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平成二十六年四月二日︵水曜日︶
︵未定稿︶

各委員からの質疑にお答えをいただきたいと存じ

いずれにいたしましても︑そういう状況の下で︑

私は主として各省の事務方の総合調整に当たらせ

ていただきました︒御案内のように︑我が国の内

ます︒
なお︑御発言は着席のままで結構でございます︒

午後一時五分開会
○会長︵武見敬三君︶ ただいまから国の統治機

会の指名によって選ばれた内閣が行政権をつかさ

閣制度はいわゆる議院内閣制でございまして︑国

石原参考人︑どうぞ︒

どると︑行政権は内閣に帰属すると︑内閣総理大

それでは︑石原参考人にお願いをいたします︒

委員の異動について御報告いたします︒

○参考人︵石原信雄君︶ 本日は︑参考人として

臣じゃなくて内閣に帰属すると︑ここのところ非

構に関する調査会を開会いたします︒
昨日︑江田五月君及び東徹君が委員を辞任され︑

お招きいただきましてありがとうございます︒

調査を議題といたします︒

○会長︵武見敬三君︶ 国の統治機構等に関する

│││││││││││││

与党︑野党の関係との連絡は主として政務の副長

した︒したがって︑国会対応といいましょうか︑

すと︑官房副長官は政務と事務の二人でございま

お仕えいたしましたが︑その当時の状況を申しま

私は︑竹下内閣から村山内閣まで七代の内閣に

されておるわけでありますが︑分担管理原則とい

行政事務を分担管理すると︑これは内閣法に規定

ころによりまして︑主任の大臣としてそれぞれの

構成する各国務大臣が︑それぞれ法律の定めると

この内閣に帰属した行政権は︑具体的には内閣を

常にポイントになっていると思います︒そして︑

その補欠として石橋通宏君及び清水貴之君が選任

﹁時代の変化に対応した国の統治機構の在り

官が行っておりまして︑各省間の調整は主として

されました︒

方﹂のうち︑﹁議院内閣制における内閣の在り

それぞれの大臣の担当する行政事務については最

うものが︑メリットもあるしデメリットにもなる
それから︑当時は︑御案内のように︑いわゆる

終的な行政責任はそれぞれの大臣にあるというこ

事務の副長官が担当するという形で役割分担が比

関係﹂について元内閣官房副長官・一般財団法人

政府委員制度というのがありまして︑国会審議の

とで責任体制がはっきりしていると︑それだけに︑

方﹂について調査を行うに当たって︑本日は前回

地方自治研究機構会長石原信雄参考人から意見を

場でも各省の政府委員︑具体的には局長級︑その

それぞれの行政分野について責任を持って対応す

という点をはらんでいると思います︒すなわち︑

聴取いたします︒

他の幹部が政府委員に任命されておりますが︑政

るという意識が非常に高くなっていると︑これは

較的明確になっておったと思っております︒

この際︑参考人に一言御挨拶を申し上げます︒

府委員がかなりの程度国会審議に参画させていた

まあプラスの面であると思います︒

に引き続き︑
﹁内閣の総合調整機能及び国会との

本日は︑御多用のところ本調査会に御出席いた

だいておりました︒

考にいたしたいと存じますので︑どうぞよろしく

忌憚のない御意見をお述べいただき︑調査の参

の小選挙区制と少し変わっておりましたので︑与

ついては︑いわゆる中選挙区制でありまして︑今

それから︑当時は︑御案内のように︑衆議院に

というのが必要な場面が近年ますます増えている

合が多いわけであります︒いわゆる省庁間の調整

合︑特定の省庁だけでは収まらない内容を含む場

しかし︑同時にまた︑今日の行政は︑多くの場

だきまして誠にありがとうございます︒

お願いを申し上げます︒

党との法案調整その他が今日とはかなり違ってお

と思います︒その場合に省庁間の意見が往々にし

議事の進め方でございますが︑まず石原参考人

ったように感じます︒

から二十分程度御意見をお述べいただき︑その後︑
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が付かない場合には︑内閣が︑官邸がその調整に

士でまず話し合って調整をすると︑しかし︑調整

日米間の将来を考えて何としてもこのインバラン

ブッシュ大統領から海部総理に対して︑もう直接︑

当時︑ブッシュ大統領の時代でしたけれども︑

した機関委任事務制度を変えるということは︑国

定に至る過程では︑各省庁とも︑それまでありま

容を含んだ大綱方針を決めたわけですが︑その決

と︑機関委任事務制度を全面的に改めるという内

の調整も並行して行われたところであります︒

当たるという場面がしばしば生じてまいります︒

スを改善するための協議を成立させたいというこ

政運営上︑重大な支障が起こるんではないかとい

性を高めるための努力をすべきだと主張しました

私自身もそういった場面がたくさん経験させてい

とで︑具体的には︑アメリカ側が日本側に対して

うことでこぞって反対でありまして︑なかなか閣

て対立すると︑いわゆる縦割りの弊害というんで

ただいております︒

六項目の市場構造の改善を要求してまいりました︒

議に案件を提出できない状況が続きました︒これ

それから︑もう一つの例は︑これは村山内閣の

省庁間調整で特に苦慮した例としては︑たくさ

我が方はアメリカ側に対して七項目の改善努力を

に対して︑内閣として事務的な調整が付かないも

が︑アメリカ側は︑いや︑それは日本側の市場の

んあるんですけれども︑代表的な例を申しますと︑

指摘いたしまして︑その議論をしたわけですが︑

のですから︑閣議の場で自治大臣から︑内閣とし

しょうか︑省益優先というんでしょうか︑そうい

一つは︑海部内閣当時︑日米構造協議というもの

途中では︑主として当時の我が国の商慣行とか国

ての大きな方針が決まっているのになぜ案件が上

ときに地方分権の推進に関する大綱方針というも

が行われました︒これは︑当時︑我が国の対米輸

内のもろもろのしきたり全体を根っこから見直す

がってこないんだという御指摘があり︑それを受

閉鎖性が主たる原因なんだと︑だから︑その市場

出が非常に盛んでありまして︑日米間の貿易イン

ようにというふうな要求でありましたので︑大変

けて私は︑当時は総務庁が主管でありましたけれ

った傾向がなきにしもあらずであります︒その際

バランスが︑極めて日本側の輸出超過になってい

これは難航し︑各省庁とも初めは強い拒絶反応を

ども︑なかなか案件が上がってこないということ

のを閣議決定したわけです︒この内容は︑我が国

るということで︑アメリカ国内︑特にアメリカ議

示したわけですが︑やはり日米間の将来を考えて

で︑各省の事務次官を督励して閣議決定に持ち込

の構造を直さなければこれは改善されないという

会においてこれに対する一種の危機感というもの

何としても合意点を見出さなきゃいけないという

んだという経験がございます︒

は︑内閣としての方針に基づいて省庁間の意見を

があり︑その大きな貿易インバランスというのは

ことで︑初めは各省それぞれ︑あるいはそれぞれ

ほかにもたくさんケースはあったんですけれど

の政治体制というんでしょうか︑国︑地方の行政

日本の市場の閉鎖性が原因ではないかというのが

の交渉担当官に任せておったんですが︑全体とし

も︑いずれにいたしましても︑内閣としてどうし

認識でありまして︑まあ大変激しい議論がありま

アメリカ議会の関係者の言い分でありました︒そ

て官邸が調整に乗り出す必要があるということで︑

てもまとめなきゃいけない案件につきましては︑

調整する必要が出てくるわけでありますが︑第一

れに対して︑我が方は︑当時の我が国の産業の競

最終的には官邸主導の下に最終的な合意にこぎ着

個々の省庁の立場を超えて協力してもらわないか

の在り方を根本的に変えると︒具体的に言います

争力が勝っているから︑その結果として日本側の

けたわけであります︒もちろん︑その間︑これは︑

ぬということがしばしば生じたところであります︒

した︒

輸出超過になっているんだと︒ですから︑この問

単に事務ベースだけではありませんで︑議会側と

次的には省庁間の意見の相違はそれぞれの省庁同

題を解決するんであれば︑まずアメリカ側が生産
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れば結論が出せないという場面が多かったように

れぞれ関係の深い国会筋の御理解もいただかなけ

もこれは︑省庁の事務ベースだけではなくて︑そ

そしてまた︑大きな案件になりますと︑どうして

ます︒このときは与党と内閣の意見が違いまして︑

せるということで法律案をまとめた経験がござい

なくて︑任務を併任するというふうな形で参加さ

員として身分を併任すると︑自衛隊そのものでは

すが︑最終的には︑自衛隊を国際平和協力隊の隊

ことで︑大いに議論がこれは分かれたんでありま

自衛隊を使う以外に方法はないじゃないかという

て︑その内閣が作成した候補者名簿の中から各省

提にして︑候補者名簿を内閣が作成すると︑そし

大臣による幹部職員の適格性審査というものを前

改正されるようであります︒すなわち︑内閣総理

の幹部人事については内閣が大きく関わるように

ますが︑国家公務員法の改正によりまして︑各省

今回︑本日︑参議院にも付託されたそうであり

ないために苦慮したケースもございます︒
例えば︑海部内閣の当時ですが︑いわゆる湾岸

なりまして︑しかし︑当時︑内閣としては︑特に

隊しかない︑自衛隊を使うしかないという結論に

詰めていきますと︑組織的に協力できるのは自衛

和協力活動に従事する人員につきまして︑やはり

いうことになったんですが︑しかし︑その国際平

ないかということで︑そのための法整備を行うと

会の要請もあり︑何らかの人的貢献が要るんでは

は控えておったわけであります︒しかし︑国際社

いは物資協力はいたしましたけれども︑人的貢献

で︑我が国は当時は︑経済制裁なり財政協力ある

衛隊を直接参加させることはできないということ

に対して︑我が国は憲法の制約がありますから自

和協力部隊というものをつくったわけです︒それ

クウェートに対する侵略に対抗するために国際平

して︑いわゆる閣議了解という形で進めるという

らかじめ発令する前に内閣に相談していただきま

持つ必要があるということで︑私が在職中は︑あ

として各省の幹部人事については一定の関わりを

ことに変わったんですが︑その際に︑やはり内閣

省の大臣が人事権を持つと︑任命権を持つという

ておりました︒それを︑国家公務員法によって各

議で決定してそれを上奏するという仕組みになっ

すが︑国家公務員法以前は︑各省の幹部人事は閣

に対して内閣がどう関わるかということでありま

それぞれの大臣が任命権を持っております︒これ

によりまして︑各省庁の職員は幹部を含めて全て

御案内のように︑現在は︑国家公務員法の規定

な問題は︑各省の幹部人事の在り方であります︒

それから︑内閣と各省との調整でもう一つ大き

本日の質疑はあらかじめ質疑者を定めずに行い

これより参考人に対する質疑を行います︒

以上で参考人からの意見聴取は終わりました︒

○会長︵武見敬三君︶ ありがとうございました︒

まず意見を申し上げさせていただきます︒

ております︒

からも必要なことではないかと︑このように考え

強めるということは︑これは内閣機能の強化の面

私自身は︑やはり幹部人事について内閣の関与を

庁それぞれに意見があるんだと思いますけれども︑

私は︑このような改正について︑いろいろ各省

に内閣の関与が強まる改正内容になっていると思

内閣と協議するということで︑従来に比べて格段

うに閣議承認という形になっております︒

思っております︒

その調整に大変苦慮したということを思い起こし

大臣は幹部人事︑幹部の任命を行うと︑その際︑

それから︑内閣自身と与党との間で意見が合わ

ております︒

海部総理としては︑自衛隊を海外に使うというこ

ことをやっておりました︒その後︑内閣の関わり

戦争の際に︑各国は︑御承知のように︑イラクの

とは何としても避けたいというお考えが強く︑ま

を強める動きがありまして︑現在では御案内のよ

質疑及び答弁の際は︑挙手の上︑会長の指名を

ます︒

以上︑私が在職した当時の経験を踏まえまして︑

います︒

た当時︑与党側は︑そういっても現実問題として
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それでは︑質疑のある方は挙手を願います︒

以内となるように御協力をお願いをいたします︒

られますよう︑答弁を含めた時間がお一人十五分

なお︑できるだけ多くの委員が発言の機会を得

おもねるような役人ばかりが出世するというわけ

くかということもありますし︑一方で︑政治家に

いった意味で国家のための人材をどう役立ててい

で使い方が大変難しいと思うんです︒やはりそう

それで︑実は︑内閣人事局というのはある意味

職員を束ねていくという︑そういう管理能力とい

た経験からいたしますと︑組織を束ねる︑多くの

います︒ただ︑私自身が長い間公務員生活を続け

て大きく関わるというのは私は必要なことだと思

そういう意味で︑今回︑内閣が幹部人事につい

よっては省庁の枠を超えて時の政権の示す方向に

宮沢洋一君︒

にはいかないわけでありまして︑その辺の政治と

うんでしょうか︑これは長い間人物を見ていない

井民主党の参議院議員と最後議員修正を大幅にや

○宮沢洋一君 自民党の宮沢洋一でございます︒

官の距離というものをどう取っていくのか︒逆に

となかなか分からないと思うんです︒ですから︑

受けてから着席のまま御発言いただくようお願い

今日は︑尊敬すべき石原参考人に質問をさせて

言えば︑内閣が交代したときにでも︑そんなに大

内閣は交代が常にあり得るわけですから︑交代し

協力してもらわなきゃいけないことであろうと思

いただく機会いただきましたこと︑誠にありがと

幅に人が替わらないというようなことにしておか

た内閣がどこまでそれぞれの省庁の幹部の素質と

って作り上げました︒

うございます︒もう官邸で御一緒したのが二十年

ないと︑国家の行政機能としては大変なことにな

いうのを︑資質というものを把握できるかという

をいたします︒

以上前でございますし︑役人の先輩として︑いろ

ると思っておりまして︑その辺の︑人事局に絡む

ことが私はある意味では心配な面でもあります︒

役所には人を派遣するぐらいのこともどんどんや

閣がして︑本当に仕事量が多過ぎて人が足りない

めるのではなくて︑やはりそれなりの目配りを内

うと︒何か起こったときに必要な人材を内閣に集

て︑国家のために働く役人がどうしても必要だろ

家のために働く︑各省のために働く役人ではなく

員制度改革をやってきておりまして︑ともかく国

ざいました︒私も自民党の行革本部でずっと公務

が︑まず︑最後に内閣人事局についてのお話がご

けれども︑やはり︑しかし具体の話になりますと︑

とでありますから︑そこは一致しているはずです

りますけれども︑基本は国民に奉仕するというこ

くしてもらうわけで︑それぞれの省庁に属してお

ん国家国民のために全体の奉仕者として全力を尽

でありますけれども︑私は︑各省の職員はもちろ

に内閣が深く関わるということに改正されるよう

回は︑内閣人事局ができまして︑そこで従来以上

○参考人︵石原信雄君︶ 政と官の関係︑特に今

か︑まず聞かせていただけますでしょうか︒

職員を見てきたところの意見をまずベースにして

私は︑基本的には職員の資質については長くその

るという状況が損なわれる危険がありますから︑

何よりも各省庁の職員が安心して職務に精励でき

ばれる可能性も出てくる心配がありますし︑また︑

をされるということになると︑適材でない人が選

必要があると思います︒いわゆる思い付きで人事

ぱりそれぞれの省庁の意見をよく聞いていただく

しても︑その名簿を作る原案の作成過程ではやっ

格審査をし︑資質審査をして候補者名簿を作ると

います︒

んな御指導を受けてまいりました︒

政と官の距離感といったものについてどうお考え

っていくためには内閣人事局をつくるべきだと思

それぞれの担当する省庁の考え方でいく︑これは

いただきたいと︒しかし︑同時にまた︑特に幹部

その中で︑幾つか質問したいわけでございます

っておりまして︑ちょうど国家公務員基本法の改

ある程度必要なことですが︑ただ︑しかし︑物に

したがって︑私は︑基本的には内閣人事局が資

正で書かせていただきましたけれども︑当時の松
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者として全力尽くしているわけですから︑あくま

員は本来は中立でありますし︑国民の全体の奉仕

ったと言われておるんですけれども︑やはり公務

ります︒戦前の政党政治の頃︑そういうことがあ

いうことになると︑常に不安におびえることにな

部が︑前の政権に協力したがゆえに更迭されると

一番心配なのは︑政権交代があった場合に︑幹

う意味では︑新しい政権に常に協力していただく

め方について違った人では困るわけです︒そうい

ていただく必要がありますから︑物の考え方︑進

ともなれば︑その時の政権の目指す政策に協力し

きの思い付きで人事をやるとなると︑これは非常

いと︑替わった人︑ちょっと来た人がまたそのと

の幹部の本当に資質を十分知った人間が関わらな

に官邸が幹部人事を管理するとなると︑その各省

てまいりましたけれども︑今後︑こういう制度的

考えであり︑どういう能力があるかというのを見

らいから付き合っていたんで︑大体誰がどういう

ですから︑各省の幹部になる人というのは課長ぐ

私は︑まあ︑幸か不幸か長く官邸におったもの

いと非常に不安になってしまうと思うんですね︒

りませんが︑やはりある程度知っている人がいな

担当は事務の副長官になるのか政務になるのか知

とは言えませんけれども︑ただ︑今後人事関係の

議があって︑大変肥大化してきた︒

るのか︑併任に次ぐ併任があって︑会議に次ぐ会

けれども︑その後は︑もう誰がどこに何やってい

っているかいま一つ分からない部分がありました

きたときでも︑それはその内閣府の中で誰が何や

次ぐ肥大化をしているわけであります︒最初にで

の時代︑また民主党政権の時代合わせて肥大化に

ら十三年たちますと︑我々の政権のかつての政権

して新しい体制で発足しましたけれども︑それか

すが︑内閣機能の強化ということが一番の目標と

論に深く関わった部分がおありだったと思うんで

でいろいろ議論した︒恐らく石原参考人もその議

しかし︑同時にまた︑幹部になればなるほどそ

省の最高幹部になる人というのは数が限られてお

象にするのが︒しかし︑その場合でも︑本当に各

そういう意味で︑今回︑何か六百人ですか︑対

難いと思います︒

いいか︑いろんなアドバイスをいただければ有り

何か︑どういう観点からどう切り込んでいったら

も︑大変深い経験を持たれている参考人としては︑

これから作業を始めようと思っておりますけれど

のときの政権の政策目標というものを理解し︑こ

りますから︑やっぱり官邸が直接把握できる人数

○参考人︵石原信雄君︶ 内閣府の現在の状況に

ということが大切ではないかと思います︒

でもそれぞれの能力︑資質というものを基調にし

に弊害が起こると思うんですね︒

これ何とか整理しなきゃいけないということで︑

た人事管理をやっていただく必要があると思いま

れに協力していただくということは必要であろう

というのは各省庁の数の二倍か三倍かぐらいじゃ

す︒

かと思います︒

ついては︑私もかつて官邸におった人間として見

ているんですが︑率直な感想は非常に肥大化し過

ないんでしょうかね︒
本人が︑責任者がどれだけ各省の幹部諸君と接

ぎていると︒それぞれ理由があってそうなったん

○宮沢洋一君 長く行政にいられて︑各省にわた
って幹部に就いて︑それなりに能力を︑各省の幹

触しているかということも関係があると思います︒

て一定の組織をつくると︑省庁横断的な組織をつ

部の能力を把握している人というのは︑今の政府

それでは︑次の質問に移らせていただきますけ

くるというのはこれは必要だと思うんですが︑た

でしょうけれども︒ただ︑その時々の状況に応じ

○参考人︵石原信雄君︶ これはどこまで個別に︑

れども︑二〇〇一年に行政が大幅に変わって今の

だ︑その問題がほとんどもう山場を越してもその

○宮沢洋一君 ありがとうございました︒

個々の人物の特性というか能力というか︑それを

体制になったわけですけれども︑まあ︑橋本内閣

に何人ぐらいいらっしゃると思いますか︒

把握できるかというのは︑これは私も人数で何人
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組織そのままが︑そのままになっているというケ
られていたと思うんですけれども︑かなり空回り

閣になって︑仙谷官房長官というのは結構よくや

場にありませんけれども︑ただ︑内閣機能の発揮

せんから︑政権の対応の問題について批判する立

を廃止するということは非常に行政全体の円滑な

ースが多いんじゃないかと思うんですね︒だから

この民主党政権の三年間の印象といったものを

推進のためにいかがなものだったかという率直に

の仕方というか発揮の在り方として申し上げます

ということは必要ですが︑できればそれは二年か

伺いたいんですけれども︑私なりに整理してみま

感想を持っております︒

をされてしまった︒野田内閣になってかなり良く

三年の時限的なものにして︑それで︑一定の期間

すと︑例えば︑最初は最低でも県外というような

それからもう一つは︑私の時代は︑事務方の省

やたらに増えちゃうんで︑やはり問題が起こった

が過ぎたら自動的にそれは消滅すると︑そこの要

ことで︑ある意味じゃ役所の組織と全然違うこと

庁間の調整は各省の事務次官︑それと事務の副長

と︑事務次官会議で省庁間の意見調整をするとい

員は元に戻るという︑そういうふうにすることが

が独り歩きしてしまうといったような問題があっ

官というレベルで最終的にはできるだけ調整して︑

なったなと思っていましたけれども︑社会保障と

いいんじゃないかと思います︒やはりああいう総

たし︑また政務三役会議というものがあって︑省

その調整した結果について政治の判断を仰ぐとい

場合には︑その問題解決のために集中的に各省の

合調整機関というのは︑望ましい形であれば︑意

庁によっては全く官の方に情報が来ないというよ

う形が多かったと思うんですけれども︑いわゆる

うのは非常に貴重な場であったわけですが︑これ

思決定者というのは少ない方が早く結論が出ます

うなこともあったり︑また大臣によっては幹部の

政務三役が省庁間調整を担当して︑事務方はここ

税の関係等々で主にもめた︒

から︑余り数が多くなるというのはやっぱり決定

訪問先を全部報告させるというようなことがあっ

から排除されるという形は︑外から見ておりまし

力を結集する意味で内閣府に一定の組織をつくる

を遅らせる原因になるんじゃないかと思う︒

たりということで︑大変官が萎縮してしまったん

て︑やはり非常に時間が掛かるし︑結局うまく調

そういう意味で︑率直な感想としては︑今の内

だろうと思っているんです︒

三年三か月というのは︑ある意味で︑我々今政権

最後の質問になりますけれども︑民主党政権の

○宮沢洋一君 ありがとうございました︒

いんですけれども︒

んので︑ちょっと無責任なことは申し上げられな

いかというのが感想です︒今責任者ではありませ

能をもう一回見直して整理されたらいいんじゃな

一言だけ︑簡単で結構でございますので︑お願い

なことを思われたと思うんですけれども︑感想を

は恐らく部外者としてこの状況を見ながらいろん

な目に遭いましたけれども︑その辺︑ある意味で

協議︑参加をしておりましたけれども︑結構大変

いということが三回ぐらいあって︑私もあの三党

革について言えば︑決まったはずなのが決まらな

それからまた︑先ほどの社会保障と税の一体改

君︒

○会長︵武見敬三君︶ それでは次に︑風間直樹

終わります︒

○宮沢洋一君 どうもありがとうございました︒

持っております︒

が短過ぎるんでしょうけれども︑そういう感想を

期間が短かったから︑まだ評価をするには時間

閣府はちょっと肥大化し過ぎていると︑だから機

について︑統治機能といった意味で反面教師とし

いたします︒

○風間直樹君 民主党の風間です︒

整ができていなかったんじゃないかという感想を

て実はやっている部分があります︒例えば︑鳩山

○参考人︵石原信雄君︶ 私は政治家ではありま

持っています︒

内閣のときは大混乱でありましたし︑そして菅内
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教授と渡邉昭夫教授がインタビュアーをお務めに

れております﹁首相官邸の決断﹂という︑御厨貴

せていただきました︒九七年十月に初版が発行さ

石原参考人のインタビューをまとめた本を読ま

今日はありがとうございます︒

府の強大化した力をチェックする今度は国会の行

総理のリーダーシップを充実させれば︑その行政

ーシップを充実させるかだと思っています︒当然︑

総理大臣の権限をいかに強化をして︑そのリーダ

すわけですが︑とりわけ最大のテーマは︑私は︑

うものの制約をある程度緩める︑あるいは外す必

の権限をいい意味で解き放つには︑この閣議とい

まず︑最初のお尋ねですが︑私は︑やはり総理

がなされております︒

ておりますし︑総理は︑六条でもそういった規定

が閣議にかけて裁定すると︑こういう文言になっ

部に対する指導を言ってみれば縛るという意味で

政に対する行政監視の権限︑チェックの権限︑こ

先ほど挙げましたいわゆる三大基本法に戻りま

出てきますが︑実は︑憲法上︑この閣議というこ

なったようであります︒この中で石原参考人は︑

すが︑私も全く参考人の御認識と同感でありまし

すが︑参考人御承知のように︑憲法第二条の条文

とは何ら規定をされていません︒ですので︑この

要があるのではないかと感じています︒これは理

て︑この総理の権限が法律上弱い︑じゃ︑どの法

では総理大臣の権限を定めております︒
﹁内閣総

内閣法の六条ないし七条を改正することによって︑

れも拡充が必要でありますので︑このテーマはま

律上弱いのか︑どの法律にそういった根拠がある

理大臣は︑内閣を代表して議案を国会に提出し︑

私は総理大臣の権限をいい意味で非常に強化でき

内閣総理大臣の権限が法律上思ったより弱いとい

のかを調べていきますと︑いわゆる三大基本法に

一般国務及び外交関係について国会に報告し︑
﹂
︑

るのではないかと感じるんですけれども︑この点

由がありまして︑閣議というものは︑今お話しし

行き当たると私は感じております︒

ここからが問題ですが︑
﹁並びに行政各部を指揮

について参考人の御所見を伺いたいと思います︒

た次回の︑恐らく来年度のテーマになるのではな

一つは憲法︑憲法の七十二条︑それから内閣法

監督する︒
﹂と︑このように規定をされています︒

○参考人︵石原信雄君︶ 現実問題として︑総理

うふうにおっしゃっています︒この本の二百十八

の六条と七条︑そして平成十一年に定められた内

よく国会で問題になりますのは︑この最後の﹁並

大臣は内閣を代表するわけですし︑それから︑閣

た内閣法の六条︑七条等には︑総理のこの行政各

閣府設置法︑この三大基本法がまさに我が国の総

びに行政各部を指揮監督する︒
﹂というところに

僚は内閣が任命し罷免することもできるという権

いかと私は感じているところです︒

理の権限を縛りに縛りに︑がんじがらめに縛って

﹁内閣を代表して﹂という文言が係ってくるのか

限が与えられているんですが︑しかし同時に︑今

ページにそういったインタビューが出てまいりま

いるまさに根拠法だと私は思っております︒

こないのか︑これがよく国会では問われるところ

御指摘のように︑憲法上︑行政権は内閣に帰属す

今日は︑まずこの点について参考人と質疑をさ

であります︒

方を審議をするわけでありますが︑今年のテーマ

当調査会は︑御案内のとおり︑統治機構の在り

に閣議にかけて総理はすると︑こういう規定をし

けでありまして︑いずれも総理が何かをするとき

同じことが内閣法の六条︑七条でも問われるわ

臣が閣僚︑各主任の大臣を指揮監督する場合に︑

そのことがベースになっておりまして︑総理大

せていただきたいと思います︒

として内閣機能の強化を議題としております︒五

ているわけであります︒例えば内閣法の七条です

自分で任命した大臣であり︑それぞれに一定の役

ると︑内閣総理大臣ではなくて合議制である内閣

月の連休明けまでにこのテーマに基づいて︑いか

と︑主任の大臣の間における権限の疑義は︑総理

に帰属するという大前提があるわけですね︒

にして内閣の機能を強化すべきかということを話
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内閣の権限は閣議が行うと︑総理大臣って書いて

という︑行政の権限というのは︑行政権の執行は︑

やはり︑それから︑行政権は閣議で︑閣議が行う

と︑合議制の内閣にあるんだというところから︑

あるというその規定は︑総理大臣ではないんだよ

ところが︑この憲法六十五条の行政権は内閣に

は私はその必要性はあると思うんですが︒

かという議論がもちろんあるわけです︒実態的に

臣の行政執行について指揮監督できるんじゃない

いう権限を持っている総理大臣が︑その主任の大

うことを︑総理大臣が決めるわけですから︑そう

割を︑分担を決めて︑何大臣を担当しなさいとい

も︑総理大臣の考えというのは実態的には各国務

るかというと︑私は︑内容にもよるんですけれど

政権運営においてそれがどこまで障害になってい

あるということは事実なんですけれども︑実際の

けです︒ですから︑法的︑手続上の権限が制約が

を踏まえて実行するということが常にあり得るわ

定というのを経なくても︑それぞれの大臣がそれ

の総理大臣の考え方というのは︑形式的な閣議決

の考え方︑国政を預かっている内閣の代表として

は︑そういう建前論はともかくとして︑総理大臣

です︒しかし︑私の経験というか︑あれは︑実際

かこれは行使できないということになっておるん

のは︑常に閣議という合議制の閣議の枠の中でし

ね︒そのときにＧＨＱの担当者が言ったのは︑

がその原案をＧＨＱに持っていったそうなんです

内閣法の改正に携わった人たちが︑官僚の人たち

閣法の改正をやったと思うんですが︑当時のこの

ができたときに︑その後︑恐らく時を経ずして内

に興味深いものでありまして︑戦後︑日本国憲法

ですけれども︑そのときの成田さんの答えが非常

しました︒このときにも同様のお尋ねを私したん

査会の初回に参考人として成田憲彦さんをお招き

私︑今日拝見して思い出したんですが︑この調

ういうインタビューが出てまいります︒

なに強くするのは憲法違反だというんですと︑こ

制局が非常に固いんです︑総理大臣の権限をそん

縛るということはＧＨＱとしては考えていなかっ

ないんですね︒そういうことがありまして︑これ

ただ︑内閣法のこの閣議の議を経て指揮監督す

たと︑こういうコメントをされたということを成

我々が憲法七十二条で想定したものとこの内閣法

いうのが常に閣議の決定を経てということが関わ

るとか︑いろいろ閣議という枠をはめているのは︑

田参考人はおっしゃっていまして︑非常に関心を

大臣がこれを理解して実行に移すというケースが

っている︑そうすると閣議は全員一致ですから︑

法制局の見解では憲法の六十五条のところからき

持ちました︒

は私も法制局と随分議論したことがあるんですけ

そうすると︑その指揮を受ける大臣が不満であれ

ているんだということでありますので︑これは法

の規定は違うと︒つまり︑閣議でこれだけ総理を

ば閣議で方針が決まらないわけですね︒そうする

制的には大いに議論していただく必要があると思

の最終のこの調査会で議員間討議をします際に︑

多いんじゃないかと思います︒

と指揮監督できないじゃないかと︑こういうこと

います︒

是非︑総理の権限の強化の一環としてこの問題を

れども︑総理大臣の各大臣に対する指揮監督権と

を議論したことがあるんですが︑それはそうかも

○風間直樹君 ありがとうございます︒
今参考人おっしゃった法制局とのやり取りなん

いますので︑よろしくお取り計らいをお願いしま

どう考えるか︑また議論させていただきたいと思

このテーマは︑武見会長に御提案ですが︑五月

しらぬけど︑憲法上そうなっているんだからこれ

ですが︑先ほど御紹介したインタビューにも出て

す︒

はやむを得ないんだというのは法制局の見解でし

まいりまして︑大変興味深く拝見をしました︒二

た︒
したがって︑そういう意味で︑憲法並びに今の

百二十四ページに︑しかし︑ここの部分は内閣法

続きまして︑参考人の御著書を拝見していまし

内閣法の規定によれば︑総理大臣の指導権という
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て︑大体出版された年次が一九九七年前後かと思

○参考人︵石原信雄君︶ 今の内閣府が設置され

りましたので︑以上で終わります︒

今日は︑石原参考人におかれましては︑大変貴

○会長︵武見敬三君︶ それでは︑谷合正明君︒

いう各省横断的な総合調整機能を主として担当す

重な御意見を賜りまして︑ありがとうございます︒

たのは橋本行革のとき︑省庁再編成の過程でああ

実は︑先ほど申しました内閣府設置法というも

る組織をつくったというのは︑それまでは︑何と

私の方からは︑まず︑閣議並びに閣僚懇談会︑

います︒私が拝見したものはその頃のものが多く

のが一九九九年ですから︑その少し後にできてお

いうか︑官房長官なり官房副長官なり︑そういっ

この議事録がこの四月一日から作成︑公表される

○谷合正明君 公明党の谷合です︒

りまして︑御著書の中でいろいろと指摘をされて

たところの判断で総合調整をやっておったのを︑

ということについてお尋ねしたいと思います︒

いうものができたわけですけれども︑やはりああ

いる︑いわゆる総務省の機能というものをもう少

もう少し制度的に担保しようという意味合いがあ

ございました︒

し大きくしたらどうかというような御見識︑御指
ったと思います︒

○会長︵武見敬三君︶ ただいま風間君から提案

ます︒

あるいは意義についての御所見を伺いたいと思い

権限強化について内閣府設置法がもたらした意味

を指摘されていらっしゃいましたこの総理大臣の

そこでお尋ねですが︑幾つもの御著書で必要性

なったのではないかと私は感じております︒

うよりもむしろ官房長官の権限を強化したことに

際この条文を見てみますと︑総理の権限強化とい

環として内閣府という組織を設置したものの︑実

が︑総理の権限をバックアップする︑強化する一

と︑当初︑これ橋本行革のときだったと思います

ただ︑内閣府設置法を詳細に読んでまいります

バックアップしようという意味があったのではな

努力で調整したものを組織的に制度的にある程度

官房長官なり官房副長官なりがそれぞれの人的な

いう制度︑ああいう組織をつくったというのは︑

せんので︑この点については︒少なくとも︑ああ

おりますけれども︑ただ︑私はもう現役でありま

今実態との関係どうなのかなという疑問は持って

今の内閣府の規定の仕方︑調整の在り方について︑

いないんじゃないかと︒ということは︑やっぱり

調整しなきゃいけない場面というのは余り減って

なり官房長官なり官房副長官なりが実際に動いて

というものができたんですけれども︑じゃ︑総理

最近の例を見ますと︑率直に言いまして︑内閣府

でうまくいくのかなという気はしておりましたが︑

ただ︑私は︑そういう組織をつくってそれだけ

の中身について触れられている部分がございまし

御厨先生とのインタビュー記事の本の中にも閣議

参考人は︑先ほど風間委員からも御紹介があった

価をなされていらっしゃるのかという点と︑あと︑

の議事録作成︑公表の決定についてどのように評

そこで︑まず︑この度の閣議並びに閣僚懇談会

ことだと評価をしております︒

私は︑また私ども会派といたしましては画期的な

決定過程の国民への説明責任というような観点で︑

あるとか︑あるいは情報公開︑そして内閣の意思

最高の意思決定の場である閣議の透明性の向上で

ありますが︑今回の決定につきましては︑内閣の

が発足されて以来︑作成されてこなかったわけで

れまで作成されてこなかったと︑明治の内閣制度

く分からないわけでありますが︑この議事録がこ

で︑どういう議論をされているのかというのは全

私も︑閣議︑中に入ったことはございませんの

摘が内閣府設置によって幾分か実現したのかなと︑

がありました件に関しては︑後刻理事会で協議を

いかと理解しております︒

た︒

このように推察をしたところであります︒

させていただきたいと思います︒

○風間直樹君 ありがとうございます︒時間にな

それでは︑石原参考人︑どうぞ︒
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場限りにして外に出さないようにと言う場合があ

った場合には︑官房長官は各閣僚に対して︑この

それを引用いたしますと︑閣議の中で問題があ

ものは述べていると︑しかしそれ以外のことは控

べた方がいいと思うものは述べていると︑必要な

官房長官の判断で閣議の発言の中で記者会見で述

閣議後の記者会見で発表しております︒その際に︑

どう︑知る権利との関係でどこまで情報公開でき

むしろ︑閣議に至るまでのこのプロセスを今後

す︒

○谷合正明君 率直な御意見ありがとうございま

の公表は︑今回の防衛装備品の移転三原則という

ると︒それはそのとき限りの︑それぞれの閣僚な

しからば︑今回︑政府は閣議の議事録を作成し

のがまず第一号として公表されるということでご

るかということだと思うんですが︑まず第一回目

すことはしないと︑各省を拘束するようなものは

て公表するという方針に踏み切られたようであり

ざいますので︑今後とも︑我々としてもこの公表

えているということ︑取捨選択を官房長官の判断

案件としてちゃんと残りますからというような一

ますけれども︑それは確かに︑情報公開といいま

について︑この在り方については更により良いも

り総理の記憶︑私たちの記憶︑非常に重要な問題

文がありました︒

しょうか︑閣議の場でどういう議論が行われてい

のとなるように検討してまいりたいと思います︒

がスタートすると︒第一回目のその閣議の議事録

そこで︑この度公開されるに当たって︑情報公

るかということを国民が知るということは大変そ

次の質問ですけれども︑非常時︑例えば震災等

でやってきたというのが実態であります︒

開という観点でまだ課題となるようなものがある

れなりの意義があることであろうと思います︒

は私はよく覚えていますけれども︑記録として残

のかと︑この点についてお伺いしたいと思います︒

の非常時における内閣の機能について質問をさせ

条約にしても︒要するに︑閣議で︑閣議としての

ります︒政令にしても法律案にしても︑それとか

たもの︑結論を出したものは全て記録が残ってお

けませんけれども︑閣議で審議されて答えを出し

し上げてきたんですが︑ただ︑誤解があってはい

的にこれは議事録は作っていないということを申

ねを受けたことは何回かあります︒しかし︑伝統

けれども︑今後公表されるということになると︑

体の立場で取捨選択して発表しておったわけです

のもあると︒そういう意味で︑官房長官が政府全

には官房長官が発表するものもあるし︑しないも

いていろんな発言がありました︒しかし︑その中

ら︑比較的フリーというんですか︑国政万般につ

では公表されないということがあったものですか

されるんじゃないかと︒というのは︑従来の閣議

うな御指摘も参考人からあったように伺っており

のか︑時の総理の個人プレーが目立ったというよ

ざいました︒このときも︑初動が不十分ではない

三年前︑東日本大震災また原子力発電事故がご

ります︒

伝達体制が弱かったというふうに指摘をされてお

り返っておられまして︑特に情報管理体制︑情報

を経験されております︒当時の危機管理体制を振

参考人は︑村山内閣のときに阪神・淡路大震災

ただ︑私の経験から申しますと︑公表されると

意思決定になったものは全て記録としては残って

全ての閣僚が自分の発言が公表されるという前提

ます︒そして︑そうしたことを踏まえて︑最近︑

○参考人︵石原信雄君︶ 私が在職中も︑閣議の

おります︒

で発言するようになるという︑そういう意味での

政府に強い権限を与える国家緊急権の創設を求め

ていただきたいと思います︒

問題は︑閣議の過程で閣僚の発言︑どういう発

閣議の雰囲気というか模様は変わってくるのでは

る意見もあります︒

いう前提になりますと︑閣僚の発言がかなり限定

言があったかということですけれども︑今引用さ

ないかなというふうに思います︒

議事録というものを作っていないのかというお尋

れたように︑これまでは閣議の模様は官房長官が
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参考人はどのようにこの内閣の機能を見ていらっ

けないんだと思いますが︑東日本大震災のときに

分機能する内閣というのをつくっていかなきゃい

る中で︑我々としては︑この非常事態において十

今後︑南海トラフ︑首都直下型地震が想定され

いんじゃないかという議論もあるんですね︒

ある︑ですから別に新しい法律を作らなくてもい

を図るというのは今ある法律でもほとんど可能で

一方で︑総理大臣が命令を出して速やかな復旧

いうことが必要になってくるんじゃないかという

閣に当面の対応を認めて︑それを後で追認すると

は︑内閣の最高責任者である総理大臣あるいは内

はどうするかということですが︑私は︑その場合

ということを常に考えておかないかぬ︒そのとき

く必要がありますが︑それを超える問題が起こる

一応の想定された事態に対する対策はつくってお

とはなかなかないんじゃないかと︒そうすると︑

えてもあらかじめ準備した法律より万全というこ

者が総理なのか特命大臣なのか経済産業大臣なの

所の災害について︑外から見ていますと最終責任

特に︑今回は︑東日本大震災では︑原子力発電

いかなという感じを持ちました︒

とを明確にしておくということが大切なんではな

分野については誰が最高責任者になるかというこ

それから︑責任体制を明確にすると︒どういう

ます︒

まって議論するというと︑どうしても結論が遅れ

ような仕組みが必要ではないかと︒大勢の人が集

か︑そこのところがちょっと曖昧だったような気

ふうに思います︒
阪神大震災のときも︑情報伝達の問題について

しゃったのかと︒不十分であったとすれば︑それ
は憲法に問題があったのか︑法律に問題があった

がいたします︒ああいう大災害のときには案件ご

いうことが必要なんではないかなと思います︒

申しますと︑実は当時も︑伊勢湾台風のときの状

ちゃったわけですね︑兵庫の︒そのために震災発

○谷合正明君 ありがとうございます︒

のか︑あるいは運用に問題があったのか︑あるい

ます︒

生直後︑情報が内閣に入ってこないわけです︒そ

そうした非常時に十分に機能する統治機構とい

とに責任者をはっきり始めから決めておくと︑そ

○参考人︵石原信雄君︶ まず︑大災害の発生等

れで︑後で警察電話なり消防の電話なりでだんだ

うのをつくっていかなきゃならないということだ

況など参考にしながら防災無線というものを準備

の非常事態に備えて内閣はどう対応するかという

ん全貌が分かってきたんですけれども︑今︑情報

と思いますが︑非常時に適切に対応するためには︑

は属人的な問題だったのかと︑そのような論点が

ことですが︑私は阪神大震災を経験したわけです

伝達手段もかなり機能的にいいものができている

つまり︑通常時においても統治機構が円滑に機能

れを内閣全体がその責任者をバックアップすると

けれども︑それまでも伊勢湾台風だとか︑災害は

そうですけれども︑やはり状況把握を正確に行う︑

するように仕組んでいかなきゃならないんだと思

しておったんですが︑その防災無線が地震で倒れ

常に起こっております︒災害のたびに︑それを参

なるべく早く把握する体制を整備するというのが

あろうかと思いますが︑御意見を賜りたいと思い

考にしながらいろいろな特別立法を含めて立法が

これは︑私も前回の調査会でも訴えたところで

っております︒
それから︑その後の内閣の対応ですけれども︑

はありますが︑強い内閣をつくっていくと同時に

一番基本だと思います︒
私は︑阪神大震災のときと今回の東日本大震災と

国会の方も機能を強化していかなきゃならないん

行われておりますが︑それでも新しい事態になる

両方見て︑やはり緊急体制をつくるときは総理大

だろうと︒強い内閣と強い国会を同時に目指すべ

とやはり足りないということで︑更に立法措置を
私は︑どんなに考えてやっても︑大きな災害の

臣を中心に極めて小人数の人で意思決定ができる

講ずるということがあります︒
対応もその都度変わってきますから︑どんなに考
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ゆる監視機能だとよく言われております︒この参

院制において参議院の役割というのは常に︑いわ

この調査会の来週のテーマにもなるんですが︑二

○会長︵武見敬三君︶ それでは次に︑江口克彦

ました︒

わらせていただきます︒どうもありがとうござい

○谷合正明君 時間になりましたので︑これで終

私はまあ申し上げる立場にはありませんけれども︒

直接︑参議院がどうあるべきかということを︑

必要であるということでそういう体制を取ってお

いますし︑それに対応するための何らかの体制が

っておられるのではないだろうかというふうに思

がそういうふうに考えてそういうブロック制を取

ゃないとやっていけないというふうに︑官僚の方

都道府県の区域を越える行政需要が︑行政単位じ

はなっているんですけれども︑このことは︑既に

きではないかと︒

議院の行政監視機能の強化というのがこれからも
君︒

られるということも考えられるわけですね︒

そこで︑これは来週のテーマにもなるんですが︑

ますます重要になってくるんだと思います︒

○江口克彦君 みんなの党の江口克彦です︒

所見なり具体的な御提案みたいなことがあれば御

の参議院の役割ということについて︑何かこの御

権の中で歴代の内閣を支えてこられたときに︑こ

と思っておりまして︑参考人が実際に長くこの政

体が衆議院にはなくて参議院にあるということだ

御出席いただいているのは︑大変私うれしい限り

いと思いますし︑それと︑今日も非常にお元気で

くお話しいただいたと︒改めてお礼を申し上げた

ざ聞きにきていただいて︑その後いろいろと親し

ども︑ある経済団体で私が講演したときにわざわ

先生とは︑もう十数年前になると思いますけれ

制にしたというふうにお考えになるんでしょうか︒

られるんでしょうか︒どうしてそういうブロック

ということについて︑先生はどのように考えてお

関をつくらないのか︑ブロック制にしているのか

ころ︑なぜ四十七都道府県単位でそういう出先機

そういうことを考えると︑その意味していると

そもそも︑この国の統治機構を考える調査会自

教示いただきたいと思っております︒

ますから︑そういう意味で︑やっぱり内閣が機能

と国政がうまくいかないという面がしばしばあり

等ですし︑ですから衆参の連携がうまくいかない

いては全く︑特別な法律以外は衆議院︑参議院対

りますが︑現状では︑何ですね︑やはり法律につ

も︑まあ政府の中におったものですから関心があ

しょっちゅう議論されるのを聞いております︒私

分担あるいは機能というか︑それはどうなのかと

東北経済産業局はありますけど宮城経済産業局な

大阪財務局なんてないわけですよね︒それから︑

わけですよ︒近畿財務局はありますよね︑だけど

県単位ではなくて広域ブロック単位になっている

とか︑各︑それぞれありますね︑それが︑都道府

先機関︑ございますよね︑運輸局だとか財務局だ

各省庁ですけれども︑その出先機関はですね︑出

いうことでお尋ねしたいんですけれども︑なぜ︑

そこで︑ちょっと幾つかお教えいただきたいと

単位で経済活動が行われるケースが多くなってき

てはもちろん全国単位ですけれども︑各ブロック

活動も都道府県単位じゃなくて︑もう︑物によっ

通信手段が飛躍的に発達してまいりまして︑経済

担当してきたと思うんですが︑戦後︑特に交通・

り都道府県がそれなりにその範囲での広域行政を

らずっと見ていまして︑都道府県が︑以前はやは

を行ったその当時の時点では︑それまでの戦前か

すね︒当時︑ブロック機関がそれぞれの権限配分

備されたというのは︑主として戦後だと思うんで

○参考人︵石原信雄君︶ 今のブロック機関が整

しやすくするためには衆議院と参議院の連携とい

んていうのはないわけですよね︒これはまあ︑も

たんじゃないかと︒だから︑行政の面でも︑やは

だと思っております︒

うものがうまくいくということが大切ではないか

う全てのそういうブロック制に各省庁の出先機関

○参考人︵石原信雄君︶ 衆議院と参議院の役割

なという気がいたします︒
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平成２６年４月２日

り都道府県単位でこれ対応するには限界があるか

のはもう大きな都市では市ができるわけですね︒

の成果を上げたというふうに私は評価しているわ

様々な考え方というものが生まれてきていると

けですけれども︑ある程度成熟した社会となりま

ましい姿とすれば︑社会や経済の実態に合うよう

いう今日においては︑中央集権というのはちょっ

あと︑県というものが︑今︑県単位が︑全ての行

ただ︑今︑現状でいいますと︑やはり何という

にするためにはブロック単位に変える方が合理的

といささか国の形としてはどうかなと思ったりし

らやっぱりブロック単位で把握するようにしよう

か︑実施権というか︑実行︑実際の行政の執行権

じゃないかと思います︒そうすれば︑今の中途半

ているわけでありますけど︑改めてこの中央集権

して国民の価値観も多様化してきているわけです

は都道府県で︑ブロック機関というのは非常に中

端な各ブロック機関の存在というのが︑これは執

体制というものについて︑これからの日本にとっ

政が県単位になっていますけれども︑中途半端だ

途半端な存在になっていますね︒大きな方向付け

行機関と一緒になるわけですから︑中途半端でな

てこのまま続けて有効に機能するものだろうかと

と︑こういうことで私はブロック機関ができ︑そ

はどこの省でも本省が決めておりまして︑ブロッ

くなると︒その代わり︑その場合は中央省庁が持

いうことですね︒成果を上げる体制だというふう

ね︒

ク機関というのは言わば取次機関︑中間機関的な

っている権限がかなり地方に下ろせると︑執行機

に︑先生の方は御理解というか御認識というか︑

と思うんですね︒だから︑やはり執行単位も︑望

存在ですから︑私は︑最近の行政の実態あるいは

関が広域で行われますから︒

れぞれの権限配分が行われたと思います︒

交通体系とか通信体系とか︑こういうものをいろ

主張をされるということになるんでしょうか︑ど

○参考人︵石原信雄君︶ 私は︑その一つの調整

緊の必然性というものはあるのでしょうか︒

変えるとか︑変えなければならない︑そういう喫

うことであるとするならば︑それを何らかの形で

○江口克彦君 中途半端な存在になっているとい

思いますね︒

というのは非常に中途半端な存在になっていると

○江口克彦君 新しい統治機構というか︑国の形

思います︒

が︑私はこれから向かうべき方向ではないかなと

られますから︒そういう意味での道州制というの

をもっと減らせると思うんです︑ブロックに任せ

っと円滑にできますし︑それから中央省庁の役割

に再編成すれば︑これは府県の広域行政機能をも

れをいわゆる道州制のような形で行政単位を道州

面は中央政府以外は担当できないと思いますけれ

すから︑それと全国的な制度設計とか︑そういう

衛とか中央政府ならではの機能というのがありま

したがって︑中央政府というのは︑外交とか防

の面も含めてかなり道州に移せるんじゃないかと︒

産業経済行政とか通常の民生行政というのは︑人

行政組織が再編成されるならば︑いわゆる通常の

のような︑今の府県の単位から各ブロック単位に

○参考人︵石原信雄君︶ 私は︑いわゆる道州制

だから︑どっちにしても今の府県制度の下では

手段として︑やはり執行単位を︑行政執行単位を︑

を考えるときに来ているんだろうというお考えだ

ども︑地域単位で処理できるものは︑もう行政能

いろ総合勘案いたしますと︑いずれにしても︑今

広域行政については率直に言って今の府県単位で

というふうに私は理解していますが︑明治維新後

力からいっても各ブロック単位の組織というもの

うでしょうか︒

は狭過ぎる︒広域行政の担当者は︑府県は狭過ぎ

や戦後の復興など︑国家を挙げての新しい国づく

が担当できるんじゃないかと︒その方が各地域が

ブロック機関は中途半端な存在ですけれども︑そ

ると思うんですね︒北海道は別ですけれども︑通

りを目指す場合には中央集権体制がやっぱり一定

の都道府県制度を前提にした場合のブロック機関

常の県の場合ですと︑その地域だけで処理するも
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私自身は︑長い間地方行政担当した経験からいた

この辺は大いに議論があるようですけれども︑

考えは︑そういう感じがいたします︒

止めが掛けられるんじゃないかという︑そういう

でいるわけですけれども︑多少なりともそれに歯

になっていくと︒今︑東京一極集中がやはり進ん

はライバルではなく部下を増えることを望むとか︑

パーキンソンの法則なんかも極めて有名で︑官僚

民にかえって不幸をもたらすものだと︒それから︑

官僚主義というのは様々な問題が起こってきて国

義だとか︑いろいろいろいろ︑初めはいいけれど︑

だとか責任回避だとか前例主義であるとか画一主

アメリカの社会学者のマートンでも︑規則万能

すが︑防衛とか外交というのは各地が違うことを

策なんかはこれはもうその最たるものだと思いま

徹底的に権限を集中したいものと︑例えば防衛政

○参考人︵石原信雄君︶ 私は︑やっぱり中央で

にお考えになりますか︒

いうのはあるんでしょうか︒先生︑どういうふう

う存在している︒しかし︑それを取り除く方法と

ている︒この中央集権体制の弊害というものがも

取りあえず︑中央集権体制というのが今行われ

しますと︑いずれにしても︑今の府県単位の行政

あるいはまた官僚は相互に仕事をつくり合うとか︑

やったんじゃ困るわけで︑やっぱり中央が責任を

思いますけれども︒

というのはもう広域行政としては限界に来ている

そういう面白いことが並んでいる︒皆さんも︑先

持って中央に権限集中する方がいいと思うんです

それぞれ地域で責任を持ってやっていくという形

なと︒市町村は非常に育っておりますから︑市町

生も十分に御存じだと思いますけど︒
そういうふうに︑パーキンソンやマートンが言

ただ︑一般の民生行政とか産業経済行政などに

村の行財政能力高まっておりますから︑それとの
兼ね合いで府県という制度の在り方というのは再

っているように︑初めはいいですけれども︑長く

ついては︑やはり各地域や地域の考えでやる分野

ね︒

検討する時期に来ているんではないかなと私個人

なると︑先ほど申し上げましたように︑国民の生

だきましたけれども︒さはさりながら︑なかなか

そういう御認識だというふうに理解をさせていた

新しい官僚体制ということも考えられますし︑ま

きゃいけないんではないか︑官僚体制というもの︑

だから︑この官僚制というものを何とか変えな

ときは︑これは当然︑今国家公務員が担当してい

いずれにしても︑道州制のようなものをつくる

方がいい機能と両方あるんではないかと思います︒

らなろうことなら地方に︑各地域に任せていった

が広いということの方がいいんではないかと︒だ

中央集権というものを変えるということが難しい

た別の︑先ほど先生がおっしゃった道州制という

る事業の相当部分が道州担当になる可能性があり

活を損ねていくというふうにこの学者たちも言っ

という状態でありますけれども︑もう中央集権と

ような︑そういう方向というものも︑要するに地

ますから︑そうすると中央の官僚組織というもの

から︑今︑今中央政府が持っている機能の中で︑

いうのは︑見方にもよりますけれども百四十年間

域ができるものは地域だというふうに︑そういう

も相当根本的に変わってくるのではないかと思い

ているし︑私も実感としてそういうようなことを

は思っております︒
○江口克彦君 ありがとうございます︒
サブシディアリティーというか︑補完性の原理

ぐらい続いているというような状況であるわけで

ふうに持っていくという国の形︑統治の形にして

ます︒

徹底的に中央に残して強化すべきものと︑それか

すね︒百四十年も続けば︑官僚制というものも

いかなければいけないというふうには思うんです

○江口克彦君 今先生のお話をお聞きして︑十数

感じ続けている︒

様々な弊害が起こってくるということは︑もう先

けれども︒

というものを働かせるべきときが来ているという︑

生も十分いつも御指摘されておられるとおりだと
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ほとんど同じことを言われていまして︑大変私と

年前に親しくお話をさせていただいたときも先生
いうことで始まったと思っておりますので︑改め

り方﹂ということで︑自由に意見交流をしようと

で与えられた︑内閣に附帯された機能がいかに効

化というのは内閣︑今の現行憲法なり内閣法なり

意識としては︑私どもが議論している内閣機能強

率的に発揮できるようにするかという︑そういう

て深めていけたらと思っているところです︒
そこで︑内閣の執行権について御発言がござい

しては心強いというか︑先生がそういうふうにお
っしゃるんだったら︑やっぱり国の統治機構とい

問題だと思うんですね︒

他で国会の審議にまたなきゃならない分野にまで

ました︒内閣総理大臣にはなくて︑行政権は内閣
そこで︑閣議決定で最近は様々な動きが強引に

内閣が権限を広げるという話とはちょっと違う問

うものを中央集権からサブシディアリティーとい
いかなければならないというような︑そういうこ

進められているんじゃないかというふうに思って

題︑これ︑ある種︑立法政策の問題というか︑い

したがって︑そのことは当然︑本来︑法律その

とについて改めて大変私は重ねて強い御示唆をい

いるんです︒昨日︑政府は︑新たな武器輸出三原

わゆる国会と内閣の役割︑機能の分担の話ではな

に帰属すると︒

ただいたというふうに感謝を申し上げます︒どう

則を閣議決定ということになりました︒これまで

いかと思います︒

うか︑補完性の原理を前提にした国の形に変えて

もありがとうございました︒

の原則禁止を四十七年ぶりに見直して︑原則輸出

○会長︵武見敬三君︶ それでは次に︑倉林明子

ています︒とんでもないことだと思っているんで

容認ということになっていくのではないかと思っ

内閣の決定で決めるということはできないわけで

りますから︑法律で規定すべきものまで内閣が︑

一般論として︑もちろん我が国は法治国家であ

質問を終わります︒
君︒

すが︑日本国憲法の理念である平和国家としての

ですけれども︑お考えはいかがでしょうか︒

は実施すべきことではないというふうに考えるん

一内閣が国会審議も国民の合意もないままこれ

と思っているんですね︒その場合︑国会の決議を

致の決議があるというのがこの武器輸出三原則だ

求めているという以上︑衆参で本会議での全会一

○倉林明子君 憲法は︑内閣は国会に連帯責任を

すから︑この問題は個々具体のケースについて判

ついての御発言がありました︒今ほど内閣総理大

○参考人︵石原信雄君︶ 内閣そのものが内閣に

無視したような一方的な閣議決定というのは︑憲

立場を踏まえ︑原則禁止としてきた歴代内閣の方

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子でございま
す︒

臣が強い権限を発揮しているときはないんじゃな

与えられた機能をいかにスピーディーに︑効率的

法上も認められるものではないというふうに思っ

断されるべき問題であろうと思います︒

いかと私は思っておりまして︑逆に憲法が求める

に発揮できるかというお話と︑ただいまの御指摘

ております︒

針を大転換するものだと思うんです︒

抑制と均衡︑三権分立の下での抑制と均衡︑ここ

は︑むしろ国会審議を経て︑あるいは法律その他

今の議論︑議論は国会のことだということで御

今日は︑参考人︑御出席いただきましてありが

にこそ本当に注目して議論が必要ではないかと思

によって規制すべき分野まで内閣が決定するとい

指摘もありましたので︑次の質問に移りたいと思

とうございます︒

っているということを冒頭申し上げておきたいと

うことはいかがなものかというふうな︑そういう

いますが︒

最初に︑先ほど来︑強い内閣総理大臣の権限に

思います︒

視点からのお尋ねだと思いますが︑私は今︑問題

この調査会は︑
﹁議院内閣制における内閣の在
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こうした民意について︑参考人は今どんなふうに

く広がっているというふうに思っておりますが︑

可決後もですが︑反対の世論というのは大変大き

で︑とりわけ特定秘密保護法に対して︑可決前も

秘密保護法という形で成立をしております︒そこ

二次安倍内閣で国家安全保障会議の設置法︑特定

まとめられております︒その中身を見ますと︑第

する官邸機能強化会議︑この座長として報告書を

参考人が︑第一次安倍内閣の国家安全保障に関

の一環として︑安全保障体制を整えるためにはア

問題でありますから︒私自身は︑内閣機能の強化

しておりません︒それはそれに付随して出てきた

懇談会では特定秘密保護法のような議論は直接は

意見を答申したわけです︒したがいまして︑あの

制が必要ではないかという見地から議論し︑その

場合も︑そのような機動的に直ちに対応できる体

というものが非常に参考になりまして︑我が国の

る大統領直属のＮＳＣですね︑国家安全保障会議

たしました︒やっぱり︑そのときにアメリカにあ

○倉林明子君 これは参議院選挙後の参考人のコ

る立場にありません︒

せんので︑憲法改正問題について意見を申し上げ

○参考人︵石原信雄君︶ 私は政治家ではありま

いてどうお考えか︑伺いたいと思います︒

明確にしておりますが︑参考人の︑憲法改定につ

が遵守されるべきであり︑改定には反対と態度を

ました︒日本共産党は︑日本国憲法の全ての条項

総選挙︑昨年の参議院選挙でも大きな争点となり

私は︑改めて︑憲法改定︑この問題が一昨年の

かと思いますが︑この問題は単なる改正手続に終

受け止めておいででしょうか︒

密︑秘密の保持ということでの記載になっていた

始するのではなくて︑憲法の内容を我が国の実情

メントがありまして︑憲法改正についてのコメン

とともに議論したわけですが︑それは主として︑

かと思うんです︒セットとして提案されて︑それ

にふさわしいものに変えるということについての

メリカのＮＳＣのような組織が我が国にも必要で

国の安全保障に関わるいろいろな問題が起こった

が成立したということだと思うんですが︑民意を

国民的なコンセンサスを得る努力が必要であると

○参考人︵石原信雄君︶ 私は第一次安倍内閣の

場合に︑それまでの安全保障会議というのは︑何

得られないまま私は強行されたというふうに思っ

思いますということなんですね︒

トです︒国民的なコンセンサスを得る努力が必要

というか︑諮問機関的な︑内閣が例えば防衛計画

ておりまして︑これに対して︑戦争できる国づく

私︑この国民的なコンセンサスを得る努力とい

はないかという視点で意見を取りまとめたところ

大綱を変えるというときは︑安全保障会議の議を

りにつながるんじゃないかと︑こういう大きな懸

うのが現状では本当にされているんだろうかとい

ときに︑その安全保障機能についてどう内閣の組

経て決めるというふうに︑要するに内閣の決定に

念が表明されているということだと思うんです︒

うふうに思うし︑そういう点でのこのコメントを

だというタイトルが付いております︒いずれの日

チェック機関として安全保障会議があったんです

これは︑前回もここに御出席いただきました野中

出されたときとお考え︑お立場というのは何か変

でございます︒

けれども︑それより︑それももちろん必要ですけ

廣務元内閣官房長官や古賀誠元自民党の幹事長さ

化がおありでしょうか︒

織を考えるかという︑そういう視点で御下問があ

れども︑さらに︑危機が発生した場合に︑直ちに

んなども︑我々のしんぶん赤旗にも御登場いただ

○参考人︵石原信雄君︶ 憲法問題については︑

か︑日本国民の手による憲法改正が必要ではない

内閣として直ちに行動に移れる体制をつくる必要

いて懸念の声を上げられているということだと思

私もう政治家ではありませんから︑今の争点にな

○倉林明子君 一定の付随したものとして特定秘

があるんじゃないかと︑そういう意味での危機管

うんです︒

ったものですから︑関係の人たち︑有識者の方々

理に対する内閣の体制強化という視点で議論をい
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【未定稿】
統治機構
平成２６年４月２日

すから︑私は個人的には︑独立国家として︑やは

れたということは御案内のとおりであります︒で

の枠の中で当時︑日本国憲法が議論され︑制定さ

私も承知しております︒占領下において占領政策

生でありましたけれども︑その経過というものは

本国憲法が制定された当時︑当時は私はまだ大学

はありませんが︑ただ︑私自身は個人的には︑日

っているようなことについてどうこうということ

んだというふうに思います︒

民主権と︑ここがやっぱりスタートになっていく

○倉林明子君 国民が主体的に︑国民の主権︑国

らかをサポートするという立場にはありません︒

持っておりますけれども︑私は今の改正論でどち

ということが望ましいのではないかという考えを

構成そのものが日本国民の主体性の下に作られる

ますけれども︑九条だけではなくて︑全体の法律

いずれにしても︑私は九条が争点になると思い

ります︒

通じて感じたということを申し上げまして︑終わ

り思い出さなければならないなと︑改めて議論を

めて縛りを掛けている︑この原点を国会もしっか

構も権力を三権に分立している︑抑制と均衡を求

戦争はしてはならないと︑この反省の下に統治機

○倉林明子君 やっぱり現行憲法は︑二度と再び

今︑現在の安倍政権が︑内閣の閣議決定でこの

○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之と申しま

○会長︵武見敬三君︶ それでは次に︑清水貴之

ありがとうございました︒

り日本国民の手で根っこから日本国の在り方とし
てどうあるべきかを議論して憲法が作られること

憲法九条を事実上踏みにじってしまうような集団

君︒

が望ましいんじゃないかという考えは持っており

本日は︑お忙しい中︑本当に貴重なお話︑経験

す︒

ます︒私は改めて︑憲法が定めました三権分立の

談︑お聞かせいただきまして︑ありがとうござい

的自衛権の行使に踏み切ろうという動きもござい

いずれにしても︑内容がいいか悪いかではなく

統治機構の原則︑これを乱暴に踏みにじるような

ます︒
て︑今の憲法は︑占領下で非常に限られた︑日本

ます︒

私自身は︑やはり独立国家として︑その基本法で

いじゃないかという意見もあるでしょうけれども︑

内容がいいからそのまま︑このままで未来永劫い

○参考人︵石原信雄君︶ もちろん内閣というも

っておきたいと思います︒

の関係︑これについて︑改めて御意見があれば伺

国権の最高機関であり︑連帯責任を負う国会と

たりとか控えたりすることも出てくるんじゃない

ことになりますと閣僚の皆さんも発言に気を遣っ

やり方は認められるものではないと強調をしてお

ある憲法がああいう一定の制約条件の下で制定さ

のは︑もう申すまでもありませんけれども︑議院

かと︑ちょっと雰囲気も変わってしまうんじゃな

側の国会その他の意見というものが制約される形

れたということは大変大きなこれもう事実であり

内閣制であります︒国会によって指名された首班

いかというお話でした︒となりますと︑そういっ

私︑まずは︑先ほど谷合委員からも質問があり

ますから︑望むらくは︑やはり日本国民自身の発

が内閣を構成しているわけですから︑その内閣の

た内容の閣議を今度公開しても余り意味がなくな

きたいと思います︒

想で望ましい法体系を作るということがいいので

行動というものは常に国権の最高機関である国会

ってしまうわけでして︑とすると︑どういった形

で制定されたことは間違いありません︒ですから︑

はないかという考えは持っております︒しかし︑

との関係を配慮しながら行われるべきことは当然

が一番いいのかなと︒やっぱり公開する意味もあ

ましたが︑閣議の議事録の公開の件について重ね

これは我々の年代の人間と最近の人たちとは違う

であろうと思います︒

先ほどのお話ですと︑やはり公開が前提という

て質問をさせていただきたいと思います︒

でしょうけれども︒
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【未定稿】
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平成２６年４月２日

にする方がいいのか︑この辺り︑一番いい形とい

いいのか︑いや︑それともやっぱり全てオープン

発言するのがいいのか︑そもそも公開しない方が

要約したりとか必要だと思うところを官房長官が

としますと︑今の形のように︑ある程度内容を

んですけれども︒

の付き合い方とか接し方にも関わってくると思う

ると思うんです︒これは︑内閣とか政府と国民と

それは公表した方が今の御時世に合うという意味

建前論というか︑並べてどっちがいいかとなれば︑

ん︒だから︑どちらがいいかといえば︑そういう

あるんではないかと︒これは制度論じゃありませ

僚の皆さんもそれぞれ人間として心理的な影響は

録され︑公表されるとなると︑そこがやはり︑閣

れたと思うんですが︑それが全て議事録として記

ないという雰囲気の中で非常に自由な発言がなさ

おられるんでしょうけれども︑しかし︑公表され

の情報発信というのも非常に大事になってくると

ないかとも言われていますので︑ああいう緊急時

はやはり情報公開が余りうまくいかなかったじゃ

らに︑例えば東日本大震災のような災害時︑今回

としているというのも非常によく分かります︒さ

いろんな手段を取ってなるべく情報発信をしよう

を通じたりとかメールマガジンを発行したりとか︑

ディアも多様化していますので︑インターネット

政府の広報室というのもあります︒いろいろ今メ

内閣官房には内閣広報室というのがありまして︑

うのはどのような形だとお考えでしょうか︒

で前進だということだと思いますね︒

官もおりますし︑広報室もありまして︑内閣の考

○参考人︵石原信雄君︶ 従来のような形がいい

の皆さんが自分の所管を超えて国政万般について

えていること︑やろうとしていること︑やったこ

思うんですけれども︑いかがでしょうか︒政府の

議でどういう議論が行われたかということを国民

意見を述べる場として今まで閣議というのがあっ

と︑国民になるべく早く︑分かりやすく知らせる

○清水貴之君 となりますと︑本音は余り出なく

が知るということは大変いいことですから︑そう

たわけですが︑そこが少し制約されるというのか︑

という役割を果たしております︒

のか︑それとも今回政府が決めたような閣議の議

いう意味での︑何というか︑建前論というか原則

影響が出てくるんではないかと私は自分の経験か

ただ︑災害時︑特に大災害の発生のときという

今の広報体制というものに対して何か御意見︑改

論からすれば︑私は︑今回の決定というのは国民

ら申し上げた︒制度論じゃありません︑これは︒

のは︑通常の広報というセンスよりも︑やっぱり

なってしまって︑じゃ本音で話す場所がほかで︑

の目線から見れば前進というか改善だと思います︒

もちろん︑やはり閣僚は国務大臣として国政万般

その起こっている事態を一刻も早く関係者に︑住

事録を取ってそれを公表する方がいいのかと︑ど

ただ︑私は︑実態論として︑私自身が多くの内

について責任があるわけですから︑やっぱり自由

民一般︑その他関係者に知らせるということが使

善点などありましたら︑どう思われるでしょうか︒

閣の閣議に出席させていただいた状況からいたし

な議論は大いにやってもらいたいと思いますね︒

命ですから︑通常の広報とは違った︑いわゆる危

例えば閣僚懇談会なのか関係閣僚会議なのか︒

ますと︑やはり閣僚の皆さんが︑国務大臣として

○清水貴之君 そういった意味を踏まえまして︑

機管理の世界で考えられるべきじゃないんでしょ

ちらがいいかというお尋ねになると︑やはり今の

自分の所管以外のことを︑国政万般について比較

今度︑政府とか内閣の広報全般についてお聞かせ

うかね︑正確な情報を早く伝えるということがも

○参考人︵石原信雄君︶ もちろん︑内閣の広報

的自由にいろんな意見を交わしておったように思

いただきたいなというふうに思っているんですけ

う最優先ですから︒

○参考人︵石原信雄君︶ ですから︑そこは閣僚

います︒もちろん発言される場合には︑後で困る

れども︒

時世ですから︑情報公開の時代でありますし︑閣

ようなことは発言されないという︑皆心掛けては
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【未定稿】
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の︑今後︑復興に対してどう取り組んでいくべき

もお話をされておられまして︑まず︑どんな政府

かというふうに思うんですけれども︑そのときに

クラブで恐らく参考人がお話しされたこれは内容

これは︑震災直後︑一か月後ぐらいに日本記者

というお話がございました︒

べきだと︑で︑責任体制を明確化していくべきだ

緊急対策を作るときには小さい人数で決めていく

どう対応すべきかと︑先ほども質問ありまして︑

○清水貴之君 そういった意味で︑災害のときに

して︑今回の東日本大震災は︑御案内のように︑

申し上げたりしたんですけれども︑率直に言いま

と今回の東日本大震災とを比べていろいろ意見も

のときに関わったものですから︑そのときのこと

○参考人︵石原信雄君︶ 私は阪神・淡路大震災

ょうか︒

年間を御覧になってどのように今は思われるでし

うなお話しされておられましたけれども︑この三

しゃった復興の実施主体︑もっと地方にというよ

覧になっていまして︑このような︑その当時おっ

てきているようでありますから︑やっぱり地域地

後︑じゃ生活をどうするんだという問題が起こっ

確保が難しいとか︑それから移ってしまったら︑

によっては高台といっても実際問題として用地の

のが提案されたようですけれども︑やっぱり地域

んな移った方がいいということで高台移転という

るにはどうしたらいいかといったら︑山の上にみ

年に一度の津波がいつ来ても耐えられるようにす

年に一度という津波が来たわけですから︑次に千

例えば︑あの当時︑大きな津波が来たので︑千

時は本当にああいう状態でしたから︑皆さんが一

域ごとの状況に応じた対策というものがもっと早

間違いないと思うんですね︒ですから︑一概に今

生懸命やって︑非難するつもりはないとおっしゃ

被害の程度が阪神大震災と比べ物にならないくら

の事態の遅れを︑今の人たち︑関係者を批判する

いましたので︑もちろんそうだとは思うんですけ

かという話なんですけれども︑まずはやはり時間

ようなことを私は申し上げるつもりはありません︒

れども︑ただ︑やはり次もし同じようなことが起

めに議論されたらよかったんじゃないかなという

まして︑復興の実施主体は県︑市町村が当たるべ

ただ︑今回︑復旧復興が全体として遅れている

きた場合に︑この教訓を生かすためにもお話をい

い大きなものでありました︒範囲が広いと︒それ

きだというふうにお話しされています︒復興院を

ことは間違いないですから︑それについては︑あ

ただけたらなと思うんですが︑地域地域でやはり

との勝負だということをおっしゃっています︒総

新設するのは窓口を二つつくることになる︑政府

の震災直後の段階で︑こちらで内閣の諮問機関と

話を聞いていくべきだ︑くみ上げるべきだという

感じを持っています︒

直轄は新憲法の地方自治にはなじまないというこ

して復興対策懇談会などがやっておりましたが︑

お話でしたが︑それをするためにはどういった組

から︑何よりも原発事故というものが絡んでおり

もっと地方主体で︑地方に権限︑財源渡して︑復

やはりあのときの判断と︑今︑最近になって現地

織でどういう体制をつくったらよかったんでしょ

理と関係閣僚がスピーディーに物事を決めていく

興も︑それこそ先ほど江口委員からもありました

で起こっている事態と比べると若干食い違いがあ

うか︒

○清水貴之君 としますと︑実際に︑もちろん当

ように︑地方分権もそうですけれども︑もっとも

るようですね︒だから︑やっぱり現地に対する認

○参考人︵石原信雄君︶ 私は︑阪神大震災のと

ますから対応が難しいということは︑もうこれは

っと進めていくべきだというふうに思っているん

識︑現地の人たちの気持ちの把握にちょっと若干

きの経験で申しますと︑阪神大震災は東京から離

べきだということをおっしゃっています︒に加え

ですけれども︑今︑このお話をされてから︑震災

問題があったのかなという気はいたしますね︒

私もそのように︑同じように思っておりまして︑

とで︑もっと地方にということ︒

が起きてから三年がたちました︒この三年間を御
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いわけですね︑各省それぞれ努力されても所詮限

がいいのかというのは東京ではなかなか分からな

状況になっておって︑また︑後︑どう対応するの

になったんですけれども︑ただ︑現地がどういう

れたところで︑都市直下型地震で大変大きな災害

うございました︒

○清水貴之君 大変貴重なお話︑本当にありがと

対応の問題になりますけれども︒

かと思いますね︒これは立法政策と緊急事態への

ォローするという体制があってもいいんではない

す︒そのＴＰＰに関しても何らかの参考になる御

ＴＰＰの交渉もなかなか難しい局面に達していま

ったという評価があるわけですけれども︑今現在︑

たんですね︒結果的に日本の消費者のためにもな

の結果︑日米の構造協議がうまく進むことになっ

って︑なぜ外務省にはそういうまとめができなか

示唆がいただければと思いまして︑当時を振り返

○会長︵武見敬三君︶ それでは次に︑浜田和幸

ったのかということについてお話をお伺いできれ

以上で質問を終わります︒
君︒

ばと思います︒

界がある︒
臣にお願いして現地に行ってもらって︑それで︑

○浜田和幸君 新党改革・無所属の会の浜田和幸

そこで︑あのときは責任大臣として小里国務大
小里担当大臣に各省のナンバーツークラスの実力

○参考人︵石原信雄君︶ 日米構造協議のときだ

ジ問題とかいろんな問題がありまして︑もちろん︑

けではなくて︑その前にも︑例えば牛肉・オレン

です︒
と思います︒

石原参考人に幾つか質問をさせていただきたい

者全部付いていってもらって︑それで現地で必要
性を判断して︑そして現行法令その他で対応でき
ない部分は現地でどうしたらいいかを考えてくだ

されたと︒参考人の当時の回顧録を読ませていた

く理解してくれていないというような声を︑特に

から聞こえてくるのは︑外務省は我々の立場を全

外交問題ですから︑第一義的には外務省がその衝

だきますと︑業界︑日本のですね︑大変な強い反

当時は非常に問題になったのは︑建設省とか農水

まず︑冒頭のお話の中でもございました日米構

ですから︑私はそのことが︑幾つか後で法律的

対があった︑日本の各役所もこれに反対だった︑

省とか現場を抱えている省庁の置かれた立場︑苦

さいと︑そして後でその状況を内閣としてフォロ

な手当てをして︑むしろ実行が先行したようなこ

特に外務省が︑力不足というか︑各省の説得が全

しさというものを外務省が余り理解していないん

に当たるんですけれども︑私が就任してから各省

ともありましたけれども︑ああいう大災害のとき

然できなかったということをおっしゃっていて︑

じゃないかと︑それでもう対外的に格好のいいこ

造協議を振り返って︑当時大変取りまとめに苦労

にはそういうことがあっていいんじゃないかと︒

実質︑石原参考人が責任者になって各省それぞれ

とばかり言っているんじゃないかという不信感が

ーすると︑制度的にも予算的にもフォローすると

法治国家だから法律ができるまでは何もしちゃい

を説得して構造協議の取りまとめをしましたとい

いう体制で臨んだわけです︒

かぬというんじゃなくて︑人命救助のために必要

それで︑私︑なぜ我が国の外務省が各省の取り

特に構造協議の場合には︑先ほど申しましたよ

ありまして︑ですから︑その不信感を取り除かな

判断で︑ここでどうしてもこれが必要だと思った

まとめができなかったのか︑そして︑石原参考人

うに六つの分野にわたって議論するということで

うことを述べておられます︒

らそれをまず進めるという前提で準備をして︑そ

が︑その外務省ができなかったことをどういう手

したので︑初めは外務省の外務審議官と︑それか

であれば︑まずその責任者が現地に行って︑現地

れで後で︑あのときも国会︑緊急な立法措置もや

段︑どういう方法で各省の説得ができたのか︑そ

いと実際の詰めがうまくいかなかったんです︒

ってもらったわけですけれども︑後からそれをフ
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ら通産審議官と︑それから財務官と︑この三人が

かし︑これを何とかしないと前に進まないという

その場合も︑関係業界の方も一歩たりとも譲らな

内閣のときにウルグアイ・ラウンド交渉というの

いというのでは結論は出ませんので︑そこは御理

御案内のように︑この法律は今はもう廃止され

を︑あれを取りまとめしたわけですけれども︑あ

ようなこともあって︑この点については︑与党と

とになって︑その段階では︑外務省だけではもう

ておりますけれども︑初めは︑もう一字一句たり

のときも関係者は大変な苦労をして︑御案内のよ

言わば政府の代表という形でアメリカ側とやって

手に負えない︑要するに官邸が調整役やってくれ

とも修正まかりならぬというような空気からスタ

うに︑あのときは米の問題が一番ネックになった

解をいただく必要があるんじゃないでしょうか︒

ということになってやったわけです︒

ートしたわけですけれども︑やはり最終的な結論

んですが︑国会では何遍も米は一粒たりとも輸入

も連絡取りながら︑関係議員の理解︑関係業界の

その場合は︑もちろんそれぞれの省庁も政府の

に至るまでには︑関係省とそれから政府・与党と

まかりならぬという趣旨の決議がありましたので︑

いたんですけれども︑結局︑詰めていくと︑各省

置かれた立場というのはそれなりに理解していた

一緒になって結論に持っていくという努力をいた

その国会の御理解を得るには大変な苦労があった

実は︑日米構造協議だけじゃなくて︑私は細川

だいているんですけれども︑やはりそれぞれの業
しました︒

わけですが︑しかし︑最終的にはいわゆるミニマ

理解を得て︑最終的には一定の修正をすると︒

界の反対︑それから更に言いますと︑業界の立場

○浜田和幸君 ありがとうございます︒

の現場を納得させないと話が詰まらないというこ

を代弁されております国会議員さんですね︑当時

う︑そういうところのベテラン議員さんの御了解

○参考人︵石原信雄君︶ 現在は︑もちろん︑今

渉に関してどういう今感想をお持ちでしょうか︒

しかし︑そのときに私は感じましたのは︑単に

な努力が要ったと︒

ども︑当時としてはそこまでこぎ着けるのに大変

ムアクセスという形で決着して︑まあ今はそれが

をいただかないとなかなか話が進まないという面

の内閣もＴＰＰの妥結というものを非常に重視し

内閣だけじゃなくて︑当時の農水省の幹部諸君も

それで︑翻って︑その当時のことを思い起こし

がありました︒

て臨んでおられるようでありまして︑直接的には

もう一体となってこの取りまとめに奔走したと︒

は自民党政権ですから︑自民党政権でいいますと

ですから︑そういう面では︑単に事務方だけで

鶴岡さんですか︑担当交渉官が︑責任者が︑役所

もちろん外務省は窓口ですから︑なんですけれど

良かったか悪かったか御批判はあるわけですけれ

は話が進まない︑やっぱり与党の幹部とも連携取

側の交渉官決まっておりまして︑そこを中心に議

も︑そういうその関係者の一体となった協力︑努

ていただいて︑今現在進行中のＴＰＰ︑これの交

りながら最終的な落としどころを決めていくとい

論し︑さらに担当大臣も決まっておられますから︑

力というものが妥結に至った原因ではないかと思

例えば商工族だとか農林族だとか建設族とかとい

うことがしばしばありました︒

まさに政府とそれから官僚組織と一体になってこ

典型的な例がいわゆる大店法問題というので︑

っております︒

当時の商工族と言われる人たちは絶対これは修正

よって利害関係のある業界の理解をどうやって得

この種の話というのは︑やはり関係の︑それに

います︒

次に︑中国とのことについてお聞きしたいと思

○浜田和幸君 ありがとうございます︒

れは進めているんだと思います︒

まかりならぬという立場でしたので︑当時の通産

るかということが非常に大事になってきますから︑

これは議員立法でできた法律ですので︑いわゆる

省も間に立って非常に苦慮をされたんですが︑し
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中両国に︑それぞれに相互不信感というのが根っ

ただきたいと思いますが︑ただ︑要は︑これは日

的なことを申し上げるのはちょっと控えさせてい

な問題ですから︑私のような過去の人間が評論家

○参考人︵石原信雄君︶ これはまさに今ホット

それだけでは不十分ということでしょうか︒

は開けているとおっしゃっているんですけれども︑

の具体的な意味︑総理はいつでも自分は対話の窓

ずもっと自信を持って中国と向き合うということ

ども︑今の日中間の状況を踏まえて︑批判を恐れ

れども︑というコメントをされているんですけれ

本の首相︑これは安倍総理を前提にのことですけ

に対しては批判を恐れずもっと自信を持って︑日

参考人は︑中曽根元総理との対談の中で︑中国

る官僚組織というものを使わないと適正な政治決

点についてはやはりそれをライフワークとしてい

結果がどういうことになるのかという︑そういう

実がどうなっているか︑そしてまたその選択した

ます︒ただ︑それぞれの政策決定に至る過程で現

針というのはもう政治が決めるべきものだと思い

財政問題でも︑やはり大きな方向付け︑大きな方

も︑あるいは産業経済政策の問題でも︑あるいは

○参考人︵石原信雄君︶ 社会保障分野の問題で

に捉えておるんでしょうか︒

うことの意味︑これを石原参考人はどういう具合

ったところなんですけれども︑この政治主導とい

今︑ちょうど国家公務員法の一部改正審議︑始ま

のは無謀ですということをおっしゃっています︒

なかなかそれが伝わらないということを振り返っ

ように記者諸君に丁寧に説明するんだけれども︑

内容を正確に分かりやすく国民に知っていただく

側とすると︑その時々のテーマについてその事柄︑

誤解を国民に与えてしまうこともあると︒役所の

するということはよくあると︑そうすると大変な

に来て︑本人の理解の範囲で記事を書いたり報道

若い記者が多く︑そのときのテーマについて取材

考人も︑私がびっくりするほど勉強をしていない

ってもらうことがとても重要なんだけれども︑参

上の課題について正確かつ分かりやすく国民に知

う立場を踏まえた上で︑役所の立場ですとか行政

の側の一員としてずっと接触してきたと︒そうい

人︑いろいろと長年マスコミの取材対象として官

努力をどうしたらいいのかということじゃないか

ないんでしょうけれども︑その不信感を和らげる

織の意見は聞いてもらいたいと︑決定はもちろん

その政策に関わる行政を専門にやっている官僚組

したがって︑政策を議論する場合には︑やはり

まえて︑マスコミへのアプローチの仕方あるいは

いろいろと苦労をされてきた︑そういう経験を踏

を正確に分かりやすく国民に伝えるという意味で

そういう中で︑きちんと内閣あるいは国の方針

ておられて︑新聞社によってはかなり色合いも右

と思いますですね︒ただ︑これは外交問題ですか

政治がすべきものですけれども︒もう役人の言う

情報提供の在り方︑そういうことについて御示唆

定はできないんじゃないかというのが私の経験か

ら︑私のような人間が評論家のようなことを申し

ことは信用ならぬということで︑政治だけで決め

をいただければと思います︒

こにあるんじゃないでしょうか︒だから︑その不

上げるのは控えさせていただきたいと思います︒

るんだという行き方は格好はいいんですけれども︑

○参考人︵石原信雄君︶ これは︑政府と官僚の

寄り︑左寄りと分かれていると︒

○浜田和幸君 それと同じ中曽根元総理との対談

私は結論は余り良くないんじゃないかと経験から

関係︑あるいは官僚組織とマスコミの関係︑これ

らくる感想です︒

の中で︑石原参考人は政治主導ということに触れ

申し上げます︒

信感をどうやって︑まあ完全になくすわけにいか

ておられて︑その政治主導という言葉は政治家だ

は基本的な問題だと思いますが︑私も長い間官邸

生活しておりまして︑本当に誤解に基づく報道で

○浜田和幸君 ありがとうございます︒
最後に︑マスコミとの関係について︑石原参考

けの政治という意味ではないはずだと︒やはり︑
専門知識を持つ官僚組織を排除して政策決定する
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苦慮したということはもう少なからずありました︒

私の方からは内閣人事局の件について御質問さ

もなかなか直接は感じてもらっていないなと︒あ

ようなテーマについては︑まさに念入りに過去の

もよりますけども︑やはり影響することが大きい

長くやったような形で取材に来ますから︑事柄に

両方おりまして︑しかし彼らは浅い人でもやはり

門に詳しい人と︑それから比較的経験の浅い人と

いずれにしても︑記者の皆さんの中には非常に専

適切なものを思い浮かべられないんですけれども︑

あったかというのを︑具体例といってもちょっと

の活性化にもつながるであろうと期待もするとこ

の方の能力の発揮がなされれば︑これは官僚組織

た中でより一層適材適所︑またそれぞれの公務員

定的に考えているところでございます︒そういっ

元管理をしていこうということについては私も肯

ように︑一元管理︑各省庁の縦割りではなくて一

でございますが︑先ほど来︑もうお話ありました

会議でも行われております国家公務員の制度改革

参議院に本日付託されて︑趣旨説明︑質疑が本

切な人事が行われて︑いい仕事ができるようにす

なくて︑やっぱりそれぞれの役所で適材適所で適

という︑そういう縦割り意識ということだけでは

りのそれぞれの省庁ごとでやっぱりやってほしい

やはり︑これ︑この不安というのは︑単に縦割

うかと思います︒

に判断されるんだろうかというようなこともあろ

れまで一緒に仕事をしたことないので︑どのよう

出身の様々な方々からすれば︑自分自身は全くこ

れる︑事務をされる他の省庁︑例えば他の省庁の

るいは︑内閣人事局で実際のその人事の作業をさ

経緯とか事実関係を説明すると同時に︑やはりそ

ろでございます︒他方で︑今それぞれの役所に属

るためにも︑やはりこの人事というのは一番の組

せていただきたいと思います︒

のよってもたらす影響などについても説明すると

して仕事をされている方からすれば︑もちろんこ

ですから︑今︑じゃ︑具体的にどういうことが

いうことが必要ではないかと思いますね︒

てほしいという︑そういう思いが公務員の方々の

織の要諦でもありますから︑本当にうまく機能し

考えつつも︑やはり一抹の不安もあるのが事実だ

中には強いんだろうと︑このように思うわけでご

の法案が通れば受け入れるということを積極的に

○会長︵武見敬三君︶ それでは次に︑堀井巌君︒

ろうと思います︒

○浜田和幸君 ありがとうございました︒
○堀井巌君 自由民主党の堀井巌でございます︒

える内閣官房副長官を務めておられました︒私に

考人におかれては︑官僚組織のトップであると言

う役所に入省いたしましたが︑もうその当時︑参

私は昭和六十三年に参考人と同じく自治省とい

てきた︑そのような思いがあったところで︑今度

きてもらった︑ある程度のコンセンサスを得られ

身の能力や何かについては︑実績については見て

それぞれの役所の中で︑長年の勤務の中で自分自

に自分は人事されるんだろう︑これまでだったら︑

りますので︑六百人というものを︑どういうふう

ということについて御見解を︑また御示唆を賜れ

というものが行われれば適切に機能していくのか

いう中で︑どのようなことに留意をしながら人事

ものが︑人事が︑人事局を中心に行われていくと

的に参画をされる幹部の方々︑この六百名という

まして︑特に︑この各省庁の中で意思形成に中核

そこで︑仮にこの内閣人事局というものができ

ざいます︒

とっては非常に雲の上の存在の石原参考人にこの

は六百人というと政治家の方からもなかなか自分

ればと存じます︒

それは︑やはり人事というのは組織の要諦であ

ような国会の場で御質問をさせていただきまして︑

のことは全然︑まあ面識もないなと︑知られてい

○参考人︵石原信雄君︶ 先ほども申し上げまし

質問の貴重な機会をいただきまして︑ありがとう

そして︑けいがいに接することができることを大

ないだろうなと︑どんなような仕事をしてきたか

ございます︒

変光栄に存じます︒よろしくお願いいたします︒
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ました︒もう人によって随分差があります︒

他の省庁との協議になかなか応じない幹部もおり

それぞれの省の立場を徹底的に主張して︑協調︑

内閣の方針に協力してくれる幹部と︑それから︑

いろいろ言われますけれども︑私の在職中でも︑

省の縦割りの弊害とか各省の割拠主義とか︑まあ

ことは基本的に賛成です︒というのは︑やはり各

人事に対する内閣の関与の度合いが強まるという

たが︑私は︑今回の法改正によって︑各省の幹部

そういう意味で私は今回の法改正には賛成であり

いか︑効果があるんじゃないかと︑そう思います︒

の幹部の心構えの上で一定の影響があるんじゃな

の具体の人事がどうということではなしに︑各省

内閣の関与が強くなるということはやはり︑個別

りました︒そういう意味で︑幹部人事については

影響しているのかなという感じすら持つことがあ

いものですから︑そういうことが意識の面で多少

最終的には任命権はその大臣であって内閣にはな

もおりました︒結局そういう人たちというのは︑

らうということが大事だと思います︒もうくれぐ

当程度個々の幹部の資質について十分把握しても

うになるわけですから︑協議に応ずる場合には相

の︑これ内閣と協議して人事の発令が行われるよ

があると思います︒そういう意味で︑私は︑具体

の特性︑能力︑考え方というものを把握する必要

あるいはこれに当たる人たちが相当程度一人一人

ついては︑官房長官なり担当する官房副長官なり︑

次官なりそれに次ぐようなトップになる人たちに

はかなり現実に違いますから︑やはり少なくとも

か主要局長というのとそれからそれ以外の幹部と

ですから︑私は次官会議を主催する過程で︑人
ます︒

事異動で新たに事務次官に就任される諸君には必

れもそのときの思い付きでこれが行われるという

これは限界があると思います︒ですから︑やはり

要は︑官僚諸君が国政に全力で取り組むことが

ただし︑先ほど申しましたように︑そうかとい

時に︑次官会議は閣議の補佐機関でありますし︑

適格審査を行い︑名簿を作るときの︑何というか︑

できるような環境をつくるということがどの内閣

ず︑次官というものはそれぞれの省を束ねる事務

事務次官というのは︑やはり国政をサポートする

基礎作業というか基礎データというか︑それはそ

にとっても必要なことでありますから︑内閣と官

ことはあってはならないと思います︒そこが各省

内閣の補助機関である事務次官会議のメンバーと

の個々の幹部職員を採用のときからずっと見てき

僚組織との信頼関係が失われないように︑信頼関

って︑六百人の幹部人事について時の内閣のスタ

して国政万般に対する思いも頭に入れてほしいと︒

たそれぞれの省庁の御意見というものを参考にし

係がしっかり継続されるような人事管理をしても

方のトップですから︑それぞれの省の立場を考え

言うなれば︑半分各省代表︑半分内閣の一員とい

て作られるべきだと思うんですね︑知らない人が

らいたいなと思います︒

の官僚諸君が一番恐らく気にするところではない

うぐらいの気持ちで対応してほしいということを

作るということはもう非常に危険ですし︑弊害が

○堀井巌君 貴重な御意見賜りまして︑誠にあり

ッフがどこまで一人一人のことを把握できると︑

常に申し上げてまいりました︒

ありますから︒したがって︑私は具体的な名簿作

がとうございました︒

て行動するというのは当然ですけれども︑ただ同

経験からいいますと︑多くの方はやはり内閣の

成の過程ではそれぞれの省庁の意見を十分参考に

かと思います︒

一員として︑それぞれの省庁の言い分はあるけれ

○有村治子君 石原参考人︑本日は貴重なお話を

君︒

○会長︵武見敬三君︶ それでは次に︑有村治子
六百人といいましても︑そのポストによって︑

していただきたいなと思います︒

くれる人が多かったんですが︑中にはやはりいろ

国政全体に影響を及ぼすような例えば事務次官と

ども︑内閣の方針であればということで協力して
んな事情で調整に応じないで最後まで頑張る次官
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このお話を伺うこと自体が戦後日本の政治史の貴

というふうに改めて感動いたしましたし︑また︑

右肩を担ってこられた事務方エースの御見識だな

ですが︑さすが歴代の内閣で本当に必要とされて

考人のお話を直接お伺いする機会をいただいたん

ありがとうございます︒今日︑私は初めて石原参

と非常に大きな決断を双方がしたんだなというふ

○有村治子君 私も︑慣例ということから考える

けした次第です︒

ることで悪影響が出るのはいけないと思ってお受

あったものですから︑それでは国政万般に私が断

も参考人として出席してほしいという再度要請が

ですけれども︑再度︑国会審議の都合上どうして

何とかそこはその問題を明らかにしてほしいとい

らなければこの問題は収まらないということで︑

とを非常にこだわっていると︑その点が明確にな

たちが自分たちの意に反する形でされたというこ

たんですが︑やはり韓国側は︑慰安婦とされた人

のですから︑その限りのことは談話として発表し

を持ったということは通達その他で立証されたも

点について調査︑国内の資料その他を調べたんで

重な一面を議事録に残すということで意味のある

そのときに御発言された石原参考人の御発言の

すけれども︑どうしてもその資料が出てこなかっ

う再三要請があったわけです︒それで︑再度その

そこで︑限られております十五分の中で四問質

中で︑日本の善意というのが生かされてこなかっ

たわけです︒

うに私も印象として持っておりますが︒

問をさせていただきますので︑お答えをいただけ

た︑日韓の関係の中で︑河野談話のときに掛けた

ことだなと改めて敬意を持つ次第でございます︒

れば有り難いと思います︒

うものを指されるんでしょうか︒

ありまして︑その点についてどうするかというこ

たかどうかの認定をしてもらいたいという要望が

そこで︑韓国側の要望がありまして︑慰安婦と

も︑河野談話が発表をされてから二十年以上たっ

○参考人︵石原信雄君︶ 善意という意味は︑御

とを内閣の中でも議論いたしました︒

日本の善意が生かされなかったということで︑こ

たこの時期に︑大変御発言慎重な石原参考人がな

案内のように︑あの河野談話を出す前に︑その前

慰安婦とされた人たちというのは日本国内には

この二月に石原参考人は河野談話について国会

ぜこの時期に国会の招致に応諾をされて︑そして

に加藤談話という加藤官房長官の報告というのが

いないわけですね︒全て韓国内にいるわけですか

された人たちの証言を聞いてもらいたいと︒その

国会にいらしたのか︑なぜこの時期にお受けにな

あるわけですけれども︑それは当時のいわゆる従

ら︑どういう人か︑どういう状況にいるというの

れは後に菅官房長官も引用をされていらっしゃる

られたのかということについてお伺いしたいと思

軍慰安婦とされた人たちの募集とか管理とかその

は当方は確認のしようがないわけです︒そこで︑

の招致をお受けになられました︒そのときの答弁

います︒

他の問題についてどういうことがあったのか︑客

そうかといって私どもは初めから反日運動をやっ

証言の結果で︑どうするかという︑強制性があっ

○参考人︵石原信雄君︶ 実は︑衆議院の予算委

観的な資料︑当時の通達とか連絡とかいろんな資

ているような人から聞いたって︑それでは︑賠償

ところなんですが︑日本の善意というのはどうい

員会の方から参考人に出てもらいたいというそう

料を全省庁を挙げて探したわけですが︑その結果

というのはかなり引用もされているんですけれど

いう希望があるということを官邸の方から私は受

は立証されないということで︑だから︑言わばバ

が懸かっていますから︑客観的な事実というもの
ですから︑いわゆる慰安所なるものがあって︑

イアスの掛からない︑しかし自分の過去について

は加藤談話として発表いたしました︒

が必ずしも正確でないおそれもあるから︑なろう

それの運営管理について当時の軍が一定の関わり

けたんですが︑私も二十年も前の話ですし︑記憶
ことなら御辞退したいということで申し上げたん
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をする手段がないわけですね︑国内にいないわけ

これは︑ですから身元調査その他は当方はそれ

行うということについて︒

人の方を選んできたわけです︑そのヒアリングを

の話を聞いてほしいと︑そういうことであの十六

○参考人︵石原信雄君︶ あの十六人の方々はそ

け止めようという善意があったということですか︒

て強制性があったというところをそのとおりに受

とされる方々あるいは主張される方々が意に反し

こと︑そして︑その韓国からは︑いわゆる慰安婦

韓国の主張を受け入れたということが善意である

てきていて︑二月の招致になったと思うのですが︑

○有村治子君 それが今再燃するような形になっ

は一切持ち出すことはなかったわけです︒

後は︑少なくとも韓国政府は慰安婦問題というの

ですから︑御案内のように︑あの談話を出した

を信じてあの談話を出したわけです︒

うふうに韓国側も言っておりまして︑我々もそれ

未来志向で行きましょうという条件ができるとい

ですから︒

れぞれ︑それぞれの立場でそれぞれの状況をこち

現在︑官房長官が︑見直しはしないけれども検証

そうすると︑ヒアリングをするということ自体︑

ですから︑言わば韓国側の︑そういう日本側の

らの担当官に陳述していただいたわけです︒それ

はするということを証言︑国会で何度も答弁され

真実を語り得るような人を集めるからその人たち

希望に︑注文に沿った人選をするから︑そしてま

らの陳述を全部報告を受けて︑トータルとして︑

け止めているんですが︑韓国とのすり合わせがあ

た︑この人たちには外部からプレッシャーを掛け

○有村治子君 河野談話によって当時の日本は何

ったと当時思われるというふうに国会でおっしゃ

ているんですけれども︑そのときに引用されるの

が︑やはり日韓両国がいつまでも過去の問題にこ

を得ようとされていたんでしょうか︒

った︑その根拠というのはどこに当たるんでしょ

この十六人の方々の中にはやはり意に反する形で

だわっているのはよくないと︑未来志向で行きま

○参考人︵石原信雄君︶ 何を︒

うか︒

ない形で真実を語ってもらうという環境の下でヒ

しょうという︑そういう状況の中で︑それならば

○有村治子君 河野談話を発することによって当

○参考人︵石原信雄君︶ 河野談話の原案作成は︑

が石原先生の二月の発言で︑韓国とのすり合わせ

本人の︑当事者の意見をヒアリングしましょうと

時の日本は何を得ようとされたのでしょうか︒

当時の外政審議室の事務方で案を作ったわけです

慰安婦とされたという人がいるということは否定

いうことになったわけです︒

○参考人︵石原信雄君︶ やはり日韓の︑日韓関

けれども︑その過程で︑韓国側でいろんな要望を

アリングに応ずるから是非やってほしいという︑

ですから︑その最後のヒアリングに踏み切り︑

係がやはりこの問題でいつまでもこだわっていて

言っているということは私も耳にしておりました

が当時あったと思われるという︑これは随分強い

その後ヒアリングを行ったということ︑それはも

は未来志向の関係に移行できないということで︑

から︑だからその文案︑よく外交案件のようなも

できないという結論になったわけです︒それがあ

う我が国としては大変な︑日韓関係のために善か

河野談話を発出することで︑言わば彼女たちが︑

のは︑相手方納得させなきゃ意味ないわけですか

そういう要望で︑じゃ︑それに応えてやりましょ

れという気持ちでこれは決断したわけですから︑

意に反する形で慰安婦とされた人たちがいるとい

ら︑そういう意味で︑向こう側の意見も念頭に置

お言葉だなと︑証言だなというふうに私自身も受

そこのところを私は申し上げたわけです︒

うことを認めるということで︑韓国側も︑これで

いて文案を調整するということはよくあることな

の河野談話の表現になったわけです︒

○有村治子君 大事なことなので確認をさせてい

この問題は過去の問題︑一応区切りを付けると︑

うということになったわけです︒ですから︑そこ

ただきます︒
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私は︑菅官房長官として役目を果たすというこ

メントをありがとうございます︒

○有村治子君 ありがとうございます︒貴重なコ

はないかという答弁をしたわけです︒

したから︑そのすり合わせというのはあったので

うことを言っているということは耳にしておりま

くあることですから︑あの場合も韓国側がそうい

どういう形でというのは知りませんけれども︑よ

ですから︑私は河野談話の場合も︑どの部分を

局ができて官邸の人事のグリップ力が強くなるわ

すから︑今回の改正というのは︑一つ︑内閣人事

ーシップというものをすごく期待していたもので

立法権に縛られながらも︑しかし行政権のリーダ

んですけれども︑やっぱり地方が求めていたのは︑

フティーネットという意味ではすばらしい機構な

いうことでありますから︑これはある意味︑セー

テムなんですけれども︑国の場合は議院内閣制と

程度リーダーシップが発揮できる︑そういうシス

それは︑やっぱり地方は首長制度ですからある

いうのはすごく私も感じた一人なんですけれども︒

識というのをすごく感じて︑縦割り行政の弊害と

だいたんですが︑そのときにも省庁のライバル意

岸戦争の頃の海部内閣の大臣の秘書もさせていた

をしていたんですけれども︑ちょうどそれこそ湾

ね︒その前に︑僕は議員の秘書を︑代議士の秘書

庁を引きずりながらの新しい市役所だったんです

んですね︒そうしたら︑どうしても元々の出身省

ども︑私︑ちょうど合併したところの市長だった

れども︑よく素人の考えだとよく言われますけれ

ただ︑これは先生の御見識を聞きたいんですけ

す︒

とでは︑見直しはしないけれども検証はするとお

けですから︑ある意味リーダーシップが少し前進

六百人の審議官級以上の任命権というのもすご

んかは望んでいたと思うんですね︒

っしゃっていますが︑真実を明らかにするという

するのかなということで︑私も非常に賛成はいた

んです︒

のは国民の知る権利に応えることになりますし︑

しております︒

○会長︵武見敬三君︶ 井原巧君︒

以上で私の質問を終わります︒

ぜあいつがなったんだとか︑そういう直接的な人

に下りてみたら︑俺のことを余り知らないのにな

上を今回は任命をするということですから︑現場

っているのは︑同じように︑六百人の審議官から

先ほど堀井先生が話あったように︑一つ気にな

いうのが︑すごくいいことでもあるし︑しかしあ

行ってもやっぱり外務省が本籍地となっていると

魂百じゃないですけれども︑総務省から外務省に

しようとも採用された本籍地というか︑三つ子の

すごく大事にするわけですね︒どんな役所に出向

やっぱり役所の方の官僚のお話聞くと︑本籍地を

く大事なグリップだと思うんですけれども︑逆に︑

その真実を明らかにすることは日本の立場を強く

○井原巧君 自民党の井原でございます︒この七

事の納得感のところに審議官から上の方々に不満

る意味弊害もあったのではないかなというふうに

することになる︑つながっていくと私は思ってお

月に国政に参画したので経験浅いんですけれども︒

感を出ないかという一つ心配は少しあります︒

いる中に︑できるだけ時代の変化に対応できるや

いですけれども︑今これだけ世界の情勢が動いて

から国を見るときに︑ダーウィンの進化論じゃな

れども︑よく地方自治をあずかるときに地方自治

は私も評価したいというふうには思っているんで

も持っているんですけれども︑一つ前進したこと

う中の内閣人事局という︑少しその辺の不安は私

う言い方は大変失礼かも分かりませんが︑そうい

恐らく実際問題は︑各省庁からの寄せ集めとい

でされて︑そしてその赴任先を内閣が任命して逆

キャリアの採用をやっぱり官邸というか内閣の方

とか六百人程度だと思うんですけれども︑例えば︑

ですけれども︑キャリア官僚の採用も年間五百人

感じるところあるので︑私個人の考えではあるん

ります︒

この参議院になる前に首長をしていたんですけ

っぱり国政をということを特に地方の首長さんな
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先生のお考えを教えていただけたらなというふう

ではないかなというふうに考えるんですけれども︑

のを置けばもっともっと官邸の機能が強化するの

入口の方にもう少し官邸の任命権︑採用権という

後はないので︑私は︑どちらかというと︑採用の

横断的なそういう機会というのは余り採用された

やったり各省庁がやったりしますけれども︑省庁

官僚の方の研修というのは︑もちろん人事院が

とが非常にできやすいのではないかと︒

リップ力の強化とか︑そういう人材を育成するこ

もう少し結果的には︑総合調整機能とか官邸のグ

全体を見る意識を最初に植え付けることによって︑

に各省庁に行かせるような︑そういう人材の国家

知事と接触する機会がありますから︑人事をする

部職員になるような人はもう若い頃から市長なり

す︒また︑多くの場合は︑自治体の場合には︑幹

ありませんで︑全て一括採用︑幹部も一括採用で

は︑御案内のとおり︑全くもう部ごとの採用じゃ

していないんです︒その点は︑地方自治体の場合

なってしまうという反対が強くてこれまでは実現

機というのか︑そういうものが内閣一括ではなく

の試験を受けて入ってくる人が多いので︑その動

たいとかという︑そういう目標があって幹部職員

やりたいとか︑経済がやりたいとか︑自治をやり

うか使命感が出てこないと︒やっぱり社会保障が

の役所に行くか分からないというのでは︑何とい

になるということは分かっているけれども︑どこ

ものについてお伺いしたいと思います︒

内閣官房長官の談話という極めて日本的な性格の

議院内閣制における内閣の権限の絡みの中で︑

○片山さつき君 ありがとうございます︒

○会長︵武見敬三君︶ では︑片山さつき君︒

す︒

す︒

が据わるような方が育てばなというふうに思いま

グローバルに︑国家のために︑国民のために目線

やっぱり縦割り行政の弊害をなくしてできるだけ

けれども︑やはりせっかく内閣人事局をしたら︑

○井原巧君 なかなか難しいことだと思うんです

場合にもある程度市長なり知事は知っているとい

私自身も官僚を二十三年やっている間に内閣官房

今︑有村議員から関連の質問が出たんですが︑

いいお話︑ありがとうございました︒終わりま

に思います︒
○参考人︵石原信雄君︶ 今おっしゃるとおり︑

長官談話の起案をする立場のところにいたことが

定や総理ということになるといろいろ禍根が生じ

うことがあるんですけれども︑中央政府の場合に

そこで︑一括採用はできないけれども︑それに

るだろうなというときにこの形式を使っておりま

各省の縦割り意識︑縦割りの弊害︑その根幹には

近い形で何か方法はないかというようなことは今

すが︑はっきり言って︑他の議院内閣制の国にほ

ございます︒外交・安全保障関係が多いですが︑

ですから︑これまでも公務員制度改革のたびに︑

までも随分議論されてきております︒ですから︑

とんど例がない︒官房長官は副総理ではない場合

は非常に組織が大きいものですから︑なかなかそ

少なくとも︑いわゆる上級職というんでしょうか︑

私は︑今回︑制度改正で人事局が少なくとも幹部

が多いですよ︒

各省の人事権が各省大臣にあって内閣にはないと︑

幹部職員たるべき者は内閣で一括採用して︑それ

人事は名簿に登載した中から選ぶというふうにな

それで︑今回のこの河野談話は︑その数ある官

各省庁がそれでは手に負えず︑かといって閣議決

でそれぞれの省に配属させるというふうにしたら

るわけですから︑その過程でいわゆる省庁帰属意

房長官談話の中でここまで︑どういう御意見の方

こはできないと︒

どうかと︒これ何回か議論があるんですけれども︑

識というのを少しでも弱めるというか︑そういう

もこの場にいらっしゃいますが︑要するにここま

それはもうよく言われることで︑私もそれは全く

やはり︑じゃ︑一括採用した場合に︑職員が自分

工夫はあり得るのかなという気がいたします︒

否定できない現実だと思います︒

はどこの役所に行くか分からないと︑政府の役人
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とで報道されたものによると︑平成五年の二月に

最近︑この外務省アジア局の内部文書というこ

一官房長官談話がね︒

で引っ張っちゃっているということは事実ですよ︑

もないと︑およそ国の金が出るような話は基本条

思っていて︑どう解していたかというと︑とんで

全て入ってくるんですよ︒はっきり言って︑どう

に強くて︑およそ新聞に出るようなことは全て︑

当時主計局にいましたから︑当時の大蔵省は非常

すけれども︑これは御案内のように︑閣議決定し

話というものの性格というか位置付けというかで

○参考人︵石原信雄君︶ まず︑内閣官房長官談

いと私は思いますが︑いかがお考えでしょうか︒

うことが行われているように︑できないことはな

表しております︒そういう意味で︑内閣の全体の

従軍慰安婦問題の今後のシナリオというタイトル

なぜこのアジア局の上奏を半ば認める形で内閣

気持ちを代弁したものだということは間違いあり

たものではありません︒ただし︑その内容につい

て実施することを検討と︒その理由としては︑一

官房としての調整が恐らく行われたのかというの

ません︒

約で全部終わりなんだから︑当然ないんでしょう

部には軍又は政府官憲の関与もあり︑自らの意に

は︑官房長官談話の中身がこのアジア局の内奏︑

今の片山委員の御指摘の︑なぜ外務大臣談話で

のアジア局の文書があって︑元従軍慰安婦への聞

反した形により従軍慰安婦とされた事例があるこ

上奏の形に非常に近い形になっておりますので︑

なかったのかということですが︑これは︑先ほど

ては︑閣僚の皆さん方には納得していただいて発

とは否定できないことであり︑なぜそこまでアジ

もしお答えに差し障りがなければ︑なぜそのよう

も申しましたように︑いわゆる従軍慰安婦問題と

というスタンスだった記憶がありますが︒

ア局が言うかということについては︑この文書に

に思われたのかと︒

き取りについて必要最小限の形で言わば儀式とし

よれば︑韓国側が日本が何とか関与したことを認

責任持って︒その外交が失敗したら︑もうそれは

かの国だったらこれは外務大臣がやることですよ︑

て外に出ても不思議はないものですが︑これ︑ほ

るものかどうかは知りませんが︑情報公開によっ

ですが︑このアジア局の内部文書が情報公開によ

ミング的には合っているお話なのかなと思ったん

のそのお話を伺っていると︑まあ︑ある程度タイ

りまして︑先ほどの有村議員に対する石原参考人

とを言っているというような文書が報道されてお

うまくいかないし︑そこができるんだったら︑外

んですね︒そこは変えない限りはあらゆることは

まあまあと言うんですよ︒この差は非常に大きい

い自分の国の弁護だけ言うんですよ︒日本だけは

おりましたが︑ほかの国の外交官はうるさいぐら

私はほかの国の外交官がいっぱいそろった学校に

からです︒相手の国見ているからですよ︒これは︑

国益を正面に挙げずに仕事している唯一の官庁だ

ないかの理由は︑簡単なんですよ︑各省庁の中で

したが︑我が国の外務省がなぜ内政をまとめられ

談話というものを発出することになった場合に︑

ってきたものですから︑当然︑その延長線でこの

から︑この問題の取りまとめそのものが内閣がや

料の収集を行うという形になったわけです︒です

閣官房が直接担当する形で︑各省の協力を得て資

次々と範囲を広げて︑結局もう最後は内閣が︑内

に負えないということで︑そこで︑関係する省庁︑

れども︑厚生省だけではとても調査できないし手

他をやってもらおうということであったんですけ

という意味で厚生省︑当時の厚生省に調査︑その

う段階から︑これは初めは戦後処理の問題の一環

いうのが提起されて︑この実態を調査しようとい

それだという話ですよね︒ところが︑内閣官房長

務省が外交の難しい交渉を一つ上の外交の一元化

官房長官談話という形になったと︑私は理解して

それから︑先ほど浜田議員がおっしゃっていま

官が背負ってしまったと︒この手の話は︑それか

としてまとめることは︑ほかの国でもよくそうい

めてくれないと要は収まらないというのに近いこ

ら︑アジア基金の話が持ち上がったときに︑私は
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極めて軽く流れ過ぎているという感じがするもの

少なくとも︑やっぱり︑我が国は四十七都道府

ですが︑どうぞよろしくお願いします︒

ける統治機構︑それを入れて︑道州制の問題も議

もう初めから︑ですから︑これは外務省からも官

県かな︑都道府県を持ち︑そしてそういう中で二

○参考人︵石原信雄君︶ 地方行政の在り方の基

おります︒当時の状況では︑やはりこの問題は日

邸で対応してもらいたいということであったわけ

十の政令指定都市を持ち︑それからまた三十万前

本の問題ですけれども︑御案内のように︑各地域

ですから︑そういう意味で︑ずっと地方自治をタ

です︒

後の中核市を持ち︑そして小さな市から小さな町

の行政というのは︑いわゆる広域的な問題は府県

論されていますですね︑それについてどうお考え

そういうことで︑外務省に対する批判というの

村︑まさに限界集落を持っているような状況の中

ですけれども︑住民生活に関わる問題は市町村が

韓関係全般に響いてまいりますから︑外務大臣レ

は︑私はそれをする立場にありませんけれども︑

での全体としての︑日本の国全体の統治機構に関

担当することが望ましいという考え方に立ってお

ッチされてこられた石原先生にそれについての御

やはり御案内のように︑外交というものは基本的

する︑どういう形がいいのかということについて︑

りますね︒しかし︑残念ながら︑従来は︑市町村

なのか︒

には内閣が行うわけであります︒そして︑その一

ずっと地方自治を研究していらっしゃるわけでご

によっては行財政能力が非常に限りがあるので︑

ベルではなかなか対応が難しかったと思います︒

翼を担って︑担当大臣と︑主任の大臣として外務

ざいますから︑それについての御意見を是非いた

その分はやはり府県が補完せないかぬということ

意見をお伺いできればという具合に思っているん

大臣が一定の役割を果たしているわけですが︒も

だきたいという具合に思っているんですね︒

で︑現実には府県というものがかなりの部分を担

うそもそも外交というのは内閣が行うということ

まあ︑大阪の問題も起こってきた︑極めて大き
な問題は︑大阪府とそれから政令市である大阪市

しかし︑明治二十一年の市制町村制以来︑市町

でありますので︑どこの省というわけにいかない
ようなテーマについてはやはり内閣が一定の行動

あるいは堺市という問題と︑それからまた︑全国

当してきたのが実態です︒

をすると︒そういうことで︑あの場合は官房長官

村の行財政能力の強化というのは一貫して政府が

当時は︑ちょうどその頃四十七府県というのが確

で見ると︑それにかてて加えて大変な大きな過疎
私は大分の出身ですけれども︑大分市を除く地

定したわけですけれども︑その頃の市町村という

談話という形に自然になっていったということで

域は︑ひどいところは人口が︑日本の人口が終戦

のは一万五千以上あったわけですね︒それがその

務めてまいりました︒ですから︑当時︑二十一年

衛藤一君︒

のときは八千万ぐらいだったのが一億二千七百万

後︑昭和の合併︑平成の合併を経て︑現在は千七

地を抱えていると︒

○衛藤一君 石原先生に是非︑今道州制の問題

になったにもかかわらず︑大分の地方の人口は大

百ぐらいになっている︒約もう一割程度になって

はないかと思います︒

だとかいろいろな問題が起こったり︑あるいは大

体三分の一とか︑平均して大体三分の一になって

○会長︵武見敬三君︶ ほかに発言は︒それでは︑

阪都構想というような話もありますけれども︑今

もっとも︑その背景には︑交通体系の整備とか

力が多くなっております︒

おりまして︑市町村というものが非常に行財政能
この大きなアンバランスを抱えている中で︑本

いますね︒

ざいましたけれども︑特に︑私︑今重要なのは︑

気で議論しなきゃいけないと思っているんですが︑

内閣の総合調整機能と国会の関係というお話でご
さらに国の在り方の中で︑国と地方の︑地方にお
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ようになっております︒現に政令市の場合は︑府

しておった仕事の相当部分は市町村が担当できる

その結果どうなったかというと︑従来府県が担当

の努力が重ねられて今日の状態になっております︒

村については︑ずっと引き続き︑その強化のため

ものがありまして︑それに対応するために︑市町

通信手段の発達とかあるいは経済の広域化という

念できるんじゃないかと︒

中央政府はもう外交とか防衛とかという問題に専

任せることができるんじゃないかと︒そうすれば︑

りの程度各ブロック単位の例えば道州なら道州に

る産業政策とか民生安定政策とかというのはかな

そうすれば︑当然︑中央政府が持っているいわゆ

いかと︑効率化にもなるんじゃないかと︒そして︑

ック単位ぐらいに広げた方が実態に合うんじゃな

じが正直言ってしているんですね︒

い議論はしない方がいいんではないのかという感

だ︑何か道州制やればうまくいくみたいな余り軽

らいの覚悟でやらなきゃいけないんだろうと︒た

う意味では︑もう一回︑第二の廃藩置県をやるぐ

持つのかということをしないと︑だから︑そうい

いるのではないかと思います︒

大きな流れとしてはそういう再編成の時期に来て

るか︑いろいろ御議論はあるんでしょうけれども︑

したがって︑私は︑道州制の中身をどう構築す

ところが︑現実の地方は︑今︑私ども︑大分県も

すよね︑やっぱり︒二︑三万というところでも︒

見ても︑本当に三万や五万というのはやれないで

現状における市町村でも︑私もいろんなところを

当にどれぐらいの規模であったらやれるのかと︒

か︑ぐらいにということですけれども︑これが本

今︑一万五千あったものが今一万六千前後です

県が担当するのはもう警察官の人件費と教員の人

市町村については今のように十分の一まで再編成

○衛藤一君 地方自治から見るとそのとおりな

相当合併をしたわけですけど︑やっぱり一定の規

件費ぐらいで︑実際の市民生活の関係の行政とい

したのに︑府県は四十七のままなんですね︒これ︑

んでしょうけれども︑現実に私ども︑ずっと地方

というものはいわゆる補完行政︑広域行政を担当

に大きくなったということを踏まえまして︑府県

態からするならば︑市町村の行財政能力が飛躍的

いずれにいたしましても︑私は︑今の行政の実

っているということもあるんだろうと思います︒

いうのは府県制度というものがかなりネックにな

場合でも︑やはり︑いわゆる一票の格差の問題と

な意味で問題を提起している︒例えば選挙制度の

のイメージを先に明らかにしながらいかないとと

ぱりまだ全然統一もされていなくて︑そっちの方

ないけど︑そのぎりぎりのところというのがやっ

思うけれども︑田舎ではそれはまた無理かもしれ

ばやっぱり二十万前後ぐらいあってもらいたいと

も︑さて︑どれぐらいなんでしょうかね︒できれ

いうのは︑これは市長経験者もおられますけれど

あった機能が全部やれるというような市の規模と

を見ていましても︑実力でそういうことが︑県に

うのは御案内のように非常に強い反対があること

ですから︑現実問題として︑道州制の問題とい

いうことは無理だと思うんです︒

やはり三十万程度でないといろんな行政をやると

いうことが望ましいわけですが︑その人口規模は

最も身近な自治体としていろんな機能を果たすと

○参考人︵石原信雄君︶ 私は︑市町村が住民に

のところはどうですかね︒

模は最低要るねという感じを持つんですが︑そこ

ですから︑私は︑そういう変化を考えますと︑

うのはほとんど市が担当しております︒

結局府県がそのままであるということは︑いろん

するわけですけれども︑その後の過去百年の変化

廃することについては物すごい反対があることは

も承知しております︒現在の府県というものを撤
ですから︑いわゆる地方自治体の規模とか単位

事実ですが︑それと同時に︑今のそれ以下の小さ

ても進まないんじゃないのかなと︒

ですから︑やはりここで︑少なくとも国内行政︑

とか広さとか︑それをどの程度にして︑どの程度

にほとんど対応していないんですね︑制度的には︒
住民行政に関わるものは︑今の府県単位からブロ
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な規模の町村ですね︑市町村︑小さな規模の市町
村をどうするかという問題を同時にこれは考えて
いかないと︑単に道州にすれば済むという話じゃ
ないわけです︒
だから︑私はもう経験的に言いまして︑今︑御
案内のように︑中核市は三十万以上が中核市にな
っておりますが︑その辺以上は市単位でもう相当
のことをやれると思います︒しかし︑それ以下の
町村なり︑小さな二万︑三万の市になりますと︑
これはやっぱり能力に限界がありますから︑それ
を補完する組織を︑今の府県単位にするのか︑ど
こか要するに︑いわゆる対等の立場での連合組織
にするのか︑やはり補完する組織を同時に考えな
いと︑大きな都市だけを頭に置いて再編成すると
いうのは無理だと思います︒やっぱり補完制度を
どう構築するかがポイントではないでしょうか︒
○衛藤一君 ありがとうございました︒
○会長︵武見敬三君︶ それでは︑以上で参考人
に対する質疑を終了いたします︒
石原参考人におかれましては︑長時間にわたり
貴重な御意見をお述べいただきまして誠にありが
とうございました︒本調査会を代表いたしまして
厚く御礼を申し上げます︒
︵拍手︶
本日はこれにて散会いたします︒
午後三時五十分散会
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