑どうしても限界があるんです︑

ういう方々のそれぞれの固まりごとに個人献金を

からの組織ぐるみの献金もありませんか︒

をいただくのであれば︑できれば前日に御通告を

それぞれの皆さんの個人の事情ということに関し

故意又は重大な過失によりまして収支報告書に虚

いただければ調べてお答えさせていただきたいと
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これ︑完全にこの業界団体からのあなたへの団体

金しようと思い付いて同じ金額を入れるんですか︒

なそろって同じ日に︑よし︑今日︑細野さんに献

七日︑十月六日︑十一月八日︑十二月七日︒みん

全部毎月︒六月七日︑七月六日︑八月五日︑九月

です︒しかも︑振り込み日はこれ同じ日ですよ︑

事長がずらっとそろって同じ金額をやっているん

いますよ︒この県のパチンコ組合の理事長︑副理

○世耕弘成君 いや︑それはそうは言えないと思

にはなっていないということでございます︒

だいているんであって︑業界からの献金という形

ただ︑それは本当に個人の友人で声掛けていた

いただいているというケースはあると思います︒

いですか︒この辺はやっぱりきちっと説明責任を

い︒業界ぐるみの事実上献金になっているじゃな

ら︑余り個人献金︑個人献金って言わない方がい

ていますから︑お気持ちは分かりますよ︒だった

○世耕弘成君 私も個人献金を集めるのは苦労し

ただきたいというふうに思います︒

ういうやり方になるということを是非御理解をい

まうと︑これはつながらないので︑どうしてもそ

人︑三百人︑全部一対一でということになってし

ということになると︑広がらないんですよ︒二百

集まると︒逆に言うと︑そういうやり方は駄目だ

程度お任せをせざるを得ないんですね︑それだけ

事役というか取りまとめをしていただく方にある

査等︑保護の決定に必要な手続︑支給要件︑これ

を甘くしたということはございません︒資産の調

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それは︑特に認定

うか︒

がが外れたんじゃないですか︒どうお考えでしょ

認めろというふうにこういう通達を出したからた

ぐ認めろと︑生活保護申請来たら若い人でもすぐ

かに行うよう努めること︒要するに︑来た人はす

っては︑申請者の窮状に鑑みて︑可能な限り速や

労省の課長通達が出ています︒保護の決定に当た

政権交代直後の二〇〇九年十二月二十五日に厚

ます︒

代でたがが外れて膨脹しているというふうに思い

うじゃありませんよ︒私は︑これは完全に政権交

は政権交代前から変えておりません︒

果たしていただきたいと思います︒
続いて︑生活保護についてお伺いしたいと思い

としての献金と受け止めることはできませんか︒
お答えください︒

一緒に食事をして︑そこで現金で下さるという方

らっしゃいます︒会をつくって︑たまに集まって

同じ日に決めて振り込んでくださっている方もい

だく方もいらっしゃいますし︑特定のグループで

いただいて︑会費でいろんな形で振り込んでいた

友人で集まっていただいたときに︑そこで集めて

ぞれの形にしていただいているんです︒例えば︑

分で働けなくなった方が出てきた︑そうしたこと

しい社会経済情勢の変化と︑それから高齢化で自

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ これは︑やはり厳

どういうふうにお考えになるでしょうか︒

間で七千億円まで膨脹していますが︑この要因を

年度予算ベースでは三兆七千億円に︑たった二年

んだ平成二十二年度予算の三兆円から平成二十四

生活保護費が︑政権交代後︑皆さんが初めて組

なきゃいけない︒現場の人は真面目だから︑本省

になっているんですよ︒これがあるからもう認め

らっしゃらない︒この通達が今現場では金科玉条

○世耕弘成君 これ︑全然現場のこと分かってい

ません︒

形をしたので︑何も認定要件は一切甘くしており

ますので︑今回はその念押しという形でそういう

と︑また高齢者が非常に増えたことからでござい

申し上げましたように︑経済情勢が悪くなったこ

この生活保護受給者の急増につきましては︑今

もおられます︒まあ︑現金は余り良くないので最

からかと思っています︒以上です︒

の課長から通達が来たら︑これは何とかしなきゃ

ます︒

近は振り込みにしているんですけれども︑それぞ

○世耕弘成君 社会のせいにしていますけど︑そ

○国務大臣︵細野豪志君︶ お金の集め方もそれ

れの形でしていますので︑それは︑例えばその幹
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と社会保障の一体改革で消費税上げたって意味な

あっという間に︒この膨脹を止めないと︑幾ら税

○世耕弘成君 していないから増えているんです︑

おります︒

で︑それは要件についてはしっかりと調査をして

ているということは全く別のことでございますの

が速やかに認められるということと要件を甘くし

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それは︑必要な方

ですよ︒

すよ︒できる限り速やかに認めろと書いてあるん

通達︑明らかに私が今読んだ文章書いてあるんで

臣︑この通達取り下げられたらどうですか︒この

いけないということになるんです︒だったら︑大

そういう提言をしていきたいと思いますので︑是

を貸していけばいいんじゃないか︒我々これから

とかありますから︑これ空いている公共住宅とか

家も︑貧困ビジネスの根源になっているアパート

き出しでもして渡してあげたらいいんじゃないか︒

で渡すんじゃなくて︑お弁当をちゃんと役場で炊

増やした方がいいんじゃないか︒食料費で︑お金

的にいろんな提言をしていきます︒もう現物給付

つくって︑私が座長になりました︒これから抜本

○世耕弘成君 自民党では生活保護関連のＰＴを

思います︒

ながら見直すべきところはしっかり見直したいと

備をしておりますから︑御党からの御意見も伺い

中立性上私は問題だと思いますが︑どのようにお

務官がいらっしゃるというのは︑これ教育行政の

体の組織なんですよ︒このビルにやっぱり神本政

員副委員長だった方︑もうこれ完全に日教組と一

東京都高教組書記長だった方︑日教組中央執行委

理事も調べたら︑過去日教組書記局次長だった方︑

の持ち主の財団と︒しかも︑理事も調べました︒

○世耕弘成君 結局︑一体なんですよ︑このビル

でございます︒

○大臣政務官︵神本美恵子君︶ 日教組の委員長

政務官︑この人誰か御存じですか︒

と︑代表者︑理事長中村讓と出てきました︒神本

で調べましたら︑財団法人日本教育会館調べます

○世耕弘成君 東京商工リサーチのデータベース

考えでしょうか︒

非またこの予算委員会でもしっかりと大臣と︑あ
るいは総理と議論をさせていただきたいと思いま

くなりますよ︒これ︑切り込む覚悟はおありなん
でしょうか︒お答えください︒

○国務大臣︵平野博文君︶ 会館の運営はきちっ

とガバナンスとして理事会できちっとやられてい

す︒
最後に︑神本政務官関連でお伺いしたいと思い

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ それは︑今増えて
いる中で︑例えば不正受給につきましてはこれは

それで︑御党からもビジョンを出されていると

ております︒

についてはしっかり取り扱うようにしたいと思っ

トなどできちんとそこをチェックするとか︑不正

人だから全然問題ないとお答えになりました︒今

ビルの持ち主である財団法人日本教育会館は別法

いと指摘をしたら︑文科大臣も総理も︑日教組の

議員の後援会事務所や政党支部があるのはおかし

この間︑義家議員が︑日教組の本部ビルに神本

は終了いたしました︒
︵拍手︶

○委員長︵石井一君︶ 以上で世耕弘成君の質疑

どうも︒

○世耕弘成君 これで終わらせていただきます︒

る以上︑法的に私問題ないと思っていますが︒

とですから︑別法人としての運営体系をしいてい

る⁝⁝︵発言する者あり︶いや︑やられているこ

いうこと︑委員が座長でいらっしゃることも承知

もそういう認識でしょうか︒

ます︒

しておりますので︑その中で共通する考え方もご

○国務大臣︵平野博文君︶ 同じ認識でございま

医療費扶助が非常に多いわけですが︑電子レセプ

ざいますし︑今︑生活支援の戦略をこの秋をめど

す︒

○委員長︵石井一君︶ 次に︑有村治子さんの質

│││││││││││││

に作って︑来年国会に生活保護法の改正を出す準
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お伺いすることになる女性宮家について︑当初の

ということですので︑まずは官房長官に集中的に

ですが︑官房長官が定例記者会見がおありになる

ます︒本来であれば︑瓦れきを先にしたかったん

及び瓦れき処理について質問に立たせていただき

なく︑私なりに具体的な提案策を携えて女性宮家

りをささげさせていただきました︒

犠牲になられた御霊に対して心を込めて追悼の祈

災慰霊祭に参加をさせていただきまして︑全国で

私は︑一昨日︑被災地福島における東日本大震

○有村治子君 自由民主党の有村治子です︒

疑を行います︒有村さん︒

思います︒

ということ自体が民主党の危うさを表していると

引き続いていることを官房長官がおっしゃれない

戦後一度も変わることなく百二十五代︑現在まで

の血筋につながる男系の皇族に限るという原則は︑

○有村治子君 天皇の位に就かれるのは初代天皇

あったということは言えます︒

りませんが︑今日まで男系であったことが大半で

ど︑男系ということが必ずしもここで書いてはお

が天皇︑皇族と婚姻する場合に限定されているな

として出生した場合と︑それから皇族でない女子

位にあること︑皇族となるのは︑天皇︑皇后を父

承を維持するため制度上一般の国民とは異なる地

は︑天皇の一定範囲の親族で︑世襲による皇位継

○国務大臣︵藤村修君︶ 女系は︑女性の︑天皇

ているんですよ︒

○有村治子君 だから︑男系と女系の違いを聞い

あってもこれは男系天皇と言えると思います︒

それで︑天皇の直系︑男子天皇の直系で女性で

より継承されてきたところということであります︒

○国務大臣︵藤村修君︶ 皇位は一貫して男系に

いますよ︒
︵発言する者あり︶

おうとでも思っていらっしゃるんですか︑全く違

○有村治子君 天皇の直系じゃないのが女系と言

思います︒

男系というのは天皇の直系で男子ということだと

ということがあることを言い忘れておりました︒

皇室典範一条で︑皇位継承資格を男系男子に限定

○国務大臣︵藤村修君︶ まず︑皇統という言葉

意のあるコメントですか︒

○有村治子君 それが官房長官が言える最大の誠

一系であります︒

○国務大臣︵藤村修君︶ 世襲であります︒万世

お答えください︒

てきた皇位継承の原則とは何ですか︒官房長官︑

ら平成の今上陛下まで百二十五代にわたって続い

問題について︑皇室において︑第一代神武天皇か

最近︑にわかに報道が多くなった女性宮家創設

皇と女系天皇はどこが違うのですか︒

○有村治子君 官房長官にお伺いします︒男系天

考えております︒

ものはしっかり踏まえていかなければいけないと

で続いてまいりました︒その歴史的な重みという

ざいまして︑ずっと長い間︑百二十五代まで男系

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ そのとおりでご

参議院において確認をいたします︒

されました︒そのお考えに変更はありませんか︑

位が継承されてきた伝統を重く受け止めると答弁

先月︑総理は衆議院において︑長い間男系で皇

子の子孫は女系となる︑こういうことだと思いま

りの場合を女系というと︒男系︑女系を問わず女

孫というと︒それで︑ここではこれ以外のつなが

違いを申し上げます︒

○国務大臣︵藤村修君︶ 男系と女系のちょっと

○委員長︵石井一君︶ 速記を起こしてください︒

○委員長︵石井一君︶ それじゃ︑速記を止めて︒

り︶

ちょっと正確に︑整理して⁝⁝︵発言する者あ

の子であってもその女性の子は︑あっ︑違う違う︑

本日は︑政府・民主党の姿勢をただすだけでは

計画を変更して先に質問をさせていただきます︒

がありますが︑これは歴代の天皇からつながる血

○国務大臣︵藤村修君︶ 先ほどの︑私︑戦後の

天皇と男性のみで血統がつながる子孫を男系子

︹速記中止︺

統のことであります︒それからその後に︑皇族と
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○国務大臣︵藤村修君︶ もう一度答えますと︑

○委員長︵石井一君︶ 速記を起こしてください︒

ださい︒

○委員長︵石井一君︶ ちょっと速記を止めてく

︵発言する者あり︶

今のは︒こんなのじゃ質問にならないですよ︒

ちょっと全然違いますよ︑事実と違いますよ︑

と違っています︒もう一度おっしゃってください︒

○有村治子君 官房長官︑基本的認識が全く事実

す︒

せん︒

り男系ということは重く受け止めなければなりま

ゃなくて︑長い伝統を踏まえると︑これはやっぱ

今回の議論というのは︑男系︑女系という議論じ

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ したがいまして︑

いします︒

族の知恵であったのではないですか︒総理にお伺

ことこそ︑皇室の信用︑尊厳を守るための日本民

のです︒この皇位継承の伝統を厳格に守ってきた

日本の皇室が世界中から信頼されるゆえんそのも

時代においても父方の明確な血統が続いています︒

○有村治子君 つまり︑皇室では百二十五代どの

○有村治子君 民主党政権になってからのこの二

ただきたいと思います︒

いていることについては︑是非委員も御理解をい

位継承の在り方とは別に議論を行わさせていただ

そのまさに皇統の在り方︑男系か女系かという皇

います︒基本的には理解をされておりますので︑

ょっと定義のお話をしようとしたというふうに思

かりませんけれども︑先ほど官房長官は正確にち

十五代分からなかったって︑どういうことかは分

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ ちょっと︑百二

主党政権です︒総理︒

っていない︑そんな人たちが幅を利かせている民

︹速記中止︺

まず男系︑女系ということで答えます︒

うしたらいいかという中で女性宮家という今議論

した︒

たち自由民主党は民主党に是正を申し入れてきま

年半︑先ほども同僚の世耕議員が指摘されました︑

を女系というと︒男系︑女系を問わず︑女子の子

が出てきているということで︑そのまさに今委員

その一方で︑皇室活動の安定性等と︑あるいは

孫は女系となる︒

が問題意識を持っているお話とは別で︑切り離し

始まりましたが︑皇室に対する尊敬の念︑基本的

天皇と男性のみで血統がつながる子孫を男系子

○有村治子君 百二十五代ずっと男系ということ

てお考えいただければと思います︒

知識すら︑官房長官すら持たない方︑そんな人た

皇室に対する数々の非礼が報道されるたびに︑私

は︑すなわち天皇陛下の父方をたどると全て第一

○有村治子君 それは後ほどフォローしますが︑

ちが皇室制度をいじろうとしていることに国民の

天皇皇后両陛下の御公務の御負担を考えると︑ど

代神武天皇まで遡れるということです︒この皇統

総理︑官房長官が男系と女系の説明をすぐにでき

危惧が上がっています︒

孫というと︒ここではこれ以外のつながりの場合

が一つの例外もなく二千六百七十二年続きました︒

ることができない︑そんな中で皇室制度云々をい

○国務大臣︵藤村修君︶ かつて女性天皇が存在

在したことありますか︒

内閣の重要閣僚を務め続けている現状を︑総理︑

大臣がここにもいらっしゃいます︒菅内閣︑野田

天皇陛下が何代目か知らないと国会答弁をされた

じくるなんということができるんですか︒現在の

す︒一方で︑週刊朝日は︑長官がこれを否定する

総理に伝えたことを読売新聞がスクープしていま

皇族方の減少を食い止めることが喫緊の課題だと

昨年秋︑宮内庁長官が︑女性宮家創設によって

そこで︑宮内庁に伺います︒

先月から皇室制度に関する有識者ヒアリングが

まさに万世一系と言われるゆえんです︒

したことはありますが︑女系天皇は存在したこと

どう認識されますか︒基本的な皇室のことが分か

じゃ︑官房長官伺います︒女系天皇は今まで存

がありません︒
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すか︒

旨の記事が出されています︒一体どちらが真実で
○有村治子君 では︑女性宮家創設は陛下の御意

いうことは行っておりません︒

こういうことでというところまでは申し上げると

す︒

を共有し解決を望む︑日本にとって大事なことで

ており︑このことについては︑皇室の御活動の維

分を有する方が少なくなるということが懸念され

ているため︑このままでは︑近い将来︑皇族の身

として婚姻により皇族の身分を離れることになっ

の中で︑現行の皇室典範の下では女性皇族は原則

う野田総理への所管業務説明を行いましたが︑そ

宮内庁長官は昨年の十月五日に新内閣の発足に伴

意思かどうかを聞いています︒

○有村治子君 答えになっていません︒陛下の御

いうことでございます︒

ては政府の方で御検討をお願いしていると︑こう

う現状の中で︑課題がありますので︑それについ

てお願いをしているわけでございません︒こうい

ましたように︑宮内庁としては特に具体策につい

○政府参考人︵風岡典之君︶ ただいま申し上げ

思なのですか︒

っしゃいましたが︑今︑様々な有識者のヒアリン

○国務大臣︵藤村修君︶ それは︑今︑仮にとお

なられるのですか︒

場合︑女性皇族と結婚される民間の男性は皇族に

るわけではありません︒

家を幾ら増やしても天皇皇后両陛下の代理が務ま

担軽減については︑皇位継承権を持たない女性宮

離して考えなければなりません︒例えば公務の負

減と皇室活動の安定的な維持の二つの課題は切り

しかし︑この天皇皇后両陛下の御公務の負担軽

○政府参考人︵風岡典之君︶ お答えいたします︒

持という観点からは緊急性の高い課題となってい

○政府参考人︵風岡典之君︶ 陛下は︑憲法上︑

グをしている最中で︑何ら決定したものではあり

業務の安定的な継続という観点から︑具体策につ

は︑先ほど申し上げましたように︑今後の皇室の

○政府参考人︵風岡典之君︶ 私どもとしまして

ことを論じ始めているのですか︒

全く関係のないところで勇み足で女性宮家という

○有村治子君 では︑民主党政権は︑宮内庁とは

いては特に長官からは申し上げておりません︒

具体的にどのように対応すべきかということにつ

国会の議論に委ねるということでございますので︑

度の在り方につきましては︑これは政治あるいは

務の負担をどう軽減していくか︑緊急性の高い課

安定的に維持して︑また︑天皇皇后両陛下の御公

先ほど総理がおっしゃいました︑皇室の活動を

実に対して忠実であっていただきたいと思います︒

独り歩きすることのないよう︑政府は引き続き真

下の御意思という言葉がまことしやかに使われ︑

確になります︒陛下の御意思ではありません︒陛

陛下の御意思ではないということが国会答弁で明

○有村治子君 そのとおりです︒女性宮家創設は

しておりません︒

いますので︑制度的なことについては特に発言を

○有村治子君 皇位継承権とは別にするとおっし

をしている最中ではございます︒

位継承権とは切り離して今のところはヒアリング

ングをしている最中ということと︑それから︑皇

○国務大臣︵藤村修君︶ 今︑ですから︑ヒアリ

は皇位継承権を持つのでしょうか︑官房長官︒

性を父親とするお子様は女系になります︒その方

いま一度伺います︒女性宮家に生まれる一般男

歴史上いまだかつてなかったことになります︒

結婚によって突如皇族になるというのは︑日本の

○有村治子君 もしそうなった場合︑一般男性が

ません︒

ただいま先生御指摘をいただきましたように︑

るという認識を申し上げたところでございます︒

国政に関する権能を有しないというお立場でござ

きましてはいろいろ政府の方にお願いをしている

題だ︑この二つの課題は私たち国民の多くが問題

官房長官に伺います︒仮に女性宮家を創設した

その際︑私どもの考え方といたしましては︑制

ということでありまして︑宮内庁として具体的に
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うことと皇室活動の安定性をどう維持するかなん

天皇皇后両陛下の公務の御負担を軽減をするとい

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 大事な観点は︑

あるのであれば︑総理︑お答えください︒

る理由が私には全く分かりません︒確たる理由が

ありませんか︒女性宮家でなければならない確た

けるよう法的︑財政的措置をとればいいだけでは

性皇族方が結婚後も引き続き公務を担っていただ

あれば︑女性宮家をわざわざ創設しなくても︑女

総理に伺います︒皇室活動の安定を目指すので

きな戸惑いを感じます︒

いう認識︑危機感を持っていない答弁に非常に大

位継承の伝統を終わらせることにつながる︑そう

ゃいますが︑百二十五代続いてきた男系による皇

お話をしました︒今おっしゃった御本人のインタ

○国務大臣︵藤村修君︶ 園部参与ともいろいろ

えください︒

権は彼を起用しているのですか︒官房長官︑お答

こういう園部さんの考え方を知りながら野田政

えんを予測するかのごとく公言している人物です︒

をゆがめて︑皇位継承を変質させ︑男系皇統の終

答えています︒百二十五代続いてきた皇室の伝統

女系天皇につながる可能性はあるのは明らかだと

いてきた男系の皇統は終わる︑女性宮家は将来の

きた男性の子供が天皇になるとしたら︑ずっと続

さない男子が皇族になる︑民間から皇族に入って

が一般男性と結婚されると歴史上初めて皇統に属

さん︑昨年末のインタビューでは︑女性宮家の方

の問題とは切り離して検討を行うものであり︑何

急ぐ必要のある女性皇族の問題に絞り︑皇位継承

されても困るんです︒今回の検討は︑当面対応を

○国務大臣︵藤村修君︶ やや決め付けで今質問

のではないですか︒総理︑いかがです︒総理︒

着手しようとしているとみなされても致し方ない

野田政権が皇室の伝統をゆがめて女性宮家創設に

すか︒こんな方を重職に起用しているようでは︑

はありませんか︒この論理矛盾︑どう説明されま

ない突破口であることを園部氏は明言しているで

系天皇が生ずるかもしれない皇位継承と切り離せ

いますけれども︑女性宮家創設が歴史上初めて女

り離して議論するとあえてうそぶいていらっしゃ

また︑官房長官︑女性宮家創設は皇位継承と切

家でなければならないという確たる理由はお述べ

○有村治子君 ということは︑今のところ女性宮

たいと考えております︒

ょうだいをしながら丁寧に議論を集約をしていき

をしながら︑そして国民各層の様々な御意見をち

て︑様々な御提案を有識者の皆様からヒアリング

方ありますが︑それをめぐって︑今の御提起含め

○有村治子君 官房長官︑政治は人事︑人事は政

した︒

いうことから御助言をいただいていることにしま

う政府の考え方にも非常に近い考えである︑こう

いをしておりますが︑そこに絞って検討するとい

題ということで女性宮家のことをヒアリングお願

に優れた識見をお持ちであり︑また今回︑急な課

ただ︑園部さんは︑皇室制度全般について非常

いますけれども︑本質が分かっていらっしゃらな

○有村治子君 官房長官︑決め付けでとおっしゃ

とでございます︒

を踏まえながら今後検討していくと︑こういうこ

国民の皆様にも御議論をいただいて︑それら議論

家の御提案だけでなしに︑国会でも︑そして広く

がら︑御提案を含め︑これはもちろん識者︑専門

具体的な方策として︑今様々ヒアリングをしな

か︑その先のことの御懸念は当たらないと考えて

になりませんでした︒

治そのものなんです︒園部さんは︑先ほど総理が

いのは︑議事録を読んでいただいても官房長官の

ビュー記事での発言は承知しております︒

官房長官が女性宮家創設検討を発表されたのと

冒頭におっしゃった男系の伝統を重視するという

方だと思いますよ︒

です︒一つの観点として女性宮家創設という考え

タイミングを同じくして内閣官房参与に最高裁元

主張と矛盾する発言を平気でしている方です︒

おります︒

判事の園部逸夫さんが任命されました︒この園部
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き総理が答えましたが︑今の︑女性の方々が結婚

○国務大臣︵藤村修君︶ なぜ︑ですから︑さっ

とぼけていらっしゃるんですか︒

する話なんですよ︒その本質を分かって︑あえて

って︑勢い次の世代には絶対に皇位継承権と直結

が保たれるのか︑それとも初めて女系になるのか

継承を持つのか持たないのか︑これで初めて男系

女性宮家を創設されたら︑そのお子さんが皇位

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ もう多分︑もう

課題なのではないですか︑総理︒

かに安定させるかということこそが最も本質的な

そ︑皇位を継承できる男系の皇族方を確保してい

う覚悟を持っておられるのが宮家です︒だからこ

ための血統であり︑事あらば皇位を継承するとい

は両陛下を補佐するだけではなく皇統を維持する

るような事態は避けねばなりません︒本来︑宮家

皇位を継がれるころ︑宮家が一つもなくなってい

のでこれを認めると渋々言いながら︑悔しさをに

時の片山総理も︑皇位継承の点で不安が存しない

が皇族の身分を離れ︑民間人になられました︒当

ＨＱが主導した占領国の圧力によって︑十一宮家

定させるためには︑敗戦後︑戦勝国アメリカ︑Ｇ

ているように︑本質的課題である皇位の継承を安

ではなくて︑やはり総理と私が問題意識を共有し

うことは明確でございます︒皇室活動の安定だけ

の軽減ということは︑その代理は務まらないとい

その今こそ旧宮家の方々に皇族復帰をしていた

していくと︑今後︒それで︑女性宮家のことが議

私は︑小泉内閣のときにいろんな検討がありま

だいて︑本来の最もオーソドックスな解決策であ

じまれております︒

ん減っていかれると︒そのことに野田総理ほかそ

したけれども︑国民を二分する形で︑結果的には

る男系の皇族方を増やす︑皇位継承を確かにする

問題意識は共有できると思うんですよね︒

れぞれの︑これは結構緊急な課題として議論をす

前に進むことはできませんでした︒私は︑それは

ということこそがあるべき姿だと思いますが︑総

論をされないと︑今の皇室典範の法律上はどんど

べきだということであります︒

それで丁寧な議論が引き続き必要だと思いますけ

官房長官と共通点があります︒このままだと皇

るということをここで明確にしておきます︒

で世論が分割するリスクをはらむ課題をされてい

には世論が二分する︑皇統をめぐってその正統性

○有村治子君 詭弁にしか聞こえません︒最終的

ります︒

としても最終的に切り離して行うものと考えてお

後の継承の問題ということは様々今後議論がある

を行うと︑こういうことでございますので︑その

題に絞って︑皇位継承の問題とは切り離して検討

の検討は︑当面今の急ぐ必要のある女性皇族の問

家を増やしたところで︑天皇皇后両陛下の御公務

○有村治子君 いま一度申し上げますが︑幾ら宮

かり徹底していきたいというふうに思います︒

せんが︑そういうことも含めてヒアリングをしっ

ではなくてどうのという御意見もあるかもしれま

みをしているわけで︑その中で︑じゃ︑女性宮家

そういうところで英知を出そうということで今試

話ではなくて︑まさに緊急避難かもしれませんが︑

かということの観点に絞って︑これ︑ずっと続く

らすのと同時に︑いかに皇室活動の安定化を図る

げたとおり︑天皇皇后陛下の御公務の御負担を減

れども︑その問題と切り離して︑先ほど来申し上

分十二条だったと思いますが︑この女性宮家の離

典範一条をどうするかということではなしに︑多

ます︒ですから︑委員がおっしゃるのは︑多分︑

の問題に絞ってという検討を行うこととしており

る観点から︑当面対応を急ぐ必要のある女性皇族

ただ︑今回は︑皇室の諸活動を安定的に維持す

に今おっしゃっているんだと思います︒

離脱されたと︒これらの方々を旧皇族というふう

宮家五十一方が現行典範の規定に基づいて皇籍を

は昭和二十二年のことだったと思いますが︑十一

○国務大臣︵藤村修君︶ 今おっしゃった︑これ

理の御見解はいかがでしょうか︒

先ほど申しましたように︑その議論の際︑今回

族が先細りする︑秋篠宮家の現在五歳の悠仁様が
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権の轍を踏まないということも極めて大事だと思

総理︑皇室制度については︑先ほどの︑小泉政

でございます︒

つくれば済むことだと再三に申し上げている次第

も引き続き公務を担っていただけるような制度を

を目指すというのであれば︑女性皇族方が結婚後

げているんです︒そして︑その安定的な皇室活動

○有村治子君 これが本質だと先ほどから申し上

いません︒

んが︑そのことに焦点を当てているわけではござ

などについては様々今後議論があるかもしれませ

だくということで︑そこはまだその旧皇族の復帰

脱ということについての検討を様々識者からいた

しゃっていますが︑現状は極めてお寒い限りです︒

からの復旧復興が政権の最重要課題と何度もおっ

スだとあと十年以上は掛かります︒総理は大震災

の部分だけでございます︒
︵資料提示︶このペー

城でたった五・八％︑岩手で八・七％︑この青色

○有村治子君 一年掛かって処理できたのは︑宮

告が上がってきているところでございます︒

強という数字が︑処理が終わったという形で今報

○国務大臣︵細野豪志君︶ 総量のうちの約六％

どのくらい処理が進みましたか︒

て終える計画を発表されました︒あれから一年︑

政府は震災当初︑三年で震災瓦れきの処理を全

次に︑瓦れきの処理について伺います︒

域で四百万トンやってほしいということですが︑

域を処理している災害瓦れき全体の五分の一を広

しかし︑パネルの二のとおり︑岩手︑宮城が広

理のめどが付いていた計算になります︒

ば︑宮城︑岩手の広域希望量はすんなり一年で処

入れを表明していた自治体が実際に稼働していれ

年間︑受け入れるという表明がございました︒受

治体は全国で五百七十二︑四百八十八万トンが︑

○有村治子君 瓦れきの受入れを表明していた自

ていたということでございます︒

質による不安ということもあって数が大きく減っ

的にということで調べましたときには︑放射性物

した︒ところが︑夏から秋にかけまして再度具体

の御指摘も含めまして︑私は問題意識は相当共有

がスタートしたばかりでありますけれども︑委員

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ まだヒアリング

現在の御認識を伺います︒

くような御判断をしていただきたいと思いますが︑

いように︑慎重の上にも慎重な︑やはり皇統が続

有村委員︑事前にできれば御通告いただければ

○国務大臣︵細野豪志君︶ 大変失礼しました︒

○有村治子君 環境大臣です︒

○委員長︵石井一君︶ どなたですか︒

その処理能力は総計でどのくらいありましたか︒

明した自治体は全国で幾つありましたか︒また︑

震災直後の去年四月︑瓦れき処理の受入れを表

むという状況ではなかったというふうに承知して

う御発言がございましたが︑実はそれほど早く進

け入れていたらすぐ済んでいたのではないかとい

○国務大臣︵細野豪志君︶ 先ほど︑仮に全部受

があると認識されていますか︒

き受入れを断念したのか︑どのようなことに原因

を表明しながらなぜ圧倒的大多数の自治体が瓦れ

先ほどの御答弁にも関係しますが︑一度は受入れ

実際には処理のめどがほとんど立っていません︒

できる部分はあると思っています︒丁寧な議論を

調べておいたんですけれども︑今ちょっと手元に

おります︒

環境大臣に伺います︒

やっていきたいというふうに思います︒国民各層

ございませんので︑至急ちょっと取りに行かせた

います︒どうかくれぐれも後世に禍根を残されな

の様々な御意見もちょうだいをしていきたいとい

いというふうに思います︒

○有村治子君 官房長官︑定例の記者会見にいら

治体が受入れに積極的な形で回答していただきま

確かに御指摘のとおり︑春の時点では多くの自

ました︒したがいまして︑瓦れきの中にもいるの

月︑七月ごろまでは行方不明者の捜索をしており

多分皆さんも御覧になったと思うんですが︑六

うふうに思います︒
っしゃるということで︑理解をいたしました︒
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山積みになっているという状況でございます︒

から作業が本格的に進み︑そして今二次仮置場に

次仮置場に運ぶことができるようになった夏ごろ

大変本当に御迷惑をお掛けしましたけれども︑二

けないという事情があって︑そのこともあって︑

それが終わるまでなかなか二次仮置場に持ってい

たところだけ白い旗を立ててやっていたわけです︒

をされて︑私も見ましたけれども︑捜索が終わっ

ではないかということで自衛隊︑警察の方が捜索

当者の方に測っていただくという方法を導入をし

れを検討していただいている自治体そのものの担

をやはり乗り越えなければなりませんので︑受入

ことをおっしゃる方が多うございますので︑そこ

府が言ったことが信じられないという︑そういう

そのとおりかというふうに思います︒なかなか政

○国務大臣︵細野豪志君︶ 今の御指摘は確かに

○委員長︵石井一君︶ 簡潔に御発言ください︒

○有村治子君 総理︒

○委員長︵石井一君︶ 細野環境大臣︒

財政支援だけで瓦れき広域処理が一気に進むと本

大臣︑いかがですか︒環境大臣は︑先日発表した

でいいのでしょうか︒全国の自治体を束ねる総務

れマッチングを各自治体の善意に任せているだけ

させていただきます︒そもそも瓦れき処理の受入

政権を担っておられる閣僚の皆様に問題提起を

ッグ状態です︒

かわらず︑反対の罵声の中で孤立無援のサンドバ

す︒政治生命を懸けても受入れを表明したにもか

局受け入れられないという無力感を味わっていま

と裏腹に地元での厳しい反対運動に直面して︑結

そういう中で︑確かに自治体の中で不安が出て
ました︒

まいりましたのは︑これは先ほども答弁申し上げ

しております︒

の不安を何とか払拭しようということで今努力を

が増えたということかと承知をしております︒そ

接測っていただく方法も導入をすることで少しず

びを申し上げますけれども︑そうではなくて︑直

うのが本来の姿ですので︑そこはもう本当におわ

つくりまして︑政府が言って信じていただくとい

○委員長︵石井一君︶ それじゃ︑平野復興担当

大臣はいらっしゃいませんか︒

はできないのですか︒どなたかお答えいただける

国土交通大臣は︑自治体のマッチングに何か貢献

大規模公共事業のノウハウと専門家集団を抱える

気で考えていらっしゃるのですか︒復興大臣︑な

○有村治子君 そもそも受入れを表明した自治体

つ理解が広がってきているという︑そういう状況

大臣︒

それでもなかなか受入れが進まないという状況

で瓦れき受入れの反対をする住民の運動がなぜか

でございます︒

○国務大臣︵平野達男君︶ まず︑瓦れきは産業

ましたけれども︑原発事故がありましたので︑そ

くも強まってしまったのか︒それは︑放射性瓦れ

○有村治子君 大事な指摘︑細野大臣おっしゃっ

廃棄物として扱う場合と放射性廃棄物として扱う

ぜ地元岩手︑宮城の悲痛な叫びを四十七都道府県

きというだけではなく︑東京︑神奈川︑埼玉の知

たと思います︒しかし同時に︑例えば佐賀県の武

場合があります︒その中で︑六％というのは二千

でございますので︑今度は逆にその反対をしてい

事が異口同音に指摘しているように︑震災後の政

雄なんというのは︑受け入れると言った途端にそ

四百万トンを対象にしております︒その中の圧倒

れによって福島だけではなくて宮城県︑岩手県に

府の対応︑特に真実を国民にタイムリーに伝えず︑

の武雄市の職員に︑苦しみを与えるぞ︑イベント

的部分は木質系であります︒そして︑六％︑これ

全体の動きにつなげようとなさらないのですか︒

議事録すら取らず︑情報を隠蔽していた政府・民

を妨害するぞ︑不買運動をするぞなど︑自治体の

はなぜかといいますと︑先ほどの川口委員の質問

る住民の方一人一人にも測っていただける状況を

主党への不信感が募っているからではないですか︑

トップは被災地に手を差し伸べたいという気持ち

ついても不安があるのではないかと︑そういう方

総理にお伺いします︒
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は︑稼働は五月︑六月になります︒何でそんなに

非常に大きな仮焼却場施設︑造っています︒それ

に︑皆さん方行ってみれば分かると思いますが︑

の建設の発注を終わっています︒ところが今石巻

それから一方で︑宮城︑岩手は︑この仮焼却場

うことです︒

壊れた焼却施設を使って今焼却を始めているとい

て恐縮ですけれども︑これを︑最近やっと津波で

例えば太平洋セメント︑これは特定の名前を出し

いますと︑宮城︑岩手である現在の焼却場並びに︑

この焼却場は今どんな焼却場を使っているかとい

ないんです︒これは焼却場の数の問題なんです︒

にも関連しますけれども︑最終処分場の問題じゃ

うことはきっちり説明していきたいというふうに

り説明していると思いますけれども︑安全性とい

これは我々もこれからしっかり︑細野大臣しっか

いったものが出てくるということでありますから︑

うか︑なぜ受け入れるんだといったような︑そう

ると言った途端にもうメールと誹謗が︑誹謗とい

ほどの委員の御指摘にもございますけれども︑や

ますが︑自治体の首長さんはやると言っても︑先

私も自治体にお願いをしております︒お願いをし

それから︑有村委員の答弁にお答えしますと︑

りながら焼却をしていくということであります︒

国有林等を使って仮置場をして︑そして計画を作

ゃべれるほど専門知識はございませんが︑いずれ

これは私︑むしろ細野大臣の前でこんなことをし

○有村治子君 私の問いかけは︑瓦れき受入れを

うふうに思います︒

是非とも引き続いて力を貸していただきたいとい

いし︑できるというふうに思っておりますので︑

せんが︑ここからは私は前進をしなければならな

う本当に責任者としておわびをしなければなりま

したがいまして︑ここまで遅れていることはも

でございます︒

べきだという電話も掛かってきているということ

の方がたくさん来たそうであります︒受け入れる

先日伺いましたら︑ある自治体では賛成のメール

反対がもうほとんどということでしたけれども︑

わってきました︒自治体に来るメールも︑以前は

の皆さんに御協力をいただきまして︑雰囲気は変

各自治体の善意に任せていいのか︑マッチングを

時間が掛かるか︒これ見たら分かりますけれども︑

思っています︒

細野大臣にも言及されました︑三月三日に発表

まず巨大な鉄の︑これが仮焼却場かと思うぐらい

ていることについては本当に申し訳なく思ってお

された世論調査では︑読売新聞です︑実に七五％

やってくることこそ政府の役割ではないのかとい

今︑全体の広域処理は四百万トンぐらい考えて

りまして︑私も数多くの自治体の皆さんにお願い

の人々が自分が住む都道府県での瓦れき処理受入

○国務大臣︵細野豪志君︶ それぞれの自治体の

いますが︑基本は岩手︑宮城︑この中で処分する

をしましたが︑自治体の首長さんの方で来てくれ

れに賛成しています︒逆に︑反対する世論はたっ

の仮焼却場を造ります︒これらが稼働しますと木

ということで︑問題は︑先ほど細野大臣も答弁さ

という話があったところは行っておりまして︑直

たの一六％にすぎませんでした︒瓦れき受入れ反

うことです︒

れましたけれども︑そこから出てきた焼却灰は基

接伺って厳しい話も皆さんから受けながらそれに

対の運動だけがクローズアップされていますが︑

首長の皆さんに本当に苦しい思いをさせてしまっ

本的に今のまずは最終処分場で処理していきます︒

対して説明をするという︑そういう作業をしてお

質系の焼却はかなり進むと思います︒

いずれそれが満杯になってくると思います︒それ

受け入れようとしています︒助け合いの精神を発

実は国民の多くが被災地に思いをはせ︑瓦れきを
ただ︑これはもう本当に各会派の方にお礼を申

揮しようとする民意がちゃんと世論調査に出てい

ります︒

そういう計画を作ってやっているということです︒

し上げます︒自民党︑公明党︑本当に各党各会派

を踏まえながら最終処分場も造っていくという︑
放射性廃棄物は︑これはちょっと難しいです︒
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瓦れき処理てこ入れに向けて再度首長︑議会への

幹事長の下で︑全国の自民党地方組織に呼びかけ︑

の施策に見切りを付け︑自由民主党は先月︑石原

既に震災から一年︑遅々として進まない民主党

すので︑是非これからも皆様にもサポートをして

れの閣僚においても取り組むことも決めておりま

ても︑閣僚懇でもこの議論がありまして︑それぞ

おります︒政府を挙げて︑それぞれの閣僚におい

演をするときも必ずこのお話をさせていただいて

必ず広域処理のお話をしています︒テレビ等に出

が都道府県に文書を出すというものですか︒これ

腰を上げて記者会見まで行った瓦れき処理の秘策

○有村治子君 震災から一年︑やっと政府が重い

な視点という形でお話をさせていただきました︒

の詰めをしていくという︑こういう三点ほど新た

には︑今週中︑早い段階で関係閣僚会議で更にそ

ます︒

働きかけを強化するよう︑てこ入れを図りました︒

らい︑省庁の部長︑局長で十分にできることです︒

を政治の貧困と言わずして一体何と言うのでしょ

○有村治子君 総理が︑一周年の昨日︑記者会見

官僚の後追いなんて総理がなさらないでいただき

いただければ幸いに存じます︒

たとえこれが民主党の手柄になってしまっても被

まで開いて瓦れき広域処理について新たな三つの

たい︒

野田総理︑せんだっての党首討論においても︑

災地の復興につながるならという強い信念から︑

取組を進めると発言されました︒どのようなもの

うか︒全国に瓦れき受入れ要請文書を出すことぐ

あのような具体的提案になりました︒ここまで自
ですか︒

き処理は目の前の課題です︒各都道府県に首相を

ありがとうございます︒

民党がヒントを出しているのに︑総理はなぜこの

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 特に︑先般︑黒

始め全閣僚が手分けして足を運んで説得する︑そ

谷垣総裁がなされた瓦れき処理の具体的提案は︑

世論そのものに直接訴えることをされないのです

岩知事とか︑横浜︑相模原︑川崎の幹部のときに︑

いますし︑何よりも国民の皆様の御理解が不可欠

も前面に出るように努力をしているところでござ

そういうことを踏まえまして︑国が一歩も二歩

大変前向き︑建設的な御提起をいただきました︒

ございません︒先般の党首討論でも谷垣総裁から

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 御指摘に異論は

せんか︒

て闘うというのは政治の役割そのものではありま

ていく︑嫌がらせや脅迫やリコールには毅然とし

としたところに心理的バックアップをしっかりし

き道を切り開いていく︑各自治体で受け入れよう

どなどの御説明をさせていただき︑そして最終的

に要請をしていくことを強めていくこととか︑な

もあるかと思います︒そういうところの協力を更

とか等々︑民間レベルで御協力いただけるところ

ベルでの努力もありますけれども︑製紙業である

とか︑あるいは︑その瓦れきが︑こういう政府レ

は受入れ基準や処理方法を定めることとすること

処理のお願い︑要請をさせていただき︑その際に

四都道府県について︑政府として文書として広域

とがございましたので︑まず被災三県を除く四十

政府が文書等を出して依頼をしてほしいというこ

来てもらった皆様から︑きちっと法律に基づいて

ぞれの自治体が前向きに取り組んでくれて︑そし

ておりまして︑実際に働きかけると少しずつそれ

に直接それぞれの大臣が働きかけをしていただい

をいたしまして︑それぞれの出身の首長の皆さん

○国務大臣︵細野豪志君︶ 私も各閣僚にお願い

ありませんか︒

線に立つことこそ災害多き日本の宰相の役割では

きを受け入れてもらえるため︑国民に訴える最前

一県も漏れることなく四十七都道府県全てが瓦れ

も何度でも国民の良識に訴え︑照る日︑曇る日︑

めないのですか︒総理は歯を食いしばって何度で

して瓦れき受入れの世論を形成する︑何でこう進

総理が政治生命を懸ける消費税以上にこの瓦れ

か︒国民の良識に訴えて︑問題解決に向けて道な

でございますので︑例えば私が会見をするときは
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がありましたが︑これまでも既にこの瓦れきをこ

先ほど︑有村委員の方からマッチングという話

そういう状況でございます︒

て試験焼却などの動きにつながっているという︑

があります︒

ただいて瓦れきを見ていただく︒これ︑結構効果

体の関係者の皆さんに直接その被災地に行ってい

体がいろいろ迷われるようであれば︑そこの自治

にお願いをしようと思っています︒それで︑自治

人々の人間性の方なのであると︒

本当に試そうとしているのは︑被災地の外にいる

のではなく︑その外側にこそあるようだ︒自然が

もそれは国が一緒にやるということになりますの

う︑そういう形で出しますので︑自治体にとって

の瓦れきをこれぐらい受け入れてもらいたいとい

れを法的にはっきりと要請文の中に書いて︑ここ

す︒今回総理が表明をされた要請というのは︑そ

災地に寄り添ってもらいたいということをお伝え

とか︑私どもの責任とかいうことではなくて︑被

うでもいいんです︒私どもの目的としている時期

論すれば︑目的はどうでもいいんです︒時期もど

うことを申し上げているわけではないんです︒極

政府のために瓦れきを処理してもらいたいとい

一年たちましたけれども︑引き続き︑助け合い︑

アの皆様が汗をかかれました︒ちょうどあれから

災後に多くの義援金が集まり︑多くのボランティ

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 東日本大震災発

くれるのでしょうか︒総理︑お答えください︒

向けられればよいのでしょうか︒誰が受け止めて

を欠く政府に対するこのやるせなさは一体どこに

しなかった人々に感じるこの落胆︑また︑決定打

被災地で今も苦しみを背負っている人々が被災

こでということで個別にはお願いをしておるんで

で︑大きな前進になるのではないかと︑そのよう

をしたいので︑その方法を導入をすることで︑私

りにも折につけこのことは語ってきたつもりでご

に考えているところでございます︒

でございます︒

ざいますが︑更に徹底をしていきたいというふう

支え合いということが大事であります︒その象徴

れているわけですね︒

○有村治子君 総理︑一番大事なのは世論形成な

に思いますし︑特に一番やっぱり受入れを表明を

は︑具体的に提示をしたところについては進んで

○国務大臣︵細野豪志君︶ 多分︑そこまで全部

んです︒四人のうちの三人が受け入れてもいい︒

された自治体の長の皆さんにとっては︑処分場近

○有村治子君 じゃ︑この文書が一斉に出されれ

すっといくことは難しいかもしれないと思ってい

誰だって受け入れたくないですよ︒でも︑仕方な

くの付近の住民の皆さんへの説得だと思うんです

的なテーマが︑この広域処理だと思います︒私な

ます︒

いから受け入れようってみんなが思っているじゃ

ね︒

くるのではないかというふうに考えておるところ

二つ分けてやろうと思っていまして︑まだ表明

ないですか︒その世論に是非訴えていただきたい

ば︑一気に瓦れき処理のオファーが進むと確信さ

をしていただいていない自治体には︑まず一般的

と思います︒

種類かも出して︑処理場の状況も大体分かってい

具体的な例えば被災地の名前を出して︑どういう

一歩のところがありますから︑そこについては︑

体的に検討していただいているところには︑あと

感じるもどかしさの正体は︑被災地の光景にある

ています︒総理︑聞いてください︒どうやら私が

でいる日本の現状と被災地の落胆をこう表現され

年を機に︑瓦れきの広域処理を受け入れられない

被災地仙台に住む作家の熊谷達也さんは︑一周

く必要性というのも強く感じておりますので︑そ

できるということを国が前面に出て説明をしてい

りやるし︑国も前面に出ることなど含めて︑安心

処分場本体や処分場の付近における検査もしっか

まさに放射能の検査等はしっかりやっていくこと︑

これについては︑安心できるものなんだという︑

な要請文を出そうと思っております︒一方で︑具

ますから︑これでどうだろうかというのを直接的
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一刻も早く共に歩みたいという気持ちでいっぱい

して︑相申し訳ない︑九五％進んでいない瓦れき︑

と同時に︑国民の一人として︑沖縄と被災地に対

される沖縄の皆様を︑私自身︑誇りに思います︒

みを知るからこそ被災地にいち早く寄り添おうと

の過重負担に悩む沖縄が︑むしろ︑いや︑その痛

受入れに立ち上がろうとされています︒米軍基地

○有村治子君 この度︑沖縄県知事が瓦れき処理

ういう対応をしていきたいというふうに思います︒

をさせていただきたいというふうに思います︒

ていただきました︒その状況を見ながら更に判断

今回は文書でこういうふうに具体的に要請をさせ

七じゃなくて︑被災三県を除いた四十四道府県に

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ ですから︑四十

す︒

締めくくりのこの質問に対する答弁をお願いしま

○委員長︵石井一君︶ それでは︑内閣総理大臣︑

でしょうか︒

とを明確にしていただきたいと思います︒いかが

せていただきたいと思います︒

ざいます︒では︑会派を代表いたしまして質問さ

○一川保夫君 民主党・新緑風会の一川保夫でご

のほどをお願い申し上げます︒

たいと思います︒閣僚の皆さんもよろしく御協力

者が終わるまでこの委員会を継続させていただき

なお︑委員の皆様も︑六時をめどに︑第一質問

うんであります︒

る人もありますから︑お許しをいただきたいと思

それでは︑質疑を続行いたします︒一川保夫君︒

です︒

式が厳粛に執り行われましたけれども︑私からも︑

まず︑昨日の東日本大震災の一周年︑その追悼

た︒

この度のこの災害で犠牲になられた方々に対して

○有村治子君 以上です︒ありがとうございまし

り立っている国柄です︒どこで災害が起ころうと

○委員長︵石井一君︶ 以上で山本一太君︑宮沢

日本は︑地震など自然災害の多い国土の上に成
も︑援助する側︑される側︑全国みんなで気持ち

心から謹んで哀悼の意を表したいと思います︒ま

た︑あわせまして︑被災地の早期の復旧復興を心

洋一君︑川口順子さん︑世耕弘成君︑有村治子さ
んの自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会の

を一つにして乗り越えていくという気概と︑実際
に四十七都道府県全てでこれを乗り越えた︑そし

からお祈りを申し上げたいと︑そのように思って

さて︑私は︑朝からこの委員会の質疑︑大変自

おります︒

質疑は終了いたしました︒
︵拍手︶
○委員長︵石井一君︶ この際︑委員長として一

│││││││││││││

て千年に一度の︑みんなでやってのけたというこ
とを実感できてこその国民のきずなでありましょ
う︒

ために通知を出す︑法的根拠を出すというだけで

単に自治体の主体的な申出を待っている︑その

になっております︒ただいまから民主党の質疑に

る︒そして︑本日はテレビ中継と︑こういうこと

現時点で約六十五分︑予定よりも遅くなってお

わけじゃありませんけれども︑しかし︑いろんな

ん方も我々与党の考え方もそう大きな大差がある

の災害に対する思いというのは︑もう野党の皆さ

いました︒そのやり取りを聞いておりまして︑こ

民党の皆さん方から厳しいいろんな御指摘がござ

はなくて︑被災三県に寄り添う全国の四十七都道

入ります︒そして︑恐らく︑五時を過ぎても︑一

面でいろんな問題が提起されたという感じもいた

言申し上げたいと存じます︒

府県全てで瓦れき処理を分担する仕組みをつくる

川保夫君の寛大なる御理解をいただいて︑質疑を

します︒そういう面で︑私は︑被災後一年経過し

野田総理︑具体的な提案をします︒

ことを提案させていただきます︒

続けていただきたい︒放送されない場合は深夜放

たというこの段階で︑私は︑当然︑この災害被災

四十七チーム︑総理の見解はいかがでしょうか︒

送になりますが︑深夜放送の方が真面目に見てお

そして︑どうしてもやらなきゃいけないというこ

参議院記録部

- 73 -

【未定稿】
予算
平成２４年３月１２日

けでございますので︑そういう面では私は︑復興

生すべきじゃないかというような思いすらするわ

るところは反省をし︑民主党そのものが復興︑再

っかりといろいろなところを点検をして︑反省す

けれども︑やはり我々民主党の政権そのものがし

政権をいただいてから二年余り経過しております

ただ一方で︑冷静に考えますと︑我々民主党が

先課題ではあります︒

地の復旧復興というのは野田内閣にとっても最優

させていただきました︒

は財務大臣として編成をさせていただき︑成立を

それから︑第一次補正予算︑第二次補正予算まで

お金の面ではまずはさせていただいたと思います︒

当面の復旧あるいは被災者の支援のための即応は

一回目の予備費の活用をさせていただきまして︑

をさせていただきました︒それから︑十四日に第

したけれども︑翌十二日に激甚災害の指定を決定

震災の発災の後ですが︑当時財務大臣でございま

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 三月十一日の大

いただいたのは平成二十一年でございました︒

主党が政権を交代するということで国民の選択を

どちょっと触れましたけれども︑この機会に︑民

だろうというふうに思いますけれども︑私は先ほ

の復旧復興に当面重点を置いたそういう政権運営

○一川保夫君 今︑総理のお話のように︑この今

ことが基本的な姿勢でございます︒

私自身は一つ一つこうした課題を乗り越えていく

その後︑九月に野田内閣が発足をいたしました

︹委員長退席︑理事川上義博君着席︺

あった輿石さんが︑当時︑代表質問でお話しにな

野田内閣を支える民主党の幹事長です︒その方で

東会長から当時代表質問が行われました︒今現在︑

臨時国会において︑参議院の議員会長である輿石

ちょっと思い起こしますのは︑二十一年十月の

元年というその意味は大変深いものがあるなとい

けれども︑一川さん御指摘のとおり︑まさに震災

ったのは︑国民がなぜ政権交代を選択したかと︑

う感じを率直︑これまでの質疑を聞いておりまし
そこで︑野田総理大臣にお伺いするわけでござ

からの復興と原発事故との戦いと日本経済の再生

災害被災地のみならず︑そのほか大変な課題がた

り︑なおかつ︑この我が国が抱えている課題は︑

わけでございますけれども︑この一年間を振り返

総理大臣︑大変責任あるポストに就いてこられた

野田総理は︑当時︑財務大臣︑そしてその後︑

が経過しました︒

のこの災害に我が国が襲われまして︑それで一年

いましたように︑東日本大震災という大変未曽有

をして約半年を経過しました︒そして︑先ほど言

フル稼働させながらスピードアップをしていくこ

新しい組織や制度もつくっていただきましたので︑

いうことをしっかりと対応しながら︑復興庁等々︑

係る事業に予算措置を設けておりますので︑こう

成二十四年度予算においても三・八兆円の復興に

ていただくと同時に︑今御審議いただいている平

だきましたので︑その執行をしっかりとやらさせ

れまでに四次にわたる補正予算を成立させていた

先ほど来御議論がございます復興については︑こ

を最重要課題として位置付けておりますが︑特に

当面はいろんな政権内部の︑政策内部のいろんな

成し遂げてほしいということ︑そのためにはまあ

待を絶対に忘れては駄目だと︑しっかりと改革を

そういう面で︑当時︑輿石さんはその国民の期

というふうに思います︒

じゃないかということでのいろんな期待があった

いろんな課題に対して︑民主党に国民は懸けよう

心とした政権に対するいろんなひずみ的な問題︑

あったわけでございます︒長年のこの自民党を中

それはやはり民主党に対する大きな期待感が当然

て感じた次第でございます︒
いますが︑野田内閣は昨年の九月二日にスタート

くさんありますけれども︑そのことを含めて野田

無駄遣いを徹底的に洗ってほしいと︒そしてまた︑

官僚主導型のそういう行政から脱皮してほしいと

とが大事だと思います︒
そのほか︑いろんなテーマがありますけれども︑

内閣総理大臣のその総括とこれからの基本的な姿
勢をお伺いしたいと︑そのように思っております︒
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いうようなお話もされておりました︒

だというお話もございましたし︑また︑安心して

そういった面では教育を徹底的に力を入れるべき

という国はやはり人材で成り立っている国だと︑

し︑今日も解決されておりませんけれども︑日本

ニフェストはいろいろと御批判がありますけれど

第一という理念をしっかり堅持しながら︑特にマ

の御期待に沿うためにも︑やっぱり国民の生活が

をさせていただいた後押しをしていただいた皆様

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 政権交代を実現

○一川保夫君 私も以前︑まあ岡田副総理もそう

おります︒

と訴えていいのではないかなというふうに思って

においては︑私はきちっとやってきたことはもっ

理念の部分において︑社会保障や地方という意味

ということによって︑国民の生活が第一という

使い方も模索をして一括交付金等をやってまいり

住めるという面では医療の制度についてもしっか

も︑その中でお約束したことのできない部分もあ

ですけれども︑このマニフェストの検証というこ

をお話ししていただきたいなと︑そのように思っ

りとしたものをつくり上げてほしいと︒

りました︒まだやり遂げなければいけない部分も

とを一時期手伝っていたことがございました︒そ

ました︒

そしてまた︑当時︑今日もそうですけれども︑

あると思いますが︑相当部分をやってきたところ

のときも︑相当もう︑約七割ぐらいがもう既に

ております︒

一次産業というのが大変疲弊をしております︒そ

もあるんですね︒そういうことはしっかりとお伝

そしてまた︑当時の課題でも当然あったわけだ

ういう中にあって︑やはり農業を中心とする︑ま

我々がマニフェストとして国民に公約したことに

着手しているというような実績もございました︒

えをしていきたいと思います︒
特に︑政権交代の前と後で変わったことは︑私

た日本列島各地で頑張っている一次産業の皆さん
方に日を当てるような政策を推進してほしいと︒

ていろんなことが言われましたけれども︑しかし

ただ︑世の中にちょっと話題性のあることについ

けれども︑今まで社会保障二千二百億円削ってき

我々は着実にその目標に向かって努力してきたと

はやっぱり初年度の予算編成にもかかわりました

れども︑雇用の問題というものにしっかりと政策

た部分を我々は自然増も含めて︑もちろん効率化

そしてまた︑今日も重要な課題でございますけ
を集中してほしいというようないろんなお話を当

いうことでございますので︑国民の皆さん方にも

ただ︑私が今日のいろんな我が国の現状を見た

しなければいけない部分もありましたけれども︑

ネットプラス︒そのことによって医療崩壊に歯止

ときに︑我々︑今︑野田内閣もそうでございます

時幾つかの点を挙げて力説をして︑当時の鳩山総

そういう中で︑私はやはりその課題そのものは

めを掛けたり︑介護難民と言われている現象に歯

けれども︑もっとしっかりと配慮するべきだとい

是非御理解をしていただきたいなというふうに私

今日もそうしっかりと解決されているわけじゃご

止めを掛ける努力は︑我々の政権交代から始まっ

うのは地方の現状だと思うんですね︒我が国とい

最初の予算で九・八％増やしたんです︒そして︑

ざいませんので︑是非︑野田総理大臣におかれて

ているということは間違いないと思うんです︒そ

うのは東京を中心に華やかな世界はありますけれ

理大臣にお話をされていたことを思い起こすわけ

も︑やはり民主党が政権を預かった以上︑当時国

れから︑三位一体改革で地方財政は相当に傷んで

ども︑しかしこの日本という国がしっかりと成り

もそう思っております︒

民にいろんなことを約束しましたけれども︑その

いました︒我々の政権になってから地方交付税増

立っているのも︑私は︑地方で御苦労されている

診療報酬も十年ぶりにプラス改定をしたんです︑

お約束した目標に向かって最大限努力するという

やし続けています︒地方の自由度が高まるお金の

でございますけれども︒

姿勢をここでもう一度しっかりと基本的な考え方
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に対してしっかり思いを持って︑地方をもっとも

では︑やはり地方のいろんな悩み︑苦しみ︑現状

とがまだ十分定まっていないところがございます︒

をどういう姿で再生するか︑復興するかというこ

そういう中にあって︑自分たちが住むふるさと

たしました︒約三十名ぐらいの職員がいたと思い

興庁の出先である復興局というところにお邪魔い

般ちょっと盛岡にお邪魔したときにも︑初めて復

分かりやすいのかもしれませんけれども︑私も先

当然大きな責任があるわけでございますが︑そう

っと大事にするんだという理念をしっかりとやは

これから実際に現場で動かそうとした場合に︑い

ますけれども︑しかしあそこで働く皆さん方がこ

り︑地域づくりについていろいろ議論をし︑苦労

り野田内閣は持っていただきたいと思いますし︑

ろんな権利調整︑土地利用︑そういったことを考

れから相当頭を柔らかくして働かないと効果がな

国民の皆さん方の努力があってこそ成り立ってい

そういう中で︑今日のこの政権を︑物事の判断基

えれば︑ますます大きなハードルがあるような気

かなか出てこないんではないかなという感じがい

いう中で︑これは復興大臣にお伺いした方が一番

準をそこに置いておけば私は大きな間違いはほと

がいたします︒そういう面では大変これから大き

たします︒

されてきたと思いますね︒

んどないだろうというふうに思っておりますので︑

な課題が想定されるわけでございますけれども︑

るというふうに私は思っております︒そういう面

是非そういう気持ちで引き続き頑張っていただき

いたしますというようなことも書いてございます︒

復興庁のこういうパンフレットの中にも︑被災

昨年お伺いしたこともありますけれども︑そうい

それから︑復興特別区域においては︑もろもろの

いよいよ一年を経過した今日︑本格的に復興に向

被災地の皆さん方︑また被災地を抱える自治体の

う面では大変な課題がまだまだ残されているとい

規制のいろんな手続的なものを︑そういったもの

たいというふうに思います︒

皆さん方はいろんな不満を我々にお話をされます︒

うことをまず御認識をいただきたいなというふう

に特例を設けながらしっかりと推進しますという

地のあらゆる要望︑相談を一元的に受け止めて対

復興が遅れている︑復旧が遅れている︑そういう

に思うわけでございまして︑ただ︑今日まで補正

趣旨のことはいろいろと書いてございますけれど

けて相当気合を入れて頑張らないとなかなかそう

ことを中心に︑いろんな制度が非常に柔軟性を欠

予算を中心に必要な財源はそれなりに確保されて

も︑しかし︑今復興局で働いているああいう役人

そこで︑特にこの災害のことについて幾つかお

いているとか︑いろんな問題があります︒端的な

いると思いますし︑また︑復興庁というそういう

の皆さん方というのはそれぞれの官庁で仕事をし

応する総合的な窓口である︑それから︑国の予算

例としては︑今日も議論に︑議題になっておりま

組織も一応スタートいたしました︒そして︑制度

てきたわけだから︑いろんなやっぱりこれまでの

簡単にいくものじゃないなということを︑私は先

すけれども︑瓦れきの処理が遅れていると︑いろ

的にも︑復興特区制度とかあるいは復興交付金と

先入観的なものも強くございますから︑そこを教

尋ねしたいと思いますけれども︑被災地へお伺い

んなことが言われておりますけれども︑私は︑あ

いったような制度的なものもいろいろと完備され

育することは大変なことだろうと思いますけれど

を一括して確保して︑復興事業全体を統括︑推進

れだけ大災害を復旧復興する︑その姿が現実現場

てきております︒あとは︑皆さん方のいろんなリ

も︑その辺り︑大臣いかがでしょうか︒

日も岩手県の方にもお伺いし︑また福島の方にも

で現れるにはやはり相当の時間が掛かると思うん

ーダーシップの中でしっかりとそれが現場で動き

○国務大臣︵平野達男君︶

すると︑今日も議論になっておりますけれども︑

です︒この一年間は︑そういう面では大変その被

出すようにするというのが我々与党としましても

復興復旧に向けて

災地の皆さん方が御苦労する中でいろんな計画作

参議院記録部

- 76 -

【未定稿】
予算
平成２４年３月１２日

様々な政策を総合的にやっぱり投入しなくちゃな

とで︑フェース・ツー・フェースで話ができるよ

ても︑課題がたくさんございます︒それからまた︑

所を高台へ移転するといったときのやり方にとっ

たことをこなす︑これから現場で物事を発注する

うな関係づくりをつくってもらいたいということ
今︑盛岡なんかでは︑電話掛けても盛岡には余

という面では︑専門的︑技術的なそのマンパワー

らないと︒その中には︑復興特区制度もあります
からずっとやっている災害復旧制度もございます︒

り職員がいないという日が多いというふうに聞い

が不足しているということなんです︒

そういった面で一番今悩んでいる声は︑そういっ

さらに︑心のケア︑雇用対策︑それから医療対策︑

ています︒現地を歩いているんだというふうに思

それをどうやってカバーしていくかということ

を指示いたしました︒

様々な制度がございまして︑この制度を︑こうし

っておりますし︑仙台も同じような状況になって

し︑復興交付金制度もありますし︑あるいは従来

た制度を何とか︑野党の皆さん方からも非常に建

はこれまた悩ましい問題ですけれども︑全国︑自

と直轄が︑国が前面に出て︑先導的に︑モデル的

いますし︑福島もそういう状況になっているとい
そういう形で︑寄り添うというよりは︑良き相

にやるべきじゃないかというような意見もござい

設的な御意見をいただきまして︑昨年の三次補正
それで︑私︑復興局の職員に一番最初に申し上

談相手として︑あるいはまた︑場合によっては御

ます︒そういうことに対する具体的なまだ方向が

治体からのいろんな応援は確かにあります︒もっ

げたのは︑今用意した制度のオーソリティーにな

用聞きとしてしっかり仕事をしてもらいたいとい

見えてきませんけれども︑私はこういったマンパ

うふうに理解しております︒

ってもらいたいと︒ところが︑数はたくさんあり

うふうに思っております︒

ワー不足というのは割と深刻な問題ではないかな

の段階で道具立てはできたということです︒

ますけれども︑幾ら数あってもとにかくオーソリ

○一川保夫君 今お話しのように︑復興局に勤め

という感じはいたしております︒

ティーになってもらいたいということを申し上げ

る役人の皆さん方の頭の切替えといいますか︑そ

それからまた︑いろんな面で手続の簡素化︑そ

ました︒

の教育的なことをしっかりとまず取り組んでいた

で地域の人たち︑地域の自治体が使い勝手のいい

そして︑被災自治体からは様々な問合せが来る

それで︑先ほどもちょっと触れましたように︑

ような柔軟な活用の仕方をしてほしいという要望

してまた︑いろんな︑先ほど交付金の話の中でち

ういった要望が来ますので︑まずはそういったこ

ある程度︑その地域に住む被災者の皆さん方︑そ

は依然として強いものがございます︒

だくということが大変大事ではないかなというふ

とのまず聞き役になると同時に︑こたえられるも

れからそこの自治体の方々︑民間の皆さん方もい

それとまた︑私は余り気が付かなかったんだけ

と思います︒制度を簡便にしたつもりでも︑まだ

のは復興局の段階︑あるいは支所の段階でできる

ろんな創意工夫でいろんな計画に対するアイデア

れども︑高台へ移転する場合に︑その高台という

ょっと触れましたけれども︑できるだけ創意工夫

だけこたえてもらいたいと︑その上で分からない

を出していると思いますけれども︑これからいよ

のは︑かつてそこで我々の先祖が住んでいた地域

うに思っております︒

ものについては上に上げてもらいたいという︑そ

いよ現場でそういったものが動き出そうとすると︑

が多いと︒そういう面では︑俗に言う埋蔵文化財

まだ分かりづらい︑それから使い勝手が悪い︑そ

ういう訓示を出しております︒

先ほどちょっと触れましたように︑まず権利調整

が非常に多いということなんです︒埋蔵文化財を

そのためにも︑まず現地に︑できるだけ歩いて︑

が大変だということです︒それから︑もし住む場

歩いて︑歩いて︑それで信頼関係を築くというこ
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ますと大変な時間が掛かり︑大変な経費が掛かる

調査するといったときに︑今までのやり方でやり
パワーの不足については︑国も我々も全面的にこ

て︑今マッチングを行っています︒こうしたマン

したけれども︑ほぼその百六十名めどが立ちまし

その結果︑ここまでのところ︑いわゆる津波によ

とオープンの意見聴取会を実施をしております︒

保安院においても調査に基づき︑また外の皆さん

一方で︑埋蔵文化財のお話もございまして︑今

わけです︒決して先祖の生活を無視するわけじゃ

を掛けないで︑時間を掛けないで︑その埋蔵文化

手続の簡素化︑それから埋蔵文化財をいろいろ調

ただ︑じゃ︑全く何の傷一つ付いていないのか

って電力が使えなくなったと︑このことが今回の

財的な︑まあ貝塚が中心かもしれませんけれども︑

査するにも専門家が要るということで︑その専門

ということを言われれば︑それは実際に現地を確

れを支えなければならないというふうに思ってい

そういうものをしっかりと処理していくという方

家の派遣等々につきましても文科省とも相談しな

認できるわけではありませんので︑そこのところ

ありませんけれども︑もっとやり方があるんじゃ

策を︑これこそ私は︑本来は文部科学省かもしれ

がら今進めているということでございます︒

についてはもちろん様々な可能性があるという御

事故の原因であると︒地震によっては少なくとも

ませんけれども︑私は復興庁にその辺りをしっか

○一川保夫君 私は今例示として埋蔵文化財の話

指摘をいただいています︒その上で︑そうした検

ます︒

りと指導していただきたいなというふうに思いま

をしましたけれども︑是非そういう考え方でもっ

証結果を踏まえた上で︑今後の地震や津波に対し

ないかということをこの機会に︑できるだけ経費

すけれども︑いかがでしょうか︑その点︒

て物事が円滑にいくように御努力をお願いしたい

て同じようなことが絶対起こらないようにどうし

その安全の機能が壊れていなかったということに

○国務大臣︵平野達男君︶ 本当に︑被災地の現

なというふうに思っております︒

いうことと︑職員が相当疲れているという御指摘

ためにも︑市町村︑今の段階でもかなり人不足と

のが本当に大きな仕事になってまいります︒この

にも権利調整というのが︑そして住民合意という

も大変なのは︑何といっても高台移転一つ進める

りがとうございます︒これから復旧復興の中で最

すれば分かるようになるのか︑時間を掛ければ分

す︒明らかになっていない︒そのことは何がどう

電所の原因が究明されていないということなんで

すけれども︑今現時点で東京電力の福島原子力発

の方から分かりやすく説明していただきたいんで

題がたくさんありました︒私は︑できるだけ政府

次に︑原発事故のことについて︑今日も大変話

たいなというふうに思っております︒

のかということを説明できるようにしていただき

く︑原子力発電所がなぜこういう事故が発生した

○一川保夫君 早く国民の皆さん方に分かりやす

う︑こういう状況でございます︒

は保安院において今最大の努力を進めているとい

たらいいのかということについて︑これは現状で

ついてはほぼ検証できていると︒

場感覚に沿った的確な御指摘をしていただいてあ

も受けています︒
いは水産関係では農水省さん等々の御協力も得な

○国務大臣︵枝野幸男君︶ 実は︑原因が分かっ

いたいと思います︒

子力発電所の政策というのは︑これはどちらかと

をさせていただきますけれども︑一つは︑この原

の対応の仕方ということで︑二︑三ちょっと提案

それから︑私は︑この原子力発電所のこれから

がら︑まずは全国の自治体からの職員の派遣も今

ていないという御指摘もあるんですが︑例えば政

いうと民主党の前の政権︑自民党政権が積極的に

かるのか︒その辺りについてまず最初に御説明願

強力にお願いしまして︑要望された︑例えば都市

府事故調による中間報告︑それから原子力安全・

そこで︑総務省それから国土交通省さん︑ある

計画の職員については百六十名要望されておりま
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っております︒

党政権としては非常に大事であるというふうに思

かりと責任を持って処理するというのが私は民主

る以上は︑この事故が発生したことに対してしっ

たしております︒しかし︑我々が政権を担ってい

推進してきた政策であるというふうに私は認識い

して位置付けできるかもしれません︒それが二点

思っております︒それは︑一つの総合的な産業と

いうことが非常に大事ではないかなというふうに

して日本が世界にしっかりとアピールする︑そう

に処理する技術を確立する︑その先進的な地域と

技術をしっかりと確立するということです︒安全

るいは使用済核燃料を処理するなりという︑この

策を推進してきた国の責任は大きいというふうに

責任であるとはいえ︑これは国策として原子力政

ますが︑御指摘のとおり︑一義的には東京電力の

○国務大臣︵枝野幸男君︶ まず一点目でござい

どうぞ︒

ますけれども︑これは私の提案でございますが︑

てもらえる状態にならないんではないかなと思い

ねるわけだけれども︑地域の方々に本当に安心し

そういうときに︑国策としてこれまで推進して
目です︒

すべきだというふうに私はまず思います︒そうい

国ももっと前面に出てこの原子力発電所の始末を

んそれは第一義的には大きな責任です︒しかし︑

え方だろうと思うんです︒これを徐々に減らして

ちだと思いますし︑恐らく野田内閣もそういう考

体質から脱却しようとするのは大方の国民の気持

それから三点目には︑原子力発電所に依存する

す︒まさに東京電力ができること︒

と細野大臣が共同議長ということでやっておりま

議というのを政府と東京電力で一体になって︑私

廃炉については︑政府・東京電力中長期対策会

きた原子力発電所である以上︑東京電力はもちろ

う面では︑この事故の原因がまだ明確ではありま

いく︒要するに︑私は︑原発︑減少するための原

思っております︒

せんけれども︑最終的にこれをしっかりと福島の

発︑減少させる原発ということの政策が大事だと

そして︑御指摘のとおり︑二つ目の点とも絡み

原子力発電所を処理するということについては︑

そういうことを︑また日本においては五十四基あ

世界には何百という原子力発電所がございます︒

れからの原子力対策のチャンスといいますか︑全

それから二点目には︑こういった事故を逆にこ

ういう面では︑私は︑その減少︑間引きしていく

に隣接しているものは皆近づけなくなります︒そ

もし万一︑一つがトラブルがあった場合に︑それ

くさんそこに発電所を置いておくということは︑

らすると︑一発電所を原則一基にすると︒余りた

ですけれども︑私は︑やはり今回の事故の教訓か

そうした場合に︑その減らし方︑間引きの仕方

ことは東電のお金で東電がやる︑だけど今後につ

援も含めて進めていくということで︑福島限りの

っかりとその研究プロジェクトに対する財政的支

ございますので︑ここについては政府としてもし

向けた一種のビジネスの芽としても使えるもので

今後の日本中の原発の廃炉︑あるいは世界に目を

は︑これはもう︑この福島の廃炉にとどまらず︑

うのが求められます︒そして︑その開発した技術

ますが︑これ廃炉に向けては相当な技術開発とい

ると言われておりますけれども︑これから原子力

やり方としては︑全国に今十七か所ぐらいですか︑

ながるような部分のところの研究開発は︑これは

思うんです︒

発電所を我が国においてもこれをどんどん増やす

発電所がございます︒その全国十七か所を原則一

国家的プロジェクトとして政府が行うと︑基本的

やはり一種の国家的なプロジェクトとしてそれに

という時代ではありません︒徐々に減らしていか

か所の発電に減らしていくというぐらいのやり方

にはこういう役割分担で進めていきたいと思って

取り組むという気構えが必要ではないかというの

ざるを得ない︑そういう状況だと思うんです︒そ

でやらないと︑それはもちろん安全には安全を重

が一点です︒

うすると︑この原子力発電所を廃炉するなり︑あ
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でしっかりと行っていくと︒こういう役割分担で

あるとか地域政策をやっていく︑ここは国の責任

それだけでは福島は元に戻りません︒産業政策で

には賠償として東京電力にやっていただく︒ただ︑

が出たもののゼロに戻すというところは︑基本的

ここは福島の復興に向けて︑個々の賠償︑損害

ます︒

して︑連絡会議というようなものもつくっており

く指導をしておりますが︑これも更に体制強化を

力に対して原子力損害賠償支援機構を通じて厳し

おりますし︑もちろん賠償についても︑今東京電

を御発言されておりますけれども︑基本的にはこ

せんけれども︑枝野通産大臣も最近いろんなこと

原子力発電所の再稼働問題と関連するかもしれま

係は大丈夫かねというお話がございます︒これは

て我が国のこのエネルギー対策︑この電力需給関

とでよく話題に出ることで︑じゃこの夏場に向け

○一川保夫君 それで︑もう一点︑原発絡みのこ

ます︒

て︑貴重な御提言として受け止めさせていただき

ということが必要かというふうに思っておりまし

慮に入れてしっかりとしたシナリオを書いていく

そうしたことに今御指摘いただいたことなども考

確認ができましたら地元の皆さんの御理解をお願

まして︑これは今︑安全・保安院や安全委員会の

今安全性のチェックを進めているところでござい

その上で︑それとは別次元で︑原子力発電所は

ます︒

だろうかという今詰めをしているところでござい

電とかということに至らずに何とか乗り切れない

ますけれども︑例えば電力使用制限令とか計画停

も︑相当な節電はお願いしなきゃいけないと思い

ております︒何とか︑全て動かない場合であって

効果的な節電ができるかということを今詰めをし

うな︑御無理をお願いするようなやり方をせずに

○一川保夫君 この問題につきましても︑原子力

あるかなと思っております︒

たいと思いますけれども︒

発電所を抱えている各地方自治体︑もう大変悩み

いをしていくというプロセスに入っていくという

ちながら︑それを進めることは廃炉が早く進む︑

○国務大臣︵枝野幸男君︶ まず︑この電力需給

の大きい課題でございますので︑的確なアドバイ

の夏場に向けて我が国のこの電力需要に対してど

安全に早く進むことと将来のビジネスの芽になる

に当たっては︑需給の安定という観点からは確か

ス︑ガイドライン的なものも含めて政府の指導を

それから︑二点目の廃炉については︑今申しま

両面がございますので︑両面でしっかりと進めて

に原発の再稼働問題は大きいんですが︑そちらの

お願い申し上げたいと思っております︒

ことになります︒

まいりたいと思っております︒

需給の問題のために安全性をないがしろにすると

さて次に︑瓦れき処理の対策でございますけれ

う対応するかという基本的な考え方を御説明願い

それから︑原発依存を脱していくためのプロセ

いうことはできませんので︑まずはこれが全く動

したとおり︑まさにそうした視点もしっかりと持

スとして︑一つのサイトに一つの原発に制限をす

ども︑これも今日のやり取りの中で大変幾つか出

︹理事川上義博君退席︑委員長着席︺

かないということを前提としたときにどうなるか︒
ャップが出る可能性があるということで︑今供給

ここでちょっと気になることを二︑三確認させ

るというのは一つのアイデアだろうというふうに
今後︑減らし方については︑例えば古いものか

量の積み増しと︑それから︑どういう節電をどう

ていただきますけれども︑私もこの瓦れき処理対

てまいりました︒

らなくしていくとか︑あるいは一個一個の安全性

お願いをすれば︑例えば休日シフトであるとか計

策︑特に広域処理対策がなかなか遅々として進ま

この場合︑昨年秋の試算では一割ぐらいの需給ギ

を特にストレステストの二次評価などを通じてか

画停電のような非常に大きなダメージを与えるよ

思っております︒

なり具体的に比較ができるように見えますので︑
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た︑いろんな面で経費も掛かります︒

いないというふうにも一つは思います︒それとま

なということに対する的確な説明がうまくできて

わけですから︑本当にこの瓦れきは安全で安心か

はその地域には皆さん住民が住んでいらっしゃる

治体のお話は聞きますけれども︑やはり基本的に

きだと思うんです︒そこは︑私たちもいろんな自

ないということについてはやはり謙虚に反省すべ

ふうに思っております︒

だという一川委員の御指摘はごもっともだという

理が進んでいないということについて反省が必要

○国務大臣︵細野豪志君︶ これまで瓦れきの処

お願いしたいと思いますけれども︒

も含めてその意気込みのほどをちょっと大臣から

なという感じもいたしますので︑そういったこと

ということも私はあってもよろしいんじゃないか

業としてそういう焼却施設なり処理場に取り組む

形で直接的にやれるのか︑そのことについて探っ

から︑それを最優先にしながら︑国がどういった

く早いんだろうというふうに思うんですね︒です

存の処理施設というのを活用することが一番恐ら

いところがあるのは︑既存の処分場であるとか既

そういった中で︑恐らく最後までなかなか難し

せていただきたいというふうに思っております︒

度︑何がやれるのかということについては考えさ

今日もいろんな御提案をいただきましたので︑再

んなお話をされておりますけれども︑そういった

えるのかなと︒それは︑先ほど来総理大臣もいろ

う役所の職員と︑この大臣になってからずうっと

必要があると思っております︒ただ︑環境省とい

謙虚にというお話がございました︒謙虚にやる

き言った法制度的なことも含めて︑また財政的な

いただくということであれば︑当然ながら︑さっ

○一川保夫君 既存のそういう施設を活用させて

そういうことに対してどういう支援がしてもら

ことがなぜもっと早くできなかったのかなという

毎日これで付き合っていて感じるのは︑逆にもっ

てまいりたいというふうに思っております︒

批判はやはり謙虚に受け止める必要があると思い

に確立する必要があるのではないかなというふう

支援策も含めて︑しっかりと具体的な施策を早急

るんですけれども︑もうとにかく頼みますという︑

に私は思っております︒

としっかり押しを強くと言うとちょっと語弊があ

当者ももっと態度そのものを謙虚にすべきだとい

そちらの方がむしろ弱かったのではないかとすら

ますけれども︑私は︑やはり政府の皆さん方も担
うところもあるような気がいたします︒

おりますけれども︑やはり国がもっと前面に出て

があれば代行はやりますよということにはなって

制度を用意してありますように︑市町村から要請

ついては︑今日も話題に出ましたけれども︑代行

あるとか︑これまでもやってまいりましたけれど

題に対する確認であるとか︑また財政的な支援で

てまいりました︒その中で︑もちろん安全性の問

係者の皆さんには︑かなり強く要請をこれまでし

私自身は︑お会いをする首長さんであるとか関

も︑要は小沢一郎という政治家がああいう形で強

大臣にちょっと確認のために聞くわけですけれど

もそうだったんですけれども︑これは今日は法務

あるいは福島県の仮設住宅に昨年お邪魔したとき

一点ございます︒それは︑岩手県へ行ったとき︑

災害のときに私はいつもちょっと気になることが

次に︑ちょっと話題を変えますけれども︑この

しっかりと対応するという姿勢を示すことも場所

も︑それを更に的確な情報としてお伝えをし︑し

制起訴をされたということについて︑被災地の

思っています︒

によっては必要かなという感じはいたしますので︑

っかりと御負担を掛けずに前に進めていくという

そういう面では︑私自身も︑この瓦れき処理に

そこは︑もう環境省という役所は余り直轄で物事

方々は非常に残念に思っているということなんで

す︒それは福島の仮設住宅で座談会をしたときに

ことが重要であると考えております︒
最後に︑国が直接というお話がございました︒

をやった経験はないかもしれませんけれども︑そ
れはいろんな省庁の協力を得てしっかりと直轄事
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て︑その担当した検察官のいろんな調書がもうで

今回強制起訴された事案が︑その裁判所におい

この場で議論されたこともありますけれども︒

またその審査の透明性︑そういったことについて

かあるいは検察審査委員ですか︑の選定の在り方︑

それは︑この委員会でもかつて検察審査会制度と

できないのかなというふうに思うときがあります︒

度の中でもっと真剣に︑国民に分かりやすく説明

で聞いておりましても︑なぜこんなことが検察制

訴にまつわる検察審査会の動きをいろいろと報道

私はそのことに関連して︑最近いろんな強制起

ことまで言われました︒

れてこいと︑あの人の話を聞きたいというような

も言われたんですけれども︑ここへ小沢一郎を連

いように取り組まなくてはならないということは

ますので︑しっかりこうしたことが繰り返されな

したことはこれはあってはならないことでござい

思っております︒適正な捜査に反するようなこう

証拠から排除されました︒大変に遺憾なことだと

れに関して︑その検察官が作成した供述調書等が

判所から︑その報告書自体ではありませんが︑そ

実でない内容が報告されているということで︑裁

摘されている︑検察官が作成した捜査報告書が事

なこともございました︒また︑今回︑委員が御指

関しまして検察官が証拠に手を加えたというよう

でございますが︑しかし︑大阪で郵便不正事件に

いまして︑これはもうごく当たり前で当然のこと

ものは適正になされなければならないわけでござ

うに︑そういう問題意識を持って取り組んでいら

んですよ︒そういう面では︑今大臣がお話しのよ

だん信頼感を失ってしまう危険性ってあると思う

法なり検察を信頼しろと言われてもなかなかだん

ですよ︒こういうことでは︑私はやはり国民が司

んではないかという疑いすら掛けられているわけ

あるいはまた組織ぐるみの違法な取調べがあった

再捜査の取調べに不当性︑違法性があったとか︑

査報告書を意図的に虚偽したとか︑あるいはまた

裁判のいろんな報道を見ておりましても︑その捜

のとおりだと思いますが︑私は今回のこの一連の

○一川保夫君 私は今大臣の答弁されたことはそ

させていただきます︒

ましては答弁を︑恐縮でございますが︑差し控え

そのことについて︑法務省としてはこれまで検察

官に対するいろんな問題が議論されておりました︒

を取っているということについて︑これまで検察

その報告書を作成してまでそういうことを︑手続

ざいました︒そういう問題について︑そういうう

できないというような裁判所のそういう認定がご

捜査報告書について︑そういったものはもう却下

するということはあってはならないことでござい

ます︒法務大臣といたしまして︑この裁判に干渉

四月の下旬に判決という大変微妙な時期でござい

弁護士の起訴によりまして係属しておりまして︑

件に関する裁判が︑刑事裁判が今検察官役の指定

いますが︑ただ︑御理解いただきたいのは︑この

は︑どうするかという点も御関心があるかとも思

また︑今回のこの捜査報告書の件に関しまして

いと︑そのように思っております︒

た引き続きの指導をよろしくお願いを申し上げた

識の中で検察制度の在り方についてしっかりとし

では︑法務大臣におかれましてもそういう問題意

ても大事な課題でありますけれども︑そういう面

状態にするということは非常に我々民主党にとっ

ういう政治家がもっと思う存分活動できるような

行ったときのことを思いながら︑やはり有能なそ

先ほど災害のお話をしましたけれども︑被災地に

っしゃるというふうには思いますけれども︑私は︑

官に対するいろんな指導というものはどういうこ

ますし︑裁判官に何らかの影響を与えると誤解を

承知しております︒

とをされてきたのか︑それについて御説明を願い

招くようなこともあってはならないことでござい

たらめであったというぐらいにいろいろの虚偽の

たいと思いますけれども︒

ます︒そうした意味で︑この具体的なことにつき

当面の重要な課題でございます︒

次に︑社会保障と税の一体改革の問題︑これも

○国務大臣︵小川敏夫君︶ やっぱり捜査という
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いと思っております︒

の財政状況の説明ということはやっぱり欠かせな

御説明しているところですが︑やっぱりそこで今

を回って百人から二百人ぐらいの規模の皆さんに

○国務大臣︵岡田克也君︶ 今︑私も週末︑地方

だと思いますが︑いかがでしょうか︒

うことをしっかりと理解させる︑その辺りが大事

要かということを︑法案化する必要があるかとい

する場合に︑今この時期になぜこの一体改革が必

だきたいわけですけれども︑国民の方々にお話を

て︑これは総理大臣か岡田副総理から説明をいた

な問題が出されておりますけれども︑端的に言っ

この問題についても今日の議論で何点かいろん

うふうに説明しております︒

しいことに︑残り四％は持続可能性のためにとい

かという問題でもあります︒そのうちの一％は新

○国務大臣︵岡田克也君︶ この五％をどう使う

どういう説明をされますか︒

が余り分からないじゃないかということについて︑

何％上げるというのは︒しかし︑社会保障の中身

革の消費税の話は具体的に分かると︑いつ幾日

つか二ついろいろ取り上げられる中には︑一体改

○一川保夫君 それからもう一ついろいろと︑一

は必要不可欠であるというふうに考えております︒

っかり対応するためにこの社会保障・税一体改革

題も出てきておりますので︑そういったことにし

○国務大臣︵岡田克也君︶ 政治改革の方は︑こ

けれども︑そのことについてはいかがでしょうか︒

た非常に皆さん心配しているところでございます

が本当に大丈夫ですかねというところが︑これま

具体的なものがしっかりと実行されるということ

行政改革︑政治改革といったようなことの︑その

これは︑今のデフレ対策︑経済対策︑それから

べきことがあるでしょうということです︒

でございますけれども︑消費税を上げる前にやる

○一川保夫君 それと併せてよく議論になること

ことでございます︒

たことに残り四％を使わせていただきたいという

障費は︑それを賄っていくためのお金︑そういっ

可能なわけはないし︑世代間の公平という観点か

の他も含めてでありますが︑そういう状況が持続

れは社会保障だけではありません︑ほかの教育そ

については︑地域医療を充実する︑そして高度医

ということのために使わせていただきたい︒医療

年金については︑やっぱり最低保障機能を高める

約七千億使うということであります︒それから︑

てまいりました︒これはそれぞれこの国会で法律

つきましては︑今までも独法や特会の改革を進め

私の責任は行政改革でございます︒行政改革に

もしれません︒

ますので︑私からここで触れるのは適切でないか

れは各党間で御議論いただいていることでござい

ら見てもこれは好ましくない︒そういう状況を早

療について︑どこにいてもしっかり高度医療を受

が出てまいります︒

新しい一％の︑例えば子ども・子育て︑これに

く脱却をして安定した社会保障をつくり出してい

けられるようにする︒そういったことでトータル

言わば借金をして社会保障をやっていると︒こ

く必要がある︒もちろん新しいこともやりますが︑

一％であります︒

財源の手当てが今十分にできておりませんので︑

年金︑基礎年金の国庫負担二分の一部分︑ここの

残りは︑今日も少し議論になりましたが︑国民

ます︒それに加えて︑よりこれからガバナンスを

いいますか︑削減を実現してきたところでござい

強の国からの支出につきまして一割以上の︑何と

革を進めて︑約二兆円の国庫納付︑そして三兆円

それぞれ︑例えば独法については︑今までも改

制度の持続可能のためにもこれは絶対やらなきゃ

そういう観点から︑しかも時代も変わって︑例

それを安定的に賄っていくための財源や︑あるい

利かせるための制度改革を法案の形で提案させて

いけないことだと︑そういうふうに考えていると

えば少子高齢化が一層進むだとか︑あるいは雇用

は︑毎年一兆円ずつ増えていきますから︑社会保

ころでございます︒

基盤が変化するとか︑貧困の問題とか︑新しい課
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一般会計から配分されるということは非常に大き

ことになっていますが︑なくなるわけであります︒

こういったものが︑今は社会資本整備特会という

も︑例えば従来非常に大きかった道路特会とか︑

特会については︑財務大臣もおられますけれど

とおり︑元気な高齢者をたくさん増えてもらうと

○国務大臣︵小宮山洋子君︶ 委員がおっしゃる

ますけれども︑いかがでしょうか︒

いう高齢者をつくる施策を充実したらいいと思い

で患わない︑福祉施設のお世話にならない︑そう

対策︑それで長生きをしていただくと︒余り病院

するに元気な高齢者対策ですよね︑元気な高齢者

どいいんではないかと︒それは何かといえば︑要

というお話がございました︒しかし︑じゃ実際に

前交渉︑交渉参加に向けて関係国との協議に入る

Ｐのことについて︑これは九か国とのいろんな事

いしたいと思います︒

ながるというふうに思いますので︑よろしくお願

ということがいろんな面で社会保障費の抑制につ

だくという施策を一方でしっかりと充実しておく

れども︑高齢者の方々に元気で長生きをしていた

いただくところでございます︒

な改革だというふうに思っております︒

いうことは︑そういう意味で医療費などの削減に

協議に入った段階で今どの程度の情報をつかんで︑

それでは次に︑もう時間もありませんが︑ＴＰ

国家公務員の総人件費の抑制でございます︒この

つながるというふうに思います︒

それから︑もう一つ重要なテーマは︑総人件費︑
ことについては︑先般︑七・八％の削減について︑

こと︒それからまた︑病気にならないように健康

六か国︑参加国今九か国あるわけでありますけれ

行っているということで︑既に御存じのとおり︑

進捗状況がどうなっているかというところをまず

ませんが︑これも一つであります︒また︑年金の

づくりをするということも各地で取り組まれてい

ども︑六か国から支持を得て︑三か国︑ニュージ

そういう意味では︑日本人は非常に勤勉でござ

問題とか︑あるいは今後の給与の全体の給与カー

ますけれども︑例えば︑介護支援ボランティア活

ーランド︑豪州︑そして米国は支持を得ていると

これは各党で決定していただいたわけでございま

ブをどうしていくかとか︑そういうことを一つ一

動を行って取得したポイントをお金に換えられる︑

いう状況ではございません︒そして︑それぞれ協

説明していただきたいと思います︒

つ取り組んでいきたいというふうに考えておりま

あるいは地域で独自の体操などに対する支援に使

議を行った場合︑その後にそこで得られた情報に

いますので︑働く意欲を持っている方は御高齢な

す︒

う︑そのような介護予防の取組も︑東京でも稲城

ついて整理をして国会あるいはそれぞれの部会あ

すが︑それに加えて様々な改革が必要であると︒

○一川保夫君 それから︑私は︑この社会保障の

市ですとか︑あとは神奈川県の横浜市とか︑いろ

るいは国民の皆様に提供させていただいて︑今議

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 今おっしゃったと

議論をするときに︑自然増が毎年一兆円ぐらい増

いろなところで行われておりますので︑このよう

論をしていると︑そういう状況だというふうに思

方でも︑いろいろな働き方はありますけれども︑

えてくるんだみたいな議論がよくありますけれど

な雇用対策とか︑あるいは健康を︑しっかり介護

います︒

先般︑採用の抑制ということも打ち出させていた

も︑私はその社会保障の経費をもっと抑制する努

予防をするとかいうところをしっかり支援してい

○一川保夫君 このＴＰＰに関する議論というの

おり︑ＴＰＰ交渉については関係国との協議を今

力をもっとすべきじゃないかと思うんです︒それ

くということが必要かと思っています︒

は︑私はもっと正確な情報をつかむ中で︑国民挙

働いていただく︑生涯現役の社会をつくるという

は︑要するに︑医療費なり介護費なり︑そういっ

○一川保夫君 是非︑高齢化社会でございますけ

だきました︒具体的な数字は私は申し上げており

たものをもっと抑制する施策を充実した方がよほ
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地域における貿易・投資ルールを定めていくこと

を取り込むことができる︑あるいはアジア太平洋

ターでありますアジア太平洋地域における成長力

ＴＰＰにつきましては︑一方で世界の成長セン

○国務大臣︵古川元久君︶ お答えいたします︒

願いたいと思います︒

ことで掌握されているんですか︒その辺り御説明

論というものを政府としてはどの程度︑どういう

ということになると思いますけれども︑国内の世

げていろんな議論をした中で最終的な結論を導く

通しというのは︑それぞれの国々と情報交換を行

いに関連するんだと思います︒交渉妥結時期の見

交渉妥結の時期はいつかと︑こういうこととも大

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 結局今の御質問は︑

しはいかがでしょうか︒

わけですけれども︑そういったことに対する見通

ングに参画できないというような言い方があった

も︑日本は早く情報をつかまないとルールメーキ

交渉に入るときによく言われたことなんだけれど

○一川保夫君 では︑今︑ＴＰＰのいろんな事前

て最終的には国益に沿って判断をしていきたいと

の皆様にお知らせをしながら国民的な議論を通じ

ことを求めてきているのか含めて︑しっかり国民

があったとおりでございます︒関係国がどういう

今交渉というか協議の状況は外務大臣から御説明

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ ＴＰＰについて︑

最後にＴＰＰについて︒

願いします︒そのことについて︒総理︑それじゃ

いろんな質問はありますけれども︑どうぞ︑お

ておきたいと思っております︒

確につかんでいただくということを特にお願いし

考えております︒

った︑協議を行った結果様々であります︒
オバマ大統領は︑野心的な目標として今年中と︑

につながっていくという︑そういったメリットが
指摘をされているところであります︒

ますけれども︑入るという仮定で申し上げれば︑

いたら分かるとおり︑大変与野党共に厳しいいろ

すけれども︑しかし参議院の雰囲気を見ていただ

○一川保夫君 大分皆さん方もお疲れでしょうか

野に関するＩＳＤＳ手続などについて様々な議論

私はルールメーキングに参加をするということは

んな御質問が多かったかもしれませんけれども︒

こういう言い方をしておりますので︑そういう意

や御意見︑また御懸念があると︑こういったこと

十分可能であるというふうに考えております︒

ただ私は︑そういう面では非常に今重要な時代で

他方で︑ＴＰＰをめぐりましては︑農業再生に

もございます︒

○一川保夫君 今被災地をいろいろと回りますと︑

ございますし︑野田内閣に対する期待も当然大き

ら︑私もこの程度で今回はやめさせていただきま

こうした賛否両論ございますので︑これまでも

このＴＰＰに関する話題とか消費税のアップに関

いわけでございますから︑しっかりと問題意識を

味では︑我々が仮に入る場合にいつ入るかにより

ＴＰＰに関しましては国民の皆様の理解を深める

するような話題はなかなか出しづらいのは正直な

与える影響︑公的医療保険制度との関係︑投資分

ため関係省庁のホームページやメディアを通じた

そういった面では︑国民の世論というのは相当

持って頑張っていただきたいと︑そのように思っ

や地方自治体関係者との意見交換等を行ってまい

厳しいものがあるということを御認識していただ

○委員長︵石井一君︶ 時間的には模範的な質問

ところなんです︒

りました︒今後ともこうした御説明や情報提供を

きたいという中で︑やはりこのＴＰＰの問題につ

で︑ちょうどジャスト五時です︒残余のあなたの

説明︑関心や懸念を表明しておられます関係団体

しっかり行ってまいるとともに︑国民の皆様方の

いては︑私はやはり国民的に︑また国会の中でも

関連質問︑武内則男君以下民主党の質疑は明日に

ております︒

様々な御意見にしっかり耳を傾けてまいりたいと

大いにしっかりと議論できる︑そういう情報を正

以上でございます︒

いうふうに考えております︒
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譲ることにいたします︒
次回は明十三日午前九時から開会することとし︑
本日はこれにて散会いたします︒
午後五時二分散会
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