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おける責任を果たしていくためには︑政権を担当

きました︒政権基盤の更なる安定を図り︑内外に

めにも︑早期に首脳会談が行われることを期待し

プ新政権との基本的な信頼関係を構築していくた

障の基軸である日米同盟のきずなを深め︑トラン

平成二十九年一月二十五日︵水曜日︶
︵未定稿︶
する自公両党が︑決しておごることなく︑国民の

午前十時一分開議
○議長︵伊達忠一君︶ これより会議を開きます︒

ます︒

今年は日中国交正常化四十五周年︑来年二〇一

す︒

今後の日米関係について︑総理の見解を伺いま

ニーズに的確に応える不断の努力を積み重ねてい

翼を担う公明党は︑これからも国民目線で与党と

安倍政権の使命はますます重大であり︑その一

かなければなりません︒

日程第一 国務大臣の演説に関する件︵第三
日︶
昨日に引き続き︑これより順次質疑を許します︒
山口那津男君︒

たります︒これまで進めてきた経済交流や人的交

八年は日中平和友好条約締結四十周年の節目に当

以下︑主に︑平和外交の展開︑経済再生と地方

流など幅広い分野における取組を官民挙げて行う

しての責任を全うしていく所存です︒

○山口那津男君 私は︑公明党を代表し︑ただい

創生︑そして安心と輝きの未来への三つの観点か

︹山口那津男君登壇︑拍手︺
ま議題となりました施政方針演説等政府四演説に

とともに︑両国関係を発展させ︑この節目にふさ

わしい具体的な取組を検討すべきです︒我が党も

ら質問いたします︒
初めに︑安倍総理が進める地球儀を俯瞰する外

ついて︑総理並びに関係大臣に質問いたします︒
二〇一七年︑新たな年を迎えました︒安倍連立

一方で︑世界に目を転じれば︑英国のＥＵ離脱︑

安心︑安定への歩みを止めるわけにはいきません︒

一億総活躍︑働き方改革など︑国民生活の安全︑

る一年となりました︒本年に入ってからも︑安倍

総理の真珠湾訪問など︑平和外交を大きく展開す

その後のオバマ大統領の広島訪問︑さらには安倍

昨年は︑Ｇ７伊勢志摩サミットの成功を始め︑

として粘り強く対話を重ね︑早期開催が可能とな

り︑早期開催が難しい状況にありますが︑議長国

常に重要です︒現在︑韓国内での政治の混迷もあ

また︑日中韓サミットの枠組みによる対話は非

政党間交流などを通じて日中関係発展のために尽

トランプ米国大統領の誕生などにより世界経済の

総理は︑アジア︑豪州を歴訪されるなど積極的な

るよう強く期待します︒

交に関して質問いたします︒

先行きに不透明感が増し︑さらにはテロや災害な

外交を展開しており︑引き続き︑地域の安定と繁

政権は発足から五年目となりますが︑経済再生︑

ど不安定な社会情勢も広がっています︒各国が社

栄のため︑平和国家にふさわしい貢献をお願いし

力をしていきたい︒

会の在り方や秩序を求めて模索を続けていると言

たいと思います︒

世界が動く︑我が国もこうした心構えを持ちつつ︑

たなスタートを切りました︒戦後︑日米両国は︑

米国では︑トランプ大統領が正式に就任し︑新

自由化︑円滑化を進める経済連携協定の締結は極

貿易立国である我が国にとって︑貿易や投資の

解を求めます︒

日中関係︑日中韓サミットについて︑総理の見

ってもいいでしょう︒従来の常識や想定を超えて
国際社会の動向に柔軟に対応し︑国内政治を進め

日ＥＵ経済連携協定の締結に向けた交渉は大詰

めて重要です︒
いった基本的価値を共有し︑強固で広範な日米同

めを迎えていますが︑畜産物等の重要品目に配慮

自由︑民主主義︑基本的人権の尊重︑法の支配と

その中で︑日本の政治は︑安定した政治状況の

盟を築き上げてきました︒我が国の外交・安全保

ていくことが求められます︒
下︑経済再生や平和外交など着実な成果を上げて
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する学習を進めることを強く求めたい︒総理の見

京都議定書に続く温暖化対策の新たな国際的枠

有国が全て賛成しない中で︑保有国と非保有国の
識しています︒しかし︑決議が採択され具体的な

組みとなるパリ協定が発効しました︒パリ協定の

しつつ︑可能な限り早期に大筋合意がなされるこ
並行して︑日中韓の自由貿易協定︑いわゆるＦ

交渉が始まる以上︑積極的に議論に参画し︑より

特徴は︑途上国を含む協定参加国が二酸化炭素の

解を求めます︒

ＴＡや東アジア地域の包括的な経済連携︑いわゆ

良い結果となるよう尽力すべきです︒また︑ＮＰ

削減目標を掲げ︑その削減達成を目指す点にあり

対立を一層助長しかねない懸念があったからと認

るＲＣＥＰ︑さらに︑昨年私が訪問したコロンビ

Ｔ︑いわゆる核兵器不拡散条約の体制強化に向け

とを強く求めます︒

アとの経済連携など︑各国との交渉を積極的に進

ます︒その意味から協定の成否は途上国が握って

います︒それには︑協定に盛り込まれた環境協力

た日本の役割も重要です︒
核兵器のない世界へ︑我が国の主体的な取組に

めるべきです︒
米国トランプ大統領のＴＰＰ離脱方針や英国の

多国間の経済連携をどのように進めるのか︑総理

する日系企業への影響が懸念される中︑二国間︑

に立脚した持続可能な開発目標︑二〇三〇アジェ

た脅威から人々を守る人間の安全保障︑その理念

深刻化する貧困や飢餓︑感染症など国境を越え

きるＪＣＭは有益な仕組みです︒

つつ︑我が国の低炭素技術なども相手国に普及で

重要です︒ＪＣＭで自国の削減目標の達成も進め

二国間クレジット制度︑いわゆるＪＣＭの活用が

を通じて途上国の二酸化炭素の排出量を削減する

の見解を求めます︒

ンダ︑いわゆるＳＤＧｓがスタートして一年が経

ただ︑それでも︑温室効果ガス削減の本命は国

ついて︑総理の見解を求めます︒

昨年は︑核兵器廃絶に向け大きな進展がありま

過しました︒その取組を促進するため︑我が国は︑

ＥＵ離脱を踏まえ︑我が国の通商戦略や海外進出

した︒この流れを加速させるため︑唯一の戦争被

内での削減です︒そのためには︑再生可能エネル

ネルギーの活用が焦点になってきます︒一例を挙

ＮＧＯ︑ＮＰＯ等の多様な主体と連携しつつ︑積
具体的には︑我が国の知見︑経験を生かした防

げれば︑簡便に低炭素な高圧水素ガスを製造する

爆国である我が国は主導的な役割を果たすべきで
核兵器のない世界を実現するためには︑核保有

災の主流化を進めることが重要です︒一ドルの防

機器の実用も始まっており︑こうした取組の普及

ギーの普及を図ることはもちろん︑今後は水素エ

国と非保有国が協力して現実的かつ具体的な措置

災事前投資が七ドルの復興コストに匹敵すると言

が急がれます︒

極的な貢献を果たすべきです︒

を積み重ねていくことが不可欠です︒日本は過去

われるように︑防災は︑人命を守るだけでなく︑

す︒

二十三年間にわたり核廃絶決議を提案し︑昨年の

復興コストを抑制し︑貧困撲滅と持続可能な開発

次に︑経済再生と地方創生の観点から質問いた

見解を求めます︒

今後の温暖化対策の取組方針について︑総理に

決議は米国を含む百六十七か国の幅広い支持を得

に寄与します︒
また︑誰一人取り残さないとのＳＤＧｓの理念

て国連総会で採択されました︒この決議は︑核保
有国と非保有国が協力し︑核兵器のない世界へ向

これまで安倍政権では︑デフレ脱却︑経済再生

します︒
しい重要な考え方です︒そのため︑教育の中に︑

を第一に取り組んだ結果︑国内景気は緩やかなが

は︑広く未来を担う子供たちの心に深く刻んでほ

他方で︑核兵器禁止条約の交渉を開始する決議

具体的には学習指導要領に基づいてＳＤＧｓに関

けて現実的な道筋を示すものです︒
も採択されました︒我が国が反対したのは︑核保
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すなど︑その成果は着実に現れています︒

業績は改善し︑雇用の安定や賃金の上昇をもたら

ら回復基調が継続しています︒過去四年間で企業

ます︒

ないとの理由から黒字企業の廃業も増えつつあり

業を取り巻く環境は深刻であり︑後継者が決まら

化や雇用環境の改善による人手不足など︑中小企

を含め︑きめ細かな支援を継続すべきです︒

して︑ＰＤＣＡサイクルが十分に機能しているか

国においては︑この総合戦略の本格的な実行に際

市区町村で地方版総合戦略が策定されていますが︑

の目線で経済成長の果実を適切に分配し︑希望が

年金等で生活を支える人々も増えました︒生活者

み︑働いて賃金を得て生活する人ばかりでなく︑

会構造が大きく変わっています︒少子高齢化が進

を凝らせば︑かつての高度経済成長期と比べ︑社

成長一辺倒では格差が生じます︒社会の実態に目

も多くの人々に行き渡らせていくことです︒経済

求めてきました︒

事業者の賃上げや設備投資を後押しする支援策も

保険・労働保険料負担の軽減など︑中小・小規模

込まれました︒また︑下請取引条件の改善や社会

置の拡充や賃上げを行う企業への支援強化が盛り

改正では︑公明党が要望した固定資産税の軽減措

の継続的な賃上げ支援が必要です︒来年度の税制

こうした課題を解決するには︑第一に中小企業

しました︒さらに︑将来の進路を考える契機とす

徒が集った結果︑生徒数は七年間で約二倍に拡大

学びが生まれる島留学を実施︒全国から多くの生

唯一の高校で︑多様な文化や価値観の中で多くの

が挙げられます︒島根県では︑廃校寸前だった島

ですが︑その手法の一つに教育における社会活動

えする若い世代が集まる流れをつくることが重要

また︑地方創生を進めるには︑その取組を下支

そして重要なことは︑経済成長の成果を一人で

行き渡る社会を構築していくことが持続可能な経
そうした中︑二〇一七年度の税制改正︑予算案

その鍵を握るのが︑ＩｏＴ︑ビッグデータ︑人工

す︒そのためには生産性の向上が不可欠であり︑

ています︒政府は︑地方版総合戦略の実行に向け

地方創生の成否は︑いよいよ重大な局面を迎え

るため︑生徒が地域住民とともに社会活動を実践

では︑中小企業の所得拡大の促進や設備投資︑イ

知能等を活用した第四次産業革命の推進です︒我

て︑情報︑人材︑財政の面から支援することはも

第二に︑企業の稼ぐ力を強化することが必要で

ノベーション創出による生産性の向上︑さらには

が国が誇る高い技術力を生かした技術や商品を国

ちろん︑教育の観点も含め︑若者の活躍を通じた

済成長の基盤ともなります︒

働き方改革︑無年金対策︑奨学金制度の充実など︑

内外に展開する販路開拓支援を強化し︑企業の収

する科目も創設しています︒

安倍政権が進めてきた成長と分配の好循環を更に

地域活性化を後押しすべきです︒

訪日外国人は昨年二千四百万人を突破し︑今や

観光立国の推進について伺います︒

地方創生について︑総理の見解を伺います︒

益力向上や継続的な賃上げへとつなげるべきです︒

地方創生は︑日本を元気にするための最重要テ

の取組について総理に伺います︒

中小企業・小規模事業者の賃上げや生産性向上

後押しする施策が盛り込まれており︑早期の成立︑
執行が欠かせません︒
これまでの経済再生への取組と成果︑そして我
が国の経済を更に強靱にしていく取組について︑

長とともに地方創生を進める上で重要な柱となっ

観光︑なかんずくインバウンドは︑日本の経済成
本年は︑地方創生の五年間の政策目標などを示

ています︒今後︑二〇二〇年度の四千万人の高み

ーマの一つです︒
したまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定から

を目指していく上で︑さらに日本の伝統文化︑芸

総理の答弁を求めます︒
全事業者の九割を占める中小企業・小規模事業者

三年目に突入します︒昨年︑ほぼ全ての都道府県︑

経済の好循環をより確かなものとするためには︑
への重点的な支援が欠かせません︒経営者の高齢
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それらを支える人を最大限に生かしていく体制を

術︑体験︑歴史など︑全国各地にある観光資源︑
などの競技を開催する方針に大きな希望の光が広

リンピックは︑復興五輪として︑福島県内で野球

さらに︑二〇二〇年の東京オリンピック・パラ

くりを実現する防災︑減災の取組について︑国土

国民の生命と財産を守り︑自然災害に強い国づ

ス技術という新しい産業の育成︑活性化を図るも

一層強化しなければなりません︒

がっています︒国内のみならず︑世界中が刮目す

交通大臣の答弁を求めます︒

次に︑安心と輝きの未来へという視点から質問

のとして期待されています︒

既に政府は︑訪日外国人受入れのためのあらゆ

るような輝かしい東北復興の姿を示していきたい︒
東北復興の取組について総理に伺います︒

る環境整備の促進︑訪日プロモーション活動など
を行っていますが︑外国人の方が何に魅力を感じ

働くことを希望する女性が安心して子供を産み

いたします︒

相次ぐ自然災害に見舞われました︒被災地の皆様

育てられる社会︑そのためには︑保育の受皿整備

昨年は︑熊本地震や鳥取県中部地震︑台風など︑

する外国人旅行者の流れをどう地方に波及させて

が未来に希望を持って進めるよう︑復旧復興の取

と保育士の確保が欠かせません︒

日本を訪れているのか︑ゴールデンルートに集中
いくのか︑リピーターや長期滞在者をどうすれば

組を加速させなければなりません︒

公明党が求めてきた保育士の処遇改善策では︑

こうした処遇改善を通じ︑新たな保育士の養成

被災現場では︑様々な課題が浮き彫りとなりま

った台風による集中豪雨では︑堤防の決壊による

や潜在保育士の活用など︑保育士確保に向けた取

二〇一七年度から保育士給与を月額六千円増やす

東日本大震災から間もなく丸六年となります︒

河川の氾濫で︑災害弱者の避難体制や堤防の強化

組を一層強化すべきです︒総理の答弁を求めます︒

した︒熊本地震では︑耐震改修が遅れていた庁舎

公共インフラの復興︑災害公営住宅の整備などが

などが課題となりました︒新潟県糸魚川市の大規

介護人材の確保も急務です︒介護職員等の処遇

ことに加え︑技能や経験に応じて更に四万円を上

着実に進む一方︑生活再建とともに︑産業︑生業

模火災では︑その原因に︑強風とともに木造建築

改善により︑二〇一七年度から月一万円程度給与

や病院などが損壊し︑防災拠点として機能しない

増やせるのかなど︑民間等と連携をしながら知恵
を絞り︑的確な手を打ち続けていくことが求めら
れます︒
観光立国の更なる推進について国土交通大臣に

の再生︑東北観光復興などはもう一段の支援が必

物の密集が指摘されました︒他方で︑防災無線や

が上がることは大きな前進です︒しかし︑それで

乗せすることとしています︒

要です︒心の復興︑人間の復興を成し遂げるまで︑

地域住民による声掛けが早期の避難につながった

もなお人材不足は深刻であり︑再就職支援を含め

ケースが相次ぎました︒北海道や岩手を中心に襲

徹して被災者に寄り添う支援を継続していきたい︒

ことは︑地域防災力の重要性を改めて認識するも

た人材の確保や離職者を減らすための抜本的な対

伺います︒

福島では︑最新鋭の農林水産業を促進し︑安全︑

のでした︒

対策とともに︑新たな産業基盤をつくる福島イノ

する更なる取組が必要です︒また︑廃炉・汚染水

フラメンテナンス国民会議が発足しました︒老朽

がれます︒昨年十一月︑産官学民が連携したイン

これらに加え︑社会インフラの老朽化対策も急

者からの暴力や暴言等が挙げられています︒現場

る低い賃金や深夜業務への不安︑人間関係︑利用

介護現場で働く方の悩みとして︑仕事量に対す

安心な福島ブランドの普及など︑風評被害を払拭

ベーション・コースト構想の具体化を促進すべき

化対策を通じた防災︑減災の加速化とメンテナン

策が必要です︒

です︒
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進めるとともに︑介護ロボットの活用やＩＣＴ化

任せにはせず︑実態を踏まえた相談体制の強化を
なる普及を図るべきです︒

に取り組みつつ︑労働生産性の向上の観点から更

などが指摘されていますが︑こうした課題の解決

明確にすることや担当部局の体制強化など︑総理

必要です︒政府には︑青年政策を担当する大臣を

おり︑政策効果を高めるためにも横断的な取組が

方改革の実現に向けた提言︑いわゆる中間報告を

公明党は︑昨年末︑働く人の立場に立った働き

た︑女性の復職︑再就職について︑正社員だった

とや男性との賃金格差も課題となっています︒ま

女性の六割近くがパートなど非正規雇用であるこ

正社員として活躍する女性が増える一方で︑働く

女性が働く環境は改善しつつあります︒しかし︑

が奪われてしまうことがあります︒

が︑いじめなどの深刻な問題により︑生きる喜び

子供たちにとって楽しく学ぶ場であるはずの学校

教育の原点は子供の幸福にあります︒しかし︑

教育について申し上げます︒

若者の活躍推進に向け︑総理の答弁を求めます︒

のリーダーシップで青年政策を総合的かつ力強く

総理に提出しました︒今般策定された政府の同一

女性が子育てなどで一旦離職すると︑パート等の

昨年の調査結果では︑いじめの認知件数が二十

二点目は︑女性が活躍しやすい環境整備です︒

による業務負担の軽減も促進すべきです︒
介護職員の幅広い処遇改善策について︑総理の

労働同一賃金のガイドライン案には︑基本給だけ

非正規で働き続けざるを得ない実態もあります︒

二万四千五百四十件と過去最多となりました︒い

進めていただきたい︒

でなく︑賞与︑各種手当︑福利厚生を含めた非正

リカレント教育により多くの方が学び直しできる

じめの兆候を早期に把握しようとする学校現場の

女性活躍推進法や改正育児・介護休業法により︑

規労働者の処遇改善施策など︑我が党の主張が反

よう助成制度を拡充することや︑短時間勤務の導

機運の高まりとの見方もありますが︑深刻な数字

見解を求めます︒

映されており︑これを評価いたします︒

入など︑女性がライフステージに応じて再就職し

と受け止め︑これまで以上に未然防止や相談体制

国民一人一人の活躍を後押しする働き方改革︑

以下︑この提言内容に沿って二点伺います︒

やすい環境整備を急ぐべきです︒

発の機会を充実させ︑若者︑高齢者︑障害者等の

の実現︑さらには職場内︑職場外を含めた能力開

を国政に反映してきました︒その結果︑若者雇用

談会や意識調査などを行い︑学生を始め若者の声

公明党は︑これまで青年議員を中心に各地で懇

若者の活躍推進について伺います︒

働き方改革の取組について総理に伺います︒

ります︒全ての子供にとって︑学ぶ権利は尊重さ

また︑不登校児童生徒の数は十二万六千人に上

絶対に許さないとの気風を社会全体で確立してい

も︑未来の宝である子供たちを苦しめるいじめは

の充実に全力を挙げるべきです︒そして︑何より

その実効性ある取組が急がれます︒

一点目は︑テレワークや副業︑兼業といった多

多様な働き手の参画を後押しする取組が重要です︒

促進法の制定や︑いわゆるブラック企業︑ブラッ

れなければなりません︒

様な働き方の推進です︒

テレワークは︑子育てと仕事の両立を始め︑離

クバイトの根絶などの取組が前進しました︒また︑

長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランス

職防止の観点からも大事な取組です︒また︑副業︑

地方版政労使会議を提案し︑地方における賃上げ

確保法が議員立法で成立しました︒同法の趣旨を

学など多様な学びの場を提供するための教育機会

さきの臨時国会では︑フリースクールや夜間中

くことがいじめの根絶につながります︒

兼業は︑オープンイノベーションや起業の手段と

や働き方改革も推進してきました︒
他方で︑若者に関する施策は各省庁に分かれて

して大きな効果が期待されています︒勤務時間の
管理の難しさや更なる長時間労働を助長する懸念

参議院記録部

-5-

【未定稿】
本会議
平成２９年１月２５日

る取組を一層強化すべきです︒

問を終わります︒
︵拍手︶

次に︑オリンピックでは世界各国から多数の人

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 山口那津男議員

踏まえ︑学校に行けない児童生徒に学びの場を確
保していただきたい︒
﹁ひとしく教育を受ける権
が集まることもあり︑選手村を始めとして︑日本

︹内閣総理大臣安倍晋三君登壇︑拍手︺

利を有する︒
﹂との憲法二十六条を社会の変化に

にお答えをいたします︒

トランプ大統領は︑就任演説で︑選挙期間中に

ねがありました︒

トランプ新政権と今後の日米関係についてお尋

で提供される食品には安全の確保や環境への配慮

の対応が可能となれば︑日本の食の競争力を高め︑

用する認証取得に取り組みつつ︑多様な食文化へ

が求められます︒この大会を契機に︑国際的に通

応じて具体化していく取組が求められます︒
いじめ︑不登校問題への対応について総理に伺
います︒
最後に︑三年後に開催される平和の祭典︑東京

ます︒文化芸術を通じて世界に日本の魅力を発信

さらには︑オリンピックは文化の祭典でもあり

配といった普遍的価値のきずなで固く結ばれた揺

ました︒日米は︑自由︑民主主義︑人権︑法の支

再び偉大にするとの決意を国の内外に鮮明にされ

主張してきた米国第一主義を改めて掲げ︑米国を

前回の東京大会が開催された一九六四年は︑公

するとともに︑文化芸術立国の実現を推し進める

るぎない同盟国であります︒トランプ大統領とで

輸出拡大のチャンスともなります︒

明党が誕生した年でもありました︒当時の大会で

ため︑昨年十月にスタートした文化プログラムを

きるだけ早期に会談し︑トランプ大統領との信頼

オリンピック・パラリンピックについて質問いた

は︑新幹線や高速道路の開通など︑現在にも残る

全国津々浦々で展開し︑成功させていただきたい︒

します︒

数々のレガシーが生み出され︑戦後の荒廃から立

関係の下に揺るぎない日米同盟のきずなを更に強

日中関係及び日中韓サミットについてお尋ねが

化していきたいと考えています︒

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に
以上︑我が国が直面する内外の政治課題につい

向けた取組について︑総理の見解を求めます︒

ち上がった日本の復興を世界に示す象徴となりま
した︒
二〇二〇年の大会においても︑高齢社会︑環
が直面する共通課題を踏まえ︑日本の強みである

体制に不確実性が高まる中にあって︑我が国は安

冒頭申し上げたとおり︑世界経済や各国の政治

いただいております︒特に︑山口代表には︑政権

れまで政党間交流を通じた日中関係の発展に尽力

公明党には︑連立与党のパートナーとして︑こ

ありました︒

技術︑文化を生かしながら︑その先頭に立って課

定の要としてその責任を果たし︑国際社会の平和

発足直後及び一昨年十月に訪中していただき︑私

て述べさせていただきました︒

題解決に取り組む姿を世界に示し︑次世代に誇れ

と安定に積極的な貢献をしていかなければなりま

の親書を習近平主席にお渡しいただくなど大変重

境・エネルギー問題など︑日本を始め多くの国々

るレガシーを創出していかなければなりません︒

せん︒

具体的に三点伺います︒

民の声に真摯に耳を傾けながら︑こうした課題を

申し上げます︒

要な役割を果たしていただいており︑改めて感謝

高齢者や障害者など誰もが安心して生活︑移動で

克服し︑安心と希望ある未来を切り開くための政

昨年九月のＧ 20
杭州サミット及び十一月のペ
ルーＡＰＥＣの際に習近平国家主席と会談し︑本

連立政権の一翼を担う公明党は︑引き続き︑国

きるユニバーサルデザインの町づくりや︑心のバ

策を着実に実行していくことをお誓いし︑私の質

まず︑テロなど組織犯罪への対策強化とともに︑

リアフリーを含め全ての人の社会参加を後押しす
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て関係を改善させていくことで一致しました︒

友好条約締結四十周年といった節目の機会を捉え

年の日中国交正常化四十五周年︑来年の日中平和
にも積極的に取り組み︑自由貿易の推進に全力を

コロンビアを始めとする二国間の経済連携協定

渉において質の高い協定を目指してまいります︒

ると考えます︒核兵器禁止条約交渉については︑

ては︑主張すべきは主張していくことが重要であ

核兵器のない世界の実現に向けて︑我が国とし

持続可能な開発目標の達成に向けた防災及び教

していく考えです︒

ただいま申し上げた考え方の下︑政府全体で検討

お尋ねがありました︒

核兵器のない世界の実現に向けた取組について

尽くしていきたいと思います︒

政府としても︑引き続き︑戦略的互恵関係の考
え方の上に︑大局的な観点から共に努力を重ね︑
政治︑経済︑文化︑人的交流など︑様々な分野で

の核兵器禁止条約の交渉開始決議については︑最

がそれに同意することが必要不可欠です︒御指摘

り︑政府としては︑持続可能な開発目標推進本部

示してきた人間の安全保障の理念が反映されてお

持続可能な開発目標には︑我が国の国際社会に

育分野での取組についてお尋ねがありました︒

日中韓サミットについては︑御指摘のとおり︑

初から核兵器国は一国たりとも交渉に参加せず︑

の下︑ＮＧＯ︑ＮＰＯ等の多様な主体と連携しつ

核兵器のない世界の実現のためには︑核兵器国

具体的な日程は現時点では決まっておりませんが︑

決議にも賛成しませんでした︒この決議は︑核兵

つ︑率先して取り組んでまいります︒

対話と交流を促進し︑安定的な友好関係の発展に

我が国は︑議長国として︑引き続き日程調整に意

器国と非核兵器国の間の亀裂を一層深め︑核兵器

努めていきます︒

を用い︑本年のできるだけ早い時期に日本で開催

のない世界の実現を更に遠のかせてしまう結果と

そのために︑御指摘のとおり︑我が国の知見や

できるよう努力してまいります︒

我が国は︑唯一の戦争被爆国として︑核兵器の

開催した第三回国連防災世界会議において︑事前

であります︒我が国は︑二〇一五年三月に仙台で

経験を生かした防災の主流化を進めることが重要

自由で公正な共通ルールに基づく自由貿易体制

ない世界の実現に向け︑国際社会の取組をリード

の防災投資の推進を含む仙台防災協力イニシアテ

なることから︑我が国は反対しました︒

こそが世界経済の成長の源泉です︒トランプ大統

していく使命を有しています︒そのため︑我が国

ィブを発表しました︒今般策定した持続可能な開

経済連携の進め方についてお尋ねがありました︒

領も自由で公正な貿易の重要性については認識し

は︑核兵器国と非核兵器国の双方に協力を求め︑

教育についても︑御指摘のとおり︑誰一人取り

ていると考えており︑ＴＰＰ協定が持つ戦略的︑

取っています︒この考えは︑我が国の核兵器廃絶

残さないとの理念は︑広く未来を担う子供たちの

発目標実施指針の下でも︑同イニシアティブを着

数年間の交渉を経てＴＰＰ協定に結実した新た

決議として︑国連において圧倒的多数の支持を得

心に深く刻んでほしい重要な考え方です︒実施指

核兵器のない世界の実現に向けて︑現実的かつ実

なルールは︑今後の通商交渉におけるモデルとな

て採択されています︒このような現実的かつ実践

針の下︑二〇二〇年度から開始される新しい学習

経済的意義についても腰を据えて理解を求めてい

り︑二十一世紀の世界のスタンダードになってい

的な取組を重ねることで︑ＮＰＴ体制の強化を含

指導要領に基づく教育課程や教材の改善︑充実を

実に推進してまいります︒

くことが期待されます︒この成果を基礎として︑

め︑軍縮・不拡散の国際的な取組をリードしてい

推進していく考えです︒

践的な取組を重ねていくべきとの一貫した立場を

日ＥＵ・ＥＰＡのできる限り早期の大枠合意を目

きます︒

きたいと考えています︒

指すとともに︑ＲＣＥＰ︑日中韓ＦＴＡなどの交
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可能エネルギーの最大限の導入等に取り組みます︒

国内においては︑徹底した省エネルギーや再生

税や社会保障負担等を差し引いた家計の可処分所

入って最も高い水準の賃上げが三年連続で実現し︑

で一倍を超え︑賃上げは中小企業を含め今世紀に

有効求人倍率は史上初めて四十七全ての都道府県

く改善しており︑就業者数は百十万人近く増加︑

実現してまいります︒

にでもチャンスがあり︑頑張れば報われる社会を

組を続けることにより︑格差が固定化されず︑誰

配の好循環をつくり上げるとともに︑こうした取

今後の温暖化対策の取組方針についてお尋ねが

特に︑水素エネルギーは温暖化対策の切り札です︒

得は二年連続で増加するなど︑全国津々浦々で確

の取組についてお尋ねがありました︒

水素サプライチェーンを構築するなど︑世界に先

目指します︒生産から輸送︑消費まで︑国際的な

現在の四十倍︑四万台規模で燃料電池車の普及を

設などの主要な取組を確実に行っています︒また︑

善や年金受給資格期間の短縮︑給付型奨学金の創

会の実現に向け︑保育士及び介護人材等の処遇改

平成二十九年度予算においては︑一億総活躍社

大促進税制による税額控除の拡充を行います︒下

高い賃上げを行う中小企業に対しては︑所得拡

性向上に重点的に取り組んでまいります︒

とおり︑中小企業・小規模事業者の賃上げや生産

循環をより確かなものとするため︑議員御指摘の

人手不足や事業承継の問題を解決し︑経済の好

駆けて取り組み︑イノベーションによる解決を進

科学技術振興費を伸ばすとともに︑公共事業関係

請取引条件の改善に向けては︑五十年ぶりに下請

ありました︒

議員御指摘の水素ガス製造機器を活用するなど︑

実に経済の好循環が生まれています︒

中小企業・小規模事業者の賃上げや生産性向上

水素ステーションを順次整備し︑二〇二〇年には

めます︒

費の成長分野への重点化を行うなど︑経済再生に

代金の支払についての通達を見直し︑現金払を原

世界全体の排出削減については︑二国間クレジ

直結する取組を推進しています︒

の最重要課題として地球温暖化対策に全力を挙げ

ことで最大限貢献していきます︒引き続き︑内閣

税の軽減措置の対象を拡大し︑あわせて賃上げ環

小企業の攻めの投資を後押しするため︑固定資産

さらに︑平成二十九年度税制改正において︑中

確にしました︒また︑雇用保険料率を引き下げ︑

トの一方的な押し付けが禁止されていることを明

抜本改正し︑金型を無料で保管させるなど︑コス

則としました︒下請法の運用基準は十三年ぶりに

ット制度等を活用して︑低炭素技術を普及させる

てまいります︒

境整備のため︑中小企業に係る所得拡大促進税制

中小企業・小規模事業者の負担を軽減します︒

経済再生への取組と成果についてお尋ねがあり

の拡充を実施することとしています︒

九・〇％成長し四十四兆円増加︑実質ＧＤＰも

う状況をつくり出すことができ︑名目ＧＤＰは

スによって極めて短い期間でデフレではないとい

安倍内閣においては︑政権交代後︑アベノミク

にすることにより︑中間層が厚みを増すことにつ

差を埋め︑若者が将来に明るい希望が持てるよう

働同一賃金を実現し︑正規と非正規の労働者の格

ャレンジである働き方改革を加速します︒同一労

また︑一億総活躍社会の実現に向けた最大のチ

今般︑これを製造業から小売・サービス業にも拡

融資等の支援を安倍政権において創設しました︒

あっても活用できる固定資産税の軽減措置や低利

件を満たす経営計画を持った企業であれば赤字で

生産性向上に向けた取組については︑一定の要

ました︒

五・一％︑二十五兆円増加し︑過去最高の水準と

大することで︑商店街等における攻めの投資を促
します︒

ながると考えています︒
アベノミクスを更に加速させながら︑成長と分

なりました︒
特に︑国民生活にとって最も大切な雇用は大き

参議院記録部

-8-

【未定稿】
本会議
平成２９年１月２５日

第四次産業革命に挑戦する中小企業については︑
技術革新の成果を現場に速やかに導入できるよう︑
革新的な物づくり︑サービス開発などの設備投資
を積極的に支援してまいります︒国内外の販路開

ャレンジする地方の皆様を全力で応援してまいり
ます︒
東日本大震災からの復興についてのお尋ねがあ
りました︒

東京オリンピック・パラリンピックは︑被災地

が復興を成し遂げつつある姿を世界に発信する絶

好の機会です︒復興五輪に向け︑被災地の自治体

の声も十分に伺いながら︑東北の復興を加速して

技術を持ち海外展開に意欲を持つ中堅・中小企業

ドネシア︑ベトナムなどの出張の際にも︑優れた

くり等の心の復興など︑今後とも切れ目のない被

期化する中で︑コミュニティー形成︑生きがいづ

復興は着実に進展しておりますが︑避難生活が長

まいります︒

んと力を合わせ︑新しい東北の未来を切り開いて

災︑困難の日々を胸に刻みながら︑被災地の皆さ

東北の復興なくして日本の再生なし︒あの大震

まいります︒

に参加をいただきました︒引き続き︑きめ細かな

災者支援に取り組むとともに︑農業︑水産業など︑

保育士の処遇改善についてお尋ねがありました︒

今年の三月で東日本大震災から六年がたちます︒

取組により︑中小企業の賃上げや生産性向上を支

なりわいの再生を力強く支援してまいります︒ま

拓も支援していきます︒今月のフィリピン︑イン

援し︑成長と分配の好循環を実現してまいります︒

安倍政権では︑高い使命感と希望を持って保育

福島では︑東京電力福島第一原子力発電所の廃

安倍政権は︑政権交代直後から毎年度︑保育士

た︑観光先進地・東北を目指し︑東北の外国人宿

事業を着実に実施しています︒御指摘のとおり︑

炉・汚染水対策について︑引き続き国が前面に立

等の処遇改善に取り組んできました︒来年度︑全

地方創生についてお尋ねがありました︒

教育を通じて若者の力を地方創生に生かしていた

って安全かつ着実に取り組んでまいります︒浜通

職員について二％︑月額約六千円改善し︑安倍政

の道を選んだ方々に仕事を続けていただくために︑

だきたいと考えています︒

り地域に新たな産業集積を生み出す福島イノベー

権の下︑合計一〇％の改善が実現します︒これに

泊者数を二〇二〇年に百五十万人にするという目

御紹介のあった島根県の高校のほか︑例えば北

ション・コースト構想についても︑福島復興特措

加え︑キャリアアップの仕組みとして︑経験年数

現在︑ほぼ全ての地方公共団体で地方版総合戦

海道音威子府村では︑村立の美術工芸高校が地元

法を改正し︑着実に推進してまいります︒また︑

がおおむね七年以上の中堅職員に対しては月額四

処遇改善を始め︑潜在保育士の再就職支援や保育

木材を生かした木工芸の教育で全国から生徒を集

ロボットの活用等による最新鋭の農林水産業を促

万円などの処遇改善を行います︒

標の達成に向け︑東北の観光復興を加速してまい

め︑高校生たちが地元の運動会やボランティア活

進するとともに︑福島県産農林水産物のブランド

さらに︑平成二十九年度予算では︑保育の人材

略が策定され︑各地方公共団体においては︑ＰＤ

動に積極的に参加しています︒同じく北海道の三

力を回復するため︑グローバルギャップ等の取得

確保策として︑保育士の宿舎借り上げの支援事業

士の事務負担の軽減などに総合的に取り組んでい

笠市では︑高校生が地産地消による食堂﹁まごこ

支援や信頼回復の取組に関する情報提供など︑生

の拡充︑離職者の再就職支援を行う保育士・保育

ります︒

ろきっちん﹂を運営し︑地域経済に貢献していま

産から流通︑販売に至るまで風評の払拭を総合的

園支援センターの体制強化などを盛り込んでいま

ＣＡサイクルで成果をチェックしながら地方創生

す︒こうした若者が積極的に地域社会に関わる取

に支援してまいります︒

ます︒

組を情報︑人材︑財政面で支援し︑地方創生にチ
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【未定稿】
本会議
平成２９年１月２５日

育人材の確保を図ってまいります︒

す︒これらの対策に総合的に取り組み︑必要な保
新たな技術の開発︑オープンイノベーションや起

効果も期待できます︒副業や兼業を行うことは︑

段となり︑女性︑高齢者︑障害者等の離職を防ぐ

課題です︒

自立︑活躍できるよう支援することは政府の重要

子供が健やかに成長し︑次代を担う若者として

レワークの利用者︑副業︑兼業を認めている企業

業を進める機会が生まれます︒我が国の場合︑テ

するとともに︑私を本部長とし︑全閣僚によって

事務について︑加藤内閣府特命担当大臣の担当と

政府においては︑青少年の健全な育成に関する

介護職員の幅広い処遇改善についてのお尋ねが
介護職員の処遇改善に当たっては︑介護の仕事

はいまだに極めて少なく︑その普及を図っていく

ありました︒
は本当にやりがいがあると大きな希望を持って介

構成される子ども・若者育成支援推進本部を設置

同本部においては︑昨年︑子供︑若者の育成支

に推進しています︒

し︑子供︑若者の育成支援に関する施策を総合的

ことは極めて重要であります︒
です︒労働時間管理をどうしていくのかも整理す

他方︑これらが長時間労働を招いては本末転倒

護の道を選んだ皆さんの高い使命感にしっかりと
応えていくことが重要です︒
このため︑ニッポン一億総活躍プランに基づき︑

る必要があります︒ガイドラインの制定も含めて︑

的な方針策を定める子供・若者育成支援推進大綱

一旦仕事を離れた人が再び仕事に就く場合の再就

女性の活躍については︑我が国では正社員だっ

を決定しました︒この大綱を踏まえ︑引き続き︑

援に関する施策についての政府全体における基本

平成三十年度の介護報酬改定を待つことなく︑平

た女性が育児で一旦離職するとパート等の非正規

子供︑若者の健全な育成のため︑若者を始め幅広

多様な政策手段について検討を進めます︒

成二十九年度から︑技能や経験に応じて昇給する

で働き続けざるを得ないことが多い事実がありま

職準備金の倍増を図ったところであり︑さらに︑

仕組みを構築し︑月額平均一万円相当の処遇の改

進などにより︑職場環境の改善や現場の負担軽減

ロボットの活用やＩＣＴ化による生産性向上の推

健康確保のための専門的な相談援助の実施︑介護

あわせて︑介護労働者が働きやすい職場環境や

に対する教育訓練給付の給付率を引き上げること

スキルの習得の機会を増やすとともに︑受講費用

象となる教育訓練の講座を大幅に拡大し︑多様な

育などの支援を抜本的に拡充するため︑助成の対

出産などを機に離職した皆さんのリカレント教

め︑いじめ防止対策推進法に基づき︑全ての学校

かし︑どの学校でも起こり得るものです︒このた

いじめは決して許されないことであります︒し

く国民各層の意見を取り入れながら政策を進めて

を進めます︒このように︑あらゆる手を尽くして

などを内容とする雇用保険法改正法案を今国会に

で学校いじめ防止基本方針を策定し︑教職員や専

す︒労働生産性の向上の点でも問題があります︒

介護職員の処遇改善に取り組んでまいります︒

提出します︒短時間正社員制度の導入支援など︑

門家から成るいじめ防止に必要な組織が設置され

善を行います︒

働き方改革についてお尋ねがありました︒

女性がライフステージに応じて再就職しやすい環

たところです︒また︑子供たちがいじめは絶対に

まいります︒

誰もが生きがいを持ってその能力を存分に発揮

境整備を急ぎます︒これらの内容を含め︑三月に

許されない行為であると自覚することができるよ

う︑道徳の特別の教科化など道徳教育の充実を図

りました︒

いじめ及び不登校への対応についてお尋ねがあ

できる一億総活躍社会をつくる︑その最大のチャ

実行計画を決定し︑改革を加速します︒
若者の活躍推進についてのお尋ねがありました︒

レンジは働き方改革であります︒
テレワークは︑子育て︑介護と仕事の両立の手
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【未定稿】
本会議
平成２９年１月２５日

スクールソーシャルワーカーの配置の充実を進め

るとともに︑学校におけるスクールカウンセラー︑
た︑受動喫煙対策の徹底︑ユニバーサルデザイン

策︑テロなど組織犯罪への対策を強化します︒ま

めているところです︒サイバーセキュリティー対

広域観光周遊ルートの形成︑充実等を進め︑外国

国立公園︑文化財︑古民家等の観光活用の推進︑

今後とも︑この観光ビジョンに基づきまして︑

ます︒

てまいります︒

の推進︑多様な食文化への対応など︑この機を生

はの魅力的な体験等もアピールをして地方への誘

不登校については︑先般成立した教育機会確保

アスリートが最高のパフォーマンスを発揮し︑

客を促進する︒また︑長期滞在の傾向のある欧米

人のニーズを十分に把握しながら︑我が国ならで

ールカウンセラー等の配置の充実や学校との情報

全世界に向けて夢と感動︑そして平和を発信でき

豪や富裕層を新たなターゲットに位置付け︑リピ

かし︑誰もが共生できる町づくりを進めます︒

共有の推進などの取組を進めているところです︒

る世界一の大会の実現に向け︑政府一丸となって

ーター化の促進にもつながる訪日プロモーション

法を踏まえ︑教育支援センターの整備促進︑スク

今後とも︑いじめや発達障害など様々な事情で不
取り組んでまいります︒

の展開︑観光を支える経営人材の育成や宿泊業の

︹国務大臣石井啓一君登壇︑拍手︺

できるよう︑出入国管理体制や通信︑交通︑決済

へ変革をする︒さらに︑ストレスなく快適に観光

生産性向上により︑観光産業を我が国の基幹産業

○国務大臣︵石井啓一君︶ 観光立国の更なる推

させます︒
︵拍手︶

残余の質問につきましては︑関係大臣から答弁

登校となっている子供たちが自信を持って学ぶこ
とができるよう︑フリースクールの子供たちへの
支援を拡充してまいります︒
二〇二〇年東京大会へ向けた取組についてお尋
ねがありました︒

省庁︑民間企業等︑様々な関係者と連携して具体

などの受入れ環境を整備するといった施策を関係
我が国を訪れる外国人旅行者の数は︑二〇一二

化し︑実行していかなければならないと考えてお

進についてお尋ねがありました︒

りとブラジルからバトンを引き継いでまいりまし

年からの四年間で一千五百万人以上増え︑昨年は

次はいよいよ東京大会であります︒私もしっか
た︒そして︑昨年十二月︑新国立競技場整備事業

ります︒

官民一体となって全力で取り組んでまいります︒

引き続き︑観光先進国の実現に向け︑政府一丸︑

二千四百四万人となり︑史上初めて二千万人を超
えました︒また︑外国人旅行者の消費額は︑同じ

も本格化いたしました︒
東京大会については︑世界中の多くの人々が夢

くこの四年間で二兆六千億円以上増え︑三兆七千
昨年三月に政府は︑明日の日本を支える観光ビ

御指摘のとおり︑昨年も数多くの災害が発生を

と希望を分かち合う歴史に残る大会︑東日本大震
発信する大会︑パラリンピックの開催を通じ︑我

ジョンを策定をいたしまして︑訪日外国人旅行者

いたしました︒被災地の方々が一日でも早く日常

次に︑防災︑減災の取組についてお尋ねがござ

が国が障害者の方々にとってバリアのない︑世界

数を二〇二〇年四千万人︑二〇三〇年六千万人︑

の生活に戻れるよう︑早期の復旧復興に向け︑国

四百七十六億円となりました︒

で最も生き生きと生活できる国であることを示す

訪日外国人旅行消費額を二〇二〇年八兆円とする

土交通省も全力で取り組んでまいります︒

災から復興を成し遂げた日本の姿を世界に向けて

大会としていきたいと考えています︒

こと等を新たな目標に掲げ︑その実現のために必

いました︒

三年後に迫った東京大会を必ず成功させる︒政

要となる骨太の政策を取りまとめたところであり

また︑このような災害の教訓を踏まえ︑災害リ

府としては︑基本方針を決定し︑必要な準備を進
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【未定稿】
本会議
平成２９年１月２５日

スクに関する知識と心構えを社会全体で共有し︑

的には︑水害リスクの高い地域に立地する介護施

四％の伸びにすぎず︑消費税の増税もあり︑実質

賃金で実に年収十九万円ものマイナスです︒家計

では大きなマイナスです︒中小企業や非正規も含

あわせて︑インフラの老朽化対策について︑高

消費も十五か月連続で前年比マイナスを続けてい

設等における避難計画の作成︑訓練実施の義務化

度経済成長期以降に整備したものが今後一斉に老

ます︒

地震︑洪水︑土砂災害等の様々な災害に備える防

朽化することから︑昨年十一月に設置をいたしま

大企業に巨額の内部留保が積み上がる一方で︑

めた全労働者では︑安倍政権発足前と比べ︑実質

まず︑地震への備えといたしましては︑熊本地

したインフラメンテナンス国民会議の場を通じて︑

実質賃金が下がり︑家計消費が落ち込んでいます︒

等を図ります︒

震も踏まえ︑建築物の耐震化を推進いたします︒

メンテナンス産業の育成︑活性化を図りながら︑

これを総理は︑経済の好循環だと言うのでしょう

災意識社会へ転換し︑整備効果の高いハード対策

特に︑防災拠点となる建築物については︑倒壊し

産学官民が一丸となって技術や知恵を総動員して

か︒

と住民目線のソフト対策を総動員していく必要が

ないだけでなく︑防災拠点として継続的にその機

戦略的に取り組んでいくことといたします︒

あると考えております︒

能を発揮できるよう︑地方公共団体の耐震対策を

国民の生命と財産を守り︑自然災害に強い国づく

で︑普通と答えた人が五二％から三六％になりま

苦しいと答えた人が四二％から六〇％となる一方

国民生活基礎調査では︑この二十年間︑生活が

また︑切迫する南海トラフ巨大地震や首都直下

りを実現するため︑総力を挙げて防災・減災対策

した︒普通に暮らしていた人々が苦しい生活に追

今後とも︑国土交通省の現場力を最大限活用し︑

地震については︑想定される具体的な被害特性に

に取り組んでまいります︒
︵拍手︶

支援をいたします︒

合わせ︑避難路︑避難場所の整備︑ゼロメートル

い込まれています︒今や︑リストラ︑病気︑介護

などで︑誰もが貧困に陥ってしまう社会になって

│││││││││││││
○議長︵伊達忠一君︶ 小池晃君︒

しまいました︒こうした社会の立て直しが政治の

地帯の堤防の耐震化等︑実効性のある対策を推進

︹小池晃君登壇︑拍手︺

をいたします︒
特に︑糸魚川市の大規模火災も踏まえ︑木造建

○小池晃君 日本共産党の小池晃です︒

最大の責任なのではありませんか︒

築物の密集した市街地の対策については︑地方公

格差と貧困を正し︑中間層を豊かにするために︑

第一は︑税金の集め方の改革です︒消費税増税

会派を代表して︑安倍総理に質問します︒
に経済の好循環が生まれていると述べました︒し

を中止し︑富裕層や大企業への優遇を正し︑能力

共団体と連携をし︑取組を更に促進をしてまいり

かし︑国民にはそうした実感は全くありません︒

に応じて負担する公正公平な税制を実現すること

今政治が行うべきことは何か︒

水防災意識社会再構築ビジョンに基づき︑堤防の

確かに︑大企業の経常利益は三年間で一・五倍

総理は︑施政方針演説で︑全国津々浦々で確実

強化やタイムラインの作成などハード︑ソフト一

近くに増え︑内部留保は五十二兆円増えて過去最

第二は︑税金の使い方の改革です︒軍拡や大型

ます︒

体となった取組を進めてまいりましたが︑今国会

高の三百八十六兆円余りに達しました︒しかし︑

開発中心の予算にメスを入れ︑社会保障︑教育︑

頻発︑激甚化する水災害については︑一昨年来︑

では︑この取組を更に加速するため︑水防法等を

労働者の給与︑賞与は︑大企業正社員でも一・

です︒

改正する法律案を提出する予定であります︒具体
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社会の実現です︒

は時給千五百円へ︒八時間働けば普通に暮らせる

し︑非正規から正規への流れをつくり︑最低賃金

第三は︑働き方の改革です︒長時間労働を規制

算を増やすことです︒

子育て支援など︑格差と貧困の是正につながる予

増削減はきっぱり中止し︑充実に向かうべきでは

企業への四兆円もの減税をやめ︑社会保障の自然

安定と消費の喚起にも大きな障害となります︒大

め︑現役世代の不安を増大させ︑中間層の生活の

し︑医療や介護の自己負担引上げは︑家計を苦し

活性化のためにも必要だと述べてきました︒しか

あり︑中間層が安心して消費ができる状況が経済

ロ法案はきっぱり撤回すべきではありませんか︒

を増やす︑こんなことは許されません︒残業代ゼ

をしながら︑その一方で規制が掛からない労働者

から外してしまう法案です︒残業時間の上限規制

れはそもそも一定の労働者を労働時間管理の対象

代ゼロ法案を撤回しようとしません︒しかし︑こ

政府は︑長時間労働の規制を言いながら︑残業

第四は︑産業構造の改革です︒大企業と中小企

一％の富裕層や大企業ではなく︑九九％の国民

を豊かにする政治を︒そのために日本共産党は全

ありませんか︒
働き方改革についても質問します︒

業︑大都市と地方などの格差を是正するため︑中
小企業を日本経済の根幹として支援し︑農林水産

力を挙げる決意を表明するものであります︒

元高等教育局長の天下りを文部科学省が組織的

総理は︑罰則付きの時間外労働の限度を定める
法改正を提出すると述べましたが︑その上限は何

にあっせんしていたことが明らかとなりました︒

業の抜本的充実を図るべきです︒

時間ですか︒月八十時間で検討しているとの報道

隠蔽工作や大学側との口裏合わせまで指摘されて

以上が日本共産党の提案ですが︑今回は社会保

もありますが︑過労死基準を上限にするなど許さ

おり︑組織的な天下りあっせんの疑いがあります︒

障と雇用の問題について質問します︒
総理は︑かつて毎年一兆円ずつ増えていた社会

れません︒大臣告示は︑残業は週十五時間︑月四
十五時間以内ですから︑当然これを法令とすべき

とりわけ文科省は︑大学運営交付金や私学助成︑

保障費の伸びは︑今年度予算に続き来年度予算に
おいても五千億円以下に抑えることができたと胸

持っています︒そうした権限を背景にして︑国立

さらに科研費などの競争的資金を配分する権限を
勤務の間の休息時間の確保︑いわゆるインター

大学の人事を牛耳り︑私立大学への組織的な天下

ではありませんか︒
バル規制も必要です︒ヨーロッパのＥＵ指令では︑

りあっせんを行っていたのではありませんか︒全

を張りました︒しかし︑この削減は国民に激痛を

二十四時間につき最低連続十一時間とされていま

容解明を求めます︒

与え︑家計消費を冷え込ませるものにほかなりま
安倍政権は︑この四年間︑年金の削減︑入院食

す︒我が国でもこれを法定化すべきではありませ

大幅な引上げ︑七十歳以上の高額療養費の患者負

らに︑来年度予算では︑後期高齢者医療保険料の

を繰り返さないために︑野党四党は衆議院に長時

高橋まつりさんの無念に応え︑このような苦しみ

電通に勤め︑二十四歳の若さで自ら命を絶った

仕組みをつくった下で今回の事件が起きているこ

天上がりを原則自由化し︑内閣の下で一元化する

制期間や人事院による承認をも撤廃し︑天下り︑

れまでの国家公務員法にあった離職後二年間の規

せん︒
費の負担増︑介護保険利用料への二割負担の導入

んか︒

担増︑高額介護サービス費の負担増など︑保険料

間労働規制法案を提出しています︒直ちにこれを

とであります︒我が党は︑これは天下り自由化法

重大なのは︑第一次安倍内閣が二〇〇七年︑そ

など︑給付を削り︑負担を増やしてきました︒さ

負担︑患者負担を更に引き上げようとしています︒

審議し︑成立させようではありませんか︒

総理は︑社会の安定のためには中間層が重要で
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だと批判をし︑新たな政官財癒着に道を開くと指

ました︒基地外での日本の警察権行使を拒否し︑

総理︑費用の増大はこれで終わりと断言できま

汚染水対策も︑保管量が増え続ける状態が今後も

すか︒事故原因の究明どころか︑壊れた原子炉の

米軍は事故後僅か六日でオスプレイの訓練を再

続き︑費用が更に膨れ上がる可能性を否定できる

証拠を隠滅する行為は︑日米地位協定上も許され

開し︑事故後三週間余りで空中給油の訓練も再開

のでしょうか︒

摘しましたが︑そのとおりの事態になったではあ

しましたが︑政府はいずれも理解すると表明しま

一旦大事故が起これば︑故郷は奪われ︑仕事も

内部状況や溶け落ちた核燃料の所在さえ不明です︒

した︒日本の捜査機関は独自の情報を何も持って

奪われ︑平穏な暮らしや家庭が壊され︑人々の健

ない無法なものではありませんか︒

沖縄では︑名護市辺野古の美しいサンゴ礁を埋

おらず︑米軍の調査でも事故原因は特定されませ

康と地球環境を危険にさらす︑その上︑膨大なコ

りませんか︒当時︑これは天下り問題を根絶する

め立て︑海兵隊の新基地建設が強行されています︒

んでした︒それなのになぜ︑政府は一体どのよう

ストが生じるのが原発です︒再稼働せず︑原発ゼ

法案だと答弁した総理は︑その責任をどう考えて

東村高江ではやんばるの美しい森を破壊してオス

な根拠で理解したのでしょうか︒

いますか︒明確な答弁を求めます︒

プレイ着陸帯が︑伊江島でもＦ 35
戦闘機着陸帯
の建設が住民の声を無視して進められています︒

政府は︑高速増殖炉﹁もんじゅ﹂の廃炉を決定

ロの日本に踏み出すべきではありませんか︒

主権国家にあるまじき安倍政権の態度を断じて許

しました︒
﹁もんじゅ﹂には一兆円もの資金を投

沖縄県民や国民の安全より日米同盟を優先する︑

点として抜本的に強化︑固定化するものにほかな

すわけにはいきません︒米国のトランプ新大統領

入しながら︑初臨界から二十二年間︑稼働したの

これらは︑米軍基地を世界への殴り込みの一大拠
りません︒

の米国第一に対して︑今までのような日米同盟第

は施政方針演説で︑辺野古沖への移設工事を進め

設反対の審判が下されています︒ところが︑総理

外交をやめ︑対等︑平等︑友好の日米関係に切り

は深まるばかりであります︒異常なアメリカ追随

一という硬直した思考を続けたら︑国民との矛盾

失敗だったと認めますか︒

は僅か二百五十日です︒総理は︑
﹁もんじゅ﹂は

沖縄では︑これまでの選挙で繰り返し新基地建

ると明言しました︒総理は︑保守︑革新を超えて

替えることを強く求めます︒

態を浮き彫りにしました︒今回の事故について︑

海岸に墜落した事故は︑日本と沖縄の植民地的実

昨年十二月︑米海兵隊のオスプレイが名護市の

んか︒

の国の政府としては許されないことではありませ

要もないと考えているのですか︒それは民主主義

わないまま電気料金などで押し付けようとしてい

億円に上る国民負担を︑株主や大銀行の責任を問

権は︑福島原発事故処理費用として二十一兆五千

迎えました︒国民の経済負担も重大です︒安倍政

万一千百三十名の方が避難先で六年目のお正月を

の深刻さが一層明らかになっています︒今年も八

東京電力福島第一原発の事故は︑時とともにそ

ではありませんか︒

逃れができなくなり︑再稼働ができなくなるから

かないと︑核のごみ問題に対策がないことの言い

っても︑核燃サイクルが回るように取り繕ってお

ぜ核燃サイクルにしがみつくのか︒たとえ幻であ

いません︒
﹁もんじゅ﹂の失敗の総括もなく︑な

実証炉は世界でも実用化できるめどは全く立って

炉の開発に着手するとしています︒しかし︑高速

政府は︑
﹁もんじゅ﹂に代わる新しい高速実証

示されているオール沖縄の民意を一顧だにする必

海上保安庁が捜査協力を申し入れたにもかかわら

ます︒

使用済核燃料の処分方法の見通しが立たないま

ず︑米軍は無視し︑物証となる機体の回収を進め
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昨年十二月の国連人権委員会の南スーダン調査

ことを認めますか︒

原発再稼働を中止し︑再生可能エネルギーの本格
団を始め︑国連の公式文書は内戦状態であること

ま再稼働を強行するのは︑余りにも無責任です︒
的導入に大胆に転換する決断を強く求めます︒

廃止するために︑野党と市民の共闘を更に発展さ

せていく決意を表明するものであります︒

最後に︑安倍政権が国会に提出しようとしてい

る共謀罪について聞きます︒

英軍司令官代理も︑和平合意が維持されていると

すなわち相談︑計画しただけで処罰するものであ

を繰り返し指摘しています︒ＵＮＭＩＳＳの楊超

憲法審査会で具体的に議論を深めようと述べ︑憲

は言えない︑ジュバの治安状況は予測不可能で非

ります︒これは︑犯罪行為が実行された場合のみ

今年は憲法施行七十年の節目の年です︒総理は︑
法改定に執念を燃やしています︒しかし︑多くの

常に不安定と述べています︒こうした見方は全て

処罰できるとした刑法の大原則を転換するだけで

共謀罪とは︑実際の犯罪行為がなくても︑共謀︑

国民は改憲を求めていません︒直近の世論調査で

誤っているというのですか︒危険を危険と認めな

に背く違憲立法にほかなりません︒たとえテロ等

も︑憲法改定の議論を急ぐ必要はないと過半数が

二点目︒南スーダン政府軍が︑国連ＰＫＯ︑国

準備罪と名前を変えても︑対象犯罪を絞っても︑

なく︑思想及び良心の自由を保障した憲法十九条

連施設︑職員への攻撃を繰り返している事実を認

その本質は何ら変わりません︒

い安倍政権の態度こそ最も危険であります︒

めますか︒

答えています︒総理は︑国民の多くが改憲が政治
の優先課題ではないと考えている事実を認めます
か︒
憲法を変えるのではなく︑憲法を生かす政治こ

逆に踏み付けられてきました︒とりわけ総理は︑

しました︒十一月の国連事務総長の南スーダン報

殺害︑レイプ︑略奪などを行ったことを明らかに

現行法ではテロを未然に防ぐことが不可能だとい

で処罰できる国内法も持っています︒それなのに︑

五十七の主要重大犯罪について未遂より前の段階

政府はテロ対策のためと言いますが︑既に日本

歴代自民党内閣の憲法解釈を踏み破り︑立憲主義

告でも︑ＵＮＭＩＳＳの要員に対する逮捕︑拘束︑

うのでしょうか︒

昨年九月︑南スーダンに関する専門委員会の書

を破壊する暴挙を重ねてきました︒集団的自衛権

迫害などが指摘されています︒このような状況下

政府は︑共謀罪創設について︑テロを防ぐ国際

そ必要です︒しかし︑憲法施行後の七十年間︑憲

行使容認の閣議決定を行い︑安保法制︑戦争法を

で自衛隊が駆け付け警護を行えば︑自衛隊が南ス

組織犯罪防止条約を締結するためとしています︒

はテロ防止のための十三本の国際条約を締結し︑

国民の反対を無視して強行成立させ︑戦後日本の

ーダン政府軍に武器を使用することになり︑憲法

しかし︑この条約が採択されたのは︑同時多発テ

簡は︑政府軍が国際機関のスタッフの居住区画で

一人も戦争で殺さない︑殺されないという在り方

が禁止する海外での武力行使となるのではありま

法は生かされるどころか︑自民党政治によって︑

を根本から変えようとしています︒

ロ以前の二〇〇〇年です︒その目的は︑マフィア

や暴力団による経済犯罪への対処であり︑テロ対
民生・人道支援に切り替えることを強く求めます︒

新たに共謀罪を制定した国は何か国かお答えくだ

総理︑条約を締結したのは何か国で︑そのうち

策ではありません︒
日本共産党は︑憲法違反の安保法制︑戦争法を

南スーダンから撤退させ︑日本の貢献を非軍事の

自衛隊の新任務付与を直ちに撤回し︑自衛隊を

せんか︒

安保法制に基づいて︑南スーダンＰＫＯ︑ＵＮ
ＭＩＳＳに派遣されている自衛隊に駆け付け警護
などの新任務が付与されました︒
そこで︑質問します︒
総理は︑南スーダンが事実上の内戦状態にある
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【未定稿】
本会議
平成２９年１月２５日

することができるとし︑国連が作成した立法ガイ

ウィーン条約十九条は︑条約の締結に留保を付
津々浦々で確実に経済の好循環が生まれています︒

の可処分所得は二年連続で増加するなど︑全国

で実現し︑税や社会保障負担等を差し引いた家計

今世紀に入って最も高い水準の賃上げが三年連続

てまいります︒

ンスがあり︑頑張れば報われる社会をつくり上げ

に加速させ︑格差が固定化されず︑誰にでもチャ

とにつながると考えています︒アベノミクスを更

さい︒

ドは︑締約国の国内法の基本的原則と合致した方

御指摘の実質賃金の減少については︑消費税率

医療と介護の見直しと国民生活等についてのお

法で行うとしています︒共謀罪を留保しても︑条

尋ねがありました︒

上昇したことや︑景気が回復し雇用が増加する過

社会全体が高齢化︑社会保障費が増大する中︑制

引上げに加え︑デフレ脱却に向かう過程で物価が

一般人は対象にならないといいますが︑それを

程においてパートで働く人が増えたことによるも

度を持続可能なものとし︑次世代に引き渡してい

約締結の壁にはなりません︒
判断するのは捜査機関であり︑共謀しているかど

のであります︒なお︑足下では︑平成二十七年七

平成二十九年度予算の医療︑介護の制度改革は︑

うかをつかむためには︑多数の一般人が盗聴や監

世帯当たりの消費を捉える家計消費は︑世帯人

このため︑今回の改革においては︑七十歳以上

くため︑高齢者の方々にも負担能力に応じた御負

テロ対策の名で国民を欺き︑国民の思想や内心

員の減少などから長期的に減少傾向となっていま

の高額療養費制度の見直しや介護保険制度の利用

月以降︑増加傾向となっています︒

まで取り締まろうという共謀罪は︑物言えぬ監視

すが︑一国全体の消費を捉えるＧＤＰベースで見

者負担の見直しなどを行います︒その際︑高額療

視の対象となるのではありませんか︒

社会をつくるもので︑現代版治安維持法と呼ぶべ

ると︑個人消費は二〇一六年に入ってから三四半

担をいただくものです︒

きものです︒共謀罪の国会提出を断念することを

生活意識については︑様々な世論調査がある中

の自己負担が増えないよう年間上限を創設して負

を行う︑長期的にサービスを利用される方の年間

養費制度について激変緩和のため段階的に見直し
で︑昨年八月に公表された内閣府の国民生活に関

担額を抑える︑医療と介護を併せて利用し高額の

期連続の前期比プラスとなっています︒

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 安倍内閣の経済

する世論調査によれば︑満足と回答した割合は︑

自己負担をされている方の年間の負担が増えない

強く求めて︑質問を終わります︒
︵拍手︶

政策についてお尋ねがありました︒

一九九五年以来の七〇％を超える水準を︑二〇一

︹内閣総理大臣安倍晋三君登壇︑拍手︺

アベノミクスにより︑政権交代後︑極めて短い

よう年間上限額を据え置くなど︑きめ細やかな配

社会保障に関しては︑持続可能な社会保障制度

三年以降︑つまり政権交代して以降︑四年連続で
政府としては︑一億総活躍社会実現に向けた最

を構築するために︑今回のように医療や介護など

期間でデフレではないという状況をつくり出す中

大のチャレンジである働き方改革を加速します︒

の給付と負担の在り方について不断の見直しを行

慮を行うこととしております︒

過去最高水準の企業収益を雇用・所得環境の改

同一労働同一賃金を実現し︑正規と非正規の労働

いつつ︑社会保障・税一体改革やニッポン一億総

維持しております︒

善につなげることにより︑就業者数は百十万人近

者の格差を埋め︑若者が将来に明るい希望が持て

活躍プランに掲げたとおり︑安定財源を確保して︑

で︑名目ＧＤＰは四十四兆円︑実質ＧＤＰは二十

く増加︑有効求人倍率は史上初めて四十七全ての

るようにすることにより︑中間層が厚みを増すこ

五兆円増加し︑過去最高の水準となりました︒

都道府県で一倍を超え︑賃上げは中小企業を含め
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【未定稿】
本会議
平成２９年１月２５日

なお︑現在提出している労働基準法改正案は︑

ついての環境整備を進めます︒

縮などを実施する︑保育士︑介護人材等の処遇改
長時間労働を是正し︑働く人の健康を確保しつつ︑

保育︑介護の受皿整備や年金の受給資格期間の短
善を行うなど︑しっかりと充実を行ってまいりま

択を可能とするものです︒残業代ゼロ法案といっ

その意欲や能力を発揮できる新しい労働制度の選

なお︑大企業に四兆円もの減税を行ったとの御

たレッテル貼りに明け暮れていては中身のある議

す︒
指摘ですが︑安倍内閣において平成二十七年度︑
論はできないと考えます︒

国家公務員の天下り等についてお尋ねがありま

二十八年度に取り組んだ法人税改革は︑課税ベー
スの拡大等により財源をしっかりと確保しながら

どうか︑全省庁について徹底的な調査を行うよう

指示しました︒今後︑準備ができ次第調査をし︑

その結果を明らかにしてまいります︒

沖縄における基地負担軽減についてお尋ねがあ
りました︒

普天間の辺野古移設によって︑学校や住宅に囲

まれ︑市街地の真ん中にあり︑世界で最も危険と

言われる普天間飛行場は全面返還されます︒辺野

今回の文部科学省における再就職規制違反事案

海上へと変更されることにより︑住宅防音が必要

であります︒また︑飛行経路が市街地の上空から

古の埋立面積は︑返還される面積の三分の一以下

は︑国民の信頼を揺るがすものであり︑あっては

な一万以上の世帯数がゼロとなり︑安全性も大幅

した︒

働き方改革についてのお尋ねがありました︒

ならないことであります︒文部科学省において︑

に向上します︒

税率を引き下げたものであり︑御指摘は当たりま

一年余り前︑入社一年目の女性が長時間労働に

全容の解明に向け徹底した調査を行い︑再発防止

に対して何時間の上限にするのか全く決めておら

野党が提出している労働基準法改正案では︑誰

適切な行為であります︒このため︑平成十九年の

予算︑権限を背景とした再就職のあっせん等の不

の癒着につながりかねない公務員ＯＢの口利きや︑

国家公務員の再就職について問題なのは︑官民

は︑国立公園の指定︑世界自然遺産への登録を目

最大の返還であります︒地元の国頭村や東村から

あり︑沖縄県内の米軍施設の約二割︑本土復帰後

設することにより︑二十年越しで実現したもので

六ヘクタールのヘリパッドを既存の訓練場内に移

せん︒

より過酷な状況の中で自ら命を絶ちました︒この

策を講じてもらいたいと思います︒

ず︑厚生労働省令に丸投げしています︒政府とし

国家公務員法改正により︑各府省による再就職の

指すとして早期返還の要望を受けていたものであ

北部訓練場︑四千ヘクタールの返還は︑〇・九

ような悲劇を二度と繰り返さないとの強い決意で

ては︑具体的な内容を示し︑実行しなければなり

禁止等厳格な規制を導入するとともに︑監視体制

長時間労働の是正に取り組みます︒

ません︒実現会議で取りまとめる三月の実行計画

り︑基地負担軽減に大きく寄与するものでありま

するとの御指摘は全く当たりません︒

このように︑米軍基地を抜本的に強化︑固定化

改修工事を行っているものです︒

伊江島においては︑既存の施設の老朽化に伴い

として再就職等監視委員会を設置したところでご
現行制度による厳格な監視が機能したからこそ

においては︑現在の大臣告示に強制力がないこと
きの時間外労働の限度が何時間か具体的に定め︑

本事案が明らかになったものでありますが︑本事

す︒

法改正に向けて作業を加速し︑早期に法案を提出

案で生じた国民の疑念を払拭するため︑山本国家

ざいます︒

します︒また︑インターバル規制については︑中

公務員制度担当大臣に対し︑同様の事案がないか

を踏まえ︑実効性のある規制となるよう︑罰則付

小企業への助成金の創設などを通じ︑規制導入に
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【未定稿】
本会議
平成２９年１月２５日

の思いは国も沖縄の皆さんも同じであり︑変わら

を図ることは政府の大きな責任です︒同時に︑こ

真摯に受け止めています︒沖縄の基地負担の軽減

沖縄における選挙の結果については︑いずれも

いります︒

側にも協力を求めつつ︑所要の捜査を実施してま

真撮影などの捜査を実施しており︑引き続き︑米

一部と思われる浮流物を回収し︑当該回収物の写

と考えております︒

ない日米同盟を更に確固たるものにしていきたい

果たしています︒トランプ新政権との間で揺るぎ

平洋地域の平和と繁栄の礎として不可欠な役割を

保は︑米軍が我が国に駐留する上での大前提であ

今回の所要資金の見通しは︑現時点で最新の情

福島原発事故の費用増大と原発の再稼働につい

政府の進めている基地負担軽減の取組が沖縄の

ります︒先般の事故については︑事故後︑飛行停

報に基づき一定の蓋然性を有するものとしてお示

また︑オスプレイを含め米軍機の飛行安全の確

民意を一顧だにしないとの御指摘は︑これも全く

止と空中給油訓練の停止措置がとられましたが︑

しをしたものであります︒上振れすることは想定

ないはずであると思います︒

当たりません︒引き続き︑地元の皆さんの御理解

その再開に当たっては︑米軍だけの判断ではなく︑

てお尋ねがありました︒

を得る努力を続けながら︑普天間の全面返還に向

福島原発事故に係る対応については︑東京電力

しておりません︒

自衛隊の専門的知見及び経験に照らして独自に分

が責任を持って対応し︑負担することが大原則で

日米で協議を行い︑日本政府においても防衛省・
析を行いました︒その結果︑米側が事故を引き起

す︒その上で︑福島の復興再生のため︑国も前面

けて全力で取り組んでまいります︒

こした可能性のある各種要因に有効であると思わ

に立って取り組みます︒福島原発事故の費用に関

オスプレイの不時着水事故及び日米関係につい
日米地位協定の合意議事録は︑米軍機の機体の

れる対策を幅広く取っていることを確認しました︒

てのお尋ねがありました︒
ような米軍財産は原則として米軍がこれを取り扱

し国民負担との御議論もありますが︑政府として

資金捻出を基本とするなど︑国民負担を極力抑え

また︑今後とも空中給油訓練は陸地から離れた場
これらのことから︑日本政府として︑再発防止

つつ︑福島の復興再生を一日も早く実現するとの

い︑日本側当局は米側の同意がない限り捜索︑差
高度な軍事性や機密性を有する米軍財産について︑

について有効な対策等が取られていると判断した

方針で臨んでおります︒

は︑事故当事者である東京電力の経営改革による

その捜索や検証を徹底的かつ綿密に行うためには

ことから︑その再開については理解できると述べ

また︑原子力発電所の再稼働については︑仮に

所でしか行わないことも確認しています︒

その財産を熟知した米軍が一義的に取り扱うこと

たものであります︒引き続き︑事故の再発防止を

事故が起きれば住民の方々を始めとして極めて重

押え等を行えない旨定めています︒この規定は︑

が適当であること等を踏まえたものです︒

強く求めるとともに︑米側と連携を密にして安全

大な影響が及ぶことを認識し︑安全神話の信奉が

したがって︑仮に米軍が日本の警察当局による

確保に万全を期してまいります︒

ではなく︑日米地位協定上許されない無法なもの

ても︑それが日米地位協定に直ちに違反するもの

るぎない同盟国です︒また︑日米同盟はいずれか

配といった普遍的価値のきずなで強く結ばれた揺

日本と米国は︑自由︑民主主義︑人権︑法の支

えております︒

と事故を起こさないようにすることが重要だと考

ず︑真摯に反省し︑その教訓を踏まえつつ︑二度

あのような悲惨な事態を招いたことを片時も忘れ

米軍機の検証に同意を与えないことがあったとし

であるとの御指摘は当たりません︒

のみが利益を享受する枠組みではなく︑アジア太

海上保安庁では︑現場海域周辺において機体の
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る原子力規制委員会が︑科学的︑技術的に審査し︑
術的課題やトラブルを︑問題点を明らかにした上

核燃料サイクルについては︑直面する様々な技

必要がありますが︑現在は比較的落ち着いていま

も︑今後の状況は楽観できず︑引き続き注視する

しいものと認識しています︒首都ジュバについて

行為が度々生じており︑その治安状況は極めて厳

世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合する

で一つ一つ解決していかなければなりません︒国

す︒

っては必要なプロセスだと考えています︒

と認めた原発のみ︑その判断を尊重し︑地元の理

として責任を持って︑安全の確保︑技術の向上に

したがって︑政府としては︑高い独立性を有す

解を得ながら再稼働を進めるという方針で臨んで

このような我が国の情勢認識について︑国連と

万全を期しながら︑引き続き自治体や国際社会の

ます︒また︑国連の報告書において︑ＵＮＭＩＳ

も基本的に異なるものではないことを確認してい

憲法改正についてお尋ねがありました︒

理解を得ながら取り組んでまいります︒

おります︒
﹁もんじゅ﹂及び核燃料サイクルについてお尋
ねがありました︒

Ｓに対する移動制限等が報告されていることは承

憲法は︑国の未来そして理想の姿を語るものであ

他方︑南スーダン政府自身は︑これまで累次の

憲法が施行されてから今年で七十年になります︒

関係閣僚会議において︑これまでの位置付けを見

り︑新しい時代の理想の姿を私たち自身の手で描

機会にＵＮＭＩＳＳへの協力を表明してきていま

﹁もんじゅ﹂については︑昨年十二月の原子力
直し︑原子炉としての運転再開はせず︑今後︑廃

いていくという精神が日本の未来を切り開いてい

す︒また︑自衛隊に対しては︑南スーダンのキー

知しています︒

止措置に移行することとしました︒

くことにつながっていくと考えております︒

﹁もんじゅ﹂は︑これまで︑設計︑建設︑四

実施体制や人材育成︑関係者の責任関係などマネ

果を上げたと考えております︒他方で︑その保全

貢献するなど︑今後の実証炉の開発に貢献する成

様々な技術的成果を獲得し︑研究人材の育成にも

待したいと思います︒なお︑憲法改正の議論を国

論が深められ︑具体的な姿が現れてくることを期

の意見を持ち寄り︑国会の憲法審査会において議

な憲法がふさわしいのか︑各党各会派がそれぞれ

決めるものでありますが︑新しい時代にどのよう

るものとして登場しないことを確保していること

このように︑南スーダン政府が自衛隊に敵対す

ているものと考えています︒

び自衛隊に対する受入れ同意は安定的に維持され

り︑また︑南スーダン政府によるＵＮＭＩＳＳ及

デン第一副大統領からも感謝の言葉が示されてお

ル大統領や政府内で反主流派を代表するタバン・

ジメントに様々な問題がありました︒このことは︑

会で進めるべきであるとの意見が五〇％︑そして

から︑自衛隊が南スーダン政府との間で駆け付け

もとより︑憲法改正は国民が国民投票によって

昨年十二月の原子力関係閣僚会議において取りま

進めるべきではない︑反対が二一％という世論調

警護の任務に基づき武器を使用する事態が生じる

〇％出力までの運転を通じて高速炉開発に関する

とめられた政府方針に明記されているところです︒

査の結果もあることは承知しております︒

理をより安全にする観点及び資源の有効利用及び

及び放射線レベルを格段に減少させ︑長期的な管

か︑必ずしも明らかではありませんが︑南スーダ

御指摘の事実上の内戦状態が何を意味するもの

南スーダンＰＫＯについてお尋ねがありました︒

行使を行うことはありません︒

ことは想定されず︑自衛隊が憲法の禁ずる武力の

核燃料サイクルは︑高レベル放射性廃棄物の量

エネルギー安全保障の向上の観点から︑原子力を

ンにおいては︑現在も武力衝突や一般市民の殺傷

人道支援や民生支援などで大きな貢献を行い︑南

これまでも︑我が国は︑自衛隊派遣のみならず︑

重要なエネルギーとして使用してきた我が国にと
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感を持って注視しながら︑国際社会の平和と安全

受けています︒今後とも︑現地情勢について緊張

スーダンや国連を始め︑国際社会から高い評価を

懸念は全く根拠のないものであります︒

る︑多数の一般人が監視の対象となるといった御

るところであり︑国民の思想や内心まで取り締ま

得ないことがより明確になるよう検討を行ってい

きたつもりです︒

ではなく︑建設的な対案を示すように常に努めて

認めつつも︑包括的な対案を出し︑政府・与党と︑

安保国会では︑新たな平和安全法制の必要性を

に貢献していく考えであります︒

まいりました︒ＴＰＰ協定や本年度第二次補正予

まとまりはしませんでしたが︑修正協議を重ねて

テロ等の実行の準備行為があって初めて処罰の対

算案は︑他の野党が反対しても賛成し︑公務員給

また︑現在政府が検討しているテロ等準備罪は︑
象となるものであり︑これを共謀罪と呼ぶのは全

与引上げ法案には︑与野党とも賛成の中で︑我が

国際組織犯罪防止条約の国内担保法についてお

くの誤りであります︒
︵拍手︶

党は毎年反対してきました︒昨年の参院選で我が

尋ねがありました︒
控える中︑テロ対策に万全を期すことは喫緊の課

○議長︵伊達忠一君︶ これにて午後一時まで休

東京オリンピック・パラリンピックを三年後に
題であります︒テロを防ぐためには︑テロ等準備

党は十二人となり︑提案権を得て︑参院に百一本

それでは︑まず憲法改正についてお伺いいたし

まいります︒

民の支持を拡大し第二極となり︑政権を目指して

党でありたいと願っています︒そして︑やがて国

是々非々で政府に緊張感を与え︑与党を鍛える野

また︑我が党は︑引き続き健全な第三極として︑

いします︒

次立法化を進める考えであります︒御協力をお願

めにも︑今後︑各党各会派の御賛同を得つつ︑順

の議員立法を提案いたしました︒立法府復権のた

憩いたします︒

虎之助君︒

国務大臣の演説に対する質疑を続けます︒片山

を開きます︒

○副議長︵郡司彰君︶ 休憩前に引き続き︑会議

午後一時一分開議

│││││・│││││

午前十一時四十三分休憩

罪の整備に加え︑逃亡犯罪人引渡しや捜査共助︑
情報収集において国際社会と緊密に連携すること
が必要不可欠であり︑既に百八十七の国と地域が
締結している国際組織犯罪防止条約の締結は︑そ
うした協力関係を構築する上で極めて重要であり
ます︒
国際組織犯罪防止条約を締結するに当たり新た
に国内法を整備した国としては︑ノルウェー及び

○片山虎之助君 日本維新の会の片山虎之助です︒

︹片山虎之助君登壇︑拍手︺

国等は重大な犯罪の合意罪を︑ドイツやフランス

私は︑我が党を代表して︑安倍総理に質問いた

ブルガリアがあると承知していますが︑米国や英
等は参加罪をこの条約の締結以前よりそれぞれの

国内担保法の在り方については︑現在︑犯罪の

を整備する必要はなかったと承知しております︒

代を含めれば︑結党から五年となります︒この間︑

迎えます︒そして︑我々日本維新の会も︑旧党時

今年で第二次安倍内閣が誕生してから五年目を

議を深めようと呼びかけました︒昨年︑どの政党

を国民に提示するため︑憲法審査会で具体的な論

代のため日本をどのような国にするのか︑その案

安倍総理は︑施政方針演説で︑未来を生きる世

ます︒

主体を一定の犯罪を犯すことを目的とする集団に

我が党は安倍政権に対して是々非々の姿勢で臨ん

よりも憲法改正に向けて汗をかいてきた我が党と

します︒

限定し︑準備行為があって初めて処罰の対象とす

できました︒野党であっても︑単なる批判や反対

国内において法制化していたため︑新たに国内法

るなど︑一般の方々がその対象となることはあり
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でしたから︑今国会からは各論に入るべきです︒

憲法審査会では︑これまで総論的な議論が中心

しては︑この呼びかけを歓迎し︑高く評価します︒

な教育無償化のためには望ましいと考えますが︑

す︒フランスのように憲法に定めることが恒久的

以降の立法や予算措置が拘束されることになりま

憲法に規定することは︑国の大方針を鮮明にし︑

先日︑アメリカでトランプ大統領の就任式が行

まず︑日米関係についてです︒

次に︑外交・安保政策についてお伺いいたしま

まずは具体的な項目の絞り込みが必要です︒国民
総理の御所見をお伺いします︒

身近で切実に悩んでいる課題の解決を憲法改正で

のような国論を二分する問題よりも︑国民全てが

したがって︑我が党は︑九条改正や緊急事態条項

実現したいと願うものを改正項目とすべきです︒

切って総理に決断していただきたい︒長期安定の

私立を含めて無償化する方向付けを今国会で思い

は大きな意義があります︒高校も大学︑大学院も︑

無償化の範囲を特に高等教育にまで広げることに

総理も施政方針演説で示唆されましたが︑教育

トランプ政権の下でも︑日米同盟を堅持し︑日米

を離脱する大統領令にも署名しました︒しかし︑

経済・外交政策の抜本転換を訴えました︒ＴＰＰ

われました︒大統領選で激戦を制して勝利を収め

す︒

投票で過半数を得るためには︑国民が心の底から

行うべきだと考え︑教育の機会均等実現のための

安倍政権でこそできる骨太の政策だと私は信じて

両国が力を合わせて普遍的価値の普及を始め世界

たトランプ新大統領に心からお祝いを申し上げま

教育の無償化︑東京圏一極集中打破のための地方

おります︒総理の御決意をお聞かせください︒

に日本政府のこれまでの方針と相違する点があっ

の平和と繁栄に貢献をしていく責務があると私は

解決します︒政府・与党は既に一昨年から無償化

ても︑日米同盟の重要性に鑑み必ず調整が行われ

また︑幼児教育を無償化すれば少子化問題の解

トランプ氏は︑就任演説で米国第一を繰り返し︑

す︒

分権・統治機構改革︑平和安全法制等につき憲法
判断を行う憲法裁判所の設置という三項目を選び
安倍総理にお伺いいたします︒

の方針を打ち出していますが︑いまだに実現して

なければなりません︒仮に︑トランプ大統領が日

考えます︒したがって︑トランプ新政権の考え方

これらの課題は今国会での憲法改正項目として

いません︒幼児教育の無償化も高等教育の無償化

本にこれまで以上の防衛上の負担を求めてきたと

決に大きく貢献します︒待機児童問題も抜本的に

望ましいとお考えですか︒特に優先的に取り組む

に併せて今国会で具体化することを強く望みます︒

き︑真剣な検討を行うべきではないでしょうか︒

ました︒

べきと思われる項目があれば御指摘ください︒

いかがですか︒

加する環境をつくっていくべきと考えますが︑ど

け︑国民の関心や支持を得て︑どの党も議論に参

でなく︑個別の項目ごとに各党間の協議を呼びか

ていくためには︑全ての党が賛成するのを待つの

りますけれども︑その場合︑成立に向けて我が党

も入っております︒今国会でも再提出を考えてお

教育から高等教育に至る教育無償化に関する法案

百一本出しておりますけれども︑この中には幼児

さらに︑我が党は︑先ほど述べました議員立法

併せて日米地位協定の改定や沖縄基地再編の問題

るとすれば検討すべきではないか︑その場合には︑

費の例えば対ＧＤＰ比等につき必要な見直しがあ

の国は自分で守るという原則に向けて︑防衛関係

立する地域︑自立する国家を掲げています︒自分

我が党は︑党の政治理念に︑自立する個人︑自

憲法改正の具体的な項目につき絞り込みを行っ

ういう御認識でしょうか︒

と真摯に御協議いただきたいと思いますが︑いか

も論議すべきでしょう︒総理のお考えをお聞かせ

教育無償化の実現には必ずしも憲法改正によら

がでしょうか︒

なくてもという意見があります︒しかし︑我々は︑
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ンプ大統領の理解は得られるでしょうか︒そこが

メリカに大きな利益をもたらすと説くだけでトラ

民の自由往来に併せて︑経済協力により︑経済人︑

動かそうとされた努力は評価します︒また︑旧島

ください︒
両国の経済関係について︑今後とも︑我が国の

ビジネスマンらとロシア住民との交流が進めば︑

安倍総理は︑共同経済活動が行われる際の特別

問題です︒自由貿易協定の恩恵を実感できないア

仮に︑トランプ新政権が二国間協定を求めてき

な制度について特区を想定していると述べておら

譲れない原則は原則として︑世界情勢の変化やア

での雇用創出で結果を出そうとしております︒日

た場合︑ＴＰＰ加盟国は︑しっかりと結束した上

れます︒他方︑ロシアは︑ロシアの主権を前提に

ロシア化一色の中で日本化が交錯し︑領土交渉の

本としても︑それに何らかの協力をすることを考

で︑交渉には応じるべきだと考えます︒現在のＴ

すると見られ︑実現可能性を疑問視する見方もあ

メリカ国民が余りにも多いという現実も直視しな

えてはいかがですか︒

ＰＰ協定の内容が交渉のゴールとなるよう加盟国

ります︒この特別な制度を今後どのように実現さ

メリカの政権交代という現実に柔軟に対応してい

一九八〇年代の貿易摩擦の際︑日本政府は︑対

同士であらかじめ合意をして︑各国がアメリカと

せるのか︑お伺いします︒

強い足掛かりになると考えます︒

外直接投資を増やすための企業代表団派遣や投資

の二国間交渉に臨む︑日本がリーダーとなって取

ければなりません︒

行動指針の作成等によりアメリカへの投資を増や

りまとめていくべきではないでしょうか︒総理の

く必要があります︒トランプ大統領は︑アメリカ

そうとしました︒同じように︑企業の経済活動の

御所見をお伺いします︒

連してお伺いします︒

次に︑第三次補正予算案及び来年度予算案に関

自由を守りつつも︑対米直接投資を増やす努力に

強く促すという方針は正しいと考えます︒我が党

ＴＰＰについて︑まずはアメリカの翻意を粘り

す︒

ないかと思いますが︑総理の御所見をお伺いしま

ピールしました︒こうした言わば中国の経済的攻

習近平主席が自由貿易の堅持を訴え︑存在感をア

勢を取ることにも言及しており︑ダボス会議では

国への更なる投資を行い︑更にＲＣＥＰに積極姿

改めず︑また︑経済的優位の確立を目指しての各

は名目ＧＤＰ二・五％プラスですが︑過去十年で

きを懸念する声もあります︒来年度の経済見通し

予算が必要となった場合の財源や財政全体の先行

字国債の追加発行は七年ぶりなので︑今後︑補正

字国債を発行することになります︒年度途中の赤

億円少なくなったため︑第三次補正予算案では赤

今年度予算では税収が当初見込みより一兆七千

は︑結党以来︑一貫してＴＰＰ賛成を訴え︑昨年

勢にどう対処するのか︒アメリカなどと連携して

政府の見通しを上回ったのは二回だけです︒アベ

一方︑中国ですが︑力による海洋進出の方向を

の臨時国会ではＴＰＰ承認と関連法案に賛成しま

日本が主導的な立場を担うべきだと考えますが︑

官民挙げて取り組むことを今回も検討すべきでは

した︒ＴＰＰは︑自由で公正な貿易・投資のルー

ノミクスの果実で新たな施策を講じていくこれま

での手法はこれから厳しくなるのではないか︑総

いかがでしょうか︒
次に︑日ロ関係についてお伺いします︒

ルを作ることにより︑経済上︑さらに安全保障上
の大きなメリットを加盟国に与えるとともに︑中

来年度予算案の規模は九十七兆五千億円で過去

理の御見解を伺います︒
チを取るべきだとの考えの下に︑先日︑日ロ首脳

最大となりました︒安倍政権では︑予算規模全体

安倍総理が︑日ロ関係について新しいアプロー
会談に臨み︑北方領土と平和条約の問題を現実に

国︑韓国を含めた東アジア自由貿易圏の形成のた
めにも極めて有効なものと考えます︒
しかし︑ＴＰＰは長期的には世界各国︑特にア
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の膨張に歯止めが掛かっておりません︒行財政改

ことができるとともに︑地域経済が活力を持つよ

ある施策は准高齢者の就業です︒それには多様な

管理の手法を准高齢者用に組み替えることが求め

働き方を可能にする仕組みが必要で︑法的整備の

我が党は︑こうした問題意識の下に︑昨年末︑

られます︒しかし︑この場合︑准高齢者個々人の

うな︑それを後押しする税制の確立が必須の課題

そうでありながら︑財政再建︑特にプライマリ

税制に関する当面の考え方をまとめました︒その

価値観や身体能力の個人差が大きく︑個別の対応

革による歳出削減の継続的な努力が足りないので

ーバランスを二〇年黒字達成するとの旗は下ろし

ポイントは︑第一に︑配偶者控除を夫婦控除に改

は簡単ではありません︒したがって︑雇用や社会

みならず︑経済界や労働界も人事管理︑健康安全

ておりません︒これをどう実現されますか︒総理

め︑併せて所得控除から税額控除を基本とした所

保障も︑場合によっては複数の制度をつくり︑か

です︒

の答弁を求めます︒

得税体系を構築すること︑第二に︑広く薄く相続

つ弾力的に運用される必要があるという難しさが

はないかと考えますが︑総理の御認識を伺います︒

文部科学省で組織的な天下りが発覚し︑政府は

税の課税ベースを拡大すること︑第三に︑大企業

この際︑企業の人事管理体制や労働関係法制︑

全省庁について調査するとのことです︒言語道断

究開発等に誘導する内部留保課税を導入すること

さらに︑高齢者として六十五歳以上を支えられる

残ります︒

来年度予算案で︑国立大学運営費交付金は一兆

等であります︒総理の強力なリーダーシップの下

側として設計されている年金︑医療︑介護などの

の内部留保を従業員給与の引上げや設備投資︑研

円︑私学助成金は四千億です︒これらの一部が違

に︑このような将来を見据えた税制の抜本改革に

の事態です︒

法︑不当な天下りで再就職した者への給与になっ

社会保障制度についても︑七十五歳を基本とした

仕組みに改めることについてそろそろ総合的に検

取り組む決意はおありでしょうか︑お伺いします︒
次に︑働き方改革︑特に高齢者の働き方改革と

ているとしたら︑ゆゆしき問題でしょう︒文科省
の予算のこうした支出は徹底的に見直して削減す

べきではないか︑お伺いします︒

ついても︑天下りの有無と併せて徹底して見直す

全ての独立行政法人への財政支出二兆八千億円に

この度︑日本老年学会などが高齢者の定義を七

府も各般の働き方改革を検討︑実行中であります︒

国経済の根本的課題であることは論をまたず︑政

既に述べたように︑生産年齢人口の減少が我が

れ個別に意見を聞く手続を既に開始しております

両院の正副議長が各党各会派の合意を得てそれぞ

で質問がありました︒この問題については︑衆参

天皇陛下の譲位問題について︑せんだって衆参

討を始めることも必要ではないかと考えますが︑

政府・与党の来年度税制改正大綱を見ると︑配

十五歳以上に見直し︑六十五ないし七十四歳は准

その最中ですが︑それは︑言うまでもなく静かな

社会保障制度改革についてお伺いします︒

偶者控除の見直し等が明記されましたが︑とても

高齢者として社会の支え手として捉え直すよう求

環境で落ち着いた議論を行うためであります︒こ

べきではないでしょうか︒いかがですか︒また︑

将来をしっかりと見据えたものとは言えず︑いか

める提言を発表しました︒十年前に比べて︑身体

のため︑各党の率直な意見の開陳や交換は︑少な

総理の御所見を求めます︒

にも小手先の改正の感が拭えません︒

の働きや知的能力が五ないし十歳は若返っている

人口減︑少子高齢化の我が国においては︑世代

場で透明性を確保しながら行うことが私はベター

くともその場で︑衆参の正副議長が設置したその
生産人口を増やすための最も効果的で即効性の

との判断です︒

間の格差を是正し︑若年層︑低所得者層が意欲を
持って働き︑安心して結婚して子供を産み育てる
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す︒

ではないかと考えますが︑総理の御認識を伺いま
が深められ︑具体的な姿が現れてくることを期待

意見を持ち寄り︑国会の憲法審査会において議論

憲法がふさわしいのか︑各党各会派がそれぞれの

るものにしていきたいと考えています︒

上に︑揺るぎない日米同盟のきずなを更に確固た

であり︑トランプ新政権との間でも︑信頼関係の

本年は︑各国のリーダーの交代も予想される︑

スやチェンジを生かす節目の年としたい︒我が党

やチェンジの年でもあります︒本年をそのチャン

に言えば︑多くの新たな可能性を秘めたチャンス

は御党とも共有しているのではないかと思います︒

えなければなりません︒このような思いについて

きるよう︑誰もが希望すれば進学できる環境を整

なに貧しい家庭で育っても夢をかなえることがで

教育投資は未来への先行投資です︒特に︑どん

教育無償化についてお尋ねがありました︒

自らが果たし得る役割の拡大を図ってまいります︒

の認識に基づき︑我が国としても防衛力を強化し︑

において根幹となるのは自らが行う努力であると

重要性は増しています︒もとより︑安全保障政策

増す中︑地域の平和と繁栄の礎として日米同盟の

アジア太平洋地域の安全保障環境が一層厳しさを

る立場について予断することは差し控えますが︑

トランプ新政権の日本による防衛上の負担に係

は︑身を切る改革︑徹底行革の党として︑また地

このため︑これまでも︑幼児教育無償化の段階

また︑日米安保体制は日米いずれかのみが利益を

したいと思います︒

方分権︑統治機構改革の党として本年も最大限努

的推進︑奨学金制度の充実︑授業料免除の拡大な

享受するような枠組みではなく︑したがって︑在

先の読めない不透明な年と言われております︒逆

力することをお誓い申し上げまして︑私の代表質

どに取り組んできたところであります︒来年度か

日米軍の駐留経費についても日米間で適切な分担

︹内閣総理大臣安倍晋三君登壇︑拍手︺

御清聴ありがとうございました︒
︵拍手︶

問とします︒

らは︑幼児教育の無償化や高校生への奨学給付金

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 憲法改正につい

日米地位協定については様々な御意見があるこ

が図られるべきものと考えます︒
する全ての学生が無利子の奨学金を受けられるよ

とは承知をしておりますが︑政府としてはこれま

を拡充するとともに︑成績にかかわらず︑必要と

日本維新の会︑憲法改正について︑教育のある

うにします︒さらに︑返還不要の給付型奨学金制

てお尋ねがありました︒
べき姿を含め︑具体的な考え方を示し︑各論に踏

機敏に対応できる最も適切な取組を通じ︑一つ一

で︑手当てすべき事項の性格に応じ︑効果的かつ
意欲と能力があるにもかかわらず︑経済的理由

つの具体的な問題に対応してきているところであ

度を新たに創設することとしました︒
によって進学を断念せざるを得ないということが

ります︒引き続き︑そのような取組を積み上げる

み込んで真摯に議論しようとされていることに︑
子供たちこそ日本の未来であります︒次なる七

あってはなりません︒今後とも︑必要な財源を確

まずもって敬意を表したいと思います︒
十年を見据えたときに︑教育が極めて重要である

ことにより︑日米地位協定のあるべき姿を不断に

追求していく考えであります︒

保しつつ︑しっかりと取り組んでまいります︒
なお︑御党の提出される法案については︑国会

ことは論をまちません︒そして︑憲法は国の未来︑
理想の姿を語るものであります︒新しい時代の理

であります︒地元の方々の理解を得る努力を続け

沖縄の負担軽減を図ることは政府の大きな責任
日米同盟についてお尋ねがありました︒

ながら確実に結果を出していかなければなりませ

において御判断いただくものと考えております︒

が日本の未来を切り開いていくことにつながって

日米同盟は我が国の外交・安全保障政策の基軸

想の姿を私たち自身の手で描いていくという精神
いくと考えております︒新しい時代にどのような
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ん︒今後とも︑米国との信頼関係の下︑抑止力を
維持しながら︑沖縄の負担軽減に一つ一つの結果
を出していく決意であります︒

進めていきます︒これは困難な挑戦ではあります

が︑私とプーチン大統領との間で︑平和条約の締

理解を求めていきたいと考えています︒
我が国としては︑引き続き︑ＴＰＰ協定の発効

七十年以上動かなかった領土問題の解決は容易

結に至るプロセスの一環としてこの交渉を行うこ

中国の経済的攻勢についてお尋ねがありました︒

なことではありませんが︑高齢となられた元島民

に向けた取組についてリーダーシップを発揮し︑

中国が国際社会のルールや法を遵守する形で経

の皆様の切実な思いを胸に︑平和条約締結に向け︑

とで合意しました︒

米国商務省によると︑米国における日本企業の

済的に発展し︑地域の繁栄に貢献していくことは︑

着実に前進していく決意であります︒

他のＴＰＰ署名国と緊密に連携していく考えです︒

累積直接投資額は四千百十億ドルに上り︑約八十

我が国にとっても望ましいことであると考えます︒

トランプ新政権の下における日米経済関係につ

四万人の雇用を生み出していますなど︑日本企業

かかる観点から︑我が国は︑ＴＰＰ交渉における

トランプ新政権の雇用政策が日本企業の活動に

い協定を目指して精力的に交渉を進めていきます︒

であるＲＣＥＰ及び日中韓ＦＴＡにおいて質の高

んでおり︑政権交代以降︑税収が増加している基

後税収から一・九兆円増の五十七・七兆円と見込

平成二十九年度の税収は︑平成二十八年度補正

尋ねがありました︒

与える影響については引き続き注視していきます

我が国としては︑米国︑豪州を始め︑ルールや

いてお尋ねがありました︒

は米国の良き企業市民として米国経済に貢献して

成果を踏まえ︑中国も参加する経済連携の枠組み

平成二十九年度予算と財政健全化についてのお

います︒

が︑活発な貿易︑投資は日米経済関係の活力の源

調に変化はありません︒安倍内閣における経済財

政政策の成果であるアベノミクスの果実は着実に

法を尊重する国々と連携し︑アジア太平洋地域に
二十一世紀にふさわしい自由で公正な経済圏を構

泉であり︑政府としては︑トランプ政権との間で
日米経済関係の更なる発展︑深化を図るため︑官

生まれています︒

保障の改革を含め︑徹底的な重点化︑効率化など

また︑安倍内閣においては︑これまでも︑社会

築していく上でリーダーシップを発揮していく考
北方四島における特別な制度についてお尋ねが

えです︒

民を挙げて取り組んでいきたいと考えています︒
トランプ新政権がＴＰＰに代えて二国間協定を
求めてきた場合についてお尋ねがありました︒

方針を予断することは差し控えたいと思います︒

されてくることと思われます︒それまでは米国の

僚人事の承認が進み︑体制が整うに従って具体化

し合い︑地元住民の日本への信頼を深めていくと

シア人が経済活動を行うことを通じ︑互いを理解

活動については︑四島において初めて日本人とロ

北方四島における特別な制度の下での共同経済

直し︑税金の無駄遣いをなくしていく行政改革の

の信頼を得る観点から︑行政の在り方を不断に見

ることができました︒さらに︑政府に対する国民

に続き来年度予算においても五千億円以下に抑え

円ずつ増えていた社会保障費の伸びを今年度予算

歳出削減に取り組み︑その結果︑かつて毎年一兆

まずは︑日米経済関係をどのように発展︑深化

いう点で︑平和条約の締結に向けて大きなプラス

重要性は論をまちません︒

ありました︒

させていくか︑新政権と様々なレベルで議論して

になると考えます︒そのためにも︑お互いの立場

トランプ政権の貿易政策については︑今後︑閣

いきたいと考えています︒その中で︑ＴＰＰ協定

を損なわない新しい仕組みをつくるべく︑交渉を

今後とも︑徹底的な歳出の重点化︑効率化に取

が持つ戦略的︑経済的意義についても腰を据えて
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ならないことであります︒まずは文部科学省にお

は︑国民の信頼を揺るがすものであり︑あっては

今回の文部科学省における再就職規制違反事案

おけるプライマリーバランスの黒字化を実現して

り組み︑経済再生を図りながら︑二〇二〇年度に

の収入制限の引上げなどを行うこととしています︒

構築する観点から︑配偶者控除等について配偶者

就業調整を意識せずに働くことができる仕組みを

とされたところです︒こうした中︑働きたい人が

民の理解が深まっていないことなどの問題がある

を行えば非常に多額の財源を必要とすること︑国

会の議論において︑高所得の夫婦世帯にまで配慮

御指摘の夫婦控除については︑与党の税制調査

税制の改革についてお尋ねがありました︒

考えております︒御指摘の提案についても︑医学

意識も踏まえつつ︑慎重に議論されるべきものと

を見直すことについては︑企業の雇用慣行や国民

一方で︑社会保障制度における高齢者の考え方

ころです︒

億総活躍社会の実現に向けた施策を進めていると

ることは重要であります︒安倍内閣としても︑一

会の支え手として活躍していただける環境を整え

御指摘のように︑高齢者の方々にできる限り社

文部科学省の天下りに対するお尋ねがありまし
た︒

てのお尋ねがありました︒

いて徹底した調査を行い︑再発防止策を講じても

個人所得課税改革については︑御指摘の控除方式

的な立場から検討されたものと承知しております︒

まいります︒

らいたいと思います︒

の在り方を含め︑引き続き検討を進めてまいりま

本事案で生じた国民の疑念を払拭するため︑速

高齢者の方々の働き方改革については︑六十五

歳以降の継続雇用延長や六十五歳までの定年延長

す︒
相続税については︑資産再分配機能を回復する

やかに︑山本国家公務員制度担当大臣に対し︑同
様の事案がないかどうか︑全省庁について徹底的

おける再就職支援の強化に努めてまいります︒ま

を行う企業などに対する支援や︑ハローワークに

等の見直しを行い︑平成二十七年から適用されて

た︑高齢者の方々には︑健康で末永く活躍いただ

観点から︑基礎控除の引下げや最高税率の引上げ

省において関係者の厳正なる処分を行いました︒

います︒まずは︑こうした見直しの効果を検証し

な調査を行うよう指示しました︒また︑文部科学
徹底した調査を行い︑再発防止策を講ずるなど︑

けるよう介護予防の取組などを進めてまいります︒

天皇陛下の御公務の負担軽減等に係る国会での

ていく必要があるものと考えています︒
法人税については︑平成二十七年︑二十八年度

天下り根絶のためにしっかりと取り組んでまいり
ます︒必要なことは何でもやるとの考えで国民の

究水準の向上などを目的として措置するものです︒

なお︑大学に対する財政支援は︑大学の教育研

究開発税制や所得拡大促進税制について︑インセ

を行ったところであり︑今般の改正において︑研

き下げるとの考え方の下︑成長志向の法人税改革

す︒政府としては︑そこでの御議論をしっかり受

な環境で議論が進められるものと承知しておりま

中心に各党各会派からの意見聴取が行われ︑静か

国会におかれては︑衆参両院の議長︑副議長を

議論の在り方についてお尋ねがありました︒

しかし︑それは真に必要なものに対して措置され

ンティブ機能を強化する見直しを行うこととして

け止め︑更に検討を進めていく所存であります︒

改正において︑課税ベースを拡大しつつ税率を引

るべきものであり︑徹底的に効率化を図り︑不要

おります︒これにより︑企業における投資や賃上

信頼を確保してまいります︒

なものについて削減することは当然のことです︒

︵拍手︶

│││││││││││││

げへの積極的な取組を期待しております︒
高齢者の働き方改革と社会保障制度改革につい

このことは︑独立行政法人向け財政支出も同じで
あります︒
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さらに︑成田国際空港株式会社に平成二十四年

この複数再就職をあっせんし︑国会で指摘され︑

以上︑指摘した事例において︑各省ＯＢによる

○副議長︵郡司彰君︶ 風間直樹君︒
業技術総合開発機構に平成二十五年と二十七年︑

あっせんも存在するのではないですか︒文科︑国

こっそりと取りやめたのではないですか︒

家電量販店であるＹ電機の子会社Ｃ社に平成二十

交︑経産︑農水の各大臣は併せてお答えください︒

と二十八年︑国立研究開発法人新エネルギー・産

○風間直樹君 民進党・新緑風会の風間直樹です︒

二年と二十六年︑いずれも二名が再就職していま

さて︑河戸会計検査院長は︑これらについて︑

︹風間直樹君登壇︑拍手︺
私は︑会派を代表して︑政府四演説に質問しま

す︒文科省︑国交省︑経産省は所管の法人等にこ

職員の営利企業等への再就職あっせんは一切行っ

皆様とともに復興を誓います︒

冒頭︑東北被災地︑熊本︑そして地元糸魚川の

す︒

れらをあっせんしているのではないですか︑お尋

ていないと言います︒国民はこの説明に納得され

るでしょうか︒

会計検査院は︑憲法九十条で国の決算検査を義

ん︒検査院には︑私らはあなたたちの世話にはな

務付けられ︑なあなあやもたれ合いは許されませ

二十六年︑一般社団法人建設物価調査会︑二十六

め︑会計検査院法第一条で︑
﹁検査院は︑内閣に

らないよという独立性と︑不正があればびしびし

京︑二十五年︑一般社団法人農業農村整備情報総

対し独立の地位を有する︒
﹂とされています︒

年︑公益社団法人建設荷役車両安全技術協会︑二

平成二十六年︑独立行政法人科学技術振興機構︑

われる事例が多数あります︒

ほかにも︑省庁関連の法人等へのあっせんが疑

ねします︒

最初に︑内閣のあっせんによる会計検査院ＯＢ
の天下り疑惑についてお尋ねいたします︒
検査院退職者のうち毎年約十人が再就職してい
ますが︑内閣のあっせんが疑われる事例がありま
す︒
第一は︑検査院ＯＢ指定ポストの存在が疑われ
江戸川区にあるＡ学園に平成二十一年︑二十二

合センターに各一名が再就職しています︒文科省︑

検査院は︑内閣の再就職あっせんなど間違って

指摘するよという倫理観が求められます︒そのた

年︑二十三年と三名が︑またＳ大学に平成二十三

国交省︑農水省は検査院ＯＢに指定ポストをあっ

も受けていませんか︒税金の使い道を何のしがら

十八年︑中日本ハイウェイ・エンジニアリング東

年︑二十八年と二名が再就職しています︒ほかに

せんしているのではないですか︑お尋ねします︒

る事例です︒

も︑学校法人への再就職は︑平成二十二年Ｓ工業

第二は︑複数の再就職先を同時に掛け持ちする

みもなく厳しくチェックしていますか︒

大学︑二十四年Ｎ医科大学︑二十四年Ｋ大学︑二
また︑二十五年三月末に検査院を退職したＴ氏

四年に二つ︑二十五年に三つの企業に再就職しま

検査院事務総長官房審議官のＩ氏は︑平成二十

安倍総理︑これらの疑いを払拭するため︑総務

実は︑最近︑検査院ＯＢの省庁への再就職が増

は︑直ちに検査院に再任用され︑私立大学補助金

した︒うち四社はさきのＹ電機と関連会社です︒

省設置法四条︑行政機関の監視調査と︑国家公務

猛者のケースです︒

検査を行う第四局に勤務︑二十六年二月︑第五局

しかし︑翌年︑決算委員会での指摘以降︑なぜか

員法十七条︑抜かずの宝刀︑人事院の調査権限︑

十七年Ｋ工業大学に各一名あります︒

に異動︑同年四月︑Ｎ大学に非常勤嘱託で再就職︒

こうした猛者が消えました︒検査院の危機管理能

この発動による全省庁の徹底調査を約束してくだ

えています︒検査対象への再就職など許されるの

今も検査院勤務を続けています︒人事院︑総務省

力の高さがうかがえます︒経産省にお尋ねします︒

でしょうか︒総理に伺います︒

はなぜこれを許したのですか︒総理に伺います︒
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さい︒憲法七十三条一号︑すなわち法の誠実な執
行を確保するのは︑総理︑あなたの責任です︒
各省一人の事務次官を目指し︑職員が生涯を懸

います︒
沖縄県敗訴の判決後︑同支部裁判官異動人事に
対する官邸の介入が指摘されています︒これは事

事というキャスティングで行われたお芝居だった

のではないでしょうか︒

行政が人事を通し司法の独立を侵すことを民進

は平成十九年に禁止されましたが︑検査院ＯＢが

年十月︑東京地裁立川支部から福岡高裁那覇支部

判決を出した多見谷寿郎裁判長は︑平成二十七

る権利を有しています︒

ックし︑また最高裁裁判官国民審査により罷免す

も含め︑国民は国会を通してこれら裁判官をチェ

党は許しません︒鬼丸かおる最高裁裁判長の判断

なおあっせんを受けているこの疑惑︒総理︑問題

に異動︒同じく蛭川明彦判事は︑二十七年四月︑

在日米軍基地について伺います︒

実でしょうか︒

の根源︑キャリアシステムを見直すべきではあり

東京地裁立川支部から福岡高裁那覇支部に異動︒

私は︑沖縄北方問題特別委員長当時︑約二十の

けて競争するキャリアシステム︒再就職あっせん

ませんか︒

二人の立川支部での勤務は︑二十六年八月から二

官僚支配著しい我が国では︑国会の官僚機構常

在日米軍基地を視察しました︒圧倒的な米空軍の

打撃攻撃力︑日本海軍が築き上げた施設の大半を

十七年三月まで七か月重なっています︒
また︑報道によると︑福岡高裁那覇支部が国︑

時監視が必要です︒政府と官僚機構をつくる衆議
院︑それを監視する参議院という新視点から私は

また︑このとき︑米軍高官より︑在日米軍は日

占有する米海軍︑海兵隊用の沖縄の広大な訓練用

局長が官邸を訪問しています︒定訟務局長はこ

本に侵攻する勢力の根拠地を打撃攻撃力でたたく

沖縄県双方に和解を勧告した平成二十八年一月二

日米同盟についてお尋ねします︒

こで︑国敗訴を避けるため︑訴訟戦略について総

ことにより︑安保条約上の日本防衛義務を履行す

提案します︒参議院に行政の組織︑人事に関する

施政方針演説に︑これからも︑日米同盟こそが

理に助言︑説明したのではありませんか︒さらに︑

ると聞きました︒総理︑これは事実でしょうか︒

地と海︑そして極めて少ない米陸軍兵力︑安全保

我が国の外交・安全保障政策の基軸である︑これ

定訟務局長と多見谷裁判長は︑平成六年七月か

国民は在日米軍基地の実態を知らされていませ

十九日の四日後︑二月二日︑定誠法務省訟務局

は不変の原則ですとあります︒果たしてそうでし

ら七年三月までの八か月︑共に︑東京地裁判事補

ん︒しかし︑在日米軍駐留経費負担増の是非を考

常時監視機関をつくり︑人事院の調査権限を移す︑

ょうか︒英国は永遠の同盟を持たない︑不変の敵

として︑さらに二十六年四月から八月までの四か

えるなら︑事実を知る必要があります︒日本国内

障の視座に大きな影響を受けました︒

もいない︑永遠の国益に基づくのが我が責務だと

月︑東京高裁判事として過ごしています︒このよ

における米軍施設・区域は幾つありますか︒総理

長と当時の部防衛省整備計画局長︑元沖縄防衛

いう英国首相パーマストンの言葉に私は真理を見

うに︑定訟務局長︑多見谷裁判長︑右陪席の蛭

これで天下りを根絶しようではありませんか︒

ます︒

は︑国会議員に当選以来︑それらのうち︑どこを

最後に提案します︒総理︑この際︑大統領訪日

川判事の勤務の軌跡はぴたりと重なる︒三人が意

総理は国益を短期的に捉えてはいませんか︒そ

国民の皆様︑辺野古訴訟は︑監督安倍総理︑脚

時に両最高指揮官共に米軍基地を視察し︑実態を

幾つ視察されましたか︒
本定訟務局長︑主演多見谷裁判長︑助演蛭川判

思疎通できることは明白です︒

れとも︑米国と永遠の同盟を築ける理由があるの
ですか︒真意を伺います︒
福岡高裁那覇支部の辺野古訴訟判決について伺
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計検査院も含まれます︒今後︑準備ができ次第︑

査を行うよう指示したところであり︑これには会

する山本大臣に対し︑全省庁について徹底的な調

摘がありましたが︑先日︑国家公務員制度を担当

総務省設置法に基づく調査の発動について御指

の下に揺るぎない日米同盟のきずなを更に強化し

手はあり得ません︒トランプ新政権との信頼関係

国のみであり︑これ以外に我が国が同盟を結ぶ相

共有し︑我が国を守る意思と能力を有するのは米

民主主義︑人権︑法の支配といった普遍的価値を

我が国が同盟を結ぶべきでありましょうか︒自由︑

把握されてはいかがでしょうか︒

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 風間議員にお答

調査をし︑その結果を明らかにしてまいります︒

ていきたいと考えています︒

会計検査院ＯＢの再任用及び再就職についてお

︹内閣総理大臣安倍晋三君登壇︑拍手︺

以上で代表質問を終わります︒
︵拍手︶

えをいたします︒

なお︑退職管理に関しては︑国家公務員法の規定

尋ねがありました︒
職した職員の事例につきましては︑会計検査院に

尋ねがありましたが︑これまでの国家公務員法の

また︑キャリアシステムの見直しについてのお

独立を侵害するようなことは全くありません︒御

行政が裁判官の人事に介入するなどして司法の

福岡高裁那覇支部における裁判官の人事等につ

おいて国家公務員法の規定に基づく再任用が行わ

改正において︑人事評価に基づく能力・実績主義

指摘は全くの臆測に基づくものであり︑誠に遺憾

により︑人事院の調査の権限は及びません︒

れ︑再任用期間中における兼業についても︑国家

による人事管理を導入するとともに︑幹部職員の

であります︒なお︑私が各府省の幹部から業務に

御指摘の平成二十五年三月末に会計検査院を退

公務員法に基づき会計検査院において所要の手続

候補となり得る管理職員としてその職務を担うに

ついて報告を受けることは当然のことであります︒

いてお尋ねがありました︒

を行った上で許可が行われたと承知しています︒

ふさわしい能力及び経験を有する職員を総合的か

在日米軍の役割及び在日米軍基地の視察につい

また︑この職員については︑検査対象の会計検査

つ計画的に育成するため︑幹部候補育成課程を導
入しました︒こうした制度をしっかりと運用する

我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを

の事務には従事していないと聞いております︒
会計検査院は︑会計検査院法に定められている

ことにより︑能力・実績主義を踏まえた採用年次

てのお尋ねがありました︒

とおり︑内閣に対して独立した地位を有する機関

増す中︑様々な緊急事態に迅速かつ機動的に対応

できる態勢を維持している在日米軍の駐留は︑日

等にとらわれない人事を推進してまいります︒
我が国の同盟の在り方についてお尋ねがありま

として厳正かつ公正な会計検査を実施することが
求められており︑会計検査院の職員の再就職につ

の対象である府省庁や団体に再就職している場合

しています︒また︑会計検査院の職員が会計検査

公務員法の規定にのっとって行われていると承知

ます厳しさを増しており︑もはや日本のみで自国

あります︒我が国を取り巻く安全保障環境はます

ときに命懸けで日本を守るとの義務を負うもので

そもそも同盟とは︑我が国が武力攻撃を受けた

どまるものではなく︑指針においても︑米軍は︑

約第五条に基づく対日防衛義務の履行はこれにと

することができるとされていますが︑日米安保条

日本防衛のため︑打撃力の使用を伴う作戦を実施

日米防衛協力のための指針において︑米軍は︑

米安全保障体制の中核的要素です︒

においても︑会計検査院としては︑当該府省庁や

の安全を守ることはできません︒これを踏まえ︑

日本防衛のため︑空域の防衛︑海域の防衛︑陸上

した︒

団体に対して厳正な会計検査を実施していると承

我が国の近隣諸国を見渡した場合︑いずれの国と

いては︑こうした趣旨を踏まえるとともに︑国家

知しています︒
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してこの調査にしっかりと協力して事実を明らか

就職したものと答弁されていると承知をしており

また︑文部科学省としても︑今後︑再就職等監

の防衛︑弾道ミサイル対処などの作戦において自
このような在日米軍の安定的駐留を維持するた

視委員会から指摘を受けた事項について徹底した

いずれにせよ︑文部科学省の再就職規制違反事

ます︒

め︑米軍施設・区域は重要な役割を果たしていま

調査を行うのはもちろんのこと︑これらのほかに

案で生じた国民の疑念を払拭するため︑総理から

にしてまいります︒

す︒平成二十九年一月一日現在︑在日米軍の使用

再就職等規制に違反するものがなかったかどうか

山本国家公務員制度担当大臣に対し︑同様の事案

衛隊を支援し補完することが明記されています︒

に供している米軍専用の施設・区域の数は全国七

につきましても︑この再就職等規制制度発足時に

がないかどうか徹底的な調査を行うよう指示がさ

経済産業省としましても︑把握している再就職

十八であります︒私が視察した米軍施設・区域の

遡ってしっかりと調査をし︑厳正に対処してまい

れており︑経済産業省としてもこの調査にしっか

農林水産省として把握しているあっせんの事実

就職につきましてお尋ねがございました︒

○国務大臣︵山本有二君︶ 会計検査院ＯＢの再

︹国務大臣山本有二君登壇︑拍手︺

︵拍手︶

りと協力をして事実を明らかにしてまいります︒

あっせんの事実はありません︒

場所と箇所については特に記録を取っているわけ
ります︒
︵拍手︶

いずれにいたしましても︑文部科学省の再就職

はございません︒

国土交通省として把握しているあっせんの事実

の再就職についてお尋ねがございました︒

○国務大臣︵石井啓一君︶ 会計検査院職員ＯＢ

︹国務大臣石井啓一君登壇︑拍手︺

ではありませんので正確なお答えはできませんが︑
外務大臣秘書官の時代を含めると︑嘉手納︑岩国︑
横田︑三沢などを視察しております︒
米国大統領の訪日については何ら決まっておら
ず︑現時点で仮定に基づきお答えすることは差し
控えたいと思います︒
残余の質問につきましては︑関係大臣から答弁

総理から山本国家公務員制度担当大臣に対し︑同

た国民の疑念を払拭するため︑総理から山本幸三

なお︑文部科学省の再就職規制違反事案で生じ

はございません︒

︹国務大臣松野博一君登壇︑拍手︺

様の事案がないかどうか徹底的な調査を行うよう

国家公務員制度担当大臣に対し︑同様の事案がな

規制違反事案で生じた国民の疑念を払拭するため︑

○国務大臣︵松野博一君︶ 会計検査院ＯＢの再

指示がされていると承知をしておりまして︑国土

いかどうか徹底的な調査を行うよう指示がされて

させます︒
︵拍手︶

就職についてお尋ねがありました︒

交通省としてこの調査にしっかりと協力して事実

文部科学省としては︑あっせんの事実は把握を

いると承知しておりまして︑農林水産省としてこ
︹国務大臣世耕弘成君登壇︑拍手︺

まいります︒
︵拍手︶

の調査にしっかりと協力して事実を明らかにして

を明らかにしてまいります︒
︵拍手︶

いずれにしても︑今回の文部科学省の再就職規

○国務大臣︵世耕弘成君︶ 会計検査院職員ＯＢ

しておりません︒
制違反事案で生じた国民の疑念を払拭するため︑

○副議長︵郡司彰君︶ 岡田直樹君︒

│││││││││││││
会計検査院からは︑これまでの国会審議におい

︹岡田直樹君登壇︑拍手︺

の再就職についてお尋ねがありました︒

様の事案がないかどうか徹底的な調査を行うよう

ても︑あくまでも本人と再就職先の合意により再

総理から山本国家公務員制度担当大臣に対し︑同
指示がされていると承知しており︑文部科学省と
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理大臣の施政方針演説について総理に質問いたし

私は︑自由民主党・こころを代表して︑安倍総

かし︑第二次安倍政権の発足後︑デフレからの脱

低迷に︑自信を失いかけたこともありました︒し

われた二十年とも言われた出口の見えない景気の

崩壊し︑経済的には厳しい時期が続きました︒失

成でありますが︑我が国では︑その後︑バブルが

えて真剣に考える問題です︒国民統合の象徴とし

るべきかという問題は︑我々一人一人が党派を超

新しい時代の象徴としての天皇のお姿がどうあ

こしたのであります︒

を慰めると同時に︑平和の大切さを改めて思い起

きた苦難の道をしのばれるお姿は︑戦争の苦しみ

○岡田直樹君 自由民主党の岡田直樹です︒

ます︒

却が視界に入り︑経済が好調に回り始めているの

ての陛下の御負担軽減の問題は決して政争の具に

天皇陛下の御負担軽減について伺います︒

まず︑これまでの平成の世を思い起こしながら︑
であります︒

表明されたことを我々として重く受け止めなけれ

が難しくなるのではないか︑こうしたお気持ちを

全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくこと

を述べられました︒その中で︑これまでのように

ッセージで︑象徴としてのお務めについてお言葉

方々と同じ目線で話される両陛下の姿は︑国民の

たのであります︒避難所で膝をついて被災された

自ら被災地に赴いて︑被災された方々を励まされ

見舞われました︒そのたびに︑天皇皇后両陛下は︑

二十三年には東日本大震災など︑甚大な災害にも

一方で︑平成七年には阪神・淡路大震災︑平成

整備が必要であります︒

としても︑党派を超えた真摯な議論と速やかな法

に向けた論点の整理がまとめられました︒立法府

二十三日に政府の有識者会議により︑今後の検討

参集の全ての皆様が同意されることと思います︒

すべきではない︑この点においては︑この場に御

昨年八月︑天皇陛下は︑国民に対するビデオメ

ばなりません︒そうした陛下のお気持ちを酌みな

目に深く焼き付いています︒このことで︑どれほ

国会議員に課せられた重大な責務であると考えま

天皇の在り方について議論していくことは︑我々

い時代の象徴天皇の姿であると︑陛下御自身が身

しょうか︒こうして国民に寄り添う姿こそが新し

ど多くの人々の傷つき疲れた心が救われたことで

次に︑各分野の基本方針について伺ってまいり

する法整備について︑総理の御見解を伺います︒

ともに︑今国会における天皇陛下の御退位等に関

ここで︑天皇陛下に対する総理の思いを伺うと

がら︑主権者である国民の代表として今後の象徴

す︒

した︒平成元年はバブルの絶頂期であり︑我が国

ておりますが︑思い起こせば激動の時代でありま

戦没者の慰霊をし︑平和を祈念されました︒特に

パラオを︑続いて昨年はフィリピンを訪問され︑

また︑陛下は︑戦後七十年に当たる一昨年には

中心に質問させていただきます︒

私からは︑国民の安全︑安心の確保や地方創生を

交・防衛などを中心に質問いたしておりますので︑

昨日︑我が党の吉田幹事長から経済財政や外

ます︒

は空前の好景気を謳歌していました︒国際的には︑

パラオは︑両陛下が訪れるにふさわしい宿泊施設

まずは︑防災対策について伺います︒

をもって示されてきたわけであります︒

天安門事件が起きた年であり︑ベルリンの壁が崩

などがない厳しい環境であったにもかかわらず︑

平成の世になってから三十年近くがたとうとし

壊した年でもあります︒その年の十二月には︑米

な火災が発生し︑多くの人が住まいや職場を失う

昨年十二月二十二日に新潟県糸魚川市で大規模
両陛下が御訪問先で献花され︑さきの戦争で亡

甚大な被害をもたらしました︒住宅や店舗など百

実現を強く望まれた末の御訪問でありました︒
くなった全ての人々を追悼し︑その遺族の歩んで

ソの首脳がマルタ島で会談し︑冷戦の終結を宣言
しました︒
まさに世界史の転換点と言える年に始まった平
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りかねません︒

私も︑自民党台風十号被害視察団の一員として

今後も各地で同じような状況が続けば︑我が国の

旧復興事業においても見られるところであります︒

など自然災害が続いた年でありました︒まだ復興

自由民主党では︑今回の災害をフェーン現象に

岩手県に派遣され︑九名もの高齢者の命が失われ

災害対策にとって大きな障害となるとも考えられ

四十七棟が焼け︑その八割に当たる百二十棟が全

このように︑建設業の人材不足などにより災害

よる強風がもたらした自然災害と位置付けて︑被

たグループホームなどの被害状況を確認してまい

ます︒防災︑減災に対する取組とともに︑災害後

が道半ばである東日本大震災の被災地でも︑重ね

災者生活再建支援制度を適用するよう政府に検討

りました︒気候変動のせいか︑これまでとは全く

の復旧復興の円滑化についても政府を挙げて対策

焼するという︑我が国では過去二十年で最悪の火

を申し入れるとともに︑大みそかの十二月三十一

異なる経路で台風が東北地方に上陸し︑思い掛け

を検討すべきであると考えます︒

復旧が円滑に進まない状況は︑東日本大震災の復

日にも幹事長以下が現地入りし︑新潟県知事︑糸

ない被害が生じてしまったのであります︒御冥福

防災︑減災及び災害からの復旧復興事業を円滑

て台風による被害を受けた地域もあります︒

魚川市長らと意見交換を行いました︒総理も今月

を祈るとともに︑災害対策に万全を期さなければ

災となってしまいました︒

十一日に現地を視察されていますが︑まずは速や

に進めていくため︑総理はどのように取り組んで

次に︑同じく安全︑安心の観点からテロ対策に

いくお考えか︑お尋ねをします︒

ならないとの思いを新たにしたところであります︒
政府は︑熊本地震や台風被害に対して激甚災害

かな復旧に政府を挙げて引き続き取り組んでいた
だきたいと存じます︒

の早期指定を行ったほか︑災害救助法や被災者生

我が国は二〇二〇年に東京オリンピック・パラ

今回の教訓を生かして︑全国的に火災に対する

めてきました︒引き続き︑復旧事業の早期完了の

リンピックを開催しますが︑テロ対策にしっかり

ついて伺います︒

地震や水害などの大きな自然災害が続いたことも

ために︑事業を進められるところは速やかに発注

と取り組み︑是非とも成功に導かなければなりま

活再建支援制度の適用など︑一日も早い復旧に努

あり︑防災︑減災に対する国民意識は高まってき

し︑すぐに工事に取りかかるといった対応で復旧

備えを見直していく必要があると考えます︒近年︑

ております︒これを機に︑火災も含めた様々な種

せん︒東京オリンピック・パラリンピックをテロ

リストから絶対に守らなければならないのであり

復興を進めていただきたいと思います︒
しかし︑熊本では︑建設業の人材不足が著しい

類の災害を想定し︑防災・減災対策を一層充実し
ていく必要があると考えますが︑いかがでしょう

きないという状況もあると聞いております︒また︑

立しない︑そのため︑なかなか復旧事業に着手で

かかわらず︑テロ等の組織犯罪と闘うために百八

対策に万全の体制を整える必要があります︒にも

開催国たる我が国は︑国際社会と協力し︑テロ

ます︒

北海道︑東北では︑積雪のために冬の間は工事が

十七の国と地域が締結している国際組織犯罪防止

ため︑復旧事業の入札に業者が集まらず入札が成

難しく︑春には直ちに工事に着手する必要があり

条約については︑署名から十六年もたっているの

か︒総理の御見解をお伺いします︒

糸魚川大規模火災のほかにも︑昨年は︑四月に

ます︒もし業者が集まらずに入札が成立しないと

に︑いまだ我が国は締結できていません︒テロ対

︹副議長退席︑議長着席︺

震度七を二度も記録した熊本地震があり︑八月︑

なれば︑復旧復興のタイミングを逃すことにもな

す︒

重ねて︑災害からの復旧復興についても伺いま

九月には台風十号を始めとする台風被害が生じる

参議院記録部

- 32 -

【未定稿】
本会議
平成２９年１月２５日

般国民が対象になるようなことはあり得ないと私

準備段階で処罰するものでありまして︑これが一

テロ等準備罪の創設は︑組織犯罪を実行する前の

言えます︒そのための国内法整備として行われる

ネットワークに入れないのは︑異常な事態とさえ

ク開催国が︑そのための国際的な捜査協力や情報

策に万全を期すべきオリンピック・パラリンピッ

生に生かすことに関する総理の考えを伺います︒

す︒東京オリンピック・パラリンピックを地方創

るための取組を進めていくべきだと考えておりま

ピック・パラリンピックの効果を全国に波及させ

においても︑こうした成功事例に学んで︑オリン

加速化させる大きなチャンスであります︒我が国

オリンピック・パラリンピックは︑地方創生を

整えることは︑企業にとっても大きなメリットと

るパートの皆様が今まで以上に活躍できる環境を

給も確実に上昇しています︒企業活動を支えてい

ります︒アベノミクスにより︑パートの方々の時

配偶者特別控除の収入制限を大幅に引き上げてお

調整を意識することなく働くことができるよう︑

今回の税制改正では︑パートで働く方々が就業

未来︑それは子供たちであります︒子供たちの一

総理が演説で表明されていたとおり︑我が国の

で活用されるべきであります︒例えば︑近年︑ト

躍している方々からの視点は︑もっともっと社会

子育て︑介護︑日頃の家事など様々な場面で活

なります︒

早急に条約を締結するため︑必要な法整備を行

人一人の個性が大切にされる教育を進めることが

ラックドライバーや建築︑建設分野への女性の進

次に︑教育再生について伺います︒

うべきと考えますが︑総理のお考えをお聞かせく

何より重要であります︒さらに︑家庭の経済事情

出が増加傾向にあります︒女性の能力の発揮で経

は考えます︒

ださい︒

により︑進学を希望するにもかかわらず断念せざ

済の活性化が図られるものと大きく期待しており

クと地方創生について伺います︒

続いて︑この東京オリンピック・パラリンピッ

るを得ないという状況を変え︑誰もが希望すれば

宮城県で開催予定のサッカーに加え︑野球︑ソ

このように︑東京オリンピック・パラリンピック

といった案も検討されていると聞いております︒

要の給付型奨学金制度の創設など︑全ての子供た

への支援や高校生への奨学給付金の拡充︑返還不

そのため︑政府は︑フリースクールの子供たち

願いたいと存じます︒

に女性の活躍を進めていくお考えか︑お聞かせを

女性の活躍の重要性への認識と︑今後どのよう

ます︒

に復興五輪という意味を持たせることが重要であ

ちが未来に希望を持ち︑夢に向かって学んでいく

進学できる環境を整えなければなりません︒

ります︒また︑被災地を含め︑全国にその恩恵が

ことができる施策を講じています︒これこそ︑総

安倍内閣の大胆な挑戦により︑我が国には経済

フトボールでは︑試合の一部を福島県で開催する

及ぶように︑言わば地方創生五輪にもなるように

理の施政方針演説に引用された兼山のハマグリで

の好循環が生まれております︒地方創生にとって

備︑すなわち鉄道の復権について伺います︒

次に︑私の持論として︑鉄道ネットワークの整

工夫をしていくべきだと考えます︒

あり︑日本の未来をつくる大きな一歩であると考

二〇一二年のロンドン大会では︑ロンドン以外

大切なことは︑この経済の好循環を更に全国津々
に懸ける総理の思いをお伺いいたします︒

路︑空港︑港湾等の交通ネットワークが重要な役

産活動︑観光︑地域住民の生活などに不可欠な道

浦々まで届けることであります︒そのために︑生
次に︑女性の活躍について伺います︒

教育再生︑誰にでもチャンスのある教育の実現

えます︒

の地域でも︑雇用や投資の増加が発生し︑広い地
域に経済効果が及んだとされています︒また︑大
会後も︑ロンドン以外でも観光客が大きく増加し
たとのことであります︒
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割を果たしていることは言うまでもありません︒
昨年九月の臨時国会の所信表明演説で︑総理は︑

するというリダンダンシーという考え方がますま

速やかな復旧復興活動や継続的な経済活動を確保

地方創生は我が国の最重要課題の一つです︒地

次に︑地方創生の更なる推進について伺います︒

私の地元である石川県でも︑一昨年︑北陸新幹

た︒

の経済圏に統合する地方創生回廊に言及されまし

東京と大阪を大きなハブとしながら︑全国を一つ

などの大規模災害が発生した場合︑東海道新幹線

るべきと考えます︒万一︑太平洋側で地震や津波

このリダンダンシーという観点から整備が急がれ

︱新大阪間のルートが一本化された北陸新幹線も︑

昨年末︑与党プロジェクトチームにおいて敦賀

地方では︑その地方を愛し︑地域資源に工夫を

スの取れた発展は不可欠であります︒

極集中は大きなリスク要因であり︑国土のバラン

防災︑減災や環境問題を考えた場合にも︑東京一

るために解決しなければならない課題であります︒

あり︑国民がひとしく安心して活力ある生活を送

方の過疎化も都市の過密化も背中合わせの問題で

線が金沢まで開業した際には︑観光客が増え︑ビ

の代替補完機能として︑日本海側を回る新幹線は

加えて地方創生に取り組んでいる人々がたくさん

す重要になっております︒

ジネスのチャンスも膨らみ︑地域開発の効果が極

大きな役割を果たすと期待されているからであり

おられます︒このような取組を全力で支援せずに

リニア中央新幹線と整備新幹線の建設を加速し︑

めて大きいことを実感いたしました︒そうした経
ます︒

地方創生を実現させることはできないと感じます︒

済的︑社会的効果を見れば︑鉄道︑特に高速鉄道

加えて︑鉄道は環境にも優しい交通機関であり

開くという意欲的なチャレンジを応援する仕組み

ネットワークは︑もちろん北陸のみならず全国的

ます︒このように優れた特徴を持つ鉄道でありま

として大いに期待をいたしております︒

自由度の高い地方創生交付金は︑まさに自分たち

すが︑国の予算という面では︑とても十分な予算

しかし︑地方創生は地域の力だけでは足りない

ます︒鉄道が旅客一人を運ぶのに排出するＣＯ

我が国の鉄道ネットワークは︑その正確さや安

が措置されているとは言えません︒国の道路予算

場面もございます︒例えば︑先ほど質問いたしま

に社会資本ストック効果が大きいインフラであり︑

全性において世界に誇れるものであり︑国民生活

が約一兆七千億円であるのに対して︑鉄道予算は

した新幹線などの高速鉄道ネットワークの整備が

の地方の未来を自分たちの創意工夫と努力で切り

の向上や経済の発展︑観光の振興などに大きな役

約一千億円にすぎないのであります︒道路︑港湾

そうです︒国として整備すべきものはしっかりと

は︑自動車の六分の一︑飛行機の五分の一であり

割を果たしてまいりました︒東日本大震災の被災

などの着実な整備を進めると同時に︑鉄道予算は

整備するという姿勢が大切と考えます︒その観点

国土のバランスある発展にとっても必須であると

地でも︑鉄道の区間が復旧するたびに大きなニュ

相当額を増額すべきと考えます︒

考えます︒

ースとなり︑町が喜びに包まれます︒このように︑

で︑政府機関の地方移転についても触れたいと思
な面から鉄道の意義を見直し︑政府としても鉄道

地方創生︑防災︑環境・エネルギーなど︑様々

全国各地で予想もしない災害が続いている昨今

復権に向けて力を入れていく必要があると考えま

文化庁が京都に移転することになったほか︑私の

鉄道は人々の希望を運ぶ存在でもあるのです︒
の状況を考えると︑鉄道ネットワークの整備に当

すが︑総理の御見解はいかがでしょうか︑伺いた

地元である石川県にも国立近代美術館の工芸館が

います︒

たっては︑一部の路線が災害でダメージを受けた

いと存じます︒

昨年決定された政府関係機関移転基本方針では︑

としても︑他の路線が代替的機能を果たすことで
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は政府機関を東京に残したいという移転に対する

移転することになりました︒しかし︑各省庁から
合区を含む十増十減を主な内容とする公職選挙法

は大きいものがありましたが︑最終的には四県二

会派と議論を重ねてまいりました︒意見の隔たり

うあるべきか︑そのための選挙制度はどうあるべ

ロジェクトチームを設置し︑そもそも参議院はど

現在︑参議院自民党では︑参議院在り方検討プ

地方からは残念な結果であったという声も出てい

の低下など深刻な影響が指摘をされております︒

しかし︑今回︑合区がされた各県では︑投票率

して解決していくことは︑今まで都道府県を選挙

る代表が︑互いの課題を把握して国全体の施策と

深めている最中であります︒各都道府県から集ま

ると考えます︒

抵抗感も強いと感じられます︒

改正が行われ︑昨年の参議院選挙でそれが実施さ

きかについて忌憚のない意見交換を行い︑議論を

現状︑全体としては拠点の設置や連携の強化と
れました︒

ることは事実であります︒しかしながら︑これで

合区反対と書かれた無効票も少なからずあったと

区としてきた参議院だからこそできることではな

いった内容が多く︑本格的な移転を期待していた

終わりということではなく︑これをあくまでも出

聞きます︒自らの県から国会に代表を送れないと

各都道府県から半数改選で必ず一名の代表を出

発点として︑今後ともできるものから一つずつ分

間格差に拍車を掛けることが懸念されます︒そし

すために︑我々は憲法改正も一つの選択肢として

いでしょうか︒

また︑地方の雇用を生み出すためには︑企業の

て︑合区を解消し︑地域の声が国会に届く体制を

議論すべきと考えております︒

いうことは︑一層の地域間格差をもたらす︑地域

本社機能の移転や生産拠点の分散立地も重要であ

取り戻してほしいという切実な要望が全国知事会

散移転していくことが必要であると考えます︒

ります︒税制措置などは用意されていますが︑地

を始め地方六団体から相次いでおります︒
約するという役割を持つのに対し︑参議院は多様

衆議院が政権を選択するための国民の意見を集

どがよく挙げられる論点でありますが︑地方の人

人権︑安全保障環境の変化︑緊急事態への対応な

在しなかった様々な課題が生じています︒新しい

日本国憲法の施行から七十年がたち︑当初は存

方創生のためには更に深掘りする必要があるので
政府機関や民間企業の地方移転も含め︑どのよ

な国民の意見を国政に反映させるという機能を果

口減少と大都市への人口集中︑それに対応した選

はないかと考えます︒
うに地方創生の更なる推進に取り組んでいくのか︑

たすことが期待されております︒そのために︑参

参議院の独自性として︑決算審査の重視とＯＤ

その決意をお尋ねいたします︒

地方創生が国政上の重要課題となる中で︑地方

Ａをめぐる諸問題の調査に積極的に取り組むとい

挙制度の改革も大きな課題であり︑憲法議論の俎

我々参議院は︑昭和四十六年に河野謙三議長によ

も都市も歴史的︑文化的︑社会的︑経済的にも一

う成果を生み出したかつての参議院改革協議会は

議院は創設以来︑地域代表と職能代表という性格

る参議院問題懇談会が設置されて以来︑二院制に

体性を有し︑我が国の政治や行政の多くの場面で

しばらく開かれておりませんが︑改革に向けた不

最後に︑参議院改革について申し上げます︒

おける参議院の在り方︑独自の使命などについて︑

現実的に重要な役割を果たしている都道府県とい

断の努力は続けなければなりません︒今こそ︑党

上にのせるに値する問題と考えます︒

常に議論を続けてまいりました︒

う単位で︑地方の声をしっかり国政に届けるため

派を超えて︑選挙制度を含めた参議院の抜本的な

を持った選挙制度を採用してまいりました︒

山崎正昭前議長の下では選挙制度協議会が設置

に代表を国会に送り出すことには大きな意味があ

国権の最高機関︑唯一の立法機関の一翼を担う

をされ︑私も協議会のメンバーの一人として︑各
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改革について協議を始め︑真に国民のための制度
設計を行うことが必要であります︒
このことを皆様に強く強く呼びかけまして︑私
の代表質問を終わります︒
御清聴ありがとうございました︒
︵拍手︶
︹内閣総理大臣安倍晋三君登壇︑拍手︺
○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 岡田直樹議員に
お答えをいたします︒
天皇陛下の御公務の負担軽減等についてお尋ね
がありました︒

生活再建支援法を適用するとともに︑瓦れき処理

一日も早い生活再建や事業再開のため︑被災者

保に努めているところです︒また︑北海道や東北

どの対策を講じるなどして︑事業の円滑な施工確

被災地の実情を反映した予定価格の設定を行うな

災地では︑東日本大震災の際にも実施したように︑

や事業再開の資金調達の支援を厚くするなど︑で

などの積雪地においては︑国庫債務負担行為を活

て心よりお見舞いを申し上げます︒

きることは全て行うとの考え方の下︑被災地の復

工事契約を行っているところです︒今後とも︑被

用し︑雪解け後直ちに工事着手できるよう事前に

今回のような木造建物が密集した地域における

災地の復旧復興に向けて︑スピード感を持ってき

旧復興に全力で取り組んでいるところです︒
消防の在り方については︑有識者を含めた検討会

め細かく対応してまいります︒

国際組織犯罪防止条約の国内担保法の整備につ

を設置し︑今回の消防活動等を検証した上で︑火
災予防や消防活動︑消防体制等の充実強化の在り

東京オリンピック・パラリンピックの開催を三

いてお尋ねがありました︒

今後とも︑様々な災害から国民の生命と財産を

年後に控える中︑テロ対策は喫緊の課題です︒御

方について検討を行ってまいります︒

せられたことを重く受け止めております︒この問

守るため︑これまでの災害対応の在り方を検証し︑

昨年八月︑天皇陛下が国民に向けてお言葉を発
題は︑国の基本︑そして長い歴史とこれからの未

引渡しや捜査共助︑情報収集において国際社会と

指摘のとおり︑テロを防ぐためには︑逃亡犯罪人

避難に関する情報提供の迅速化や自治体への人的︑

緊密に連携することが必要不可欠であり︑既に百

そこから得られた貴重な教訓をしっかりと踏まえ︑

政争の具にしてはならず︑政治家がその良識を発

物的支援の充実など︑ソフト︑ハード一体となっ

八十七の国と地域が締結している国際組織犯罪防

来にかけての極めて重い課題であります︒決して
揮しなければならないものです︒

た総合的な防災・減災対策の体系的な見直しを不

現在︑有識者会議で御議論いただいており︑一

で極めて重要です︒

止条約の締結は︑そうした協力関係を構築する上
災害後の復旧復興の円滑化についてお尋ねがあ

断に行ってまいります︒

昨日︑論点整理が行われ︑公表されました︒昨日
には︑衆参両院の議長︑副議長にもお示ししたと
副議長を中心に各党各会派からの意見聴取が行わ

海道︑東北地方を襲った一連の台風など︑災害か

東日本大震災はもとより︑昨年の熊本地震や北

るなど︑一般の方々がその対象となることはあり

限定し︑準備行為があって初めて処罰の対象とす

主体を一定の犯罪を犯すことを目的とする集団に

国内担保法の在り方については︑現在︑犯罪の

れるものと承知しております︒それをしっかり受

らの復旧復興を円滑に進めるためには︑建設業の

得ないことがより明確になるよう検討を行ってい

りました︒

け止め︑政府における検討を更に進めていく所存

人材を確保し︑災害復旧事業や復興事業を着実に

ころです︒今後︑衆参両院におかれまして︑議長︑

であります︒

ような法整備に努めてまいります︒

るところであり︑国民の皆様の御理解を得られる
特に︑入札の不調が増加している熊本地震の被

実施する必要があります︒

防災・減災対策についてお尋ねがありました︒
糸魚川の大規模火災で被災された方々に︑改め
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目的の一つです︒被災地を駆け抜ける聖火リレー︑

オリンピック・パラリンピック競技大会の大きな

る日本の姿を世界に示すことは︑二〇二〇年東京

東日本大震災から見事に復興を成し遂げつつあ

らに︑新年度から︑返還不要の給付型奨学金制度

が無利子の奨学金を受けられるようにします︒さ

もに︑成績にかかわらず︑必要とする全ての学生

育無償化や高校生への奨学給付金を拡充するとと

育て女性が土日︑夜間でも受講できる講座を増設

保険法の改正案を今国会に提出するとともに︑子

する専門教育講座の受講料の補助を拡充する雇用

助成金を創設し︑職場で求められるスキルに直結

を支援するため︑復職に積極的な企業を支援する

また︑先般成立した教育機会確保法を踏まえ︑

安倍内閣は︑これからも全ての女性が輝く社会

を新たに創設することとしました︒

に︑被災地における取組を世界に伝え︑風評被害

いじめや発達障害などの様々な事情で不登校とな

の実現を最重要課題として全力で取り組んでまい

被災地での大会イベントの開催等を進めるととも
を払拭し︑産業面を含めた着実な復興へとつなげ

っている子供たちが自信を持って学んでいける環

ります︒

ることを契機に︑地域の活性化等を推進します︒

が未来に希望を持ち︑それぞれの夢に向かって頑

教育は未来への先行投資です︒全ての子供たち

鉄道は︑定時性︑高速性に優れ︑信頼性の高い

してまいります︒

てまいります︒
境を整えます︒

そのため︑事前キャンプの誘致等を通じ大会参加

張ることができるよう︑今後とも︑必要な財源を

交通機関であるとともに︑環境に優しい交通機関

大会の開催により多くの選手︑観客等が来訪す

国・地域との人的︑経済的︑文化的な相互交流を

確保しつつ︑教育再生にしっかりと取り組んでま

です︒特に新幹線は︑開業から五十二年間にわた

鉄道ネットワークの整備についてお尋ねがあり

図る地方公共団体をホストタウンとして︑被災地

いります︒

世界中が注目するコンテンツ︑地域性豊かな食文

ど様々な場面で活躍している女性の視点がより広

御指摘のとおり︑子育てや介護︑日頃の家事な

女性の活躍についてお尋ねがありました︒

全国をつなぐ鉄道ネットワークは︑地域の交流

の運行での定時性の確保など︑まさに世界に誇る

って乗客の死亡事故がゼロであり︑最短三分間隔

ました︒

を含む全国各地に広げていきます︒

化などを通じて︑日本全国で大会の開催に向けた

く社会で活用されることで︑様々な場面における

を促進し︑我が国の産業の発展や観光立国の推進
配偶者の収入制限を百三万円から百五十万円に引

今回の税制改正では︑配偶者控除等について︑

からも重要な意義を有するものであります︒

る代替輸送ルートの確保など︑国土強靱化の観点

に大きく寄与してきました︒また︑災害時におけ

また︑伝統的な芸術からクールジャパンとして

機運を醸成するとともに︑これらを世界に発信し︑

意思決定の質が高まるものと確信しています︒

我が国の未来︑それは子供たちであり︑一人一

き上げるなどの見直しを行うこととしています︒

鉄道がこのような役割を最大限に発揮できるよ

べき日本の技術の結晶です︒

地方創生︑地域活性化につなげてまいります︒

人の個性を大切にする教育再生を着実に進めるこ

これにより︑女性を含め働きたい人が就業調整を

う︑利便性の高いネットワークの構築が重要です︒

教育再生についてのお尋ねがありました︒

とが重要です︒

意識せずに働くことのできる環境づくりに寄与す

どんなに貧しい家庭で育っても夢をかなえるこ

し︑地域に大きな活力をもたらしました︒これか

一昨年は北陸新幹線︑昨年は北海道新幹線が開業
出産などを機に離職した方の再就職や学び直し

るものと考えています︒

とができるよう︑誰もが希望すれば進学できる環
境を整えなければなりません︒このため︑幼児教
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企業の本社機能の地方移転をより一層支援してま

ないでほしいです︒

までの安倍政権の政策は︑日本の未来を担う子供

ら︑札幌や敦賀︑長崎へと整備新幹線の着実な整
今後とも︑情報︑人材︑財政面での支援など︑

たちにとって果たして最善のものだったでしょう

未来を切り開くと強調されていましたが︑これ

いります︒また︑リニア中央新幹線について︑財

あらゆる手段を活用し︑地方創生にチャレンジす

か︒

いります︒

投の活用により︑大阪までの全線開業を最大八年

る地方の皆様を全力で応援してまいります︒
︵拍

備により︑地方に成長のチャンスを生み出してま

間前倒しし︑整備効果を早期に発現してまいりま
手︶

私は︑二人の母親として︑平和な世の中を子供

す︒

たちにプレゼントしたい︑広い意味での良い環境

を残したい︑そんな意味を込めていつもオリーブ

│││││││││││││
○議長︵伊達忠一君︶ 牧山ひろえ君︒

リニアと新幹線による高速鉄道ネットワークを
軸に︑東京や大阪︑名古屋がハブとなって︑日本

グリーンの洋服を着ていますが︑総理にも子供た

ちに対し同じ思いを持っていただきたい︑人とし

︹牧山ひろえ君登壇︑拍手︺
○牧山ひろえ君 民進党・新緑風会の牧山ひろえ

て︑政治家として最大限のことをしていただきた

全国︑北から南まで地方と地方をつないでいく︒
地方創生回廊をつくり上げ︑全国を一つの経済圏
です︒

いと思います︒

私は︑初当選以来︑命を守りたいという政治を

志した初心を忘れずに各種の政策に取り組んでま

唯一の被爆国として︑日本ならではの世界への

まずは︑外交・安全保障についてお伺いしたい

労働︑教育分野をテーマとさせていただきます︒

いりました︒本日は︑国の外側との関係で命を守

化庁の全面的な移転や石川県への東京国立近代美

貢献の仕方を考えるのではなく︑海外での武力行

どころか︑日本の良さをそぎ落としていくもので

安倍政権のこれまでの歩みは︑日本を取り戻す

せていただきたいと思います︒

会派を代表して︑政府四演説に対して質問をさ

に統合することで地方に成長のチャンスを生み出
していきます︒
地方創生の更なる推進についてお尋ねがありま
した︒
政府関係機関の地方移転の取組については︑政

術館工芸館の移転︑産業技術総合研究所の研究連

使を可能とする︒派遣法の改悪で︑生涯派遣で低

米国のトランプ新大統領が︑就任前にトヨタ自

る外交・安全保障︑及び国の内側で命を守る厚生

携拠点の設置などを進めることとしております︒

賃金︑結婚や子育てなど将来設計もままならない

動車のメキシコ新工場建設計画を批判しました︒

した︒

こうした各機関の移転について︑今後︑関係省庁

状態を当たり前にする︒いじめや子供の自殺が続

ＮＡＦＴＡの見直しを行う以前に︑個別企業の経

府関係機関移転基本方針等に基づき︑京都への文

と地元が一体となり︑国と地方の双方にメリット

発する中で︑少子化を理由に教育の予算を減らそ

営に介入するような今回のやり方は︑私たちが共
働く世代が安心して仕事ができ︑老後の社会保

米国の利益を最優先するアメリカ・ファースト

す︒

と思います︒

となるよう着実に具体化してまいります︒

うとする︒物価が上がった場合でも︑賃金が下が

有しているはずの自由主義経済をゆがめるもので

企業の本社機能の地方移転については︑株式会

れば年金は容赦なく下げる︒

移転した先駆的な例があります︒こういった取組

障も安定していたこの国の良さをこれ以上破壊し

社小松製作所が本社機能の一部を石川県小松市に
を更に広めるため︑地方拠点強化税制を拡充し︑
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を掲げ保護主義に傾くトランプ新大統領の標的に

の御見解をお示しください︒

に盛り込むかどうか︑総理に明確にお答えいただ

くよう求めます︒

ついて欧州諸国に遜色のない水準を目指す︑つま

次に︑厚生労働分野の主要課題であります働き

正規︑非正規労働者間での不合理な労働条件の

り︑四割程度の賃金差を二割程度に縮めるとの目

なり得る日本企業は︑トヨタだけにとどまりませ

また︑一億総活躍プランには︑同一労働同一賃

日本政府としては︑ルールに基づいて自由な経済

相違の禁止は︑既に労働契約法などに定められて

標を掲げられています︒この目標はいつまでに達

方改革︑特に同一労働同一賃金についてお伺いし

活動をしている企業を攻撃するのはいかがなもの

います︒しかし︑日本におけるパートタイム労働

成するのか︑総理にお伺いしたいと思います︒

ん︒衆議院の質疑において︑日米経済関係につい

かと一般論としてではなく意見すべきではないで

者の賃金水準は︑フルタイム労働者の六割に達し

安倍内閣は︑消費税率の一〇％への引上げを再

金によって正規労働者と非正規労働者の賃金差に

しょうか︒このような個別の日本企業が非難のタ

ません︒これは︑同一労働同一賃金が浸透してい

延期し︑消費税増収分を活用する社会保障の充実

たいと思います︒

ーゲットとなるケースが相次いでも今回のように

る欧州の八割から九割と比較して極めて低い水準

策については︑当初の予定であった本年四月から

て議論する中で説明を行う旨答弁されていますが︑

傍観されるのか︑対応の基本方針をお示しくださ
です︒

現在︑非正規労働者は全労働者の四割に達し︑

特に介護保険に関しては︑本来であれば本年四

い︒
一月十六日︑日米地位協定の軍属に関する補足

非正規労働者の待遇改善は喫緊の課題となってお

月から低所得高齢者の介護保険料の軽減措置が完

完全実施することができなくなっています︒

協定が締結されました︒一歩前進ではありますが︑

ります︒正規︑非正規労働者間の格差是正に資す

捜査権が及んでいないとの指摘があります︒さら

るものであり︑労働者が処遇差が不合理であると

各企業における賃金等の処遇は使用者が運用す

を一層強いる改革を実施しようとしています︒利

負担割合の引上げなど︑高齢者や現役世代の負担

総報酬割の導入︑現役並み所得の高齢者の利用者

全実施されるところでしたが︑安倍内閣は︑社会

に︑二〇一五年八月に発生した米陸軍相模総合補

の立証をすることは困難です︒このため︑法案化

用者負担割合をめぐっては︑一定以上の所得があ

る同一労働同一賃金の実現のためには︑労使で対

給廠の爆発事故の際に︑日米共同調査が行われた

に当たっては︑処遇差の合理性の立証責任は使用

る高齢者の負担割合について︑平成二十七年八月

保障を充実させるどころか︑中所得高齢者の高額

のは三日後の一回限りと報じられています︒これ

者が負うことを明記すべきであると考えます︒衆

に一割から二割に引き上げられたばかりです︒

立のあった際には司法の場で判断を仰ぐことによ

米軍人・軍属による犯罪を防止する抜本改革とは
言えません︒
また︑二〇一六年十二月のオスプレイの事故の

らは︑日米地位協定及びその関連文書において米

議院の質疑において総理は︑法制度の具体的内容

介護サービス費の月額上限引上げ︑介護納付金の

軍の管理権が規定されていることによります︒米

については働き方改革実現会議等の場で議論をい

肝腎の要介護者やその家族が必要な介護サービス

り︑その実効性を確保することも重要です︒

軍関係の事故発生時に日本の捜査当局が十分に︑

ただきたいと逃げの答弁をされていましたが︑参

を利用できなくなるようでは本末転倒と言わざる

際には︑事故現場をアメリカ側は統制し︑日本の

そしてタイムリーに捜査を行い︑原因究明に当た

議院では使用者に立証責任を負わせることを法案

たとえ介護保険制度のみが持続可能となっても︑

ることができるようにすべきと考えますが︑総理
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負担増によってそのような事態が起きることはな

を得ません︒安倍総理が行おうとしている介護の
規定するとともに︑教職員定数に含め︑国庫負担

で示されたように︑将来的には正規の職員として

深めていきたいと考えています︒

関する説明を含め︑主張すべきは主張し︑理解を

す︒その中で︑日本企業の米国経済への貢献等に

米軍による事件︑事故についての対応と日米地

の対象とすべきと考えますが︑総理の御見解をお
伺いしたいと思います︒

いのか︑総理の御所見をお伺いしたいと思います︒
次に︑未来をつくる子供たちの教育問題につい

計画的な採用や配置が可能になるため︑望ましい

ついては︑地方公共団体による教職員の安定的︑

で対応することにしています︒この基礎定数化に

や外国人児童生徒への対応を基礎定数化すること

政府は︑これまで加配で措置してきた発達障害

増している中で︑現在と未来の国民にとって本当

なっている若者︑老後に不安を抱える高齢者が急

しに行き詰まる非正規社員︑将来に夢を持てなく

い最優先課題だったのでしょうか︒あしたの暮ら

日本にとって手段を選ばず実現しなければならな

ＴＰＰと強行採決が相次ぎました︒これらが今の

携を密にして安全確保に万全を期してまいります︒

事故の再発防止を強く求めるとともに︑米側と連

であり︑政府の大きな責任であります︒引き続き︑

の確保は︑米軍が我が国に駐留をする上で大前提

軍機の飛行の安全や米軍施設・区域の安全な運用

ことであり︑御指摘の事故の発生は遺憾です︒米

米軍による事件︑事故は本来あってはならない

位協定の見直しについてお尋ねがありました︒

と考えます︒他方で︑教職員についての概算要求

に一番最優先すべきことは何なのかということを

日米地位協定については︑様々な御意見がある

昨年の臨時国会では︑カジノ解禁︑年金カット︑

において文部科学省が三千六十人を要求したのに

真摯に自省していただくことを総理に強く御要望

て質問します︒

もかかわらず︑予算案では基礎定数と加配を合わ

ことは承知していますが︑政府としては︑これま

機敏に対応できる最も適切な取組を通じ︑一つ一

で︑手当てすべき事項の性格に応じて効果的かつ

申し上げて︑質問を終わらせていただきたいと思
ありがとうございました︒
︵拍手︶

います︒

せても八百六十八人の改善にとどまっており︑不
十分と言わざるを得ません︒
多忙な教員が児童生徒と向き合う時間をしっか

つの具体的な問題に対応してきているところです︒

引き続き︑そのような取組を積み上げることによ

︹内閣総理大臣安倍晋三君登壇︑拍手︺
○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 牧山議員にお答

りと確保できるようにするためには︑小中学校の
全ての学年での三十五人以下学級の実現が必要で

り︑日米地位協定のあるべき姿を不断に追求して

いく考えであります︒

えをいたします︒
トランプ新政権の下における日米経済関係につ

す︒そのためにも︑教職員定数の一層の改善が必
要不可欠と考えますが︑政府の方針を御説明いた

進するためには︑スクールカウンセラーやスクー

また︑いじめ︑不登校や貧困などへの対応を推

化されてくることと思われます︒まずは︑日米経

閣僚人事の承認が進み︑体制が整うに従って具体

トランプ新政権の貿易政策については︑今後︑

画す画期的な成果であると考えます︒この補足協

き二件目であり︑これまでの運用改善とは一線を

する国際約束の締結は一昨年の環境補足協定に続

る補足協定に署名しました︒日米地位協定を補足

今月︑日米両政府は日米地位協定の軍属に関す

ルソーシャルワーカーの更なる拡充が重要となり

済関係をどのように発展︑深化させていくか︑新

定の着実な実施を通じて︑日米間の協力を一層促

いてお尋ねがありました︒

ます︒現状︑非常勤として配置されることの多い

政権と様々なレベルで議論していきたいと思いま

だきたいと思います︒

これらの専門職について︑中央教育審議会の答申
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進し︑事件︑事故の再発防止につながるよう︑引

比較することはできませんが︑我が国でも不合理

とはできませんが︑今後も可能な限り実現できる

消費税率の引上げを延期する以上︑全てを行うこ

よう取り組んでまいります︒

な待遇差が早期に解消することを期待します︒
介護保険制度の見直しについてお尋ねがありま

き続き全力で取り組んでまいります︒
同一労働同一賃金についてお尋ねがありました︒

など不合理な待遇差を個別具体的に是正するため︑

されない︑福利厚生や研修において扱いが異なる

ものとし︑次世代に引き渡していくため︑高齢者

齢化し︑介護費が増大する中︑制度を持続可能な

今回の介護保険制度の見直しは︑社会全体が高

教職員の指導体制の充実は重要と考えております︒

教育再生に向け︑教育の質を高めていく上で︑

教職員定数及びスクールカウンセラー︑スクー

詳細なガイドライン案を昨年末公表しました︒こ

の方々にも負担能力に応じた御負担をいただくも

このため︑平成二十九年度予算では︑発達障害や

した︒

のガイドライン案の実効性を担保するため︑裁判

のです︒年齢を問わず負担能力に応じた負担を求

日本語能力に課題のある子供の教育の充実などの

昇給の扱いが違う︑通勤などの各種手当が支給

での強制力を持たせるようにする法改正案の早期

めていくことは︑民主党政権時代の平成二十四年

ため必要な教員定数の措置を講じるとともに︑こ

ルソーシャルワーカーについてお尋ねがありまし

国会提出を目指し︑三月の働き方改革実行計画の

二月に閣議決定された社会保障・税一体改革大綱

れまで加配で措置してきた教員の基礎定数化に向

た︒

取りまとめを受けて立案作業を進めます︒

にも示されております︒

裁判上の立証責任についてのお尋ねがあります

けた法案を今国会に提出する予定です︒

者が実際に裁判で争えるよう︑実効性のある法制

思われます︒不合理な待遇差の是正を求める労働

限額を据え置く︑長期にサービスを利用される方

所得の低い方については︑そもそも自己負担の上

ビス費制度の見直しなどを行う予定です︒その際︑

検討を進めてまいります︒

応し︑より質の高い教育が実現できるよう必要な

続き︑教員が子供一人一人に対してきめ細かく対

二年生の三十五人以下学級を実現しており︑引き

今回の見直しは︑特に所得の高い層の利用者負

度としてまいります︒いずれにせよ︑法改正の内

の自己負担が増えないよう一定の範囲の方につい

さらに︑いじめ︑不登校などの様々な課題に対

が︑訴訟においては︑訴える側︑訴えられる側が

容については︑働き方改革実現会議等の場で議論

て年間上限を創設するなど︑きめ細かな配慮を行

応するには︑スクールカウンセラーやスクールソ

また︑少人数学級については︑現在︑小学校一︑

いただきたいと考えています︒

うこととしています︒このような配慮により︑介

ーシャルワーカーの配置が効果的であり︑その配

担割合を三割に引き上げる見直しや高額介護サー

ガイドライン案は︑欧州での法律の運用実態の

護保険制度の持続可能性を高めるとともに︑必要

置の拡充を図りつつ︑法的位置付けについては引

それぞれの主張を立証していくことになるものと

把握を行った上で策定したものであり︑正規労働

な介護サービスが利用者に行き届くよう︑高齢者

│││││││││││││

者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解

なお︑介護保険料の軽減強化を含め︑消費税率

○議長︵伊達忠一君︶ 山本太郎君︒

き続き検討してまいります︒
︵拍手︶

容となっていると考えます︒なお︑産業構造の違

の引上げによる増収分を活用した社会保障の充実

︹山本太郎君登壇︑拍手︺

の生活をしっかりと支えてまいります︒

いの影響などにより︑欧州の中でも国により待遇

については︑給付と負担のバランスを考えれば︑

消を図り︑欧州諸国に遜色のない水準を目指す内

差の水準は異なっており︑単純に待遇差の数値を
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○山本太郎君 自由党共同代表の山本太郎です︒

子供の貧困問題を人々の善意︑基金で解決しよ

ありません︒新たな奨学金国債を発行して借り換

人々を苦しめるのか︒奨学金の利息収入は年間三

える︑マイナス金利に合わせて過去の有利子奨学

今まで国会やメディアで取り上げられてきた厚

百九十億円ほど︑奨学金の延滞金収入は年間四十

うというウルトラＣは︑安倍総理が薄情で指導者

事を肯定的に振り返り︑褒め殺しぎみに︑希望の

労省の国民生活基礎調査ではなく︑違うデータを

億円ほど︒これらで金融機関を潤わし︑取立てを

先日︑安倍総理が施政方針演説で︑ただ批判に

会︵自由・社民︶を代表し︑総理に質問いたしま

持ち出して︑総理は︑子供の貧困率が低下したと

行う債権回収会社に対しても手堅い仕事を提供す

金を全て無利子に転換するなどはもちろんやりま

す︒よろしくお願いします︒

演説されました︒持ち出したのは総務省の全国消

る︒若い者たちの未来には投資をしない︒企業の

の器ではないのではなく︑総理はただ興味がない

政治の使命は︑この国に生きる人々の生命︑財

費実態調査︒この調査は非常に面倒な作業を対象

ためだ︑若いうちの苦労は買ってでもしろ︑安倍

明け暮れても何も生まれないとおっしゃいました

産を守ること︑そう考えます︒安倍総理は︑誰の

者に求めるもので︑お金と時間に余裕がある人し

総理の親心ではありませんか︒

せん︒なぜ国がサラ金のようなシステムで若い

ための政治を行っていらっしゃいますか︒

かなかなか対応することができず︑低所得者層の

だけなんです︒

安倍総理は︑きっちりとお仕事をされておりま

実態をしっかり反映しづらいという傾向があると

ので︑今日は批判ではなく︑政権の今までのお仕

す︒庶民を犠牲にして大企業をもうけさせる︒そ

言われます︒

万人減って︑非正規は百六十七万人も増えていま

安倍政権になってからは︑正規の雇用は三十六

の御活躍ぶり︑歴代の総理大臣を見てもナンバー
再分配は最低限に抑え︑真っ先に手当てをするの

定ですが︑この調査で︑アベノミクス効果により

は一六・三％︒今年︑最新のものが発表される予

年比で二十六万人増えています︒まさにこれこそ

二〇一五年労働力調査を見てみると︑正規では前

たとおっしゃっていました︒以前ですね︒確かに︑

す︒ですが︑安倍総理は以前︑正規の雇用が増え

は選挙や権力基盤づくりでお世話になった経団連

子供の貧困率がどれぐらい下がるのか︑総理の予

がアベノミクス効果ではないですか︒この正社員

厚労省の国民生活基礎調査では︑子供の貧困率

など大企業や資本家︑高額納税者への御恩返し︒

想値を聞かせていただくとともに︑今年︑子供の

ワンです︒庶民から搾り取った税金で︑庶民への

とことんおいしい減税︑補助金メニューを提供︒

福祉職のうち福祉施設介護員は全産業平均より

二十六万人のうち二十五万人は介護福祉職︒介護
ここ数年︑奨学金問題︑非常に大きくなってき

月々十一万円給料が安いんです︒もちろん安倍総

貧困改善の数値目標をお答えください︒

て︑切り捨てやすくする︑ルール改正などを取り

ております︒ＯＥＣＤなどの先進国グループの中

理はここにも改革を進めます︒月額たった一万円

一方で︑派遣法を改悪し︑働く人々をコストとし
そろえる︒おかげで︑上場企業はあのバブルのと

で教育に最も金を出さないどけち国家の第二位が

現在︑労災認定で一番多いのが心の病︒その中

きよりももうかり︑過去最高益︒一方で︑中小零

個人消費を引き上げる意味でも︑少子化問題を

で︑労災申請︑過労自殺のトップが介護福祉職︒

ほど上げるそうです︒

口の支持者のみ︒まさに大企業ファースト︒これ

改善する意味でも︑奨学金という名のサラ金地獄

現場の悲鳴は聞こえないふり︑細かい中身は見な

日本なんです︒

ぞ額に汗を流す政治家のかがみではないでしょう

から対象者を救い出す必要があるのは言うまでも

細企業の解散︑休業は過去最高︒見ているのは大

か︒
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立させます︒安倍総理︑オリンピックを成功させ

ンピックに向けて︑火事場泥棒的に治安立法を成

な真実︑事実を声高に叫ぶ人間は邪魔です︒オリ

れませんし︑守りもしません︒当然です︒不都合

ょうか︒そのためにも︑現行憲法など守っていら

司法の長になられるのも時間の問題ではないでし

立法府の長でもあると御本人が御宣言されました︒

安倍晋三閣下は︑行政府の長であるばかりか︑

せんか︒

です︒これこそがアベノミクスの真髄ではありま

いでいただきたい︒表側の数字だけで評価するん

が︑皆さん︑細かいことは気にしないでいただき

汚染水の影響は明らかに海洋生物にも見られます

から基準値の七倍ものセシウムが検出されました︒

め︑静岡県沼津市の漁港で水揚げされたアオザメ

される汚染の総量に変わりはありません︒去年初

に出た汚染水の数値は低く見えるものの︑垂れ流

大量の海水でゆっくりと希釈された結果︑港湾外

九九％︑港湾内と港湾外の水は入れ替わります︒

ロックされること自体があり得ません︒八日間で

満ち引き︑潮の流れなどがあり︑港湾内の水がブ

これにお間違いはないでしょうか︒海では︑潮の

地震︑三十年以内マグニチュード八から九で発生

ド七で発生する確率約七〇％︒東南海地震・南海

首都圏直下型地震︑三十年以内にマグニチュー

うに使える発電方法は諦めません︒

りません︒安倍政権は税金と電気料金を湯水のよ

心してください︒安倍政権は脱原発など絶対にや

などなどなど︑原発に関係する企業の皆さん︑安

清水︑ＩＨＩ︑富士電機︑三井住友銀行︑ＵＦＪ

三菱︑東芝︑日立︑鹿島建設︑大林︑大成︑竹中︑

プルトニウムを持ち続けるために再稼働します︒

します︒海外に売り付けるために再稼働します︒

がなくても電力は余っていますが︑原発は再稼働

れていますが︑火山噴火予知連絡会︑こうおっし

たい︒総理がブロックされているとおっしゃって

お聞きします︒

ゃっている︒全ての噴火が前もって分かるわけで

るためには共謀罪が必要との趣旨の発言がありま

最終的に東電原発事故の収束費用はトータルで

はない︑我々の予知レベルはそんなものだとコメ

する確率約六〇パーから七〇％︒日本列島︑北か

どういう意味ですか︒テロ以外にも適用される余

幾ら掛かるとお考えになりますか︒将来︑もう一

ント︒火山予測のプロでも︑ほぼ予測不可能だそ

いるんですから︑それを信じようじゃありません

地を残す理由を教えてください︒

か所で原発の過酷事故が起きた場合︑国の経済破

うです︒

した︒共謀罪をテロ等準備罪と名前を変えるよう

たった数週間の体育祭を開催するのに︑国民を監

綻は免れないと考えますが︑いかがでしょうか︒

自動車事故︑医療事故︑過失であれば当然処罰

ら南まで五十の活火山が二十四時間体制で監視さ

視し︑密告制度で相互監視までさせ︑相談しただ

日本は︑火山国であり︑地震大国です︒それでも

されます︒しかし︑原発事故では︑いまだ過失で

か︒

けでアウトという︑権力が思想︑信条の領域にま

原発再稼働を進めて大丈夫だと言い切れますか︑

処罰された者は一人もいません︒全ては想定外と

ですが︑テロ等準備罪の﹁等﹂
︑この﹁等﹂とは

で足を踏み入れるとんでもない法律が必要な理由

お答えください︒
ではほぼ不可能︒費用も今後桁違いの額になるこ

福島東電原発の収束は︑その方法もなく︑現在

にごまかせます︒皆さん︑安倍総理を信じてこの

事故が起きたとしても︑安倍総理ならもっと上手

いう魔法の言葉で逃げるおつもりでしょう︒次の

世界一安全な東京とアピールをしておきながら︑

は何なんでしょうか︒

とは容易に想像できます︒事故原発の原因も究明

バスに乗り込みましょう︒次の停車駅は地獄の一

東電原発事故による放射能汚染水問題について
ブエノスアイレスでの御発言︑汚染水は〇・三

しない︑安全基準でたらめ︑避難基準適当︑原発

総理にお聞きします︒
平方キロメートルの港湾内でブロックされている︑
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回答をいただいています︒低所得者層の実態がど

掛けることは確かですが︑所得の低い世帯からも

奨学金の在り方についてお尋ねがありました︒

上げてまいります︒

チャンスがあり︑頑張れば報われる社会をつくり

丁目一番地です︒
今回無理をして︑批判は避けようと思いました
のように推移しているかを把握できるものと考え

どんなに貧しい家庭で育っても夢をかなえること

が︑どう考えても無理です︒総理︑あなたがこの

昨年公表された全国消費実態調査における子供

ができるよう︑誰もが希望すれば進学できる環境

教育投資は未来への先行投資であります︒特に︑

の相対的貧困率については︑集計開始以来初めて

を整えなければなりません︒このため︑これまで

ています︒

最後にお伺いします︒総理︑いつ総理の座から降

低下しています︒十五年前の九・二％から︑十年

も︑奨学金制度の充実︑授業料免除の拡大などに

国の総理でいる限り︑この国の未来はもちません︒
りていただけるのでしょうか︑教えてください︒

前に九・七％と上がり︑五年前に九・九％と更に

取り組んできたところであります︒

︵拍手︶

以上をもちまして︑私の代表質問を終わります︒

上がったものが今回七・九％と︑二ポイント改善

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 山本議員にお答

雇用が大きく増加するなど経済が好転する中で︑

しています︒これは︑アベノミクスの成果により

解消し︑必要とする全ての学生が無利子の奨学金

基準を実質的に撤廃するとともに︑残存適格者を

来年度から︑低所得世帯の子供たちに係る成績

︹内閣総理大臣安倍晋三君登壇︑拍手︺
えをいたします︒

子育て世帯の方々の収入が増加したことによるも

アベノミクスと子供の貧困率についてお尋ねが

た︑返還不要の給付型奨学金制度を新たに創設す

を受けられるようにすることとしております︒ま

国民生活基礎調査における子供の貧困率につい

のです︒

ありました︒
子供たちの未来が家庭の経済事情によって左右

ることといたしました︒

一人親や子供の多い御家庭などへの支援を積極的

の多子加算の倍増︑子供の学習支援の充実など︑

の活動のみならず︑政府としては︑児童扶養手当

困対策については︑御指摘の子供の未来応援基金

世帯には︑きめ細かな支援が必要です︒子供の貧

関する大綱に掲げている貧困率を含む二十五の指

考えています︒政府としては︑子供の貧困対策に

界があるため︑数値目標とするにはなじまないと

ス等が含まれないことなど︑指標として制約︑限

れないこと︑算定の基礎となる所得に現物サービ

子供の貧困率については︑世帯の資産が評価さ

低金利の恩恵が行き渡るべく見直しを行い︑現在

また︑有利子奨学金の金利についても︑現在の

を来年度から導入することとしております︒

負担を大幅に軽減する所得連動返還型奨学金制度

対応をしてきたところであります︒加えて︑返還

従来から返還月額の減額や返還期限の猶予などの

に係る相談窓口を設置し相談に応じるとともに︑

ては︑本年︑精査の上︑取りまとめる予定であり︑

に行っており︑来年度予算においても充実を図っ

標が全体として改善するよう取り組んでいます︒

〇・〇一％でありますから︑百万円借りて百円で

されることがあってはなりません︒経済的にも

ています︒

安倍内閣が進めている施策は︑成長と分配の好

あります︒非常に低いものとなっております︒こ

経済的理由で返還が困難な者に対しては︑返還

総務省の全国消費実態調査は︑家計の収支など

循環をつくり上げていくものです︒アベノミクス

のような総合的な仕組みにより学生の負担軽減を

それ以前の段階での予想は用意していません︒

を総合的に把握している調査です︒詳細な家計簿

を更に加速させ︑格差が固定化されず︑誰にでも

様々な困難を抱えている一人親家庭や子供の多い

を三か月間付けていただくなど︑一定の御負担を
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の蓋然性を有するものとして八兆円という数字を

した経営改革を進めながら責任を持って負担する

は︑テロ等の実行の準備行為があって初めて処罰

汚染水の影響についてお尋ねがありました︒

こととしています︒

図っており︑奨学金という名のサラ金地獄︑国が

意欲と能力があるにもかかわらず︑経済的理由

福島第一原発の港湾内の水は︑潮汐の影響等に

原発の再稼働についてお尋ねがありました︒

お示ししたものであり︑上振れすることは想定し

によって進学を断念せざるを得ないということが

より港湾外の水と一定の入れ替わりがありますが︑

原発については︑高い独立性を有する原子力規

の対象となるものであり︑これを共謀罪と呼ぶの

あってはなりません︒高等教育について︑家庭の

港湾外の放射性物質濃度は︑法令で定める基準値

制委員会が科学的︑技術的に審査し︑世界で最も

サラ金のようなシステムで若い人を苦しめるとの

経済状況にかかわらず︑必要とする全ての子供が

に比べて十分低いままとなっています︒ＩＡＥＡ

厳しいレベルの新規制基準に適合すると認めた原

ておりません︒これについては︑東京電力が徹底

機会を与えられるようにしていきたい︒今後とも︑

からも︑周辺海域や外洋では放射性物質濃度は上

発のみ︑その判断を尊重し︑地元の理解を得なが

は全くの誤りであります︒

必要な財源を確保しつつ︑しっかりと取り組んで

昇しておらず︑世界保健機構︑ＷＨＯの飲料水ガ

ら再稼働を進めるというのが政府の一貫した方針

御指摘は全く当たりません︒

いきます︒

イドラインの範囲内にあり︑公衆の安全は確保さ

であります︒

国際組織犯罪防止条約の国内担保法についてお

れているとの評価を受けております︒
私がブエノスアイレスで申し上げたように︑汚

この新規制基準は︑福島第一原発事故の教訓を

尋ねがありました︒
東京オリンピック・パラリンピックを安全に開

踏まえ︑我が国の地震︑火山といった自然条件の

厳しさ等も勘案して十分な対策を要求しており︑

染水の影響は福島第一原発の港湾内に完全にブロ
ックされており︑状況はコントロールされている

催するためには︑国際社会と緊密に連携して︑テ
ロ対策に万全を期する必要があります︒そのため︑

原子力規制委員会は︑この基準に従って︑地震や

すなわち︑テロ組織を始めとする組織犯罪集団に

主体を一定の犯罪を犯すことを目的とする集団︑

惨な事態を招いたことを片時も忘れず︑真摯に反

力事業者がいわゆる安全神話に陥りあのような悲

東京電力福島原発事故について︑政府及び原子

のみであります︒
︵拍手︶

え︑結果を出していくことであります︒そのこと

の頭の中にあることはただ一つ︑国民の負託に応

総理大臣として︑また国会議員として︑常に私

在任期間についてお尋ねがありました︒

誰のための政治を行っているのか︑そして私の

ています︒

されているかどうかを確認しているものと承知し

な審査を行い︑再稼働に求められる安全性が確保

火山による影響についても科学的︑技術的に厳格

との認識に変わりはありません︒
原発事故の収束に係る費用についてお尋ねがあ

既に百八十七の国・地域が締結している国際犯罪
防止条約の締結は必要不可欠であります︒

限定し︑準備行為があって初めて処罰の対象とす

省し︑その教訓を踏まえていくべきことは当然の

りました︒

るなど︑一般の方々がその対象となることはあり

ことです︒二度と事故を起こすようなことがあっ

国内担保法の在り方については︑現在︑犯罪の

得ないことがより明確になるよう検討を行ってい

てはなりません︒
については︑現時点で最新の情報に基づき︑一定

原発事故の収束︑廃炉に係る所要資金の見通し

るところであり︑御指摘は全くこれも当たりませ
ん︒
また︑現在︑政府が検討しているテロ等準備罪
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【未定稿】
本会議
平成２９年１月２５日

○議長︵伊達忠一君︶ ただいま理事が協議中で
ございますので︑しばらくお待ちください︒
山本君の発言につきましては︑速記録を調査の
上︑議長において適切に対応いたしたいと存じま
す︒
これにて質疑は終了いたしました︒
本日はこれにて散会いたします︒
午後三時十九分散会
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