【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

君︑寺田典城君︑吉田忠智君︑清水貴之君︑古賀

去る二十三日までに︑安井美沙子君︑宇都隆史

委員の異動について御報告いたします︒

員会を開会いたします︒

○委員長︵金子原二郎君︶ ただいまから決算委

︵その２︶
︑平成二十四年度一般会計国庫債務負

経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書

特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による

庁所管経費増額調書︵その１︶
︑平成二十四年度

条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各

１︶
︑平成二十四年度特別会計予算総則第二十二

費使用総調書及び各省各庁所管使用調書︵その

用調書︵その１︶
︑平成二十四年度特別会計予備

であります︒

十七日に使用を決定いたしました金額は十六億円

兆四百八十四億円余のうち︑平成二十四年三月二

平成二十三年度各特別会計予備費の予算総額一

す︒

定いたしました金額は七百四十八億円余でありま

二十四年三月二十七日までの間において使用を決

百億円のうち︑平成二十三年四月十九日から平成

平成二十三年度一般会計予備費の予算額三千五

平成二十六年五月二十六日︵月曜日︶
︵未定稿︶

友一郎君︑平木大作君︑滝波宏文君︑馬場成志君︑

担行為総調書︵その１︶
︑以上十件を一括して議

午前十時開会

舞立昇治君︑江崎孝君及び吉良よし子君が委員を
題といたします︒

平成二十三年度特別会計予算総則第十七条第一

辞任され︑その補欠として相原久美子君︑柳本卓

項の規定により︑平成二十三年四月の十八日から

平成二十四年三月二十七日までの間において経費

まず︑財務大臣から説明を聴取いたします︒麻
生財務大臣︒

治君︑柴田巧君︑又市征治君︑藤巻健史君︑山谷
えり子君︑新妻秀規君︑西田昌司君︑森屋宏君︑

の増額を決定いたしました金額は四千九百三十八

第二に︑平成二十四年度一般会計経済危機対

○国務大臣︵麻生太郎君︶ ただいま議題となり
旧・復興予備費使用総調書及び各省庁所管使用調

応・地域活性化予備費の予算額九千九十九億円余

佐藤正久君︑前川清成君及び仁比聡平君が選任さ
│││││││││││││

書外八件の事後承諾を求める件並びに平成二十四

については︑平成二十四年十月二十六日から同年

億円余であります︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 平成二十三年度一般

年度一般会計国庫債務負担行為総調書︵その１︶

十一月三十日までの間に︑全額その使用を決定い

ました平成二十三年度一般会計東日本大震災復

会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及

の報告に関する件につきまして︑その大要を御説

れました︒

び各省各庁所管使用調書︑平成二十三年度一般会

たしております︒

平成二十四年度一般会計予備費の予算額三千五

明申し上げます︒
初めに︑予備費使用総調書等につきまして御説

計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書︑
平成二十三年度特別会計予備費使用総調書及び各

書及び各省各庁所管経費増額調書︑平成二十四年

算総則第十七条第一項の規定による経費増額総調

うち︑平成二十三年八月十九日から平成二十四年

旧・復興予備費の予算額五千六百五十六億円余の

まず︑平成二十三年度一般会計東日本大震災復

兆一千六百四十九億円余のうち︑平成二十四年十

平成二十四年度各特別会計予備費の予算総額二

しました金額は一千百三十一億円余であります︒

年十二月二十日までの間において使用を決定いた

百億円のうち︑平成二十四年六月の十二日から同

度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用

二月十日までの間において使用を決定いたしまし

月の二十六日から同年十一月三十日までの間にお

明申し上げます︒

総調書及び各省各庁所管使用調書︑平成二十四年

た金額は四千九百九億円余であります︒

省各庁所管使用調書︑平成二十三年度特別会計予

度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使
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六億円余であります︒

いて使用を決定いたしました金額は三千三百九十
等十件を一括して議題とし︑質疑を行います︒

びにただいま説明を聴取いたしました予備費関係

年度決算外二件及び平成二十四年度決算外二件並

ますが︑外国人機長なんですよ︒今︑日本人の機

トはアルゼンチンの機長だというふうに聞いてい

この背景を調べますと︑まさに︑このパイロッ

一項の規定により︑平成二十四年七月の六日から

成二十四年度決算外二件の質疑は准総括質疑でご

なお︑本日の平成二十三年度決算外二件及び平

そして︑そのために日本人のこの安全性が損なわ

長が足らないから︑外国からどんどんやってくる︒

平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第
平成二十五年二月二十六日までの間において経費

れているんじゃないかという問題なんです︒こう

いうことになっているのはまさに競争政策が問題

ざいます︒
質疑のある方は順次御発言を願います︒

じゃないかと思うんですけれども︑航空局の御回

きましたが︑今日︑予算委員会でも質問してまい

ます︒

○政府参考人︵田村明比古君︶ お答え申し上げ

答をいただきたいと思います︒

りましたけれども︑ＪＡＬ再生問題について改め

決算委員会︑久々に質問の機会を与えていただ

○西田昌司君 自民党の西田でございます︒

の増額を決定いたしました金額は一千二百五億円
余であります︒
以上が︑予備費使用総調書等についての大要で
あります︒
何とぞ御審議のほどよろしくお願いを申し上げ
ます︒

ールデンウイークのさなかに︑ピーチ・アビエー

その問題に入ります前に︑まず︑先日︑このゴ

那覇空港への着陸進入において海面に異常接近し︑

四月二十八日に石垣発那覇行きの同社二五二便が

の重大インシデントの話でございますけれども︑

今御質問のありましたピーチ・アビエーション

平成二十四年度一般会計におきまして︑財政法

ションの飛行機が那覇空港に着陸しようとして︑

操縦士が緊急回避操作を行う重大インシデントが

て質問したいと思います︒

第十五条第二項の規定により︑国が債務を負担す

海面僅かもう七十五メートルまで接近してしまっ

発生したわけでございます︒このインシデントに

次に︑国庫債務負担行為総調書につきまして御

る行為をすることができる限度額一千億円のうち︑

たという︑これは事故にはなっていませんけれど

報告を申し上げます︒

平成二十四年十月二十六日の閣議の決定をもって︑

つきましては︑現在︑運輸安全委員会において発

なお︑これに関与した操縦士の乗務時間等︑こ

も︑事故と言っても差し支えないような事件だと
この原因は何かというと︑私は︑ＬＣＣ︑これ

れは監査によりまして適切に管理されていたとい

総額三百四十三億円余を限度として債務負担行為

はもう︑競争して要するにできるだけコストを下

うことは判明しておりますけれども︑引き続き︑

生原因等の調査が行われております︒

げて利用者に︑安い値段で︑料金で提供していこ

運輸安全委員会による調査の状況等を踏まえ︑適

思います︒

うという︑そういうシステムなんですけれども︑

切に指導監督を実施してまいりたいと思っており

をすることといたしました︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 以上で説明の聴取は

そもそもこれが過当な競争になり過ぎて︑コスト

ます︒

以上が︑国庫債務負担行為総調書についての大

終わりました︒

ダウンをどんどんやっていくために安全性が犠牲

以上であります︒

要であります︒

│││││││││││││

になっているんじゃないかということなんです︒

なお︑ＬＣＣであるかにかかわらず︑航空会社

○委員長︵金子原二郎君︶ これより平成二十三
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てきているわけなんです︒調査する︑調査はもち

○西田昌司君 こういう返答を国交省は繰り返し

いというふうに考えております︒

今後とも航空の安全確保に万全を期してまいりた

て安全監査を実施しているところでありまして︑

新規参入した航空会社に対しましては頻度を上げ

うものを常時実施しておりまして︑特にＬＣＣ等

の運航の安全の確保のためにこれは安全監査とい

かということです︒そのことをどういうふうに考

カイ︑競争政策が破綻したということじゃないの

にこのことのもたらす意味というのはオープンス

たその一社︑ＪＡＬが破綻したわけですよ︒まさ

日本も結局御多分に漏れず︑二社体制でやってき

されている厳しい競争環境なんですよ︒その中で

れたり事実上破綻したり︑そういうことが繰り返

国の主要キャリアもいろんな形で政府から支援さ

きずに破綻をしたということであろうかと思いま

年々激化していく国際競争の中で的確な対応がで

確かに︑今先生御指摘のとおり︑日本航空は

す︒

○政府参考人︵田村明比古君︶ お答えいたしま

きしたいと思います︒

とについてはどういう見解を持っているのかお聞

ープンスカイは変えるべきじゃないかと︒このこ

の高いサービスを提供していくためには︑大手二

す︒

そして︑これからの国際競争環境を考えると︑

社がそれぞれのアライアンスの中で重要な位置を

えているのかと︒それを理解せずに︑ＪＡＬ再生

余りにも競争政策が強くやり過ぎたんじゃないの

ＪＡＬは︑例えば再生するにしても︑国際部門は

占めて健全かつ活発な競争を行っていくというこ

ろんしなきゃならないんだけれども︑私が言って

かと︒規制緩和がその典型ですよね︒やり過ぎた

ＡＮＡと統合させるなり︑大きなこの競争に勝て

とは重要であると︑こういう考え方の下で日本航

他方で︑今の国際航空市場において︑アジア太

規制緩和をやると︑過当競争になるんですよ︒過

るような仕組みをつくっていくと︒要するに︑事

空の再生というものが行われたというふうに承知

だけを目的にした再生というのは意味がないわけ

当競争になると︑値段は安くなるかもしれないけ

業の再生のイグジット路線が︑ああいう上場じゃ

をしております︒

いるのはその背景なんですよ︒問題意識として私

ど安全性が犠牲にされるという︑こういうことな

なくて︑事業を再整備をしてやっていけば競争環

ただ︑このような二社体制をより効果的なもの

平洋地域を中心に見込まれます旺盛な国際航空需

んです︒そのことをこれからずっと皆さん方に質

境にも影響を与えないし︑国際競争も乗り切って

とするためには︑今後は︑やはり大手二社が限ら

なんですね︒だから︑まず︑ＪＡＬ破綻の原因は

問していきたいと思うんですが︒

いけると︑国内も過当競争にならないと︑こうい

れた市場をめぐり過度な競争を展開するというの

が持っていますのは︑要するに︑この二十年間ほ

それで︑その競争政策の末に破綻したのが実は

うことになったはずなんですけれども︑そういう

ではなく︑創意工夫に基づいた独自の航空ネット

要というものに的確に対応して利用者に対して質

ＪＡＬ︑日本航空なんですね︒元々国交省は︑い

ことをやっておられなかった︒あくまで二社体制

ワークというものを展開することでより幅の広い

オープンスカイじゃなかったのかと︒

わゆるオープンスカイ︑オープンスカイ政策とい

にこだわっていってしまったのはそのオープンス

ど︑これは自民党政権の時代からですけれども︑

うことで︑競争政策︑二社体制でお互い切磋琢磨

に考えておりまして︑私どももそのように指導を

航空需要を取り込むことが重要であるというふう
ですから︑私はもう一度聞きたいのは︑このＪ

してまいりたいというふうに考えております︒

カイ政策にあったと思うんですけれども︒

ね︒ところが︑国際航空業界というのは非常に厳

ＡＬ破綻が競争激化が原因で︑であるからこそオ

してやっていこうと︑こういう政策だったんです
しい競争環境でして︑この二十年ぐらいの間に各
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変えることも含めいろんなことが考えられるんで

今様々なアライアンスでやっていますが︑それを

○西田昌司君 これから方向性として︑いわゆる
すから︑そのコストに付いていくまで︑ほかの航

これ︒つまり︑ＪＡＬは圧倒的にコストが低いで

していなければ公取は取り締まれないんですよ︑

そのことを受けて国交省の方はペーパーを出され

の部会なんかでも常にこの問題言ってきました︒

わけですよね︒我々が下野している最中︑自民党

ことを受けて︑羽田の航空枠を拡大するときにＪ

て︑ＪＡＬのこれから再生の後の様子を監視して

ですから︑まず公取に聞きますが︑要するにダ

ＡＬとＡＮＡとの配分に差を付けてやったわけで

空会社は絶対に付いていけないんですよ︒これが

ンピングというのは原価割れしていない以上は取

すよね︒ＪＡＬはこれでかなり文句言っているよ

すけれども︑要は︑元々やっぱりＪＡＬの再生が

そこで︑そのこだわった結果出てきたＪＡＬが

り締まれないと聞いていますが︑それでよろしい

うですが︑私はこれは文句言う資格全くないと思

いくということをおっしゃっているんです︒その

何をもたらしているかという問題なんですけれど

んですね︒ちょっとその仕組みを教えてください︒

いますが︑ところが︑それだけの差を付けても︑

実態なんです︒

も︑要するに︑今︑ＪＡＬは圧倒的な収益力なん

○政府参考人︵野口文雄君︶ お答えいたします︒

圧倒的に利益構造違いますから︑差は詰まらない

二社体制にこだわってしまったということは大い

ですよ︒今年の今出ている最新の情報でも︑ＪＡ

個別具体的な事案につきましてのお答えは差し

に反省すべき点だと思いますよ︒

Ｌはたしか最終利益一千六百億以上︑一千七百億

このままでは︑ＪＡＬが収益を上げても新しい

んですよ︑これは︒差は詰まらないどころか開い

下回る対価で継続して供給することが規定されて

路線をやってくれない︑そして値下げ合戦やるか︑

控えたいと思いますけれども︑一般論で申し上げ

おります︒これはいわゆる原価割れ販売などの場

その場合には値下げ合戦でやっていくか︑やって

近い最終利益上げています︒対するＡＮＡは百八

お互い同じ路線飛んでいると︑当然値段の︑上得

合を指すわけでございますが︑事業者が自らの費

いって相手の会社を潰してしまう︒若しくは︑そ

ていくスピードがちょっと遅れる程度の話でして︑

意先に対しては値下げ合戦が行われるわけです︒

用構造に照らして原価を下回らない価格で商品や

の結果︑ＪＡＬがＡＮＡの株を買い取るとか︑そ

れば︑独占禁止法で禁止されております不当廉売

私も具体的ないろんなこういう資料を持っていま

役務を販売する場合には不当廉売には該当せず︑

ういうことだってあり得るわけですよね︒だから︑

十億程度ですかね︒九倍近い差があるんですよ︑

す︒それを公取にこれ実は告発したこともあるん

独占禁止法違反とはならないところでございます︒

これを︑今の法律の中でＪＡＬがＡＮＡの株を買

根本的解決にならないわけです︒

ですよ︒おかしいじゃないかと︑公的資金で︑そ

○西田昌司君 今︑公取の方から説明いただきま

って︑それを食い止めることができるかといえば︑

の構成要件の一つに︑供給に要する費用を著しく

してこの圧倒的な競争力を持つＪＡＬがほかの会

したように︑要するに原価割れしていなかったら

できないんですよ︑これも︒まさに︑結局︑二社

収益力にね︒圧倒的な差ですよね︒

社の競争を︑自分たちの圧倒的優位性でコストダ

オーケーなんですよ︑値下げをしても︒こういう

そして︑この中で何が行われているかというと︑

ウンでやっていくというのは完全にダンピングじ

置しておいていいのかということですよ︒

社体制になっちゃうわけです︒こういうことを放

体制だと言っているけれども︑結果的には国内一
だから︑これを今国交省も全く問題意識を持た

ことが現実に起きているんですよね︒

すが︑ここで公取にお聞きしますが︑しかし︑幾

ないんじゃなくて︑問題意識実は持っておられる

ゃないかと︑こういうことを言ったことあるんで
ら値下げ合戦をしても︑要するにそのコスト割れ
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の株を買うことについて︑これ何も制限できない

だから︑国交省に聞きますが︑ＪＡＬがＡＮＡ
金で再生した会社が大きな大きな収益力持って︑

競争で失敗して経営破綻した会社︑それが公的資

ピングも止められないし株の規制もできないんで

した結果︑羽田の発着枠では止まらないと︑ダン

こういったことを考えますと︑企業再生がもたら

たな法整備を考えるという時期に来ているんじゃ

幾ら規制しようがこれを止められないと︒これと
そこで︑大臣にお聞きしたいんですね︒要する

ないでしょうか︒お考えをお聞きしたいと思いま

でしょう︒どうなんですか︒
ざいますけれども︑航空会社の合併︑事業譲渡等

に︑これは誰が悪いのかと言えば︑あのときの政

す︒

す︒ここは太田大臣︑やっぱり所管大臣として新

につきましては︑航空法上︑国土交通大臣の認可

権なんですよ︒まさに我々は︑この今決算委員会

○国務大臣︵太田昭宏君︶ 日本航空の再生につ

んでもない︑もう悪夢ですよ︑これ︒

に係らしめられておりまして︑厳正に判断︑対処

というのは︑政府がやった︑やるべきことじゃな

いて︑違法ではない︑そのときの政権また議会も

○政府参考人︵田村明比古君︶ 御質問の点でご

してまいりたいというふうに考えております︒

くてやったことの検証をしているわけなんです︒

ではくぎを刺したということだと思いますが︑そ

他方で︑航空法上︑航空会社による他の航空会

私も︑企業再生支援機構の︑この弁護士グルー

こに従って︑とにかく航空会社間の競争環境が不

含めてそうした方向でということをやられた︒そ

とするということであれば︑先ほど先生が御指摘

プがやっているわけですよね︑その弁護士を呼ん

適切にゆがめられないように︑この同社における

まさにあの民主党政権時代にこういうこと起きた

いただきました八月十日ペーパー︑また現行法の

で︑その当時専務をやっていた弁護士を呼んで︑

新規投資や路線開設について監視をするというこ

社の株式の取得に係る規制というものはございま

中で何ができるかということを検討していかなけ

あなた方は何をやっているんだと︑競争環境をゆ

とにさせていただいて︑現在はそれに従って︑羽

れを受けた我々としては︑日本航空のいわゆる

ればいけないというふうに考えております︒

がめるし︑おかしいじゃないかということを再三

田の発着とかいうことも含めて対応しているとい

わけですね︒そのときに一番の問題は︑要するに

○西田昌司君 今おっしゃいましたように︑要す

注意をして︑指摘してきたわけです︒ところが︑

う状況にございます︒

せん︒そういう意味で︑仮に日本航空が再生の趣

るに合併とか譲渡する︑これは航空法で止められ

彼らはどう言っていたかというと︑いや︑我々全

航空法の関連規定の適用に当たっては︑今後の

八・一〇ペーパー︑上場前にそのことにある意味

るんですよ︒ところが︑それじゃなくて︑株を単

く違法なことしていませんと︑こういうことの一

日本航空の事業活動について︑我が国航空会社間

これは企業再生支援機構なんですよ︒

に取るホールディングになるんです︑ホールディ

点張りで︑無視をしてやってきたんですよ︒確か

の競争環境が不適切にゆがめられないように厳正

旨に反するような状況というものをつくり出そう

ングカンパニーがＪＡＬの株もＡＮＡの株も取っ

に違法じゃないかもしれないけれども︑全くモラ

いるところですが︑これまでも︑また本日もいた

ちゃうと︒阪急と阪神が一緒になったあれと同じ

ですから︑私は︑ここはもう一度︑政権替わっ

だいている御意見︑また︑自由民主党の中でも参

に判断︑対処してまいりたいというふうに思って

ですよ︑大臣︒これとんでもない話なんですよ︒

て新しく太田大臣がこの所管大臣︑ＪＡＬの所管

議院政策審議会始めとしてＪＡＬ問題について御

ルに反することがされているわけですね︒

まさに︑その結果何が起こるかと言えば︑二社

大臣になられたわけですから︑ここでもう一度︑

ことですよ︒あれをやっちゃうと止められないん

体制すら事実上一社体制になるんです︒しかも︑
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けないのではないかというふうに思っているとこ

か︑関係省庁ともよく相談をしていかなくてはい

れが出た場合にどのような是正措置があり得るの

ないように︑またそれがゆがめられるというおそ

っておりますが︑そうした競争環境がゆがめられ

うことは基本的な考え方であろうというふうに思

して︑活躍をしていただかなくちゃならないとい

い競争環境の中で︑競争性を十分持った上で存続

これは︑二社︑どちらにしましても︑この激し

ると︑そういう仕組みをつくるべきじゃないかと

てゆがめた競争による超過収益力は国が召し上げ

いんですよ︑税金じゃなくてそういう法に基づい

とした方法︑これは麻生大臣︑税金じゃなくてい

度その超過収益力は国が召し上げるなど︑きちん

数年間は︑例えばＪＡＬのように数年間はもう一

であると︒そして︑再生後︑それが終わってから

の企業に悪影響を及ぼさないための法整備が必要

ぱり企業再生をする場合︑政府が関与して︑ほか

そこで︑担当大臣の稲田大臣に︑これからやっ

案が国会に提出をされていることも踏まえて︑必

を定めること等を内容とする公正競争条件確保法

事業者との対等な競争条件の確保に係る基本原則

は︑現在︑今︑公的資金による再生事業者と競争

また︑御質問のような法整備の必要性について

とが重要であると考えています︒

ついて配慮した上でそれぞれの政策判断をするこ

ための公的支援を行うに際して︑競争への影響に

であって︑各所管省庁等が個別企業を救済される

ような考え方は我が国においても採用されるべき

え方とされております︒競争政策の観点からこの

が国家補助を適当なものとするための基本的な考

ろでございます︒

思うんですけれども︑稲田大臣の御所見をお伺い

要に応じ国会での御議論を含めて検討されるべき

太田大臣も苦悩されるわけですよ︒

○西田昌司君 まさにこれ︑関係省庁含め法整備
します︒

課題であるというふうに考えております︒

議論をいただいているという状況でございます︒

をしなきゃならないんですね︒

○国務大臣︵稲田朋美君︶ このＪＡＬの問題に

再生する場合には︑そういうことがないようにこ

法律がないわけなんですよ︒本来︑こういう企業

私がこれ元々言っていますのは︑取り締まるべき

この問題を取り上げられておられて︑問題意識は

ます︒また︑最近の委員の御著書の冒頭の章でも

らも委員が予算委員会等で取り上げられておられ

ついては︑野党時代︑与党時代︑与党になってか

ところでございますが︑いずれにしても︑国会で

ついては︑慎重な検討を要する問題も含んでいる

を国が召し上げるという仕組みについての創設に

さらに︑再生後︑政府が監視をして超過収益力

そこで︑稲田大臣にお聞きしたいんです︒要は︑

のイグジット︑つまり︑出口戦略として単に上場

今出ているのは︑塩崎先生が出されている議員

○西田昌司君 もう一度聞きます︒

うに考えております︒

の議論を含め検討されるべき課題の一つというふ
その上で︑一般的に︑競争関係にある事業者の

共通をしております︒

てしまったのが最大の問題点なんですが︑既に上

中の一部の者に公的支援がなされれば︑これら事

なんということはあり得ないんですよ︒上場させ
場させてしまっていますから︑これからどうする

業者間の競争条件をゆがめるものであると考えま

けど︑私は︑もちろん議員立法も大事なんですが︑

かというと︑要は︑ＥＵのガイドライン法のよう

また︑議員指摘のとおり︑ＥＵにおいては︑国

これをやったの誰かといえば政府ですから︑やっ

立法なんですよね︒これももちろん大事なんです

コントロールできるという︑そういうやっぱりル

家補助が事業の再生上必要最小限度であること︑

ぱり政府が︑我々の国会の指摘を受けて︑稲田大

す︒

ールがなければならないんですよ︒このルールが

再生計画が競争を過度にゆがめていないことなど

に︑競争環境をゆがめないように政府がちゃんと

ないためにＪＡＬの取締りができないわけですね︒
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をやるべきだと思うんですね︒国会の議論を見守

臣︑あなた方がリーダーシップ取ってこの法整備
大学校しかありません︒もちろん自社養成してい

ロット養成機関というのは︑国の機関はこの航空

始め︑こういうことが空の安全を危機におとしめ

そこで︑行き過ぎたこういう先ほどの規制緩和

めていくと︒それが︑我々︑あの事業仕分でやる

ていると思うんです︒ここでこういった路線から︑

じゃ︑普通はどうやってパイロットを調達する

わけじゃないんですから︑要るものは要るし︑無

る会社もあるけれども︑お金掛かりますからね︑

かといえば︑普通の国ではいわゆる空軍パイロッ

駄なものはなくしていく︑要るものはちゃんとや

っていくだけじゃなくて︑国会はこうやって言っ

○国務大臣︵稲田朋美君︶ 問題意識は共通して

トなんですよね︑空軍のパイロットを採用するわ

っていくと︑ここをしっかり大臣の方から宣言を

もう一度冷静に安全性ということをもうちょっと

おりまして︑政府としてもしっかりと取り組んで

けです︒しかし︑日本は防衛予算も限られていま

していただきたいと思うんですが︑いかがでしょ

これはＪＡＬとかＡＮＡしかできないんですよ︒

いくべき課題だというふうに考えます︒

すよね︒そしてまた︑優秀なパイロットがどんど

う︒

ているんですから︑是非︑稲田大臣がそこはもう

○西田昌司君 それで︑このいわゆる競争政策︑

ん民間に引き抜かれるのも困るわけですよ︒そし

○国務大臣︵稲田朋美君︶ その点についても共

考えていただいて︑行き過ぎた行革はやっぱり止

そして稲田大臣はいわゆる規制緩和とかも担当さ

てまた︑ファイターのパイロットを養成するには

通の認識をしておりまして︑本来の行革は単に予

ＬＣＣでは絶対できない︒

れているんですけど︑実はちょっとこの問題で苦

物すごい金額掛かりますよ︒そういうことを考え

算を削ったり人員を削減するというものではなく

一歩突っ込んだ取組をやっていただきたいと思う

言を呈したいところがあるんです︒

ると︑要するに︑国の方が航空大学校等でしっか

んですが︑どうでしょう︒

といいますのは︑私も自民党の行政改革本部の

て︑行政の機能を最大限に発揮をさせて︑しかも

昨年末のこの航空大学校の議論についても︑昨

りとこの部分を需給バランスに合わせて定員を増

ところが︑政府の中では︑いや︑そんなの民間

年の︑委員が党内の議論に積極的に参加をいただ

役員に言われまして︑この間いわゆる様々な独法

の航空大学校でもできるじゃないかというので︑

いて︑昨年末の基本方針の閣議決定は︑航空大学

国益に資するという観点は非常に重要であるとい

そっちに任せてしまえというような意見を言う方

校について︑今後のパイロット需要の増大への対

やしたりやる方がよっぽど安上がりで︑そしてよ

それは何かというと︑先ほどのピーチ・アビエ

がいるんですよ︒しかし︑民間のそういう航空大

応として︑航空会社による自社養成拡大や私立大

改革などもやってきたんですね︒その中で︑航空

ーションに象徴されますように︑要するに今パイ

学なんか行くと何千万円の授業料掛かりますよ︒

学への技術支援等︑民間におけるパイロット養成

うふうに思っております︒

ロット不足深刻なんですよ︒世界中でパイロット

つまり︑お金持ちしかパイロットになれないんで

の規模︑能力の拡大を図る︑将来的には民間にお

っぽど安全にできるわけなんですね︒

が足らない︑市場が大きくなっていく︒その中で

すよ︒これは︑職業選択の自由をゆがめてしまう

けるパイロット養成が可能となった段階でより多

大学校をなくしてしまおうというのが政府の方か

日本人の命を守ってくれるパイロットが︑外国人

だけじゃなしに︑本来のやっぱり安全性を担保す

くの部分を民間に委ねる︑能力ある学生を引き続

ら考えられていたわけですよ︒私は︑これとんで

に頼るんじゃなくてやっぱり日本人の優秀なパイ

ることもできないと思うんですね︒

もないと言って大反対で止めたんですね︒

ロット欲しい︑当たり前ですよ︒そのためのパイ
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て優秀なパイロットに養成するという重要な役割

に恵まれなくても真に能力のある学生を受け入れ

委員が御指摘のとおり︑航空大学校は︑経済力

ではありません︒

して一方的に航空大学校の規模縮小を求めるもの

給者負担を検討するという方向性を打ち出し︑決

意しつつ航空会社の負担金の引上げなど適正な受

すよ︒あのときの企業再生支援機構を始め︑あの

問題をもたらしたのはＪＡＬの方々じゃないんで

ないと︒要するに︑あのときに︑今のこのＪＡＬ

憎いわけでもなければＡＮＡがかわいいわけでも

に言いましたのは︑大西さん︑私は別にＪＡＬが

られたんですよ︑是非会いたいと︒私がそのとき

が︑先日︑私のところに日本航空の大西会長が来

さて︑そんな中で︑最後にちょっと質問します

やったんですよ︒しかし︑残念ながら結果的にこ

つまりＪＡＬ問題はあの民主党政権の看板として

けど︑税以前に︑要するに︑これは政権として︑

まり︑税の問題で取るべきだという話もしました

うよりも副総理としてお聞きしたいんですよ︒つ

そこで︑私は︑麻生大臣︑今日は財務大臣とい

のはこういうことなんですよね︒

我々がこの問題を解決しなければならないという

面が実はあるわけなんですね︒だからこそ︑これ︑

味でいうと︑ＪＡＬも実は企業再生の犠牲者の一

を有しており︑この面では引き続き十全な機能発

ときの政権なんですね︒その結果︑その枠組みの

ういう問題をもたらしてしまっていると︒じゃ︑

していただかなければならないと思うんです︒

揮が期待をされております︒パイロットの自社養

中で一生懸命ＪＡＬもやってきている︑それは私

き募集する必要性や︑負担の公平性︑妥当性に留

成や︑それが難しい場合︑航空大学校への負担金

総理︑麻生大臣︑特にこの問題一番よく御存じだ

それを我々が︑新しいこの安倍政権の下︑その副

しかし︑その結果︑一生懸命やってきても︑今

と思うんですよ︒こういうでたらめ︑もっと言え

も認めているんです︒
言いましたように︑この八・一〇ペーパーも含め︑

ば行き過ぎた競争政策の結果おかしなことになっ

納入の面でより的確な受益者負担を果たしてもら
引き続き航空大学校はパイロット養成の中心的

自由に事業活動できない︑そして新たな投資もな

う必要もございます︒
役割を担うものというふうに考えておりますが︑

は言ってもらいましたけれども︑取り組んでいく

てきているということも含め︑やっぱり政権の顔

そして︑最後に大西さんはこう言うわけです︑

ということをやっぱりおっしゃっていただきたい

かなかできないと︑じゃ我々どうしたらいいんだ

○西田昌司君 是非︑私立大学に養成していく︑

私に︒西田先生がいろいろ国会で言われているこ

んですよね︒どうでしょう︒

航空大学校の方向性を始め︑日本人パイロットの

受益者負担ということももちろんあるんですけれ

とは分かると︑我々も税金を払わせてくださいよ

○国務大臣︵麻生太郎君︶ まず︑航空会社に関

の一人である麻生副総理が︑政権としてこの問題︑

ども︑要するに︑先ほど言いましたように︑大き

と︑こう言うわけですよ︒つまり︑彼らにすると︑

する競争上の不公平の是正という問題については︑

と︑こういう悩みを彼らも持っているわけですよ︒

な全体でいうとパイロット不足というのがはっき

一生懸命やってきても足かせされる︑そんなぐら

これは一義的には航空行政をつかさどられる国土

養成の拡大について早急に具体化を進めてもらい

り出ている中で︑そして競争がどんどん激化して

いだったら負担は負担で払いますから自由にさせ

交通大臣︑また競争政策の問題として対応すべき

ＪＡＬ問題について︑今︑稲田大臣にも問題意識

いる中で︑受益者負担で航空会社にも負担させて

てくださいと︒これは民間企業として今なってい

問題なんだと考えているんですが︑それを前提と

それはなかなかお気の毒な話なんです︒

やっていけという政策は︑なかなか私は通らない

る会社としては当然なんですよ︒つまり︑ある意

たいというふうに考えております︒

と思いますよ︒だから︑そこはやっぱり見直しを

参議院記録部

-8-

【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

すかね︑民主党のときだから九年延びているんだ

欠損金の例の繰越し︑あれは九年に延ばしたんで

せていただければ︑これは︑企業の再生税制とか

して︑あえて所管する税制面一般論で申し上げさ

ですが︑いわゆる過剰な公的支援を受けた企業を

うのは︑これは慎まないかぬというのは当然なん

をターゲットとしてやるというような見直しとい

定の企業というものだけ︑ＪＡＬというものだけ

に発生しました中国軍機によります自衛隊に対す

今日は︑国境離島の問題に入る前に︑二十四日

○佐藤正久君 自民党の佐藤正久です︒

○西田昌司君 終わります︒

いずれにしても︑これは航空行政全般として︑

今回の事案は︑中国が新たに設定した防空識別

る異常近接事案︑これについて質問をいたします︒

で負担を求めるというのは︑これは簡単に言えば

今いろんな意味でグローバルな時代とかＬＣＣと

区︑この中で起きたと︒これは日本の防空識別圏

対象とするということに例えばなるんでしょうけ

後出しじゃんけんみたいな話ですから︑これはち

かいろいろ言いますけれども︑私は︑一番の問題

ともかぶる部分だと思いますが︑この中国︑新た

と思うんですが︑企業再生に取りかかる前提とな

ょっと納税者にとっては安定性を損なうというこ

は︑やっぱりさっき言われた安全︑安心という点

に防空識別区を設定した後︑その中でのこのよう

今回の事案は︑極めて危険な行為というだけで

とになりかねぬということになるんだと思います︒

は︑これは運転士さん︑パイロットというものが

な異常接近というものは︑あるいはスクランブル

れども︑その支援が過剰だったかどうかというよ

したがって︑今言われましたように︑ＪＡＬの

過剰にオーバーワークになっているとか整備の手

というのは今回が初めてというふうに認識してよ

るというのは︑これは一般的な制度なんですが︑

大西さんが受け入れられたとしてもですよ︑して

が抜けておるとか︑いろんな意味でいろいろ問題

ろしいんでしょうか︒

はなくて︑偵察機に対して戦闘機が異常接近する︒

も︑これはやっぱり︑他の企業と同じように公平

点が出てくる︒これは︑かつてタクシーでも似た

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 防衛省としまして

うな判定というのはこれまた極めて難しいんだと

に扱わねばならぬところなので︑ＪＡＬもやった

ような話があったんですが︑そういったような形

は︑従前より警戒監視活動を行い︑自衛隊航空機

企業再生の結果いかんによってその前提をひっく

んだ︑ほかのところもということになりますので︑

になってくる︒傍ら︑ＪＡＬの運転士さんになろ

の周辺を中国軍機が飛行するということがあると

中国が改めて常識が通じない国ということを世界

これは制度を改正して新たな納税義務をどうのこ

うと思っても自衛隊の優秀な人たちはなれない︑

いうことは認識をしております︒ただ︑公表を要

思いますので︑これは慎重に対応せねばいかぬと

うのするというような種類の話ではないのではな

天下りだからといって止められている︒そして︑

するような特異な事象というのは今までございま

り返して︑そして企業再生計画段階では予想をし

いかと思っております︒

その人たちはどんどんほかの外国の航空会社に行

せんでした︒今回︑東シナ海防空識別区を設定を

も分かったのではないかと思いますが︑まず事実

もう一点やっぱり考えておかないかぬのは︑こ

っちゃっているなんという事態は︑これはどう考

契機として中国側の対応が大きく変化したという

いうような感じがしますが︒

れは間違いなくＪＡＬもある意味では被害者だと

えても国家の全体の人物経済学からいっても少々

ことではありません︒

得なかったような話になったからといって税制面

いえば被害者なのかもしれない︑それはＬＣＣの

考えないかぬところではないかというような意識

関係について防衛大臣に伺います︒

話から入って︑経営能力がなかったといえば経営

を持っておるということだけ申し上げておきます︒

ただ︑土曜日に発生した事案︑これについては

能力がなかったんですが︒そういった意味で︑特
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【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

国の防空識別圏に入って中ロ海上合同演習を邪魔

○佐藤正久君 大臣︑一方︑中国は︑自衛隊が中

しっかり中国側に抗議をさせていただきました︒

する内容だと思って︑今回は外交ルートを通じて

についてしっかり抗議をすべき︑あるいは公表を

ングリラ等においても︑大臣とか総理からこの件

ズムが必要でしょうし︑また今度行われますシャ

空においてもやっぱり中国と何らかの連絡メカニ

そういう意味では︑海上だけではなく︑航空︑

いう時期に来ていると思いますので︑この問題に

我々の防衛態勢もやっぱり考えないといけないと

偵察機に戦闘機が近づいてきた︑これに対して

○佐藤正久君 今回の偵察機︑無防備の自衛隊の

思っております︒

シャングリラ・ダイアログとしてありますので︑

したからスクランブル発進したと日本を非難して

すべき内容だと思いますが︑いかがでしょうか︒

ついては引き続き対応を取っていただくと同時に︑

時に︑やっぱり再発防止策︑これを絶対取らない

おります︒これに対しての反論はございますでし

○国務大臣︵小野寺五典君︶ まず︑大切なのは︑

また外交防衛委員会の方でも議論を進めていきた

大変危険な近接事案ということでありますので︑

ょうか︒また︑自衛隊機は中国軍機から︑ここは

防衛当局はそれぞれの国を守るために様々な警戒

いと思います︒

その際にも私どもとしまして関係国には日本の状

中国の防空識別圏の中だ︑出ていくよう警告を受

監視活動を行う︑これは日本も中国も多分同じ立

といけないと思っています︒

けたという事実はございますでしょうか︒

場だと思います︒ただ︑その中で衝突事案が起き

これは私どもとしては公表し︑そしてまた抗議を

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 今回︑自衛隊が行

ないように事前に回避すること︑これも防衛当局

況については説明をしっかりすることが大切だと

っていた警戒監視活動は︑これは通常の警戒監視

の務めだと思っております︒今回の事案は︑その

新藤大臣︑離島の自治体人口は一般に減少傾向

いきます︒

続きまして︑国境離島等について議論を進めて

活動でありますし︑また国際法に従った正当な行

さらに︑持ち主のいない無人島というのは自治体

です︒これは若者の働く場所とか学校︑病院の問

ただ︑大切なのは︑このような事案が不測の事

の管理や責任を生じてしまう︒自治体の苦悩は増

ような通常のルールからして相当逸脱した内容だ

案にならないように︑それぞれの軍関係ではホッ

える一方と言われております︒

為であります︒一部報道で出ておりますような︑

の警告等があった事実もございません︒

トラインを設けることが大切だと思っております︒

特に有人の国境離島︑これについては人口が減

題︑あるいは相続の問題等から外国の方に土地を

○佐藤正久君 全くやっぱり常識外れですよね︒

日本側は従前から中国側に対しまして海上連絡メ

るということは領土問題にも発展しかねない︒実

と思っておりますので︑外交ルートで抗議をさせ

スクランブルをやった場合は︑お互いに無線等で

カニズムの構築を要請しております︒これは海だ

際に尖閣諸島︑いっときは九十九世帯二百四十八

中ロ海軍合同演習を妨害するような行為を行った

警告しなければコミュニケーションができない︒

けではなくて空も含まれる内容でございますので︑

人の方が住んで経済活動をやっていた︒いなくな

売ってしまうというような動きも一部見られます︒

まさに︑であれば︑本当に今回偵察機の方々は無

是非今後ともこのような事案が発生しないように

ったら︑今度は領土問題だと︒対馬においても七

ていただきました︒

人機を相手にしているようなものです︒警告も何

海上連絡メカニズムの構築をしていくと同時に︑

万人の人口がもう四万人を切っている︑そういう

ような事実は一切ございません︒また︑この事案

もない︑これはやっぱり極めて異常ですよ︒これ

今週末からシンガポールで各国の防衛大臣会合が

に関して中国機︑当該中国機から事前に無線等で

は︑日本として世界の方にしっかり公表すると同
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【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

また海洋資源の利用と︑こういった意味において

をする︑それは我が国の排他的経済水域の保全︑

する外海離島を含めまして︑この国境離島を形成

○国務大臣︵新藤義孝君︶ この国境付近に位置

総務大臣の御見解をお伺いしたいと思います︒

の問題は取り組むべきというふうに思いますが︑

す︒やっぱり保全と振興︑両方のパッケージでこ

の人が来ていただくという観点も必要だと思いま

口︑人が住んでいただく︑あるいは都会から多く

うものは︑単に保全だけではなく︑多く︑島の人

そういう観点から︑やはり国境離島の保全とい

○佐藤正久君 財務大臣︑今聞かれたように︑な

いるということで間違いありません︒

についての国内啓発︑それから対外発信を担って

ことでいうと︑今おっしゃったように︑領土問題

○国務大臣︵山本一太君︶ 領土担当大臣という

当大臣︑間違いありませんか︒

掌事務のようなんです︒これについては︑山本担

も答えられないというのが今の領土担当大臣の所

立場にはないと︑この問題については質問されて

の広報だけであって︑こういう領土問題を考える

担当大臣の所掌は領土に関する情報発信︑内外へ

が政府にはありません︒事務方の説明では︑領土

島のやっぱり保全と振興を一体となって行う組織

なんです︒その中身は︑領海基線のその近くに看

見ると二十三年︑二十四年度も大概五千万円程度

大事だと思います︒

そういうものを所掌事務でやるというのが非常に

わけですから︑そこは一体的に領海基線を含めて︑

っぱりここは︑せっかく領土担当大臣をつくった

らないという言葉ありましたけれども︑非常にや

いですよ⁝⁝︵発言する者あり︶やじで俺も分か

と︒よく︑これは一般の人が聞いても訳分からな

府の特命担当大臣として山本大臣が答えられます

に来て︑でも一方︑総合海洋本部を所掌する内閣

できませんと︒しばらくしたら今度もう一度説明

線の保全については領土担当大臣は答えることは

党においてそういった活動をずっとやってきてい

っかり取り組まなければいけないと︒委員は自民

る意味において︑国境の離島の問題というのはし

算︑あるいは政策の実行上非常に縦割りあるいは

政府にないと︒よって︑この予算とかあるいは決

ような︑あるいは領土を考えるような組織が今の

責任しかない︒要は︑領土の保全と振興を併せる

一生懸命お金使っても︑その領海基線を規定する

はやっていないんですよ︒一般の海岸については

な波消しブロックをそばに置くとか︑そういうの

ものだけであって︑例えば岩礁を波から守るよう

板を立てたり衛星写真を買うという予算のような

ふうになっています︒

極めて重要であるというふうに思います︒国家の

いんですよ︒領土担当大臣がいても実際は広報の

ただいておりますし︑私も御一緒させていただい

隙間がいっぱい生じているという状況だと思いま

岩礁保全というのはやっていないんですよ︒それ

ただ︑その予算が︑領海基線の予算︑これ決算

基本である領土そして主権︑これを確立し保全す

て領土特命委員会というものをやってきました︒

す︒

っております︒

は様々な措置を講じていくべきだというふうに思

けて︑そして一刻も早く離島の保全についてこれ

ありまして︑これをしっかりと政府の中に位置付

と︑こういったものも我々で取りまとめたわけで

事前の役所による質問のレクチャーでは︑領海基

に曖昧というような状況にあるように思います︒

海基線の所掌︑あるいは保全という観点でも非常

定付ける非常に重要なものですけれども︑この領

領海基線というのは︑日本のＥＥＺ︑これを決

領海基線についても同様です︒

ところが︑その買っている会社はもうほぼ毎年同

ているようなんですよ︑その五千万円のうちから︒

り︑あるいは衛星写真を︑データを民間から買っ

その写真の︑海上保安庁がレーザーで計測した

掌になるような説明を受けました︒

は総合海洋本部の所掌というよりも︑国交省の所

今お尋ねの国境離島の保全と振興に関する法律

○佐藤正久君 ただ︑今言われたように︑国境離
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【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

こういう面について︑やっぱり領海基線の保全

んされたらという懸念もどうしても持ってしまう︒

ろからずうっと買っているんですよ︒これは改ざ

人ではない我が国の近くの国の方が︑社長のとこ

我が国の領海基線と︑大事なそのデータを︑日本

近くの国の方なんです︑日本人じゃないんですよ︒

じです︑いつも同じ︒しかも︑その社長は日本の

は連携をしながら所掌を明確にしてやっていただ

にこれからの分野がいっぱいありますので︑そこ

たのは︒無人島に名前を付けるのもしかり︑まさ

って守っていくかという発想にだんだんなってき

て︑実際︑初めてなんですよ︑領海基線をどうや

○佐藤正久君 非常にまだ切り分けが曖昧であっ

考えているところでございます︒

上も全然変わってくるんですよ︒

すけれども︑ここに滑走路を造れば︑これは防衛

し︑また防衛上も︑ここに今桟橋を造っておりま

で経済産業省ということも関わってくるでしょう

周辺のレアアースとかあるいは海底資源という形

るいは低潮線の保全というだけではなく︑例えば

るというところなんです︒ここは単に領海基線あ

やっぱり何らかの改善が私は必要ではないかと思

足らないと思いますし︑その写真の入手含めて︑

は国土交通省の方が中心になって︑今桟橋の工事

沖ノ鳥島も領海基線の非常に大事な島で︑これ

沖ノ鳥島についてお伺いします︒

いうのはまさに低潮線保全の法律に基づいて事業

れているという意味におきまして︑今この事業と

のは第一列島線を越えて沖ノ鳥島の近くでもなさ

りません︒でも︑一方で︑中国の軍事演習という

今の日本の防空識別圏は小笠原には掛かってお

いますが︑国交大臣の御所見をお伺いしたいと思

もやっていると思います︒この北小島︑これは満

を行ったりその基本形に基づいてやっているだけ

きたいと思います︒

います︒

潮時十六センチ頭が出る︑東小島は六センチ頭が

というものについて︑この五千万はやっぱり私は

○国務大臣︵太田昭宏君︶ 山本大臣かと思った

であって︑防衛上の観点とかあるいはそういう資

海洋法条約上︑島として主張するには更なる︑人

防衛大臣︑このような国境離島というものにつ

出る︑立派な島です︒しかしながら︑これが国連

確かに︑その低潮線の保全ということについて

が住むとか経済活動をやらないといけない︒実際

いては︑やはり防衛上の観点からも非常に重要だ

んですが︒
は五千万円ということです︒そういう意味では︑

に中国と韓国は沖ノ鳥島を岩だと言って︑島と認

と思っています︒これは礼文島も︑あるいは五島

源開発の観点からではないんですよ︒

安倍内閣におきましては︑非常に問題意識として

めておりません︒この沖ノ鳥島が島か岩かによっ

的にはしっかり国交連携して︑本当に桟橋だけで

は保全︑また安全保障的な観点も含め︑そして資

そういう意味におきましては︑サンゴ礁の増殖

いいのか︑ここにやっぱり羽田で造っているよう

も壱岐も︑あるいは与那国も同じだと思います︒

ているという状況にございます︒その部分におい

とか︑あるいは桟橋︑非常に大事なんですが︑今

なああいう桟橋方式の滑走路を造れば︑それは防

て︑日本の面積を超える四十万平方キロメートル

て五千万円というのは少ないということも当然感

日お配りした地図を見ていただきたいんですけれ

衛上も経済面ももっと効果があると私は思います

源ということも含めて︑極めてここは大事である

じられると思いますが︑保全や低潮線の確保︑そ

ども︑この沖ノ鳥島というのは第一列島線と第二

けれども︑そういう観点から今後政府の中で検討

同じように︑この沖ノ鳥島︑これについても将来

うしたことの点ではよく連携取り合って︑御趣旨

列島線の間で︑沖縄本島とグアムのちょうど中間

していくお考えはないかどうか︑国境離島に対す

のＥＥＺが設定されます︒

の保全と振興というものが極めて重要であるとい

になります︒九州・パラオ海嶺のちょうど上にあ

という認識で山本大臣とも私とも連携は取り合っ

う観点で政府としては力を入れたいということを
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っていくことは大事だと思っています︒例えば︑

思っておりますので︑今後ともしっかりそこを守

の国境離島は大変重要な役割を私どもしていると

大きな課題が出てきております︒その中で︑日本

ぐって様々︑これは世界中︑安全保障の問題では

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 今︑海洋権益をめ

願いたいと思います︒

る防衛上の重要性も併せましてお考えをお聞かせ

めていきたいと︑このように考えます︒

くと︑こういう観点から︑是非各省と連携して進

と︑それが最大の我が国の防衛にもつながってい

らも︑そこに人が定住しそこを使っていただくこ

地方でもあります︒ですから︑地域振興の観点か

島を形成する島々︑これは併せて私どもの大切な

○国務大臣︵新藤義孝君︶ まず︑有人の国境離

ます︒

と思いますけれども︑簡単に︑一言だけお願いし

のために子育て︑教育︑子供への資源配分として

社会全体で子供の育ちと教育を支援しようと︑そ

コンクリートから人へというのをスローガンに︑

民主党は︑こういった社会的な要請も受けて︑

時期でもございました︒

な問題が社会問題として多く取り上げられてきた

がる︑貧困の連鎖になるのではないかというよう

困︑高校の中途退学︑経済格差が教育格差につな

時︑子供の貧困︑とりわけ一人親家庭の子供の貧

しかし︑残念ながら︑これらの政策も︑その後

た︒

や高校授業料実質無償化などに取り組んできまし

与那国にはおかげさまで今回︑新しい警備部隊の

│││││││││││││

子ども手当の拡充や三十五人以下学級の順次推進

今後ともしっかり対応しますし︑今御指摘があ

○委員長︵金子原二郎君︶ この際︑委員の異動

○佐藤正久君 終わります︒

りました沖ノ鳥島につきましても︑これは政府全

について御報告いたします︒

新編がなされることになります︒

体として様々な検討が今後なされることだと思っ

が中途で中断されたり︑子供︑子育て︑教育への

政権が替わりまして︑所得制限が掛かったり計画

として滝波宏文君が選任されました︒

資源配分が果たして十分に行われているかどうか

本日︑西田昌司君が委員を辞任され︑その補欠

○佐藤正久君 まさに沖ノ鳥島は日本にとっても

│││││││││││││

というようなことについては疑問を持たざるを得

ております︒
死活的に重要な島ですから︑そこを経済面あるい

○神本美恵子君 民主党・新緑風会の神本美恵子

しかし︑この間︑国会では︑東日本大震災や原

は防衛上の面で考えていただきたいし︑総務大臣︑

本日は︑全ての子供の健やかな育ちと学ぶ権利

発事故を受けて︑子ども・被災者支援法︑これは

ません︒

国民保護の観点から︑国境離島の空港あるいは

を保障したい︑そんな思いから︑主に文科大臣︑

二〇一二年の六月に成立した議員立法でございま

でございます︒

港湾︑非常に脆弱です︒例えば︑前に言いました

厚労大臣︑それから少子化担当の森大臣においで

す︒それから︑子どもの貧困対策推進法︑これは

最後︑お願いだけします︒

ように︑佐渡島︑人口六万いますけれども︑空港

いただいておりますけれども︑質問をさせていた

また︑いじめ防止対策推進法︑これも昨年の六月︒

は非常に小さくて︑とても国民保護の観点で非常

この決算委員会で現在審議しているのは二〇一

障害者権利条約というのが批准をされまして︑そ

昨年の六月に成立をいたしました議員立法です︒

港というのも非常に限定された国境離島が多くあ

一年度︑一二年度の決算でございますけれども︑

れに伴って学校教育法の施行令改正も昨年九月に

だきたいと思います︒

ります︒やっぱり国民保護の観点からも国交省あ

これは民主党政権のときの決算でございます︒当

に難しいし︑あるいは海上自衛隊が入れるような

るいは防衛省と連携しながらやっていただきたい
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子育て︑教育に関わる資源配分といいますか︑そ

すか︑そういったものを鑑みてみますと︑子供や

られております︒

て︑来年度からの実施に向けて今順次準備が進め

子ども・子育て新システム関連三法が成立しまし

行われました︒また︑閣法でありますけれども︑

るとおりだというふうに思います︒

○国務大臣︵下村博文君︶ 基本的にはおっしゃ

ます︒

けれども︑大臣の見解をまずお伺いしたいと思い

トとしてそこに重点的に配分すべきだと考えます

かれている子供に学びと育ちのセーフティーネッ

健やかに成長する︑そのことが︑困難な状態に置

れから社会的な状況を考えますと︑全ての子供が

としたものをすることによって生涯における社会

い意味での社会保障制度と︑子供のときにきちっ

いうのは未来に対する先行投資であると同時に広

ことでありますが︑これは︑ある意味では教育と

そして︑ＯＥＣＤ並みの公財政負担割合という

いるところでございます︒

については我々は進めているというふうに思って

向性については後退ではなくて︑まさにその部分

まさに下村文科大臣のときでございますけれども︑

このことは︑昨年六月に閣議決定されました︑

います︒

いう認識に立っていらっしゃるのではないかと思

は国会議員だけではなくて︑政府においてもそう

的に立法府が作ったということではなく︑今後︑

いただいたというふうに思っておりますし︑一方

会と連携︑相談をさせていただいて成立をさせて

これは我々の方も︑政府の方も︑立法府である国

貧困対策法案もいずれも議員立法ではありますが︑

しかし︑いじめ対策防止法も︑それから子ども

かかわらず︑学ぶ意欲と能力のある全ての子供︑

特に︑御指摘のように︑家庭の経済状況などに

はないかというふうに思います︒

度としての位置付けをこれから図っていくべきで

置付けとして︑積極的に広い意味での社会保障制

保障の軽減にもつながっていくようなそういう位

こういった︑国会における国会の意思といいま

ういったものが今大変必要だというふうに︑これ

第二期教育振興基本計画︑ここでは四つの基本方

が︑高校授業料の無償化については︑今︑神本委

私は一定の評価をさせていただきたいと思います

また︑民主党の政権のときの教育対策について

このような観点から︑文科省として︑先般は︑

が必要不可欠であるというふうに考えております︒

ことが重要であり︑そのためには教育投資の充実

れの夢にチャレンジできる社会︑これを実現する

若者︑それから社会人が質の高い教育を受けて︑

下村大臣も︑昨年の四月に記者会見されたとこ

員がおっしゃったように︑低所得者に対する︑ま

低所得者の教育費負担の軽減を図るため︑先ほど

政府と立法府が一体となってやっていくというふ

ろで︑できるだけ早くＯＥＣＤ並みの公教育投資

さに今日のお言葉ですとセーフティーネットです

申し上げましたが︑奨学のための給付金制度の創

針が︑基本的方向性が定められていますけれども︑

を達成すべきというふうに述べられております︒

ね︑それを更に重点配分するという部分から所得

設を含む見直しをこの四月から始めたところであ

一人一人の能力︑可能性を最大限伸ばしてそれぞ

我が国の公財政支出に占める教育支出というもの

制限を設けて︑その部分を低所得者の子供たちが

りますし︑またさらに四月からは︑幼児教育に係

うに認識をしてやってまいりたいと思います︒

が非常にＯＥＣＤ平均以下であるということを意

より進学できるような︑そういう︑公私間格差と

る保護者負担の軽減︑それから大学等奨学金事業︑

その一つに学びのセーフティーネットの構築とい

識した御発言だというふうに思いますけれども︑

ともに給付型奨学金を導入したということでもあ

無利子奨学金の拡充︑それから授業料減免等の充

うのが位置付けられております︒私は︑これは非

重点的にそういう公教育への投資を配分するとす

りますし︑限られた財源の中で︑コンセプトの方

常に重要なことだと思います︒

れば︑私は︑今申し上げたような国会の意思︑そ
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者会議を立ち上げ︑教育投資の意義︑効果等を積

いく必要があるということで︑昨年暮れから有識

はなくて︑文部科学省でも主体的にこれは考えて

おりまして︑これを財務省に任せるということで

源の確保が重要な課題であるというふうに考えて

みの公財政教育支出を目指すためには︑やはり財

このような取組を更に充実してＯＥＣＤ諸国並

でいるところでございます︒

実など︑教育費負担軽減のための施策を盛り込ん

トという点から︑就学援助に関して質問を主にさ

ます小中学校︑義務教育段階のセーフティーネッ

点化してお尋ねしたいのは︑その間に抜けており

ようなことがありましたが︑私は今日ちょっと焦

金︑それから就学前の補助︑それから大学という

ることをお話しいただいたんですが︑高校の奨学

けですけれども︑今︑文科省として取り組んでい

資源配分が必要だということも述べられているわ

付けで︑子供時代の育ち︑教育に対して︑そこに

いうのが現状でございます︒

でございます︒各市町村で単独で実施していると

れ︑その財源は税源移譲に回されたというところ

より国の補助金が廃止されまして︑一般財源化さ

ては︑三位一体の改革によりまして平成十七年度

一方︑準要保護者に対する就学援助につきまし

の二分の一を補助しているところでございます︒

保健安全法に基づきまして︑国が市町村の事業費

国の援助に関する法律︑学校給食法︑さらに学校

学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての

○神本美恵子君 ありがとうございます︒

せていただきたいと思います︒
非常に細かい質問になっていくんですけれども︑

極的に発信をすることを通じて︑国民の理解︑ま
た国会︑立法府の理解が得られるように全力で取

いますけれども︑まず文部科学省の方から︑この

り国の補助が廃止されて︑税源移譲︑地方財政措

者に係る支援というのが︑これは平成十七年度よ

今資料もお手元にお配りしております︒この資

も・男女共同参画の担当をしておりまして︑あし

義務教育段階の就学援助制度について概要の説明

置を行われて市町村の単独事業になっているとい

まず︑義務教育段階の就学援助制度に対して︑子

なが育英会の方々から︑本当に交通事故で親御さ

をお願いしたいと思います︒

うことをちょっと御理解いただきたいと思います︒

り組んでまいりたいと思います︒

んを亡くしてどれだけ苦労して学んできたかとい

○政府参考人︵前川喜平君︶ 就学援助制度は︑

そこで︑資料二に︑皆さんにもお配りしており

料に沿って御説明をいただいたわけですけれども︑

うようなお話も聞かせていただきましたので︑今

学校教育法第十九条の規定に基づきまして︑経済

ますけれども︑これを見ていただくと分かります

供の貧困対策や教育の機会均等を確保するという

の御答弁の中でも︑認識を共有して取り組んでい

的理由によって就学困難と認められる児童生徒の

が︑就学援助を受給している数がずっと増え続け

○神本美恵子君 下村大臣御自身もあしなが育英

ただけるというふうに受け止めさせていただきま

保護者に対しまして市町村が必要な援助を与える

ている︒その中でも︑ちょっと色が見にくいんで

特に︑この一番最後︑四番目にあります準要保護

した︒また︑広い意味での社会保障でもあると︑

というものでございます︒その対象者は︑生活保

すけれども︑下に数字がありますのが︑これが今

意味でこれは非常に重要な制度だというふうに思

教育投資というのは︑ということは︑それも共有

護法第六条第二項に規定する要保護者と︑市町村

説明あったうちの要保護です︒その上に︑非常に

会等に関わってこられて︑私も野党時代から子ど

させていただきたいと思います︒

が要保護者に準ずる程度困窮していると認める準

ちょうど麻生大臣が総理のときに︑教育安心社

一二年度の実績で約百四十万人がこの受給対象と

圧倒的に多い数になっているのが準要保護︑二〇
要保護者に対する就学援助につきましては︑就

要保護者でございます︒

会という︑教育再生懇から出されておりますが︑
その中でも人生前半の社会保障というような位置
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が全体で百四十万人になるというような傾向にな

援助の中でも準要保護という援助を受けている数

いうことですかね︑クラスの中に︒こういう就学

だったら何人になりますかね︑三︑四人はいると

スで考えますと︑今の︑例えば四十人学級のうち

援助を受けているということになります︒一クラ

一四％︑およそ七人に一人がこの準要保護の就学

なっております︒これは義務教育の就学人口の約

りました︒

説明を聞いたんですが︑よく分からないままであ

を掛けてというような︑何かいろいろややこしい

は基準財政需要額としてこういう算定で補正係数

文科省の事業だからということで︑総務省として

いうことでお聞きしたんですが︑それも︑それは

方にお聞きしまして︑一体どうなっているのかと

も出てこなかったものですから︑今度は総務省の

ったのかということが見えないんですね︒聞いて

準要保護児童生徒の就学援助の基準は地域の実

て財源措置を講じているということでございます︒

の全部又は一部に対して地方交付税の算定を通じ

ので︑全額が地方負担となります︒これらの負担

成十七年度に国庫補助金が一般財源化されました

要保護児童生徒に対する就学援助については︑平

その裏負担が地方団体に生じます︒それから︑準

については二分の一の国庫補助がありますので︑

すが︑これについてどういうふうに財政措置をす

情を踏まえながら各市町村が定めているところで

っております︒

それで︑総務省にお伺いしたいと思いますが︑

実施されておりますという額が総務省に送られて︑

しかし︑先ほどの御説明にありましたように︑

か︑お伺いしたいと思います︒これは国が基準を

総務省はその額を基に算定方式に合わせて支給さ

るかということについては︑毎年度︑文部科学省

これによって自治体からは︑就学援助にどれだけ

示す法制度でもなく︑地方が自主的な判断の下︑

れているということなんですけれども︑現行のス

このように就学援助制度については輪郭が見えに

措置されたのかが分かりにくい︑税源移譲だけで

地方単独事業として就学援助をしているという︑

キームではそういうことにならざるを得ないと思

これは市町村の単独事業になっておりますので︑

は就学援助費が賄えない︑準要保護の就学援助の

そういう現行のスキームだということなんですけ

うんですが︑果たしてそれが十分に各市町村に行

の調査による決算額を踏まえて見直しを行ってい

ためにどれだけ財源措置がなされたのか輪郭が見

れども︑どのようにお考えでしょうか︒

っているのかという問題意識を持ってこれから文

くいというような声も上がっているんですが︑こ

えなくなっているというような自治体からの声も

○政府参考人︵佐藤文俊君︶ 就学援助につきま

科省にお尋ねをしたいと思います︒

国は要保護者に対しては二分の一の補助をしてい

上がっております︒

しては︑学校教育法第十九条において︑市町村は

資料の三番目にお示ししておりますけれども︑

るところでございます︒

そこで︑この就学援助に対する地方財政措置が

必要な援助を与えなければならないというふうに

今︑文科省と総務省のここに資料を示しました︒

うした自治体の状況を踏まえて総務省からの交付

どうなっているのかということを私は決算から見

定められておりますので︑我々とすれば︑これに

文科省によれば︑二〇一二年に地方自治体によっ

ますけれども︑この準要保護に対しては基準財政

てみたいと思って文科省にお伺いしたんですけれ

要する経費については適切に地方財政措置を講ず

て行われた就学援助実施額の合計は一千三十二億

○神本美恵子君 要するに︑文科省からこれだけ

ども︑都道府県別の実施額というのはいただいた

る必要があるというふうに認識をしております︒

円であります︒総務省によれば︑総務省の計算で

税措置についてどのようにお考えになっているの

んですが︑市町村単独事業ですので︑各市町村が

具体的には︑要保護児童生徒に対する就学援助

需要額の中に算入されることになっております︒

どれだけ決算したのか︑この準要保護のために使
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【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

準要保護の就学援助︑市町村別の実施額を要求し

十六億円︒実に半分以下になっているわけですね︒

ども︑その中で地財措置がされているのは四百九

つまり︑実施されているのは千三十二億円だけれ

ろ中学に入学するに当たって必要なんですけれど

ジ︑レインコート︑体育館シューズなど︑いろい

中学一年生が入学の際に︑制服や体操服︑ジャー

の方からいろいろお話をお聞きしてきました︒新

さらに︑この自治体の教育委員会や市議会議員

資料六に示しておりますが︑これは︑財政力が低

いうことを是非知っていただきたいのと︑次に︑

援助を行うために様々な努力をしている自治体と

こういう財政が苦しい自治体で︑就学のための

した︒また︑洗濯を無料で引き受けていただくと

ましたけれども︑先ほど申し上げましたようにそ

も︑それをそろえるとなると六万から八万ぐらい

い自治体ほど就学援助率が高い傾向にあるという

いるのではないかと想像されますけれども︑これ

れは出てきませんでした︒

掛かる︒これは福岡市から電車で三十分ぐらい行

調査結果であります︒

支給されているのが︑同じ二〇一二年度で地財措

私は連休を利用して︑市町村の実態をというこ

ったところの︑ベッドタウンとして今人口が若干

上の表といいますかグラフといいますか︑これ

か︑地域住民一体となってそういった子供への支

とで︑ある自治体に行っていろいろ就学援助につ

増えつつあるところなんですが︑そういうところ

は本参議院の﹁経済のプリズム﹂
︑二〇〇九年︑

は残念ながら資料がないということですね︒

いて伺ってまいりました︒それが次のページの資

でそれぐらい掛かると︒しかし︑就学援助の入学

ちょっと古いんですけれども︑当時の調査室にい

置は四百九十六億円ということになっております︒

料になります︒

一時金は︑その次のページに示しておりますけれ

らっしゃいました方がこういう調査をして︑財政

援が行われているというこの市のお話も聞いてき

これは福岡県内のある市なんですけれども︑上

ども︑中学校の二十五年度就学援助費支給計画額︑
準要保護一年生というところを見ていただくと︑

力が低い︑左側の︑そういうところほど就学援助

たんですけれども︒

から三段目の表になりますが︑交付税額︑援助費
決算額に占める割合というふうになっております︒

せざるを得なかったりという状況があるのではな

率が高くなっているという傾向をこれで受け取れ

ですから︑この自治体では︑もう幾つかの中学

いかというふうに推察がされるところであります︒

入学準備金は二万二千九百円で約二万三千円程度

りおよそ八三％は自治体が負担しているというこ

校で申し合わせて︑制服やヘルメット︑体操服︑

こうした市町村における︑市町村の負担額と交

これを見てみますと︑平成二十四年度のところ︑

とになります︒もちろん税源移譲されております

ジャージなど︑卒業生から譲り受けると︒昔︑恐

付税の割合や︑市町村ごとの就学援助実施額及び

ると思います︒ですから︑苦しい財政の中で認定

けれども︑それを含めて八三％は自治体負担にな

らく下村大臣の頃もお下がりとかいう︑私もそう

就学援助の認定基準もそれぞれの市町村単独事業

にとどまっていると︒全然満たしていないわけで

っている︒二〇一三年度も同様になっております︒

いう時代でしたけれども︑お下がりをもらうとい

ですので市町村が決めているわけですね︒この認

マジックで印をしておりますが︑二〇一二年度の

もう一つ︑別の自治体︑今日資料をお示しして

うような形で取組を進めている︑満たしていない

定基準あるいは支給費目︑支給額︑こういったも

基準を引き下げざるを得なかったり支給額を減額

おりませんけれども︑調べたところでも︑やはり

ので︑制服が買えないお子さんのためにそういう

のについて文科省は定期的に調査︑把握されてい

すね︒

交付税は二五％︑七五％は自治体負担になってい

ことをやっているというようなお話も聞いてきま

援助実施額のうち交付税は一七％にすぎない︒残

る︒恐らくほかの自治体もこういう状況になって
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【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

援助制度の状況につきましては︑平成二十一年度

ところでございます︒また︑認定基準などの就学

対象となった児童生徒数の実績調査を行っている

況の把握を目的といたしまして︑毎年︑前年度に

に対する就学援助につきまして︑全国的な実施状

ましては︑地方単独事業でございます準要保護者

○政府参考人︵前川喜平君︶ 文部科学省におき

るのでしょうか︑お伺いいたします︒

○政府参考人︵前川喜平君︶ 各市町村の認定基

ていないという確認でよろしいですか︒

が︑それと︑市町村ごとの今のような調査は行っ

こと︑定期的にということは毎年ということです

○神本美恵子君 定期的に行われているかという

ころでございます︒

考にしていただくよう各市町村に提供していると

施状況につきましては︑今後の市町村の取組の参

受け取る側からすれば非常に複雑で分かりにくい

まっているというようなことも含めて︑それから︑

育扶助に入らずに就学援助の方の予算を使ってし

ことがいまだに残っていて︑これは生活保護の教

ならないという︑いつ頃の話ですかというような

対象で︑修学旅行は旅行なので教育扶助の対象に

聞いてみましたら︑林間学校は学校だから教育の

に就学援助の対象になっている︒これ︑なぜかと

こういった制度が必要な児童生徒に届くには︑

というふうに思うんですね︒

で二十一年度と二十五年度にそれぞれ調査をいた

保護者への周知︑そのためには子供に日々接して

準あるいは周知方法などにつきましては︑これま

平成二十五年度の準要保護者に係る認定基準に

しましたが︑定期的に調査をするということにな

と平成二十五年度の状況を調査しております︒
つきましては︑児童扶養手当の支給︑市町村民税

員の先生から︑要保護と準要保護があって︑これ

いる教職員への周知︑教職員自身がしっかりとこ

ども︑これは︑生活保護と違って︑準要保護者へ

を配っておいてくださいみたいなぐらいの認識し

っているわけではございません︒

といたしましては︑毎年度進級時や入学時に学校

の就学援助には全国共通の認定基準がなくて︑多

か︑もうずっと昔ですが︑ありませんでした︒

の非課税︑生活保護の基準額に一定の係数を掛け

で就学援助制度の書類を配付する方法と︑こうい

くが認定要件として生活保護基準所得が用いられ

そういった自分の経験から見ても︑これは周知

の制度を認識していなければいけない︒私も元教

う方法を取っているところが約六割と多い状況に

ております︒今御説明にあったとおりであります︒

という︑教職員自身が理解をするということは不

○神本美恵子君 先ほど周知のことについても︑

なっております︒

生活保護基準の一・〇から一・五倍など︑自治体

可欠だと考えますが︑これも二〇〇七年に実施さ

たもの︑こういった基準を用いる市町村がそれぞ

これまでの調査につきましては︑全国的な就学

ごと多岐にわたっています︒各県ごとの傾向が今

れた全国の市町村教育委員会のアンケート調査で

員でしたけれども︑よく分からないままに事務職

援助の実施状況を把握することを目的としており

答弁にありましたけれども︑市町村ごとにこれは

は︑その次の資料になりますが︑教職員に対する

何度かやった調査のことがお話にありましたけれ

まして︑地域の実情に応じて実施されております

是非調べる必要があるのではないかというふうに

れ約七割と多くなっております︒また︑周知方法

準要保護に係る就学援助の実施状況について︑そ

行っていないという回答が六八％になっておりま

説明会又は研修を行っていますかということでは︑
また︑生活保護を受けている要保護者の場合で

す︒これは湯田先生という方の﹁知られざる就学

思っております︒

いませんことから︑個別の市町村の状況について

も︑林間学校は教育扶助の対象になっております

援助﹂という資料の中から取ったんですけれども︑

れを比較することを目的としているものではござ
は公表資料として取りまとめてはおりません︒

けれども︑修学旅行費は教育扶助の対象にならず

なお︑今までの調査結果についての全国的な実
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【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

文部科学省といたしましては︑従来も援助の必

をして︑市の広報でこれだけ大きく取るようにし

まらないということで市議会で問題にして︑努力

こういうふうにしてお知らせということで︑就学

要な児童生徒の保護者に対しまして漏れなく就学

たということとか︑様々な工夫がされているんで

ずしも十分に制度の趣旨や手続について理解して

援助が実施されるように都道府県を通じて市町村

すけれども︑この実施状況というものを是非文科

文科省が作成された次のページの資料を見ていた

私は︑このような教職員向けの説明会がどれだ

に対し促してきたところでございますが︑今後も

省として把握していただきたい︒そして︑したこ

援助申請のお知らせというのが知らせられている︒

け行われているかとか︑どういう申請の仕方を︑

会議や通知等を通じまして︑教職員に対して就学

とをデータとして︑例えば文科省のホームページ

いるとは言えない状況であるというふうに認識し

案内を出していますかというようなことは是非文

援助制度の趣旨や手続についてしっかりと理解し

や各都道府県︑市町村に届けるというようなこと

だいても︑教職員向けの説明会はそこにあります

科省の方で把握をして︑把握をすることによって︑

ていただくことも含めまして︑就学援助制度の周

をやっていただきたいと思うんですけれども︑大

これは結構多いんですけれども︑これでは目に留

ああこれが大事なんだなということが分かっても

知方法の更なる充実を促してまいりたいと考えて

臣の見解をお願いします︒

ております︒

らえると思うんですけれども︑こういう周知の方
おります︒

○国務大臣︵下村博文君︶ まず︑神本委員が御

ように六・九％︑七・一％と︑これぐらいしか教

法とか︑こういうことについて定期的に市町村ご

○神本美恵子君 ここで文科大臣にお伺いしたい

自分で実地調査された今日はそのデータで質問し

職員への周知はなされていないということであり

とに調べるということについて︑文科省としては

んですけれども︑今幾つか︑例えば市町村のどれ

定の関与の下で就学援助制度に関する手続が行わ

ました︒これらの市町村においては︑教職員の一

を配付しているという市町村が約八〇％でござい

約七五％︑申請書の配付については学校で申請書

学時に学校で書類を配付しているという市町村が

援助制度の周知方法につきましては︑進級時や入

学援助実施状況等調査の結果によりますと︑就学

○政府参考人︵前川喜平君︶ 平成二十四年度就

げることによって︑市町村は︑ああこういう工夫

そのことを各自治体にもきちっと結果を返してあ

私はやっぱり文科省としてしっかりと調査をし︑

力がされているのかというようなことについて︑

だけではなくて︑保護者への周知にどのような努

になっているのか︒それから︑今のように教職員

認定基準だと思うんですね︑認定基準がどのよう

ぐらい比率であるのかとか︑それから大事なのは

だけ実施しているか︑毎年その中に交付税がどの

て︑全国的な状況を公表してきたところでござい

成二十一年度と二十五年度の状況について調査し

年︑準要保護の認定基準等について︑これまで平

就学援助の対象となる児童生徒数については︑毎

来は全国的な状況の把握を目的として調査を行い︑

今までも就学援助制度の実施状況について︑従

というふうに思います︒

そしてそれをしっかり受け止めなければならない

か︑大変に独自にされていることに対して感謝と︑

ていただいていることに対して評価をといいます

ます︒

どのようにお考えでしょうか︒

れているものと考えております︒

をすればいいというようなことも分かると思いま

一方で︑教職員向けの説明会を実施している市

貧困対策の推進に関する法律が施行され︑国及び

ますが︑御指摘がありましたが︑今回︑子どもの
私が聞いてきたところでは︑例えば市の広報で︑

すし︑非常に重要なことだと思うんですね︒

町村の割合は︑平成二十五年度においては七％で
あるとの調査結果も出ておりまして︑教職員が必

参議院記録部

- 19 -

【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

こととされたことも踏まえ︑今後は︑各市町村の

地方公共団体は貧困対策を実施する責務を有する
目の措置は︑二〇一三年度においては自治体の二

によると︑これは︑準要保護に対するこれらの費

費が追加されております︒しかし︑文科省の調査

る道具なんかもあるんですけれども︑例えばユニ

ば野球部などですと︑ほかのものですと共有でき

○神本美恵子君 クラブ活動費というのは︑例え

ので︑そのユニホームやスパイクやグローブなど

就学援助の実施状況を定期的に把握︑そして御指

いわゆる要保護に対しては追加費目になったけ

道具が買えないという理由でクラブ活動を︑野球

ホームとかシューズとか︑そういうものは置いて

れども︑それに準ずる準要保護に対しては二割程

部に入れないというような声も数多く現場からは

割程度にとどまっているというふうになっており

度にとどまっている︒この原因はどこにあるとお

来ておりますので︑準要保護の子供たちが︑こう

摘のように公表しまして︑子供の貧困対策につい

考えですか︒

いったクラブ活動費とかＰＴＡ会費︑生徒会費︑

おいてそれを共有して使うというわけにいかない

ただきたいと思いました︒やはり︑これは市町村

○政府参考人︵前川喜平君︶ 準要保護者に対す

これも要保護と同じように受けられるように︑補

ます︒

単独事業とはいえ︑文科省としては︑国の責務と

る就学援助につきましては︑地方単独事業でござ

助費目に入るようにということを是非手だてを講

て役立ててまいりたいと思います︒

して︑学校教育法は︑その前に︑教育基本法の教

いますので︑認定基準に限らず支給費目につきま

じていただきたいと思います︒

○神本美恵子君 下村大臣︑ありがとうございま

育の機会均等というものを受けておりますし︑こ

しても各市町村が独自に定めているわけでござい
一方で︑各市町村は準要保護者に対しどのよう

ことがないようにということで︑これは衆議院の

基準引下げによって就学援助の支給水準が下がる

私は︑今日の質問は︑そういう御答弁を是非い

した︒

の教育基本法は︑憲法の子供が教育を受ける権利
ます︒

責務があるわけですので︑この就学援助という︑

な費目を支給対象にするかの判断に際しまして︑

それから︑次に参りますけれども︑生活保護の

を保障しなければいけない︒それに対しては国の
まさに経済的な理由で就学が困難になっている子

厚労委員会などでも田村厚労大臣はいろいろ御答

年の五月︑九月︑今年の四月と三度にわたって丁

要保護者に対する国の補助金の対象費目を参考に

御指摘のございましたクラブ活動費︑ＰＴＡ会

寧に厚労省の事務次官通知が出されております︒

供に対して機会均等に学ぶ権利が保障されるため

前向きに︑定期的に調査をし︑そのことを公表し

費︑生徒会費の三つの支給費目につきましては︑

その中の資料として添付されていたものですけれ

弁なさっておりますが︑少し︑ちょっと飛ばしま

ていくという御答弁いただいて︑今日はもうこれ

平成二十二年度から国の補助金の対象費目となっ

ども︑閣僚懇資料として出されております︒

して定めているという市町村が多いところでござ

でよかったかなという気もしますが︑まだまだ問

たというものでございまして︑これを踏まえまし

この中の二番に︑生活扶助基準の見直しに直接

には︑国の責務として非常に重要なこの準要保護

題がありますので︑引き続き質問させていただき

て市町村で検討した結果︑これまでに二割の市町

影響を受け得る国の制度ということで書かれてお

して︑資料の十一なんですけれども︑これは︑昨

たいと思います︒

村で準要保護者に対する支給費目とするという措

りますが︑生活扶助基準の見直しがほかの制度に

います︒

二〇一〇年から要保護児童生徒の援助︑補助金

置がとられてきているものと考えております︒

の就学援助制度だと思いますので︑文科省として

の補助費目にクラブ活動費や生徒会費︑ＰＴＡ会
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味なんでしょうか︒

に書かれておりますけれども︑これはどういう意

体において判断していただくよう依頼というふう

のことですよね︑その趣旨を理解した上で各自治

けれども︑国の取組を説明の上︑だから︑その上

ことで︑これ田村厚労大臣にお聞きしたいんです

にしております準要保護に対する就学援助という

が︑三番目に特出しで︑地方単独事業で︑今話題

施設等の運営費等というふうに書かれております

ふうに出されております︒

いよう対応することを基本的考え方とするという

影響しないように︑できる限りその影響が及ばな

どういう影響が及ばない取組ができるんでしょう

は地方の取組だからそれは強制できない︑じゃ︑

の引下げの影響が出ている︒これに対して︑これ

まさに影響だと私は思うんですね︒生活保護基準

も報道で幾つか出ておりましたけれども︑それが

も引き下げられたというようなことがこの四月に

ほどから話題にしているこの準要保護の認定基準

保護基準が引き下げられた︑それに連動して︑先

ないという︑そのことによって︑生活扶助︑生活

○神本美恵子君 地方単独事業だから強制はでき

わけであります︒

ただきたいということで依頼をさせていただいた

というものを御理解をいただいて適切に対応をい

できないわけでありますけれども︑我々の考え方

○神本美恵子君 まさに今厚労大臣︑これは全国

いをさせていただいたわけであります︒

ただいて対応いただけるものと︑このようにお願

のバランスを考えながら我々の趣旨を御理解をい

総合的にやっておられるわけでございまして︑そ

供のいろんな貧困対策というものも含めて地方は

併せて申し上げれば︑これだけじゃなくて︑子

うものをそんたくをされてお決めになられると︒

方がやはり適切に地域住民の方々のお気持ちとい

とはあるかも分かりませんが︑しかし︑それは地

げればその分財源が浮くじゃないかと言われるこ

今までと同じような形になります︒もちろん︑下

いわけでありまして︑今までと同じ基準であれば

いいますか︑使うお金が増えるというわけではな

ただいて︑対応していただくようにお願いをさせ

の趣旨というものをしっかりとお伝えをさせてい

で︑各自治体に事務次官通知というような形でそ

昨年の五月︑九月︑そして今年の四月ということ

この申合せに沿って︑地方単独事業の場合は︑

りますけれども︑申し合わせたわけであります︒

対応方針というものを各閣僚︑これ閣僚全員であ

ということで︑昨年の二月でありますけれども︑

て他の制度にできる限り影響を及ぼさないように

ましたとおり︑生活扶助の見直し︑これに関わっ

いをさせていただいたということでございます︒

趣旨というものをお伝えをさせていただいてお願

でございますので︑我々としてはしっかりとこの

当然これは地方単独事業ではできないということ

て︑そこに向かって国がこうしなさいと言うのは︑

から︑それは全国一律ではないわけでございまし

になられる方々︑基準が違うわけですよね︒です

そのような形の方々︑つまり︑就学援助の対象者

いますので︑それぞれ︑準要保護といいますか︑

○国務大臣︵田村憲久君︶ 地方単独事業でござ

か︒再度お願いします︒

前半の社会保障﹂の充実を﹂と題して︑小中学校

﹁
﹁教育安心社会﹂の実現﹂ということで﹁
﹁人生

麻生大臣のときの教育再生懇の審議のまとめでは︑

麻生大臣もいらしておりますけれども︑ちょうど

だと思いますが︑先ほど少し紹介しました︑今日︑

も看過できない︑所管省庁として︑そういうこと

これは︑文科省としては格差が出ることはとて

に財政力で格差が出てきていると︒

題だと思うんです︒地方単独事業ですから︑そこ

と︑まさにこの準要保護の今抱えている最大の課

から︑財源のやっぱり限界があるというようなこ

一律ではないと︑準要保護の基準はですね︑それ

その中に︑就学援助︑保育料の免除︑児童養護

○国務大臣︵田村憲久君︶ 委員がおっしゃられ

ていただいたわけであります︒

ちなみに︑これによって余分に財源が増えると

地方単独事業でありますから︑もちろん強制は
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御指摘の点はもっとものことというふうに思いま

全国的に基準を仮に作ると︑より良くなればい

あります︒

の児童生徒に対する就学援助を充実し︑自治体の
す︒特に︑義務教育における機会均等を図る観点

るわけですよね︒それをどう考えるんだというこ

財政力によって差が生じないよう︑財政措置等の

平成二十四年度就学援助実施状況等調査の結果

とは重要なポイントだと思いますし︑全国一律基

いですけれども︑それから漏れるところ︑つまり︑

私は︑これは非常に重要なことで︑先ほどから

を見ますと︑就学援助制度の周知方法について一

準を作ったとしても︑更にそれに上乗せするとこ

から︑適切に就学援助が実施される必要があると

貧困対策推進法のことも申し上げてまいりました

定の充実が図れているなど︑各市町村において適

ろは出てくるわけでありまして︑そこはなかなか

在り方を含め︑就学援助の新たな仕組みを検討す

けれども︑この貧困対策推進法が求めている教育

切な就学援助が実施されているものと考えており

制度として︑今言われた準要保護児者といいます

より良くしているところは漏れるところも出てく

の支援ということの具体化としても︑私は︑この

ますが︑今の御指摘のように︑これは費用負担の

か︑そういう御家庭のお子さんに対して国がまた

いうふうに思います︒

準要保護の就学援助を全国共通の例えば基準を設

面から︑三位一体改革における国と地方の役割分

るというふうに明記されております︒

ける︑そしてそれに必要な財源を確保するという

たいなものは国として作れないわけでありますが︑

例えば何らかの財源措置をして対応するんだとい

これを受けて︑今後︑政府として子どもの貧困対

仮に作ったとしても︑それからやはりまた上乗せ

担及び国庫補助金の在り方等の観点︑検討した結

ますし︑麻生大臣と下村大臣と厚労大臣にお伺い

策に関する大綱を作ることになっておりますが︑

をされたりするところは︑それぞれの自治体の議

ようなことを考える時期ではないかなというふう

をしたいと思います︒それから︑貧困対策の担当

この中で︑引き続き︑義務教育機会の均等が図ら

会︑首長さんのお考えの中においてされることで

うことがあれば︑それは国はここまで︑その上に

でもあります森大臣︑通告しておりませんけれど

れるよう︑児童生徒の教育支援の充実について検

あると思いますので︑一律にこの基準というのは

果現在のような状況になったわけでございまして︑

も︑今検討会議が行われておりますよね︒その検

討していくことによって︑これは︑新たな議員立

なかなか難しいのかなと︒

に今思っているんですけれども︑それについて︑

討の概要も踏まえて︑それぞれ見解をお伺いした

法等によって︑基本的に地方の格差が起きないよ

上乗せして地方は単独でこうだというのはあるん

いと思います︒

うな形での対応を考えていく必要が今出てきてい

国として︑じゃ︑財源も含めてどうなんだという

これを改善するためには︑御指摘のように︑昨年︑

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 質問の予定にはあり

るのではないかと私どもとしては考えているとこ

のは一つの考え方であろうと思いますが︑これは

これまで麻生大臣そこでお聞きいただいておりま

ませんけれども︑厚労︑文科で基本的にやってお

ろでございます︒

厚生労働省の担当ではございませんので︑その担

だと思いますが︑そもそも地方単独事業の基準み

られるんだと思いますんで︑厚労省︑文科省に詳

○国務大臣︵田村憲久君︶ 就学援助に限らず︑

当部署においていろいろとお考えになられること

子ども貧困対策推進法ができたわけでありまして︑

しく御説明を求められるのが︑今︑現状をちょっ

地方単独事業という形でそれぞれの自治体がそれ

になろうというふうに思います︒

すので︑総理のときの安心社会の提言でもござい

と詳しく把握しておりませんので︒

ぞれの特色を持った事業をされておられるわけで

委員が言われている意味は分かっておりまして︑

○国務大臣︵下村博文君︶ 文部科学省としては︑
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さに大綱の策定に向けて検討中でございまして︑

○国務大臣︵森まさこ君︶ 検討会議では︑今ま
て︑是非︑そういう法的整備も含めて︑この準要

ちっと今の実施状況を見て︑市町村の意見も聞い

がなくなってしまうようなことがあってはならな

よって︑経済的な格差によってチャンス︑可能性

いては︑これは文科省だけではなく︑ほかの関係

いというふうに思いますし︑そういう姿勢で文部

実際にこの支給が必要なところに行っていない

省庁との連携の中のことでありますが︑その辺は

保護の充実こそ今の子どもの貧困対策の大綱の中

○神本美恵子君 四大臣︑お答えいただいたんで

ために︑例えば修学旅行に行けないとか︑卒業ア

しっかりと主張してまいりたいと考えております︒

生まれ育った家庭の環境によって子供の人生が左

すけれども︑これを全国共通の認定基準にすると

ルバムのお金が出せないから卒業アルバムがもら

○神本美恵子君 ありがとうございます︒

科学省としては是非取り組んでまいりたいと思い

下がるところもあるというふうにおっしゃいまし

えない︑写真に写れないというような︑もう具体

必要であれば︑議員立法としてもまた後押しを

で設けるべき非常に重要な取組になるのではない

たけれども︑これ共通の認定基準を作るとなると︑

的な話を言い出すと切りがないぐらい学校現場で

するようなことを考えたいと思いますので︑是非

右されることがないように︑子供の貧困対策にし

現行法のままではちょっと限界があるところがあ

この貧困の問題が影を落としているということを

取組をお願いをしたいと思います︒

ますし︑この子どもの貧困対策に関する大綱につ

ると思うんですね︒例えば学校教育法の第十九条

是非認識をして取組を進めていただきたいなとい

かというふうに思っております︒

を変えなければいけないとか︑事業主体がここで

うふうに思いますが︑文科大臣︑もう一回︑この

っかりと取り組んでまいりたいと思います︒

は市町村になっておりますので︑それを改正しな

件について︒

ーシブ教育についてお伺いをしたいと思います︒

あと︑残り少なくなりましたが︑次にインクル

ければいけない︒あるいは就学援助に対する国の

ルーシブ教育の構築に向けて動き出したわけです

このインクルーシブ教育の就学指導の手引につ

準要保護の家庭の子供に対しての今お話をされ

けれども︑今︑まさに今年の四月入学する子供さ

○国務大臣︵下村博文君︶ 私は︑神本委員の言

たことは︑田村厚労大臣の御意見も踏まえつつ︑

ているわけでありますし︑これは︑子どもの貧困

んの就学指導がどのように行われているのか︑ど

援助に関する︑いわゆる就学援助法ですね︑それ

今の基準から下がらないように︑しかし財政力の

対策法がもうできたわけでありますから︑地方に

のような手引によって行われているか︑施行令改

いて︑これも今年の三月の内閣委員会において︑

弱いところにもちゃんと行き届くように︑しかも︑

おける格差は︑上乗せについては︑これはそれぞ

正がそこにどのように反映されているかというこ

われていることはおっしゃるとおりだというふう

今の準要保護の受給者というのは必ずしも満たし

れの自治体の努力ということで︑これは逆に評価

とを文科省は把握されているのかという質問をい

もちょっと法律を変えなければいけないという法

ていないんですね︒財政力によって費目の額が抑

すべきことだと思いますが︑御指摘のように︑最

たしましたけれども︑そのときには︑やっていな

昨年九月に学校教育法施行令が改正されてインク

えられたり費目が制限されたりというようなこと

低基準的な部分については︑やはり何らかの形で

いということでございました︒

に思います︒

もありますので︑そこにきちっと行き渡るように

国が地方公共団体に対して指導するとか︑あるい

整備の問題が出てくると思いますので︑そういっ

するために︑これはもう財政措置が何としても必

は財政的な部分についても︑今後検討することに

そこで︑これも大急ぎだったんですが︑私自身

要だと思いますので︑私は︑文科省が定期的にき
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の資料に︑資料十三ですけれども︑結果をまとめ

や行政説明会により周知をするとともに︑詳細な

改正の趣旨については︑各自治体に対する通知

身に付けていけるかどうかが最も本質的な視点と

ながら︑充実した時間を過ごしつつ︑生きる力を

り︑学習活動に参加している実感や達成感を持ち

な表現をしているところがあったんですけれども︑

ております︒教育委員会に照会したんですけれど

解説資料であります教育支援資料を全ての都道府

なりますというふうに表現されているんですね︒

新たな制度が適用された最初の子供たちというこ

も︑その中で︑六十七のうちの五十の教育委員会

県・市町村教育委員会に配付し︑その周知徹底を

全くこの教育支援資料と同じようになっている

が都道府県教委と政令市の教育委員会に対して照

から回答をいただきました︒本当に短期間であり

図っているところでございます︒文科省としては︑

んですけれども︑この資料で印をしているところ

その場合にはそれぞれの子供が︑授業内容が分か

ましたけれども︑多忙な中に教育委員会は答えて

この教育支援資料等を活用して︑今般の就学相談

の記述について文科大臣にお伺いしたいと思いま

とになります︒

いただいたことにこの場で感謝もしつつ︑質問を

等においては︑手引書自体は改訂していないが︑

すけれども︑この後半部分の︑子供が授業内容が

会作業を行いました︒その結果がその次のページ

したいと思います︒

自治体においても新制度の理念等を踏まえた対応

分かり︑学習活動に参加している実感や達成感を

その結果を見ていただくと分かりますように︑

がなされているものと考えてはおります︒

就学指導の手引を改訂済みというところが十六︑

なっておりますが︑今年度中に作業を終えるとこ

○神本美恵子君 各教育委員会の手引を見てみま

導︑支援を行ってまいりたいと考えております︒

をする責任が教育委員会や学校にあるというふう

充実感を持って学ぶことができるという環境整備

や学校が︑子供が授業内容が分かって︑達成感や

持つ︑このことは︑それができるような環境整備

ろは三四％になっておりますけれども︑この状況

すと︑次のような表現で説明している手引が六か

に考えますけれども︑いかがでしょうか︒

文科省としては︑引き続き︑新制度の理念が正

について︑文科大臣︑どのようにお考えでしょう

所あります︒インクルーシブ教育システム構築の

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘の︑授業内容

作業中が十七︑以前から取り組んでいるため改訂

か︒

ためには︑可能な限り障害のある子供とない子供

が分かるの意味するところは︑この当該児童生徒

をして︑そういう教育内容を工夫する︑そういう

○国務大臣︵下村博文君︶ 昨年八月︑学校教育

が共に教育を受けられるよう配慮することが大切

に対して提供される教育の内容が︑当該児童生徒

確に各自治体に共有され︑その趣旨を踏まえた教

法施行令の一部を改正し︑障害のある児童生徒の

になります︒その場合にはそれぞれの︑これ皆さ

にとってその将来的な成長へと着実につながって

の必要がない︑手引を作成していない︑改訂時期

就学について︑特別支援学校への就学を原則とし︑

んのお手元には︑資料の最後︑十四番としてお配

いくようなものとなっている必要があるというこ

責務は誰にあるのか︒これは︑私は︑教育委員会

例外的に小中学校への就学も可能としていた従来

りしております︑文科省が作成されている教育支

とを端的に表現しようとしたものでございます︒

育相談等が実施されるよう︑これからも必要な指

の仕組みを改め︑新たに個々の障害の状況等を踏

援資料でありますけれども︑印をしているところ

について何も言及していないというような状況に

まえ︑総合的な観点から就学先を決定する仕組み

教育を提供するために必要となる環境整備の程度

その上で︑障害のある児童生徒に対して十分な

を御覧いただきたいと思います︒
都道府県教委あるいは政令市で六か所同じよう

というふうにしたわけでございます︒今年の四月
に小中学校や特別支援学校に入学した児童生徒は︑
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れが七千億しか今確保できていないということに

いと思いますので︑途中割愛することがあるかも

まず最初に︑御縁がありまして同じ地元となり

は︑個々の障害の状況等により大きく異なるもの

○国務大臣︵森まさこ君︶ 一昨年の民主党︑自

ました麻生大臣にお尋ねいたしますが︑平成二十

しれないということをまずお許しいただきたいと

なお︑この点に関しては︑平成二十四年度の中

民党︑公明党の三党合意︑それから参議院の附帯

一年︑所得税法の一部改正法︑特にこの附則の第

ついて︑これは何としても確保するという御決意

教審初等中等教育分科会報告におきましても︑

決議にもございます︑子ども・子育て支援の充実

百四条についてお尋ねをいたしたいと思いますが︑

でありまして︑この点については十分に留意する

個々の子供の障害の状況や教育的ニーズ︑学校や

は未来への投資でありますので︑一兆円超程度の

二〇一三年の十月十五日の日経新聞の記事︑ここ

思います︒

地域の実情等を十分に考慮することなく︑全ての

必要な財源確保に引き続き最大限努力してまいり

に︑当時の麻生総理大臣と与謝野経済財政担当大

を一言だけお願いします︒

子供に対して同じ場での教育を行おうとすること
ます︒

必要があると考えております︒

は︑同じ場で学ぶという意味では平等であるが︑

革中期プログラム法案で後の政権を縛らなければ

臣との話の中で︑閣議決定では駄目だと︑税制改

│││││││││││││

ならないと︑この場面は二〇〇九年の初頭に遡っ

○神本美恵子君 終わります︒

は健全な発達や適切な教育のための機会を平等に

○委員長︵金子原二郎君︶ この際︑委員の異動

実際に学習活動に参加できていなければ︑子供に
与えることにはならず︑そのことが︑将来︑その

て︑当時の首相麻生太郎と経済財政相の与謝野薫

はこのように税制改革の推進を確認し合ったと︑

について御報告いたします︒
本日︑佐藤正久君が委員を辞任され︑その補欠

子供が社会参加することを難しくする可能性があ
るとの指摘がなされているところでございます︒

として舞立昇治君が選任されました︒

そう掲載されています︒

ただ︑委員が今御指摘のあったように︑やはり

いうことが一点でありますが︑私としては閣議決

現在も二回の政権交代を挟みながら着々と進ん

今日︑初めて決算委員会での質問の場を与えて

定というものは非常に重いものと認識しておりま

│││││││││││││

るというふうに思いますし︑文部科学省としては︑

いただきまして︑心から感謝をすると同時に︑い

したので︑後の政権を︑それだけでは無理だと︑

この授業内容が分かるという意味での前提条件と

引き続き障害のある児童生徒の教育環境の充実に

つもはなかなかお目に掛かっても質問する機会が

もっと縛ることを何とかしていかなければならな

でいる社会保障と税の一体改革のスタートは︑ま

しっかり取り組んでまいりたいと思います︒

ございませんでしたので︑今日の私の三十七分間

いと判断された本意を是非最初にお聞かせいただ

○西村まさみ君 民主党・新緑風会の西村まさみ

○神本美恵子君 時間が参りました︒

は麻生財務大臣だけにお尋ねをさせていただきた

きたいと思います︒

しての環境整備等︑これは教育委員会や学校が更

森大臣︑せっかくおいでいただいておりますの

いと思いますので︑どうぞよろしくお願いします

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 何新聞だか知りませ

さにこの六年前の麻生総理大臣の頃だったのかと

で︑一言だけ︑子ども・子育て関連に関して︑消

と同時に︑たくさんの質問通告をいたしましたが︑

んけど︑新聞に書いた話は大体信用されぬ方がい

でございます︒

費税が上がれば一兆円超えということが少子化対

どんなに早口で話しても全部というわけにいかな

に努力するということが前提の中でのことでもあ

策会議の中でも言われているんですけれども︑そ
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あのときに私が一番記憶があるのが︑リーマ

正式には記憶はないんですが︒

読まぬので︑今の話がどの程度だったかちょっと

人の記事も多分そうだと思ってほとんど信用して

いと︑自分で記事になるたびにそう思いますので︑

断になろうと思いますが︑ただ︑そういう政権の

終的に判断するのはその担当するときの政権の判

るかやらないかは定められたとしても︑それを最

関係なく︑これは時の政権が最終的にはそれをや

ジュールにつきましては政権の交代があるなしに

の党内世論を押し切って成立へ突っ走ったという

出さないと法律違反になるという論法で︑大荒れ

野田は一二年三月末までに増税関連法案を国会に

のがこの附則百四条というプログラム法だった︑

菅人や野田佳彦が路線転換の大義名分に使った

素通りしていた民主党政権︑後から首相になった

私もその場にいた人間の一人としては本当に思

判断であろうとも︑附則第百四条を改正するとい
したがって︑国会の中において︑閣議決定と違

い出されるなと思うんですが︑この百四条では︑

ン・ショックというものが大きく出ましたもので
胆にやる︑そして中期は極めて責任を持ってやら

って法律ということになりますと︑一応国会の中

不断の行政改革推進とか歳出の無駄排除の徹底と

経緯が載っているんです︒

ねばならぬということを申し上げたんだと思うん

においてきちっとしたやり取りというものをやっ

かがあり︑三項には︑一号から八号にわたりまし

う義務が︑必要になるんだと思っております︒

ですが︑そうした中で︑政府・与党において議論

ていかねばならぬので︑立法府と行政府がそれぞ

て︑並びで︑例えば個人所得課税や法人課税︑税

すから︑西村先生︑あのときは︑短期の改革は大

をいただいたのが︑平成二十一年度の与党税政改

れ責任を分担し合うということになろうと思いま

八％︑三％増税されましたので︑それ以外のとこ

正大綱というのが出てくるんですが︑その中で︑

この種の話は非常に危機的な状況と思っておりま

ろにおいての現時点での進捗状況をお尋ねをした

制のグリーン化とか︑税の種類ごとに書いてある

したので︑そういった対応をさせていただいたと

いと思います︒

すので︑責任を分かち合うという意味で︑私ども

融面の危機のみならず︑社会保障の安定財源確保︑

記憶をいたします︒

○副大臣︵愛知治郎君︶ お答えを申し上げます︒

読み直してみますと︑改革の道筋を立法上明らか

格差の是正や経済の成長力の強化という中期的な

○西村まさみ君 大臣︑ありがとうございました︒

先生︑本日財務大臣のみということだったんで

んですが︑今現在の︑この四月からは消費税が

課題にも応えた財政を構築するという責任を担う

私も︑新聞の報道が必ずしも正しいというわけ

すが︑個別具体的な話もございますので︑私から

としてはそういったものをきちんと求めないと︑

姿勢を示していかねばならぬという考え方が共有

ではないことは︑つい最近の我々業界に対する新

お答えをさせていただきたいと存じます︒

にすることなどをもって︑我々が直面する経済金

をされたんだと︑あのときはそう思っておりまし

聞報道でもよく理解しておりますので︑大臣の今

た︒
︹委員長退席︑理事熊谷大君着席︺

成二十二年度以降の年度改正法や税制抜本改革法

附則百四条に示された検討課題については︑平

の御答弁が本心︑本音であったんだろうと︑そう
推測をさせていただきます︒

これを受けて︑所得税法の附則百四条という形
で段階的に消費税を含む税制改正というか︑抜本

具体的に申し上げますと︑例えば個人所得課税

により措置を講じてきたところであります︒
この進捗状況について︑これは財務省にお尋ねし

については︑平成二十四年度及び平成二十六年度

続きまして︑附則の百四条についてなんですが︑

のが道を定められたと認識をしております︒この

たいんですが︑この記事は︑当初は消費税増税は

改正を行うためのルール︑スケジュールというも
附則第百四条に沿った立法というのは︑そのスケ
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引下げを行ったところであります︒なお︑現在で

税ベースの拡大を行いつつ︑法人実効税率五％の

正において欠損金の繰越控除制度の見直し等の課

また︑法人課税については︑平成二十三年度改

施及びＮＩＳＡを創設するなどを行っております︒

融・証券税制に係る税率の二〇％本則税率化の実

特定扶養控除縮減︑二十三年度改正においては金

成二十二年度改正において年少扶養控除の廃止︑

じてきたところでございます︒そのほかにも︑平

年度改正において最高税率の引上げ等の措置を講

改正において給与所得控除の見直し︑平成二十五

重に︑なるべく格差がないように進めていただき

ところの大きな部分も占めますので︑是非とも慎

大変敏感なところであるし︑生活に割と直結する

いところであることは十分承知はいたしますが︑

ルとか計画にのっとってやっていかなきゃいけな

ろん先ほど大臣おっしゃいましたが︑スケジュー

況というものは︑そのときそのときの状況︑もち

非常に敏感だと思います︒ですから︑その進捗状

どうしてもそれぞれ税というものに対して国民は

措置を講ずるものとするとありますが︑やっぱり

ためには︑平成二十三年度までに必要な法制上の

かなか国民の理解を得られないままにどんどんど

とは十分認識しますが︑やはり余りにも急ぐとな

グラム︑計画を実行していかなければならないこ

が︑私は︑先ほども申し上げましたように︑プロ

臣が総理のときからずっと進められているんです

このプログラム法︑六年前の誕生から︑麻生大

改正と︑来年以降も続くわけですが︒

の確保に関する法律などの医療保険の関連各法の

されているという国民健康保険法︑高齢者の医療

くるであろう︑来年の通常国会で法案提出が予想

に関する法律案︒そしてさらには︑これから出て

総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

んどん進んでしまうと思うんです︒

たいと思います︒
それで︑ちょっと問い三は飛ばしまして︑プロ

ありますが︑政府税制調査会において更なる法人
税改革の議論を行っているところであります︒

ことで︑大変貴重なところだけ教えていただいた

とを聞くと︑とてもとても時間が足りないという

今︑様々︑もう本当に私も調べると︑細かいこ

○西村まさみ君 ありがとうございました︒

させていただきます︒

長くなるのでこれぐらいでよろしければお答えと

まだ個別具体的にありますけれども︑ちょっと

所要の措置を講じてきたところであります︒

附則百四条三項に規定された各項目について累次

時間の中で強行採決をされました十九本もの大き

法律︒そして四番目︑今衆議院では大変短い審議

保障制度の確立を図るための改革の推進に関する

昨年の秋の臨時国会で強行された持続可能な社会

の措置の骨子について︒そして︑三番目としては︑

制度改革推進法とその第四条規定に基づく法制上

って︑自民党の強い要求でございました社会保障

を改正する法律案︒そして︑民自公三党合意によ

麻生総理時代に平成二十一年の所得税法等の一部

ど来の新聞記事についてはもう省きますが︑まず︑

に移すかどうかというのは︑先ほど申し上げたよ

で︑いわゆるプログラム法に書かれた施策を実際

度の話だとまずちょっとそう思っていただいた上

につきまして定める法律を全体的に指している程

に︑将来行うべき立法とかそのスケジュール等々

ないので︑例えば今言われた附則第百四条のよう

うのはまず厳密な定義というものがあるわけでは

大事なところだと思いますが︑プログラム法とい

○国務大臣︵麻生太郎君︶ これは︑西村先生︑

か︑お聞かせください︒

ム法というものに対してどういう御見解をお持ち

その辺につきまして︑麻生大臣︑このプログラ

と思っています︒

な法律が一束になって︑いまだ参議院では審議さ

うに︑そのときの政権の判断ということになるん

グラム法案についてお尋ねしたいんですが︑先ほ

この第一項に書いてある中に︑遅滞なく︑かつ

れておりませんが︑地域における医療及び介護の

そのほかにも︑自動車関係諸税︑資産課税等︑

段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行う
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【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

組むためには一定の枠組みが決められますので︑

進めるための手法としては︑私は︑中期的に取り

正をするということになりますので︑政策課題を

律を通しておりますと︑一定の議論を尽くして改

れを変更しようと思った場合は︑仮にも国会で法

ですが︑ただ︑先ほど申し上げましたように︑そ

にはそのときそのときの対応を大臣には是非今の

きゃいけないということで︑何か今後あったとき

論はやはりどういう立場でもしっかりしていかな

況は時の政権がしっかり判断するという中で︑議

ってやっていく︑そしてその中で︑その時々の状

様々なところで是非中期目標を立ててそれに向か

の本体のマイナスの一・三六％︑薬価等の改定で

もちょっと触れますが︑小泉総理時代の診療報酬

しかし︑どうしても心配でならないのが︑後で

分に理解します︒

平均して全体的に見ればあるんだということは十

間違いないことでしょうし︑そういったところも

うなのかなと︒ただし︑この実態調査というのは

更にマイナス一・八︑合計でマイナス三・一六％

思いと同時にお願いをしたいと思います︒
次に︑社会保障の抑制路線についてお尋ねしま

一定の意義があると思っております︒
ただ︑今︑百四条についていえば︑
﹁法制上の
りましたので︑政権交代がありました後︑民主党

す︒医療の関係者の一人として今回の診療報酬改

先ほど申しました︑私は歯科の開業医でありま

域医療の崩壊につながったというふうに私は思っ

が︑二〇〇六年医療制度改革の影響でいわゆる地

の診療報酬改定を含む一連の医療費抑制の集大成

と︑過去最大のマイナス改定を行った二〇〇六年

政権においてもこの法律を変えない限りその義務

定︑非常に圧倒的な財務省主導で行われたような

ています︒

す︒

を負うことになるんじゃないかという話になって︑

気がしてなりませんし︑例えば今回の予算編成に

措置を講ずる﹂ということが法律上明記されてお

これが一つの契機になって平成二十四年度の通常

当たっても︑平成二十五年の十一月二十九日に答

か︑私も歯科医師でございますから︑医療とか国

どうしても私︑専門が医療︑大臣御承知かどう

︹理事熊谷大君退席︑委員長着席︺

○西村まさみ君 ありがとうございました︒

てはそういうものが考えられると思っております︒

ものの一つの︑意義があったものの一つの例とし

ラム法としてはそういった効果があった︑大きな

て成立をしたと思っておりますので︑あのプログ

されて︑自公民の三者の三党協議を経て法律とし

あることが明らかになった︒
﹂と書いてあるんで

は﹁増収・増益﹂であり︑給与も含め改善傾向に

が公表され︑医療機関等の経営状況は︑全体的に

ジに書いておるのは︑
﹁医療経済実態調査の結果

れているんです︒例えば︑この財政審六十八ペー

効率化とかいうことを十ページにわたって論評さ

れの診療報酬改定についての合理化とか︑例えば

起こして︑医療費の自然増︑本体と薬価のそれぞ

編成等に関する建議でも社会保障補論をわざわざ

申された財政審の中でも︑平成二十六年度の予算

介護士とか歯科衛生士とかコメディカルスタッフ

るんです︒例えば︑私たちで言わせてもらうと︑

うなのが今回の実態調査の結果なんだと思ってい

比べれば若干の増収とか増益があるんだというよ

つプラス改定にしていったところで︑どん底から

せていないんですが︑三回にわたってちょっとず

す︒その過去のマイナス分がまだ全体的に取り戻

大変状況が厳しい中でもプラス改定を行っていま

の福田内閣のときの診療報酬改定では︑僅かでも︑

りました︒二回の︑前回と前々回︑そしてその前

その後︑様々な︑政権交代やいろんなことがあ

国会で社会保障と税の一体改革というものが提出

民の︑偏ったところでプログラム法というものを

は非常に不足していて︑特に競争力の激しい都心

とまた地方とはいろいろな問題で︑いろんな意味

す︒
私は︑実際に携わっているとして︑必ずしもそ

捉えがちだったんですが︑電事法なんかもこれや
はりプログラム法だと思っています︒ですから︑
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【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

却の政府目標から︑賃金の引上げということ︑こ

今回︑四月から消費税の三％引上げとデフレ脱
く賃金アップを行うことができたかできないかと

ていただきたいのは︑この四月から定期昇給を除

せんが︑ちょっと大臣の頭の中に是非入れておい

調査ですから︑これが全てというわけではありま

大きな問題だと思っています︒

っかりやっていかなきゃいけないかということが

介護が必要になったとき︑どこに視点を持ってし

診でやってほしいと︒それからもう一点は︑総理

とその分は基本診療料と言われている初診とか再

中でやりますと言っていたわけですから︑きちっ

ちっとしてもらうということ︑これは診療報酬の

様々なところで損税となっている部分の補填をき

われている仕入れですとか︑例えば技工代とか︑

三％上がる分︑これは医療機関にとって損税と言

療所ではやはりできていないと︒これが今の開業

賃金アップできたのは何と一八％で︑八二％の診

ことが後ろにあると思います︒それから飯塚では︑

金をアップして確保するということもあるという

した都心部では︑求人︑人手が足りないので︑賃

五八％はできていないと︒これは︑先ほど申しま

とかやりくりでアップしたが︑非常に厳しいと︒

私のクリニックがある中野区では︑四二％は何

そして全国の小さな診療室は閉院せざるを得ない

急医療では医療機関も足りない︑医師も足りない︑

都心とか地方とか関係なく︑産科とか小児科︑救

な医療の崩壊ということ︑特にこれは全国的に︑

した︒その結果が︑先ほど来申し上げているよう

二千二百億円ずつカットするということを行いま

方針二〇〇六で︑五年間で一・一兆円ずつ︑年間

あのときは︑平成十八年七月の閣議決定の骨太の

障の抑制路線がもう一度再燃するのではないかと︒

報酬改定というものが︑小泉政権のときの社会保

が各方面で言っている賃金を上げるということを︑

医である診療所の実態なんだと思います︒

で差があります︒

れは総理も各方面でおっしゃっていました︒です
いうことをお尋ねしました︒

それで︑先ほど言いましたように︑今回の診療

から︑私はこの今回の診療報酬改定は︑消費税が

我々も︑診療室に勤務している︑病院に勤務して

厳しい中で今回の診療報酬改定がありました︒私

ところが︑なかなか現状そうはいかない︑大変

三点でお願いをしたんです︒

がらないようにしていくことが必要だというその

イナスにしないで︑続けて地域医療の崩壊につな

らやっと上がってきたんだから︑今だからこそマ

もう一方で︑二年ごとの改定で︑今までどん底か

で手当てをしてもらわなきゃいけないということ︒

なことをやっぱり心配されていらっしゃるわけで

ツケ回しを増加させるんじゃないかと︑いろいろ

て︑現役世代の税の負担とか将来世代への負担の

らないとか︑むしろ医療費が増加することによっ

しても必ずしも患者である国民のメリットにはな

ば︑診療報酬が上がれば︑医療機関の収入は増加

うものはいろいろなもので言われています︒例え

うもの︑これは一義的には診療報酬のコストとい

大臣におかれましては︑自然増を含めた増加とい

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 社会保障制度という

えていただきたいと思います︒

ればいけないという御見解がもしありましたら教

うに評価されて︑今後はどのようにしていかなけ

構なんですが︑社会保障政策というものをどのよ

診療報酬改定等︑含めていただいてももちろん結

ていらっしゃいました麻生大臣としては︑今回の

是非︑当時から総務大臣や外務大臣として支え

います︒

ことができないということを招いたのだと思って

ということで︑一番身近なところで医療にかかる

は︑自分が開業をしている東京中野区︑そして大

す︒これは︑私たち医療に携わる者だけではなく

のは︑これは先生よく御存じなんだと思いますが︑

何とかこの辺のところを御理解いただきまして︑

臣の地元であり私の地元にもなりました飯塚市の

て︑多くの国民が︑病気になったとき︑それから

いる人たちに対してやるためには︑きちっとそこ

歯科医療機関にちょっと尋ねてみました︒独自の
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【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

ておられるんだと思うんです︒

人はいらっしゃいませんから︑自分たちで分かっ

保険で︑半分じゃないかと言われて反論したお役

ですから︒保険保険って︑皆保険って︑どこが皆

保険は今回で半分ですよね︑五割は税金でやるん

おられる厚生省の方もおられますが︑現実問題︑

これは皆保険だという話をよく胸高らかに言って

と︑一兆一千億だ何だという話になったので︒

し︑何といっても︑初めに数字ありきじゃないか

味では一定の成果があったとは思いますよ︒しか

法を取って︑これは財政悪化を抑制するという意

毎年二千二百億円というものを削減するという手

なかなか難しいのであって︑小泉内閣のときには

して︑それだけで抑えられるかといえば︑これは

えるということと同時に︑いわゆる取り組み方と

が︑長野県と福岡県では高齢者医療の一人頭に掛

えないと︑福岡県だったら︑御存じかと思います

今後︑やっぱり予防とか介護とかいうものを考

れども︒

りこういったのは千差万別なんだとは思いますけ

という方も︑いろいろ人それぞれなんで︑やっぱ

にしてみれば︒しかし︑体が元々弱かった方なん

りませんよ︑毎朝歩いてやらされたりしている方

るアメリカへなんかに行かされたら︑とてもじゃ

ので︑ちょっと虫歯治しただけで五十万も取られ

であることは︑私もあちこちに住んでおりました

じゃなくて︑皆保険という世界に冠たる保険制度

体制という中で︑例えばジェネリックを使うとか︑

れから︑医療︑介護のサービスというものの医療

見直すということも必要なんじゃないかとか︑そ

は大事なんですけれども︑その公的給付の範囲を

ちょっとそういった面で︑給付はもちろん抑制

ろいろ理由を挙げれば︑それだけでまた別に時間

いつも前から言い続けてきたんですけれども︑い

だということはもうはっきりしているんだと僕は

能とか有能じゃないとか関係なく︑これはないん

かる経費が倍違う︑長野県の方が半分︒知事が有

私どもは︑この保険を悪いなんて言っているん

ないなという感じしますので︑そういった意味で

げるとか︑また︑診療報酬とか介護報酬を抑制す

そういった意味で︑やっぱり今後ともそういっ

をいただかないとならぬぐらいの話なんですけれ

ところだとは思っておりますけれども︑いずれに

ること︑いろんな方法があるんだと思いますけれ

たもので予防とかいうものを考えにゃいかぬでし

そういった意味のものの使用を促進していって下

しても︑保険料だけで給付を賄い切れないという

ども︑具体的に一つずつ積み上げていかなきゃい

ょうし︑女性のいわゆる就業率とか出生率とか︑

は︑私どもはそういったところは誇らにゃいかぬ

状況にあることは間違いないと思っておりますし︑

かぬと思っておりますが︒

ども︒

加えて︑年間の社会保障関係担当がもうどんどん

ると思います︒

部分が平成二十六年度で四三％ぐらいになってい

て︑特例公債という名の借金で賄っているという

すので︑これを全て税金で賄っているんじゃなく

俺が納めている税金でぐうたらな生活をしている

と一回もありませんので︑そういった意味では︑

か四だかになりますけれども︑長期に入院したこ

るようになりまして︑健康な方で︑私︑七十三だ

これは今︑生涯現役という言葉が最近よく使われ

の話をさせていただくんですけれども︒これは西

臣︑今日はおられませんけれども︑田村大臣とそ

話ではないのではないかと︑私はよくよく田村大

どこだけ抑えりゃいいという話の種類ほど単純な

えていかないと︑この社会保障の話というのは︑

ありますので︑給付の話と負担の話と両方から考

全てこういったもの全部関係して出てくることが

したがいまして︑今後ともこの社会保障制度と

人の医療費を全部俺が賄っているのは公平じゃな

村先生︑長期的にこれは最も大きな部分で︑国家

同時に︑今度は負担する側の方につきましては︑

いうものを持続可能なものにし続けていくという

いんじゃないかという気が正直しないわけじゃあ

毎年一兆円ずつ伸びていくという状況にもありま

ためには︑これはどう考えても︑これは給付を抑
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【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

そう思っております︒

すと︑これは物すごく大きな問題なんだと︑私は

予算に占める三割以上がこれということになりま

れているわけです︒

うのと平均寿命との差が十年とも十二年とも言わ

手も借りずに一人で生きていくことができるとい

持っていて︑しかし残念ながら︑健康寿命︑誰の

勤め上げることができない︒

いと︒大変ニーズはあるのにもかかわらず︑長く

残念ながら処遇の改善というものが行われていな

いくという大きな観点の中から︑今大臣がおっし

要のある方というものを健康である我々が支えて

途中で事故に遭われた方とか病を癒ゆる医療が必

疾患にかかっている方もいらっしゃるでしょうし︑

ですから︑生まれたときから難病や小児の慢性

です︒基本だと思っています︒

ことない︒でも︑それがまさに社会保障の在り方

っと納めていますが︑ほとんど自分がそれを使う

私も健康なんです︒だから︑もう保険料はきち

いうことも含めてやはりきちっとやっていくこと

しっかりと︑自分の健康を守るのは自分なんだと

も教育だと思いますが︑若いとき︑子供の頃から

防と言ったってこれはなかなか難しいので︑これ

いうちから︑ある程度の年齢になってから予防予

くような方をつくっていくこと︑これもやはり若

いつまでも御健康で楽しく過ごせるようにしてい

ら︑そういう方がより少なくなり︑大臣のように

かの介護保険なり医療保険なりを使うわけですか

ということは︑その十何年かの間は必ず何がし

うです︒大変残念なことですし︑若い人がせっか

こと︑これを寿退社というように使われるんだそ

いうことができないんだということで辞めていく

残念ながら今の職業︑今の仕事では家庭を養うと

いている人が結婚してこれから世帯を持つときに︑

今は男性の皆さんで介護施設︑介護関連施設で働

るときに寿退社という言葉がありました︒しかし︑

婚して家庭に入るときに今まで勤めた会社を辞め

しましたが︑昔は寿退社というものは︑女性が結

臣にも厚生労働委員会で質問しましたが︑お尋ね

私は厚生労働委員会に所属しておりますので大

○西村まさみ君 大臣︑ありがとうございました︒

ゃったみたいに︑これから確かに給付の抑制︑言

はりここは予防というもの︑ここにもう少し目を

やっていかなきゃいけないかといったときに︑や

でなく︑抑制するためにはどういうことを新たに

ただ︑その疾病保険を抑制することを考えるの

病保険です︒

の国民皆保険制度は当然守らなければいけない疾

フトしていくというか︑新しい分野というか︑今

ですが︑途中でおっしゃった予防とか︑ここにシ

男性でも六十四万人増えている︒これはまさにこ

百三十三万人も増えている︒女性が百万人増えて︑

下がっていても︑医療︑福祉の分野に限っては二

女共に労働力は非常に下がっている︑就労者数は

〇一三年の十年間の労働力調査をしてみると︑男

に多かった︒ところが︑今回の二〇〇三年から二

は︑今まで建設業というのが五百六十万人と非常

査と今回の調査と比べたりすると︑一番大きいの

特に今回︑二〇〇六年の労働力調査︑産業別調

雇用政策というものもしっかり中核的な産業とし

るところで︑まさにこういったところで我が国の

少社会であり︑そして子供たちが少なくなってい

どこの国よりも先に超高齢社会であり︑超人口減

私たちの国はこれからどのように行くか︒もう

だと思っています︒

しまっているということ︑これは大変大きなこと

じようにしていきたいというのができなくなって

必要になった人たちに我々の力を男性も女性も同

超高齢社会の日本を支えていくためには︑介護が

く思いを持って介護に従事しようと︑これからの

向けて︑全て予防は保険ではできませんというの

れから医療や介護の現場で働く皆さん必要となっ

て︑特に地方ではこれが根幹の一つになるべく︑

があると思います︒

ではなくて︑違った話をこれから一生懸命やって

てくるんですが︑そこで問題となっているのは︑

葉が給付の抑制と言うとちょっと違和感があるん

いくことが︑これは日本は世界に誇る平均寿命を
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てその健全育成を図っていかなければならないと

中核産業として医療︑福祉産業を明確に位置付け
体改革を担当しておられたんですが︑あのときに

あのときは清家先生でしたか︑社会保障と税の一

○西村まさみ君 大臣︑今大臣の御答弁の中で看

私はそう思います︒

その部分を考えないと︑何となく︑介護に行く

おっしゃること︑そのとおりでして︑やっぱり

護婦とおっしゃいましたが︑今は看護師ですので︑

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 介護の話と看護の話

人が絶対量が不足しているために︑結果として老

介護の必要となっている方は︑例えば家だけでは

も話をさせていただいたと記憶をいたしますけれ

とを皆混線しておられる方が世の中にいっぱいい

老介護になるとか︑家庭でやろうと思ってもなか

なくて施設に入ったりする︒そこで働く人がなか

思うんですが︑麻生財務大臣はどのような御見解

らっしゃいますけれども︑看護婦と介護士とは職

なかこれはできないというのが実態ですから︑そ

なか長く勤め上げることができないというところ

婦じゃなくて師ということで是非よろしくお願い

場としては実質やっていることは似たような立場

ういった意味では︑これは情があるとかないとか

に大きな問題があると思いますので︑そこは共通

ども︒

で医療法人に勤めておられるんですけれども︑御

そういう話ではなくて︑物理的にできないんだか

の認識をさせていただいていると思いますから︑

をお持ちか︑お聞かせいただけますでしょうか︒

存じのように︑介護の対象者の数は年々増えてお

ら︑できないんだったらそういった施設というも

是非ともそこのところは政党とかそういうこと関

したいと思います︒

るというのが実態でして︑今︑そこにおけます就

のにお願いをするということになっていく︒

係なくしっかりと取り組んで︑どういう状況にな

ような社会づくりというものを是非ともやってい

そういったものを︑現実問題というものを見て

業者数を見ましても︑医療分野における就業者数
がもう爆発的に増えていっている中の大きな部分

若しくは生活している場所と介護施設︑住んでい

かなければいけないということで︑その話は︑も

っても我が国の中で安心して最期を送れるという

いずれにしても︑その介護の方は看護師とか看

る場所と病院との距離が極めて遠い︑東京とは全

っとしたいところはやまやまですが︑ちょっと終

おかないと︑私どものように︑地方にいて病院︑

護婦に比べて︑これは明らかに介護の場合は給与

然違うところ等々のところでは︑これは物理的に

わらせていただきまして︑一つ︑私は思っている

は介護による部分が非常に多いんですが︒

の面でかなり低いというのが実態であろうと思っ

それはなかなかできるだけの︑搬送するだけの人

会であり︑子供が少なくなっている中で︑国民が

ておりますので︑今後︑医療︑福祉分野というも

そういったことを考えると︑今いろんなことを

支え合うという気持ちが非常に大事だと思ってい

のは︑先ほどから言っているように︑本当に世界

という意味においては︑これは介護というものは

考えて︑スマートシティーとかスモールシティー

ます︒

もいませんし︑家庭にいないということにもなっ

物すごく大きな担い手になるシェアが︑シェアっ

とかいろんな表現が出てきましたけれども︑そう

だからこそ︑先ほど来申し上げているように︑

のが産業としていわゆる健全に発展していくとい

てパーセントが大きいんだと私どもはそう思って

いったものを含めてこのものを考えていかないと︑

安心︑安定の社会保障制度というものをしっかり

史上例を見ない︑人口が大変少なくなり︑高齢社

おりますので︑是非社会保障と税の一体改革の中

この介護に要する介護士という部分の評価という

と確立していかなければならない︒そのための今

ておりますので︒

でもこの財源の確保と給付の一層の重点化︑効率

ものはもっと高く評価されてしかるべきものだと︑

うことを考えるなら︑これは雇用の担い手となる

化ということを取り組んでいきたいという話で︑
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いると︑これは国民としてはなかなか︑何か自分

法人税率の引下げなんかも間もなくだと言われて

復興の特別復興法人税の前倒し廃止とか︑例えば

でも︑ところが︑今現状では︑東日本の震災の

大変な御負担をお願いしたんです︒

に充てるんですよということで御理解をいただき︑

に厳しくなっている社会保障費︑全部社会保障費

皆さんいいよと言ったわけではない︒ただ︑本当

い︒今回の消費税だって︑決して国民の皆さんが︑

はきちっと分かりやすくしていかなければならな

を得るためにも︑何としても税の説明というもの

ます︒ですから︑そういった中で国民の一定理解

う医療と介護の一括法があったりするのだと思い

回︑今これから審議︑参議院でまたされるであろ

願いしたいということで︑まげてお願いをさせて

じゃ考えられない︒しかし︑それはどうしてもお

だか社会主義になっちゃいますので︑それは普通

なのであって︑我々が介入すればそれは全体主義

いなく政の関与するところじゃなくて労使間の話

上げるとか上げないとかいう話は︑これは︑間違

と思っております︒なぜなら︑少なくとも給料を

頃から申し上げてきた中では一番大きかったかな

あれが正直言って︑最初のうちから︑この年初め

いうものをやるに当たっては大きかったかなと︒

いうのは︑私はこれは非常に大きな︑環境整備と

議において賃上げをするという共通認識を得たと

政治というか行政という三者で︑これは政労使会

少なくとも労働組合︑それから経営者︑それから

応できるようなものまでしていかないと︑いろい

ことになりますが︑そういったものがきちんと対

処分所得が減ると︑難しい言葉で言えばそういう

の分だけ給料がどんと減ることになりますので可

ーというか補足されないと︑上がった分だけ︑そ

が賃上げというような形である程度カバー︑カバ

いずれにいたしましても︑消費税が上がった分

待しておりますけれども︒

いろな賃上げ上昇の動きが広がっていくことを期

が今妥結しておると思いますけれども︑更にいろ

識しているんですが︑まだまだ︑六割五分ぐらい

ない賃上げが実現しつつあるんだと︑私はそう認

平均で九万円以上増加しておりますので︑近年に

ーナスにつきましても前年同時期の集計に比べて

全部が︑御指摘でありました復興特別法人税とい

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 政府として︑これは

れたとお考えかをお知らせください︒

どのぐらい賃金アップがあった︑どの程度達成さ

ける復興特別法人税の前倒しで︑政策目的として

が︑最後に大臣に︑今回の東日本大震災復興にお

うではないような気がしてならないと思うんです

はベアと定期昇給と足して六千円を超えておりま

の方からいただいた資料によると︑平均賃上げ額

やらせていただいたんですが︑結果として︑連合

かないと私は駄目なんだと思っておりましたので

料に充てていただきますということをしていただ

部留保が増えるわけですから︑その内部留保を給

やら何やらして税金が安くなった分だけ企業は内

それは︑先ほど申し上げましたように︑前倒し

に私も決算委員会で質問に立たせていただきます︒

○前川清成君 前川清成でございます︒久しぶり

りがとうございました︒

いと思います︒

○西村まさみ君 じゃ︑是非きちんとお願いした

ております︒

りますので︑きちんとさせていただきたいと思っ

たりしていただいた分のあれに合わぬと思ってお

ろ前倒していただいたり消費税を払っていただい

うものの二・四％を一年前倒しの廃止というもの

す︒それから︑賃上げ率を見ても二％を超えてお

個人的には身内の問題を取り上げたくはありま

いただいたんですが︒

等々の分がその分だけが幾らになったかというの

ります︒それから︑過去十年間の同時期の集計に

せんが︑現場で働いておられる職員の皆さん方の

たちは消費税が上がったのに企業とかはどうもそ

はちょっとそれができるわけではないんですが︑

比べて最高という水準になっておりますので︑ボ

時間になりましたので︑これで終わります︒あ

やっぱり十二月二十日の政労使会議というもので︑
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ており︑年間予算は約一億円︑そしてその大半は

がありまして︑ここには十一名の職員が配置され

まず︑国会の中に裁判官弾劾裁判所という組織

質問をさせていただきたいと思います︒

目線で︑少し参議院の職員定数に関連して幾つか

までは︑約四年間︑弾劾裁判所の職員の皆さん方

十年の十二月二十四日から二十四年十一月十三日

されておるんですけれども︑したがいまして︑二

ました︒そして︑その年の十二月二十四日に罷免

私も弾劾裁判所の裁判員をさせていただいており

いたします︒

○裁判官弾劾裁判所参事︵阿部芳郎君︶ お答え

るんじゃないかと考えますが︑いかがでしょうか︒

職員として働くなどなどの人事の工夫︑私はでき

をしながら︑訴追事件が係属したら弾劾裁判所の

そこで︑例えばですけれども︑日常は別の仕事

訴追事件が係属しないときの裁判官弾劾裁判所

は仕事がなかったということになります︒
さらに︑その前の事件はといいますと︑平成十

人件費ということでよろしいでしょうか︒
○裁判官弾劾裁判所参事︵阿部芳郎君︶ お答え

知りながら児童買春をした東京地裁の裁判官が訴

で︑これは︑十八歳に満たない児童であることを

○前川清成君 もうそんなのいいから︒工夫でき

ず総務課の業務について御説明いたしますと⁝⁝

事務局には総務課と訟務課がございますが︑ま

事務局の業務についてお答えいたします︒

○前川清成君 時間の都合がありますので︑数字

追された事件ですけれども︑十三年十一月二十八

るかどうか︒

三年の十一月二十八日に訴追事件がありましたの

に関してちょっと私の方から紹介させていただき

日から二十年の九月九日まで約七年間仕事がなか

○裁判官弾劾裁判所参事︵阿部芳郎君︶ それは︑

いたします︒

ますけれども︑今の憲法に基づいて裁判官弾劾裁

ったと︒昭和三十二年の九月三十日から五十二年

そのとおりでございます︒

判所というのも産声を上げました︒戦後︑係属し

現在も十一名のうち一名が参議院事務局と兼務︑

一名が参議院法制局と兼務いたしております︒よ

二月二日まで二十年間訴追事件が係属しなかった
時期もございます︒

た訴追事件というのは合計で九件︑平均すると七
年三か月に一件の割合でございます︒訴追事件が

地裁の判事補が訴追をされまして︑翌二十五年四

日に︑電車の中で女性のスカートを盗撮した大阪

最近で言いますと︑平成二十四年の十一月十三

って優秀な職員の皆さん方が就職してこられます︒

働きたい︑そんな高い志を持って難しい試験を通

りは全くありません︒しかし︑国権の最高機関で

をなくせと︑無駄だからなくせと言っているつも

ですので︑日頃仕事がないから︑もちろん︑これ

ょりましたけど︑今弾劾裁判所の職員の皆さん方

私が言いたいのは︑ちょっと時間の都合ではし

しているわけじゃありませんので︒

えできないんです︑だって弾劾裁判所だけで組織

○前川清成君 これは︑阿部さんがなかなかお答

と思います︒

って︑工夫次第ではもう一︑二名は兼務ができる

月十日に罷免されています︒その後︑訴追事件は

その方々が︑たまたま弾劾裁判所に配属されたば

が何をしておられるかというと︑弾劾裁判所法廷

この弾劾裁判所というのは憲法の要求する機関

ありません︒したがいまして︑二十五年四月十一

っかりに七年間仕事がない︑あるいは二十年間仕

に見学の申込みがあったときにそれを案内する程

係属していないときに︑この十一名の職員が何を

日以降︑弾劾裁判所の職員は何をしておられるの

事がないということであれば︑余りにもその方に

度というふうにお聞きをしています︒その件数が

しておられるのかと︒

か︒

とって私はお気の毒ではないかと︑こういうふう

月二︑三件なんです︒余りにも十一名の方々が︑

この盗撮の前は︑平成二十年九月九日︑ストー

に思います︒

カーをした裁判官が訴追をされました︒このとき
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が︑参議院と弾劾裁判所との間の垣根を低くする

例えば中村事務総長にお答えいただきたいんです

お尋ねしていなかったんですが︑時間の省略に御

○前川清成君 事務総長︑まだ行政監視委員会は

行政監視委員会は二回であります︒

会の開会回数ですが︑厚生労働委員会は十五回︑

○事務総長︵中村剛君︶ 今国会における両委員

けたらと思いますけれども︑事務局から提出して

お手元にもお配りしておりますので御覧をいただ

私の方で表を作らせていただきました︒各委員の

○前川清成君 時間を省略させていただく都合で︑

○事務総長︵中村剛君︶ そのとおりです︒

十九件ということで間違いはないでしょうか︒

これは申し訳ないけれども宝の持ち腐れ︒

などして︑弾劾裁判所の中で工夫をしても所詮知

協力いただいてありがとうございます︒
調査室の仕事も様々かと思いますけれども︑係

過去八年間の年平均のレファレンス件数︑職員一

いただいた資料に基づいて︑各調査室の職員の数︑

そこで︑私は︑阿部さんに聞くんじゃなくて︑

れていますから︑参議院と弾劾裁判所との間で人

属する法案に関して資料を作るという仕事︑これ

事の工夫ができないかと︑こういう質問でござい
ます︒

人当たりの年平均のレファレンス件数を表にいた

そこで︑今国会︑厚生労働委員会には何本の法

これを御覧いただきますと︑例年たくさんの法

も大きな仕事かと思います︒

をしていただいたようなものでございまして︑参

案が係属する予定か︑既に付託されたものだけで

案が係属して︑委員会も多数回開催される厚生労

○事務総長︵中村剛君︶ 先生にほとんどお答え
議院事務局と弾劾裁判所事務局で協力をしながら︑

はなくて︑厚労省︑内閣から国会に提出済みでい

働委員会を担当する厚生労働委員会調査室は年平

しました︒

例えば兼務の件数を増やす等︑人事のより効率的

ずれ審議される可能性のあるものも含めて厚生労

り︑職員一人当たりは百三十三件になるというこ

な発揮を目指して努力していきたいと思っており

同様の条件で何本の法案があるのかお尋ねをいた

とでございます︒片や︑行政監視委員会調査室は

均で千七百二十五件のレファレンスに対応してお

します︒

一人当たりでいうと十四件︑およそ十分の一にな

働委員会には何本の法案が︑行政監視委員会には

○事務総長︵中村剛君︶ お答えいたします︒

ます︒
○前川清成君 是非お願いをしたいと思います︒
その次に︑同じ調査室でどれほどの繁忙度の違
いがあるのかということを議論させていただきた

判所を挙げさせていただいたんですけれども︑参

今︑余りにも忙しくない部署の例として弾劾裁

付託及び付託予定の法律案はございません︒

件でございます︒行政監視委員会に関しましては

厚生労働委員会に付託及び付託予定のものは十八

ます︒レファレンスと同様に︑事務局から提出さ

査室の方で審査参考資料などなどをお作りになり

け取ればそれでおしまいになるのではなくて︑調

請願というのもございます︒これも︑国会が受

るわけでございます︒

議院の中に厚生労働委員会調査室というのがあり

○前川清成君 調査室の仕事の一つに︑議員など

れた資料に基づいて︑過去八年間の平均請願件数︑

今国会において既に提出された法律案のうち︑

まして︑そこには十三名の職員が配置されていま

から問合せを受けてそれに対応することがありま

いと思います︒

す︒行政監視委員会調査室︑ここには八名の職員

職員一人当たりの処理件数を表にいたしました︒

室はゼロ件であります︒

厚生労働委員会は百八件で︑行政監視委員会調査

す︒
件数が六百一件︑行政監視委員会調査室の件数は

昨年度︑厚生労働委員会調査室のレファレンス

が配置されております︒職員数はさほど大差はな
いんですが︑今国会︑厚生労働委員会は何回開会
されましたでしょうか︒
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前︑弁護士をしておりましたので︑裁判所でも︑

ことで連絡をしていただきます︒私︑国会に来る

この部署ごとの繁忙度︑これについてどうお考え

書記官が作る要約調書︑速記官が作る逐語調書︑

そこで︑中村事務局長にお尋ねしたいんですが︑

員会調査室の肩を持っているとか︑行政監視委員
で︑どのように対応されるでしょうか︒

言うまでもありませんが︑私︑別に厚生労働委
会調査室に何か恨みを持っているとか︑そういう

所での証言というのは︑間違った証言自体︑間違

もちろん︑国会の議事録とはその作成の性質︑目

私の方から︑どの委員会が忙しくてどの委員会

った発言したこと自体が証拠的な価値を持つ場合

○事務総長︵中村剛君︶ 各委員会は︑必要に応

として請願であるとかレファレンスの件数とかを

が暇であるというようなことは申し上げることは

がありますけれども︑ただ︑そういった点を差し

ことは一切ありません︒ただ︑私たちのレベルで

調べさせていただきましたら︑先ほども申し上げ

できませんけれども︑そこに配属された職員は︑

引いてでも︑速記官の専門性というのはすばらし

的が違いますので一律には比較できません︒裁判

ましたけれども︑厚生労働委員会調査室において

その使命をよく自覚し︑最低限︑専門性を高める

いというふうに思います︒ただ︑今︑ディーセン

じて設置されていると存じ上げております︒

は議員からの問合せだけでも出勤日は毎日のよう

ために自己研さんを積んでいただきたいと思って

職員の皆さん方の繁忙度を比較する客観的な資料

に対応しなければならないと︒他方︑通常は法案

トワークというお話ありましたけれども︑速記官

も余りにも山のような仕事を抱えてみると︑そう

おります︒
先生おっしゃるように︑余りにも忙し過ぎて︑

も係属しない行政監視委員会に対応する行政監視
委員会調査室においては問合せさえ月一件程度と︒

いうふうな丁寧な仕事はできないだろう︑こうい

専門性ということでいえば︑私は︑どこの委員

まさにディーセントワークを損なっているではな
先ほども申し上げた答えと同じですけれども︑例

会とは言いませんが︑国会議員になってずっと同

部署ごとの繁忙度というのは私は極めて大きいと
一方で︑忙し過ぎる部署にあっては︑職員の方

えば兼務体制を柔軟に施行するなどして︑人事配

じ委員会なんです︒法案のたびに参考資料をいた

うふうに思います︒

のワーク・ライフ・バランスであったりディーセ

置に工夫をして効率的な運営に努めてまいりたい

だきますが︑その参考資料で︑ああ︑役に立った

いかという点は心が痛むところでありますから︑

ントワークを損ないます︒余暇を自己研修に充て

と思っております︒

いうふうに思います︒

ることもできませんし︑職員の専門性を高めるこ

て難関の試験に合格された職員の方々にとっては︑

判所でも申し上げましたけれども︑高い志を持っ

署に配属された職員におかれては︑先ほど弾劾裁

専門性というのはすばらしいと思っていまして︑

とを申し上げますと︑例えば速記部の方々の私は

○前川清成君 専門性ということで感想めいたこ

す︒

数株主の意向にかかわらず一方的に買い取ること

持っている株主は︑残り十分の一の株を︑その少

ぱいお持ちと思いますけれども︑十分の九の株を

今︑会社法という法案で︑麻生大臣も株をいっ

な︑ためになったな︑私の不勉強ゆえかもしれま

その志や能力に応じた仕事を与えられない︑御本

例えばこのような委員会で法律の条文を引用する

ができると︒しかも︑その買い取る値段は十分の

甚だ一般論的で申し訳ございませんが︑以上で

人の自己実現を阻むのではないか︑その意味にお

ときに︑第何条第何号と言うべきところを第何条

九の株主が自分で勝手に決めることができると︒

ともできないだろうと︒他方で︑そうではない部

いて国家としての損失ではないかと︑こういうふ

第何項と言えば︑それだけで間違いの訂正という

せんが︑一度もありません︒

うに思います︒
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○前川清成君 残り時間が十分ほどになってまい

出することを求められました︒その中に︑ＰＦＩ

六月に議院運営委員会で定員削減のスキームを提

たＰＦＩ事業でありますけれども︑その十八年の

代金が払われていなくても移転をするということ
りましたので︑事務総長にとっても嫌な話をさせ

事業によってたしか十七名の削減をするのだとい

以上でございます︒

が︑今︑委員会の審議で大問題になっているんで
ていただかなければならないと思います︒

しかも︑十分の九の株主が決めた日に移転すると︒

すが︑これも︑調査室もあるいは役所の方の資料
なればよかったのになというふうにも思います︒

り︑私にとっては二回目の選挙の直後に完成をい

参議院の新議員会館は平成二十二年の七月︑つま

でございます︒

Ｉ事業の定員削減の部分が入っていたということ

減でありますけれども︑そのスキームの中にＰＦ

うスキームを入れました︒合計七十数名の定員削

しかし︑他方で︑例えば先日も︑この参議院の

たしまして︑新会館につきましてはＰＦＩ事業者

ただ︑先生おっしゃるとおり︑じゃ︑例えば全

衆参共に︑新議員会館がスタートいたしました︒

外交防衛委員会の職員の方が自衛隊の活動につい

によって管理運営されております︒これに伴って

施設ほとんどでき上がってから何か具体的な成果

にも一切書かれていなかったと︒条文をお読みに

ての単行本をお出しになりました︒今どうしてお

ＰＦＩ事業者から新会館に合計八十九名の職員が

○前川清成君 今︑事務総長の方から平成十八年

られるのか知りませんが︑何年前かまでは︑財政

八十九名来たんだから八十九名丸々減らせとまで

にＰＦＩの契約をして︑平成十九年以降︑職員定

があったかといえば︑平成二十五年度までたった

事務局長のお立場としては︑確かに︑どこの職

は言いませんけれども︑何のためのＰＦＩ事業の

数を減らしたというお答えがありました︒確かに

配属されておりますけれども︑翌平成二十三年か

場は暇でどこは忙しいというふうには言えないの

導入だったのか︒この八十九名に見合うだけの大

平成十九年には十六名︑平成二十年にも十六名︑

金融委員会の調査室の方で日本の財政に関する専

かもしれませんが︑客観的に表に出る資料だけで

幅な職員定数の削減︑私は必要だと考えますが︑

平成二十一年にも十六名の削減をしております︒

五名だということは︑数字としてはそのとおりで

もやはり繁忙度の違いというのは私は明らかだと

いかがでしょうか︒

しかし︑これは区別をして考えないといけない

ら二十五年までの間に参議院の職員定数の削減は

思います︒ここは︑職員のためにも︑是非見直す

○事務総長︵中村剛君︶ ＰＦＩ事業が導入決定

のは︑ＰＦＩの事業の契約をしたから平成十九年

門書も刊行しておられました︒専門性ということ

ということだけはこの場でお約束いただけません

されましたのが平成の十六年です︒事業者とＰＦ

に十六名減らしたのではありません︒国家の財政

ございます︒

でしょうか︒

Ｉ事業契約を結んだのが平成の十八年でありまし

が大変厳しい︑そこで行政部門の職員定数を減ら

合計五名︑五人しか削減されておりません︒ＰＦ

○事務総長︵中村剛君︶ せんだって︑五月九日

た︒その平成十八年に内閣側からの要望で︑行政

すということになりました︒

においても︑私は様々な差があるのではないかと

の議運の理事会で同様の問題を協議していただき

の定数削減に協力していただきたい︑国会として

最近でいいますと︑私が手元に入手した最近で

以上です︒

ました︒その際に出た先生方の御意見も踏まえま

も協力していただきたいという要請を受けました︒

いいますと︑平成二十一年の七月一日にも内閣官

Ｉ事業者から八十九名の職員が配置されました︒

して︑結論から申し上げれば︑協議いたします︒

この平成十八年からＰＦＩの事業計画で本格化し

思います︒

検討いたします︒
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年の職員定数が減らされているわけであります︒

今事務総長がおっしゃった十八年︑十九年︑二十

要望があって︑それに応じる形で参議院も︑平成︑

から是非国会の方も協力してほしいと︑こういう

館に︑行政の方もこれだけ職員定数を減らすんだ

房長官の方から︑最高裁︑衆参︑そして国会図書

ういうふうに書かれております︒

事務局体制の整備に努めることとする︒
﹂と︑こ

成後の運用状況を踏まえながら︑さらに効率的な

が出ました︒それによりますと︑
﹁新議員会館完

﹁今後の事務局体制の整備について﹂という文書

きましたところ︑四月八日に参議院事務局から

ていないという点をある場所で議論させていただ

けれども︑そこは︑定員削減については各会派そ

おっしゃっている意味は本当によく分かるんです

ことは当然のことだと私は思っておりますので︑

業務においても簡素で効率的な業務見直しを行う

すけれども︑ＰＦＩ事業に限らず︑平素からどの

見直しを行っていなかったかというお話でありま

それから︑最近に至るまでＰＦＩ事業について

れを考慮しないわけにはいかないんだということ

含めて︑裁判所としても国家機関の一つとしてそ

した︒国の財政状況が非常に厳しいという状況も

おける定員削減計画ということで御指摘もありま

弁において次のように答弁しております︒政府に

をこれまで検討してこなかったのかと︑もし検討

もあったにもかかわらず︑新議員会館の運用状況

ながら検討するという文書が出ています︒四年間

年の四月に新議員会館完成後の運用状況を踏まえ

タートしたのは平成二十二年の七月です︒二十六

先ほど申し上げましたように︑新議員会館がス

以降の削減のことをおっしゃるわけですが︑私が

ただ︑今事務総長が答弁されたのは平成十八年

質問だったと思います︒

○前川清成君 後ろの方の質問は︑少し意地悪な

決定を受けていきたいと思っております︒

れを踏まえながら議運理事会︑委員会︑本会議で

れから各先生いろいろ御意見がありますので︑そ

最高裁は︑平成二十六年三月二十七日の国会答

で︑最高裁も定数を減らすということを認めてい

してこなかったのであれば︑担当者というのはこ

この二点について︑お尋ねをいたします︒

職員が増えているわけです︑外部の業者の数が︒

よ︒だから︑二十二年の時点からすると八十五名

申し上げているのはそうじゃなくて︑二十二年に

た職員定数も減らさなければならないのではない

○事務総長︵中村剛君︶ 先生のおっしゃってい

そうであれば︑二十三年以降︑八十五名丸々とい

れまでサボっていたのかと︑こういうふうに言わ

るわけであります︒
ですから︑私が今議論しているのは︑ＰＦＩと

ですかと︑こういうことなんです︒行政が減らし

ることは︑平成十八年にその定員削減スキームを

う厳しいことは言わないけれども︑八十五名に見

新会館が導入されて八十五名が来ているわけです

ます︑それにお付き合いする形で︑協力する形で

作ったときにでありますけれども︑もう少し踏み

合うような形で削減ができないのかと︑こういう

ざるを得ないと思います︒

衆議院も参議院も最高裁も国会図書館も減らしま

込んで定員削減ができたのではないかというお話

いう特別なことがあったんだから︑それに見合っ

した︒それとはまた別でしょうという話が今のＰ

お尋ねでございます︒これについてもまた御検討
実は︑当時もその話はありました︒ありました

今日は衆議院の事務総長にもお越しいただいて

だと思います︒

てもう一度お答えいただきたいと思いますが︑時

が︑いろいろ議運理事会の場で協議する過程で︑

います︒参議院にお越しいただきましたけれども︑

ＦＩに関する議論です︒これについては区別をし
間の都合もありますので︑併せてもう一点申し上

総勢七十二名ですか︑の削減が決まったというい

これは税金の使い道ということですので︑お尋ね

いただきたいと思います︒

げておきたいと思います︒

きさつがございます︒

このＰＦＩ事業の導入に伴って職員が減らされ
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Ｉ事業者から百九十三名の職員が配置されている

午後一時六分休憩

衆議院も第一︑第二︑それぞれ新議員会館がご
と︒しかし︑そのＰＦＩに関連する部分に対する

○委員長︵金子原二郎君︶ ただいまから決算委

やはりＰＦＩによって管理されていて︑そのＰＦ

ざいます︒これは参議院同様にＰＦＩによって管

削減は二十人と︑こういうことでよろしいですか︒

員会を再開いたします︒

を申し上げたいと思います︒

理をされているのか︑ＰＦＩの事業者からどの程

○衆議院事務総長︵鬼塚誠君︶ お答えいたしま

│││││・│││││

度の人数の職員が配置されているのか︑また︑平
す︒

委員の異動について御報告いたします︒

午後二時開会

成二十二年以降︑ＰＦＩの導入以降︑それに見合

す︒

○衆議院事務総長︵鬼塚誠君︶ お答えいたしま

ます︒

か行われていないのか︑この三点をお尋ねいたし

が︑財務大臣も御存じのとおり︑国が一千兆円も

さん方はいろんなお気持ちをお持ちかと思います

う厳しいことも申し上げました︒きっと職員の皆

にしますけれども︑今日はあえて定員の削減とい

○前川清成君 時間の関係もありますのでこの辺

算外二件並びに予備費関係等十件を一括して議題

平成二十三年度決算外二件及び平成二十四年度決

○委員長︵金子原二郎君︶ 休憩前に引き続き︑

│││││││││││││

三木亨君及び江崎孝君が選任されました︒

が委員を辞任され︑その補欠として大沼みずほ君︑

本日︑古川俊治君︑柳本卓治君及び前川清成君

ＰＦＩ事業者の下で働いております従業員の一

の借金を抱えていると︒毎年毎年四十兆円以上の

とし︑質疑を行います︒

そのとおりでございます︒

日当たりの人数は︑本年四月時点で合計百九十三

借金を抱えなければこの国が回らないという中で︑

った衆議院の職員定数の見直しが行われているの

名でございます︒内訳は︑サービスセンターの業

質疑のある方は順次御発言をお願いします︒

通告に従いまして順次質問をしたいと思います︒

私は︑定数の削減︑これは国会議員も含めて避け

りますので︑必ず与党においても実現されること

今日は︑会計検査院の報告の在り方を中心に︑

務が四十八名︑清掃業務が五十五名︑建築関係が

○杉久武君 公明党の杉久武でございます︒

これに対しまして︑平成十八年度から二十二年

と思います︒あわせて︑繁忙度に関しても︑実際

て通れないことですし︑国会議員の定数削減につ

度までの定員純減計画に基づきまして︑同じよう

に参議院で働きたいという夢を持っておられた

私は︑三月三十一日の全般的質疑の際に︑会計

十六名︑警備︑駐車場関係が七十四名ということ

ですが︑合計九十五名の純減を行いました︒その

方々がその生きがいを実現できるような働き方を

検査院の指摘項目の中から︑厚生労働省の施設等

本日は︑決算委員会の准総括質疑ということで︑

うち新議員会館のＰＦＩ事業導入に関連する定員

実現していただくようにお願いをして︑私の質問

機関における重要物品の管理ができていない件を

いては当時の安倍総裁と野田総理との約束事であ

削減につきましては︑新議員会館の供用が開始さ

を終わらせていただきます︒

取り上げまして質問をいたしました︒また︑その

になっております︒

れました平成二十二年度までに第一議員会館と第

ありがとうございました︒

計で二十名の純減を行っております︒

こととし︑休憩いたします︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 午後二時に再開する

て︑事後でもよいのでもっと具体的に公表すべき

質疑の際には︑会計検査院の検査計画につきまし

関連する質問を行いたいと思います︒

二議員会館を統合する等の措置を行いまして︑合
○前川清成君 今の確認ですけれども︑衆議院も
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して会計検査院の報告の仕方に焦点を当てて質問

件が会計検査院の検査対象となりました経緯︑そ

設機関等における重要物品の管理ができていない

したいと思いまして︑まずはこの厚生労働省の施

質疑で行われましたこれらの質問を更に深掘りを

本日の質疑におきましては︑前回のこの全般的

す︒

であるということを指摘をしたところでございま

という趣旨の答弁であったと思います︒

で︑それを検査すべきということで対象になった

がプレスリリースにも上げられていたということ

ついては厚生労働省の内部検査で発見され︑それ

ましたが︑端的に言いますと︑今回の指摘事項に

○杉久武君 ただいま検査院からお答えいただき

について検討を行っているところでございます︒

ても︑更に本院が検査を行う必要があるかどうか

のが︑いまいちよく分からないなというのが正直

検査項目をどのように絞り込んでいるのかという

当にどういうふうにそのリスク評価をしたのか︑

とになりますが︑今の答弁ですと︑なかなか︑本

程度絞り込みをしながら検査をしているというこ

持たれて︑全ては当然検査はできないので︑ある

○杉久武君 今のお話ですと︑一定の判断基準を

に活用しているというところでございます︒

が︑会計検査院は︑このような各省庁が発出する

当然全てを検査することは不可能であるというこ

な感想であります︒

まず︑会計検査院にお伺いいたします︒

不祥事等のプレスリリースについては︑全て把握

とは理解ができますが︑私はやはり︑だからこそ︑

では︑続けて会計検査院に伺いたいと思います

厚生労働省の施設等機関における重要物品の管

に努められ︑検査院の検査対象としておられるの

しっかりと不当行為が存在するリスクの高いとこ

をしたいと思います︒

理ができていない件がなぜ会計検査院の検査対象

でしょうか︒また︑もしプレスリリースの中から

会計検査院の人的資源は限られておりますので︑

となったのか︑検査計画の検討過程につきまして

ろに資源を集中すべきと︑それが私は国民の期待

ろはどういったところなのかと︑そういったとこ

のような判断基準を持って取捨選択を行っていら

ではないかというように考えます︒もちろん︑公

取捨選択をしておられるのであれば︑検査院はど
れるか︑会計検査院に伺います︒

説明をお願いいたします︒
○説明員︵山本泉君︶ お答えいたします︒
今回の重要物品の管理等についての指摘でござ

今の御説明ですと︑検査の本当に対象の絞り込み

にできる範囲が限られているのかもしれませんが︑
会計検査院法によりますと︑
﹁会計検査院は︑

がどのようになっているのか︑やはり検査の対象

○説明員︵山本泉君︶ お答えいたします︒

一部の重要物品の所在が確認できなかったことな

常時会計検査を行い︑会計経理を監督し︑その適

の絞り込みのアプローチを私はもっと詳細に公表

いますけれども︑国立感染症研究所におきまして︑
どについて︑厚生労働省の方で調査を行うなどし

正を期し︑且つ︑是正を図る︒
﹂こととされてご
この使命を果たすために︑会計検査院におきま

前回の全般的質疑でも申し上げましたが︑会計

て︑重要物品の不適正な管理についての報告等と
本院が当該調査結果の内容や他の施設等機関にお

しては︑各府省からのプレスリリースあるいは各

検査院の検査計画につきましては︑事後でも構い

をして︑国民に対して説明すべきではないかとい

ける重要物品の管理等について検査を行ったもの

府省等からの報告︑新聞報道︑情報提供等︑こう

ませんので︑やはりもっと具体的に︑例えば今お

ざいます︒

でございます︒

いったもろもろのものにつきまして︑事態の広が

っしゃられたそういった影響範囲とか重要度とか︑

して公表をされております︒これを受けまして︑

検査計画時の検討過程でございますが︑一般的

り︑重大性︑事実関係等を総合的に勘案して検査

うように考えているところであります︒

に︑検査対象機関が公表した不適切な事態につい
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今回の問題を受けまして︑国立感染症研究所を

の徹底︑職員に対する継続的な研修の実施︑重要

そうすると︑もう過去二十年余りの間︑物品管理

ここで確認いたしますが︑この問題がこれまで

物品を廃棄する際には所要の事務手続が行われて

そういった面についてどういうふうに判断をして

発見されることがなかった原因について︑厚生労

いるのかどうか確認をすることの徹底︑定期的に

始めとした試験研究機関に対しまして︑新たに作

続いて︑厚生労働省に確認をいたします︒
働省に伺います︒

物品と台帳とを突合することなどの再発防止策を

ができていなかったのではないかという︑そうい

厚生労働省は︑この検査対象となりました施設

○政府参考人︵三浦公嗣君︶ 国立感染症研究所

徹底するよう指示しているところでございます︒

きたのかについて︑やはり会計検査院に改めてそ

等機関における重要物品の管理ができていないこ

での重要物品の不適正な管理につきましては︑平

○杉久武君 そうしますと︑厚生労働省に確認を

成しました物品管理マニュアルに基づく事務手続

とについて︑まず︑平成二十四年九月十四日に︑

成二十三年一月に厚生労働省が実施いたしました

いたしますが︑私の質問はなぜこれまで発見され

う可能性があるわけであります︒

国立感染症研究所における重要物品管理に関する

会計事務監査指導により判明したものでございま

てこなかったということになりますので︑そうい

の辺りについての改善を要望いたしまして︑次の

適正に欠ける事案及びその対応をプレスリリース

す︒その後︑会計検査院からも同様の指摘を受け

った意味では︑一定期間︑これが検査対象にちゃ

質問に移りたいと思います︒

されました︒そして︑同年十二月十七日に追加調
ております︒

んとなってこなかった︑内部検査の不備も一つの︑

因という理解でよろしいでしょうか︒

判明後︑国立感染症研究所では︑全ての重要物

査を踏まえた国の試験研究機関の重要物品の管理
状況についての報告というものを公表されていま

結果︑重要物品四千七十三件のうち︑所在が確認

○政府参考人︵三浦公嗣君︶ まず︑研究所内で

不備がやはりこの長年見付けてこられなかった要

このプレスリリース自体︑私も拝見いたしまし

できなかったものは九百五十二件でございまして︑

そのような重要な物品の取扱いについての管理手

品の所在の有無を詳細に確認いたしました︒その

たが︑一応︑管理ができてこなかった原因につい

その物品を取得した年度は︑最も古いもので昭和

す︒

ては様々記載をされておりました︒例えば︑組織

題があったと︒それを是正するという観点から︑

続ということが徹底されてこなかった︑そこがや
重要物品の管理につきましては︑研究所内の職

先ほど申し上げました幾つかの対策を取り始めて

三十七年度︑新しいものは平成十八年度であった

員に対しまして︑重要物品の適正な管理手続が十

いるというところでございます︒

体制が途中で替わったときに︑重要物品台帳の整

分に周知されていなかったこと︑研究所に置かれ

○杉久武君 ちょっと今の答弁ですと︑なぜそう

はり第一の原因であって︑やはりそこに大きな課

しかし︑このような原因分析だけですと︑では

た︑検査員による定期検査等で物品と台帳との突

いった問題が起きたかというところはあるんです

ということでございます︒

なぜこの問題がこれまで発見されてこなかったの

合が不十分であったことなどによりまして︑それ

が︑私のポイントは︑なぜ起きたかではなくて︑

備ができていなかったとか︑本来取るべき承認手

かという単純な疑問が湧いてくるところでありま

まで発見に至らなかったものであると考えており

なぜ長年にわたり発見されてこなかったかという

続が取られないままに物品の廃棄処分がなされて

す︒例えば組織の見直しに関していいますと︑国

ます︒

いたなど︑いろいろ指摘がされています︒

立感染症研究所の場合は平成四年の話になります︒
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た実際廃棄するときの確認制度︑そういったこと

今答弁いただいたような周知徹底︑研修制度︑ま

なと思います︒

されなかった原因として挙げられるんではないか

行われてこなかったということは︑私は長年発見

題は当然あった上で︑やはり内部検査がしっかり

理解ですと︑やはりそういった内部︑現場での問

いので先に進めさせていただきますが︑私の今の

された金額も含められている形になっております︒

で答弁いたしました厚生労働省の内部検査で発見

額も含まれて合算されております︒また︑今一連

まず平成二十三年度だけでなくて二十二年度の金

認してみたところ︑この五十四億円余りの内訳は︑

かし︑この五十四億円余りの中身を私︑詳細に確

五十四億二千六百十一万円になっております︒し

った件も当然含まれております︒その指摘金額は

設等機関における重要物品の管理ができていなか

この中には︑今お話ししました厚生労働省の施

生労働省による調査で明らかになっていた事態に

のため︑本院が新たに発見した事態のほかに︑厚

の処置を要求するなどしたものでございます︒こ

して重要物品の適正な管理等を行うよう是正改善

これらの検査結果に基づきまして厚生労働省に対

容︑それからその発生原因を明らかにし︑さらに︑

て検査を実施をいたしました︒そして︑事態の全

の対象としていなかった施設等機関︑これについ

の確認︑これを行うとともに︑厚生労働省が調査

による調査結果のこの内容が妥当であるかどうか

また︑今回の検査におきましては︑厚生労働省

分をまとめて記載をしているところでございます︒

が書かれておりますが︑私は︑やはりこういった

具体的に言いますと︑五十四億の指摘のうち三十

つきましても指摘金額に含めたところでございま

ている数値ではないかと思います︒

ものに加えて︑この検査制度のちゃんと︑例えば

四億は厚生労働省の内部検査でまず指摘をされた

す︒

ところが私の質問の意図でありまして︑時間がな

一定期間でローテーションをするとか︑そういっ

金額になっているというのが私が読み解いた状況

プレスリリースに掲載されている再発防止策は︑

たやはり内部検査自体にも不備があったんではな

度の金額をまとめて報告をしているのか︒また︑

そこで︑会計検査院に伺いますが︑なぜ複数年

含まれているものはございますけれども︑検査報

対象機関による調査で明らかになったものが一部

金額でございますが︑今回の指摘のように︑検査

なお︑補足いたしますと︑検査報告の中の指摘

の一つとして私は当然文章として記載されるべき

省庁での内部調査で発見された金額も会計検査報

告全体で見ますと︑検査院の検査により初めて明

であります︒

ではないかなというように考えているところであ

告の指摘金額に含められているのか︒その理由に

らかになった事態というのが圧倒的な多数を占め

いかと︑そういった点についてもやはり原因分析

ります︒

ついて御説明をお願いします︒

ているというところでございます︒

ます︒

続いて︑会計検査院の報告の仕方について伺い

○説明員︵山本泉君︶ お答えいたします︒

た︒この金額は︑会計検査院が指摘をした会計検

四千九百七億円ということに触れられておりまし

果として︑件数で六百三十件︑指摘金額の合計が

平成二十四年度の会計検査院による決算検査の結

年度別の内訳を示すとともに︑複数年度にわたる

そのため︑指摘金額につきましても必要に応じて

といたしまして検査を実施したものでございます︒

る重要物品の管理等につきまして複数年度を対象

今回の指摘は︑厚生労働省の施設等機関におけ

うことで︑会計検査院の指摘金額という言い方を

う言葉を単純に考えると︑誰かが指摘をしたとい

ミスリードになるんではないかと︒指摘金額とい

明ですと︑私︑やはり国民に対してちょっと少し

○杉久武君 今御説明いただきましたが︑今の説

全般的質疑の際︑私に限らず多くの委員の方が︑

査院の成果であると恐らく委員の皆様が理解され
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ふうに捉えるのが私は一般的な解釈であると思い

すると︑やはり会計検査院が見付けたものという

を物品増減及び現在額報告書として財務大臣に送

ては︑毎年度その増減等︑それから年度末の価格

取得価格が五十万円以上の重要物品につきまし

○政府参考人︵生田正之君︶ お答えいたします︒

発防止を徹底しているところでございます︒

係職員に対する研修の実施などによりまして︑再

めまして︑事務処理マニュアルの作成それから関

正な管理についての検査院の御指摘を重く受け止

厚生労働省といたしましては︑重要物品の不適

全般的質疑の際にも申し上げましたが︑私は︑

ます︒
付をいたしております︒

分踏まえていただき︑事に当たっていただきたい

とであると思います︒会計検査院にはこの点を十

計検査院に確認し︑行政を正してほしいというこ

実になくなっていく︑そのために必要なことを会

指摘事項が少しでも減っていって行政の無駄が確

摘事項を山のように挙げるということではなくて︑

び現在額報告書を作成いたしまして︑財務大臣に

正いたしまして︑これに基づきまして物品増減及

亡失を発見した日の属する年度で物品管理簿を訂

るということといたしております︒そのために︑

発見した日時をもって亡失の日時として整理をす

日時が判然としない場合につきましては︑亡失を

物品の亡失の扱いにつきましては︑その亡失の

ては︑国会に提出される決算書類に影響を与える

てまいりません︒私は︑会計検査院の報告におい

った事実については会計検査院の報告では全く出

になっていると思います︒しかしながら︑こうい

の増減というところに全部修正を掛けるという形

いて︑端的に言うと︑それが分かったときに年度

いますと︑物品増減及び現在額報告書︑これにつ

○杉久武君 今答弁いただいたとおり︑端的に言

国民の会計検査院に対する期待というものは︑指

と︑このように思うわけであります︒

送付させていただいております︒

さて︑この厚生労働省の施設等機関における重

った可能性があるということは先ほど触れました︒

二十年余り︑資産の管理がちゃんとできていなか

成二十四年度末までに亡失が判明したものを反映

して国会へ報告されるものでございますので︑平

各省各庁から送付される現在額報告書に基づきま

を︑やはりもう少し指摘︑記載があるべきではな

とか︑そういった問題発生に至る原因の一つ一つ

部検査の不備によって長年見付かってこなかった

と質疑をさせていただく中で出てきた︑やはり内

指摘であったかどうか︑また︑先ほど厚生労働省

それは言い換えますと︑国会に提出されておりま

いたしました物品増減及び現在額報告書に基づき

いかというように思います︒

物品増減及び現在額総計算書につきましては︑

す決算書類の一つである物品増減及び現在額総報

まして︑二十四年度までの物品増減及び現在額総

要物品の管理ができていない件については︑過去

告書が過去二十年余りの間︑誤っていた可能性が

計算書につきましては適切に作成されているもの

そこで︑会計検査院に伺いますが︑なぜ問題の

あるということになるのではないかと思います︒

れば︑今回会計検査で指摘された存在しない重要

この理解は正しいでしょうか︒もし正しいのであ

まして︑これらにつきましては︑平成二十五年度

亡失が見付かった︑確認できたものが三件ござい

なお︑具体的に︑平成二十五年度に入ってから

個別具体的に︑やはりもう少し突っ込んだ提案型

自体がちゃんと行われていたのか︑不備の箇所を

セス上どこか不備がなかったのか︑また内部検査

か︒例えば︑省庁の統制環境や︑また業務のプロ

所在をもっと具体的に明確に改善提案をしないの

物品に関しては物品増減及び現在額報告書におい

からの物品増減及び現在額の報告書それから総計

な報告をすべきだと思いますが︑会計検査院に見

と認識をいたしております︒

てどのように修正をされたのか︑厚生労働省に伺

算書に反映させるということといたしております︒

そこで︑厚生労働省に質問いたしますが︑私の

います︒
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りまして︑必要に応じてその内容を検査報告に掲

策等の検討等に十分留意しながら検査を行ってお

ける問題点の把握︑事態の原因の究明︑改善の方

会計検査院では︑従来から︑検査対象機関にお

報告をされております︒これは︑指摘事項が最終

ォローされ︑その状況は会計検査院によって毎年

そのような指摘事項は網羅的に改善されるまでフ

ているケースがほとんどだと思います︒そして︑

側に事態の問題点と改善すべき策を十分納得させ

れております︒指摘事項は︑検査の過程で受検庁

その内容が不当事項や処置要求などに区分けをさ

会計検査院の報告のうち︑指摘事項については

と考えている次第でございます︒

る検査状況というものを十分に活用していきたい

を行う項目としまして︑この特定検査対象に関す

今後とも︑行財政に関する情報提供︑問題提起

ります︒

を提供するということは重要であると認識してお

めとします各方面の政策立案の議論に資する情報

まして︑会計検査院といたしましても︑国会を始

はますます高まっているということを考えており

解を求めます︒

記するなどいたしまして事態の改善を求めるなど

的に改善されるまで監視をするという意味では当

○杉久武君 今御答弁いただいたとおり︑不適切

今回の指摘でございますけれども︑重要物品の

○説明員︵山本泉君︶ お答えいたします︒

しているところでございます︒

然の取組であると考えます︒

の物品を適正に管理することなどの重要性に対す

のでございます︒その結果︑発生原因として︑国

計検査院から報告されておりますが︑これは意外

い特定検査対象に関する検査状況というものが会

一方で︑この指摘事項というものに区分されな

が見当たらないけれども何とかしなければならな

るようなケース︑また具体的にこれという改善策

いと︑また改善するかどうかは政策価値判断が入

な事態が確証を持って指摘をするには至っていな

適正な管理等が行われていない事態を指摘したも

る認識が欠けていること︑検査員による物品管理

とその位置付けがまだまだ知られていないのでは

願いいたします︒

検査対象に関する検査状況とは何か︑御説明をお

そこで︑会計検査院に確認をいたします︒特定

が述べられているというように私は理解をしてい

検査状況として報告し︑会計検査院としての所見

すべきと考える状況として特定検査対象に関する

ではいかないものの︑会計検査院としては︑改善

いと︑そういった事項については︑指摘事項とま

○説明員︵田代政司君︶ お答えいたします︒

ないかと思います︒

官に対する定期検査等が適切に行われていないこ
と︑また︑購入した設備備品を国に寄附しなけれ
ばならないことについての周知徹底が十分でない
ことなどを指摘したところでございます︒
なお︑検査院といたしましても︑今後ともその
問題点の把握等につきましては十分に留意をしな

○杉久武君 是非よろしくお願いしたいと思いま

ているところでございます︒

るより一層の理解と信頼を得るために︑国民の関

りますけれども︑これは︑国民の会計検査に対す

対象に関する検査状況︑特定検査状況と呼んでお

その中で一例を挙げてみますと︑平成二十四年度

それぞれ六件及び七件が指摘をされております︒

十三年度及び平成二十四年度の決算検査報告では

この特定検査対象に関する検査状況は︑平成二

るところであります︒

す︒

心が高い問題などにつきまして︑これについての

においては︑高額の不動産等の売買等を行う特別

検査報告の掲記区分の一つであります特定検査

では︑続いては︑少し視点を変えまして︑今度

検査活動の状況を記述しているものでございます︒

目的会社に係る消費税の取扱い︑こういったもの

がら検査を実施してまいりたいというふうに考え

は特定検査対象に関する検査状況という項目につ

近年︑行財政の現状に関する情報提供の必要性

いて伺いたいと思います︒
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願いいたします︒

はどういった内容の指摘でしょうか︒御説明をお

まず︑会計検査院に確認をいたしますが︑これ

や簡易課税制度を適用して︑多額の端的に言うと

課税売上高を有する課税期間に事業者免税点制度

制度や簡易課税制度等をうまく利用して︑多額の

しにはなりますが︑要は︑消費税の事業者免税点

○杉久武君 今御説明いただきましたが︑繰り返

いかといいますと︑把握可能であった百九十一法

の直前の期末︑課税期間末の資産規模はどれくら

税点制度や簡易課税制度を利用していた課税期間

また︑これら二百三十六法人のうち︑事業者免

も上っております︒

一法人当たりの平均推定課税売上げは十三億円に

がございます︒

○説明員︵田代政司君︶ お答えいたします︒

益税が発生しているという指摘であります︒

貸︑売却等を行う特別目的会社における適用の状

た簡易課税制度につきまして︑高額の不動産の賃

らには中小事業者の事務負担に配慮して設けられ

などを勘案して設けられた事業者免税点制度︑さ

の関心が高い中で︑小規模事業者の事務処理能力

いてでございますけれども︑消費税に関する国民

等を行う特別目的会社に係る消費税の取扱いにつ

ものは一定の役割を果たしているというように考

その事務能力に配慮をするという点で︑制度その

はありますが︑私は︑小規模事業者に配慮をする︑

た益税の問題については様々議論のあるところで

というものの規定でありまして︑現在︑こういっ

ように︑小規模事業者の事務処理能力を勘案する

税制度につきましては︑今御答弁いただきました

まず︑この消費税の事業者免税点制度や簡易課

思いませんので︑やっぱり事業者免税点制度や簡

事務処理能力がないということは︑誰もそうとは

えて︑このような会社の規模に税務や会計に係る

今答弁でもありましたが︑そもそも一般的に考

なると思います︒

いう︑もう相当な規模の会社であるということに

一法人当たりで換算いたしますと百四十七億円と

人の資産を見ただけでも総額で二兆八千百一億円︑

今御質問のございました高額の不動産等の売買

況などについて検査をいたした次第でございます︒

ことが判明した次第であります︒

あるのに多額の消費税の差額が生じているという

能力等を配慮する必要がないと思料される法人で

売上高︑資産の状況から判断しますと︑事務処理

ざいます︒そして︑これらの法人におきましては︑

用していた法人が相当数見受けられたところでご

あるのに︑事業者免税点制度や簡易課税制度を適

該不動産の賃貸︑売却により課税売上高が多額で

人当たりにしますと平均推定課税売上高は七億円

十六法人については総額で二百五十七億円︑一法

いいますと︑事業者免税点制度を適用していた三

おります︒課税売上高はどれぐらいであったかと

される益税額というのは約四十五億円にも上って

すが︑あくまで推計ではありますけれども︑推計

した特別目的会社二百三十六法人︑全部でありま

結果をつぶさに確認をいたしますと︑検査対象と

しかし︑今回の会計検査院の検査のこの指摘の

本院の検査結果を踏まえまして︑財務省におき

○説明員︵田代政司君︶ お答えいたします︒

どのようにお考えか︑見解を求めます︒

の益税の問題を今後どのように対処をすべきか︑

たいんですが︑会計検査院としては︑この消費税

その上で︑改めて会計検査院に判断をお伺いし

というように考えているわけであります︒

のこの検査院の指摘によって私は明らかにされた

った事業者がいるのではないかという実態が今回

を言わばこれら事業者が悪用していると︑そうい

易課税制度といった小規模事業者のための諸制度

このような以上の検査結果を特定検査対象に関

にもなります︒また︑簡易課税制度を適用してい

まして︑小規模事業者の事務処理能力等を勘案し

えております︒

する検査状況といたしまして平成二十四年度決算

た二百十四法人の総額は二千八百八十六億円で︑

検査したところ︑高額の不動産を取得して︑当

検査報告に掲記した次第でございます︒
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りますが︑その報告を受けられた受検省庁であり

目の状況という形で報告を受けているものではあ

うことで︑会計検査院の指摘の中では特定検査項

に︑不当事項ではない︑違法なことではないとい

いうか︑これはあくまで︑先ほど申しましたよう

○杉久武君 では︑続けて︑この指摘を︑指摘と

いるところでございます︒

討していただくということが重要であると考えて

様々な観点から有効性及び公平性を高めるよう検

制度︑これらの制度の在り方について引き続き

の事務負担に配慮をして設けられました簡易課税

まして設けられた事業者免税点制度や中小事業者

ったものを考えますときに︑引き続き我々として

非常に大きな影響が出ますものですから︑そうい

部の人によってほか全部という影響が出るという︑

これは事務負担を与える影響というのは︑これ一

いうのは︑これは中小零細事業者にとりましては︑

いずれにいたしましても︑この特例の在り方と

きましては既に手当て済みにいたしております︒

今般の会計検査院の報告書にあるような事例につ

直しを行ってきたところではありますけれども︑

るんだと思っておりますが︑これまでも累次の見

ては︑これは対応をせにゃいかぬということにな

これを恣意的に悪用するというようなことに対し

随分出ておりましたので︑租税回避を目的として

ういった不当行為については︑本来︑会計検査院

の管理ができていないとかいうような︑やはりこ

逆に言えば︑最初に述べましたような重要物品

たいというように考えております︒

これは私はすばらしい成果であり︑高く評価をし

く言うと悪用事例というものを撲滅したという︑

を改正していく中で︑こういった悪用︑言葉を悪

う検査の中からの指摘︑それを受けて現行の制度

はりこの今の仕組みはおかしいんじゃないかとい

ないかと思います︒要は︑不正ではない︑ただや

ないかと︑国民から期待されていることなんでは

院がやっていく︑果たしていくべきことなんでは

こういったものこそが︑私は︑やはり会計検査

財務省として︑どのような検討をなされ︑どうい

に考えております︒

同時に検討を行ってまいりたいと︑さようなよう

いった省庁でのチェック機能が適切に機能をして

査等でやはり自浄作用によって発見をされ︑そう

から指摘を受けるというよりは︑各省庁の内部検

しております︒

ます財務大臣にお伺いをしたいと思います︒

はきちんと対応がなされるように見守っていくと

うふうに対応をなされたのか︑またこういった指

○杉久武君 麻生大臣︑ありがとうございます︒

いるかどうか︑そういったことを会計検査院が確

会計検査院からこのような指摘を受けた結果︑

摘を受けて改善をしていくというプロセスについ

今検査院と財務省からそれぞれ答弁をいただき

になりますので︑そういった意味では︑みなしと

いわゆる小さなところでは事務負担が極めて煩雑

うのが二つ︑大きく分けて二つありますけれども︑

いろいろ︑事業者免税点制度と簡易課税制度とい

のように︑一千万円以下だとか五千万円以下って︑

○国務大臣︵麻生太郎君︶ これも杉先生御存じ

て︑税制改正の中でこの問題が二度と起きないよ

っかりと受け止められ︑すぐに適切な対応を講じ

その指摘を受けて受検庁側であります財務省がし

として会計検査院が指摘をされました︒そして︑

消費税という国民目線の視点から関心の高い項目

摘事項までには至らないという項目でありますが︑

ましたが︑こういった︑不当行為ではないので指

様々課題があるのではないかというものをやはり

い︑違法ではないけれども現状の仕組みの中で

この消費税の問題のように︑そもそも不当ではな

ではなくて︑今例示で挙げさせていただきました

そういった当然各受検庁でチェックをすべきこと

査院が本来︑国民の皆様から期待されているのは︑

そして︑私自身は︑そういった︑やはり会計検

て御感想をいただければと思います︒

いうか︑ある程度の事務負担等々を配慮して設け

うな仕組みを講じられたというふうに私は理解を

認をすると︒

られた制度なんだと思って︑最初のときからこれ
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つ一つ解決をしていくことが私は国民の期待に沿

こういった決算委員会の場等で議論をしながら一

逆にここは数多く会計検査院に挙げていただいて︑

○藤巻健史君 日本維新の会・結いの党︑藤巻健

ります︒ありがとうございました︒

ことを切にお願いいたしまして︑私の質問を終わ

なくすという国民の切なる期待にお応えいただく

ありました︒

るのは︑これ憲法違反ではないのかという質問で

それを二階建てしか建てないでほったらかしにす

要するに︑憲法二十九条というのは私有財産権

ったものではないかと思います︒
特定検査項目というのは︑挙げられているのは六

てちょっとお伺いしたわけなんですけれども︑昭

四月の二十一日の決算委員会で計画道路につい

てあるわけですけれども︑計画道路を︑立てた後

にこれを公共のために用いることができると書い

らない︑第三項に︑私有財産権は正当な補償の下

を認めているわけで︑財産権はこれを侵してはな

件とか七件とか︑非常に限られた件数であります

和二十一年︑約七十年前に計画決定された道路が

何にもさせないで七十年間ほっておくというのは︑

史です︒

し︑しかも︑これは不当行為でない以上はフォロ

まだ未着工であると︑事業決定されていないとこ

申し上げましたが︑残念ながら︑今そういった

ーアップの対象には基本なっていないと︒要は︑

まさに国民の財産権を何とも思っていないのでは

計画決定をするということは︑それ以後︑木造

ろがあるという話だったと思います︒

いうことは原則記載をされないという形になりま

二階建てぐらいの簡易な建物しか建てられないと

先日のお答えでは︑これまでの裁判例では公共

次の年度の会計検査報告にそれがどうなったかと
すので︑そうすると︑一番恐れるのは︑やはり会

いうことで︑これ︑理由としては︑そういう簡易

性に鑑みて受忍の限度内であるとされており︑逸

ないかというふうに思って先日お聞きしたわけで

計検査院がしっかり指摘をしたにもかかわらず指

な建物じゃない堅固な建物を建ててしまうと道路

鋭ではございますが︑国家行政全般を精査しその

今後も︑会計検査院におかれましては︑少数精

いてしっかりと対応していきたいと思います︒

のやはりそういった無駄の削減というところにつ

強化をしていくとともに︑会計検査院は行政全般

は︑逆に各省庁での内部監査のそういった機能を

っかり会計検査院に応えていただくという意味で

そういった意味で︑やはり国民からの期待にし

す︒

てしまうのではないかというように考えておりま

は︑私は逆に会計検査院の資源の無駄遣いになっ

っても七十年もたてば駆逐しちゃうような時間︑

うんですけれども︑要は︑鉄筋コンクリートであ

償還期間を六十年とするというお答えをしたと思

国の資産は六十年だからということで建設国債の

麻生大臣も︑コンクリートの寿命が六十年とかで

から︑前の決算委員会だったと思いますけれども︑

ートを建てたとしても五十年なわけですよ︒それ

するに税法上の減価償却があって︑鉄筋コンクリ

たってそのままほったらかしだということは︑要

ういう回答を得たと思いますけれども︑七十年も

造二階建てというふうになったと思いますし︑そ

を造るときに取り壊すのも大変だということで木

大阪︱東京二往復分ぐらいのところが七十年近く

千五百キロもあるというわけですね︒要するに︑

画決定をされて︑それでいまだに未着工なのが二

る︑それも︑この前の御回答ですと終戦直後に計

んですけれども︑七十年もほったらかしにしてい

される︑これは受忍の期間だということは分かる

それは︑確かに五年とか十年間ほったらかしに

を行った事例はないとのことでした︒

ことですね︑それには︑基づいて逸失利益の補償

有財産は公共のために用いることができるという

第三項に基づいて︑要するに正当な補償の下に私

失利益も存しないという解釈から︑憲法二十九条

す︒

摘しっ放しでそのまま終わってしまうということ

不備を適切に指摘いただきまして︑行政の無駄を
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です︒

いて損失補償を行う必要があると︑こういう認識

とができる場合には︑憲法二十九条第三項に基づ

囲を超えて特別の犠牲を課せられたものというこ

ては︑一般的に受忍すべきものとされる制限の範

りますけれども︑都市計画による制限につきまし

○国務大臣︵太田昭宏君︶ 御指摘のとおりであ

いかがでしょうか︒

いるのではないかと思うんですけれども︑大臣︑

余りにも土地の保有者の受忍すべき期間を超えて

〇％ということで︑確かに二階建てに制限されて

一種住居地域で︑容積率が二〇〇％で︑建蔽率六

いうのは︑確かに六十年たっているんですが︑第

んです︑見たんですけれども︑あのときの判例と

年の判例をこの前の委員会の後ちょっと拝見した

○藤巻健史君 今大臣が言及されました平成十七

しているということは現状のところでございます︒

など適切な見直しを行うようにということを助言

を行って︑その結果を踏まえて︑廃止や幅員変更

対しまして都市計画道路の必要性についての検証

なお︑国交省におきましては︑地方公共団体に

の間の補償をするとかいうことを考えないで︑一

道路を決定をやめるとか︑それとか︑若しくはそ

ですから︑それを︑ほったらかしについて︑計画

産権を私にとってみれば侵されているわけですよ︒

たけれども︑一部の地域の方々はそれこそ私有財

一部残っている地域にすぎないとおっしゃいまし

先ほど大臣は︑全部ほったらかしにしないで︑

うわけです︒

認めてないんじゃないかというふうに思ってしま

私︑考えてみれば︑これは私有財産権というのを

は余りにもひど過ぎるのではないかと︒まさに︑

ぐらいの時間をほったらかしにしているというの

ゃないんですから︑一回ビルが建って壊れちゃう

都市計画道路に関する判例におきましては︑都

もほとんど経済的な損失はないわけです︒ところ

度計画設定をしたら七十年︑何と言おうと関係な

どを行っているという状況にございます︒

市計画事業は一般的に長期間を要すると︑これは

が︑都心には商業地域で容積率が五〇〇％で建蔽

にわたってほったらかしにされていると︒これは

そのとおりだと思います︒結果的に︑一部区間が

うというふうに思います︒

ができ始めてきているというのもまた現状であろ

か現実にはないわけでありまして︑できるところ

間︑全くそこが全部という事例というのはなかな

道につきましては環六と環七の間約三キロが事業

区戸越から大田区多摩川間までの七キロ︑青梅街

六郷など六キロの区間︑第二京浜については品川

幹線道路では第一京浜が港区芝四丁目や大田区東

これ︑この前の御回答によりますと︑東京都の

に思ってしまうんですが︑いかがでしょうか︒

しに幾らでも私有財産権は没収できるというふう

じになるんじゃないかと思います︒正当な補償な

思います︒まさに憲法解釈であってもそういう感

言うなら︑私は日本に私有財産権は存在しないと

もし︑これを大臣が私有財産権の侵害でないと

いやというのは余りにも無責任ではないかと思い

平成十七年の盛岡市の案件についての最高裁の

未着手だと書いてあるわけです︒要するに︑先ほ

○国務大臣︵太田昭宏君︶ 御指摘のように︑平

率が八〇％というような地域が七十年もほったら

判決では︑必要性が見直されるべきであるのに長

ども言いましたように︑十階建て高層ビルを建て

成十七年のは︑これは場所が住宅地であるという

長期間着手されないとしても直ちに違法となると

期間放置されているといった特別な事情がない限

られるようなところを二階までしか建てられない

ことがございます︒委員の御指摘の物すごい商業

ます︒

りは裁量の範囲内であり憲法に違反しないと︑こ

と言って七十年もほったらかしにするのは︑これ

地とかいろんなところでは︑現実にはそこをおい

かしにされているわけですね︑あるわけです︒

うされておりまして︑東京都においても都民の意

は余りにもひど過ぎる︒要するに︑第一種住専じ

は言えないと︑こうされています︒非常に長い期

見を聴取しながら都市計画道路の必要性の検証な
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見直しを行うようにということを言っているわけ

検証を行ったり︑廃止や幅員の変更などを適切に

各地方公共団体について︑その必要性についての

うものがあるということを私は申し上げ︑同時に︑

そこで︑現状では︑最高裁の判例等ではそうい

ところです︒

なことで︑私も感情的にはよくそこは理解をする

とかいうようなことをせざるを得ないというよう

ておいて︑その背後にあるところにビルを建てる

踏み込んでいるんですけれども︑ブレーキはない

まっしぐらだと思っているわけです︒アクセルを

の矢の量的緩和というのは︑それへ向かっての︑

アベノミクスというのは︑正直言って︑特に第一

なっちゃうんじゃないかと思うんですが︒かつ︑

日本の財政は破綻しちゃう︑とんでもないことに

ども︑結果としてハイパーインフレにならないと

してないですよ︒これは悪魔の政策なんですけれ

にハイパーインフレ政策がいいというわけじゃ決

ないは別としまして︑となると︑やはり戦争直後

と思っているんですね︑戦略がね︒それは︑ある

ゃってくれないんですけれども︑私は出口がない

銀総裁いわく︑出口が︑まだ時期尚早とはおっし

える穏やかな方法はなかった︒今︑日本の黒田日

というと︑それは︑まさにハイパーインフレを抑

そのときになぜ預金封鎖︑新券発行をやったか

まして︑預金封鎖がありましたから︒

ぜなら︑昭和二十一年のハイパーインフレがあり

じゃないか︒確かに︑昭和二十一年というのは戦

と同じようにハイパーインフレのリスクはあるん

昔︑戦争中に︑後にハイパーインフレを起こし

後なんですけれども︑これ︑明治憲法下だった︒

わけですね︒

のに︑官僚にもよくそこを理解して対応するよう

ておりますけれども︑いろんな国で︑それは︑別

でございまして︑できる限りそこの現状というも
にということが大事だということを指摘をさせて

明治憲法下だったらないのかなと思っちゃうんで︑

明治憲法下で預金封鎖と新券発行をするというの

まいたから結果としてハイパーインフレになって︑

まあそうかなと思うんですが︒

に戦争をしたからハイパーインフレじゃなくて︑

吸収する手段がないからいろんなことになったわ

これ︑今の計画道路の話を聞いていると︑今の

いただいているところでございます︒
けれども︑日本はやっぱり法治国家なんですから︑

けなんですけれども︒日本も︑今は別に戦争をし

憲法下にあっても︑本当に私有財産権ってあるの

は︑何となく︑私有財産権あったけれども︑まあ

やはり憲法違反の可能性があるのであればきちん

ているわけではないんですけれども︑お金をばら

かなと︒私有財産権がなかったらば︑将来ハイパ

戦争をするために︑軍備拡張のためにお金をばら

と正していただきたいなというふうに思います︒

まいているという点では戦争中の多くの国々と同

ーインフレになったときにまた預金封鎖と新券発

○藤巻健史君 理解できるというのはいいんです

麻生大臣にお聞きしたいんですけれども︑実は︑

じわけです︒

られない︒となると︑残る手段というのはハイパ

けれども︑そうじゃない限り到底財政破綻は避け

年金四分の一ぐらいにすれば大丈夫かと思います

ら消費税四〇％ぐらいにすれば大丈夫だと思うし︑

す︒千十八兆円という借金がありますと︑明日か

なくても︑日本でも見ているはずなんですね︒な

ゃいましたけれども︑大臣は︑ブラジルだけじゃ

レをブラジルで私は見たとおっしゃっていらっし

いるわけです︒この前︑大臣は︑ハイパーインフ

パーインフレに備えて新券発行と預金封鎖をして

実は︑日本は︑昭和二年と昭和二十一年にハイ

どうかということをちょっとお聞きしておきたい

新券発行ということはあり得るのか︑それは今の︑

今の憲法下︑私有財産権において︑預金封鎖と

私は心配しているんですが︒

産持っていっちゃうことですから︑非常にこれ︑

行をやっちゃうんじゃないか︒まさに国民から財

それで︑ちょっと方向を変えまして︑財務大臣︑
私はかなりハイパーインフレを怖がっているんで

ーインフレしかないと思うんですよ︒これは︑別
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似たような質問を頂戴したんですけれども︑この

同様の質問︑全く同じではありませんけれども︑

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 過日も藤巻先生から

とお聞きしておきたいと思います︒

は私有財産権を侵害しないのかどうかだけちょっ

ど︑まさに憲法解釈として︑預金封鎖と新券発行

要ないというふうにおっしゃるかもしれませんけ

です︒今はまさに時期尚早で︑そこまで考える必

を招くことがないようにやっていくのが我々の仕

たというので︑私どもとしては︑そのような事態

と違いますので︑いろんな意味でえらい目に遭っ

らい目に遭うというのは︑朝の値段と夕方の値段

していましたので︑ハイパーインフレになるとえ

なものかというのはかなり経験者として︑経営者

んでいたことがありますので︑いわゆるどのよう

〇〇％ぐらいのハイパーインフレーションで︑住

れが︑そこまではいかないんですけど︑かなりほ

り景観が悪い︒特に第一京浜沿いというのは︑こ

ままほったらかしにしているということで︑かな

大臣にお伺いしたいんですけど︑計画道路をその

それで︑次に︑また先ほどに戻りまして︑太田

りにしておきます︒

すが︑今日はこの質問じゃないので︑そこで終わ

丈夫だというのはちょっと私は納得できないんで

ので︑自国通貨でしか国債発行していないから大

かの道路沿いに比べて︑沿線に比べて景色が悪い

事なんだと思っております︒
いずれにしても︑急速なインフレとかいうよう

私有財産権との関係につきましては︑これは基本
的には条件がありまして︑どのような状況下でや

なく走ったと思います︒

んですよね︑走ってみるとすぐお分かりですけど︒

国で︑自国の国債を︑数少ない︑自国通貨で発行

○藤巻健史君 一度︑今度走ったときはよく見て︑

なこと︑これは︑かつて日銀の︑いわゆる物価安

はもう当然であると思いますが︑最終的にはこれ

しております︒世界百九十三か国で四か国ぐらい

計画道路で事業決定しないといかに町並みがまだ

るかとか︑どのような仕組みで実施するかとか︑

は司法の判断によるんだと思いますね︒

でしょうか︑そういった国の一つなんで︑私ども

きれいにならないかなということを理解していた

走ったことありますでしょうか︒

それから︑お尋ねのように︑仮定の質問につい

としては︑そういった財政破綻とかいうようなこ

だければと思います︒

定を図るという日銀の仕事に主になっていくんだ

ては︑財務・金融担当の立場でうかつなことを言

とが起きるというようなことを考えておるわけで

それにより国民経済にどのような影響が与えられ

うのはこれは危なくてしようがないんで︑これは

はありません︒

及されておりましたけれども︑その最高裁判例に

○国務大臣︵太田昭宏君︶ 走ったことはあると

とてもじゃないけど︑また藤巻に乗せられておま

○藤巻健史君 ただ︑昭和二十一年のときも︑自

いろいろ補足意見が付いているわけですね︑あの

と思いますけれども︑いずれにいたしましても︑

え余計なことしゃべるなと言われる話だけですか

国通貨でしか国債発行していなかったんじゃない

最高裁判決には︒

るであろうかとかいうようなものによってケー

ら控えさせていただきますが︑いずれにしても︑

かと思いますけれども︑ハイパーインフレになっ

その補足意見というのは︑まず︑受忍期間がど

思いますけれども︑よく町並みを見るという余裕

このハイパーインフレーションというのは︑私も

たと︒少なくとも︑あとドイツも︑一九二三年の

うかというときに︑内容とともに期間が重要だと︑

私どもとしては︑少なくともほかの国と違って自

この間も答弁しましたが︑私︑まさに︑あれはデ

ドイツもきっと自国通貨でしか国債発行していな

この補足意見ではおっしゃっているわけですね︒

ス・バイ・ケースで考える必要があろうというの

ルフィン・ネットが財務大臣でしたかね︑あのと

かったと思いますけどハイパーインフレになった

次に︑先ほどの最高裁判例︑もう太田大臣も言

きブラジルでハイパーインフレーションで︑一三
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って課せられている場合に︑この期間をおよそ考

未着手問題ということで︑盛岡の判例︑それから︑

そこで︑これらの問題について︑私ども︑長期

しゃる方がいると思うんですけれども︑それどこ

地域の住民としてはいろいろ不満を持っていらっ

して︑いろんなことをやっていただけるとしても︑

行われておりますが︑これを更に徹底をしてまい

慮することなく︑単に建築制限の上限が上記のよ

それまでの判例︑それと︑委員からも御指摘があ

に不満をぶつけたらいいのか︒

都市計画制度小委員会というところで︑これは今

うなものであるからということから損失補填の必

りましたが︑制限が一律二階以下というのは大変

要するに︑今度︑行政不服審査について︑公権

受忍限度を考えるに当たっては︑制度の内容と同

要はないとする考えには大いに疑問がある︒まず

厳しゅうございますので︑自治体がそれを緩和す

力の行使に対する不服申立てができるかを今度の

りたいというふうに考えております︒

一つは︑期間を考えろというふうに補足意見では

る措置を︑東京都であったり横浜市の場合には例

法律改正で︑現状六十日なものを参議院でもし通

のコンパクトシティーその他も含めて様々な議論

書かれているわけです︒

えば商業地域では五階まで認めるといったもの︑

過すればたしか三か月になるという法案を考えら

時に︑制限の及ぶ期間が問題とされなければなら

さらに︑さらにまた︑補償の要否の判断に制限

あるいは大阪の場合も三階ということなんですが︑

れたと思っているんですけれども︑今みたいに︑

○藤巻健史君 先にちょっと質問の順番を変えま

が課されていた期間の長短を考慮に入れることと

都心業務地区内については階数を四階にするとい

計画道路を造った︑決定したときはまあ不満はな

をいたしました︒

する場合︑そもそもどの時点をもって補償不要の

った様々な緩和措置︑さらには税制の措置等を御

ないと考える︒これが六十年を超える長きにわた

状況から要補償の状況に移行していたと考えるの

いけれども︑七十年もほったらかしになっている

ときに何とかせいというこの不満はどこに持って

紹介をいたしまして御意見を求めました︒
その結論のところだけ申し上げますが︑いわゆ

かといった問題が生じよう︒これは本来︑立法措
置によって明確化されるべき問題であると言える

○政府参考人︵石井喜三郎君︶ お答えを申し上

と思うんですが︑いかがでしょうか︒

というのは︑まさに立法と行政の怠慢ではないか

ですけれども︑それをせずにまたネグってしまう

立法措置をしろという補足意見が付いているわけ

の見直しをするとか︑それから補償を付けるとか︑

要するに︑長くなったときに︑例えば計画道路

画運用指針を平成十二年から累次にわたり発出を

して︑現時点では︑先般来︑私どもの方で都市計

討をする必要があると︑かように御指摘を賜りま

え︑見直しが十分行われない場合には制度的な検

底を図るべきであると︑今後の見直し状況を踏ま

等において措置されたところである︑まずその徹

に追求すべきことについては︑都市計画運用指針

らず︑都市計画全体として適切であることを不断

場でございますので︑まずその点につきましてお

私ども︑取りあえずの行政不服審査法所管の立

○政府参考人︵上村進君︶ お答えいたします︒

いただきたいんですが︒

ころに文句を言いに行けばいいか︑それを教えて

がゆえに不満が出てきたというときはどういうと

対応する方法はあるわけですけど︑時間がたった

ほど言いましたように︑行政処分があればそれは

総務省の方にお聞きしたいんですけれども︑先

いけばいいんでしょう︒

げます︒

しております︒その結果として︑地方公共団体に

答え申し上げますけれども︑まず︑行政不服審査

る長期未着手に関する都市計画の見直しにとどま

今御指摘の最高裁判例︑盛岡の事例の場合でご

おいて順次︑最近は特に数百キロ単位で廃止等が

と︒

ざいますが︑実は︑この判例が出まして︑その後︑
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すが︑私ども総務省で把握している限りにおきま

個々のケースごとに判断する必要があると思いま

行政処分に当たるか否か︑これにつきましては

うな行政計画の決定でございますが︑これがこの

今御指摘になりました都市計画︑都市計画のよ

ます︒

して不服を申し立てることができるわけでござい

権利義務に変動を及ぼすもの︑こうしたものに対

おり︑行政処分でございまして︑国民の具体的な

法の申立ての対象は︑これは委員もう御承知のと

○政府参考人︵上村進君︶ 何が行政処分に当た

すか︒

これ行政処分じゃなくてもできるんじゃないんで

に当たる行為に関しと書いてあるんですけれども︑

行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使

ども︑行政不服審査法って第一条に︑この法律は

私の理解が違っているのかもしらないんですけれ

○藤巻健史君 ちょっと私︑法学部じゃないので︑

こういうふうに考えております︒

法に基づき六十日以内の不服申立てができると︑

うんですけれども︑それを︑例えば容積率︑それ

いうのは︑たしか一律二〇％の評価の減額だと思

も補填はできないのか︒今︑都市計画上の土地と

くとしても︑改正する前に︑相続税で多少なりと

いろいろ国土交通省の方でいろいろ考えていただ

ども︑財務大臣にお聞きしたいんですけれども︑

時間がないので︑最後の質問をいたしますけれ

強不足でした︒

○藤巻健史君 分かりました︒今︑それは私の勉

当たらないと考えております︒

そういう面でいえば︑例えば容積率がどのくら

は地方だったらそれでいいかもしれませんけれど

法令を定めるような場合と同じで︑一般に抽象的

い︑建てられるのにどのくらいしか建たないかと

るかというのは︑委員御指摘のとおり難しいとこ

な権利義務を課す場合というのは行政不服審査法

かいうような基準で相続税の減免はあってもいい

しては︑現時点で行政不服審査法の裁決例あるい

の決定が行政処分に当たらないということになり

の対象にはならないと︑こういうふうな運用をさ

んじゃないかと思うんですけれども︑その辺はい

も︑さっき申し上げたような高層ビルが建つよう

ますれば︑これは行政不服審査法に基づく不服申

れているところでございます︒

かがでしょうか︒

ろがございまして︑私も先ほど申し上げましたよ

立てはできないということになります︒

○藤巻健史君 行政処分じゃなくて︑その他公権

○国務大臣︵麻生太郎君︶ これは︑相続税に関

は確定判例において︑都市計画の決定が行政処分

らば︑都市計画の決定自体についてはそういうこ

力の行使に当たる行為と書いてあるんですけれど

しては︑相続したときの財産ないし相続財産の価

なところで一律二〇％といっても本当にスズメの

とでございますが︑仮に御指摘のようなケースで︑

も︑それはどうなんですか︒

値というものに課税するものでして︑これはもう

うに︑個々にこれは判断する必要があるわけでご

現時点でその土地の所有者の方々が新たにこのよ

○政府参考人︵上村進君︶ これは例えば︑何ら

相続時の時価によるということに︑これはもう必

に当たると︑そうしたものは見当たらないわけで

うな都市計画施設区域内で建築の許可の申請を行

かの理由で︑例えばその対象となった人を施設内

ずそうなります︒

涙の補償しかないわけですよね︒

うと︒例えば︑三階建て以上のものを建てるとい

に収容するとか︑そういう非常に強い権限を行使

お尋ねの都市計画のさっきの予定区域内の宅地

ざいますが︑一般的に言いますと︑このような︑

うような申請を行って︑それに対しまして何らか

して事実上の行為を行うと︑こういう場合を指す

等々につきましては︑これは建築制限による宅地

ございます︒ということになりますと︑都市計画

の処分︑不許可処分とかが出た場合は︑これは明

というふうに解釈されておりまして︑この場合は

その上で︑委員のお尋ねでございますが︑しか

確に行政処分に当たりますので︑この場合は現行
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すが︑商業用︑住宅用などいろいろ宅地の用途︑

価格に影響を考慮してということなんだと思いま
てお聞きをしていきたいと思いますが︑先般の省

議論を振り返りつつ︑また踏まえ︑さらに関連し

十四年度の二千五百六十六億の文科省の科研費と

でもありますが︑加えて︑総務省が︑この平成二

われていないということを指摘をしているところ

上りますが︑ここでその科研費などの適正な使用

庁別審査でもお聞きをしましたが︑科学技術の問
まず最初は︑いわゆる科研費等の適正な使用に

を確保する観点から調査をしまして︑文科省に勧

また先ほどから出ております容積率︑また制限を
を踏まえた︑補正率とよく言われるものですけれ

ついてお聞きをしていきたいと思いますが︑改め

告をしたところであります︒

なりますが︑調査対象大学︑国公私立六十一校に

ども︑それによって建築制限がないものとした価

て言うまでもありませんが︑この科学技術イノベ

例えば︑いわゆる預け金については︑研究者が

題についてお聞きをしたいと思います︒

格を減額評価したものを時価として取り扱うこと

ーションを推進する上で︑独創的で多様な世界ト

自ら全て発注をする︑事務局が何ら関与しない発

受ける宅地面積に占める割合などなど︑それぞれ

になっておりますので︑一律二〇％というわけで

ップレベルの基礎研究や研究開発を推進すること

あるいは︑プール金については︑その非常勤雇用

はなくて︑今随分いろいろパーセントが変わって

そのためにも︑科研費等が適正に使用されてい

者の勤務条件及び勤務状況の確認が未実施だと︑

注や検収が行われているということであったり︑

格に対して課税するという基本的な考えに沿った

くということが強く要請されておりますが︑御案

非常に管理等が十分に行われていないということ

は極めて重要であります︒

ものというのになっておりまして︑これパーセン

内のとおり︑これをめぐってはこれまでもいろん

おりますので︑現行の取扱いは︑相続時の財産価

トといってもいろいろありますので︑お調べいた

が明らかになっているわけであって︑総務省もペ

となどなど︑文科省に厳しくこの勧告を迫ったと

ナルティーをやっぱりすべきではないかというこ

な問題が起き︑またこの委員会でも取り上げられ
確かに︑文科省は︑平成十九年に大学等の研究

てきたところであります︒

だくと分かると思いますが︑こういったものによ
って一律二〇というわけではございません︒
○藤巻健史君 時間が来ましたので︑ここで終わ

理・監査のガイドラインを通知するなど︑不正防

研究費の管理︑監査に関わる指導の徹底と制裁措

ころであります︒
止に取り組んでこられたのは事実でありますが︑

置を求めるこの総務省の勧告にどのように受け止

機関に対して︑研究機関における公的研究費の管

│││││││││││││

その後も︑例えば︑これ︑文科省の調査によって

められたのか︒それから︑また前々から指摘をさ

らせていただきます︒
○委員長︵金子原二郎君︶ この際︑委員の異動

も︑平成二十年から二十三年度において十九機関︑

れているこの預け金やプール金の防止対策に︑特

欠として宮本周司君が選任されました︒

そこで︑大臣においては︑この総務省の勧告を︑

について御報告いたします︒

四十八人が関与する︑総額一億七千二百万に上る︑

にこの強化には必要だと思いますが︑どのように

本日︑山谷えり子君が委員を辞任され︑その補

いわゆる預け金やプール金の問題なども︑不適切

│││││││││││││

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑公

ます︒

取り組んでいかれるのか︑お聞きをしたいと思い
もこのガイドラインに基づく体制整備が適切に行

会計検査院も平成二十三年度の決算検査報告で

な事案も発覚をしたところであります︒

○柴田巧君 日本維新の会・結いの党の柴田巧で
す︒
今日は准総括ということですので︑これまでの
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【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

的研究費の不適切な経理は︑国民の信頼を揺るが

徹底というもの︑これやっぱりしっかりやってい

取り組んでいくのか︑お尋ねをしたいと思います︒

研究の進展に合わせて柔軟に研究費を使用でき

○政府参考人︵小松親次郎君︶ お答えを申し上

ったり︑あるいはその指摘事項に関わる改善状況

るようにするということが一方で重要でございま

く必要があるんだろうと思います︒いろんな文科

文科省では︑総務大臣からの勧告や文科省に設

の事後確認も行われなかったりと︑非常にちょっ

すけれども︑研究費の計画的な執行は︑それは大

しかねない重大な問題でありまして︑総務大臣か

置した研究における不正行為・研究費の不正使用

と抜けているところが多々あると思いますので︑

前提ということで︑おっしゃられますように︑研

げます︒

に関するタスクフォースの中間取りまとめなどを

是非徹底を図っていただきたいものだと思います︒

究の進展の状況によっては残余が出る︑その場合

省の調査も見ておりますと︑口頭だけの指摘であ

踏まえまして︑平成十九年に策定した研究機関に

︹委員長退席︑理事熊谷大君着席︺

らの勧告︑真摯に受け止めております︒

おける公的研究費の管理・監査のガイドラインを

研究期間の最終年度などにおいて使い切りがかな

総務省からの勧告を受けまして︑研究機関の使

は国にきちんと返還させるように取り組むことが

改正ガイドラインにおきまして︑総務大臣の勧

り見られると︒例えば︑その六十一大学のうち四

用ルール︑それから研究者の使用ルールといった

また︑この総務省の勧告においては︑年度末に︑

告も含め︑一つは︑預け金︑プール金の防止策と

つの大学では︑年度末に高額機器や多数のパソコ

ものが︑私ども出しているわけでございますけれ

今年二月に改正をいたしました︒

して︑研究機関は物品等の発注・検収業務等につ

ン等を購入をしたり︑あるいは六十一のうちの十

重要というふうに考えております︒

いて︑原則として事務部門が実施すること︑また︑

ども︑ここにおいて︑研究費に残額が生じる場合

は返還するということについては︑口頭というこ

四大学では︑年度末に研究費の三割がもう集中的
にそこで執行されているということが明らかにな

とではなくて明記をしていくと︒それから︑二十

研究機関に対する制裁措置として︑公的研究費の
管理・監査体制に不備があった場合などに研究機

っておりまして︑やはり計画的︑効率的な︑効果

こうなるのも︑使い切らないと次の科研費を申

なお︑これらとは別に︑研究者用のハンドブッ

関に対する間接経費を削減することなどを盛り込

文科省としては︑今後︑この改正ガイドライン

請したときに不利益を生じるんじゃないかという

クというのを私ども出しておりまして︑最も普及

六年︑今年の四月の交付内定時にはこうしたルー

に基づく取組が各研究機関において着実に実施さ

思いがまだ強いんだと思いますが︑その面はかな

版でございますが︑こちらの方にも︑研究費の返

的な執行にやっぱり努めるのが本来あるべき姿な

れるよう促してまいりたいと考えております︒

り改善をしてきて︑繰越制度などを活用すれば済

還を行ったことによって︑その後の科研費の審査

むなど︑公的研究費の適正な使用のための対策を

○柴田巧君 これまでも何度も指摘をされてきた

むというふうになってきていると思っていますの

において不利益が生ずることは一切ないというこ

ルを更に通知し︑また説明会等でもそれを説明し

ところでありますが︑残念ながら︑なかなか事態

で︑この研究期間最終年度の使い切り抑止対策が

とを新たに明記をいたしまして︑ホームページに

んだろうと思います︒

が改善をしないということでございます︒

こういう具合に非常に不十分なものになっていま

公表するなど明確化するような形で徹底を図って

講ずることとしたところでございます︒

先般も倫理教育の必要性等々についても質問を

すが︑計画的な執行がなされるようにどのように

ていくということを予定しております︒

させていただきましたが︑やはり文科省の指導の
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のないものが買われている実態があります︒科研

だ使い切らないと損だという意識が強くて︑必要

○柴田巧君 今御答弁ありましたように︑まだま

してまいりたいというふうに考えます︒

思っておりますので︑それに沿ってしっかり対応

度末の無駄遣いをなくすという趣旨であろうかと

たものの流れの中で更にこの辺りも徹底して︑年

のを進めておりますけれども︑勧告も︑そういっ

な執行を可能とするための基金化︑そういったも

し等小規模な科研費についての年度を超えた柔軟

近年︑御指摘がありましたように︑予算の繰越

間接経費に関する指針について︑間接経費の金額

という考えに立ちまして︑現在関係府省において︑

踏まえて更に実情をしっかり把握する必要がある

す︒御指摘のように︑今︑総務大臣からの勧告を

については実態把握を行ってきたわけでございま

ここでは各研究機関における間接経費の使用金額

づいて対応してきたわけでございますけれども︑

で策定をいたしました間接経費に関する指針に基

これまで競争的資金制度を所管している関係府省

○政府参考人︵小松親次郎君︶ 文部科学省では︑

いますが︑どうか︑お尋ねをしたいと思います︒

評価をして透明性の確保を図っていくべきだと思

から成り立っているわけで︑しっかり実態の把握︑

と思います︒

は質︑量共に落ちてきていると言ってもいいんだ

ておりますように︑我が国の科学研究力というの

であります︒されども︑近年いろいろ指摘をされ

していくかというのは大変重要な問題になるわけ

もなく人であって︑それをどう優秀な人材を育成

ベーションを最終的に起こしていくのは言うまで

でお聞きをしていきたいと思いますが︑そのイノ

次に︑今度は優秀な科学人材の育成ということ

思います︒

かりとした対応をこれからもしていただきたいと

めを付けていく必要があると思いますので︑しっ

ないということは︑ここでやっぱりしっかりけじ

状況や管理状況といったことを新たに把握するこ

があろうかと思いますが︑研究活動を定量化する

いただいて︑国・地域別論文数及びシェアの資料

まいりたいというふうに考えております︒

費は︑言うまでもなく我々の貴重な税金によって

だけではなくて︑使途︑あるいは使用方針の作成

が周知されますように︑しっかり取り組んでいた

とを盛り込む方向で改正するための検討を行って

上で一番代表的なのが論文の数ということになり

お手元に四枚資料があって︑一ページめくって

形成されているわけですから︑今答弁されたこと
だきたいと思います︒

いるところでございます︒

というのは調査結果から明らかになりましたが︑

ていなかったり評価されていなかったりしていた

可欠ですけれども︑この実態が十分に把握をされ

を明確にするには︑その使用方針の作成などが不

る額が配分されると言われていますが︑この使途

に対して︑研究費である直接経費の三〇％に当た

に︑その資金を獲得した研究者の属する研究機関

競争的資金の間接経費というのは︑御存じのよう

その科研費をめぐる問題がずっと不正が後を絶た

我が国にとって大変重要な政策課題であります︒

科学技術イノベーション政策︑まさにこれからの

○柴田巧君 先ほどから申し上げていますように︑

ざいます︒

なされるように努めてまいりたいという考えでご

間接経費の使用について透明性の確保がしっかり

間接経費の使用方針の作成状況等の実態を把握し︑

文部科学省としては︑その指針を踏まえまして︑

の論文の質の高さを示すんですが︑上位一〇％に

かりのように︑論文が多いかどうかというのはそ

ざいますし︑次のページ行ってもらいますとお分

ふうに五位から二位に落ちてくるということでご

こにありますように︑シェアからするとそういう

どが桁違いにどんどん伸ばしておりますので︑そ

ながら日本の場合も増えているんですが︑中国な

九年から二〇一一年の平均を比較した場合︑僅か

ますが︑一九九九年︱二〇〇一年の平均と二〇〇

もう一つは︑いわゆる間接経費の問題ですが︑

この間接経費も言うまでもなく我々の貴重な税金
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割合︑いわゆるその教科で上位を占めるのがどれ

国際学習到達度調査ですが︑習熟度が高い生徒の

すが︑ＰＩＳＡの︑これはＯＥＣＤがやっている

更に心配になりますのは︑一ページ目になりま

得ないんだと思っております︒

大変我々としてもこれは強い危機感を持たざるを

うのはどんどんどんどん低下をしているわけで︑

いるという具合に︑世界の中で日本の研究力とい

論文でいうと︑これも五位から八位に落ちてきて

の高い論文といいますか︑上位一％に入る︑この

七位に下がってきております︒それから︑注目度

入っている論文もそこにありますように四位から

ことも事実でございます︒

ますが︑他のトップの国に比べまして課題がある

最上位層の増加は進んできているところでござい

ろでございます︒この間に成績の下位層の減少と

年以降で最高のＯＥＣＤ諸国中二位となったとこ

ラシーにつきましては︑経年比較可能な二〇〇三

初めてＯＥＣＤ諸国中のトップ︑また数学的リテ

国は︑科学的リテラシーについて︑調査開始以来

されましたＰＩＳＡ二〇一二によりますと︑我が

○政府参考人︵前川喜平君︶ 昨年十二月に公表

したいと思います︒

をどのように分析をしているのか︑まずお尋ねを

考えているところでございます︒

こういった取組がまだ十分ではないというふうに

あるいは小学校からの理科の専科教育を行うと︑

会をつくる︑あるいは習熟度別指導を強化する︑

最上位層を高める取組︑例えば発展的な学習の機

成果を上げているというふうに考えられますが︑

と比較しまして︑下位層の底上げの取組は十分な

るのは事実ではございますけれども︑他の上位国

育政策の取組によりまして成績が上がってきてい

これらを踏まえまして︑我が国のこれまでの教

いう状況でございます︒

に比べて五ポイントから十一ポイント程度低いと

ンガポールには後塵を拝しているということであ

落ちるし︑また科学的応用力についても上海︑シ

ール︑香港︑韓国などに比べると数学的応用力は

くなってはいるんですけれども︑上海やシンガポ

正直日本は前回よりは伸びてはいるんですが︑良

的応用力の調査ですが︑そこにありますように︑

ございます︒また︑数学的リテラシーの習熟度に

四ポイント少ないということになっているわけで

けれども︑例えばシンガポールに比べますと二・

しますと︑この数字は︑韓国は上回っております

三・四％︑これに対しまして︑他の上位国と比較

習熟度が最も高いレベル六以上の生徒の割合が

学的リテラシーにつきましては︑我が国の場合︑

たちの指導もしっかりやっていかなきゃなりませ

つまずいている︑あるいは理解が十分でない子供

事になってくるんだろうと思います︒もちろん︑

き上げていくかということがますますこれから大

っていくためには︑やっぱり上位層をどう更に引

いうことですが︑世界のこれからの競争に打ち勝

れていると︒ある意味平等が重要視されていると

じ内容を一律に教えるこの横並び教育が重要視さ

○柴田巧君 そうなんですね︒我が国はどうして

って︑こういうことでは我が国だけがグローバル

つきまして︑最もそのレベルの高い六以上の生徒

んし︑理数の面でいうと︑理科や数学が嫌いな子

︹理事熊谷大君退席︑委員長着席︺

な競争に取り残されていく危機感を感じざるを得

の割合が我が国では七・六％でございます︒これ

をいかに少なくして裾野を広げていくかというの

ぐらいいるか︑上位層がどれぐらいいるかという

ないわけで︑これは︑これまでの科学的人材の育

は最も低かった二〇〇六年以降着実に増加はして

も大事なんですが︑やはりグローバルな競争を勝

も横並び意識が強くて︑学習指導要領に沿って同

成あるいは理数教育の在り方をやっぱり根本的に

いるわけではございますけれども︑韓国やシンガ

ち抜くには技術革新を生む優秀な理系の頭脳とい

習熟度別︑レベル別の状況を見ますと︑まず科

見直すべきところに来ていると思っております︒

ポールと比較いたしますと︑我が国の場合︑両国

問題ですが︑これは十五歳の数学的応用力︑科学

そこで︑まずこのＰＩＳＡの調査の結果の要因
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が一緒でいいという価値観ではもうちょっと通用

から極めて重要だろうと思っております︒みんな

才能を伸ばすやっぱり教育の推進というのはこれ

ますので︑出るくいを伸ばす︑そうした傑出した

うのは我が国にはこれからますます必要だと思い

が更に伸びるような環境づくりになかったと︒こ

というふうに言うそうですけれども︑優秀な生徒

的に落ちこぼれ︑それから一方では︑吹きこぼし

までの日本の教育は横並び︑画一︑均一で︑結果

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑今

ら激励をしたりと︑そういうことをしてまいりま

して︑私もその生徒に直接講義をしたり︑それか

のトップレベルの人材を目指すという塾でありま

際化学オリンピックにも積極的に挑戦して︑世界

造性の育成塾の塾長をしておりまして︑ここで国

の中学二年生四十人︑これは有馬元文科大臣が創

今後とも︑優れた才能を存分に伸ばして︑そし

れは大きくやっぱり変えていく必要があると思い
これからの次代を担う科学技術人材を育成して

て我が国の科学技術を牽引する︑出るくいが伸び

しない時代になっているのではないか︒年齢より

いくために理数好きの子供たちのシェアを拡大し

る︑そういう人材育成にもしっかり取り組んでま

した︒

そういう意味でも早い段階で傑出した才能を見

ていく︑優れた素質を持った児童生徒を発掘して

いりたいと思います︒

ます︒

出して継続的にそうやって支援をしていくという

その才能を伸ばしていくための教育を日本は大き

○柴田巧君 ありがとうございます︒

も能力がますますこれからは︑ということが問わ

ことが大事だと思いますが︑アメリカでもそうで

く方向転換をして鍛えていくと︑そういうことを

れてくるんだろうと思います︒

すし︑中国では︑かつてから超常教育などと言わ

していく必要があるのではないかと思います︒

そのためには︑今もおっしゃったように︑まず

れていますが︑いわゆる今一種のエリート教育を

格言があるそうですが︑日本の出るくいは打たれ

アメリカではきしむ車輪は油をもらえるという

ますます重要になると思っております︒

出るくいを伸ばす教育︑これから日本には非常に

とはタブー視されてきましたけれども︑そういう

れておりますが︑これまで日本ではそういったこ

興法を作って国主導でいわゆる英才教育に力を入

学省に来ていただいて︑私の方から表彰等を行っ

ダルを受賞した生徒︑全ての分野において文部科

おりまして︑昨年度はこの国際大会に参加してメ

国としてもこういう支援をしていきたいと考えて

いろチャレンジしている学校が増えておりますが︑

めに︑今高校生等が国際化学オリンピックにいろ

たが︑才能のある子供たちの力を伸ばす︒そのた

いくということと︑それから今御指摘がありまし

践をし︑そして体験的︑問題解決的な学習に取り

学習指導要領によらないカリキュラムを開発︑実

れども︑まず文部科学省としましては︑従来から

る人材を発掘する︑こういうことでございますけ

今先生がおっしゃられた︑早い段階で才能のあ

す︒

○政府参考人︵川上伸昭君︶ お答え申し上げま

うに取り組むのか︑お尋ねをしたいと思います︒

見出すのか︑これが大事だと思いますが︑どのよ

は早い段階で才能のある人材をどう発掘するのか︑

るの全く逆であって︑やはり希有な才能を持った

て︑バックアップをするような体制をつくるとい

組むということで︑スーパーサイエンスハイスク

そのためには︑学習指導要領の充実を更にして

子を伸ばしていくと︑特に理数の面では重要なこ

うことを︑メッセージを全国の高校生に送ってお

しておりますし︑韓国も二〇〇二年に英才教育振

とだと思いますが︑そういう出るくいを育てる教

ール事業というのを起こしてございます︒現在︑

二百四校がそれに指定されておりまして︑そうい

ります︒
また︑昨年は夏に全国から選抜された理科好き

育の推進︑大臣はどのようにお考えになっておら
れるか︑お聞きをします︒
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したところでございます︒

エンスキャンパスという名の付いた事業を開始を

をする新しい枠組みとしまして︑グローバルサイ

プログラムを開発︑実施をする大学︑これを支援

能力を有する傑出した科学技術人材の育成を行う

し又は研究を行わせるということで︑科学的探求

教育委員会と協力をして︑大学等において講義を

した意欲︑能力を有する高校生を対象としまして︑

またさらに︑本年度からでございますが︑卓越

ように働きかけをしてございます︒

才能のある子供たちがこういう活動に参加をする

うような取組を通じまして︑まずやる気のある︑

医学部が導入を予定しております︒

御指摘のように平成二十八年度からは京都大学の

され︑これまで百十一人の学生が入学をしており︑

○国務大臣︵下村博文君︶ 現在︑六大学で導入

が参っておりますので︑簡潔にお願いします︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 下村文部大臣︑時間

後にしたいと思います︒

に支援をすべきだと思いますが︑お聞きをして最

この大学の飛び入学をやっぱり広まっていくよう

の科学的な優秀な人材を育てるという意味でも︑

したが︑傑出した才能を更に伸ばしていく︑将来

はりかつて戦前も飛び入学を我が国はやっていま

ぐらいで年間数人程度にとどまっていますが︑や

半分近くは地デジ化の費用であると︑そういった

携帯電話事業者からであるにかかわらず︑歳出の

いて質問をしてまいりました︒歳入のほとんどが

私は総務委員会でこれまで度々電波利用料につ

っと電波利用料について質問をしたいと思います︒

してしゃべるのもあれかなと思って︑最初にちょ

こうと思ったんですけど︑余り後ろの時間を気に

いただいていて︑最後にちょっと電波利用料を聞

番が変わりまして︑せっかく新藤大臣にもお越し

まずは︑ごめんなさい︑ちょっと事前通告と順

すので︑しっかりと質問していきたいと思います︒

員会五十二分︑たくさん時間をいただいておりま

私︑前回の決算委員会五十二分︑今回の決算委

こういうようなことによりまして︑将来グロー

受益と負担のアンバランス︑それから特性係数の

事実上の格差︑そしてこの電波利用料︑幾ら積み

文科省は︑今年度から新たに飛び入学を含め︑
入試改革︑高大接続に取り組む大学への支援事業

バルに活躍し得る傑出した科学技術人材の発掘︑
育成に取り組んでまいりたいと思ってございます︒

特別会計とも言われる︑そのゆえんとも言われる

上がるんだ︑幾ら膨れ上がるんだと︑そういった
現在︑教育再生実行会議においても︑この飛び

電波利用料の歳入と歳出の差額の累積額を中心に

の公募を開始し︑九月から事業を実施してまいり

後になると思いますが︑あといろいろお聞きした

入学をする学生が高校中退扱いになっている現制

質問をしたいと思います︒

よろしくお願いいたします︒

いこともありましたが︑そんな中で考えていかな

度の在り方も含めて議論されているところであり

まず︑直近の判明している歳入歳出の差額︑単

ことを議論させていただきました︒今日は︑隠れ

きゃならぬのは︑いわゆる飛び入学のやっぱり推

ますが︑飛び入学の推進に関する支援方策につい

年度分ですよ︑差額の直近で把握している分︑平

ます︒

進を我が国はもっと考える必要がある︑来ている

てしっかり検討してまいりたいと考えております︒

成二十四年︑分かっていますかね︒ちょっとそれ︑

○柴田巧君 これが︑もう時間が来ましたので最

んではないかと思います︒

○柴田巧君 どうもありがとうございました︒

京大医学部が二〇一六年度から飛び入学を始め

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 平成二十四年度決算

お尋ねしたいと思います︒
○渡辺美知太郎君 みんなの党の渡辺美知太郎で

の電波利用料の歳入と歳出の差額は約七十一億円

終わります︒

八歳未満の大学生︑正規学部課程に在籍するのが

す︒

ますが︑アメリカでは大体今十八万人ぐらい︑十
いるらしいんですが︑我が国の場合はまだ六大学
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ちょっと︑もし御存じであれば教えていただけま

が︑七十億円を超えるその差額は何でできたのか︑

ので︑余り厳しい意味で聞くわけではないんです

というと何とか予算消化しようとする動きもある

逆に言えば︑余りプラス・マイナス・ゼロにしろ

大臣︑何でこんなに差額が出るのでしょうか︒

いて︑この需要のトレンド︑そういったものを見

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑予測に基づ

いと思います︒

出るのかなと疑問に思ったので︑それも質問した

しょうか︒ちょっと︑なぜ予算の段階から差額が

うのは︑例えば万が一に備えてということなので

けないでこの七十億円の黒字を見込んでいるとい

つまり︑予算の段階でマイナスシーリングを掛

黒字が七十億円見込まれているわけであります︒

○渡辺美知太郎君 一応︑その足りない部分︑さ

けであります︒

この社にどの程度と︑こういったものが分かるわ

ビューのシートが出ます︒その中である程度︑ど

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑行政評価レ

囲で︑あれば教えていただけますか︒

て事業を行っているか︑ちょっともし︑分かる範

んですけど︑そういうのに幾ら電波利用料を使っ

か産業会みたいな感じの天下り団体もあると思う

ばどこの業者に幾ら使っているとか︑例えば何と

であります︒

すか︒

て一応算定しているということであります︒

○渡辺美知太郎君 ありがとうございます︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑スマホの普

積の中から埋めると︑こういう制度になっている

うか︒

に大きな予算要求というのはございましたでしょ

っきの見込額など︑不足が生じた場合に使われる︒

こに行くのでしょうか︒

わけであります︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 平成十三年から十六

過去においては︑例えば平成二十一年度などは

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは一般会計の中

○渡辺美知太郎君 この累積額というのは︑これ

年度までは︑アナログの周波数変更対策業務︑こ

及ですとか無線局の急増︑これによって歳入が想

でカウントされると︑こういうことになります︒

一般の例えば国民が見て分かるものなのでしょう

れで︑十三年度が七十三億円︑十四年度が二十二

そして︑たしか財政当局に総務大臣が要求をすれ

○渡辺美知太郎君 済みません︑では︑これは直

か︑それとも総務省だけが把握をしているのでし

億円︑十五年度が四十二億円︑十六年度が二十七

地デジの対策で歳出費用が膨らんだということで︑

近の︑今まで分かっている限りの差額の累積額は

ょうか︒伺いたいと思います︒

億円と︑こういったことでありますし︑平成二十

定を上回ったと︑こういうことでございます︒

幾らになりますでしょうか︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは決算データが

一年度の補正において︑地デジ対策とそれから携

ば予算が下りるということでありますが︑過去に

○国務大臣︵新藤義孝君︶ この平成二十四年度

ずっと残っておりますから︑総務省は承知してお

帯エリア整備︑これで二百二十六億円使われてお

このときは百七十七億円の不足が生じたというこ

でございますけれども︑四百二十七億円と︑こう

りますし︑何よりも財務省が把握していると︑こ

ります︒

○渡辺美知太郎君 当然︑この差額の部分はどこ

いう状態でございます︒

ういうことであります︒

○渡辺美知太郎君 回数は結構あるということで

百七十七億円あったということですが︑それ以外

○渡辺美知太郎君 ちなみに︑平成二十三年度ま

○渡辺美知太郎君 この電波利用料なんですけど︑

ありますが︑例えば次の年度とかで予算請求をし

とでありまして︑そういったものをこれまでの累

での累積額が三百五十六円ですから︑一年間でか

詳細︑どの辺りまで分かるんでしょうかね︒例え

かにこれ積まれていきますよね︒この累積額はど

なりたまるんですね︒今年度の予算の段階で既に
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分かるように工夫とかってされていますかね︒

んとかみたいな感じで︑一般会計の中にそういう

分かる工夫︑例えば勘定科目に電波利用料財源な

ときに電波利用料の累積額分の予算要求のものと

た場合に︑一般会計の予算書や決算書などを見た

たちゃんと通告出してしようと思います︒

○渡辺美知太郎君 分かりました︒じゃ︑今度ま

せていただきます︒

うに思われると困りますので︑答弁は差し控えさ

こういうのは度々やっているといつでもいけるよ

乗ってやっていただくことになっておるんですが︑

なっているわけです︒したがって︑それぞれの免

に負担をしていただいている︑こういう仕組みに

言わば電波利用の共益費用として無線局の免許人

益を直接の目的とする事務の費用に充てるために︑

は︑不法無線局の監視であるとか無線局全体の受

○国務大臣︵新藤義孝君︶ この電波利用料制度

先ほどちょっと申し上げましたが︑余り私は︑

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑そういうよ
うなことは︑内部の資料でそれぞれが︑原庁であ

電波利用料の歳出と歳入の適正化を余りかっちり

また︑特定の免許人の受益を目的として負担を

許人の負担の大きさが必ずしも受益の大きさに直

る総務省とそれから予算の編成をしている財務省

やれと言うと︑道路特定財源みたいに予算消化に

していただいているわけではありませんので︑電

接的に結び付くものではないと︒

が分かると︑こういうことであります︒

躍起になっちゃう可能性があるので余り言いたく

波の監理全般について︑これは年によって︑また

委員が冒頭︑特別会計︑こういうようなお話し
はないんですが︒

されましたけれども︑これは一般会計の中の特定

○渡辺美知太郎君 今日は財務大臣にもお越しい

うに御理解をいただきたいと思います︒

いる︑またそういう枠を設けている︑こういうふ

受益と負担だから問題ないんだとおっしゃいまし

ろ︑大臣は電波利用料というのは電波利用全体の

なっていないんじゃないかと申し上げましたとこ

化というわけで︑私はこれ受益と負担の関係には

ベースの部分はもうほとんどなくて︑地デジの費

正利用の監視とおっしゃいましたが︑基本︑その

○渡辺美知太郎君 先ほど︑不正監視︑電波の不

らいたいと思います︒

に活用してきたと︑こういうことで理解をしても

状況によってこれは様々な場面が変わってきます

ただけると思わなかったので︑ちょっと質問した

たが︑余ったお金は︑普通であれば一般会計のそ

用とか研究開発にも使われているというのも︑そ

大臣にちょっと伺いたいのは︑受益と負担の定

いなと思うんですけど︒

の他の経費に使われていると︑累積額はちょっと

れはもうずっと過去の質問で何度もさせていただ

財源と︑こういう位置付けにしているということ

そうやってその特定財源︑一般会計の中でも一

一般国民には分かりづらいというわけで︒要は︑

きましたし︑そういった認識がちょっと違うのか

けれども︑いずれにしても︑電波利用を享受する︑

応その電波利用料を使ったなと︑要は予算請求を

ほかの︑つまり︑受益と負担と言っておきながら

なという気はします︒

義の解釈で何度か御議論させていただきました︒

したなと分かるのであれば︑これ特別会計要らな

一般会計でも使われている︑これはちょっと受益

要は︑差額が一般会計に行くという部分︑これ

ですね︒通常は一般会計の中の一般財源ですから︑

いんじゃないかなと思うんですけど︑どう思われ

と負担にならないんじゃないかという気がするん

は確かに電波法では規定がないので︑原則どおり

その共益費としての制度としてこれまでも安定的

ますか︒

ですけれども︑改善すべきではないのかなと思う

一般会計の経費に行くということですが︑やっぱ

歳入のほとんどが携帯電話︑歳出の半分が地デジ

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 急な御質問で︑こう

んですが︑その辺り︑ちょっと御見解を是非︒

枠としてそういった特定なものとして与えられて

いうのはあらかじめきちんと決められたルールに
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りその辺り︑ちょっと何か埋蔵金チックだみたい
年一年で変わっていくものではなくて︑ある程度

えば︑必要な︑こういう電波の行政というのは一

すが︑その辺り︑とにかくもう電波に関連すれば

でいくことに関して私は結構懸念をしているんで

ですから︑そういった短期的なものと中長期的

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 確かに十倍になった

なことを言われるのはやむを得ない気がするんで

策であれば︑デジタル放送に移行することで地上

なものを含めて︑これは︑全体を見通して運営し

わけであります︒でも︑その期間にトラフィック

いいという解釈は私はちょっと考え直すべきでは

テレビの放送が使用する周波数が圧縮されますね︒

ていくという意味においては︑うまくいろいろな

は十八倍になっているわけですよ︒ですから︑今

大きな対策を打つときには数年にわたって関係し

そうすると︑そこに空いた周波数を新たに携帯電

柔軟な対応をしつつしっかりとした枠を確保して

後も︑この三年間で共益費用を見積もってそれを

すが︑それについてどのように思われますか︒

話だとかマルチメディア放送ですとか︑それから

おくという合理的な制度ではないかと私は考えて

割り振っていくわけでありますけれども︑これは

ないのかと思うんですが︑ちょっと大臣の御見解

様々な無線︑電波を使った監理︑こういったもの
おります︒

今後とも電波に関するものはどんどんと増えてい

ます︒

に使われるようになるわけですね︒結果としてそ

○渡辺美知太郎君 確かに私もある程度の柔軟性

くであろうと︒しかし︑共益費がどこまで増える

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 例えば︑地デジの対

れは電波の逼迫状況を緩和することになる︑無線

は残すべきだと思うんです︒ただ︑二十年で桁が

を伺いたいと思います︒

局全体が適正な利用環境を確保できると︒それを

かというのは︑これは地デジの対策が終了したと

ころでこれはまたいろんな見直しがあると思いま

もう十倍になっている︒
それから︑さっきちょっと私︑研究開発と言い

して無線局全体の利益と言っているわけでありま
して︑そういう意味では︑その時々の状況に応じ

ただいているその求めに応じて支出できる︑私は︑

なときには︑元々の免許人の方々が負担をしてい

応可能なものについては柔軟に対応しつつ︑必要

資するように︑そしてそれは︑一般会計の中で対

らないんではなくて︑これは無線局全般の利益に

しているということであって︑ほかに使ってはな

うではなくて︑これは権利として使える枠を留保

今︑隠れ財源とおっしゃいましたけれども︑そ

う基本が︑基本よりもはるかに地デジの費用とか︑

んどんどん増えていって︑本来使うべき目的︑も

がもう七百億を超えていると︒おまけに︑どんど

ていって︑結局︑七十億でスタートした︑ところ

であらばというので︑どんどん解釈が大きくなっ

て︑もう何でもかんでも電波利用のためになるの

係ると思うんですよ︒そういった時系列を無視し

ないですか︒要は︑将来にわたっての電波利用に

局︑現時点の受益と負担の関係ではないわけじゃ

だけそれは負担が掛からないようにした方がいい

ういう状態でも対応できるようにしつつ︑できる

っても︑そういった流れをしっかり捉まえて︑ど

とですので︑大きな流れの中で︑多少の変動があ

ということですから︑これは国の基幹に関わるこ

して︑そういう中で話合いをしながら決めている

し︑いろんなまた無線局の方々からも意見を頂戴

おりますし︑パブリックコメントもいただきます

ますが︑有識者によるいろんな御意見も頂戴して

そういうことに関しては総務省が主体的に定め

す︒

非常にこれは柔軟な制度ではないかと︒むしろ︑

研究開発も確かにもう二番目ぐらいに大きい︑一

とも思いますし︑今回などは︑例えばこの電波利

ましたが︑受益と負担の関係で︑研究開発って結

変に囲ってしまえば︑これはそこの中でまた別枠

七％ぐらいだと思うんですけど︑どんどん膨らん

て柔軟に運営できるということです︒

のものが生じます︒一方で︑それをなくしてしま
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これは実質ゼロ負担と︒

ンサーですね︑センサーに掛かるような電波料は

方々に対してでありますけれども︑これからのセ

料を納めている︑それだけの電波を使っている

用料の見直しに当たって︑ある一定量の電波利用

ます︒是非これはちょっと見直しをいただければ

ちょっとやっぱり私はこれは危険なような気もし

で︑どんどんどんどんこれを追加していったら︑

二十年前とそんなに変わらないわけですよ︒それ

でいくにもかかわらず︑電波利用料という概念は

録画されたテレビでオンデマンドも当然見られる

わけでありますよ︒タブレット端末であれば︑今︑

といった使い道で︑情報収集としても使っている

を使ったタブレット端末あるいはスマートフォン

すけど︑携帯電話といったら︑最近はもうＬＴＥ

る番組であればこれ見ることができるわけですよ︒

わけですし︑そしてインターネット配信されてい

次は︑じゃ︑話を変えまして︑ちょっと特性係

なと思いますが︒

これもかなりいろんな議論をいただいた中で︑
私は︑国民にとってこのセンサーをより活用でき

今回の法改正で︑テレビ局︑基幹放送事業者が

活躍をしたと︒三・一一の時点でさえツイッター

もしれないですけど︑防災のときにツイッターが

例えば︑これ防災の話はちょっと話が変わるか

を検討していただきたいと︑こういうお願いをい

特性係数が四分の一と︑携帯電話事業者が二分の

を見ている︒ツイッターを何で見るかというと︑

数に関連して伺いたいなと思っています︒

たしましたが︑これは実質ゼロという︑こういう

一であって︑もうこれさんざん聞かされました︑

るような︑そういう呼び水となるような料金体制

体系ができるわけであります︒それによって電波

パソコンで見ている人というのはもう四割ぐらい

リアに関しては全然︑テレビ局に比べるとないと

つまり︑私が言いたいのは︑ハード面で判断す

格差ではなくて法律に基づいているとか︑要は︑

う枠の中での工夫ではないかと︑このように思っ

いうわけで︑そういった法律論ではなくて︑政治

る︑ハード面で役割を判断をするというよりも︑

の利用が更に進みます︒そして︑無線局全体の利

ております︒

家として︑要は国民のニーズに合っているかと︒

何をするかと︒要は何でやるかではなくて何をす

しかいないんですね︒今はもっともっとあの頃よ

○渡辺美知太郎君 確かに大臣がおっしゃったト

特に︑電波利用料というのは︑携帯電話でいえば︑

るかと︒テレビであっても︑例えば携帯電話のタ

テレビはあまねく普及義務があるとか︒携帯電話

ラフィック十八倍というのは私も分かります︒で

一台今のところ二百円国民が負担しているわけで

ブレット端末︑それからスマートフォンも︑要は

益は上がり︑その中で︑新しい体制をつくりなが

すが︑あくまでも電波利用料というのは元々共益

すし︑確かにＮＨＫが払っている電波利用料はこ

情報収集のツールとして考えた場合に︑今の時点

りもはるかにもうタブレット端末やスマートフォ

費なわけであって︑私は総務委員会でも申し上げ

れは当然国民の受信料に掛かってくるわけですか

ではテレビの方が普及義務がある︑携帯電話の方

は確かに普及義務的なものはあるけど︑地域︑エ

ましたが︑マンションの住民が︑例えば十八倍に

ら︑そういった点でちょっと是非伺いたいのは︑

が普及義務としては軽いという意味で︑事実上格

ら負担を新たに求めずにできるというのもこうい

なった︑収入も十倍になった︑じゃ共益費︑大体︑

将来︑テレビと携帯って役割の垣根がどんどんど

ンというのは普及されていると思うんですよ︒

マンション老化の︑例えば維持管理ですよね︒お

別するのは余りよろしくないなと思うんですね︒

差が出ていると思うんですが︑私はハード面で区
例えば︑携帯というと電話で通話︑私たちみた

将来にわたってこれ私は垣根がなくなっていくと

んどんなくなってくると思うんですよ︒

か︑もうそれは共益費じゃないと思うんですよ︒

いな職業は多分通話が多いからしようがないんで

金があるから︑じゃエレベーター造っちゃおうと
やはり︑これはどんどんどんどん技術革新が進ん
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○国務大臣︵新藤義孝君︶ まず︑委員は今日全

どのように思われますか︒

思うんですが︑総務大臣は私のこの考えについて

されていく︑改変されていくわけですね︒

見て法律というのは作られるし︑また制度も改善

勘案しながら︑結局国民の利用実態や社会状況を

から︑どちらか一方ではなくて︑そうしたものを

○渡辺美知太郎君 私︑同じことを実は委員会で

ていくと︑こういうことだと思います︒

入るわけですから︑そういった中での検討を進め

る︑少なくとも三年に一度はそういった見直しも

それから︑その携帯事業者は災害時の指定公共機

法律によってというのはあります︒でも︑それは

もちろんおっしゃることはすごい分かります︒

ちょっと述べたことがあったので︑もしかしたら

しかし︑やはりきちんとしたお答えをさせていた

関として法律上に指定をすることになりました︒

やっぱり官僚のしゃべることであって︑我々政治

だから︑今回の場合は︑そもそも携帯電話は軽

だくためには︑法律の条文であるとか︑それから

そういった法の根拠があるがゆえにそこの軽減係

家はやっぱりその実態に合わせて法制度を考えて

お答えいただけるかなとちょっと期待はしており

数字だとか︑もうこういったものはまず事務的︑

数を設けようと︒しかし︑あまねく普及について

いくべきだと私は思って︑違うのかな︑いると思

減係数の対象になっていなかったんです︒しかし︑

くそういったことを通告をされていないわけであ
りまして︑財務大臣から先ほど御意見がありまし
た︒

技術的にチェックしなきゃいけないもの︑これは

は︑テレビについてはそういった法律上の明文規

うので︑そういったことをちょっとお話ししたか

ました︒

事務方がそういったものをきちんとお答えをさせ

定がありますが︑携帯電話にはそこはないわけで

ったなと思っております︒

東日本大震災の際に非常にこれが有効であったと︒

ていただきます︒政策の方向性であるとか見解に

あります︒そこが二分の一と四分の一の差になっ

私は対応できる範囲で対応したいと思いますが︑

ついては私どもが責任を持って対応させていただ

総務大臣に関しては以上で終わります︒あした

その上で︑今の話はやはりごもっともな部分も

せんから︑これは私の考えであります︒

えております︒こちらから要望することはできま

をしておいていただきたいと︑このように私は考

のならば︑是非そこはあらかじめ我々の方に連絡

の国で︑一億四千万台ぐらいの携帯電話があると

んでいくならば︑そして︑今一億たしか二千万人

れていけばいいし︑この携帯電話の活用が更に進

的に総合的な検討をしながら必要なものは取り入

がいいんじゃないですかではなくて︑やはり全体

ですから︑ゼロ︑一〇〇でこっちよりはこっち

れそうですが︑実は今日から︑宮城県の詳細調査

ます︒今回またやるのかと︑ちょっとげんなりさ

射性指定廃棄物最終処分場の話をさせていただき

予算委員会︑決算委員会に引き続き︑今回も放

ね︒

話をしたいと思うのですが︑よろしいでしょうか

次は︑ちょっと放射性指定廃棄物最終処分場の

たと︑私はこれをかつて委員会でも説明をさせて

あります︒国民の利用実態がこれは︑それが制度

思いましたけれども︑これが更に︑携帯だけでは

地に選ばれた三市町︑栗原市︑加美町︑大和町︑

くわけでありまして︑自分が承知している範囲で

になっていくという側面もあります︒一方で︑公

なくて︑ＭツーＭですとかセンサーを含めて︑無

それと国と宮城県のこの五者協議が始まるという

また質問させてください︒

平そして公正に何かの基準をもって特別な軽減を

線局が増えていったときにどういうような体制を

ことで︑ちょっと大きめに取り上げさせてもらい

いただいたと思います︒

するということでありますから︑そういうどこに

つくるのか︑これはもう不断の見直しをやってい

申し上げますが︑更にこの中身を詰めたいと思う

基準を置くかというものも必要なわけです︒です
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○渡辺美知太郎君 五者協議がうまくいくかどう

っと御質問が最後よく聞こえなかったんですが︒

○政府参考人︵弥元伸也君︶ 済みません︑ちょ

五者協議︑これ︑うまくいくと思いますかね︒

者会議︑専門家の会議で議論を重ねさせていただ

処分場の候補地の選定に関しましては︑まず有識

○政府参考人︵弥元伸也君︶ 指定廃棄物の最終

抜けていたということですよね︒

○渡辺美知太郎君 つまり︑安全性という観念で

とはなっておりません︒

なかったというのはいかがなものだと思いますよ︒

議やっておいて︑その演習場が全く考慮されてい

○渡辺美知太郎君 五回も申し訳ないですけど会

たいというふうに思っているところでございます︒

に︑安全性の確保について丁寧に確認してまいり

地につきまして詳細調査をこれから行っていく際

おります三か所の詳細調査をこれから行いたい土

しかしながら︑今回︑提示をさせていただいて

か︒

きまして︑具体的な評価の項目︑それから評価の

結局︑やってみて︑やっぱり演習場がありました

あることについては選定手法の中に評価すること

○政府参考人︵弥元伸也君︶ 本日︑夕方六時か

基準︑それから評価に用いるデータに関しまして

から︑いや︑ごめん︑やれませんというふうにな

たいなと思っております︒

ら五者協議を行う予定でございます︒五者会談で

基本的な案の了承を得たところでございます︒

まず︑早速聞くんですけど︑環境省に︑今回の

ございまして︑協議ではございませんで︑地元に

っちゃったらどうするんですかと思うんですけど

れども︑しっかりお話を聞かせていただくという

の項目︑それから評価の基準︑それから評価に用

た︒その市町村会議におきまして︑具体的な評価

すね︒まず栗原市︑建設はお金の問題ではない︑

た各首長がコメントを出しているんです︒読みま

十億というこの振興策について︑今申し上げまし

さらに︑宮城県における地域の実情に配慮した

ところをまず本日やらせていただきたいというふ

いるデータとして何を用いるかについても併せて

場所の選定に難航している現段階で振興策を出す

三つの詳細調査のための候補地を提示させていた

ね︒

うに思っているところでございます︒

説明を行いまして︑議論を重ね︑御理解をいただ

など国に誠意が感じられない︒それから続いて大

選定手法となるようにするために︑宮城県内の全

○渡辺美知太郎君 栗原と加美には水源地がある

き︑昨年の十一月の第四回の市町村長会議におき

和町︑お金で賛成に転じたと思われたなら不本意

だいてから︑いろいろ御意見︑お声があると承知

次に︑この間の決算委員会でも質問しましたが︑

というのはもう︑もちろんその選定プロセスには

まして︑宮城県の実情に配慮した候補地の選定方

だ︑国の財政は決して潤沢ではないが︑比較でき

市町村長及び宮城県知事に御参加いただきまして︑

水源地からの距離というのは入っていると思うん

法を確定したところでございます︒この中に︑今

ない︒最後に加美町︑幾ら交付金を積まれても建

しております︒この御意見︑お声を︑本日は副大

ですけど︑大和町って自衛隊の演習場︑王城寺原

先生御指摘の水源への影響を考慮した水源への近

設は認めない︑一県十億円で受け入れると考えて

本年度予算に計上されたこの五十億︑一県当たり

演習場というのがあるんですけど︑これはその選

接については条件︑評価項目として入っておりま

いるのなら認識が甘過ぎるというコメントをこれ︑

これまで五回の市町村会議を開催してまいりまし

定プロセスの中には考慮事項として入っていまし

すけれども︑候補地の近くに演習場があることに

臣とそれから政務官︑現地に向かっておりますけ

たか︒

地元紙が出しているんですよ︒

私︑このコメントを見て今回の五者会談は大丈

ついては︑宮城県における選定手法において評価
することとはなっておりません︒

○政府参考人︵弥元伸也君︶ お答えいたします︒
候補地の選定に当たりまして︑演習場が近くに
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○政府参考人︵弥元伸也君︶ お答えいたします︒

トを受けてどう思われますかね︒

夫なのかなと思ったんですけれども︑このコメン

告を出しますとおっしゃっていましたよね︒

は箱物と道路と︑それから風評被害対策に新聞広

ですかと聞いたら︑これおっしゃいましたね︑要

いう金額︒この間の決算でもこの十億円何するん

る︑風評被害をいかに発生させないか︑モニタリ

国のコメントが︑自由度の高い基金を想定してい

やっと思ったので聞きたいんですけれども︑この

環境省さんだと思うんですけれども︑ちょっとお

五県で五十億円の予算を確保させていただいて

つきましては︑地元とよく御相談をさせていただ

まいりたい︒どういうことをやる必要があるかに

いまして風評被害対策あるいは地域振興を行って

収まるのかと︑ちょっとそこ突っ込みたいぐらい

いと思いますし︑そもそも新聞広告で風評被害が

を︑じゃ︑うちやっていいよって︑そんなことな

今体育館や公民館を造ったからって︑最終処分場

ているんですけれども︑これ何なんでしょうか︑

ていたのでまあ同じようなニュアンスかなと思っ

は自由度の高い交付金に近いみたいなことを言っ

朝日新聞のコメントを思い出しまして︑あのとき

っとこの間の私︑福島県の中間貯蔵庫に関しての

ングや情報公開に万全を期すとありますが︑ちょ

きまして︑地元の御意見を聞きながら︑あるいは

なんですけれども︒そもそもこの十億円でどこま

この基金というのは︒

箱物って全く時代のニーズに合っていませんし︑

こちらからも説明を丁寧にさせていただきながら

でできるのかという︑すごいやっぱり懸念したこ

いるところでございますけれども︑この予算を使

検討させていただきたいというふうに思っており

○政府参考人︵弥元伸也君︶ お答えいたします︒

この五十億の交付金を基金として置くというこ

とが一気に出たような気がするんですよ︒
ちょっとこれ伺いたいんですけれども︑大臣は

ますが︑今申し上げました風評被害︑これは未然
防止策が肝腎でございます︒起きてしまってから

とでございます︒その使い道は︑自由度が高くし

たいということで︑地元の自治体がどういう御要

もちろんこの五十億という金額は承認されたんで
すよね︒

後手に回った手を打つのではなくて︑風評被害が
起きないように対策を取っていきたいというふう

望をお持ちかということをこれからきめ細かくお
ております︒

○政府参考人︵弥元伸也君︶ お答えいたします︒
ていただいております︒

○渡辺美知太郎君 申し上げましたように︑要は︑

に思っておりまして︑まずはその風評被害の未然
おります︒

○渡辺美知太郎君 この間もちょっと自治体の財

結局十億で箱物を造って︑道路を造って︑新聞広

聞きして御相談してまいりたいというふうに思っ

○渡辺美知太郎君 その御答弁は前と全く同じ御

政基礎の話もしましたけれども︑ちょっととても

告をして︑そんなにできるのかなと思うんですけ

はい︑大臣︑環境省としてこの予算を確保させ

答弁ですね︒

じゃないですけれども︑やっぱり十億︑町の存亡

れども︒結局︑でも︑要はボーダーとしてこの一

防止対策に全力を尽くしたいというふうに思って

私︑実は前の決算委員会でもこの三市町と同じ

が懸かったプロジェクトに十億というのはちょっ

しれない︒五十億という金額から大きく例えば増

ようなことを指摘しました︒要は︑まだ決まって

ちょっと気になったのは︑同じく地元紙︑河北

えるとか減るとか︑あるいはサービスの中身が変

県当たり十億︑それ言うと以上になっちゃうかも

と︑振興策と言いつつもこれ上限だと思っている

新報という︑宮城県ですか︑にある地元新聞があ

わるということはないんですよね︒つまり︑その

とどうかと思います︒

んですけれども︑ほぼ上限を提示する姿勢と︑一

って︑そこに国のコメントが載っているんですね︒

いないのに︑国が一方的に上限はここまでですよ

県当たり十億円︑割ればですよ︑割れば十億円と
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さんのイメージとしてですよ︑風評被害︑どうや

しゃっていますけど︑この十億で︑じゃ︑環境省

○渡辺美知太郎君 風評被害を未然に防ぐとおっ

たいというふうに考えております︒

と相談をさせていただきながら検討をしてまいり

何に用いていくかにつきましては︑地元自治体

ただいているということでございます︒

限でございますが︑そういう予算を確保させてい

るということでございますので︑上限といえば上

六年度の環境省予算として五十億をいただいてい

○政府参考人︵弥元伸也君︶ 今年度︑平成二十

うかちっとした基準になるわけですよね︒

五十億︑今回提示された五十億というのは結構も

私させていただきましたけど︑要は日本中にしっ

風評被害というのは︑前回の質問でもちょっと

ない︒防げるのは人口の流出の防止なんですよ︒

村は安全だっぺと︑それ言っても風評被害は防げ

ですよ︒要は︑うちの町は安全ですよと︑おらが

風評被害というのは地元にやっても意味がないん

十億でどのぐらいできるのかと思うんですけど︒

○渡辺美知太郎君 繰り返し繰り返しって︑上限

返しＰＲしていくということを考えております︒

を及ぼすことがないというところを繰り返し繰り

いうところから始まりまして︑地域の環境に影響

に安全性を考慮した︑考えた施設でございますと

の側からその施設の安全性︑こういうふうに十分

あろうかと思いますが︑いずれにしましても︑国

います︒やっぱりうまくいかないんじゃないかな

もやっぱり全然練られていないなというふうに思

わけじゃないですけど︒この振興策を見るだけで

で︑うちは別にお金をもらったからどうかという

プロセス自体を見直すべきだろうというわけなの

やっぱり県内処分ありきの姿勢から始まった選定

分場をやってもいいという立場ではありません︒

我が党は︑もちろんお金を積まれたからって処

たのかすごい疑問であります︒

いう金額は︑ちょっと︑どういうふうに見積もっ

懸かっているわけですよ︒それに関して十億円と

持つ自治体の︑もう最終処分場といったら存亡が

すが︑まずすぐに思い付きますのは環境省のホー

ＰＲしていくような形を取りたいと思っておりま

この施設の安全性に始まり︑この事業の安全性を

けれども︑まず︑正攻法といいますか︑正面から︑

ですから余り大した知恵はないのかもしれません

○政府参考人︵弥元伸也君︶ 役人の知恵なもの

っていましたけど︑ほかに何が考えられますかね︒

かなければ風評被害というのは収まらないと思う

は安全なんだと︑そういった意識を持っていただ

終処分場があっても︑ここの︑あるＡ町のリンゴ

から︑八千ベクレルを超えた放射性指定廃棄物最

んです︑ちょっとかなり難しい話ですけどね︒だ

のリスコミとかそういった話になってくると思う

ものも必要だと思いますし︑あるいは国民全体へ

かりとした放射線の知識を広める︑啓蒙活動的な

全部その振興策までこれは考えさせてしまった︑

門外漢だと思うわけですよ︒そういった環境省に

うんですけど︑振興策を考えるというのでは全然

すのかとか︑そういったことにはたけていると思

物最終処分場が近隣地帯にどのような汚染を及ぼ

っぱり環境省さんとしては︑要は放射性指定廃棄

ナルじゃないわけじゃないですか︒となると︑や

振興とか︑そういった広報の別にプロフェッショ

は環境政策のプロフェッショナルであって︑地域

私が懸念をしているのは︑環境省さんというの

と思いますけどね︒

ったら防げると思いますか︒新聞広告とおっしゃ

ムページを通じたＰＲをどしどしやっていくとい

んですよね︒

結局︑与党の環境部門の最終処分場の決議文に

いのかなというふうに私は思っております︒

これはちょっと政府のやり方が甘かったんじゃな

うようなこと︑それからパンフレットも作成しよ

四万程度の町といっても︑これ一般会計で百三十

結局︑前もこれは申し上げましたけど︑人口三︑

ットですから︑ポスターなども作っていく︑ある

億円ぐらいあるわけですよ︒百三十億円の規模を

う︑配布しようというようなこと︑まあパンフレ
いはラジオ番組に出演するといったようなことも
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いてありますけど︑そもそも地元の市町村が話し

いことから︑地元の要望に誠意を持って応えと書

ないと︒さらに︑地元市町村の負担が非常に大き

そもそも今回︑その演習場のことは全然考えてい

丁寧に議論を重ねていると書いてありますけど︑

も︑処分場の安全性や候補地の選定手順について

きたいと思います︒

やっぱり事あるごとにちょっと質問させていただ

非︑五者会談︑私もしっかりと見詰めていって︑

かったなと思っておりますけど︑ちょっとこれ是

ちょっと意地悪な質問が多くて︑それは申し訳な

○渡辺美知太郎君 済みません︑前回に引き続き

に思っております︒

三十人弱ぐらいの確率なんですね︒

けじゃないんですけど︑福島県の場合︑十万人中

常十万人に数人という程度なんですが︑あおるわ

には十代の甲状腺がんの罹患者というのは大体通

て七十五人が見付かっています︒そして︑一般的

疑いを含むんですけど︑福島県民健康調査によっ

を出すとかパンフレットを作るとか︑全然何か風

負担軽減に万全を期すこと︒その十億で新聞広告

に︑風評被害対策などで地元の方々の不安払拭と

限を決めて要は一方的に通知をしていると︒さら

権では全て白紙撤回で選定プロセスを見直してい

ないなと思っていて︑政権交代して︑一応今の政

突然決めちゃったということで︑それはよろしく

はボタンの掛け違いだと思っています︒前政権が

やっぱり︑何度も言いますが︑この最終処分場

十七日の時点でそのＢ・Ｃ判定者の人が千百四十

ですよ︒ちょっと古いんですが︑一年前の五月二

Ｃ判定者全員が二次検査を受けたわけじゃないん

に進むんですが︑その二次検査を受ける人︑Ｂ・

の後︑いわゆるＢ・Ｃ判定者という方は二次検査

康調査というのは︑まず最初一次検査します︒そ

また︑これちょっと怖いなと思うのが︑この健

合っている段階でもう五十億という上限︑ほぼ上

評被害というのをよく分かっていないと︒

るとおっしゃいますけど︑結局︑一番肝腎な県内

人いるんですけど︑受診者は四百二十一人しかい

これ︑振興策難しいと思うんですけど︑私のこ

処分でやれというその大前提は変わっていないわ

ております︒今日も副大臣︑政務官︑現地に向か

いただいていろいろ御議論をさせてきていただい

市町村長の参加いたします市町村長会議を開いて

際にも︑宮城県についていいますと︑宮城県の全

分場の立地に当たりまして選定の基準を作成する

○政府参考人︵弥元伸也君︶ これまでも最終処

わけですから︑全然解決に向かっていないと思っ

れないですけど︑もうだって三年以上たっている

元処分の方が早く進むからという腹積もりかもし

いなと思っているので︑この問題はもう結局︑地

やっぱり誠意のある振興策が全然考えられていな

ら話し合わなきゃいけないというの等ありますし︑

けじゃないですか︒やっぱりそういったところか

甲状腺がんの罹患者はスクリーニング効果であっ

これについて政府の見解としては︑今回のこの

いなと思っています︒

かもしれないわけであって︑確率的にちょっと高

ないんですけど︑もしかしたらもうちょっと出る

またその残りの人が受けた場合に︑余り考えたく

ないんですよ︒半分にも満たない︒つまり︑これ︑

の話を聞いてどう思いますかね︒

いまして︑政治家としていろいろ地元の首長さん︑

されました第十五回福島県県民健康調査検討委員

先日︑五月十九日でありますけれども︑開催を

○政府参考人︵塚原太郎君︶ お答えします︒

そういう理解でよろしいでしょうか︒

て放射線によるものではないとおっしゃっている︑
では︑前回質問できなかった質問の中に︑また

ております︒またこれ質問します︒

ていけば周辺地域の振興が図れるのか︑風評被害

ちょっと放射線の話で恐縮なんですけど︑福島県

知事さんから話を聞いて︑どういうふうに今後し
が未然に防止できるのかということをしっかり相

内の子供の健康調査について質問いたします︒
福島県ではこれまで子供の甲状腺がんの罹患者︑

談させていただきまして︑どういうことをやって
いけばいいか検討させていただきたいというふう

参議院記録部

- 67 -

【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

方も含めまして︑お子さんの甲状腺がんでありま

会におきまして︑がんと診断された方が︑疑いの
続き注視をしてまいりたいというふうに考えてお

県民健康管理調査の結果につきましては︑引き

いうふうに︑まさに御指摘があったような疑問が

が明らかになりまして︑これ多いんじゃないかと

割ぐらいの方がＡ２判定になっているということ

われる地域︑すなわち︑青森︑山梨︑長崎の御協

ります︒

脅すわけではないんですけれども︑ふくしま共

力をいただきまして︑数は四千三百人ぐらいでご

すが︑八十九名ということが報告をされておりま

同診療所報告会とかでは︑嚢胞︑要は水のたまっ

ざいますけれども︑同じような方法で検査をさせ

関係各界から寄せられたというところで︑環境省

た袋が︑この嚢胞が見付かった子供のうち三六％

ていただきまして︑この地域︑平均しますと約五

○渡辺美知太郎君 塚原さんは前回︑ちょっと余

また︑その数につきましては︑今回のように精

が嚢胞が蜂の巣状に広がっていたという報告が出

割ぐらいのお子さんに嚢胞あるいはしこりが見付

す︒国内外の専門家の見解といたしましては︑現

度の高い検査を無症状の子供に実施した例が他に

ています︒参考人の方々もよく御存じでしょうけ

かったということで︑決して福島県だけに多いと

といたしましては︑放射線の影響がなかったと思

ないこと︑最新の機器を用いて熟練した医師︑技

れども︑普通︑嚢胞って大体大人で一センチから

いうような現象ではないということは多くの方の

計なことを言っちゃいましたけれども︒

師により丁寧な検査が行われていることから︑早

二センチのものが数個あるぐらいで︑蜂の巣状に

御理解をいただいているところだと認識をしてお

在見付かっている甲状腺がんにつきまして︑原発

期の小さながんがこれまで知られている発生率以

見付かるということは余りないんですよね︒ちょ

ります︒

事故によるものとは考えにくいとされているとこ

上の割合で確認された可能性があるというふうに

っと伺いたいと思います︒

ろでございます︒

承知をしております︒また︑国際的な評価も同様

します予定としておりまして︑今のデータといい

甲状腺検査につきましては長期的に実施をいた

っと承知をしておりませんので何ともお答えしか

検査であったのかどうかという︑具体的にはちょ

その嚢胞︑蜂の巣状というようなことが今回の

あるからってすぐにがん化するというわけじゃな

のがあります︒もちろん︑その蜂の巣状の嚢胞が

いんですよね︒そこがちょっと気になるなという

判定者が蜂の巣状になっていたというわけじゃな

○渡辺美知太郎君 ただ︑ほかの県では要はＡ２

ますのは一巡目の甲状腺検査を計画どおりに平成

ねますけれども︑嚢胞の場合もがんと同じように︑

いですけれども︑甲状腺自体に何らかの異常が生

○政府参考人︵塚原太郎君︶ お答えします︒

二十三年から平成二十五年まで三年間を掛けて実

従来知られていたよりも精緻な検査を行うことに

でございます︒

施をしました結果を御紹介いただいたということ

じているかもしれないわけですし︑そこからがん

結局その海外からの意見とかというのは︑要は広

海外からの専門家の意見やとありますけれども︑

と思うんですが︒

については引き続き是非調査をしていただきたい

よって頻度の高いものだということが今回分かっ
なぜかと申しますと︑福島県で今御指摘されま

でございますが︑今後も︑平成二十六年及び二十
象とした二回目の検査を実施をいたしまして︑そ

した嚢胞といったものは︑Ａ２判定という︑ちょ

化するリスクがないとも言い切れないので︑それ

れ以降︑二十歳までは二年に一度︑それ以降は五

っと専門的になって恐縮ですが︑そういう判定区

たということでございます︒

年に一度という計画で継続的に実施をすることに

分になります︒その方が︑福島県の場合ですと四

七年度︑二年間で二巡目の検査︑三十七万人を対

なっております︒
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物にならないぐらい精度が高いというのはあるん

○渡辺美知太郎君 今回の検査がすごい全然比べ

をしています︒

イリの事例が中心になっているというふうに承知

御指摘のような長崎︑広島︑あるいはチェルノブ

主な過去の放射線被曝の事例といたしましては︑

○政府参考人︵塚原太郎君︶ お答えいたします︒

ちゃったわけで︑過去のデータは非常に重要です

四年から五年で甲状腺のがん患者が爆発的に増え

った見解があったわけですよ︒でも︑結局︑要は

ているお子さんがいるけど︑これは大丈夫だとい

見付かったから︑今四年から五年で甲状腺が腫れ

に︑広島︑長崎では十年後に甲状腺がんの患者が

崎のときも︑結局︑チェルノブイリが起きたとき

非常に重要ですよ︒重要ですけれども︑広島︑長

だから︑現在であれば︑要は︑過去のデータは

はないという結論の下に現在の施策が行われてい

被曝線量なども評価をした上で︑健康調査の必要

という御判断になり︑他の隣接県におきましては︑

いては現行の県民健康管理調査をする必要がある

についても検討をされたという中で︑福島県にお

討されたこともありますし︑栃木県を始め隣接県

ども︑福島県でも専門家の御意見を聞きながら検

これも前回お答えしたことかもしれませんけれ

くことが重要だというふうに認識をしております︒

専門家の御意見を伺いつつ施策を企画立案してい

康の問題といいますのは︑医学あるいは放射線の

ですけれども︑結局︑広島︑長崎︑チェルノブイ

けど︑過去のデータに頼り過ぎるというのはちょ

るということでございまして︑これはＵＮＳＣＥ

わけですよ︒

リがあるから大丈夫だろうみたいなことをおっし

っとよろしくないなと思っているんですよ︒だか

ＡＲでありますとかＷＨＯといった国際機関の

島︑長崎とか︑チェルノブイリを大体参考にして

ゃる人もいるんですが︑そもそもその広島︑長崎

ら︑今回のＦ一の爆発による甲状腺がんの検査と

いるという理解でよろしいんですよね︒

と今回のＦ一の爆発は︑少なく見積もって広島︑

方々も︑当時の福島県あるいはその隣接県の方々

の被曝線量の推計をした上でそのような︑同じよ

いうのは︑私は本当に︑世界で最も最初の個人の
被曝線量をある程度測定した事故だと思っている

長崎の百六十八発分の原爆の放射線汚染に匹敵す
ると言われる︑少なく見積もってですよ︒だから︑

うな結論というものを報告書の中で提示をしてい
こうしたやっぱり蜂の巣状の嚢胞の発見や︑チ

○渡辺美知太郎君 私は放射線の関係はもう百分

ので︑是非これ真摯に受け止めてほしいなと思っ

もしれないですけれども︑チェルノブイリという

ェルノブイリや広島︑長崎の経験と全く違うこと

ぐらい質問をさせてもらっていますけど︑大体放

全然規模が違いますし︑じゃ︑チェルノブイリは

のはそもそも共産圏で全然管理ができていないと︒

を考えると︑やっぱり前回言った福島県外の子供

射線の話をすると︑専門家︑ＩＡＥＡ︑ＩＣＲＰ︑

ただいておりますので︑そのように私ども承知を

全然︑個人線量計持っていないということですし︑

の甲状腺がんの検査はやるべきなんじゃないかと

五ミリシーベルト︑二十ミリシーベルト︑これを

ています︒

あと︑超音波検査というのが一九八〇年代に発明︑

思うんですけど︑いかがでしょうか︒これは変わ

組み立てて答えてくるんですね︒結局︑その国際

もっと多いからいいじゃないかと言う方がいるか

発明というか広まったわけですよ︒チェルノブイ

らないんですかね︒

しております︒

リ︑八六年なので︑共産圏ですぐにそんなに検査

ど︑低線量被曝については科学的な根拠はないと︒

機関というのも︑もう何度も申し上げていますけ
県外の調査ということでのお尋ねでございます

結局︑今はＬＮＴモデルで仮定計算をして低線量

○政府参考人︵塚原太郎君︶ お答えします︒

結局︑四年から五年と言っていますけれども︑当

けれども︑これは︑やはり放射線の影響による健

したかというと︑検査できていないと思います︒
時の検査基準で四年で︑五年で検出が可能だった
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ていただきたいなと思っております︒

ところないので︑もっと真摯に受け止めて対応し

○渡辺美知太郎君 ちょっと科学的な根拠は今の

すので︑簡潔にお願いします︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 時間が参っておりま

けで⁝⁝

受性の高いお子さんがなるかもしれないというわ

要は︑十ミリシーベルトの場合︑もしかしたら感

外の機関でさえまだ分からないと︒専門家でさえ︑

被曝の計算をしているわけですよ︒そういった海

○政府参考人︵米田耕一郎君︶ 原則として申し

ということでよろしいわけですね︑原則として︒

○田村智子君 上でということは︑執行する前に

ころでございます︒

の適正な執行が行われるべきものと考えていると

具体的な実情を十分に把握した上で︑滞納処分等

活維持や事業継続に与える影響等︑滞納者の個別

でもなお納付がなされない場合には︑滞納者の生

慫慂し︑滞納者に納付の意思を確認した後︑それ

一般論で申し上げますと︑まず︑自主的な納付を

地方団体における地方税の徴収につきまして︑

す︒

○政府参考人︵石井淳子君︶ お答え申し上げま

お願いします︒

強制されるということにはならないか︑厚労省︑

結果として自治体によって上乗せ徴収が保護者に

治体が決めるということになります︒そうすると︑

規模保育等に入所させるか︑これ実態としては自

治体では︑どの保育所や認定こども園あるいは小

処分性を持つとされています︒待機児童の多い自

入所は自治体による利用調整が行われる︒これは

二号︑三号認定の施設型保育と小規模保育への

上げれば︑そのとおりでございます︒

場合には︑現行制度と同様に︑保護者と市町村が

済みません︑ちょっと時間がオーバーしてしま
いましたけど︑また質問したいと思います︒どう

○田村智子君 ありがとうございました︒差押え

まず︑私立保育所が保育料の上乗せ徴収を行う

もありがとうございました︒

契約をして市町村からの委託を受けて保育を実施

る市町村にあらかじめ協議をして同意を得ること

する施設でありますので︑保育所から委託者であ

の問題というのは本当に生活が懸かっていますの
次に︑子ども・子育て新システムについてお聞

で︑確認をさせていただきました︒

○田村智子君 日本共産党の田村智子です︒
まず︑前回の委員会で自治体による滞納処分の
問題を質問したんですけれども︑答弁が明確でな

発出していますが︑この滞納者の個別具体的な実

適正な執行に努めていただきたいこととの通知を

滞納者の個別具体的な実情を十分に把握した上で

総務省は今年一月に︑各地方団体においては︑

せんし︑私学の独自性ということから︑上乗せ徴

幼稚園の場合は︑そもそも公定価格は設定されま

す︒教育標準時間で三歳以上の子供を受け入れる

て徴収をすることを可能とする検討がされていま

保育料の徴収については︑公定価格に上乗せし

わる大変重要な要素でありますので︑その徴収に

乗せ徴収の有無は︑これは保護者の施設選択に関

求めておりません︒ただ︑当然のことながら︑上

する施設であることから︑市町村に対する協議は

ではなくて施設と保護者が契約をして保育を提供

て︑認定こども園については︑市町村からの委託

を求めているものでございます︒それに対しまし

情の把握というのは︑当然︑原則として滞納処分

収はあり得ると思います︒しかし︑保育認定を受

当たっては︑保護者に対して事前に丁寧に説明を

きします︒

の前に行われるべきだと考えますが︑このことに

けた子供が入所する施設の場合は問題が生じてき

かった点があるので︑確認を一点いたします︒

ついて明確な答弁をお願いします︒

して同意を得ることを求めることといたしており
ます︒

ます︒
︹委員長退席︑理事熊谷大君着席︺

○政府参考人︵米田耕一郎君︶ お答えいたしま
す︒
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また︑市町村による利用調整でございますが︑

○政府参考人︵石井淳子君︶ お答え申し上げま

今︑子ども・子育て会議に配付された資料を見

を行いまして︑保護者に分かりやすく提供するこ

れを含めた施設に係る情報を行政がまとめて公表

収の有無︑その額あるいはその徴収する理由︑こ

しておりまして︑その前提としまして︑上乗せ徴

考えております︒先ほど議員もおっしゃったよう

ある場合は異議申立てを行うことは可能であると

れているため︑その結果に対して保護者の異議が

含めて全て市町村が利用調整を実施することとさ

保育認定を受ける子供の場合︑認定こども園を

みたいなのを幼稚園の子供さんからだけ取る︑教

と保育として入る子供さんがいて︑例えば施設費

認定こども園の場合︑幼稚園として入る子供さん

などのため上乗せ徴収することを検討していると︒

備更新の前倒し︑平均的な水準を超えた施設整備

教員配置の充実︑高処遇を通じた教員の確保︑設

ますと︑認定こども園についてこうあるんです︒

とにいたしております︒

に︑利用調整は行政不服審査法の不服申立ての対

育の子供さんからだけ取るということにならなく

す︒

したがいまして︑このように情報の提供を徹底

象となります処分性を有しているというふうに考

これは保護者の希望を聞いた上で実施することと

していくことで︑認定こども園が上乗せ徴収を実

て︑これ全体︑保育として利用する方についても

請求することになってしまうというふうに思うん

えられております︒
ただ︑利用調整は保護者の希望を聞いた上で行

施する場合でありましても保護者に強制をするこ
とにはなるわけではないと考えているところでご

の上乗せ徴収はこういう金額になりますがここは

をしていくと︒そのときに一つ一つ︑じゃ︑ここ

れども︑これは何千人という子供たちを入所決定

○田村智子君 これは実際に進んでいくと市町村

いうふうに考えているところでございます︒

立てに至るケースは通常はないのではないかなと

されますので︑実際問題としまして︑この異議申

上乗せ分が負担できないなら︑払えないなら措

思うんです︒

かなか納得ができないということになっていくと

村としては︑決めるのは施設の判断ですから︑な

度調整を行えということになっても︑これは市町

です︒

どうでしょうかなんという利用調整を︑これ自治

に大きな混乱がもたらされかねないんですね︒現

置制度の活用という説明も受けたんですけれども︑

うものでありまして︑仮に希望している施設に入

体がやるなんというのはまず不可能なことだとい

在も制度上は認可保育所︑上乗せ徴収できるとい

もう一点聞きたいんですが︑自由価格である上乗

ざいます︒

うふうにしか思えないわけですね︒納得と同意が

うことになっているんですけれども︑これは市町

せ徴収について︑じゃ︑それを払えないからと市

この上乗せ徴収は施設の判断だと︑このことを

必要だと︑上乗せ徴収は︒

村の同意が前提であって︑実際には行われていな

区町村が負担できるのでしょうか︒

所できない場合は︑他に空きがあれば改めて希望

それでは︑上乗せ徴収について︑払えないある

いというふうに聞いています︒やっぱり︑市町村

○政府参考人︵石井淳子君︶ 上乗せ徴収につき

○田村智子君 徴収の理由をあらかじめ開示し︑

いは納得できないと︑これ利用調整してあなたは

が絡んで入所決定する場合に︑保育所によって保

ましては︑保育認定を受ける子供についても︑施

理由に保護者から異議申立てが行われ︑例えば再

ここに行きなさいと︑そこの保育施設が上乗せ徴

育料が違うということは︑これは公正性の問題が

設が徴収理由をあらかじめ開示をして保護者に説

を確認をした上で再度利用調整を行うことが想定

収があると︑それ納得できないというような理由

あるということからだと思うんです︒

保護者に説明︑同意を得るということなんですけ

で異議の申立てというのはできるのでしょうか︒
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ことになりますが︑このような市町村における運

る費用でございますが︑国が二分の一を負担する

その措置に関する費用でございますけど︑要す

でございます︒

ける運用上の対応についても検討しているところ

度の活用など︑制度の実施主体である市町村にお

の活用とか︑あるいは児童福祉法に基づく措置制

等の利用が排除されないように︑例えば公立施設

ような提供体制の確保対策としまして︑低所得者

域の子供が円滑な教育︑保育の提供が可能になる

ざいますが︑やはり低所得者世帯を始めとする地

明︑同意を得た場合は可能としているところでご

定こども園という考え方ではなくて︑民主党さん

員もよく御承知のとおりで︑初めは幼保連携型認

○国務大臣︵田村憲久君︶ この制度の経緯は委

きだと思うんですが︑大臣︑いかがでしょうか︒

をやる場合には︑それぐらいの規制はせめてすべ

同じように自治体の同意が前提であると︑上乗せ

に私は思います︒せめて今の認可保育所の制度と

考えるとやはり本来行うべきではないというふう

す︒保育についての上乗せ徴収というのは︑こう

持ち込むことにもなりかねなくなっていくわけで

庭は入れない︑こういう貧富の格差を保育の中に

乗せ徴収のあるところの保育所というのは貧困家

だくと︒その情報開示されたものを利用者の方々

るかということを情報開示をしっかりやっていた

も含めて︑上乗せ徴収も含めてどういうものがあ

まして︑そのために都道府県等々がその追加徴収

ただくと︑こういうことになっておるわけであり

のを説明して御本人から︑親御さんから同意をい

からあと金額︑さらには徴収の理由︑こういうも

にはちゃんとその使途の目的といいますか︑それ

ただ︑一方で︑御承知のとおり︑徴収するとき

ます︒

同意というわけにはなかなかいかぬわけでござい

これに対して︑自治体が上乗せ徴収に対して協議︑

うことが残っておるわけであります︒となれば︑

か︑認定こども園を選ぶか︑それを御判断をいた

がお考えになられておられたそういう制度であっ
というものは︑これは直接契約ではなくて︑やは

だいて︑それを出していただくわけであります︑

用上の対応と併せて︑上乗せ徴収に係る費用の取
ように考えているところでございます︒

り自治体とそれから利用者の契約であるというふ

自治体に︒そして利用調整をするということでご

が御覧をいただいて︑その上でどの保育所を選ぶ

○田村智子君 以上のことを踏まえて大臣にお聞

うに我々がそれを強く申し上げて︑そういうふう

ざいますので︑そのような形の中においてそれぞ

たわけであります︒その中において︑やはり保育

きしたいんですけれども︑新制度の下でも市町村

に保育所の方は変えさせていただきました︒です

れ利用される方々が御判断をいただくと︑こうい

扱いにつきましても今後検討してまいりたい︑か

には保育の実施義務があると︑これは大臣が野党

から︑今も民間保育園と自治体との委託契約とい
ですからこそ︑今の上乗せ徴収︑これに関しま

時代にそうやって法を修正させたからそうなった
定めることになっています︒ところが︑この上乗

しては︑まず協議していただいて︑同意がなけれ

︹理事熊谷大君退席︑委員長着席︺

うことになっておるわけであります︒

せ徴収ということが入ってくると︑事実上︑施設

ばこれは認められないということになっておるわ

最後に︑認定こども園の三歳児以上は︑学級編

うことになっております︒

の判断で保育料が自由価格になりかねないわけで

けでありますが︑元々直接契約という立て付けの

制基準三十五人学級と︑職員の基準はないが一ク

んですよね︒公定価格も保護者の負担も自治体が

すよ︒

制度であったわけでありまして︑認定こども園に

ラスを担任一人で受け持っているところが少なく

○田村智子君 是非見直しを求めていきたいと思

今お話があったように︑じゃ︑上乗せ分︑措置

は直接契約︑つまり施設と利用者の直接契約とい

います︒

で払えるかと︒払えないということになれば︑上
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二人の保育士で受け持つというところが多く見ら

うした考え方に基づきまして︑学級編制の上限は

子ども・子育て支援新制度におきましては︑こ

害を解決する責任を負っているにもかかわらず︑

開門義務を誠実に履行し︑有明海漁業の深刻な被

政府は︑自らの上告断念によって確定したこの

りとの因果関係を認めて︑三年の対策工事期間を

れるわけです︒学級編制基準を保育所の配置基準

現在の三十五人学級を維持した上で︑より手厚い

昨年十二月の期限が過ぎても︑開門もその対策工

の状況等に応じてそれぞれ創意工夫を凝らした活

に合うよう変更すべきではないかと思いますが︑

教員配置やチーム保育等を行うことができるよう

事も行わず︑国が確定判決を守らないという史上

ありません︒一方︑保育所は三歳児で二十対一︑

少なくとも公定価格の支給基準で規制を行うべき

に︑これに要する費用について︑公定価格により

初めての事態をもたらしました︒深刻化する漁業

置いた二〇一三年十二月までの開門を国に命じた

ではないかと思いますが︑いかがでしょうか︒

財政措置するということとしておりまして︑各園

被害を放置し︑拡大し続けているその責任は重大

動が行えるようにすることが重要であると考えて

○政府参考人︵前川喜平君︶ 幼児期の教育は︑

における活動を確実に支援できるものと考えてお

だと思います︒

四歳児以上でも三十対一という保育士配置で︑例

義務教育段階と比較いたしまして幼児の発達の個
ります︒

わけです︒

人差が大きいということ︑また幼児の状況を十分

○田村智子君 終わります︒

所は︑国に対する強制執行として二か月以内︑つ

おります︒

に踏まえた活動を行う必要があるという特性がご

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございま

まり六月十一日までの開門︑それがなされないな

えば三歳児の年少クラスでは︑三十五人ぐらいを

ざいます︒また︑幼児教育の主要な担い手でござ
す︒

けです︒開けたくないのか︑開けたいのか︑この

ら開門まで漁民一人当たり一日一万円の支払を命

昨年秋から今年正月にかけてノリ養殖被害は有

裁判上の態度だけを見ると︑どんな解決を求めて

私は︑今や深刻な政治課題となっております諫

を上限といたしまして学級を編制しつつ︑担任以

明海全域に及んで︑二月の初頭には網を引き揚げ

いるか︑よく分からないですね︒

じました︒ところが︑国は︑一方で︑開門の確定

外の教諭を活用したチーム保育でありますとか少

ざるを得なくなりました︒二〇〇〇年大凶作以来

そこで︑法務大臣にまず伺いたいと思うんです

早湾干拓事業をめぐる開門問題の解決の道はどこ

人数学級の編制など︑多様な形態で実施が行われ

と呼ばれています︒タイラギは全く捕れずに︑漁

けれども︑どう争っても確定した国の開門義務が

判決の効力を奪おうと裁判を起こし︑他方で︑開

ているというところでございます︒

船漁業も瀕死の状態なのですが︑よく知られてお

消滅するということはないと思いますが︑いかが

にあるか︑今日︑関係大臣と議論させていただき

そうした下で︑この四月十一日︑佐賀地方裁判

います私立幼稚園を含めまして︑各幼稚園でその
教育方針を生かした活動が行えるようにすること
が求められているわけでございます︒
このため︑現在︑幼稚園におきましては︑園と

認定こども園の三歳児以上の教育につきまして

りますとおり︑福岡高等裁判所は︑二〇一〇年の

でしょうか︒

門阻止仮処分決定の取消しを裁判上求めているわ

も︑こうした幼稚園における取扱いを踏まえまし

十二月︑こうした漁業被害︑有明海異変とギロチ

○国務大臣︵谷垣禎一君︶ 確定判決には︑もう

たいと思っております︒

て︑一学級の幼児数の上限を三十五人としつつ︑

ンと呼ばれた諫早湾干拓事業︑潮受け堤防閉め切

しての教育方針や幼児の状況に応じて︑三十五人

各園において少人数学級やチーム保育など︑幼児
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この既判力を奪うためには︑つまり既判力を消滅

的効力が認められるところであります︒そして︑

ついて︑当事者を拘束する効力︑既判力などの法

委員よく御承知ですけれども︑判断された事項に

例えば農業用水の確保などの問題で︑私は国に裏

拓営農者は︑旧干拓地の昭和三十年代の入植以来︑

ることはあり得ないということです︒一方で︑干

はつまり︑有明漁民の開門を求める権利が消滅す

る訴訟の裁判上の協議に関して言えば︑いろんな

しかしながら︑今︑この諫早湾の干拓事業に係

のとおりだろうと思います︒

うに力を尽くすべきという点は︑私は委員御指摘

さわしい事件について裁判上の協議が行われるよ

も︑開門に反対する方々を含めた協議でなければ

切られ続けてきたという声が上がるのは当然だと
今日︑極めて複雑になっている裁判上の争点は

全体的な問題の解決に結び付くとは思われないわ

させてしまうためには︑民事判決に関しても再審
なければ再審は認められません︒したがいまして︑

争点として︑それはそれとして︑今や司法に対す

けでございます︒したがって︑開門に反対する

訴訟がございますが︑いずれの関係訴訟において

その再審がない限りは既判力は消滅することはな

る国民の信頼を壊しかねない事態にもなっている

方々が協議に応ずる見込みに乏しい現状では︑法

思っております︒

いということでございます︒

この社会的紛争を︑国が相反する義務に板挟みに

務省としては︑裁判上の協議が行われるようにす

の訴えがございますが︑極めて限定された要件で

○仁比聡平君 伺っておきたいと思いますけれど

なっていると︑手をこまねくような︑そういう姿

立しているからこそ︑協議が開始されるためには︑

も︑法務省︑国が自ら上告断念をして確定した判

関係者が全て裁判当事者となっているのが︑福

その協議のテーマがどのように設定をされるかと

ることは極めて見通しは難しいと申し上げざるを

○政府参考人︵都築政則君︶ 法務省といたしま

岡高等裁判所の裁判があります︒ここで裁判所は

いうことが極めて大事だと思います︒もとより国

勢でいいのか︒今何より大事なことは︑利害関係

して︑これまでにお尋ねのようなケースがあった

裁判上の協議を呼びかけているわけですが︑いま

が国営事業として進めた事業であり︑開門は︑国

決のいわゆる執行力を失わせようと請求異議の裁

とは承知しておりません︒

だに︑今これはかなっておりません︒これが行え

が上告を断念したことによって確定した義務なん

得ない現状でございます︒

○仁比聡平君 つまり︑今︑確定判決に対して︑

るように力を尽くすのが国の︑裁判を担当する法

ですね︒解決の最大の責任があるのは国であるに

者が問題解決のための協議のテーブルに着くこと

その執行力を奪おうという︑請求異議というんで

務省の役割だと思いますが︑法務大臣︑いかがで

もかかわらず︑私は︑これまで解決に向けた︑あ

判を起こした例はないと思いますが︑いかがです

すけれども︑裁判を起こす︒一方で︑開門をして

しょうか︒

るいは協議を行える環境を整える上での国のイニ

○仁比聡平君 私は︑それぞれの立場が深刻に対

はならないという地裁の仮処分決定について取消

○国務大臣︵谷垣禎一君︶ 確かに︑いろんな主

シアチブが示されているとは思えないんです︒

だと私は思うんですね︒

しを求めるという︑このちぐはぐといいますか︑

張が入り乱れまして︑いろんな訴訟が行われてお

か︒

というこの態度というのは︑我が国の︑国が当事

ります︒
容易ではございません︒一般論として︑和解にふ

それで︑これをどうほぐしていくかというのは

つ︑干拓営農者の営農に関する要求︑住民も含め

という選択肢はあり得ないという意思は踏まえつ

確定判決の権利者である有明漁民の開門しない

者として行われている裁判の歴史から見ても極め
て異常な状況なんですね︒
国の開門義務が消滅をすることはないと︒それ
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せて︑どうすればそれらの要求が解決できるのか︑

た洪水や湛水被害解決の要求をテーブルの上にの
存する地域全体の再生の道を示すなら問題解決の

合って︑国が責任を持って漁業と営農︑防災が共

沈下がどんどん進行して︑元々建っている建物の

ようになったわけですけれども︑そのために地盤

干拓地の中の地下水をくみ上げてかんがいをする

にもかかわらず︑農水省がアセスの結論だとい

点に私も案内もよくされます︒

基礎部分まで地盤が沈んでしまっているという地

道は開けていくと︑そう考えます︒

して将来にわたって安心できる農業用水の確保と

ですが︑干拓営農を考えたときに︑安定した︑そ

代替水源の問題について少し伺いたいと思うん

出される要求に国はどう応えるのかといった協議
のテーマを私は国が責任を持って示すことが必要
だと思います︒
そうしたテーマが国から責任を持って示される

○国務大臣︵谷垣禎一君︶ この開門をめぐる紛

しく造られた干拓地の南側に︑旧干拓地というふ

らお配りしましたけれども︑中央干拓地という新

お手元にこの地域の図面を国土交通省の資料か

ども︑私は︑こういう海の水を淡水化して農業用

化するという事業を示しておられるわけですけれ

のは当然ではありませんか︒昨年来︑海水を淡水

としてということになれば︑これは猛反発される

うふうに言って地下水案を押し付ける︑代替水源

争を解決するためには︑まさに委員のおっしゃっ

うに呼ばれている旧森山町の共栄干拓地や︑愛野︑

水に使おうというようなやり方を提案されても︑

いうのは︑これは要の問題だと思います︒

たように︑対立している関係者の錯綜した利害を

吾妻の干拓地があります︒これも国営事業として

不安定ではないのかとか︑将来にわたってコスト

ように︑法務大臣としても努力をされるべきでは

踏まえた上で協議により解決していくということ

干拓をされたわけですね︒

ありませんか︒

でなければなりませんが︑先ほど申し上げたよう

○仁比聡平君 私は︑そうしたテーマとしてふさ

おります︒

解決に向けて努力をしなければいけないと思って

水省を始めとする関係省庁とよく協議しながら︑

しかしながら︑法務省としては︑引き続き︑農

と思います︒

いと言わざるを得ない︑非常に困難な状況にある

とした裁判上の協議に応ずる見込みは極めて乏し

わけですね︒干拓地の売主であるはずの国は水源

のためにとてつもない苦労を強いられてきている

利権の調整が調わずに︑結果︑入植者は水の確保

るという話だったと︒だが︑入植をした後に︑水

けれども︑そうしたところから旧干拓地に導水す

いますが︑そうした名前も挙がっていたようです

るいは地図の中に幾つか小さなため池があると思

左下の方にダムがありますが︑このため池や︑あ

た当時︑農業用水は︑小ヶ倉ため池という図面の

洗い堰を設けて︑開門すれば潮の満ち引きが入り

この辺りに︑つまり本明川の河口域にいわゆる

み上げられているわけです︒

こから今この中央干拓地の農業用水というのはく

をしてある元々の川の形の河口の部分ですね︒こ

料で︑中央干拓地︑中央揚水機場というふうに印

級河川が流れ込んでいます︒皆さんのお手元の資

すけれども︑元々この諫早湾には本明川という一

それで︑林農水大臣にお伺いしたいと思うんで

の負担は一体どうなるのかとか心配の声が上がる

わしいのではないかと思っておりますのは︑調整

確保の責任を果たさずに︑ですから︑干ばつのと

ますけれども︑それでも潮が上がらないように防

ここで伺いますと︑昭和三十年代に入植をされ

池に頼らない利水と防災はどうすれば実現できる

きなどは入植者は水をもらうために水利権者に土

いで︑その上で川の水を取水して︑中央干拓地は

に︑現状では︑開門に反対する方々が開門を前提

かという議論なのではないかと思うんです︒早急

下座までしたと伺いました︒結局︑その後︑この

のはよく分かるんです︒

にそうした協議が開始され︑当事者が要求を出し
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きないんでしょうか︒

水を回していくと︑引いていくというふうにはで

くなどして︑旧森山町や愛野︑吾妻の方にもこれ

こは川を越えて︑例えば導水のパイプラインを敷

れるというか止まっているわけですけれども︑こ

ででそのかんがいの水路というのは切られ︑切ら

ところに仁反田川というのがありますが︑ここま

いの水路に流すようにして︑今はその更に南側の

区に︑地下︑既に埋設されているそうしたかんが

この本明川の河口部分から取水した水を小野地

がきちんと整備をされているわけですね︒

での事業によってかんがいや排水のパイプライン

地の西側になる小野という地区には︑既にこれま

今︑農水路で回していく︒そして︑その中央干拓

検討を行う初期の段階で一つの方法として検討を

代替水源︑水を代わりにどうするかということの

河口堰を設けて取水するということについては︑

委員がおっしゃったような︑この本明川︑これに

してきたところでございますが︑具体的には︑今

して必要な対策工事を長崎県の地元関係者に提案

門した場合の防災上︑農業上︑漁業上の影響に対

なりました︒環境アセスメントの手続を経て︑開

まして︑判決が︑五年間の開門義務ということに

○国務大臣︵林芳正君︶ この福岡高裁が確定し

案は︑林大臣︑あり得ないんでしょうか︒

いう水を旧干拓地にも回していくというそういう

ら取水して︑安定した︑将来も安心できる︑そう

くの私案なんですけど︑ですが︑こういう︑川か

その後は一切関係者のところでの議論というのは

いうふうに初期の段階で案として省いてしまった︒

ないんですね︒農水省が︑いや︑これは駄目だと

開示された協議や議論というのは行われてきてい

非についてといいますか︑それの基礎資料なども

裁判上も︑それから裁判外での協議でも︑その是

なんだと思うんですよ︒ですが︑残念なことに︑

いうことですから︑つまり︑あり得るということ

○仁比聡平君 アセスの初期には一応検討したと

ます︒

に海水淡水化ということになったところでござい

する地元自治体等の反対がございまして︑最終的

今委員がおっしゃったように︑地盤沈下等を危惧

性を検討しまして︑特に地下水につきましては︑

節ごとにどう違うのかとか︑水の多い時期には不

でも︑取水の必要量がどれぐらいなのかとか︑季

既得の水利権者はいないわけですけれども︑それ

か︑この下流には︑河口域ですからもう下流には

構造の河口堰というものが必要になるために︑調

しまうと︑こういうことの防止の観点から強固な

流域への塩水遡上︑要するに塩水が上っていって

めには︑本明川への治水への影響︑それから︑上

この検討過程において︑五年間の開門を行うた

併せて︑旧干拓地でいいますと︑入植以来半世紀

はどうしたって必要なわけで︑この問題の解決と

負うことになったと︒となれば︑代替水源の確保

ども︑裁判の中で開けるという︑そういう義務を

私は︑諫早湾干拓事業を国が進めてきて︑けれ

行われていないし︑情報も開示されていないとい

足する時期のためにため池にためるようにしては

査︑設計︑それから工事の実施に大変長い期間を

にわたる水問題を根本的に解決をできるなら︑私

行った経緯がございます︒

どうかとか︑パイプラインの高低差の関係でポン

要するということ等が想定されましたので︑結局︑

は本当に幸いなことだと思うんですよ︒

もちろん︑洗い堰の高さがどれぐらい必要かと

プで圧を掛ける必要はないかとか︑そうした調査

代替水源案としての比較検討案には採用がされな

うのが経過だと思います︒

あるいは設計というのは当然必要だし︑関係者の

でも︑決して入植をした当時に想定をされていた

くなった方々もいらっしゃいますし︑中央干拓地

実際には︑入植をされた後︑離農せざるを得な

かったということでございます︒
地下水︑海水淡水化というものの課題や適用可能

それ以外にも︑近傍の中小河川とか下水処理水︑

皆さんの︑長崎県やあるいは土地改良区の皆さん
の同意がもちろん必要なんですよ︒
ですから︑これは︑申し上げているのは私の全
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も満たさないですよね︒新干拓地でも︑かんがい

化は閉め切り後一向に改善されなくて︑国の基準

もいらっしゃる︒調整池で見ますと︑水質の汚濁

滞納せざるを得ないと︑そうした営農者の皆さん

ような順調な経営にはいっていなくてリース料を

で︑防災上の対策等も併せてやってきたところで

落ちていってこの海水淡水化になったということ

終的には地元の方の反対に遭った地下水案等々も

とがございます︒で︑いろんな経緯があって︑最

の段階で一つの方法として検討を行ったというこ

をしてきた今お話のあったものについても︑初期

被害を防ぐためには樋門をきちんと整備して排水

例えば湛水被害の問題でも︑私︑かねて︑湛水

いと思うんですよ︒

頭を下げたって話合いに応じてもらえるはずがな

んだからそれをのめというようなことでは︑幾ら

やあるいは防災というような問題で︑こう決めた

何しろ海面より低い低平地なんですから︑干拓地

用水を井戸を掘って地下水に求めるという農家も

今後も︑地元関係者の御理解と協力がいただけ

は︒だから︑水が入ったときには︑これ強制排水

機場をちゃんと整備するということが必要だと︒

していくアオコ︑これはミクロシスチンという毒

るように︑地元関係者の御意見︑御提案を反映し

しないことには︑それは問題は解決しないんです

ございます︒

性を持ったものではないのかという︑そうした心

て対策を充実強化していきたいという考えも常に

よね︒だけれども︑例えばこの旧森山町において

出てきているわけです︒加えて︑毎年一面に発生

配も広がっていると︒

申し上げておるところでございます︒

こうした様々な懸念や不安が閉め切られた調整

現場の営農者の皆さんや地元の自治体の皆さんに

際つくるべきなんじゃないのか︑そうした観点で

していく︑本当に良くしていくという基盤をこの

省の現場の皆さんと協議に参加をすることがあり

○仁比聡平君 私︑開門を求める側の立場で農水

現在に至っているということでございます︒

いうものが難しい状況でございまして︑そのまま

うに国の開門義務が消滅することはないという︑

てやると︑元々それが必要なんですけど︑このよ

おいて当たり前の対策を国がちゃんと責任を持っ

現をしましたけれども︑こうした言わば干拓地に

取り上げさせていただいて︑最近︑これ改修が実

は︑もうずっと前から︑この一番出口のところに

本当に真剣に知恵を借りるべきなんじゃないのか︑

ますけれども︑その際も農水省の中での結論を一

そういう状況になっている下で︑本当に真剣に国

現在は︑先ほど法務大臣からも少しお触れにな

伺うべきなんじゃないのか︒

方的に繰り返すばかりで︑原告あるいは権利者の

がその責任を果たすということが︑林大臣︑必要

池の中にある中で︑本当に安心できる︑安定した

そういう意味で︑アセスの結論を押し付けよう

真剣な提案や声を聞く耳は実際にはお持ちになっ

なんじゃないですか︒

ある釜ノ鼻というところでもうぼろぼろの排水機

とするのではなくて︑調整池に頼らない利水と防

ていないということを痛感してきました︒これは︑

○国務大臣︵林芳正君︶ 我々︑まさにそういう

っていただきましたけれども︑長崎県の方の地元

災はどうすれば実現できるか︑その地元関係者の

半世紀も苦しみ続けてきたそうした旧干拓地の営

開門義務と︑それからもう一つの方の開門しては

利水を確保できるという道があるなら︑これによ

要求を私は︑大臣︑まず虚心坦懐に聞くべきでは

農者の方々や︑あるいはこの事業に様々な利害関

ならないという義務︑両方を負っているというこ

や樋門というのが改修されずにきた︒私も国会で

ないかと思うんですが︑いかがですか︒

係も持ってこられたそうした自治体の皆さんに︑

とでございますから︑今委員がおっしゃったよう

の関係者の強い反発でなかなかこういう話合いと

○国務大臣︵林芳正君︶ 先ほど申し上げました

結論ありきといいますか︑とりわけこの代替水源

って代替水源を確保して地域の農業を真剣に良く

ように︑この福岡高裁の確定判決が出た後︑検討
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意見︑御提案を反映していこうというところはあ

味で︑先ほど申し上げましたように︑いろんな御

先に進めないところがございまして︑そういう意

討していくと︑このことがありませんとなかなか

ると︑双方が納得できるということをやっぱり検

すが︑長崎側の皆様の御理解というものが得られ

事なことだろうと︑こういうふうに思っておりま

に︑いろんなお話合いをするということは大変大

ら︑河川管理者の国土交通省ともちゃんと協議す

○仁比聡平君 ですから︑農水省が案を作りなが

の求めは私どもございません︒

定判決以降︑農水省から委員御指摘のような協議

川につきましては︑平成二十二年︑福岡高裁の確

ないというふうに考えておりますが︑ここの本明

とで︑委員御指摘のように︑許されないことでは

ているというのは実際上ございます︒そういうこ

利水︑治水上の観点から︑河口付近に堰を設け

だとか河道をしっかり確保するだとか︑そうした

エリアについてのお話聞きましたけれども︑築堤

すけれど︑洪水被害の防止のためには︑今一つの

る一問だけのためにおいでいただいて恐縮なんで

○仁比聡平君 そこで︑国土交通大臣にお尋ねす

を進めてまいりたいというふうに考えております︒

地元諫早市と調整を図りつつ︑計画的に河川整備

いずれにいたしましても︑今後とも︑長崎県︑

河川改修のための用地調査等を実施しているとい

るわけでございますけれども︑結果としてそれが

るということが僕は求められていると思うんです

河川整備を急ぐ必要があると︑これが王道だと思
います︒

うふうに長崎県から聞いております︒

解決策になり得るという意味では︑双方の皆様の
ね︒

もう一点︑国土交通省︑この小ヶ倉川と半造川︑

御理解を得る努力というのが欠かせないと︑こう
いうふうに思っております︒

ただきたいと思います︒

るのか︑まず関係者の要求を虚心坦懐に聞いてい

よらない利水とそして防災という課題をどう進め

んな議論があるでしょうけれども︑その調整池に

って︑それが全て一〇〇％かなうかどうかはいろ

聞かれる状況にあるということがまず大前提であ

り︑本明川の支川︑半造川︑小ヶ倉川におきまし

○政府参考人︵森北佳昭君︶ 委員御指摘のとお

い︒

うんですが︑今後の見通しを端的に御紹介くださ

ことが住民から切望されていますし︑私もそう思

管理の部分も併せて河川整備を急いで進めていく

が度々起こってきました︒国直轄の部分そして県

すよ︒

していただくのかということが大切だと思うんで

筋をどう付けていくのか︑あるいはどう知恵を貸

やはりこの河川の管理という立場で問題解決の道

省が所管をしておると伺ってはいますけれども︑

池も含めて河川指定がなされ︑南側の部分は農水

しておられたわけですが︑この締め切られた調整

つては国土交通省︑本明川だけを川として管理を

加えて︑諫早湾干拓事業をめぐる開門と代替水

そこで︑国土交通省にお尋ねしますが︑今私が

ては︑これまで浸水被害発生をいたしております︒

仕組み上︑農水省からの協議がないと国土交通

これは国管理ですが︑の合流点︑あるいは埋津橋

申し上げているような河口部分に洗い堰を造ると

現在︑半造川の国が管理する区間におきまして

省として何か物を言うということにはなっていな

○仁比聡平君 双方の理解をしっかり整えていく

いうことは︑河川管理上許されないということで

は︑河川の拡幅とそれに伴います島原鉄道の鉄道

いのだろうとは思うんですけれども︑そうした協

源の確保が重要な政治課題となる中で︑既に︑か

はありませんね︒

橋の架け替え等を実施しているところでございま

議があった場合には本当に力を尽くしていただき

という橋があるんですが︑そこの辺りで洪水被害

○政府参考人︵森北佳昭君︶ お答え申し上げま

すし︑県が管理します小ヶ倉川につきましては︑

ためには︑要求がきちんと届く︑聞いてもらえる︑

す︒
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が我々としては任務だというふうに思っておりま

門の対策工事に関しては︑こうした考え方という

そうした考え方︑つまり地元負担はゼロと︑開

務のこの相反する二つの義務を負っておりまして︑

排水門をめぐっては︑国は開門義務と開門禁止義

○国務大臣︵菅義偉君︶ 今回のこの干拓事業︑

ていくべきではないかと思うんですが︑官房長官

すが︑今お話のこれまでありました諫早湾干拓事

のは︑今後関係者との協議の中で今農水省が提案

いずれか一方の立場に立つことはできない状況に

行として国が行う場合にはそういうふうにするの

業をめぐる代替水源の確保として︑海水淡水化施

している手法とは変わったとしても︑基本的な考

なっております︒

たいと思うんですが︑いかがでしょうか︒

設以外の具体的方策については︑平成二十二年の

え方は変わらないと思うんですが︑大臣︑いかが

やあるいは総理のイニシアチブを私は是非求めた

福岡高裁での開門義務履行の確定判決以降︑これ
でしょうか︒

を申し述べる等︑適切に対応するとともに︑問題

は筋が通らないということだと私は思うんですけ

まで農林水産省より協議を受けてはおらないと︑

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 開門に必要ないわゆ

の解決に向けて関係者に対して粘り強く話合いを

○国務大臣︵太田昭宏君︶ 一級河川の防災とか

先ほど申し上げたとおりでございます︒

る対策工事︑また︑それに関連しますいわゆる施

呼びかけ︑接点を探る努力を続けてまいりたいと

いと思うんですが︑いかがでしょうか︒

国土交通省としましては︑一級河川本明川を管

設の管理などにつきまして︑これは農林水産省か

いうふうに思っています︒

れども︒

理する立場といたしまして︑農林水産省から協議

らも答弁がありましたように︑地元農家の負担は

○仁比聡平君 これまでこの問題について政府と

地域の防災等々については︑これは取り組むこと

の求めがあれば適切に対応してまいりたいと考え

求めないということを聞いておりますので︑二十
のと考えております︒

六年度の関連予算もその前提で計上されているも

御答弁なんですけれど︒

して御答弁があってきたとおりの︑従来どおりの

政府としては︑関係訴訟において国として主張

ております︒
○仁比聡平君 どうぞよろしくお願いいたします︒
財務大臣︑よろしいでしょうか︑確定した開門

私︑今日︑関係大臣に様々御提案を申し上げま

これまで農水省が主務庁として例えば長崎県側の

○仁比聡平君 その御答弁は私が申し上げた趣旨

そこで︑官房長官︑今日の議論を聞いていただ

皆さんに示してきた提案の中身はそのまんまでい

義務の履行のために行われる対策工事の財源の在

省から示されている対策工事というのは︑これは

いて︑国の開門義務というのは︑これは内閣の意

いのかと︒あるいは︑裁判上の対応が︑いや︑相

した︒今官房長官がお述べになったような問題解

地元負担は発生しないという仕組みになっていま

思によって確定したものなんですね︒しかしなが

反する義務がと︑なぜならば何法のこれこれによ

ではないかというふうに今日のところは受け止め

す︒これは国が確定判決によって行う工事なんで

ら︑訴訟を含めて問題が複雑化して重大な社会的︑

ってといって分厚い書面の応酬ばかりがされてい

り方についてお尋ねをしたいと思うんですけれど

すから︑そうした国に言わば責任のある工事を︑

政治的問題となっているということはもう明らか

る︑そんなことで解決ができるのかと︒だからこ

決のための話合いということが行われるためには︑

そうでない場合には例えば受益者負担と︑土地改

だと思います︒その解決のために︑内閣として︑

そ政治的な問題にもなっているのであって︑ここ

ておきたいと思います︒

良事業として受益者負担というような形が一般に

国として︑責任を持った方向性をより明確に示し

も︑これ今受け入れられていないんですが︑農水

はあるとしても︑だけれども︑この確定判決の履
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にリーダーシップも発揮してもらいたいというの

大きく貢献できると思うんですよ︒

万円が不動産購入費として支出されたことも今日

ふうに思います︒

いということも委員は十分承知の上だろうという

る中で国として対応していく︑それは極めて厳し

私どもの方でも︑裁判によって相反する結果が出

ういう中で︑国として全体を取りまとめる立場の

管の大臣に対して委員から質問がありました︒そ

○国務大臣︵菅義偉君︶ 先ほど来︑それぞれ所

していかなければならない︑そういうものを再生

うな大変︑日本だけではなくて世界全体で保全を

りラムサール条約にも両方とも指定されているよ

山の西側のところの大変有名な干潟の再生︑やは

は八代海の問題︑そして韓国の順天湾ですか︑釜

の大臣が議論をしてきたこの有明海の問題あるい

○国務大臣︵石原伸晃君︶ 今︑仁比委員と政府

ども︑御感想をお聞かせください︒

○国務大臣︵岸田文雄君︶ まず︑尖閣諸島につ

お伺いしたいと思います︒

てこなかったのかどうか︑そこらのところをまず

の当時︑水面下で事前に中国側と何の話合いもし

しては思われるのかどうか︑外務省としては︑そ

たやり方が適切であったというふうに岸田大臣と

が明白であるのに︑一方的に国有化をするこうし

そこで伺うんですが︑双方に領有権の食い違い

の日中関係緊迫化の一因ということが言えるんだ

何回となく私のところで関係省庁から話を聞い

させるということで︑しっかりと国連の場でも︑

きましては︑歴史的にもあるいは国際法的にも我

ちょっと時間がなくなって申し訳ないですけれ

ておりますけれども︑なかなかいい知恵が見出す

また国際的にも協力をしていかなければならない

が国固有の領土であり︑そして現に我が国が有効

が私の願いですけれども︑御感想はいかがですか︒

ことができないというのが現状でありますことを

ということを︑問題の解決は難しいですが︑やっ

ろうと思うんです︒

是非御理解をいただきたいと思います︒

に支配をしております︒この尖閣諸島をめぐって

は領土問題は存在しないというのが我が国の基本

ていかなきゃならないということを強く感じたと
ころでございます︒

化についてでありますが︑そもそも我が国の領土

そして︑一昨年九月の前政権におけるこの国有

的な立場であります︒
○又市征治君 社民党の又市です︒

○仁比聡平君 ありがとうございました︒

○仁比聡平君 だからこそ︑いい知恵をみんなで
考えようということです︒
最後になって恐縮ですが︑石原環境大臣︑近く
韓国でＣＯＰ 12
が開かれます︒名古屋で開催さ

まず︑予備費に関連して外務大臣にお伺いをし

靖国神社参拝というのも一因でしょう︒アメリカ

いう状況にありますが︑それは昨年の安倍総理の

今日︑東アジア情勢が非常に緊迫をしていると

本的な考え方であります︒

これが今︑安倍内閣におけるこの問題に関する基

の問題を惹起するべきものではないという考え方︑

ことは︑本来︑他の国あるいは地域との間に何ら

の中において所有権を移転するということ︑この

この諫早湾干拓事業は︑韓国のセマングム干拓

からも失望したと言われるほど国際的にも批判を

前内閣の下でのやり取りですから︑私自身はこ

てまいりたいと思います︒

事業とともに東アジアで湿地や干潟の問題では大

受けました︒もう一つあるのは︑やはり野田内閣

の当時の状況をつまびらかに承知しているわけで

れたＣＯＰ ︑
10生物多様性条約の締約国会議は日
本が議長国で︑その日本の提案で国連生物多様性

問題になっていたところで︑ここに開門義務と併

当時の平成二十四年九月に尖閣諸島の結局は国有

はありませんが︑恐らく前内閣におきましてもこ

の十年という決議も国連で採択をされるというこ

せて干潟再生あるいは有明海再生︑環境再生とい

化が決定をされて︑一般会計予備費で二十億五千

とになりました︒

う方向が出されるなら︑私はこの国際的な目標に
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いるわけでありますが︑その当時︑悪化しないと

律を施行して︑尖閣諸島は中華人民共和国の陸地

しましたのは︑国有化の問題よりはるか先︑二〇

うした考え方を中国に伝えながら対応したものだ

また︑安倍政権としては︑じゃ︑具体的に︑当

〇八年の段階で開始されたという事実もあります︒

領土であるというこの法律を施行したのは中国側

れば大変問題になるということを何度かおっしゃ

然のことだと︑こういうお考えのようであります

こういったこともしっかり踏まえ︑そして中国

いうふうに判断をしたのが適切だったのかどうか

ってきておる︑こういう状況ですけれども︑この

けれども︑どうこれを打開しようとするのか︑そ

側との間においてしっかりと冷静に話し合ってい

と想像をしております︒

領土問題は存在しないという︑このかたくなな態

の点をもう少し御説明いただきたいと思います︒

くこと︑これが重要ではないかと考えています︒

でありますし︑尖閣諸島に対して領海侵犯を開始

度でまさに今問題が起きているわけですね︒

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 先ほども申し上げま

○又市征治君 私もというか我が党としても︑尖

ですね︒

無用なあつれきを防ぐというのが私は外交のも

したように︑尖閣諸島︑我が国の固有の領土であ

閣が我が国の固有の領土だと︑歴史的に見てその

○又市征治君 当時︑丹羽駐日大使が︑これをや

う要諦だと思うんですが︑政府は当時︑尖閣諸島
ると考えております︒

ですから︑前政権の対応︑状況についてはつま

ただ︑問題は︑例えば一九七八年︑日中平和友

を国有化することにより︑中国︑台湾始め︑同島
の領有権を主張している国々との関係に何らかの

びらかに承知をしてはおりませんが︑前政権の判

ように確信をしておりますが︒

影響は生じるか︑政府の見解いかんという質問主

記者クラブで行われた会見の席上で︑確かに尖閣

好条約批准交換のために訪日をした中国の小平

すべきものではないと考えている次第であります

諸島の領有問題については中日間双方に食い違い

断の当否にかかわらず︑尖閣諸島における所有権

ろであり︑現に我が国はこれを有効に支配してい

が︑こうした考え方については︑これからもしっ

がある︑国交正常化の際︑つまり七二年の国交正

意書に対して︑尖閣諸島が我が国固有の領土であ

る︑したがって︑尖閣諸島をめぐり解決すべき領

かり冷静に毅然として説明をしていかなければな

常化の際︑両国はこれに触れないと約束した︑今

国務院常務副総理は︑当時の十月二十三日の日本

有権の問題はそもそも存在しないと︑今大臣がお

らないと存じます︒中国との間において︑戦略的

回︑平和友好条約交渉でも同じように触れないこ

の移転︑これは他の国や地域との間に問題を惹起

っしゃったとおりなんですよね︒尖閣三島の取得

互恵関係の原点に基づいて︑是非大局的な見地か

ることは︑歴史的にも国際法上も疑いのないとこ

については︑我が国の土地の所有権の移転であり︑

が︑こういう問題は一時棚上げしても構わない︑

とで一致した︑中国人の知恵からして︑こういう
是非︑我が国のこうした考え方について引き続

次の世代は我々よりもっと知恵があるだろう︑み

ら関係を進めていきたいというふうに考えている

をめぐる事態が他の国や地域との関係の大局に影

きしっかり説明していかなければならないと思っ

んなが受け入れられるいい解決方法が見出せるだ

他の国や地域との間で何ら問題を惹起すべきもの

響を与えることは望んでいない︑こういうふうに

ていますし︑また︑尖閣における事態のエスカレ

ろう︑このように公然と述べられているわけです

方法しか考えられない︒ちょっと中身飛ばします

答弁されておるんですが︑政府の希望と実際の外

ートにつきましては︑こうした国有化の問題が出

ね︒

次第であります︒

交はまさに別問題であります︒尖閣諸島の国有化

る以前から︑例えば一九九二年に領海法という法

ではないと考えている︑我が国として︑尖閣諸島

で関係諸国との関係は悪化を現実問題としてして
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つまり︑七二年︑七八年と二回にわたっていわ
反論したわけでもないという格好ですね︒なのに

カレートさせたのは日本側に責任があるという中

そして︑我が国としましては︑この事態をエス

れています︒確かに領海侵入等は放置できません

十億円が計上されて︑巡視船の建造等も決定をさ

ける警備体制の緊急整備に必要な経費として百七

○又市征治君 平成二十四年度の予備費では︑こ

一方的に国有化したから問題になっているという

国側の言い方を受け入れることはできないと考え

けれども︑中国の動きに比例してこちらも︑じゃ

御指摘のような棚上げに合意したという事実は全

ことなわけでして︑そういう意味でいえば︑この

ております︒先ほど申し上げましたこの九二年の

装備は強化しましょうということでこの緊張関係

の尖閣諸島国有化費用だけではなくて︑領海にお

尖閣諸島周辺の情勢が日本の思惑とは異なって緊

領海法のありよう︑あるいは二〇〇八年以降︑領

が鎮静化するわけではないことも明らかなわけで

く存在いたしません︒

迫の度を増しているわけでありまして︑例えば外

海侵犯が開始されたということを考えましても︑

ありまして︑せんだってできたばかりの外務省の

ゆる棚上げ論が語られて︑これに日本側は明確に

務省の資料によれば︑平成二十四年九月以前の中

中国のこうした一方的な主張を受け入れることは

係と中国情勢と︑こう書かれているわけですが︑

国による領海侵入は四回︑八隻だったんですが︑

しかしながら︑日本と中国︑この二つの国の関

問題があるからこそ︑今大臣が言ったことと共通

説明資料を見ますと︑その中では︑最近の日中関

海侵入は二十回︑六十八隻にもなっている︒昨日

係︑我が国にとりまして大切な二国間関係であり

するんだろうと思いますが︑政治対政治︑社会対

できないと考えています︒

は両国の戦闘機が異常接近をした︑こういう問題

ます︒世界第二と第三の経済大国の関係が安定す

社会の意思疎通が重要だ︑中国側も対話のドアを

これに対して国有化以降︑平成二十四年だけで領

もそういうことでしょう︒

るということ︑これは地域や国際社会の平和や繁

込ませる直接引き金になったことは間違いのない

るにしても︑尖閣諸島の国有化が日中関係を冷え

めども全く立たない︒双方それぞれに言い分があ

倍総理の靖国参拝もありますが︑日中首脳会談の

せなければならない︑我々としてもそのことは強

恵関係の原点に戻って︑大局的な見地から安定さ

います︒是非︑この大切な二国間関係︑戦略的互

国は国際社会に大きな責任も担っていると考えて

栄にも影響するということからして︑この二つの

べていますね︒

いに対して率直に伝え合うことが大事だ︑こう述

うべきことがあれば第三者に対してではなくお互

開ける決断をすることを期待︑歴史問題も含め言

この尖閣諸島の国有化以降︑先ほども述べた安

事実であって︑そこをかたくなに言っている限り

く考えている次第であります︒

くこれは全て正しいんだと︑こういうお考えなの

すべきだったかなという問題も含めて︑いや︑全

そういう意味では︑もう少しこういう点は配慮

によって二国間関係を是非安定させていきたいと

ね︑そして高い政治のレベルでの対話を行うこと

た難しい問題があるからこそ様々な対話を積み重

だということを再三申し上げております︒こうし

こうした難しい状況があるからこそ対話が重要

っていますと演説して︑中国を名指しで批判して

については我が国を含む国際社会の懸念事項とな

増加しています︑特に中国の対外姿勢︑軍事動向

ア太平洋地域では︑近年軍事費や武器輸出が大幅

理も先日︑わざわざＮＡＴＯまで出向いて︑アジ

かれたんだろうと思いますが︑ところが︑安倍総

理の歴史認識問題を批判していることを念頭に書

これは︑中国がいろんな機会を利用して安倍総

はどうにもならぬということを︑これどう打開を

かどうか︑改めてお聞きします︒

考えております︒

するのかということなんですね︒

○国務大臣︵岸田文雄君︶ まず︑我が国として

参議院記録部

- 82 -

【未定稿】
決算
平成２６年５月２６日

ないかぬ︑こういうことになるんですよ︒

というか説明資料︑そんぐり安倍さんにお返しせ

に伝え合うことが大事だというこのパンフレット

いる第三者に対してではなくお互いに対して率直

いるわけですね︒これでは︑外務省自身が言って

上で是非高い政治のレベルでの対話につなげてい

くことが重要だと考えております︒そして︑その

な分野︑レベルを通じまして対話を積み上げてい

る︑こういった機会もありました︒こうした様々

をされて︑茂木大臣が先方の商務大臣と会談をす

た︑また︑たしか貿易担当大臣会合が中国で開催

うですから︑大臣の方はこれで終わりたいと思い

しても出なきゃならぬという時間の関係があるよ

まだ本当はお話ししたいんですが︑大臣はどう

めに努力をしていきたいと︑こう思っています︒

ろは付ける︑そういう立場で何とか関係改善のた

についても︑しっかり向こうにも注文付けるとこ

から三日間訪中団を出して︑かなりこれらの問題

おっしゃったように︑経済のまさにグローバル
きたいと考えます︒

し︑相手側の心を傷つけるような靖国参拝を続け

しないと言い続ける限り両国の対話は成立しない

もがそんなことは分かっている︒領土問題は存在

中国も抜かしては日本の経済発展はない︑これ誰

話︑これも是非実現したいと思っておりますし︑

現ができない日中間の海上連絡メカニズムでの対

いったことでありますので︑例えば︑なかなか実

ねない大変危険な行為も行われております︒こう

特に昨今︑一歩間違えば偶発的な事態になりか

たいと思います︒

務員宿舎等の有効活用問題について伺ってまいり

○又市征治君 それでは次に︑災害時における公

だいて結構です︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 外務大臣は退席いた

化と相互依存の深化が進んでおって︑アメリカも

る限り首脳会談もできないし︑そこへ中国を仮想

こういった偶発的な事態が発生しかねない危険な

ます︒

敵国とみなすような集団的自衛権の行使容認に向

行為が行われるということを見ましても︑是非両

始め日中間に存在する様々な課題︑こうした課題

○国務大臣︵岸田文雄君︶ こうした歴史問題を

その点があればお聞かせいただきたいと思います︒

具体的にどういう展望をお持ちになっているのか︑

こうした我々の働きかけに応じていただきたいと

対応したいと考えておりますし︑中国側にも是非

ましても︑引き続き粘り強く︑また一方で毅然と

政治のレベルの対話を実現するべく︑我が国とし

是非︑こうしたトップ同士の会談を始め︑高い

復興庁の資料によりますと︑公営︑応急仮設︑民

はたった千七百二十四戸︑約一三％にすぎません︒

三千百四十二戸で︑そのうち被災者が入居したの

公務員宿舎等の都道府県への情報提供戸数は一万

それによりますと︑被災者の支援のための国家

検査対象に関する検査状況の中で︑東日本大震災

はそれぞれの国民︑世論もあり︑どちらかが何か

強く願っております︒

間賃貸等の住宅等に避難されている皆さんの数は

国間のトップが話し合うことが︑両国の国民にと

会計検査院は︑平成二十四年度決算報告の特定

かえばなおさらだ︑こう言わざるを得ない︒
関係改善に向けて本当に具体的に︑おっしゃっ

をすればすぐ解決できるというような単純な簡単

○又市征治君 いずれにしましても︑東アジアの

二十四万五千三百八十人︑この数と比較すると余

の被災者支援のために行っている国家公務員宿舎

な話ではないと存じます︒だからこそ粘り強い対

平和と安定に責任を持つ国として︑もうしっかり

りにも少な過ぎる︑こういうふうに思うんですが︑

っての安心にもつながると考えます︒

話が必要だということになるんだと存じます︒

と両国の関係改善︑協力関係の構築に努力をして

まず︑そこで会計検査院に伺いますが︑この検査

ていることは一般論としては分かりますが︑じゃ︑

そして︑この対話につきましては︑先日も五月

ほしい︒我々も︑我が党としても来月の二十三日

等の提供状況について報告をされています︒

の連休に超党派の日中議連が訪中をし対話を行っ
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○説明員︵田代政司君︶ お答えいたします︒

きたいと思います︒

を行うに至った経緯なり問題意識をお伺いしてお

百三十一戸にすぎません︒

接する茨城でいえば千二百四十三戸に対して僅か

二十三戸と少し高い割合ですが︑しかし東北に隣

十四戸︑福島はさすが地元で百九十戸に対して百

把握しているところでございます︒

いては︑昨年十一月の会計検査院の報告以前から

ります︒したがいまして︑被災者の入居状況につ

に報告を受け︑財務本省において集計を行ってお

制にもつながるところであります︒

や民間賃貸住宅の借り上げに要する国の経費の抑

舎を活用するということは︑応急仮設住宅の建設

でありまして︑また国有財産である国家公務員宿

員に対する貸与は行われないこととされたところ

らの宿舎は被災者向けに確保されまして国家公務

都道府県に対して情報提供をいたしました︒これ

まして︑東日本大震災の被災者の受入れのために

先ほどは会計検査院からも話がありましたよう

○政府参考人︵美並義人君︶ お答えいたします︒

価をされているのか︑伺います︒

たのかどうか︑またこの数についてどのように評

は財務省は検査院の報告以前から掌握をされてい

府県は十九団体と︑このような入居状況について

府県は僅か十六団体で︑実際に入居があった都道

に国家公務員宿舎に対する募集活動を行った都道

検査院の報告によると︑都道府県において実際

国家公務員宿舎を被災者へ提供するか否かについ

す︒他方で︑各都道府県が国から情報提供された

する情報提供を最大限実施したところでございま

都道府県に対して利用可能な国家公務員宿舎に関

県のみならず全都道府県︑西日本も含めまして全

ただけるように︑各財務局︑財務事務所から被災

しましては︑被災者の広域的な二次避難に活用い

かという点でございますけれども︑財務省といた

次に︑入居状況についてどのように考えていた

財務省では︑提供可能な国家公務員宿舎につき

このことから︑被災者支援のための国家公務員

県の判断によるところでございました︒こうした

ては︑各被災者のニーズなどを踏まえた各都道府

家公務員宿舎を無償で提供する取組を行っている

中で︑情報提供された宿舎戸数に対して入居実績

に︑東日本大震災の被災者の方の避難先として国

ているか︑今後︑国の災害対策において検討すべ

ところでございます︒

宿舎の情報提供や利活用の状況はどのようになっ
きことはないかなどにつきまして着眼して検査を

合でも︑青森で提供戸数二百十七戸に対して入居

被災地あるいは被災地に隣接する地域を見た場

格好ですね︒

戸数に対して余りにも入居者は少ない︑こういう

されている人の数に比べて︑そしてまた出された

○又市征治君 先ほども申し上げましたが︑避難

きましては︑各財務局︑財務事務所が各都道府県

このような取組の中で︑被災者の入居状況につ

該宿舎を貸与しているということでございます︒

で使用許可等をいたしまして︑被災者に対して当

いて当該都道府県に対して国家公務員宿舎を無償

する情報提供を行い︑都道府県からの要望に基づ

府県に対しまして利用可能な国家公務員宿舎に関

ている中で︑もっと何らかの広報の仕方やいろん

の問題が︑それをテレビなどを通じても伝えられ

う意味では︑あれだけの仮設住宅などで大変多く

という︑これはどう考えても理解し難い︒そうい

体の提供戸数のたった一割強の希望しかなかった

当部署は大変御苦労されたとは思うんですが︑全

○又市征治君 大災害でしたから︑それぞれの担

うに認識しております︒

のある戸数が少ないという結果になったというふ

戸数三十九︑岩手が六十五戸に対して二十三︑宮

から︑平成二十三年の六月から同年十二月までは

なことがあってもよかったんではないか︑このよ

具体的には︑各財務局︑財務事務所から各都道

城が二百六十五戸に対して百四十三戸︑秋田が八

一週間ごと︑平成二十四年一月以降は一か月ごと

行ったところでございます︒

十四戸に対して三戸︑山形が百七十五戸に対して
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ほしい︑今後の問題としても教訓にしなきゃなら

うに思いますが︑是非これは追跡して更に調べて
○政府参考人︵美並義人君︶ お答えいたします︒

挙げている次第でございます︒

す︒

次に︑予算の繰越問題について伺ってまいりま

の報告を受け止めまして︑まず内閣府の方におき

しを促す呼びかけを自治体に行い︑繰越しの手続

一部マスコミが︑財務省は公共事業の予算繰越

す︒

そこで︑改めて検査院に伺いますが︑この国家

まして︑国家公務員宿舎が一時提供住宅の対象と

の簡素化を検討しているというふうに報道してい

ただいま会計検査院よりありました会計検査院

公務員宿舎等が避難場所として被災者に開放され

なる旨を明記するように復興対策マニュアル等の

ぬ問題だろうと思いますから︒

るようになっていたにもかかわらずこのように低

ます︒これについて財務省に問合せをいたしまし

ましたが︑むしろこの繰越手続の簡素化について

所要の改訂に向けた調整を行っていただいている
それから︑財務省の方でございますけれども︑

は既に平成二十二年に事務連絡しているとの回答

い入居率であった本質的な原因︑検査院としては
場所︑広さ等々被災者の希望と一致しなかったと

我々としましては︑地方公共団体が必要とする項

でありました︒

たところ︑そういう事実はないということであり

いうことが今語られましたけれども︑そういうこ

目を把握し情報提供するよう各財務局に対して指

ということを承知しております︒

とで片付けられるのかどうか︒財務省は検査院の

示するといった措置を講じているところでござい

どこに原因があると見ているのか︒それは宿舎の

報告を受けてどのような改善措置をとられたのか︑
ます︒

手続の簡素化を行ったのか︑またそれはどのよう

そこで伺うんですが︑なぜ平成二十二年に繰越

これについても︑今現在の利用状況も含めて財務

っていなかったこと︑また︑国家公務員宿舎に係

キームが都道府県において整備される状況にはな

として国家公務員宿舎を利用することに備えたス

する本院の所見といたしましては︑一時提供住宅

て検査したところでありますが︑検査の状況に対

対策において検討すべきことはないかなどについ

会計検査院では︑入居の状況や︑今後国の災害

府の大きな課題でもあろうかと思います︒被災者

日本大震災から教訓点を導き出すということは政

型地震などということが予想される中で︑この東

○又市征治君 南海トラフ地震あるいは首都直下

っているという次第でございます︒

二百二戸退去されているのでこのような結果にな

された方は三十五戸いらっしゃいますけれども︑

につきましては︑会計検査院の報告時点から入居

月九日現在千二百十五戸となっております︒最近

てお伺いをしたいと思います︒

措置︑手だても行われたのかどうか︑その点含め

いう通知出したのならば︑それに代わる何らかの

そうならないようにするために︑簡素化をすると

るとどうしても安易な繰越しが横行しかねません︒

ないことなんだと思うんですけれども︑簡素化す

常態化するということは財務省としては認められ

移動させる特例的な制度なわけですから︑特例を

すが︑繰越しとは歳出予算の効力を翌会計年度に

ことなんでしょうけれども︑釈迦に説法になりま

な内容だったのか︒当然事務の簡素効率化という

る情報提供項目︑例えば交通アクセスなどであり

への住宅供給も大きな課題ですから︑是非︑そう

○副大臣︵愛知治郎君︶ お答えを申し上げます︒

現在の入居状況でございますけれども︑本年五

ますけれども︑このような情報が含まれていない

いう意味で︑ここから導き出された教訓をしっか

先ほど先生が御指摘いただいた報道については

省からもう一度お答えいただきたいと思う︒

など︑都道府県が募集している公営住宅の情報項

り生かしていただくように再度要請をしておきま

○説明員︵田代政司君︶ お答えいたします︒

目と比べて国の宿舎の方が少なかったことなどを
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う際の事務手続について簡素化を実施してまいり

成二十二年一月︑各府省が明許繰越しの申請を行

ってきたところであります︒御指摘のとおり︑平

れまでも迅速化及び簡素合理化のための取組を行

められていたところでございます︒そのため︑こ

過重な負担が掛かるとして事務手続の効率化が求

きたいと思います︒

とがよく報道されるので︑御説明をさせていただ

いるように︑新聞報道等︑ちょっと事実と違うこ

承知はしております︒ただ︑大臣がいつも言って

のかという︑このことにはお答えになれないわけ

なら︑なぜ︑じゃ今まで膨大な書類を求めていた

問が起こるわけでありまして︑理解できるという

由が本当に理解できるのかという別の意味での疑

という印象を持ちます︒これで繰り越す正当な理

っても︑相当大幅に繰越事務の簡素化が行われた

○又市征治君 今︑愛知副大臣からの御説明によ

ます︒

ではありませんので︑御理解いただきたいと思い

道にあるような経済対策の効果減を懸念したもの

る観点から実施したものであります︒御指摘の報

現場での繰越手続等が非効率を招かないようにす

す︒

○政府参考人︵太田充君︶ お答えを申し上げま

す︒

になっているのか︑お答えいただきたいと思いま

年度の繰越額の推移そのものは一体どういうふう

りでありますが︑この平成二十二年度から二十四

いう悲鳴も上がってきたことはもう御承知のとお

け補正予算に関してはもう消化し切れない︑こう

治体でも入札不調︑こんなことを含めて︑とりわ

掛けて事業が滞りがちになってきており︑地方自

アベノミクスによる機動的財政出動がそれに輪を

給状況が逼迫し始めていましたけれども︑その後︑

の復興事業があり︑公共事業関連産業部門では需

この繰越事務については︑もとよりその手続に

ました︒

でありまして︑この点は改めてお答えいただきた

具体的に申し上げますと︑第一に︑申請書類に

たしました︒また︑財務局等による繰越理由等の

契約書などこれらの添付資料については廃止をい

添付資料なんですが︑事業概要︑図面︑工程表︑

由書︑審査表だけということであります︒また︑

書類に関しては︑繰越計算書︑箇所別調書及び理

事項を記載する様式のみに限定をしました︒申請

五割にもなる二兆四千億円で合計七兆円︑平成二

四年度では当初予算で四兆六千億円︑補正がその

以上が計上されましたが︑公共事業は︑平成二十

十四年度補正予算として安倍政権によって十兆円

四年度の減少傾向とは異なっていまして︑平成二

主党政権下の平成二十二年度︑二十三年度︑二十

安倍政権下の公共事業費の推移を見ますと︑民

当化についての御下問がありましたので︑お答え

今の二十三年度と四年度の前に︑繰越事由の正

○副大臣︵愛知治郎君︶ お答えを申し上げます︒

ます︒

おきましては七兆六千百十一億円となってござい

ては七兆五百六十八億円︑平成二十四年度決算に

二千百十五億円︑平成二十三年度決算におきまし

ては︑平成二十二年度の決算におきましては三兆

一般会計の翌年度への繰越額の実績につきまし

ヒアリング︑これも廃止をいたして簡素化を実施

十五年度は当初予算で五兆三千億円プラス補正が

させていただきます︒

いと思います︒

したところであります︒

一兆円で合計六兆三千億円︑今年度が社会資本整

ついて︑繰越理由を定型化するなど必要最低限の

繰り返しになりますが︑これらの繰越事務につ

備事業特別会計の廃止に伴う増加分を引きますと

関するものであります︒この明許繰越しなんです

各省庁が明許繰越しの申請を行う際の事務手続に

平成二十二年度一月の繰越事務手続の簡素化は︑

いては︑その手続に過重な負担が掛かるとして各

五兆四千億円ともなっています︒
元々︑平成二十四年度頃から東日本大震災関係

府省や地方公共団体から事務手続の効率化が求め
られていたところでありまして︑これらの取組は
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示をされております︒繰越承認を行う際にも︑繰

される繰越事由についてもあらかじめ予算書に明

けた経費に限って行われるものであり︑その想定

が︑繰越明許費としてあらかじめ国会の議決を受

なっているわけですね︒東日本大震災の復興事業

度あるいは二十四年度の翌年度繰越額は倍以上に

平成二十二年度に比較をしますと︑平成二十三年

○又市征治君 今ほど御答弁ありましたように︑

測では一・四％のマイナス︑約一・八兆円の減と

兆五千億円でありますけれども︑あのとき民間予

循環実現のための経済対策の予算規模︑これは五

例えば︑平成二十五年度に計上いたしました好

を大きく上回るということを念頭に置いて︑私ど

いうような試算もされておりましたので︑本年度

平成二十五年度の決算が出ていないわけですか

もとしてはその後の成長率の底上げと︑また成長

費関係の影響ももちろんあるでしょうけれども︑

付させることとしたチェックリスト等により確認

ら確たることは言えませんけれども︑公共事業費

軌道へ早期に復帰するための事業を積み上げて決

越事由が予算書に記載されている事由に沿ったも

するなど簡素化する一方で︑効率的な方法により

を増大させて景気を浮揚させるという対症療法が

定したものであって︑これまた額ありきというよ

の四︱六のいわゆる消費税等々の反動減というの

適正に行っているところであります︒したがって︑

繰越額の増加を招いているのではないか︑このよ

うなわけではないというのははっきりしておると

それだけでは説明ができません︒

繰越事由の正当性については引き続き担保されて
うに考えます︒

のであるかどうかについて︑申請書類に新たに添

いると考えております︒

思っております︒

て︑地元の復興計画との調整や住民等との合意形

た東日本大震災に係る復旧・復興関係経費につい

度においては︑三度の補正予算によって措置され

メージだけが大きくなるだけだと︑こう思うんで

こうした経済対策︑公共事業では財政に対するダ

され決定されるのではなくて︑最初に額ありき︑

ん︒現場で必要とされる事業が積み上がって査定

の社会資本の老朽化とか︑また事前の防災対策

ークの整備とかトンネルとか橋梁のいわゆる各種

いうようなことではなくて︑交通・物流ネットワ

中することだということで︑土地を買い上げると

済の成長力を底上げして未来につなげる投資に集

財務省は︑予算の繰越額の増大原因をどのよう

成等に不測の日数を要したこと等により年度内の

すけれども︑この点についてはどのように大臣お

等々を考えて行わせていただいております︒

また︑二十三年度︑二十四年度の繰越額が増え

特に︑お尋ねの公共事業について申し上げれば︑

執行が困難となったもの︑また︑平成二十四年に

考えになっているでしょうか︒

加えて︑財源につきましては︑厳しい財政状況

に分析をなさっているのか︒過度の繰越額増大は

おいては︑日本経済再生に向けた緊急経済対策に

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 毎年度の補正予算と

もありますので︑新規国債の発行は行うことなく︑

ていると御指摘だったんですが︑そのとおりであ

基づく補正予算によって措置された地域経済活性

いうのは︑もう又市先生よく御存じのように︑そ

平成二十五年度中の税収や税外収入の増︑また前

二十六年度前半に需要が発現をする施策︑また経

化・雇用創出推進費について︑地方公共団体の計

の時々の経済情勢等々を踏まえて緊急に必要とな

年度の剰余金などで賄うこととさせていただいて

予算編成がずさんであるとの批判を招きかねませ

画策定の遅れ等により年度内の配分計画の策定が

る事業等々を積み上げて計上しておりますので︑

りますが︑これらの要因としては︑まず二十三年

困難となったこと等によるものなどが考えられて

おります︒

したがいまして︑二十五年度の補正予算につき

最初に額ありきというようなわけではないという
ことははっきりしております︒

おります︒
以上です︒
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参っております︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 又市征治君︑時間が

立てていきたいと考えております︒

ころでありまして︑景気浮揚というものに是非役

るという目標を掲げて早期の実施を進めていると

七割程度︑九月末までに九割程度を実施済みにす

えておかねばならぬと思い︑本年の六月末までに

ましても︑景気の下振れというものもある程度考

債務負担行為総調書︵その１︶について反対︑他

計経費増額総調書及び二〇一二年度一般会計国庫

備費使用総調書︵その１︶
︑二〇一二年度特別会

域活性化予備費総調書︑二〇一二年度一般会計予

ついて︑二〇一二年度一般会計経済危機対応・地

費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外九件に

〇一一年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備

○田村智子君 私は︑日本共産党を代表して︑二

東日本大震災からの復旧復興︑東日本大震災に伴

予備費使用総調書外五件は︑グループ補助金など

二〇一一年度一般会計東日本大震災復旧・復興

義の観点から問題です︒

り︑予算を上回る事業推進の常態化は財政民主主

急性のない公共事業の経費増は毎年度行われてお

規模開発が多数を占めています︒また︑これら緊

事業︑治水事業︑空港整備など︑大企業奉仕の大

二〇一二年度一般会計経済危機対応・地域活性

とを述べ︑討論を終わります︒

う地震保険の支払︑補選費用︑災害対策︑Ｂ型肝

は今大臣お話しになった問題についてもう少し議

化予備費は︑国際競争力強化︑防災を名目に︑道

○又市征治君 社民党の又市です︒

の六件について賛成の討論を行います︒

論したかったんですが︑時間が参っておりますの

路︑河川︑港湾整備を進めるなど︑公共事業がほ

私は︑社会民主党・護憲連合を代表して︑二〇

○又市征治君 時間が参っておりますから︑本当

でこれで終わりたいと思います︒

とんどです︒また︑通常の予備費とは別に一兆円

一一年度予備費に関する承諾を求めるの件四件及

炎︑水俣病など必要な支出であり︑賛成であるこ

ありがとうございました︒

近い社会資本整備の予備費を設け︑閣議決定のみ

び二〇一二年度予備費に関する承諾を求めるの件

○委員長︵金子原二郎君︶ 他に御発言もないよ

で配分を決定したことは財政民主主義の観点から

二〇一一年度予備費四件につきましては︑東日

うですから︑平成二十三年度決算外二件及び平成

二〇一二年度一般会計予備費及び国庫債務負担

本大震災の復旧復興関係及び原発事故対策︑衆議

六件につきまして討論を行います︒
行為総調書は︑尖閣諸島をめぐる緊張を更に高め

院選挙の補欠選挙に必要な経費︑災害救助費等負

容認できません︒

た尖閣国有化の費用や周辺海域の警備体制強化を

担金の不足を補うために必要な経費︑Ｂ型肝炎訴

二十四年度決算外二件の本日の質疑はこの程度と

したものと認めて御異議ございませんか︒

進めるための経費が含まれており︑認められませ

訟における和解の履行に必要な経費︑大雪に伴う

いたします︒

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺

ん︒また︑巡視船の購入は︑本来計画的に進める

予備費関係等十件につきましては︑質疑を終局

○委員長︵金子原二郎君︶ 御異議ないと認めま

道路事業に必要な経費︑水俣病被害者の救済に必

雪に伴う道路の除雪対策等であり︑中には問題の

べきもので︑経済対策の一環として予備費で行っ
二〇一二年度特別会計経費増額総調書の大部分

ある事業もないわけではありませんが︑承諾する

す︒

は︑野田政権の経済対策に盛り込まれた国際競争

ことに賛成をいたします︒

要な経費︑災害廃棄物処理事業に必要な経費︑大

力強化や防災・減災を名目にした道路整備︑河川

たことも問題です︒

これより予備費関係等十件を一括して討論に入
ります︒
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願
います︒
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いたします︒経済対策として必要であればきちん

相もあり︑問題が多く︑承諾することには反対を

すが︑解散を目前とした選挙向けのばらまきの様

内容的に私たちの要求や賛成できるものもありま

済危機対応・地域活性化予備費につきましては︑

次に︑二〇一二年度予備費六件のうち︑まず経

○委員長︵金子原二郎君︶ 他に御意見もなけれ

わります︒

ちんと予算計上すべきことを申し添え︑討論を終

については︑被害者に真摯に向き合うためにもき

の在り方の検討が必要なこと︑また︑水俣病対策

百四十七億円にも上っており︑特会予備費の算定

最後に︑特別会計予備費の使用残が一兆八千六

地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使

次に︑平成二十四年度一般会計経済危機対応・

べきものと議決されました︒

って︑これらの六件は多数をもって承諾を与える

○委員長︵金子原二郎君︶ 多数と認めます︒よ

これらの六件について承諾を与えるべきものと

と補正予算を編成すべきではないかと考えます︒

ば︑討論は終局したものと認めて御異議ございま

用調書について採決を行います︒

︹賛成者起立︺

ことに賛成の方の起立を願います︒

本件について承諾を与えるべきものと議決する

︹賛成者起立︺

議決することに賛成の方の起立を願います︒

二〇一二年度一般会計予備費使用総調書︵その
せんか︒

１︶及び一般会計国庫債務負担行為総調書︵その

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺
○委員長︵金子原二郎君︶ 御異議ないと認めま

１︶につきましては︑海上保安庁の強化︑代替更
新の必要性は理解できるものの︑尖閣対応を理由
す︒

両国政府が問題を話合いで平和的に解決するよう

我が国の領土であることは国際法上も明確であり︑

まっています︒尖閣諸島が沖縄県石垣市に属する

のことに対し中国政府は激しく反発し︑緊張が高

島の購入に要する費用が支出されていますが︑こ

の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経

平成二十三年度特別会計予算総則第十七条第一項

会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書︑

及び各省各庁所管使用調書︑平成二十三年度特別

調書︑平成二十三年度一般会計予備費使用総調書

旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用

採決を行います︒

書及び各省各庁所管使用調書︵その１︶について

次に︑平成二十四年度一般会計予備費使用総調

○委員長︵金子原二郎君︶ 多数と認めます︒よ

一層の外交的努力が求められており︑対話を重ね

費増額調書︑平成二十四年度特別会計予備費使用

○委員長︵金子原二郎君︶ 多数と認めます︒よ

それでは︑これより採決に入ります︒

にした増強は緊張をあおりかねないなど問題があ
るため︑承諾することはできません︒

るためにも︑中国を殊更刺激しないよう大局的観

総調書及び各省各庁所管使用調書︵その１︶
︑平

って︑本件は多数をもって承諾を与えるべきもの

って︑本件は多数をもって承諾を与えるべきもの

点に立って冷静に対応すべきであったし︑現にそ

成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項

と議決されました︒

まず︑平成二十三年度一般会計東日本大震災復

うした対応が必要だと考えております︒

の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経

とりわけ︑尖閣諸島の魚釣島︑北小島及び南小

他の三件につきましては︑東日本大震災復興対

費増額調書︵その２︶
︑以上六件を一括して採決

と議決されました︒

策や譲与税の機械的な増収に伴うもの等であり︑

を行います︒

二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省

次に︑平成二十四年度特別会計予算総則第二十

︹賛成者起立︺

ことに賛成の方の起立を願います︒

本件について承諾を与えるべきものと議決する

承諾に賛成するものです︒
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各庁所管経費増額調書︵その１︶について採決を
行います︒
本件について承諾を与えるべきものと議決する
ことに賛成の方の起立を願います︒
︹賛成者起立︺
○委員長︵金子原二郎君︶ 多数と認めます︒よ
って︑本件は多数をもって承諾を与えるべきもの
と議決されました︒
次に︑平成二十四年度一般会計国庫債務負担行
為総調書︵その１︶について採決を行います︒
本件につきまして︑これを是認することに賛成
の方の起立を願います︒
︹賛成者起立︺
○委員長︵金子原二郎君︶ 多数と認めます︒よ
って︑本件は多数をもって是認すべきものと議決
されました︒
なお︑これらの案件の審査報告書の作成につき
ましては︑これを委員長に御一任願いたいと存じ
ますが︑御異議ございませんか︒
︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺
○委員長︵金子原二郎君︶ 御異議ないと認め︑
さよう決定いたします︒
本日はこれにて散会いたします︒
午後六時五分散会
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