衆議院予算委員会速記録（議事速報）
平成 25 年 4 月 9 日

この議事速報は、正規の会議録が発行される
までの間、審議の参考に供するための未定稿
版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた
発言、理事会で協議することとされた発言等
は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合があります
ので、審議の際の引用に当たっては正規の会
議録と受け取られることのないようお願いい
たします。

午前九時開議
――――◇―――――

う散ってしまいましたが、中国の有名な漢詩の一
節にこういうのがございます。
「洛陽城東桃李の花 飛び来たり飛び去って誰
が家にか落つ」ということから始まりまして、

の今村雅弘でございます。よろしくお願いします。
ことしもきれいに桜が咲きました。そして、も

質疑の申し出がありますので、順次これを許し
ます。今村雅弘君。
○今村（雅）委員 おはようございます。自民党

らしいからだと思うんですよ。これはもう、南北
三千キロ、四千キロある、あるいは高い山もある、

が、東京にも店があると思います。できればそう
いうところにぜひお出かけいただければというふ
うに思います。
やはり、日本食のすばらしいのは、食材がすば

ですが、一つここでお願いは、佐賀に限らず、全
国やはりいろいろなうまいものが、御当地グルメ

喜んでくれまして、本当によかったと思います。
とかく今、ＴＰＰその他で不安がっていますか
ら、私もそういう意味では大変ありがたかったん

だから日本の農業はしっかり守るんだということ
を言っていただければ大変ありがたいというふう
に思いますので、よろしくお願いいたします。
○安倍内閣総理大臣 先般、議員にごちそうにな

「古人また洛城の東に無し 今人還って対する落
花の風 年々歳々花相似たり 歳々年々人同じか

そして、先日は、東京の銀座でありますが、私
の地元のＪＡさがが経営しているレストランにお
いでいただきまして、本当にありがとうございま
した。従業員も大変喜んでおりましたが、それ以

ったわけでありますが、はやっていないお店に行
ってそこをはやらせようということではなくて、

そういう中でいろいろなものができていますから、
これがある意味では、大変日本の農業のハンディ
キャップでもあるけれども、逆にうまいものをつ
くれるという要素もあるわけでございますので、

特別会計予算、平成二十五年度政府関係機関予算、
以上三案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として人事

上に、実は地元で総理の動静が新聞に出るもので
すから、ああ、この店に来てくれたんですかとい

あのお店は、既に極めて予約がとりにくいという
状況になっておりまして、数週間前から予約をし
なければいけない店になっているということで、
私も大変驚いたわけでございまして、佐賀牛もお

らず」、これは有名な句でございます。
今、花は咲きましたが、この場には、一年前と
違って安倍総理がいらっしゃるわけであります。
大変感慨深いものがあるかと思いますが、ぜひま

院事務総局総括審議官永長正士君、国土交通省港
湾局長山縣宣彦君の出席を求め、説明を聴取いた

うことで、大変話題を呼んでおります。
それで、よく聞かれるのは、総理、胃袋はどう
だったですかという話で、いや、もう刺身から佐
賀牛のせいろ蒸しから、ぱくぱく食っていました

いしくいただかせていただきました。
そのように、ＪＡさがが努力をしておられる、

そういったことをしっかり評価していただいて、
そういう意味では、日本の食材はすばらしいんだ、

したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、
そのように決しました。

よと。最後にはホワイトアスパラがもう少しない
のかというような話もされまして、大変うまかっ

つまり、地元の食材を銀座という場所において、

た、国家国民のためにしっかり頑張っていただき
たい、よろしくお願いいたします。

―――――――――――――
○山本委員長 本日は、統治機構・行政改革・政

たと言っていましたよと言ったら、みんなやはり

○山本委員長 これより会議を開きます。
平成二十五年度一般会計予算、平成二十五年度

治改革等についての集中審議を行います。
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画されているというふうに伺いまして、私も今ま
で、山口県産を出すお店には行ったことがあるん

農家の所得をふやしていくためには、ブランド化
と同時に、付加価値をさらにつけていくというこ
とも極めて重要ではないかなと思いました。
ＪＡさがは、さらにニューヨークにも出店を計

でありますが、これに外食産業も入れた食品加工
を合わせれば九十四兆円になるわけでありまして、

そこで食材を提供することによって農家の収入増
を図っていく、ブランド化する。さらには、やは
り、農林水産業、生産額だけでは十一兆円ぐらい

はないかと思っております。そして、これらがそ
れぞれ複雑に絡み合っているところでありますの

うに思っております。
このパネルにございますが、一つにはやはり現
行の衆議院の選挙制度、またもう一つは定数減、
そしてもう一つは一票の価値の格差ということで

ざいますが、現行のこの制度、大体三つの要素が
絡み合って問題を複雑にしているのかなというふ

そこで、まず、これについて少し質問したいと思
います。
今お手元にお配りしている資料があるわけでご

るいは増税ということも含めて、もっと議員も痛
みを分かち合えということであるかと思いますが、

どうしても個性の少ない議員が生まれる、そして
また、どうしても地域志向が強くなってくる、こ
ういう問題があるというふうに思っております。
それから、定数減。これは、まさに行政改革あ

者にしてみれば、最大公約数的な公約ですね。と
にかく半分以上とらなきゃいけないわけですから、

過ぎるじゃないかという問題が出てきている。
そしてまた、有権者の方からすると、どうして
も選ぶ候補が少ないという問題。あるいは、候補

そういう判例で示している条文等を書いておりま
すが、こういったものが複雑に絡んでいる。
例えば、絡み方でいいますと、定数減の話でご
ざいます。

これもやらなければいけないというふうに思って
おります。しかし、その一方で、外国との比較も
すると、意外と知られていないんですが、少ない
という面もございます。

元の方々からすると、なぜだという不満があるわ
けでございますので、そういったこともしっかり
説明をしていく必要があるというふうに思ってお
ります。

先ほどちょっと申しましたが、外国と比べると
どうなるのか。いわゆる日本で言う衆参両方、上

で、今後、こういったところを、頭の整理をしな
がら、問題解決に取り組んでいかなければいけな
いんじゃないかというふうに思っております。
先ほど言いました〇増五減は、これは緊急措置

います。
○今村（雅）委員 ありがとうございます。
佐賀にはノリも、大変うまいノリがありますの
で、よろしくお願いします。

まず、現行衆議院選挙制度、ここに挙げていま
すように、これは今までもいろいろ言われてきま

院下院ということでございます。
これは意外と知られていないんですが、ＯＥＣ
Ｄ加盟三十四カ国の中では、アメリカ合衆国に次
いで実は議員の数は少ない。アメリカ合衆国は連

ですが、佐賀に負けないように、ＪＡ山口にも頑
張るように伝えていたところでございます。
いずれにせよ、このように日本の食材、みんな
自信を持ってこれをブランド化して、さらに付加

こんなことを言っていると委員長から叱られま
すので、早速本題に入りたいと思います。

したけれども、非常に得票率と議席の獲得率に乖
離が大きい。あるいは、それによって一票の価値
のひずみがさらに大きくなっていること。それを
緩和するために比例の並立ということを挙げてお

邦制ですから、それぞれの州議会の議員が国会議
員みたいなものですからこれは特別だとすると、

もう一つは、一票の価値の格差であります。
ここにちょっといろいろ、根拠となりそうな、

きょうは、先ほど言われた三つのテーマでござ
いますが、今、選挙の制度、特に最近、高等裁判
所の判決が十六件続けて出まして、一票の格差問
題等々ありますし、また、政治の世界でも、〇増

りますけれども、それでもやはり振幅が大きい。
政権がかわりやすい、政権交代がしやすいという

ある意味では日本は非常に少ないということ、こ

としてやらなければいけないのは明白であります
けれども、そうはいっても、やはり対象になる地

五減等をめぐっていろいろな議論が交わされてい
るところでありますし、また、抜本改革のことも

ことであったかもしれませんが、余りにも不安定

価値をつけて、そして農家の収入を上げていく、
その方向に向かって我々も頑張っていきたいと思

これから大きなテーマになってくると思います。
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はこれからのまた大きな一つの課題じゃないかと
いうふうに思っておりますが、やはり納得のいく

例えば小選挙区を減らそうとなってくると、さら
に地方が議席が減るという問題が出てくる。そし
て、比例区を減らすと、少数意見あるいは少数政
党が困るという問題もあるわけですから、この辺

しかし、ここで、定数減ということであります
と、先ほどいろいろな影響があると言ったのは、

れはやはりある程度知っておく必要があると思い
ます。Ｇ８の加盟国、丸印をつけておりますが、
その中でも低い方であります。

しろ中選挙区制度を守った方がいいというのが私
の立場でございまして、守旧派とか言われたわけ

きな主眼であったのではないかと思います。
当時の私の立場は、そうはいっても、やはり政
策と同時に、誰に託すのかということも大切では
ないかというのが私の考え方でございまして、む

そうした個人間の戦いから、政党間、政策本位の
戦いに変えようというのがこの選挙制度改革の大

うことでありまして、私の選挙区では、例えば、
河村建夫さんと、今、安倍内閣の一員の林芳正さ
んのお父さんと戦っていたわけでございまして、

わけでございますので、これを、格差をどう縮め
るかということも大きな課題であるわけでござい

る、あるいは、中には無効であるということまで
言っている高等裁判所もあるわけでございます。
さらには、平成二十三年三月、今から二年前には、
最高裁も違憲状態にあるということを言っている

これについては、先ほど言いましたように、最
近、高裁判決も、憲法違反である、違憲状態であ

思っております。
そうした中で、一票の価値の格差という三点目
の課題でございます。

二つの高裁がこれを無効と言っているんですね。
若干、その二つはニュアンスが違いますが、これ
はしかし、無効とまで言うのはちょっと言い過ぎ
じゃないか。例えば無効とした場合に、もしそれ

ますが、ただ、この仕組みの問題は、ある意味で
は民主主義の一番の根幹をなすものでありますか
ら、単に司法の判断だけで全てというわけにもい
かないと思います。

ける振れが余りにも多い、過度な集約を、比例に
おいても十分に集約されていないというのが現状
だろうと思います。
その中におきまして、自民党案において、細田

が判決が確定した場合に、どういうことが起きる
んでしょうか。ちょっとそれを教えてください。

でございます。
そして、小選挙区比例代表並立制は、小選挙区
では民意の集約を行い、そして比例において民意
を反映する、この機能をあわせ持つというのが小

意識といいますか、あるいは、もう少しこうすべ
きじゃないかということをお考えになっているか、
簡単でよろしいですから、ちょっと感想を述べて
いただけますか。

案においてその過度の集約を是正していこうとい
うのが、今、自民党で議論されている案なんだろ

○新藤国務大臣 まず、そういったものは最高裁
で最終的に争われることになると思いますが、最
高裁において、これまで無効判決というものが出
されたことはございません。そして、今後どのよ

定数減ということを議論しなければいけないと思
います。
それから、先ほど申しました衆議院の選挙制度
でありますが、先ほどちょっと簡単に申しました

○安倍内閣総理大臣 私が当選しましたのが平成
五年の総選挙でございまして、そのときの大きな

う、このように思いますが、いずれにせよ、まさ
に選挙制度は民主主義の土俵づくりでありますか
ら、しっかりと国会において、各党各会派におい
て議論をしていただきたいと思います。

うな判決が出るかというのはまさに最高裁の判断
ということでありまして、これは仮定の話という

そういう意味で、まずちょっと一つ聞きたいん
ですが、これは総務大臣なんですかね、高裁で、

テーマは政治改革でありました。そして、その政
治改革の中心的なテーマが選挙制度の改革だった
んですね。そして、当選してほぼ半年ぐらいは、
ずっとこの選挙制度の改革が国会で議論されたわ

○今村（雅）委員 ありがとうございました。
ぜひ、現行制度の問題点、改善等について、し

ことですから、お答えしようがありません。

選挙区比例代表並立制であるわけでございますが、
しかし、今御指摘のように、やはり小選挙区にお

けでございまして、中選挙区を守っていくのか、
小選挙区か。つまり、中選挙区ということになり

っかり我々も議論を深めていきたいというふうに

が、総理に感想をお伺いしたいと思いますけれど
も、現行選挙制度について、総理はどういう問題

ますと、自民党では自民党の議員同士が争うとい
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い体制になってからやってきたことは一体何だと
いうことにもなるわけであります。

を失うことになる、このようになると思います。
○今村（雅）委員 ですから、無効の効果という
のは、基本的にはさかのぼってということになる
とも思いますし、そうすると、今まで国会が新し

ついて選挙が無効とされた場合には、当該選挙区
から選出された議員は将来に向かって議員の身分

しかし、一般論で言いますと、公選法の第二百
四条による選挙の効力に関する訴訟、これについ
ての一般論で言うと、訴訟が提起された選挙区に

をやるという中で、これが憲法四十三条の国民の
代表ということを根拠にして言っているところが

要素も勘案して、合理的な範囲内でということは
言ってはくれているわけであります。
そこで、それはそれとして、もう一つここで問
題が出てきているのは、都道府県に一つずつ議席

らしく、この選挙制度はすぐれて国民の権利を云
々であるから、人口だけじゃなくて、いろいろな

各都道府県別に一つずつ割り当てたことがおかし
いというような論になっているわけであります。
しかし、その中で言っているのは、やはり最高裁

昭和五十一年の最高裁判決がこの分野のリーディ
ングケースになっておりますが、いずれも、一票

格差とどういう関係にあるのかというのは大変難
しいお問いかけで、ただ、ここに国務大臣として
立たせていただきますと、先ほど御指摘の平成二
十三年の最高裁判決、さらにその背景にあるのは、

人権の根本的な平等という近代法思想の根幹を表
現した条文だろうと私は思います。それが一票の

おかしいんじゃないかなという感じもしますが、
どうでしょうか、法務大臣。
○谷垣国務大臣 憲法十四条というのは、確かに、

るなと申し上げる以外にお答えのしようがないと
いうのが私の今の立場でございます。
○今村（雅）委員 それ以上のことは言えないと
思いますが。

の価値というものを判断しますのに憲法十四条を
根拠に置いて、憲法十四条を背景にして判断をし
ている。
そうしますと、今、行政府におります私として

論になっていたかと思います。
そもそも論として、これはちょっと、むしろ法
務大臣、大臣個人の立場というよりも、ある意味
では一人の法律家の立場としてでも結構でござい

もう一つ、さっきちょっと触れました、ここに
も出ていますが、憲法四十三条の関係で、お手元

あります。これはどういうことかというと、大都
会の人でも、あるいは地方から出てきた人でも、
ある意味では国民の代表なんだから、自分の地域
のことばかり考えないで、全国家的な見地からや

かおかしな話でありまして、法理論ではそうかも
しれませんが、現実にはなかなかそういったこと
は合わないよということをやはりもう少し判事の
人たちも考えてほしいなという感じはいたしてお

ますから、答えていただきたいんですが、この一
票の価値の格差は、法のもとの平等、憲法十四条

に最高裁判決の抜粋を入れております。その中で、
二枚目でちょっとクエスチョンマークをつけてい
ます。これが先ほど言った、いずれの地域の選挙
区から選出されたかを問わず云々ということであ

それから、ちょっとミクロの問題ですが、同じ
選挙区で、小選挙区と比例復活で両方勝った二人
がいる、そうすると、今のケースの場合は、小選
挙区で無効と言われた人がだめとなって、比例で

ります。
それはそれで、余り批判するといけないですか

が一番根源的なもとじゃないかなというふうに思
っておりますが、この憲法十四条というのは、も
っと人間としての根源的な権利を高く宣言したも
のであって、どうも、この一票の価値の云々とか

ります。
こういうことなんでしょうが、ある意味では、

は、なるほど、この一票の格差の問題は、憲法十
四条で最高裁は、しかも大法廷判決は判断してい

ら、もう次へ行きます。
もう一つは、さっき言った二十三年三月二十三
日の最高裁の判例について、これがある意味では
今回の高裁云々の一つの指標になっているんじゃ

なんとか、そういった細かいことまではここで述
べていないんじゃないか、また、そういったとこ

これを逆説的に読むと、人口の少ない、地方から

れ。そういうことでいけば、この問題は、やはり
都道府県に一つずつやるのはおかしい、そういう

ないかなという気もしますが、そこでは何を言っ
ているかというと、要するに、結論は、違憲状態

ろをこの十四条をもとにするというのはちょっと

二番、三番目で受かってきた人はそのまま残ると
いうことになるわけですね。ですから、これも何

でありますね、そしてそれをもたらしているのは、
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ういったものは許されるんじゃないかということ
を、この四十三条を逆読みすれば言えるんじゃな

人口以上に、要するにいろいろな地域の条件、一
ページ目に書いてあります面積とか人口密度、住
民構成、交通事情、地理的状況云々、こういった
ものをもっと広くとってもいいんじゃないか、そ

えると、人口だけによって決める要素というのは
もっと小さくなってもいいんじゃないか。それは、

出た人も、国のことをちゃんと、全国家的な立場
で考えればいいじゃないかという逆説的な考え方
もこれはできるわけであって、そういうことを考

日本の国が置かれている状況、まさに、明治維新
で中央集権国家をつくってやらないともうだめに

ります。
この問題は、自民党では、平成十七年から道州
制調査会をつくって取り組んでまいりました。
この問題については、ある意味では、今、この

それでは、次に参りますが、いわゆる道州制の
問題であります。これは統治機構ということであ

から我々もこの問題にしっかり取り組んでいきた
いというふうに思っておりますが、総務大臣、何
か御意見ありますか。よろしいですか。

やはり、地域が地域の特性を生かして活力を得
ていくためには、道州制についてしっかりと議論

ものには十分に対応できないでいる、そういう結
論を出しているわけでありまして、こうした課題
に対応していくためにも、やはり道州制に取り組
んでいかなければならない、このように思います。

かし同時に、地域間格差の拡大あるいはグローバ
ル社会の中においての地域経済の停滞、こういう

ョン懇談会において、現行の統治システムについ
ては、今日の豊かな日本をつくる上において大き
な成果を上げた、こう評価をしておりますが、し

でありますが、ここで大事なことは、この明治維
新がどうしてできたかというその基盤は、やはり、
当時の幕藩体制の中で、各藩が、三百諸侯がそれ
なりに地域できちんとした自立した経済政治体制

を前に進めていきたいと思います。
○今村（雅）委員 ありがとうございます。
先ほど明治維新と言いましたが、明治維新はま
さに総理のふるさとであります長州藩が主力にな

を今、大きくクローズアップさせようとしている
わけであります。
この「現行統治システムの成果と課題」、ちょ
っと大げさな題にしていますが、道州制に関連し

をつくってやってきた。そしてまた、そこにいろ
いろな産業もありましたし、もう一つ大事なこと

なるということから始まって今日を築いてきたと
いうふうに思っております。そして、そのモデル
は本当に成功したというふうに思っておりますが、
さすがにここに来ていろいろなひずみも出てきて

ですから、そういった事情も、あるいは、いろ
いろな、地方から電力とか水とかそういったこと
を送っている、そしてまた、国土をしっかり厳し
い条件の中で守ってくれている、そういったとこ

た中で、今の統治システムの問題等について、あ
るいは、道州制についての取り組みといいますか

は、非常に教育水準が高かった、これはもうお侍
から町人まで。そういった、ある意味では足腰が
しっかりしていたから、だから、さあ、いざとい
うときに、こうやって中央集権国家をつくろうと

いかなというふうに思っております。
例えば、地域事情といえば、私のところも今回、
〇増五減で一つ減ります、それから稲田大臣のと
ころも減るわけでありますが、両県とも一つ共通

ろもやはり要素を入れなきゃいけないんじゃない
か。そしてまた、そこに暮らすためのいろいろな

そういったものにつきまして、総理の御見解を伺
いたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 この道州制につきましては、
委員には、自由民主党の道州制の本部長として、

いうことで私はできたというふうに思っておりま
す。

ってつくったわけでありまして、それと今度は逆
のベクトルのことをやるということにもなるわけ

条件、そういったものをクリアするために、ある
意味では……（発言する者あり）ちょっと静かに
してください。そういった要素も入れてこれは考
えるべきじゃないかというふうに思っております。

成案を得る上において大変な御尽力をいただいた
ことに敬意を表したいと思います。

しかし、昨今、先ほど選挙の格差の問題も申し

いる。もう小手先のことではなかなかこの国は立
ち行かないんじゃないかということで、この問題

これについては、もう先ほどの答弁よりも、そ
れ以上の答弁は無理かと思いますので、一応そう

第一次安倍内閣において開催された道州制ビジ

しているのは原子力発電所があるということなん
ですよ。

いった問題意識を持っているということで、これ
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特に、最近は大災害ということが心配されており
ますし、東京直下型の大きな災害があるというよ

きくなって、地方が本当にだめになっていく、そ
ういうことはさらに進むわけであります。やはり、
それじゃいかぬわけであって、足腰の強い国づく
りをしなきゃいけないということであるわけです。

いるわけでありますが、やはり、このままいった
ら、東京 だけ がもう とにか くどんど んど んど ん 大

ましたが、非常に都市化そして過疎化というのが
極端に進んできてしまっている。それが先ほど言
った一票の格差の問題の背景にももちろんなって

そこまで来ているということであります。
こういったことは、考えてみますと、やはり日

ろな意味で頑張っていまして、収入は倍近く上が
っているし、そして、鉄道事業だけでは稼げない
ということで、いろいろなほかの事業をやって、
むしろその利益が鉄道事業の赤字を埋めている、

も、今ＪＲは、当時ひどかったのが、各社とも本
当に頑張っております。私の出身の九州もいろい

いけないというふうに思っております。
そういう中で、私も実はＪＲの分割のときにタ
ッチして、大変苦労もさせてもらいましたけれど

していく、海外に発信をしていくということにも
つながっていくわけであります。
そしてまた、道州制ができて、州の中における
新たなインフラも必要になってくるわけでありま

いう大きな基盤ができることによって、東京を通
してではなくて、そこから直接海外とやりとりを

ということであるとすると、やはり道州制という
しっかりとした母体をつくっていく、そのことが
必要ではないだろうか、こう思うわけでありまし
て、地域が活力を持っていく、そして、道州制と

その意味におきましても、地方に分権をしていく、
当然でありますが、その受け皿となるのはどこか

○安倍内閣総理大臣 この成長戦略の中において
は、各地方が地域の特性を生かして活力を持って
成長していくことが極めて重要だろうと思います。

盤ともなっていくんだろう、こう思うわけでござ
いまして、その意味におきまして、道州制基本法
について早期の制定を目指していきたいと思いま
す。

本人が持っている、ある意味でやるぞという気持
ちをどう引き出すかということにかかわってくる
わけであって、ぜひ、今後、道州制の仕組みをつ
くるときには、切り捨てるとか、あるいはしがみ

ていくんだというぐらいの気概が必要だと思いま
すし、また、そういった仕組みを支えることが大
事なことだというふうに思っております。
その中で、一つ、今申しましたが、今成長戦略

委員が本部長を務めていただいております道州
制推進本部において精力的に御議論をいただいて

うなこともあったときには、やはりそういったも
のに対抗 して 、しっ かりと した足腰 の強 い国 づ く
りをしなきゃいけないというふうに思っておりま
す。

ですけれども、この自恃の「恃」というのは頼む
という意味であります。みずからを頼むというこ
とでありまして、やはり、自分たちの国は自分た
ちでしっかり守ろうじゃないか、自分たちのふる

ということで言われております。確かにこれは大
事なことでありますが、道州制でそういう取り組

おりますが、議論が集約され次第、法案が国会に
提出されることになる、このように思いまして、
今後、政府としても連携を深めて取り組んでいき
たいと思います。

して、新しいネットワークも誕生していく中にお
いて、日本という国を根本から変えていく力、基

さとはしっかり自分たちで打ち立てていこうじゃ
ないか、そういった精神をもう一度呼び起こして

みをするということは、ある意味では、それぞれ
に、国が、地域が頑張るぞということになってく
ると、これが一番大きな成長戦略ではないかと思
います。

○今村（雅）委員
ます。

つくとか、そういう論理の戦いじゃなくて、それ
ぞれの地域で一つの大きな元気のいい国をつくっ

やっていかなきゃいけない。
総理が先ほど言われましたように、今のこの仕
組みというのは、ある意味では、中央集権国家で、
楽な面もあります。やはり、中央にしがみついて

ぜひ、その成長戦略の大きな柱に位置づけてい
ただきたいと思いますが、いかがでしょうか、総

そういう中で、ここに、二番目に「自恃の精神
」と書いてあります。これは珍しい、余りないん

もらえればいいということもありますが、いつま
でもそういった余裕はないわけでありますので、

理。

そこで、一つ、これは大事なことだから、ぜひ

我々もしっかり進めてまいり

まさに喫緊の課題としてこれをやっていかなきゃ

- 6 -

衆議院予算委員会速記録（議事速報）
平成 25 年 4 月 9 日

ろ、九州整備局なら九州整備局を一つの九州の国
土交通省にする、そういった、ある意味ではきち
んとしたヘッド機能をそこに持たせる、そこが私
は大事なことになってくるんじゃないかなという

州なら九州で、国土交通省の九州整備局がありま
すが、これを地方に云々するんじゃなくて、むし

て基礎自治体ということになっておったかと思い
ます。ですから、出先機関を云々という話があっ
たわけでございます。
大事なことは、例えば具体的に言いますと、九

ことであります。ここが、前の政権のときには、
どちらかというと二層制に近い、中央政府とそし

ここで述べさせていただきますが、我々はいわゆ
る三層制ということで考えております。つまり、
中央政府と道州政府と、あとは基礎自治体という

これは、残念ながら前政権において廃止されたわ
けであります。そして、前政権の期間は、道州制

っております。結局、この動きは第一次安倍内閣
から始まったんですね。そして、道州制をどのよ
うにつくっていくべきか、また検討すべきかとい
うビジョン懇というのがございました。しかし、

組みをしていきたい、こういうことであります。
私は今、道州制担当大臣というものを仰せつか

このように思いますし、まず党の中で取りまとめ
をいただくことが極めて重要だと。総理からの御
答弁にありましたように、そういった方針が取り
まとめられた上で、それらについて加速した取り

○新藤国務大臣 まず、道州制の推進本部長とし
て御活躍いただいていることには敬意を表したい、

ないい意見を出してくれると思いますから、ぜひ
それをお願いしたいと思いますが、いかがでしょ
うか。

もう時間もございませんので簡単に申しますが、
いろいろな形で行政改革をやっておられる、取り

さんは働きますから。ぜひそういったことも参考
にしていただきたいと思います。とにかくしっか
りやってまいりますので、よろしくお願いします。
最後に、行政改革についてでございます。

すよというぐらいの準備室の配置をやるといいで
すよ。そうすると、皆さん、本気になってお役人

た具体的な動きをしてください。
そして、もう一つ大事なことは、ＪＲのときも
そうでしたけれども、中央省庁のお役人さんを、
ぜひ、希望者は九州へ帰す、あるいは北海道へ帰

ております。
○今村（雅）委員

をしたらいいのか、今一生懸命考えているところ
でありまして、必ず、しかるべき時期にそれなり
の形をつくらなければいけない、このように考え

いなものだったんですけれども、いよいよこれを
俎上にのせるんだ、本物にするんだぞということ

んなり、そういった体制をぜひ設置して進めても
らえないでしょうか。
そうすることによって、今まで、この道州制の
話は、浮いては消え、浮いては消え、蜃気楼みた

の方でも、やはり道州制がいよいよ動き出すぞ、
また、やるよということの中で、推進会議なりな

急にこの法案提出に向けてやっていきたいという
ふうに思っております。
そこで、一つ、総理にも、それから稲田大臣に
なるんですか、ちょっとお願いしたいのは、政府

注視しながら、我々としてもどのような取り組み

そして、私としては、まず党の方がどのような
方針を取りまとめいただくか、こういったものを

して、もってして、全体として国家の統治機能が
強化される、この中で有効なツールではないかと
いうことで、研究してまいりたいというふうに思
っています。

もとより、この国の統治機構を見直す、そして、
地方の活力を維持しつつ利便性を上げていく、そ

の担当大臣というものが置かれていなかったとい
う状態がいっときございました。今回、また安倍
内閣が、第二次内閣ができて、そして私が今担当
をさせていただいているということであります。

取り組みの方が多いんじゃないか。

があるわけでありますけれども、どうも、ちまち
ましたと言ったら失礼ですけれども、そういった

そういう中で、いろいろなことがございますが、
ここに挙げています、今の行政の仕組みあるいは
仕事の仕方についてチェックするのに、こういっ
た会計検査院とか総務省あるいは人事院というの

はそれとして、やはり、とにかく今やらなきゃい
けないこともいっぱいあるわけであります。

組んでおられるわけであります。しかし、なかな
かうまくいかない。ですから、先ほど言った、思
い切った、根っこから変えるということで、道州
制の話にまで今来ているわけでありますが、それ

ぜひ、政府の方でもそういっ

ふうに思っております。
そういったことを基本にしながら、これから早

になれば、いろいろな人が真剣になっていろいろ
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入はああだこうだ、そんなふうな話が多いんです
よ。それも大事なことでしょうけれども、やはり
国の予算の使い方、それによってどれくらいの効
果が上がっているのか、もっと大きな、そういっ

田舎に行っても、農協を集めて、担当者を集めて、
やれ、これはどうなったこうなった、農機具の購

例えば、会計検査院は、フランスなんかはまさ
にエリート集団で、一番優秀な官庁なんですね。
今の日本の会計検査院は、私もよく言われますが、

用によってこの効果をさらに上げていく、こうい
う視点が必要だ。

きちんと我々も受け継いでいこうじゃないかとい
うことであります。個別の事業をチェックしなが
ら、政策目的というものをきちんと打ち立てて、
その中で無駄をチェックし、また、相互利用、活

て、今、稲田大臣の方で、行政事業レビュー、こ
れは前政権が始めていただいて、これについては

すべきかということを不断の見直しをしていかな
くてはいけない。我々とすれば、既に法律に基づ
く政策評価法というのが始まっております。そし

○伊藤（渉）委員 公明党の伊藤渉です。
まず冒頭、昨日、英国の元首相、サッチャー首

質問を終わります。ありがとうございました。
○山本委員長 これにて今村君の質疑は終了いた
しました。
次に、伊藤渉君。

なかったんですが、またの機会にさせていただき
ます。

す。そういったことも含めて、大胆な取り組みを
してください。
きょうは、両院長、検査院、人事院、申しわけ

の間、三年三カ月余り、浪人期間を経まして、再
びこの場に立たせていただいております。この間
も変わらずお支えをいただきました皆様方に、こ
の場をおかりして心からお礼を申し上げたいと思

た経営マインドを持った、そしてそれをチェック
する仕組み、これはそれぞれの、二つの、総務省

い。予算の削減のみで終わってしまっては意味が
ない。ですから、削減合理化とあわせて、効率化
そして効果的な成果、こういったものを上げられ
るように取り組んでまいりたい、このように考え

います。
総理におかれましても、一時、一国のリーダー

相が御逝去をされました。この場をおかりいたし
まして心から哀悼の意を表します。
総理には、今国会初めて質問させていただきま
す。よろしくお願いをいたします。

ぜひ、国家経営にも企業マイ

まさに委員がおっしゃるように、大きな視点と
いうのは、一体その仕事が何のためにあるのか、
その仕事によってどういう効果を生み出すのかと
いうことをきちんと整理した上で各則をチェック

の姿勢についてまずお答えをいたしますけれども、
私も、今先生が御指摘になったように、改革のた
めの改革ではなくて、効率性そして効果的な行政
になるように取り組んでいきたいと思っておりま

ています。
○今村（雅）委員

の立場を辞されまして、大変な御苦労を経て、再
びこの国の指揮官を務められる御覚悟をなされた、
かように思います。この間の努力が今まさに花を
開こうとしているお姿を拝見いたしまして、立法

と検査院に分かれるのかもしれませんが、そこを
もう少し大胆な取り組みということをやっていく
ことが今必要じゃないかと思います。
きょうは検査院の院長も呼びましたが、まず稲

す。
行政事業レビューも前政権から引き継いでおり

ンド、いい意味でこれを入れてやっていくという
ことをお願いします。
一つ、例示ですけれども、私の地元に武雄とい
う町があって、そこの市長さんは、図書館の民営

府に身を置く一人として心から敬意を表したいと
思います。

私は、第一次安倍内閣では、厚生労働大臣政務
官として一端の任務を与えていただきました。こ

ますが、もちろん無駄の排除は必要でございます
が、それだけにとどまらず、事業の効果的な、効
率的な見直しという観点も踏まえて取り組んでい
きたいと思っております。

化をやったり、それから最近は、税収がふえなけ
れば、あるいは減れば、それを業績給に、ボーナ

さて、アベノミクスが功を奏しまして、我が国

していかないと、単にどこかがだめだから削れと
か、それだけではなかなか政策の効果は上がらな

○今村（雅）委員 総務大臣はよろしいですか。
○新藤国務大臣 まさに、政策の無駄をチェック

スに反映させるぐらいの取り組みもやっておりま

田大臣の方から、よろしいですか。
○稲田国務大臣 行政改革担当大臣として、行革

して、そして効率的な施策というのはどのように
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転嫁できずに苦しんでみえる中小・小規模企業の
皆様のために、ぜひ再び、財界、特に大手企業に

います。
そこで、まず冒頭、もう一つ要請をお願いした
いことがございます。それは、急速な円安に伴い
まして、原材料などの高騰を受けて、その価格を

界の皆さんに向かいまして給与の改善を訴えてい
ただき、それに呼応した動きも今広がりつつござ

の景気は改善傾向に向かいつつございます。目的
はデフレからの脱却であり、庶民の生活の改善に
つながっていかなければなりません。総理は、財

事業者や国民生活に経済成長の恩恵が、広く、な
るべくスピーディーに行き渡っていくように努力

って、しっかりと支援をしていく考えであります。
いずれにしても、政府としては、三本の矢によ
って企業の収益機会をふやして雇用や所得の拡大
を実現していくことによって、中小企業や小規模

ばならないと思います。そういう場合には、公的
金融機関によるセーフティーネット貸し付けによ

さらに、原材料等の上昇により影響を受ける中
小企業や小規模事業者の皆さんが一時的に収益を
圧迫されることがあるということを想定しなけれ

二十六日、時間的な制約もございます。道州制を
視野に入れつつ、抜本改革はもちろん、さらに追

この三党合意では、「定数削減については、選
挙制度の抜本的な見直しについて検討を行い、次
期通常国会終了までに結論を得た上で必要な法改
正を行う」とございます。今国会の会期末は六月

是正を速やかになし遂げ、三党合意を履行するた
めの合意形成を急がねばなりません。

また、さきの衆議院選のきっかけとなった昨年
十一月十四日の党首討論を受けての三党合意、こ
れも大変重たいものでございます。一票の格差の

定数を三十削減し、百八十議席から百五十議席と
した上で、六十議席を第二党以下に配分する。こ
の理由は、先ほど総理も御答弁でおっしゃってい
たとおり、小選挙区制度が持つ民意の集約機能を

求することは当然ですけれども、三党合意を実現
するためには、現行制度のもとでの定数削減もや
むを得ないとの意見が我が党内でも大勢を占めま
した。

○伊藤（渉）委員 またどしどし現場の声を届け
てまいりますので、よろしくお願いをしたいと思
います。
次に、政治改革について御質問をいたします。

是正、緩和するものでございます。
例えば、前回の衆議院選の結果を自民党案に当

をしていきたい。
いずれにせよ、今委員が御指摘になった点には
十分注視しながら、現在の法制度、さまざまな仕
組みを駆使して、そうした悪影響がなるべく強く

為替相場の動向に加えまして、地政学的なリスク
も、その増大の状況も加味されているわけでござ
いますが、現下の原材料等の価格の上昇による企
業や家計への影響については引き続き注視をして

現行小選挙区の一票の格差に対して最高裁から
違憲状態判決が下されまして、昨年末の臨時国会

てはめますと、大半の中小政党の獲得議席に変化
はなく、比例削減分は主に第一党が負うことにな
ります。これは、比例定数だけの削減によって民
意の反映機能が損なわれないようにしたもので、

向かいまして、適正な価格での取引の設定、こう
いったことをお訴えいただきたい、かように思い
ますけれども、安倍総理の御所見をお伺いいたし
ます。

いく必要があると思います。
最近の為替相場の動向については、全体として

で、与党民主党、そして野党の自民党、公明党も
賛成をして、小選挙区を〇増五減する法律が成立
をいたしました。これに基づきまして、衆議院の
選挙区画定審議会が三月二十八日、区割り案を政

中小政党優遇との批判は当たりません。どこまで
も、小選挙区制度が持つ民意の集約機能を是正、

その中で、中小政党優遇とか公明に配慮との批
判がございますけれども、自民党の案では、比例

は景気にプラスの影響がある、これはもう委員も
御承知のとおりだと思います。
また、為替相場の変動による原材料等の上昇に
よる負担が中小企業や小規模事業者に一方的にし

府に勧告いたしました。さきの衆議院選挙も違憲
判決が続出をしております。何としてもこの状態

緩和するもの、これが目的でございます。

出ないように努力をしていきたい、このように思
っております。

わ寄せされることがないように、下請代金支払遅
延等防止法に違反する行為が認められた場合には、

を脱していかなければなりません。

○安倍内閣総理大臣 今委員が御指摘になられま
した原油等の輸入原材料の価格につきましては、

迅速かつ的確に対処をしてまいります。
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一つ、一方に定数削減の問題があるわけでありま
すが、一票の格差の問題につきましては、司法に

○安倍内閣総理大臣 今、選挙制度の問題につい
て、錯綜している議論を委員が大変わかりやすく
整理していただいた、このように思います。
選挙制度の問題は、一票の格差の問題と、もう

ることこそ肝要である、このように考えますけれ
ども、安倍総理の御所見をお伺いいたします。

よって、総理にお伺いをいたします。
一票の格差の是正と三党合意の履行をなし遂げ
るためには、双方を分離して速やかに審議を進め

たわけでございますが、もちろん、これはなるべ
く多くの党に賛成していただくことが必要でござ

ているわけでございます。
法案を早期に提出していきたい。三党合意でご
ざいますので、これは、まずは与党、衆議院でほ
ぼ三分の二を占める与党においてこの合意ができ

選挙区の行き過ぎた民意の集約を是正して、民意
を反映した比例制度とするものと、私は理解をし

でありますが、これは、特定の政党に対してそれ
を有利に扱おうとか配慮しようと考えたものでは
当然ないわけでありまして、選挙制度が持つ、小

○伊藤（渉）委員 最後に、行政改革について総
理にお伺いをしたいと思います。

ざいまして、今後については、まずは、定数削減
を含む選挙制度の抜本的な見直しについて、各党
各会派が議論を深めて結論を得ることが第一とな
る、このように考えております。

減の状況等を勘案し、別に法律で定める日までの
間、歳費を削減するということとしたところでご

上、私たちも政治家として身を切る決意を示さな
ければならないわけでありまして、そうした中に
おきまして、国会議員の定数削減による歳出の削

うものではなくて、より効果的に能力を発揮でき
る環境を整えていく、これが重要だと考えていま
す。
安倍総理のアベノミクスの最後の決定打となる

この行政改革、私は、さまざまなアプローチを
試みる必要がある、こう考えております。
一つは、これまで継続してきたような総定員の
削減に代表される外形的なアプローチ。この際、

ておきたいと思います。
東日本の大震災発災以降、我が党の山口代表の
発案もあり、国会議員の歳費を削減し、これは現
在も続いております。

のは、成長戦略であります。イノベーションの起
こりやすい国づくり、そのために総理は、科学技

いますから、なるべく多くの党、会派に御同意を
いただいて、成立を目指していきたい、このよう
に考えております。
○伊藤（渉）委員 明確なお考えの表明、大変あ

すが、国会としては当然それが喫緊の課題なんだ
ろう、こう思うわけでありまして、私も自由民主
党の総裁として、これは最優先として対応してい
かなければならない、こう思うわけであります。

今後、国民の皆様に消費税による負担もお願い
をしていくこととなります。そう考えますと、こ

術・イノベーション政策の司令塔機能強化に取り
組んでおられます。これも重要な行政改革の一環
だと私は思います。
そこで、一つ御提案を申し上げたいと思います。

おいて違憲あるいは違憲状態という厳しい判決が
下されているわけでありまして、この一票の格差
の是正に取り組んでいくことはまさに喫緊の課題
であろうと、真摯に受けとめて取り組んでいかな

先般、〇増五減の緊急是正法について選挙区画
定審議会から示された区割り案を踏まえて、一刻

の歳費の削減も、まさに国民の暮らし向きがよく
なるその日まで恒久的に継続をしていくことが、
我々、国の経営を預かる立法府に身を置く者の姿
勢だ、こういうふうに考えます。この点について

過日、技術士と呼ばれる皆さんと懇談をする機
会がございました。技術士とは、技術士法に基づ

重要なのは、公務員の皆さんの現実的な業務量に
も目配りをして、ただただ減らせばいい、こうい

も早く法制上の措置、公職選挙法の改正を講じる
ことで、速やかに一票の格差是正に取り組んでい
かなければならない、このように思います。各党
各会派においては、ぜひとも早期成立に御協力を

も、安倍総理のお考えをお伺いしたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 消費税を来年から引き上げ

いて与えられた名称独占の資格で、科学技術に関

りがとうございます。
また、ここで、歳費の削減ということにも触れ

いただきたいと思うところでございます。
また、もう一方の定数削減についてであります

るという法律を通して国民の負担をお願いする以

ければならないわけであります。
今、私は立場上、首相の場にいるわけでありま

が、先般、与党において削減案が合意されたわけ
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あります。むしろ、本来、細かな仕事をする医師
が一番仕事がしやすい姿勢を維持していただいて、

今は違いますけれども、従来、眼科の手術は、
丸い目の周りを医師がくるくる動きながら手術を
していた。これは、人間工学をきわめた技術士の
方から見ると、余りにも滑稽な姿に見えたそうで

門にする技術士の方が、いわば雑談の中で、手術
の話になったそうであります。

する高等の専門的応用能力を有する者をいいます。
この技術士の方と眼科の医師、お医者さんです
ね、その 技術 士の方 は人間 工学とか 機械 工学 を 専

りたいと思いますので、総理の御所見をお伺いし
ます。

いだけで。
そして、こうしたことを可能にする人と人とを
結びつける場を政府が提供していくべき、このこ
とについて御検討をお願いして、私の質問を終わ

そして、シンクタンクにふさわしい人材の育成、
発掘。人はいると思うんです、舞台に上っていな

に代表される科学技術者のみならず、エンジニア
ですとか工学者ですとか、今申し上げた技術士の
方ですとか、他分野との人材の交流。

申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。

ないんだろう、このように考えております。
○伊藤（渉）委員 とにかく、一生懸命現場を歩
きまして、現場の知恵を総理に届けることによっ
て、安倍政権をしっかり支えていくことをお約束

とはまさに次元の違う形において、いわば結果を
生んでいく科学技術あるいは科学でなければなら

できるような、そういう建物のつくりになってい
るということでございました。
今委員が御指摘になった点も踏まえて、今まで

まず、独立行政法人の公募システムについて、
大臣にお伺いをしたいと思います。
独立行政法人の公募システムは、今から三年半
ぐらい前から始まった制度だと思います。今の現

○山本委員長 これにて伊藤君の質疑は終了いた
しました。
次に、大島敦君。
○大島（敦）委員 民主党衆議院議員の大島です。

その際、シンクタンク等の機能を生かしていく
ことも当然重要なんだろう、このように思います
し、今御指摘になった工学や技術と医学の融合で
ございますが、私の地元の山口大学の医学部は、

状がどうなっているかについて御説明をお願いい
たします。

○安倍内閣総理大臣 委員の御指摘は、私は極め
て重要な指摘だろうと思います。
総合科学技術会議を、科学技術の司令塔機能を
持つ場として、今、山本一太担当大臣であります

できるだけお医者さんが施術がしやすい位置に目
が保定されるような仕組みになっている、こうい
うことだそうでございます。
同様な考え方は脳外科の手術台でも応用されて

工学部と一緒になっているんですね。
また、先般、私は東京女子医大を視察に行った

○稲田国務大臣 お尋ねの独立行政法人の役員の
人事につきましては、平成二十一年九月の閣議決
定において、公務員ＯＢポストの後任者を選任す
る場合等については公募することとされたところ

丸い目の方を医師が手術がしやすいように動かす
ような、そういう仕組みを取り入れていくべきだ
と。
こういう、まさに他分野の人の交流の発想の場

おりまして、一番手先が細かく動く場所で、今、
脳外科の手術はできるそうで、これもお医者様だ

んです。東京女子医大と早稲田の理工学部が同じ
棟にあって、境がないわけでございまして、そこ
で例えば細胞シートをつくっていくというのは、
まさに医学と工学の融合なんだろう、このように

でございます。
その後、前政権において、平成二十四年五月に

きょうは、山本有二委員長のもと、質問をさせ
ていただきます。

けの発想からでは生まれてこなかった知恵だと思
います。
そこで、最後に御提案ですけれども、司令塔の
戦略策定機能を強化するために、一つは、公的な

思います。
沖縄の科学技術大学院大学も、中に学部のいわ

提出した独立行政法人通則法改正案において、役

が、山本一太担当大臣のもと、しっかりとその機
能を果たしていくことが重要だろうと思います。

シンクタンクとして、大学や公的な研究所を含め
た既存の組織の活用について検討すること。

ば枠をほとんどなくして、人と人が意識的に交流

によって、今は、眼科に行かれる方はわかると思
いますが、患者用の手術椅子というものがあって、

そしてもう一つ、いわゆる科学技術という言葉
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いました。
この独法の公募システムというのは、多分、日

なお、平成二十一年九月の閣議決定に基づく公
務員ＯＢポストの後任を選任する場合等について
は、同じ方針で臨んでいるところでございます。
○大島（敦）委員 大臣、御答弁ありがとうござ

までの取り組みを総括、点検して、改革の集大成
を行うべく取り組んでいるところでございます。

員の任命に当たっては原則公募とするとしたが、
同法案は廃案となっております。
安倍政権になりましてからは、独法改革のこれ

いのか、そして、年俸が幾らなのか、一千八百万
なのか二千万なのか、しっかり明記をして今募集

ページから入れると思うんですけれども、各所管
の役所のホームページで、これはジョブディスク
リプション、どういう職務の内容がまずは仕事と
してあるのか、どういうスキルの人が応募してい

象になります。
公募の内容につきましては、総理官邸のホーム

方が独立行政法人で役員をしている、あるいは、
そのＯＢの方も含めて応募をかけたいというとき
には、この独立行政法人の役員については公募対

に、優秀な、そしてやる気のある人材を集めるた
めに、公募も一つの有益な方法だと思っておりま

ん、これは独立行政法人ですから準公務員的な扱
いだと思います。多くの方が集うことについて、
大臣の御所見をお聞かせください。
○稲田国務大臣 先ほど来、委員が御指摘のよう

書いてあるわけなんです。
こうやって、多くの人材、私は、公務員の皆さ

要とされる資格、経験、勤務条件、そして年収も、
これは一千九百万円、地域手当、特別手当を含む、
及び通勤手当、国家公務員共済組合に加入等々が

ＯＢの方が退かれるとき、あるいは公務員の方も
含めて応募されるときです。私は、このシステム
を設計したときに、公務員を排除していません。
私は、公務員であっても民間の方であっても、優

す。
○大島（敦）委員 先ほど大臣の答弁の中で、独
立行政法人の公募のシステムについては安倍政権
においても継続していただくという御答弁をいた

承知をいたしております。
公務員ＯＢの就任の状況について申し上げれば、
本年四月一日任命分も含め、これまで百三十七法
人、百八十五ポストについて公募を実施した結果、

秀な人がこの独立行政法人という公的な役割を担
っていただくことは大切だと思ったからです。

がかけられております。
これまで何人ぐらいの方が応募をされて、何人
ぐらいの方が決まっていらっしゃるのか、その点
についてお聞かせいただければと思います。

採用が通例なんですけれども、アングロサクソン
系の国、アメリカあるいはイギリスは公募のシス
テムということで、一つの官職があくと、それが
公募対象になります。ですから、アメリカでは、

公務員ＯＢが就任したのは、実施ポストの三割弱
に当たる五十三ポストとなっております。

ただ、当時は、世の中では公務員の皆さんに対
して厳しい視線がありました。今もそうかもしれ
ません。したがいまして、応募した後、どうやっ
て選考するのか。選考する過程については、三人

本で初めての制度だと思います。この場で、平成
十八年に行政改革特別委員会が設けられまして、
中馬大臣のもとで、さまざまな行政改革の議論を
させていただきました。

三万に迫る公務員の職が常にホームページ上で募
集をされております。

○大島（敦）委員 御答弁いただきました。
ここにホームページ上からとりました公募の内
容が書いてあります。職務がどういう内容で、ど
ういうイメージの人材が求められているのか。こ

から五人の、大臣が任命する選考委員の方、大学
の先生あるいは一部上場企業の役員の方、さまざ

だきました。
そうすると、今のポストというのは、公務員の

その制度は大陸ヨーロッパでも徐々に広まって
いきまして、公務員として働く多くの人材を、さ
まざまなリソース、さまざまな市場から採用した
いという、そういう気持ちが広まってきているか

れは、独立行政法人の国立公文書館です。業務の
内容について書いてあって、国立公文書館の館長

まな団体のトップの方に任命をして、まずは面接

○稲田国務大臣 四月一日任命分については、十
二法人、十三ポストについての公募が行われたと

と思いま す。
この独立行政法人の公募システムというのは、

のポストを求めていると。職務の内容があり、必

その際に、諸外国の公務員の制度を勉強させて
いただきました。日本の公務員は新規採用、学卒

今は、大臣おっしゃったとおり、公務員のＯＢの
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ているとおりだと思います。
応募の結果、民間人であろうと公務員ＯＢであ

であれば、その役職にふさわしいのであれば、応
募をすることは望ましいと思っていまして、その
点についての大臣の御所見を伺わせてください。
○稲田国務大臣 私も全く、今委員がおっしゃっ

うことにしております。
したがいまして、公務員の方であっても、優秀

をしてもらう。面接をしてもらって、評価をして
いただいて、二人、三人、複数名を大臣に上げて、
大臣がその中で一番ふさわしい方を任命するとい

と思っていまして、こういうことは、これから民
間、公務員、余り考えないで、多くのポストにつ

は、先ほどの公文書館の館長の方もありますし、
もう一つ、こちらの方は、独立行政法人の、上野
にある国立科学博物館の館長の方も応募にかかっ
ているわけです。もうここまで官が開かれている

は、今は、先ほど申し上げましたとおり、ごく一
部の方です。中には、本当にこのシステムとして

まずは御留意していただくように、皆さんに周知
徹底していただければと思います。
もう一つは、今後の話なんですけれども、これ

されております。その中でも、幹部人事というこ
とで、内閣人事局をつくるというお話もございま

ですから、その国家公務員も含めて、独立行政
法人のこういう役員の人事、あるいは、今後議論
になると思います、甘利大臣が行革担当、公務員
制度改革の担当大臣だったときに、甘利法案を出

それをバックアップしていただいているのは、国
家公務員の皆さんです。

受けた内閣委員会の筆頭理事あるいは復興特別委
員会の筆頭理事としても、同僚あるいは他党の皆
さんの協力も得て、法案を通すことができました。

○安倍内閣総理大臣 私も、大島委員のお考えと
基本的に同じ考えでございます。当然、公務員の
方も排除すべきではなくて、公募において広く人
材を求め、そして適切と思われる人物を選ぶべき

した。その中にも公募のシステムも多分あったか
と思います。
ですから、人材の登用について、今後の公務員
あるいは民間も含めて、国のために一生懸命働い

で応募をすべきである、全くそのとおりだと思い
ます。また、広く人材を募集して、その中から最
も適任者を選んでいくという公募のシステムも非
常に有益な方法だと思っております。

だろうと思います。その際、やはり委員が御指摘
になったように、大臣がどういう人材を求めて、

いて応募をしていただくということが必要だと思
うんです。
この間口を広げることについての大臣の御所見
を伺わせてください。

というのは、多分、戦後の日本の公務員の歴史の
中で初めてだったと思います。この制度について
は、先ほど申し上げましたとおり、アメリカある
いはイギリスの制度をそのまま移植をしておりま

今、独立行政法人改革の中で、有識者の会合等
で、公募のあり方や人材の登用のあり方等も含め

どういう政策をやっていくかということをもっと
クリアにすべきだろう、改めてそう認識をしたと
ころでございます。
そこで、あり方につきましては、過去の廃案と

ろうと、そのポストにふさわしい方であれば任用
すべきだと思っております。
○大島（敦）委員 御答弁いただきました。あり
がとうございます。

す。
一番この点で気をつけてほしいのは、各大臣が

て検討しているところでございます。
○大島（敦）委員 安倍総理、稲田大臣も答弁を
いただきまして、多くの優秀な人材、私は公務員
を排除するというつもりは全くありません。私も、

なった関係法案の内容も含めて、総括、点検を行
い、改革を進めていきたい、このように考えてお

ていただく人材の登用のあり方につきまして、安
倍首相の御所見を伺わせてください。

求める人材をしっかり役所の方に伝えてほしいん
です。役所の方も、皆さん真面目で、私も仕事を
させていただいて、本当に日本の公務員の方はす
ばらしいと思っています。ただ、大臣が、どうい

三年三カ月、仕事をさせていただいて、多くの法
案、ほとんど全ての法案を閣議決定し、国会に提

ります。

○稲田国務大臣 今委員から、最初にどんな人材
が必要かということをきちんと公表して、その上

うような評価基準であるかということについてし
っかりと伝えておかないと、なかなか大臣の思い

出することができました。また、私が国会で引き

また、今後の話です。
こういうような官職の応募あるいは募集の仕方

が通じないところもあります。その点については、
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と金融業がしっかりとグリップしながら、公務員
制度改革事務局の皆さんと法案を出させていただ

るいは保険業で、十九年間民間で働いた経験があ
ります。階議員も長銀で、会社がなくなる過程も
御経験されて、弁護士の資格を取って、国会に臨
まれた方です。ですから、民間と民間、メーカー

次長が、民間から来ていただいた方と、政治では
階さんが次長として入りまして、私は、鉄鋼業あ

○大島（敦）委員 甘利大臣が出された法案に引
き続きまして、私も、副大臣のときに、行政改革
の事務局の事務局長という立場、そして、事務局

ですから、その点も踏まえて、早急に御検討さ
れるということを要望させていただいて、その点

さん、あるいは新藤大臣のもとにおります、定員
を決める行管局、そして人事・恩給局も、国の使
用者として一つに集めることによって柔軟な制度
設計をする時代に入っていると思っています。

けない。さまざまな柔軟な制度設計をするために
も、稲田大臣が今お仕事をされている事務局の皆

は一定の役割は終えたと思っておりますので、今
国家公務員の、例えば四月一日に何人採用したか
ということを調べると、各役所に聞かなくちゃい

伺いたいんですけれども、金融円滑化法が期限が
切れることになります。
私は、ずっと自殺対策について、四年前にも当
予算委員会で質問をさせていただきました。本当

も早急の御検討をお願いいたします。
続きまして、麻生大臣に、金融担当大臣として

れは私たちが考えたのは、国家戦略局ということ
も考えました。国の意思決定のスピードを上げる
ということです。そのためにこのような制度設計
をさせていただいておりますので、ぜひ安倍首相

向けて取り組んでいるところでございます。
○大島（敦）委員 国家公務員の改革の法案、こ

そういったことなども含めて、今委員が御指摘
になったように、早く改革案をまとめていかなけ
ればならないということで、今、改革の集大成に

大臣のときに、百億円の基金を前の政権のときに
積んでいただいて、それを引き取って、その百億
円をそのまま維持して、三十七億円、今の二次補
正では三十億円でしっかりとした自殺対策ができ

について大臣から一言御答弁いただければと思い
ます。
○稲田国務大臣 今委員が御指摘になりましたよ
うに、この国家公務員改革、私も最後は人だと思

気が高くて、国家国民のために働く、邁進してい
ただけるという国家公務員改革をしていかなけれ
ばならないと思っております。基本は、平成二十
年の改革基本法だと思っております。

るようになり、三年間で五千人の命を救うことが
できたと考えています。

きました。
立場、立場がありますから、いろいろとお考え
は、自民党さん、公明党さんとは違うかもしれな
い、あるいは他党の皆さんとは違うかもしれない

以上、この話はしているんです。もうそろそろ決
着してあげないと、公務員の皆さんの気持ちが落
ちつかないと思っています。
ですから、ぜひ安倍総理、そして担当大臣であ

ただ、改革基本法ができてから現在までの間に、
三度、政府から法案が提出されて、今委員が御指

今、金融円滑化法案が切れると、金融庁からい
ただいた資料では、三十万社から四十万社が金融
円滑化法案の対象で、五万社から六万社が事業再
生などが必要だということを言われています。こ

に費用がかかるので、要は、多くの予算を計上し
てくれというお話をさせていただいて、野田担当

ります稲田大臣には、この点も踏まえて、多分論
点はもうほぼ出尽くしていると思っています。私

摘になりました民主党政権下での法案も含めて、
全て廃案になっております。それは、今、人事局
の問題を指摘されましたが、内閣人事局をつくら
なければならないけれども、その中にどれだけの

の五万社から六万社というのは非常に大きい数字
だと思っています。

っています。幾らいい制度をつくっても、やはり
それに携わっている人が、モラールが高くて、士

たちが出した法案は、内閣人事局をつくり、三十
万人国家公務員の幹部職員が六百人います、この
六百人の人事は、政治主導、首相と官房長官と各
大臣が協議をして決めて、その六百人の人材を、

権能を集中させるかという問題、それから十二条
の労働協約締結権の問題、費用と便益、国民の理

んですけれども、昨日、私もこれまでの公務員制
度改革の歴史をずっと読んでみました。もう十年

今でしたら、安倍総理の一番適切な人事配置をす
るということでつくらせていただいております。

解というさまざまな要件がかかわっております。

茂木経産大臣、御地元は足利だったと思います。

そして、人事院については、人勧制度というの
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まして、その対策の前に、五万社から六万社の、
麻生大臣は経営者でもありますので、その規模感

比較的皆さんが知っていらっしゃる企業だと思い
ます。ですから、先日は各金融機関に対して強い
御発言をしていただいたと思うんですけれども、
今後どういう対策をしていくのか。その点につき

そんなに少ない数字じゃないと思っています。
この対象になる企業は、小さな企業ではなくて、

私は、九五年から二〇〇〇年まで足利で保険の営
業をしておりまして、足利の企業は大体訪問して
おります。この五万社から六万社という数字は、

は、私の感覚だと非常に大きい数字だと思ってい
ます。

ちょっとこの数字のとり方が、感覚の問題で聞か
れるのであれば、結構な数なんじゃないかと思い
ます。
○大島（敦）委員 五万社から六万社という数字

にのっかっている結構大きな企業の中で五万社と
いうことになるんだと思いますので、その意味で、

二百万社というような数からもとにして五万社と
いうと、今度は、何だ、意外と少ないなというこ
とになっちゃうんですけれども、問題は、データ

委員御指摘のように、かなり規模も違います、資
本金であったりとか。大きく分けますと三つぐら

の変化に対応して、事業自体の再生であったりと
か経営改善、これを行っていくことが極めて重要
だと思っております。
そしてまた、五万社、六万社といいましても、

万社から六万社存在する、こういうことになりま
すと、単なる金融支援だけではなくて、事業環境

ただ、その一方で、委員御指摘のように、条件
変更だけを繰り返すという形で、事業再生が進ん
でいない、こういったふうに言われる事業者が五

いの企業、年間数千社に対しまして、再生支援協
議会による支援を行っていきたいと考えておりま
して、これは二十四年度の補正で四十一億円を計
上いたしております。

いのグループ分けをして、それぞれに合った対策
をとっていきたい。
まず、中堅企業といいますか、売り上げが大体
二十億以上の企業に対しては、企業再生支援機構

な理由によるみずから命を絶たれる方がふえるお
それが多分にあると思うんです。
ですから、森大臣、麻生大臣、そして茂木大臣、
それぞれの御担当の大臣が協力しながら、今後の

それから、認定支援機関、弁護士であったりと
か税理士さん、さらには地域の金融機関、今、六

四―六については、まだ、相当対策をとってい
ただいているので大丈夫だと思います。七―九以
降どうなるかが非常に不安です。そうすると、こ
れまで、森大臣が担当である自殺については、経

十万とか、今は六十九万ぐらいになっていると思
いますが、そのうちから見て五万社と言われるよ
うな数は一割、一割五分ということになりますの
で、大きいんだと存じます。基本的に、私ども、

事業再生、プラス、その事業再生後の話も含めて
対応をとっていただきたいと思うんですけれども、

千七百四十社に上っておりまして、ここが、二万
社を対象にしまして総額三百万円の費用の三分の
二を補助する、補正予算に四百五億円を計上して
おります。

についてお伺いさせてください。
○麻生国務大臣 これは大島先生、母数、もとの
数のとり方が一番問題なところなんだと思うんで
すね。

五万社というのは結構大きな数だ、私自身がそう
思っております。

茂木大臣、御所見ございますでしょうか。
○茂木国務大臣 この三月で金融円滑化法が期限
を迎えた。委員御指摘のように、同法の利用者は
大体三十万から四十万と言われておりまして、こ

それから、もちろん資金的な支援というのもき
ちんとやっていきたいと思っておりまして、セー

によります支援を行ってまいります。
それから、売り上げが三億から大体二十億ぐら

一つだけ、今、中小企業実態基本調査というの
を、中小企業庁、これは茂木先生のところなんで
すが、やらせているところで、この数はやはり三
百六十五万社ぐらい、いわゆるメーカーというか

れが、中小企業、そしてまた小規模企業の資金繰
りの下支えに寄与したことは間違いないと思って

フティーネット貸し付けであったりとか借りかえ

済的な理由によって多くの自殺をされる方が減っ
てきたという実績がございます。今後は、経済的

企業が。銀行と取引している企業の数なんですが、
そのうち、銀行とちゃんとやっていますかという

おります。

多分、何十万社と言われるのは、これは民間の
データ会社の対象になっております企業の数が六

話に関しては、取引がないと答えておられる数が
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ぶ）しっかりとやっていきます。
○大島（敦）委員 ありがとうございます。

算で約一千億計上しておりまして、これは、どち
らかといいますと、冒頭申し上げました二十億円
とか三億円、こういった……（大島（敦）委員
「決意を伺えればいいので、お願いします」と呼

それから、それだけではなくて、資本性の劣後
ローンの活用ということにつきましても、補正予

保証、これは大体十兆であります。半分がセーフ
ティーネット貸し付けで、残りの半分が借りかえ
保証。

が働ける環境をつくっていくことが、日本の競争
力を維持向上していくための原動力であるという

限活用することを指示しているわけでございまし
て、成熟産業から今後の成長産業への円滑な労働
移動を失業という形態をとらずに実現することや、
一人一人が能力を高めるとともに、意欲のある者

を民間に開放して各種の就業支援施策の実施を民
間に委任するなど、民間人材紹介サービスを最大

このような観点から、雇用支援施策に関して、
行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への政
策シフトを行うこと、ハローワークの有する情報

すね。一八六八年に鳥羽伏見の戦いがございまし
て、近隣には長州墓地というのもございます。

等々について質問したいと思うんですが、前段、
ちょっと総理のお顔を拝見しておりましたら、私
の地元にも大変ゆかりがありまして、私の地元は
京都、これは鳥羽伏見の戦いの地でもあるわけで

で、私は、今、倫理選挙の特別委員会の筆頭理事
をさせていただいておりますので、主に定数削減

これを許します。泉健太君。
○泉委員 民主党の泉健太でございます。
きょうは総理に質問させていただくということ

とわざというか格言というかフレーズとして、天
王山の戦いというのがありますが、その天王山の
地も私の選挙区にございます。今言ったような鳥
羽伏見ということも含めて、数多くの文化財、史

そういった意味では、こういった機会ですから、
私の選挙区でいうと、例えば平安京の前には長岡
京というのがございまして、これが七百八十四年
から七百九十四年まで、平安京の前の都として存

○大島（敦）委員 安倍総理、確認なんですけれ
ども、金銭解雇について、事前は否定し事後は検
討するということについても、二つとも検討をし
ないということでよろしいでしょうか。

跡があるわけですね。
ぜひとも、日本のよさを末代までしっかりと残

ふうに認識をしています。
関係省庁と連携をしながら産業競争力会議で議
論を深めていきたいと思いますが、御指摘の解雇
の金銭解決については、金銭を払えば解雇できる

っています。
今、この予算委員会の議論を聞いておりますと、
解雇の事前あるいは事後というお話がございます。
事前解雇は、これは認められない、検討すること

○安倍内閣総理大臣 つまり、お金さえ払えば解
雇できるような解雇の自由化は行わないというこ

していくために、やはり文化財予算の確保という
ことについてはぜひしっかり取り組んでいただき
たいというふうに思いますが、冒頭、お一言いた
だければと思います。

最後に伺いたいんですけれども、解雇法制につ
きましての議論がここでもたびたびあったかと思
います。私は、人を解雇するということは物すご
く重いことだと思っています。これは解雇した方

は認められない。ただ、事後の解雇については検
討することが認められるやの御発言があったかと

とを私は答弁しているわけでございますが、いわ
ば、今委員がおっしゃっているのは、裁判等で係
争になっていた結果においては、またこれは別の
問題であろう、このように思います。

○安倍内閣総理大臣 委員の御地元にも守るべき
たくさんの文化財があると思います。安倍政権と

在しておりました。その史跡も数多くあります。
また、もう日本人であれば誰しもが知っているこ

思います。
事後の金銭解雇についての議論があったかと思
います。その点について、安倍総理からの御所見
を伺わせ てくだ さい 。

○大島（敦）委員 終わります。
○山本委員長 この際、泉健太君から関連質疑の

しても、日本の伝統と文化をしっかりと守ってい

という制度の導入は行わないということは、今ま
で再三申し上げたとおりでございます。

○安倍内閣総理大臣 安倍政権の雇用政策の大方
針は、成熟産業から成長産業へ失業なき円滑な労

申し出があります。大島君の持ち時間の範囲内で

じゃないとわかりません。あるいは、安定した職
場を奪われた方じゃないとわからない領域だと思

働移動を促進していくことであります。
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それ以外は御本人が書かれているのかなというふ
うにも思うわけですが、直接文章をお書きになら

ーを活用されているなというふうにお見受けをし
ております。先日もちょっと拝見をさせていただ
きますと、秘書さんがアップをされたときには秘
書アップというふうに断り書きがございますので、

○泉委員 ぜひ文化財保護をお願いいたします。
さて、総理はとてもフェイスブック、ツイッタ

くという立場でございますから、文化財こそ政府
としてしっかりと守っていきたい、このように思
っております。

○安倍内閣総理大臣 これについては、選挙制度
でございますから、基本的には国会で議論をして

三者の方が呼びかけることができる、これが今話
し合われている。メールでもそれができるという
ことがふさわしいんじゃないかと思いますけれど
も、いかがお考えでしょうか。

○泉委員 フェイスブックやツイッターで、例え
ば、皆さん、支持をお願いしますというふうに第

前からあるわけでございまして、そういう意味に
おいては、ネットを活用していくということは私
は有意義であろう、このように思います。

もう一点、きょうは行政改革ということであり
ますので、定数削減の問題に入る前に、お伝えを

禁をしていく。迷惑メールを削除できるシステム
も随分進んでおりますので、ぜひその方向性でこ
れからも検討していきたいと思っておりますが、
総理にも後押しをいただきたいと思います。

制度をややこしくしないためにも、やはりそう
いった一般の有権者の方々のメールについても解

きることがメール配信では発信できないのかとい
うところは、多くの疑問がインターネット関係者
からも寄せられているというところがございます。

固定資産税の徴収ができなくなるわけですね。現
在、固定資産税の徴収率というのは九三・五％と
いうふうに言われておりますけれども、これも実
は、ある意味、建前の数字なんですね。

しておきたいということがあるんですね。
それは、土地の所有が非常に不明確になってき
ている、今この日本の現状は。そういうことを、
きょうは指摘だけですが、させていただきたいと

らよく議論をしていただきたいと思います。
○泉委員 これも今倫理選挙の特別委員会で議論
は佳境を迎えているわけですけれども、ネット選
挙を解禁していきたいという方向性は皆さん一致

どういうことかというと、不納欠損処理という
のがありまして、例えば外国の土地所有者、日本

いただくべきだろう、このように思います。
インターネットの活用について、どう活用して
いくかというのは、私は基本的に、ある程度自由
にやっていいんだろうという考え方でございます

りますので、大変すばらしいことだと思いますけ
れども、今、こういったツイッターやフェイスブ
ックも、次の参議院選挙からは、まさに、我々候
補者だけではなく、政党だけではなく、一般の方

はしているものの、今我々の出している法案では、
一般の方々についてもメールでの呼びかけも解禁

の土地を持っている外国の人にわざわざ徴税をし
に行くには余りにコストが高過ぎるので、徴税を
諦める、あるいは、外国人の間で土地が転売され
ると所有者が誰かわからない、郵送物を送ろうに

れて、入力されておられるのでしょうか。
○安倍内閣総理大臣 私の個人のフェイスブック
については、基本的に私が、長い文は書きません
が、書いているということであります。

々もそれを活用して、例えば、安倍さんお願いし
ますね、泉さんお願いしますねということを言え

する。
それは、ツイッターやフェイスブックで同じ文
章を配信することはオーケーなのに、メールで配
信することは、今、実は与党案というか自民党案

も送れない、だから徴税ができないということで、
自治体の側で諦めて、地方税法上、欠損処理をし

思っております。
例えば、土地の所有が不明確になっていくと、

るようになってくる。これはいかが思われますか。
○安倍内閣総理大臣 基本的には、今、選挙運動
においては限定列挙ですから、書いてあることし
かできないという中において、電話で依頼はでき

では、禁止をされているというか解禁されていな
いというような案が出てきておりまして、そこは

てしまう。それを除いた形で徴税率というのが出

が、しかし、成り済まし等の問題、課題もあるん
だろうと思いまして、そうした弊害等も含めなが

るわけでございますが、ファクスでは依頼できな
いという中において、例えば聴覚障害者の方々は

やはり不思議だと。なぜフェイスブックで発信で

○泉委員 やはり全ての政治家がこれから情報発
信も盛んにしていかなければならないと思ってお

ファクスを解禁してもらいたいという依頼は随分
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でおります。
こういった状態で、今現在、そのほかにも住民

たって、一人一人の住所がどこにあるかわからな
い、こういう状態になってしまっている。その結
果、幾ら固定資産税を請求しても、残念ながら答
えが返ってこない、こういうケースが実は相次い

これは実は国内でもそうです。余りに相続がど
んどんどんどん進んでいくと、関係者も多岐にわ

ているんですね。ですから、実際には、本来得ら
れる固定資産税というのはもっと多いけれども、
今得られない状態がある。

げますと、一つは、測量そのもの、土地登記その
ものが全然進んでいないわけですね。ずっとほっ

じゃないか、私はそう思うわけです。それがいわ
ゆる税収の増加にもつながってくることになるだ
ろうと思います。
そういった意味では、例えば問題点を幾つか挙

持ちながら固定資産税を払っていないとすれば、
これはやはり何か制度を変えなければいけないん

ります。
そして何より、本来であれば資産をたくさん持
っている外国資本にもかかわらず、日本の土地を

は一定管理すべきだということもおっしゃってい
ますし、オーストラリアなんかでは、大きな農地

総理においては、水面下で外国資本によるいろ
いろな土地売買も進んでいるかもしれない、こう
いう恐ろしさ。中には、東京財団さんなんかは、
重要国土という地を定めて、そこの売買について

ね。余りに問題が大きいものですから、実は手が
つけられていないという現状がございます。

んが、この土地の所有の明確化、透明化というこ
とについて、法務省、外務省、あるいは国土交通
省、農水省、いろいろなところがかかわるんです

か。
○安倍内閣総理大臣 大変重要な御指摘だと思い
ます。
山林についてそういう登記を進めるという法律

がありますので、外国資本による農地の買収につ
いては登記を義務づけるということまで検討され
ているということになっております。ぜひ、そう
いった土地所有の明確化について、横断的に検討

る。登記が義務でなければ、よっぽど活用する目
的がなければ、場合によっては積極的に登記を行
わない可能性がまた出てくるわけですね。
こういうことが土地の所有の不明確化につなが

については、議員立法で成立をしたというふうに
承知をしておりますが、今委員が御指摘になった

たらかしとは言いませんが、まだまだ進んでおり
ません。ぜひここに予算をしっかり投じていただ
きたいということが一つ。
そしてもう一つは、制度上ですが、登記そのも

に、まさに国土強靱化とおっしゃっておられる皆
様方にとって、私は、これは本来、公共事業だけ
のことを指しているものではないというのが皆さ
んの頭の中にもあると思うんですね。それは、あ

っていって、結局のところ、恐らく復興が進んで
いない理由の一つにもなっているわけですね。高

ように、固定資産税がちゃんと徴収されていない、
あるいは安全保障上の課題にもなっているという
ことも踏まえて、検討していきたいと思います。
○泉委員 今ほど言いましたように、省庁をかな

税や軽自動車税についても不納欠損処理というの
があって、トータルで何と年間で千百億円、一年
で一千百億円ずつ、本来払われるべき税金が納め
られないまま、欠損処理という形で免責されてし

らゆる国土の危機を救っていくということなんだ
と思いま す。

台に新しい住所地を移転したい、しかし、その高
台の所有者が誰かわからない、余りに複雑、だか
ら、それを調べるだけで自治体職員が大勢必要に
なってくる、そんな手がない、これは本当に今困

り超えます。実は、この質問をするに当たっても、
どの大臣に御答弁いただくかということで、再三

をしていただきたいというような提言をきょうさ
せていただきたいと思いますが、いかがでしょう

その観点からいうと、土地の所有が不明確にな
ることの怖さ、これはもう総理も御認識のとおり、
例えば、外国人が自衛隊の基地の横を買う、ある
いは、山林を買収して、いつの間にか開発をされ

っているんですね。
そういった意味では、物すごいこんがらがった

再四いろいろな省庁の中でやりとりをしなければ

のが義務ではないということですね。売買で二％、
そして相続で〇・四％、税金がかかる、課税され

るかもしれない、あるいは、水源が確保されて、
いざというときに何かが起こるかもしれない、そ

糸ですので、すぐに解決できる問題ではありませ

まっているという状態があります。
いたし方ない部分もあるわけですが、ぜひ総理

ういう不信も多くの国民が今抱いていることであ
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〇増五減については後ほどまた議論しますが、
昨年末、三党合意が民主、自民、公明で行われた

さて、いよいよ私の本題に入ります。
まず、フリップを出していただきたいと思いま
すけれども、定数削減についてお伺いをしたいと
いうふうに思います。

プでこの土地所有の明確化ということについて取
り組んでいただきたいと思います。

いけなかった。結局、どの大臣という、特定の大
臣でおさまるものではないということが明確にな
ってまいりましたので、ぜひ総理のリーダーシッ

の積極的に指示をしている中身に、明確に、今国
会終了までに法改正だぞということは言っていた

主党総裁といたしまして、党に対して、積極的に
取りまとめを行うように指示しているところでご
ざいます。
○泉委員 今、言明はなされませんでしたが、そ

行い、今般の国会終了までに結論を得て必要な法
改正を行うこととしておりまして、私は、自由民

○安倍内閣総理大臣 衆議院の定数削減について、
さきの三党合意については、今委員が示しておら
れるように、選挙制度の抜本的な見直しの検討を

の皆様の御協力を得ながら成立を目指していきた
い、このように思います。

それぞれ議員の身分にかかわることでございます
から、白熱して難しいところがあるんですが、我
が党で案をまとめまして、そしてさらには与党で
もまとめたところでございますので、また民主党

ます。
選挙制度というのは、なかなか議論が、これは

々は、定数を削減していく、その中において抜本
的な改革も行っていくということをお約束もして
おります。それは三党合意にあるとおりでござい

も、かなりこの定数削減については大きい部分を
占めているということですね。
では、三党合意とは何なのか。これは、消費税
を上げることを決めたその政党の枠組みで、消費

○泉委員 よく、各党各会派、皆さんと協議をし
てということをおっしゃられるわけです。
ただ、一方では、ふだんの選挙制度改革なり定
数削減であれば私はそれでいいと思うんですが、

に対応していく、この違憲状態を解消していく努
力をしなければいけない、まずこれに取り組んで
いく。
この〇増五減につきましては、昨年の法改正に

税を上げ、国民の皆さんに負担をお願いするので
あれば、政治家自身も身を切らなければならない、

だきたいと思いますが、いかがですか。
○安倍内閣総理大臣 先ほどの議論でもお話をさ
せていただいたんですが、今、喫緊の課題として、
〇増五減、一票の格差の問題がありまして、これ

大変申しわけございません。二〇一二年です。
これは、誰が読んでも、次期通常国会終了まで
に結論を得た上で必要な法改正を行うものとする
という読み方になると思うんですが、どうやら、

おいて民主党の皆様にも賛成をいただき、先般、
区割り審から、結果について、どういう区割りを

だから三党で定数削減を合意しよう、こうだった
んじゃないですか。違いますか。
○安倍内閣総理大臣 基本的にはそのとおりでご
ざいまして、だからこそ我々の案は、与党の案と

わけであります。このフリップの一番上に、衆議
院定数削減については、選挙制度の抜本的な見直
しについて検討を行い、次期通常国会、この国会
ですね、この国会終了までに結論を得た上で必要

ちまたで、今国会は検討だけすればいいとか、結
論だけ得ればいいというような声まで聞こえてく

行っていくかということについて答申が出たわけ
でございまして、この答申に基づいて法案を提出
し、そして成案を得ていきたい、成案を出してこ
の法案を成立させていきたい、こう思っていると

して、三十削減をしていくということでございま
す。

実は、総理、認識をしておかなければいけないの
は、ある意味、三党合意でスタートしているもの

る。
総理、改めて、三党合意、それぞれ各党で確認
をしていることでありますので、読み方というの
は二つはないはずだというふうに私は思っており

ころでございます。
同時に、いわば定数の削減につきましては、来

今の与党の案では、この三十のうちほとんど、

は違憲判決、違憲状態という厳しい判決が下され
ておりますので、これを真摯に受けとめて、これ

まして、これは、今国会終了までに必要な法改正
を行う、そういう解釈で共通しているということ

年から消費税を上げていくという中において、我

な法改正を行うものとする、こういう合意になっ
ている。（発言する者あり）二〇一二年ですね、

でよろしいですね。
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○泉委員 では、まず、各党各会派ということに
ついては、これは消費税を上げようとする三党に

いるわけでございますが、この中において、民主
党の皆様に賛成をしていただければ、三党の合意
が結実するということになるのではないかと思い
ます。

てはのみ込んで、これを公明党の皆さんにお示し
をして、事実上、与党としての成案となってきて

前回の選挙の結果を引きますと、我が党が一番大
幅に減っていくという案でございますが、それを
与党として、与党の責任感として、自民党におい

の二つ目のところ、自民党政策集Ｊ―ファイル二
〇一〇、参議院選挙のときですが、「衆議院・参
議院の国会議員定数を三年後に七百二十二名から
六百五十名に一割削減し」と。これは、ことし二

束、自民党の約束は何だったのかともう一度考え
てみますと、これは、二〇一〇年、このフリップ

言葉だそうですけれども、不動心というのもある
ようでありますが、これは、誠意ある行動さえと
れば物事は通じるんだということであります。
私は、三党合意なり、あるいは国民に対する約

体、総理の座右の銘は、至誠にして動かざる者、
いまだこれあらざるなり、これは吉田松陰さんの

よく頼まれて書く揮毫は、下手な字で、不動心と
いう揮毫をさせていただいております。
○泉委員 いろいろと調べさせていただくと、大

議員の数になるわけでございまして、人口もぐっ
と減っているわけでありますから、人口比では最
も少ない議員の数になっていくということであり
ます。

達したわけでございます。
この三十削減においても、大正以来最も少ない

いく上においては、これはまさに民主主義の基本
でございますし、定数の削減といってもそうなっ
ていくわけでございますので、結果を出していく
上においては、これは、我々は三十という結論に

が、そこで、我々としては、つまり、実際に、こ
の選挙制度の改革については、選挙制度を変えて

いますが、これは前回の参議院選挙のときの公約
であった、このように思います。さきの衆議院選
挙の公約の中には入っていないわけでございます

いうことについては我々も反省しなければならな
い、こう思っておりますが、今の段階においては、
三十という削減が、成立をする可能性のあるベス
トの案ではないか、このように思っております。

よって合意された定数削減ですから、それは全会
派が賛成 をす るわけ がない というよ うな 状況 が 大
前提としてあるけれども、消費税を上げるのであ
れば、今言ったように、必ず定数削減をやらなき

参議院で定数を削減する議論が今進んでいると
いうのは、私は余り伺っておりません。衆議院で
主に削減する。そうすると、衆参合わせて一割削
減というのは、御党が出されてきた三十減ではお

○泉委員 マニフェスト、公約違反だなんという
ことを我々はよく指摘されましたが、いとも簡単

その中において、確かに、参議院選挙でそうい
う公約を前回出しております。その公約と違うと

消費税を上げていいということじゃないんです、
実は。この定数削減だって、三党では合意されて、
消費税を上げる上での国民に対する約束としてや
らなければいけない。三党が責任を持って、多少

よそ届かない。全く届かない。全くこの公約と反
した案が出てきている。

に総理が参議院選挙の当時の公約を撤回されたの
で、私も拍子抜けをしてしまっているところがあ
りますが、あれは参議院選挙で言ったし、衆議院
選挙では言っていないので、もう我が党の公約で

〇一三年ですから、ことしですね。「一割削減し、
」ということが公約集に書かれているわけです。

の反対があってもやらなければいけないというの
が前提だということです。それは絶対忘れちゃい

これは、どうなっているんですか。この二〇一
〇年の公約は今あるんですか、ないんですか。撤
回されたんですか。
○安倍内閣総理大臣 先ほど指摘をいただきまし

ゃいけない。
総理、ですから、決して、経済さえよくすれば

けないということですよ。
その意味で、定数削減というのは、景気の回復
と同様に、消費税を上げる前の大前提であるんだ
ということであります。

基本的に、もう一度私が総

はなくなったというふうに理解をしましたが、そ
ういうことですね。

○安倍内閣総理大臣

た孟子の言葉でございますか、それも私の座右の
銘であることは間違いないわけでございます。
今例として挙げられました我が党の公約でござ

総理、座右の銘というのはございますか。
○安倍内閣総理大臣 座右の銘というのは、普通
一人一つなんですが、私、いろいろございますが、
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定数三十減の案であります。
これは、今、〇増五減とあわせてということに
なるわけですが、まず一つ、〇増五減というもの
が、残念ながら、各地の高等裁判所の判決で、十

とでございます。
○泉委員 さて、その自民党が出されてきた比例

裁に就任 をい たしま して、 もう一度 公約 を見 直 し
して、昨年の総選挙において私たちがお示しをし
たのが、まさに現在の我々の公約であるというこ

らないということが今示されているわけですね。
では、自民党案さんでは、一票の格差の是正の

のとは言えないことは明らか、格差是正の措置と
は到底言いがたい、そういう文章が出ているわけ
です。見解が出ているわけです。だから、〇増五
減だけでは、あくまで緊急是正ですし、これは足

〇増五減、これは緊急是正ですよ、総理。しか
し、その緊急是正も、高裁から、これは十分なも

をさせていただきたいと思います。
○泉委員 ちょっと議論がかみ合っていないと思
うんですね。

ない。
そして、一人別枠方式も、文言としてはなくな

えてくるわけですよ。これでは不十分だというこ
となんです。
そういった意味では、我々は、もっともっとし
っかり小選挙区についても変えていかなきゃいけ

きているわけです。それは、一・九九八ですから、
当然、住民がちょっと移動すれば、また二倍を超

ように、緊急是正でしかないわけです。そして、
後ほど同僚議員がさらに追及しますけれども、も
う既に二倍を超えている、そういうケースも出て

で、一人別枠方式はやはり廃止をしなければいけ
ないというふうに思います。
さて、時間もありませんので、自民、公明案と
いうのは、三十、比例だけで削減をして、そして、

分ではないというふうに表現されたというか、見
解が示されたわけであります。

つべきなんだろう、このように思うわけでござい
ますが、その中におきまして、二倍未満にすると
いう、少なくともやらなければいけない努力はこ
の〇増五減について行っているわけでございまし

このフリップを見ていただくと、三番目、その比
例の百五十を、第一配分枠九十、第二配分枠六十

っていますけれども、では、一つの県で一議席と
いうところは今は存在していないですよね、今現
在。それは何も変わっていないわけです。
そういった意味では、各都道府県に一議席ずつ

て、世論調査におきましても、まず〇増五減を先
にやるべきだという世論がかなり多いのも事実な

に分けるというふうになっています。
次のフリップを出していただきたいと思います。
これがまた不思議な制度でして、自民党、公明
党さんの案でちょっと試算をしてみました。比例

さらなる対策、検討、何かされておりますか。小
選挙区の議席をさらに削ろう、あるいは格差を是
正しようという取り組みは何かなされていますか。
○安倍内閣総理大臣 高裁の判決においてはさま

て、昨年の十一月に、〇増五減による緊急是正法
を成立させたわけでございまして、その際、一人
別枠方式を廃止することとしたものと認識をして
います。

んだろうと思います。
この民意に応えて、我々は、また、裁判所の判
決を真摯に受けとめ、まずはこの〇増五減を実施
していくことが、法律として成立をさせていくこ

定数が百五十になるということで、例えば東京ブ
ロックなんかは、比例東京ブロックですね、現在

総理、〇増五減で十分だというふうにお考えで
すか、一票の格差是正ということについては。
○安倍内閣総理大臣 平成二十三年三月の最高裁
判所大法廷判決が、一人別枠方式を廃止し、投票

〇増五減の緊急是正法に基づいて、先般、選挙
区画定審議会から勧告がされたというのは先ほど

とが、私たちに課せられた使命ではないかと思い
ます。

十七議席のものが比例定数十五に減ります。そし

配分をして、そしてさらに人口で上乗せされてい
るような状態がいまだに続いている。本当の意味

答弁したとおりでございますが、これによって、
二倍未満とする区割り案を踏まえ、この答申が出
されたわけでございますが、この〇増五減につき
ましては、これは、昨年の国会において御党にも

まずは〇増五減といっても、今言った

ざまな判決が出ているわけでございまして、そう
いう意味においては、最終的に最高裁の判決を待

賛成をしていただき成立をしておりますので、こ
の区割りを、選挙区画定審議会から出された答申

○泉委員

価値の平等の要請にかなう立法的な措置を求めて
いることを踏まえまして、各党各会派が議論をし

に従ってできた法律を、ぜひとも一日も早く成立
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すると、Ａ党から順番に、獲得議席は、この色で
書いたところですね、六議席、五議席、三議席、

党二百十万、Ｄ党百十万、Ｅ党五十一万、Ｆ党三
十一万の得票を得たという仮定で議席を当てはめ
てみます。
そうしますと、現行の比例制度で定数十五だと

それで、表を当てはめてみて、Ａ党からＦ党ま
でございます。Ａ党四百十万、Ｂ党三百十万、Ｃ

て、自民、公明案さんでいうと、第一配分枠なる
ものが九議席、第二配分枠なるものが六議席とい
うことになるわけですね。

すし、だからこそ、憲法上の疑義も今あるという
ふうに言われているわけですね。

られる。Ｅ党に至っては、第一配分枠では一議席
も得られないけれども、中小政党の配慮枠という
ことだけで、五十一万票しかとっていない政党が
二議席も得られる。これはやはりかなりいびつで

Ｃ党は、第二枠で得られる議席は一議席ですね。
ちょうど黄色の部分であります。Ｄ党は二議席得

得ない結果が私たちの目の前に待ち受けているん
じゃないでしょうか。
これは特に、この下の方の表を見ていただくと、

に関して質問をさせていただきたいと思います。
黒田総裁自身、異次元の緩和だというふうに言

○玉木委員 民主党の玉木雄一郎です。
きょうは、質問の機会をいただきまして、あり
がとうございます。
まず冒頭、先週発表されました日銀の金融政策

疑の申し出があります。大島君の持ち時間の範囲
内でこれを許します。玉木雄一郎君。

問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
○山本委員長 この際、玉木雄一郎君から関連質

スクをどうやってコントロールして金融政策のい
い面を発揮させていくのか、このことが鍵になっ
てくると思っております。
このリスクについて、まず冒頭、総理にお伺い

っているように、私もこれは大変インパクトのあ
る金融政策だと思っております。しかし、効果の
強い薬がその副作用もまた強いように、この強力
な金融政策のリスクもまた大きいと思っています。

ますけれども、こんな制度、これはやはり、比例
に一票を投じた人たちをある意味冒涜する中小政
党への配慮にもなりかねないということは重要な
論点だということを御認識いただいて、ぜひ、こ

したいと思うんです。
お手元の資料を少し見ていただきたいんですが、

小選挙区と比例代表の並立制というのは、小選
挙区が公平な制度であって、比例代表が公平な制
度であって、両方公平であるからこそ並立である
制度だと思います。

そうすると、Ａ党からＢ党、Ｃ党、Ｄ党まで、全
部同じ議席数になる、獲得議席が。
ちなみに、Ａ党は四百十万票獲得しております。
そして、Ｄ党は百十万票。だけれども、ドント式

れから、さらなるこの選挙制度の議論を進めてい
きたいというふうに思います。

これは、日銀の新たな金融緩和策が発表された次
の日の四月五日、先週金曜日の日本国債十年物の
利回りの推移であります。
これを見ていただくとわかるんですが、史上最

一議席、ゼロ議席、ゼロ議席。当然といえば当然
です。比例の得票が多い順から議席が多いわけで
ありますので、当然ですね。
では、自民、公明案さんで、第一枠、第二枠で

で第二党以下に重点配分していくと、第一党と第
二党はもう筒いっぱい議席をとってしまっていま

そしてまた、最後になりますが、改めて、景気
だけをよくしても、これは消費税を上げてよいと
いうことではない、あくまで定数削減をしっかり
やるということ、そしてそれは、一票の格差是正

低水準、〇・三一六五％を記録します。金利です
から、逆に、債券価格、国債の価格がここで市場

これから、この金融政策、とりわけデフレを脱却
し、そして景気を回復していくためには、このリ

すので、次、いわゆる第二枠というのが第三党以
下に配分される。そうすると、第三党も三議席、
第四党も三議席、第五党、第六党が、二議席、一
議席。

も含めて、小選挙区に切り込んだ定数削減をしな
ければ国民との約束は果たせないということ、こ

最高値を記録するわけでありますが、この後を見

そういった意味では、きょうは、この問題点、
かなり大きいぞということを指摘させていただき

確かに、これは中小政党への配慮はすばらしい
かもしれないですね。しかし、では、比例代表の

のことをぜひ総理に認識していただいて、私の質

これを試算するとどうなるか。特段、恣意的に数
字を、得票を打ち込んだわけではありませんが、

得票というのは何なのかというふうに言わざるを
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務大臣も同じような趣旨のお答えをされていたと
記憶しておりますけれども、その意味で、今回の

たけれども、的確な金融緩和、金融政策をすれば、
国債を大量に日銀が引き受けても金利の上昇を抑
えることができる。たしか、総理もそういったこ
とに肯定的な答弁をされたと思いますし、麻生財

けであります。
先週、山本幸三先生との議論の中でもありまし

ていただければわかるんですが、金利が最低水準
を更新した後、急騰いたしまして、〇・六三九〇
％に、三〇ベーシス、倍ぐらいに急騰しているわ

ると私は思っております。
さまざまな要因がもちろんあると思うんですけ
れども、今総理からは、マーケットとの対話が必
ずしも十分できていなかった、そういったことも

起こったマーケットからのいわゆるメッセージに
ついては、これは極めて真摯に受け取る必要があ

ることによって、市場の信認を維持していきたい
と思っております。
○玉木委員 今回の金利の急騰、特に、黒田総裁
になって初めての大胆な金融緩和の、その最初に

このため、共同声明にあるとおり、持続可能な財
政構造を確立するための取り組みを着実に推進す

れて、長期金利の急激な上昇が起こることとなれ
ば、経済財政、国民生活に重大な影響が及ぶ、こ
れは共通の認識なんだろう、このように思います。

かなと思っているんです。
その意味でも、対話は極めて重要だというふう

占有力、あるいはプライスリーダーとしての役割
を非常に大きな形で果たすように日銀がなってし
まったこと、このことが実はマーケット自体の極
めて不安定な状況をつくり出しているのではない

さなプール、あるいはお風呂の中に入ってきて、
大きな面積を占めてしまって、ある意味、市場の

た一つの原因は、日銀という極めて巨大なプレー
ヤーが市場に入ってきて、大量に国債を買います、
買いますということを宣言した人が、いわば大き
な鯨か、人間でいえば白鵬のような大きな人が小

す。
○玉木委員

かして対話を進めていただきたい。密接な対話を
行っていくことで安定性を高めていっていただく
ことになるだろう、このように期待をしておりま

者との間で、金融市場調節や市場取引全般に関し
て、これまで以上に密接に意見交換を行う場を設

質的金融緩和のもと、日本銀行が多額の国債の買
い入れを行えば、債券市場に大きな影響が生じ得
るのは確かでございます。
こうした観点から、日本銀行として、市場参加

から、一時的にマーケットがそのように反応した
かもしれないという評論をする人もいるわけでご
ざいます。
いずれにせよ、黒田総裁のマーケットとの対話

すが、いわば今までの伝統的な日本銀行の政策、
金融緩和の想定の範囲を超えたわけでございます

すか。
○安倍内閣総理大臣 マーケットとの対話が必要
であるというのが黒田総裁のお考えでございまし
て、それを紹介させていただいたわけでございま

あるいは毎月七兆円ぐらい日銀が買うと言ってい
ますが、大体十兆円ぐらいが取引だと思いますけ

われてしまう、あるいは機能が低下してしまって
いる、そういう懸念を持っているんですね。
例えば、これは日銀も言っていると思いますが、
これから出てくる国債の七割ぐらいを日銀が買う、

すけれども、こういったものが、日銀が大量に国
債を買いますということを始めたことによって失

に思っております。
私は、今回の金融政策によって、国債のマーケ
ット自体が持つ正しく価格をつけていく力、マー
ケットの価格発見機能とか価格形成機能といいま

私は、今回こういったことが起こっ

金融政策の最大のリスクの一つだと思われます長
期金利の高騰、このことに関して、金曜日に起こ
った事象について総理としてどうお考えになって
いるのか、まず御所見をお聞かせいただきたいと

一つの要因ではないかといったことの答弁が少し
あったのかなと思いますけれども、それは違いま

けるということとしているわけでございまして、
適切に対応していかれることを期待していきたい
と思いま す。
政府としては、国債の安定消化などの観点から、

能力は極めて高いわけでありますし、国際社会に
対する発信力も極めて高いし、また信任も得てい

れども、そのうちの七割を一人のお客さんが全部

一般論として言えば、量的、

債券市場の動向に常に注視、注目をしていかなけ
ればならないと考えています。

るわけでございますから、今後そうした能力を生

思います。
○安倍内閣総理大臣

さらに、財政の持続可能性に対する信認が失わ
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でいうと、国債価格が本来の価格より高くついて
しまうということが今回の金融政策で起こってし

市場を占有できる人たちがこの値段で買うと言っ
てしまうと、本来マーケットが決める価格をゆが
めてしまって、金利でいえば、意図的に、本来つ
く水準より低い水準で金利がついてしまう、価格

一番の問題は、本来ならたくさんのプレーヤーが
いて、売りと買いの中で適正な価格がつくのに、

買いますということをあらかじめ宣言してマーケ
ットに入ってくると、残りのプレーヤーの人たち
は、それは非常にある種不安定化するし、かつ、

○玉木委員 そうなんです。私、今回、金融政策
については謙虚じゃなきゃいけないと思っている

段についての専門家ではございませんから、あと
は日本銀行において適切な手段によってデフレか
ら脱却をしていただきたい、このように思うとこ
ろでございます。（発言する者あり）

ころだろうと思います。
ですから、この手段等については、私はその手

るかということは十分に、黒田総裁以下、皆さん
御存じでありますから、それをどう制御していく
かというのは、まさにそこが専門家の腕の見せど

それで、最後にします、金融政策については。
原則、プロとしての日銀の仕事だというふうに

いるんです。その意味では、常に慎重な姿勢であ
らゆるリスクに備えていく、このことをしっかり
と肝に銘じてやっていかなければいけないと私は
思っています。

いう安全神話がありました。私は、ある意味での
経済的な安全神話にも陥ってはいけないと思って

前提になるし、大きな鍵になると思っているんで
す。
地震や津波の影響で原子力発電所は壊れないと

と。
そのときに、実際にこれだけのたくさんの国債
を引き受けて、今度は、これを引き締めに転じる
ときは今の逆のオペレーションですね。国債を売

今総理はおっしゃいましたけれども、私が一番心
配しているのは、今総理も、そして日銀も思って
いるように、二％の物価安定水準が達成されたと
きに、今度はそれを突き抜けないように維持しな

なったかというと、住宅バブルを引き起こした張
本人だとして、むしろ彼の評価は極めて下がって
しまったし、今は批判の対象にさえなっているわ
けですね。それは、アメリカ経済だけではなくて、

って、そして円を吸収していくというオペレーシ
ョンをしていかなければなりません。

んです。
アラン・グリーンスパンを思い出したんですね。
彼は、ＩＴバブルの崩壊、また九・一一以降のあ
の混乱したアメリカの経済を巧みな金融政策で救

つながっていく可能性があるのではないかと思っ
ているんです。
その意味で、今回の日銀の政策によって、日本
の国債マーケットの価格の発見機能、適正な価格

世界の経済に対して悪影響を与えてしまったので
はないか、今はそういう批判も受けています。

そうすると、国債を売ると、当然、国債の値段
は下がります、金利は上がります。物価が上昇し
て経済が安定的な成長軌道に乗ったときには、金
利はこれ以上上げてはいけない、あるいは物価は

まうんじゃないか。
つまり、国債が本来の価格より高くなっている、
金利が本来の水準より低くなっていることによっ
て、それが何かある出来事によってある種はじけ

をつける機能が、このことによって落ちていると
総理はお考えになりませんか。

私が申し上げたいのは、グリーンスパンがどう
かではなくて、今正しいと思っている政策につい
ても、五年後、十年後、それが本当に真の意味で
正しいかどうかについてはわからないんですね。

これ以上上げてはいけないということになります。
では、引き締めようとしたときにやるオペレーシ

ければいけませんね。これは山本幸三先生もおっ
しゃっていました、それがある種の歯どめになる

○安倍内閣総理大臣 今、委員は白鵬を例に挙げ
られたと思いますが、白鵬であるにもかかわらず、
ずっと十年間デフレが続いてきたわけであります
から、十四敗しているんですね。ですから、今度

私は、そのことについては極めて謙虚に向き合っ
ていくことが、今、安倍総理が進められている総

ョンは、国債を売ることですね。売るということ

ったマエストロと言われたぐらい、金融の天才だ
と実は言われました。しかし、その後の彼がどう

はまさに白鵬としての力を発揮していただいてい
る、このように思います。

合的な経済対策が成功するかどうか、その一番の

てしまったときに、それが急速に修正されて、そ
れが金利の急変とか、あるいは国債価格の暴落に

しかし、白鵬のパワーがどれぐらいの筋力であ
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最後に総理にお聞きをしたいのが、まさに二％
の物価安定の目標を達成したときに引き締めに転

たときから物すごいジレンマに向き合ってしまう
というのが、私は、実は今の金融政策の一番のリ
スクであり問題だと思っているんです。（発言す
る者あり）とめた後の話をしています。

その意味では、いわゆる出口戦略の難しさとい
うことが、まさに達成しようとすることが達成し

は、金利が上がり、国債価格を下げるという、と
めなきゃいけない方向でしかオペレーションがで
きない可能性があります。

軍備です。結果として二・二六事件ということに
なったというぐらい、これは厳しいものだと理解

橋是清がよく例に出ますけれども、高橋是清も大
蔵大臣として、七回目の大蔵大臣を岡田啓介内閣
のときに引き受けていると思いますが、このとき、
この出口戦略によって、当時一番切りましたのは

をやらせていただきました。
問題は出口、おっしゃるとおりです。これは高

果、御党でもいろいろ試行錯誤された結果、結果
が出なかったんだから、我々は、この上、断固こ
の方法にということで、今回、三本の矢というの

したがいまして、プライマリーバランスにつきま
しては、その時期だけで見ますと極めて厳しいも
のになったとは思っております。
しかし、二十五年度につきましては、我々とし

年度補正予算というものにつきましては、これは
御存じのように思い切った規模としております。

ましたか、悪化しましたか。お答えください。
○麻生国務大臣 今の段階で、我々たびたび申し
上げておりますように、いわゆる後年度負担とか、
いろいろな話の中で出てきておりますが、二十四

調で、きょうも株価が上がっておりますけれども、
安倍政権が成立してから日本の財政状況は好転し

そこで、総理にお聞きしたいんですが、いらっ
しゃらないので、財務大臣にお聞きをしたいと思
いますが、安倍政権が発足してから株価は大変堅

とも一歩近づくような方向に行っておるんだと思
っております。
今後も、日銀との共同声明に基づいて、日銀の
オペレーションにつきましても、共同声明をきち

しております。
○玉木委員 もちろん、デフレから脱却すること
が今喫緊の課題であることは理解しております。
でも、そのことをいつも理由に出口のことを考え

済の安全神話に陥るべきではないんです。経済は
生き物ですから、何が起こるかわからない。その
ときの最低限のリスクをきちんと管理することを
考えておかなければいけないということは、私は、

んとして考えていきたいという黒田総裁の発言も
あっておりますので、我々としては、常にそれに

じることができるのか、あるいは、引き締めに転
じなくても、今の買い入れのペースを落とすこと
が日銀として本当にできるのかどうか。そして、
国債の発行者たる国として、そのことについて、

○麻生国務大臣 御心配の点は、みんなそう思っ
ているんだと思いますが、経済がわかっている人
は同じような考えをお持ちなんだと思いますが、
玉木先生、今一番大事なのはデフレ不況からの脱

信念を持ってこれは申し上げたいと思います。そ
れは、多く同じ考えの方もいらっしゃると思いま

心配りしていかねばならぬと思っております。
○玉木委員 財政規律の確保、とりわけ国際約束
にもなっていますプライマリーバランスの黒字化、
二〇一〇年に比べて、赤字を二〇一五年までに半

ては、財政健全化という御心配の点を踏まえて、
それなりの対応をさせていただいた結果、少なく

却、これが優先順位の一番だと我々自由民主党は
考えております。

すよ。
政府としてやるべきことを少し話をしたいと思
います。
私は、一番の鍵は財政規律だと思います。財政

減、二〇二〇年までに黒字化、この目標は必ず守
らなきゃいけないと思っています。

ないのは、私は間違っていると思います。
それは、先ほど申し上げたような、ある種の経

これは十何年間ずっとそうやってきましたから。
しかも、我々は、少なくとも、この間の第二次世
界大戦敗戦後、数々の不況をやりましたけれども、
全てインフレ不況です。デフレ不況でやったこと

規律を今どうやって確保するのか。これが、ある
意味、アベノミクスの成否を決するとも言ってい

出口戦略、このことについてどうお考えなのか、
今のお考えをお聞かせください。

は一回もありませんから。したがって、世界じゅ
う経験者がないところに我々はそれに突入して、

いと思います。

そこで、資料三を見ていただきたいんですが、

それから脱却するためにいろいろ試行錯誤した結
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これを見ていただくとわかるんですが、これは、
テレビをごらんの皆さんも、上に行けば行くほど

経済財政の中長期試算ということで出したのが青
の線であります。これに対して、赤を見てくださ
い。これが実績であり、今回出た最新の試算が赤
のグラフであります。

の国際約束であるプライマリーバランスの赤字の
半減の道筋を示したものです。内閣府が八月に、

青の線を見ていただきたいんですが、これは、昨
年八月、民主党政権時代ですけれども、この時点
で、消費税の増税を織り込んで、二〇一五年まで

にある、ここの目標に達成するまでは、青の線で
こつこつ行っていたんですが、一旦ここでぐっと

悪化しているんです。これが私は素直な現実だと
思うんですね。
問題はこれからです。二〇一五年のプライマリ
ーバランスの赤字の半減という、この緑のところ

ています。内閣府がやっています。この同じ政府
の内閣府がやった試算によると、こういうふうに

で置いていくと、二十四年度補正予算でも、ほと
んど二十四年度では消化できないので、その多く
が二十五年度に執行されるということで計算され

せていくことによって税収もふやしていきたい。
当然、我々、無駄遣いはしてはいけないという意
味においての無駄の撲滅にも全力を傾けていく決
意でございます。

状況になれば補正予算の効果もぐっと出てくるわ
けでありますから、それによって、景気を上昇さ

そして、まだ実際その効果は出てきていないわ
けでありまして、実施率は相当上がってきてはい
るんですが、実際お金が市中に流れていっている
状況ではないわけでございまして、早くそういう

切った金融緩和とともに機動的な財政政策しかな
い、そう判断をしたわけでございます。

で、我々は、その状況を変えるためにデフレから
脱却をする、デフレから脱却をするためには、そ
う簡単なことではないわけでありますから、思い

答えいただければ、大変恐縮ですけれども。
○麻生国務大臣 基本的には、我々はその目標に
向かってやっているのであって、本気でやってい
るんですよ。生き物なんだから。

下がりました。そうすると、盛り返すのは相当な
努力が必要なんです。できますか、これ。
総理、二〇一五年のプライマリーバランスの赤
字の半減、これを堅持されるおつもりかどうか、

イナス三・五％という景気の底割れ状況に直面を
していたわけでありまして、そうなれば税収はが
くんと落ちるわけでありますから、そして、当然、
ことしの新卒者は、就職の内定すら再び企業の方

基本的に、マイナス成長のままやれるわけない
んですから。それを我々は脱却するために、こう

改善するんですね、下に行けば行くほど悪くなっ
ていくので、そういうふうに見てください。青の
線、二〇一〇年、二〇一一年は、微妙ですけれど
も、予定した青よりちょっと上の方に赤が行って

した。
それで、二〇一二年、そして二〇一三年のとこ
ろを見てください。大型の補正予算と、そして二
十五年度、今審議していますけれども、この当初

から破棄をされる危険性に直面をしていたわけで
ありますから、そうしてはならないということで、

いった思い切った改革をやらざるを得なくなった
んですよ。その前の三年間、マイナスにした責任
もちょっとは感じた上で言ってもらわないと、我
々にしてみれば、この不況を脱却するためにこれ

○玉木委員 いや、総理、国際公約を守るのか守
らないのか。もし可能なら、イエスかノーかでお

予算を組むことによって、プライマリーバランス
の赤字は大幅に悪化しているんです。上にずっと

我々は補正予算を組んだわけでございます。
つまり、財政至上主義でいって、財政の帳尻を
合わせようとして、結果としては税収がどんと落
ち、実体経済が物すごく低迷してしまえば、財政

だけやったんだ、そう思っております。これが一
番、今我々にとって大事なものだと思っておりま

昨年は、とうとうＧＤＰマ

青のグラフが行こうとしていたのが、首が折れる
ようにぐっと下に折れているんですね。
これは、維新の会の今井議員も指摘をしたと思
いますが、国際約束になっているその目標のルー

再建は夢の夢となるどころか、多くの人たちは仕
事を失い、若い人たちも将来に全く夢を持てない

す。

お聞かせください。
○安倍内閣総理大臣

ルは、難しい言葉で言うとＳＮＡベースといって、
国、地方を合わせて、かつ執行ベースでこの目標

という状況が出てくるわけでありますから、そこ

いるんです。プライマリーバランスの改善は予定
より少しよくできているんですね。民主党政権で

を実現することになっているんです。そのベース
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年度影響試算というものを出しておられます。そ
の中には、少し今話をした国、地方を合わせたＳ
ＮＡベースの数字とは少し違っていて、国だけの
ベースのものなんですけれども、皆さんがおっし

では、もう一つ示します。
麻生財務大臣が所管しておられる財務省が、後

そのために二〇一五年の達成目標ができるのかど
うかということを聞いているんです。そのことを
……（発言する者あり）当たり前なんですね。そ
のことについて、現実性があるか。

○玉木委員 いや、景気が悪いから補正を組むの
はいいんです。その結果、こういうふうになって、

その上で、目的を我々は考えながら、十分にプ
ライマリーバランスを達成していくためにやって
いきたいとずっと申し上げております。

経済成長三％という部分で、下から二番目の部分
だと思いますが、これにおいてのみ……（発言す

今のは平成二十五年度予算の後年度歳出・歳入へ
の影響試算というもので出された四ケースのうち
の話をしておられるんだと存じます。
これは、今言われたように、歳出据え置き型、

おられる上で聞いておられるんだろうと思います
ので、その前提で言わせていただきますけれども、

二〇一五年、国際公約は達成できないというこ
とを財務省自身が出しておられますけれども、大
臣、どうですか。
○麻生国務大臣 何回も、経済は生き物と知って

を全部抑えて、社会保障の自然増だけ伸ばして、
それで三％成長して、赤の線なんです。

業の補修とか改修の予算が必要になっても、それ
も抑える。ＴＰＰに入って国内の農業対策があっ
ても、そんなものはやらない。とにかく他の予算

ンスとか中長期の財政再建の道筋に対してどうい
う影響を与えるかの参考資料として出しているん

れるんですか、後年度影響試算は。
毎年の、二十五年度、ことしはそうです、今審
議していますね。この予算を組んだら、それが後
年度に対して、特に、こういうプライマリーバラ

す。
○玉木委員

して、本来の目標達成のために努力をしていきた
いというように考えておるのは、基本的政策は変
わっておらず、中期の財政計画につきましては年
央をめどに作成をしてまいりたいと考えておりま

必要であることは、これははっきりしておるので
あって、今後とも我々はその方向によって努力を

う目標達成のためには、我々、今やっております
経済政策によって、経済成長による税収の増加と
かさらなる歳出の合理化とか、そういった双方が

と、三％成長し、かつ、これは結構行革もやるん
です。社会保障の自然増は伸ばしますけれども、

ときますけれども、国際公約は、国でいうと三・
四％、ＧＤＰの三・四％分の赤字まで何とか戻す
というのが国際公約です。
繰り返し言います。財務省の出した資料による

になるほど悪いんですが、三％の成長をした場合、
この赤の線です。二〇一三、二〇一四、二〇一五

％の前提の中で計算していますから。
そのときに、財務省が出している数字を、これ
を見ていただくとわかるんですが、同じように見
てください。上に行けば行くほどよくなって、下

れるんだと思いますが、いわゆる財政健全化とい

化目標の達成の可否について直ちに結論が出るも
のでないというのはもう御存じの上で聞いておら

ただし、本試算というものは、これは国単独会
計、単独かつ一般会計のみを対象としております
ので、本試算の会計をもって、国と地方の合計か
つＳＮＡベースで設定をされております財政健全

きるという話になっておるというお話なので、そ
れはそれなりに確かであります。

る者あり）いや、それは上がったときの話ね。今、
財務省が出しました四ケースのうちの上から三番
目という意味で申し上げております。歳出据え置
き型、経済成長三％のケースにおいてのみ半減で

でしょう。上側ですね。でも、今回は二〇一二年、

しているんです。
今、多分、大臣がおっしゃったのはこういう話

おっしゃった国、地方を合わせたＳＮＡベースで、
二〇二三年ぐらいまでの長期の財政見通しを出し
ているんですよ。例えばこういうグラフ、お手元
にも配っておりますけれども、こういうものを出

今まで、我々も政権交代をした直後は出せませ
んでしたけれども、一月、八月、必ず内閣府が、

じゃないんですか。
このことが不十分だから、国、地方を合わせた
ＳＮＡベースでないからだめだと言うんだったら、
そっちを出したらいいじゃないですか。

大臣、では、何のために出しておら

ゃるような、景気が回復して三％成長したときの
試算も出しています。税収も上がります、その三

それ以外の歳出は抑えるんです。例えば、公共事
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きます。
○玉木委員 私、何かいじめようと思ってやって
いるのではなくて、冒頭に申し上げたとおり……
（発言する者あり）いや、麻生大臣、そうなんで

す。
○山本委員長

年分、このＳＮＡベースで国、地方を合わせた数
字を予算の採決までに出していただきたいと思い
ます。
委員長、お取り計らいをお願いしたいと思いま

せたＳＮＡベースで、少なくとも二〇一五年、最
初のプライマリーバランスの達成目標の、あと二

一三年しか出していないんです。
その意味では、私、委員長にお願いしたいのは、
今大臣もおっしゃいましたから、国、地方を合わ

のカット、見直し、このことをやはりどれだけで
きるのかということが勝負だと思いますし、歳入

持について特段の配慮を、財務大臣、ぜひお願い
したいと思うんです。
そのときに、今申し上げたように、結局、消費
税を上げることを決めていますから、あとは歳出

いるんです。
とにかく、財政の再建について、財政規律の維

たら何で一千兆円も借金をつくっているんですか。
全部、我々政治家の責任ですよ。そのことを、私
も三年三カ月しか与党の経験はありませんけれど
も、その責任の一端があると思って今質問をして

か。（発言する者あり）財務省なんかに任せちゃ
だめなんですよ。だって、財務省がもし完璧だっ

気臭いと言われても、縮小均衡だと言われても、
財政規律は絶対守らなきゃいけないんですよ。そ
のことを国会議員が言わなくて、誰が言うんです

定どおりいけば、二〇一六年、三年後に無料にな
っているんです。無料になるわけないんですよ、

る償還が終わったら全部無料の前提でやっている
んです、今も。
ちなみに、瀬戸大橋は昭和六十三年にできまし
たけれども、そのときの償還計画は三十三年、予

んの皆さんもそうなんですが、高速道路は全部借
金でつくって、料金収入で返し終わって、いわゆ

れども、例えば高速道路、あれは我々は無料化の
政策が批判されましたけれども、でも、高速道路
は無料になるんですよね、皆さん。（発言する者
あり）違うんですよ。実は、全国のテレビをごら

る。
その意味では、これはもう我々も反省しますけ

政規律をきちっと守っていくのは神わざに近いん
ですよ、大臣。でも、そのことをやり遂げない限
り日本の本当の経済の再生はないと私は思ってい

これは。
その国を思う気持ちでそれぞれ何ができるかを

ではなくて、今、我々はこれからに向かって、我
が国をどうやってよくしていくのか。デフレを脱
却し、我が国の経済を再生していくために、与野
党が力を合わせてやらないとできないんですよ、

けで。（発言する者あり）もう民主党政権は終わ
っているんですよ。そんな過去のことがどうこう

ただ、金融政策としてこれだけ大胆なことをや
っていて、リスクも大きくなっているんですよ。
そのリスクは、最も政府側でコントロールできる
のは、財政規律をきちんと守ることですよ、命が

そういうものも全部捻出し、その上で今言った財

や橋やいろいろなものを直していかなきゃいけな
い追加のお金もこれからかかってくるでしょう。

きょうの報道によると、予期せぬ亀裂が十一カ所
見つかったという報道がされていました。
どういうことかというと、そういう補修とか、
大臣もおっしゃった笹子トンネルとか、トンネル

です。二十五年前、瀬戸大橋をつくったとき、皆
さん、あれは百年もつと思ってつくったんですね。

の確保策についてもいろいろな知恵を絞っていか
なければいけないと思っています。
実は、けさ報道があったので、あす四月十日は、
二十五年前、私の地元の瀬戸大橋が通った日なん

ます。

のを民主党政権でもやりましたけれども、これを
維持していただくということで大変感謝しており

を絞ってやらないと、我が国の再生はできない。
済みません、最後に一つ。
行革が大事だと思うんです。行革大臣にお聞き
したいと思いますが、行政事業レビューというも

入を回していく、いろいろな知恵を絞らなきゃい
けないんです。こういうことも全部いろいろ知恵

今。
ですから、こういうことを、例えば永久有料に
する、その収入からメンテナンスコストは賄う、
あるいは利便増進事業のかわりに一定程度料金収

後刻 、理事 会で協議 させ てい た だ

すよ。ちょっと言い方が失礼だったら謝りますけ
れども。

考えているのであって、私は何と言われても、辛
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我が国の永続性、継続性に対する心からのリスペ
クトを持って政治に臨んでいくことが必要だ、こ
のことを訴えて、質問を終わりたいと思います。
○山本委員長 この際、後藤祐一君から関連質疑

○玉木委員 とにかく我々は、今さえよければい
いという政治から脱却して、本当に次の世代に、

せていただきました。
行政事業レビュー、いいものは引き継いで、そ
してそれを改善したものでやっていきます。決し
て後退することはございません。

はありませんか。
○稲田国務大臣 今、玉木委員の熱い思いを聞か

ただ、官僚主導に戻るんじゃないか、外部性、
公開性というメリットが少し薄らぐんじゃないか、
こういう懸念がありますけれども、そういうこと

況があったんですね。いわば、衆参でともに三分
の二をとった政党はないわけでございますし、事

を掲げていたわけであります。しかしながら、党
内においてもなかなか盛り上がってこなかった。
それはなぜかといえば、これはやはり無理なん
だろうと、頭からみんなそう考えざるを得ない状

なかなか憲法改正の議論が盛り上がってこなかっ
た。自由民主党についても、綱領として憲法改正

あると思いますが、安倍総理、これは自民党総裁
としての見解でも結構です、憲法九十六条を改正
すべきだと思いますか。
○安倍内閣総理大臣 憲法が成立をしてこの方、

国民投票に付して過半数という形に変えるべきだ
という御議論、これについてはいろいろな議論が

長官も非常に積極的に発言をされておられます。
この憲法九十六条、つまり憲法改正を、衆議院、
参議院の三分の二ではなく過半数で通し、その後

政については単年度主義というのがあって、年を
越えて使ってはいけないという非常に現代に合わ

思だというふうに承りました。
実は私も、憲法九十六条は改正すべきだという
立場なんです。憲法は改正すべき点が幾つかござ
います。特に、先ほど財政の話がありました、財

ございます。
○後藤（祐）委員

りまして、二分の一以上の国民が変えたいと思っ
ていても、三分の一をちょっと超える国会議員が
反対すればできないのはおかしいと考える方が常
識ではないのか、私はこのように考えるところで

から、国民投票で二分の一の国民が賛成しなけれ
ば憲法改正ができないということになるわけであ

すという意味において、憲法九十六条を改正して、
三分の二から二分の一にする。
しかし、その後国民投票があるわけであります

を、事実上ずっと奪われていたんですねと答弁さ
れておられます。そして、自民党の中でも九十六

ませんか。」というように発言をされておられま
す。そして、三月十二日のこの予算委員会で、憲
法九十六条を変えていく、これはいわば、憲法に
対して国民の皆さんが自分の意思表示をする機会

は、二月二十八日の施政方針演説において、「憲
法改正に向けた国民的な議論を深めようではあり

○後藤（祐）委員 民主党の後藤祐一でございま
す。
まず、憲法について、特に憲法改正について議
論をさせていただきたいと思いますが、安倍総理

方でありまして、まさに憲法を国民の手に取り戻

国民投票をする機会を国会の中で閉じ込めてしま
ってはいけないというのが我々自由民主党の考え

をしようということでもいいわけでありますが、
何らかの形で、今、世論調査の結果、憲法につい
て自分の意思表示をしたいという人は八割近くい
るわけでありますから、そうであるのであれば、

そこで、やはりこの憲法について国民みんなで
考えて、これは今の憲法のままでいいという投票

実上これはもう不可能であろうということになる
と、国民の皆さんも、そもそも自分たちが投票す
るチャンスはないだろう、こう思ってしまったと
ころにあるんだろう、こう思うわけであります。

しようというふうに総理はお考えでしょうか。

いと、国民としても、国民投票に付されたときに
判断のしようがないと思うんですね。どこを改正

ところなわけでございます。
前回もこの議論はさせていただいたんですけれ
ども、九十六条を改正した後、どこを改正するの
かということについて、ある程度のイメージがな

が、九十六条を改正した後、どこを改正するのか
というのが、国民からすると、非常に関心がある

ないような規定があったり、あるいは地方自治に
関する九十二条なんというのは非常におかしな規
定になっていたりします。
幾つか直さなきゃいけないところがあるんです

九十六条改正をするという意

の申し出があります。大島君の持ち時間の範囲内
でこれを許します。後藤祐一君。

条改正の議論、きのう、おとといなんかは、官房
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いたしまして、それが八年ぐらい前でございます
から、約七、八年の長い長い議論を経てやっと憲

てを見直ししていこうということで、自由民主党
において八年がかりぐらいで大議論を行いました。
しかし、これにたどり着くのにも、私が幹事長
のときに憲法改正草案を出すべきだという発議を

まさに改正の九十六条も含めて、全面的な改正、
改正をしていない条項もありますが、基本的に全

○安倍内閣総理大臣 自由民主党としては、憲法
改正草案について、昨年の四月の二十八日に党で
取りまとめを行いました。これは前文から全てで、

きょうは、まず憲法の一番大事なところを議論
したいと思うんですが、日本国憲法の三つの柱と

これは賛同できるなという部分もあります。先ほ
どの財政のところなんかは賛同できる部分もあり
ます。ですが、これはちょっといかがなものかと
いう部分もあります。

今総理がお触れになられた自民党の憲法改正草
案、私も拝見をさせていただきました。なるほど、

○後藤（祐）委員 まさに国民の間で議論を活発
にすべきだと私も思いますし、そのことについて
御答弁いただいたことはありがたいと思います。

わるのかを知りたいわけです。
現行の憲法との関係でここの違いを教えてほし
いんですけれども、少なくとも公の秩序という言
葉は憲法八十二条の中にあります。これは、裁判

抽象的な言葉でございます。国民としては、公共
の福祉が公益及び公の秩序に変わることで何が変

とか、いろいろなことができてしまうんですね。
まず、ちょっとこれは法制局長官、きょうお越
しになられていると思いますけれども、この公益
及び公の秩序に反しない限りという言葉は非常に

得る表現でありまして、場合によっては、公益に
反するからこういうことは言わないでくださいね

約要因を、今回の自民党憲法改正草案では、「公
益及び公の秩序に反しない限り、」というふうに
変えるわけでございます。これは大変広く解釈し

害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論
及び公判手続は、公開しないで行うことができる。
」というふうにされておられます。すなわち、現
行憲法下でも公の秩序という言葉は使われておる

いうのは何か御存じでしょうか。お答えください。
○安倍内閣総理大臣 主権在民、平和主義、そし
て基本的人権なんだろうと思います。
○後藤（祐）委員 この三つについてはやはり大

これは、現行の十三条、基本的人権を定めた規
定と自民党の憲法改正草案、そして、基本的人権
のうちの一つである表現の自由、二十一条につい
ての現行憲法と自民党の憲法改正草案、これを並

わけでございますが、この公共の福祉と公の秩序、
どういう関係にあるんでしょうか。

法草案をつくったわけでありまして、決して拙速
な議論ではなかったということは申し上げておき
たいと思うわけであります。
どこをということについては、まずは、我々は

ければ、そう簡単ではないわけでございます。
例えば、自民党の石破幹事長は前文をぜひとも
変えたいというふうに言っておりますし、我が党
の中では、いや、むしろこういうところを変えて

べたものでございます。
十三条の中で、現行の憲法においては、公共の

特に、公共の福祉には含まれないけれども公の
秩序には含まれる、つまり、現行の公共の福祉に
反しない限りという理由では制約できないけれど
も、公の秩序を理由に制約することはできるよう

の公開に関する規定ですけれども、「裁判所が、
裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を

いきたい、官房長官は、環境権というものについ
ての認識を加憲的に持つべきだという議論をして

福祉に反しない限り尊重されるということになっ
ておりまして、これについては、これまでたくさ
んの判例、学説が積み重ねられてまいりました。
どういった場合であれば基本的人権が制約される

な場合がこれから発生するのかどうかということ
が、国民としては大変懸念されるところでござい

変大事なところであって、憲法を改正するときに
少し慎重な配慮が必要じゃないかと思うんです。

おられたわけでございまして、まずは、そういう
議論が、九十六条を改正することによって身近に
なった憲法をまさに改正するという可能性が出て
きて、国民の手によって本当に変えていく、ある

のかということについても、ある程度固まった考
え方がございます。

ますので、ここがわかりやすくなるように、公共

憲法について九十六条から変えていって、その中
においては、これは国民的な議論が盛り上がらな

いは新しい憲法をつくっていくことが可能になる
ことによって議論が活発になっていくんだろう、

この「公共の福祉に反しない限り、」という制

このように思います。
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の関係で制約を受けることがあるというのは当然
でございます。そのために、必要な場合には、合

解釈ということで、特に公の福祉についてはどう
いう意味かということを御説明したいと思います。
一般に、憲法が保障する基本的人権であっても、
これは無制限ではございませんで、他人の人権と

草案につきましては、これは私ども申し上げる立
場にないわけでございますけれども、現行憲法の

の福祉という言葉と公の秩序という言葉の違い、
これを御説明いただけますでしょうか。
○山本政府特別補佐人 まず、自民党の憲法改正

しかも、今回は公益という言葉まで加わってい
る。公益という言葉というのは、もう何でも解釈

これが日本の暗い歴史をずっとつくってきたわけ
です。あれはまさに公の秩序を目的として、いろ
いろな言論弾圧が行われたり、結社の自由が損な
われたりしたわけです。

く解釈されるんです。そして、戦前の大日本帝国
憲法下における治安維持法というものがあって、

あるいは狭いということは、なかなか言うことは
困難であろうと思っております。
○後藤（祐）委員 公の秩序というのは非常に広

を、これは自民党に説明していただく必要がある
んです。
つまり、次の条文で、二十一条は特段、制約要
因は書いてなくて、十三条の一般論のところが規

しまうんです。国民から見るとそういった可能性
があるような条文改正をなぜするのかということ

をすることは、認められない。」という条文が新
たに加わっております。
これは、読みようによっては、先ほど申し上げ
たような治安維持法みたいな法律だってつくれて

案には、「公益及び公の秩序を害することを目的
とした活動を行い、並びにそれを目的として結社

んですが、もう少し具体的な話にしましょう。
二十一条の表現の自由で議論したいと思います
が、表現の自由の条文にも、自民党の憲法改正草

変えなきゃいけないんですか。
つまり、変えることによって新たに可能となる
立法を考えているからこそ、憲法改正案をつくっ
たんじゃないんですか。この差分は何ですか。こ

できるわけです。
安倍総理、この公益及び公の秩序という言葉は、
公共の福祉に比べて広がっていませんか。つまり、
現行よりも基本権を制約する場合がより広がって

ましたが、憲法第八十二条第二項本文に言う公の
秩序は、社会の安寧秩序、社会公共の秩序、そし
て社会公共の一般的利益との意味で用いられてい
ると一般に解されているわけであります。

の二十一条の二項によって新たに可能となる法制
としてどのようなことをお考えですか。

理的な限度において国民の基本的人権に対する制
約を加えることがあり得るというわけでございま
して、その場合における公共の福祉の内容、制約
の可能な範囲等につきましては、これはその立法

そこで、お尋ねの公の秩序というのは、確かに
憲法の八十二条に書かれております。これはおっ
しゃるとおり、裁判の公開の原則の例外を認める
場合の要件の一つとして規定されているわけであ

憲法第八十二条第二項本文の公の秩序は、裁判
の公開の原則の例外を認める場合の要件の一つと

○安倍内閣総理大臣 私は今、内閣総理大臣でご
ざいますので、まだ成立してもいない自民党の憲
法案について議論する立場にはございませんが、
そのときにどういう議論が行われていたかという

定されて、「公共の福祉に反しない限り、」とい
うことになるわけですけれども、なぜそれを特段

りまして、訴訟の目的、審理を公開することによ
ってかえって適正な裁判が行われないおそれがあ

して規定されているものであり、他方、憲法第十
三条の公共の福祉は、憲法が保障する基本的人権
であっても制約されることがあるという文脈で規
定されているものであって、一概に両者の広狭に

と、表現の自由等に関していいますと、自民党と
しては、かつてオウム真理教事件があった、あれ

いるのではありませんか。
○安倍内閣総理大臣 ただいま法制局長官も答え

るなど、具体的に考慮して、裁判官によって判断
されるものでございます。
他方、先ほど申し上げました十三条の公共の福
祉ということは、そういうことで、憲法が保障す

ついて論じることは困難である、こういうことで
あります。

の目的等に応じて具体的に判断するほかないわけ
でございます。

る基本的人権であっても制約されることがあると
いう文脈 で規定 され ており ます。

だけの大量殺人を行うことを未然に防ぐことがで

○後藤（祐）委員

全く答えていただいていない

ということで、一般に、両者が、どちらが広い
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かどうか。これはやはり明らかに公の秩序に反す
るのではないかという議論もあったわけでござい

かということも含めて真剣に議論するべきではな
いか。これは、こういうときには殺人も許される
んだということで、例えば青少年にどんどん布教
していって、そういう団体が存続していていいの

例えば殺人を奨励するという考え方、教義のもと
に、それが果たして本当に表現の自由なのかどう

きなかったという反省点があります。
そしてその後、結社の自由、言論の自由との間
でどうするか、どう対応するかという観点から、

法がまさにその典型であるように、現行憲法上で
きるんですよ、今総理がおっしゃったようなこと

自由の保護を受けるに値しないものとして、制限
を受けるのはやむを得ない」というものもござい
まして、不可能ではないと思います。
○後藤（祐）委員 できるんです。破壊活動防止

の重大犯罪をひき起こす可能性のある社会的に危
険な行為であるから、公共の福祉に反し、表現の

判決において判決が行われたわけですけれども、
これを読ませていただきますと、「せん動は、公
共の安全を脅かす現住建造物等放火罪、騒擾罪等

この十三条改正案で治安維持法的な立法はできな
いということは条文上どこでわかるんですか。そ

ですか。このことはあえて申し上げておきたい。
笑っておられますが、国民がこれから憲法改正を
議論していくときに、こういったところが大事に
なってくるんです。今笑いましたけれども、では、

治安維持法は、もしかしたらこの新しい自民党
改正草案の十三条においては可能なんじゃないん

）むしろ、慎重だというのであれば、この憲法改
正によって何が可能になってしまうかということ
に関して慎重にあってほしいんです。

正草案の九条の二というところでは、三項におい
て国防軍が規定されているわけですけれども、国
防軍は、国際社会の平和と安全を確保するために
国際的に協調して行われる活動ができるというふ

れは答弁は求めません。わかりません。だって、
条文だけ見ると可能なようにも見えるんですよ。
だから、それだけ危ない案だということを申し上
げたいと思います。

れを明確にしていこうということにしかすぎない
と言ってもいいのではないかと思います。
○後藤（祐）委員 それは立法論なんです。それ
は、自民党政権のときにそういう法律をつくらな

うに規定をしておられます。
私も、自衛権をどういうふうに解釈するかとい

は。とすると、この改正をしなければいけない理
由は何ですか。もう一度、述べてください。
○安倍内閣総理大臣 考え方として、今まで、し
かし結果としてそれは防ぐことはできなかったわ

すのはやめましょうよというようなことを扇動し
た場合には罰せられるんです、現行法によって。
つまり、今の現行憲法においても、公共の福祉に
反しない限りという解釈の中で、今おっしゃった

かった。あらかじめつくっておけばよかったんで
す。それは、憲法が制約していたんじゃないとい

うようなことについてはこういった議論を大いに
するべきだと思うんですけれども、これが、制裁
を目的として多国籍軍を組むような場合、例えば、
第一次湾岸戦争のようなケースで多国籍軍がイラ

ます。
○後藤（祐）委員 それは現行憲法でも可能なん
じゃないんですか。
例えば、国税犯則取締法二十二条一項というの

ようなことは私は十分立法として可能だと思うん
です。

うことは法制局長官が答弁しているじゃないです
か。できるんですよ、現行憲法上。
つまり、この憲法改正は、およそ今考えられる
ような、私も今総理がおっしゃったような法律が

クに対して攻撃をしました、これに日本の自衛隊
が加わって武力を行使するというようなことを認

続きまして、九条の話に行きたいと思いますが、
これは大変な話になるんですね。自民党の憲法改

法制局長官、今総理がおっしゃったような立法
は現行憲法上可能ですか。
○山本政府特別補佐人 具体的にどのようなお考
えかはちょっと私は今つまびらかではございませ

必要な場合はあり得ると思いますよ。でも、現行
憲法でもできると思うんです、それは。（安倍内

めている条文だというふうに思いますが、この九

けですよ。極めて慎重だったんですから、そうい
うものに対しては。ですから、その中においてこ

んけれども、例えば破壊活動防止法というのがご
ざいまして、それに扇動罪というのがあります。

閣総理大臣「それは慎重だったんだよね」と呼ぶ

がございます。これは、国民の皆さん、税金を納
めるのをやめませんか、みんなでその義務を果た

これは平成二年九月二十八日、最高裁第二小法廷
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の必要最小限度の実力の行使、すなわち個別的自
衛権の行使以外の武力行使は禁じられている、こ
う解釈をしているわけでございますが、安全保障
環境が大きく変わっている中において、今現在、

保理決議が存在する場合を含め、我が国に対する
武力攻撃が発生した場合に、これを排除するため

としてそれを議論するのはどうかというふうに本
当に思いますが、現行憲法の解釈についてまず先
にお話をさせていただきますと、これについては、
政府としては、従来から今日に至るまで、国連安

は自民党として世に問うている段階において、総
理大臣の私が、それを一々この場で、行政府の長

条の二の三項はそう解釈してよろしいんでしょう
か、総理 。
○安倍内閣総理大臣 いずれにしても、まだこれ

は用いない。」となっています。現行は、ちなみ
に、「永久にこれを放棄する。」となっているん

ところが、自民党憲法改正草案の九条一項、こ
れは、現行の九条一項とすごく似ているんですが、
ちょっとだけ違うんですね。「武力による威嚇及
び武力の行使は、国際紛争を解決する手段として

することはできない。これは、もう答弁を聞くま
でもなくできないんですね。

そうしますと、一つわからないのが九条一項な
んです。
現行の憲法九条一項では、これは、今のような
多国籍軍に、制裁するために日本の自衛隊が参加

力の行使を含めて参加するということを定めたも
のだというふうに受けとめさせていただきました。

がその責任を果たしていくことができるように、
これは明示的に定めたものでございます。
○後藤（祐）委員 集団安全保障に参加する、武

がございました。午後、また続けたいと思います。
○山本委員長 午後一時から委員会を再開するこ
ととし、この際、休憩いたします。
午前十一時五十九分休憩

項においては禁止されています。でも、自民党の
この九条一項においては、今、非常に曖昧な答弁

とを、全体を含めて文言の整理を行ったんだろう
というふうに考えております。
○後藤（祐）委員 午前中の時間はこれで終わっ
たので、午後続けたいと思いますが、現行九条一

が、そこで規定されているというふうに考えても
いいんだろう。この一項においては、そういうこ

思います。
いずれにせよ、先ほど、今、例として挙げた三
項において明示的に書かれているわけであります

ば国際社会の平和と安定のために、集団的自衛権
とは別に、集団安全保障という観点の中からも、

全を確保するために国際的に協調して行われる活
動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しく
は自由を守るための活動を行うことができる。」
こう書いてあるわけでありまして、つまり、いわ

一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、
法律の定めるところにより、国際社会の平和と安

るのかどうか、今までの解釈でいいのかどうかと
いうことを検討しているわけでございます。
今委員が御指摘になったのは、九条の二の三の
「国防軍は、」のところですか。「国防軍は、第

いう文言の整理をした、こういうことであったと

訳したものでありますから、なかなか読みづらい
というところがありましたので、基本的にはそう

しているわけでありますが、一項については基本
的に変えないということになったんですね。その
後、読みやすくするために文言を基本的には整理
をしたということであります。基本的には英文を

めているというふうに解釈してよろしいですか。
○安倍内閣総理大臣 あのときの議論を今思い出

ですが。この自民党の憲法改正草案の九条の一項
というのは、今おっしゃった集団安全保障に自衛
隊が参画する、武力の行使を含めて参画するとい
うことを、この新自民党の九条一項においては認

ついて議論をさせていただきました。また、その

いう規定があって、これは現行の憲法九条一項上
はできないことをできるようにするということに

とをお伝えしておきたいと思います。
新しい自民党の憲法改正案九条の二第三項にお
いて、国際社会の平和と安全を確保するために国
際的に協調して行われる活動が国防軍はできると

と思いますが、最後、テレビが切れてしまってい
たと思いますので、国防軍の話があったというこ

○山本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。後藤祐一君。
○後藤（祐）委員 それでは、午前中に引き続き
まして、憲法改正論について少し触れていきたい

――――◇―――――
午後一時開議

安保法制懇の中におきまして、果たして今の解釈
の中において我が国をしっかりと守ることができ

自衛隊が、これでは国防軍でありますが、国防軍
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票で過半数で改正できるという形にしてもいいと
思うんですが、先ほど総理に答弁していただきま

に関する規定ですとか国会に関する規定ですとか
統治機構に関する規定というのは、私は九十六条
を変えて、過半数でやってもいいと思うんです。
つまり、衆議院、参議院は過半数、その後国民投

議論を深めていきたいと思います。
一つ提案なんですけれども、このように、財政

前には基本的人権の話も議論させていただきまし
たが、このように、九十六条の議論をするに際し
ては、その先に何があるのかということを、ぜひ

ね。
もう一つ、これは〇増五減で直した後の各小選

る定数配分を基礎としたものにすぎず、投票価値
の格差是正のための立法措置を行ったとは言いが
たい、このように判示しているわけでございます。
これによって、一つ、随分事情が変わったんです

位で最小選挙区数を二としており、二十三年大法
廷判決が違憲であると判断した一人別枠方式によ

ども、平成二十五年三月二十六日、広島高裁岡山
支部判決では、緊急是正法、つまり〇増五減です
ね、この〇増五減の法律というのは、都道府県単

挙を行う時点において二倍を超えることは確実だ
と思いますが、これについての御見解を、総務大

関係について、これは事実であるかどうかをお答
えください。これは総務省の資料です。
○新藤国務大臣 それはそのとおりでございます。
○後藤（祐）委員 そうしますと、次の衆議院選

〇増五減の区割りをした後の区割りであっても既
に二倍を超えているところがあるというこの事実

しまうんじゃないかと思うんですね。
まず、総務大臣に事実関係を確認しますが、こ
のように、三月一日現在で、少なくとも六カ所、

り法案ができ、そして、それを区割り審にお諮り
して、区割り審が、こういった中で人口が二倍未
満となるように、そういった区割りを設定してい
ただいて、その中で定めた選挙区をきちんと区割

臣、お述べください。
○新藤国務大臣 二倍を超えるかどうかは、その
ときの状況でなければ、ならないということだと
思います。

二倍を超えております。
確かに、五年に一度行われる国勢調査の人口に
基づいて区割りを決めるということは私も理解を
しますが、ただ、実際に、次の解散があって衆議

りとして定める、こういうことでございます。
○後藤（祐）委員 それはこの高裁判決でもう覆

挙区について、では今どうなっているかという人
口を、三月一日現在の人口推計として、各地方公
共団体がホームページで示しているものを総務省
が取りまとめて、きのう出してもらったものでご

それでは次に、三つ目の柱であるところの国民
主権にかかわる選挙制度について幾つか触れてい
きたいと思います。
先ほど同僚の泉議員も触れておりましたけれど

院選挙が仮に行われた場合に、また訴訟が起こさ
れます。そのときには、選挙が行われた時点での

っちゃったんですよ。一人別枠方式は、やったと
しても、今回の〇増五減は一人別枠方式を残しち
ゃっているというふうに少なくとも二つの高裁は
判示しているわけです。

したけれども、憲法の三つの柱であるところの基
本的人権、戦争放棄そして国民主権、これらに関
連する部分については、やはり三分の二のまま残
すべきではないかというのが私の九十六条改正案

も、昨年の十一月に、確かに三党合意で、早く、
一票の格差是正そして定数削減、抜本改革を含め

人口で訴訟を起こされるわけですね。ですから、
逆に言うと、これから後、いつ解散して衆議院選
挙をやったとしても、もう確実に憲法違反になっ
てしまっている状態なんです。ということを知り

この後、最高裁判決が夏にも行われると言われ
ています。最高裁判決でそういう、ここにある一

私たちは、今回の〇増五減は、主要政党三党で
決めていただいたこの法律にのっとってこの区割

てやろうということで、三党合意はなされました。
そして〇増五減法案を通しました。そして今、区
割り審が出て、四月十二日にも新しい区割りを画
定するための公職選挙法改正案を提出されるとい

ながらこの〇増五減をやるというのは、逆に言う
と意味が重くて、この次の違憲訴訟を起こされた

人別枠方式は残っちゃっているという判決がなさ

ざいます。これによりますと、三月一日現在で、
〇増五減が通った後の小選挙区の区割りで、既に

うふうに伺っておりますが、これは三月の高裁判
決で事情が変わったというふうに考えております。

ときには、無効判決が出る可能性がより高まって

でございます。ぜひ、これから各党で議論を深め
ていっていただきたいというふうに思います。

こちらに資料を用意させていただきましたけれ
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達しないような見込みが立ちやすい区割りに本来
すべきだと思うんです。

非常にすれすれのところのやり方をしているから
なんです。もう少し大胆に組みかえて、例えば一
・八倍とか一・七倍ぐらいのところまでしておい
て、次の解散のときまでは、何とか二倍までは到

あるいは、もう今の時点で二倍を超えちゃって
いるわけですから、これは、一・九九八倍という

れる可能性ももちろんありますよね。その最高裁
判決を待ってからやるべきじゃないですか。〇増
五減法案をなぜすぐ、急ぐ必要があるんですか。

れますよ。
ですから、そこはまず〇増五減、少なくとも結

つまり、そういう中から、我々はまさに〇増五
減について、これは御党も賛成されたんですから、
それが今ごろになって事情が変わったというのは、
それは政治的な事情が変わったというふうに思わ

について緊急に国会においてそれを成立させよと
いう判決でございます。

ているわけでございます。
つまり、東京高裁ではこのような判決がなされ
ているわけでありまして、これはまさに〇増五減

ないかと思います。
○後藤（祐）委員 それが正解なんです。今秘書

で結構です。
○稲田国務大臣 人事権は官房長官がお持ちです
ので、今の委員へのお答えに関しては、人事権を
持っている職員はいないということになるのでは

何十人ぐらいとか、そんなので結構です。百人ぐ
らいとか、三十人ぐらいとか、五百人ぐらいとか

○稲田国務大臣 質問通告がなかったので、何人
とまではお答えすることはできません。
○後藤（祐）委員 正確な数でなくても結構です。

きは、行政刷新会議というのを内閣府に設けて、
内閣府の行革担当大臣が、特命担当大臣として勧
告権も持って、反対する各省に対して、いざとな
ったら勧告権でやるぞというような姿勢でやる。

官からアドバイスがあってようやくわかったとい
うことがわかりました。つまり、このことをあら
かじめ知っていれば、稲田大臣は最初からゼロと
答えられるはずなんですよ。

そ、少し慎重にしたらどうですかということを申
し上げているわけでございます。
さて、残り五分ぐらいになりましたので、最後
に行政改革について触れたいと思います。

だからこそ、大臣のもとの内閣府の職員も、いざ
となったら各省に対して大臣が闘えるんだという

果を出していくことが大切ですから。これは過半
数を超えないと法律は成立をしませんから、まず
私たちは与党でまとめて、そして御党にお願いを
したい、こういうことでございます。

ございませんか。これは総理に聞きたいと思いま
す。
○安倍内閣総理大臣 今委員は岡山支部の判決の
例を出されましたが、東京高裁は、平成二十三年

行政改革については、我が党も三年数カ月、い
ろいろな形で取り組んでまいりました。それを一

つもりで仕える。しかも、サボっていたら、大臣
に、おまえ、そんなにサボっていたらどうなのか
と、やはり人事権がある人とない人を見ています
から、役所も。

我々民主党は、小選挙区で三十減、比例で五十
減、合計八十減という案を出していますが、この
三十減というのをやると、当然、二倍からかなり
下のところの数字にすることができます。

大法廷判決の判示に従って選挙区割りを是正する
対応を示しており、つまりこれは〇増五減のこと

つ一つ聞くことは、もうこれまで予算委員会、内
閣委員会等でしてきましたのでしませんが、稲田
大臣、行政改革担当大臣として、さまざまな行革
のテーマ、今取り組んでおられると思いますけれ

ですから、人事権がない行革担当大臣で本当に
行革が進むのかということは、大変重要な事実と

これは非常に大事なところで、なぜかというと、
行革担当大臣は内閣府なんです。我々民主党のと

を指しているわけでありますが、今後、選挙区割
り規定を投票価値の平等にかなったものに是正し
ていくことが期待できること、緊急是正法のもと
で、選挙区間における議員一人当たりの人口の格

ども、今、稲田大臣のもとで行政改革に取り組む
職員、稲田大臣が人事権を持って、稲田大臣を支

して申し上げておきたいというふうに思います。

○後藤（祐）委員 どっちの高裁判決が最高裁で
選ばれるかわからない状態なんですよ。だからこ

差が二倍未満に是正されることが予定されている
こと等本件にあらわれた諸般の事情をあわせて考

える職員は何人ぐらいおられますか。

ぜひ、この〇増五減案はもう既に違憲の可能性
があるわけですから、最高裁判決を待つつもりは

察すると、無効とせずという冷静な判断がなされ
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で採用を大幅に減らしてまいりました。五六％減
というような苦しいこともやりましたが、残念な

ついて、例えば、民主党政権のときは廃止という
判定がありましたけれども、自民党政権では廃止
という選択肢はなくなってしまいました。
国家公務員の定数については、我々は苦しい中

せていただきました。
午前中、同僚の玉木議員から、事業レビューに

さて、具体的な話に幾つか入っていきたいと思
いますが、ここに、民主党政権と自民党政権の行
革に関する姿勢の違いというものを幾つか挙げさ

ども、独立行政法人への再就職、独立行政法人の
役員に対する再就職については公募制を維持され

ざいます。大変残念です。
ただ、一方で、続けていただいているものもご
ざいます。
午前中、大島議員の質疑の中でありましたけれ

らしいんですね。独法全体のルールをどうするか
ということについては検討中、こういうことでご

れもいろいろな委員会で聞いてまいりましたが、
結局出てきたのは、廃止が決まっている、ある独
法の個別の廃止法案がぽろっと一個出てくる予定

だきたいんですね。
これから、ほかの中小政党の方も含めて、いろ

でも、積み上げてきたものはこうやってあるんで
す。これを下げないでいただきたいんです。我々
が築いてきた七十点なり六十点なりの土台の上に、
ぜひ自公政権としての行政改革を積み重ねていた

は六十点かもしれません。そして、それをマイナ
ス三十点だ、マイナス四十点だと批判されました。

そして今度、自公政権になりましたので、我々
が積み重ねてきたもの、我々は百点やると言って
七十点しかできなかったかもしれません、あるい

本日はありがとうございました。
○山本委員長 これにて大島君、泉君、玉木君、
後藤君の質疑は終了いたしました。
次に、松浪健太君。

いろな党が政権をとることがあると思いますけれ
ども、どの政党が政権をとっても、行政改革は永
遠の営みです。会社において経営改革は永遠の営
みであるのと同じでございます。ぜひ、この行政

す。
また、国有資産の売却については、五千億円売
却するという方針を我々の行革実行本部の段階で
決めていて、これについては維持されるという方

○松浪委員 日本維新の会の松浪健太であります。
本日は、維新の会の要望により、統治機構の集

て、公務員ＯＢ比率というのが、実はこれは、民
主党政権になる前、平成二十年の段階では三三・
五％の方が公務員ＯＢだったんですけれども、こ
の公募制を導入することによって、二十四年の十

するですとか、厳しいルールを適用すべきだとい
うことを大臣私案としてまとめていたので、これ
をぜひ使われたらいかがですか、公益法人改革は
どうされるんですかとお伺いしたところ、もとも

向を伺っております。
このように、行政改革については、政権がかわ

中審議をお開きいただきましたことに、御礼を申
し上げます。
統治機構といいますと、ついつい我々も、道州
制とか、大きな行政組織の改革にばかり目が行く

がら、新藤総務大臣は二十六年度採用は増加させ
るという方向を示しておられます。
公益法人改革についても、今までるる、前の中
塚担当大臣のときに、政府からたくさんお金をも

と決まっている透明性確保策を続けてやってまい
りますということしかお答えにならない。抜本的

っても積み上げていかなきゃいけないことだと思
うんですね。公務員制度についても長い経緯がご
ざいました。行政改革それぞれのテーマについて、
二〇〇九年より前の自公政権で積み上げていただ

わけでありますけれども、統治機構と規定されま
すものは、当然、行政だけではなくて、裁判所、

改革の営みを続けることを期待いたしまして、私
の質疑を終わりとさせていただきたいと思います。

な公益法人改革はやるつもりはないということも
既に確認をされております。
さらに、独立行政法人については、我々の政権
のときに、百二の独立行政法人を六十四法人に減

いたもの、我々はそれを受け継ぎながら、否定し
たものはそれほどないと自覚しています。こうや

そして、この国会であります。今回は、この国会

月では六・五％まで減ったんです。公募制につい
ては継続されるというお答えをいただいておりま

らす独法通則法改正案というものを提出させてい
ただきましたが、残念ながらこれは成立をしてお

って進めてきました。

らっている公益法人ですとかあるいは特別な権限
があるような公益法人については役員を公募制に

りません。独法改革はどうされるんですかと、こ
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るのか。
そして、今まで、自民党の皆さん、民主党の皆
さんとお話ししますと、いや、自民党が野党のと
きはこれだけ抵抗した、いや、民主党のときには

いな、みんなおっしゃいますよ。しかし、やめた
いけれども、やめられない。この理由はどこにあ

お座りになっていて、そして、特に議員の皆さん、
私も国対の委員長代理をやっております。国対の
委員長、委員長代理の皆さん、各党ともに、この
前近代的な、そして日程闘争、不毛だな、やめた

すけれども、この国会、本当に総理もずっと議論
をされていて、そして、大臣の皆さんもこちらに

改革について、まず取り上げさせていただきたい
と思いま す。
余りに方々から賛成の声が既に上がっておりま

ついて、かつて自民党の幹事長であった村上正邦
先生はこう書かれています。

まず「国会審議 五つのムダ」というものを、今、
皆さんの前に出しました。
施政方針演説だけではなくて、所信表明でまず
同じ原稿を読むわけでありますけれども、これに

思います。
そして、これは無駄だらけだなということで、

党の反対でできなかったという形になっておりま
したけれども、今回、我々は、野党の立場からそ
れを提案したいと思います。そして、それだけで
はなくて、国会全体のあり方を変えていきたいと

これはもともと、小泉総理の時代、平成十四年に、
小泉総理はこれができないかと言って、当時は野

であります。
この中で、我々、私は、前回の基本的質疑では、
施政方針の一本化というものをまず提案しました。

うに思います。
施政方針、所信表明、これは極めて重要な演説

自由民主党も、野党時代にやっておけばよかっ
たなというものが幾つかあるわけでありまして、
今、野党である松浪委員にそういう提案をしてい
ただいたことは極めて有意義だろう、私はこのよ

○安倍内閣総理大臣
きました。

の提出をもってかえる形で行われるということで
あります。
総理、この一元化について、一緒に進めるお気
持ち、いかがですか。

は、演説を行わない方の議院では、どちらか片方
ずつでやるんですけれども、それについては原稿

ったそうであります。イギリスでは、こういうも
のは傍聴席まで使うという例もありますし、議員
が必ずしも座る必要はない。そして、イタリアで

百二十七日。各国は十数日とか三十何日とか、そ
ういう国もある中で、非常に、総理にとっては、

国会の出席日数、多大なものがあります。
先日、有識者でつくられる日本アカデメイアの
皆さんが平成二十三年におまとめになった総理の
一年間の国会出席日数、これが、平成二十三年で

います。
そして、特に、総理の、本当に我が国における

そろそろ、これを断ち切る。幸い、我が党は新
党でありますので、この因習をしっかりと断ち切
って、そして、新しい国会の姿を、提案型野党と
して、今回は皆さんにお示しをしていきたいと思

ないのであれば、当時、憲法の問題というのもあ

衆議院は、謙譲の美徳で、国会の開会式と同じよ
うに参議院に譲るなり、そしてまた、それができ

現在、与党は、この衆議院では三分の二をお持
ちであります。しかし、参議院では今どうなって
いるかといいますと、与野党は一応ねじれた格好
になっているわけでありますから、私は、この際、

気迫も薄れる、このような問題が指摘されている
わけであります。

私は、二番煎じの最たる現行の施政方針演説等
は、参議院本会議場においては、これを行わない
ことを提言している。新聞、テレビでも放映され
ているほか、一言一句をおくれて演説を行うには

ざいますから、私が余りずらずら言うべきことで

をするということも一つの考え方かもしれません
が、しかし、いずれにせよ、これは院のことでご

というと、やはり読みなれたということもあるか
もしれませんが、これは必ずそういうふうになる
んですね。
ですから、それは、一回で緊張感を持って演説

説の時間も、大体、参議院では衆議院のときより
も必ず短くなるんですね。これはどうしてなのか

ではありますが、しかし、全く同じ演説を二つの
院でする。既に演説をする相手はその中身を知っ
ているわけでありますから、それが果たしてどう
なのかということはあるんだろうと思います。演

さまざまな御指摘をいただ

こんなにひどかったと。この悪循環が、怨念の悪
循環が続いているわけであります。

体力的に日本国は非常に多大な負荷をかける国家
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四日間あったわけでありますけれども、全閣僚が
……（発言する者あり）ああ、そうでしたっけ。

裁として党の方にも指示をいただいて、与野党で
協議の場をつくらせていただければありがたいと
いうふうに思います。
そして、今回、最初に予算委員会の基本的質疑、

○松浪委員 それでは、本日は、安倍総理はまさ
に大与党の総裁でありますので、この大与党の総

はないだろう、このように思いますので、ぜひま
た政党間で建設的な議論をしていただきたいと思
います。

争については、我々、ふだん無駄だなと思うのは、
一時間質問を延ばすのに、時には一日の議論、二

のをやめていく。会社でいえば、本当に先ほどの
総理の所信表明、東京本社で読んだのに、大阪本
社でももう一回社長が行って訓示をするんやでと
いうぐらいの非合理さでありますし、この日程闘

るわけであります。
我が国も、こうした日程闘争の常態化というも

れたわけですけれども、この皆さん、地方議会で
は、いついつにどういう委員会があって、どうい
う日程で行われると、もう随分前から決まってい

もございますので、一概には言えないわけでござ
います。

リットはどういうふうにあるとお考えになるのか、
伺います。
○安倍内閣総理大臣 幾らぐらいのコスト削減に
なるかということは、何日間減らすかということ

徹夜とかがなくなった場合は、経費削減効果は幾
らぐらいになるのか、また、金銭的な面以外のメ

ます。
ですから、予算委員会の答弁のためなどといっ
て役所の皆さんが徹夜対応などをする、こういう

を得て、そこから秘書官のところに来るわけであ
りまして、そして秘書官がもう一度それを見直し
をして、いわば応答要領ができ上がって、そして
最終的に私が見るのが七時とかそれぐらいになっ

御承知のように、答弁に立つ、例えば総理大臣
の私が答弁に立つ場合は、質問が来る場合は全省
庁かかわりますので、全省庁の多くの職員が待機
がかかります。これは、十二時になれば、当然十

ば、我々質疑者にとっても、このことについては、
質疑者もいつ質問があるかわからない、これは深
くよく準備をすることができないという問題もあ
ります。

てくるわけでありますから、かかわる人数は相当
の人数がかかわり、待機をしているということも、

日の議論、三日の議論になってしまう。
そして、この予算委員会の場合ですけれども、
昨年の質疑時間合計は八十八・四時間、平成二十
三年は八十三・四五時間、平成二十二年は短いん

閣僚の皆さんも大変お忙しいと思いますので、
こうした基本的質疑で全閣僚を並べるということ
について、やはりこれは、儀礼的な問題もあるで
しょうけれども、やっても最初の一日でいいんじ

そして、特に問題なのは、私、思いますのは、
答弁をする側であります。特に、一応、質問通告

これはぜひ考えなければいけない課題であろう、
こう思うわけであります。
同時に、日程が決まっていないということにお
いての一つの大きな問題としては、一年間に多く

済みません、間違えました。三日間でありました、
昨年が四日でありまして。その間、全ての閣僚が
入るわけでありますけれども、ことしも、調べま
すと、古屋大臣ともう一方、どなただったか、済

ゃないかなと私は思いますし、こうしたことをと
もにやっていければというふうに思います。

は二開庁日前、四十八時間前ということが決まっ
ていたけれども、最近はそれがなし崩しになって
いる。前日の五時までならまだいい方だ。ひどい
例は、十二時を超えてもう一問追加されたという

の首脳の訪問が決定をしておりまして、こちらが
招待をして、公式訪問等がございます。そして、

二時から作成するわけですから、作成し終わるの
が一時、二時、そしてそこで局長等のいわば裁可

そしてまた、特に深刻なのは、我々、この予算
委員会を開くにしても、これが決まったのも金曜
日だったと思いますけれども、各国を見ますと、
一カ月前に日程が決まっている、そしてどういう

ような例も私は聞いたことがあります。そして、
役所の皆さんもこれで待機をしなければならない

国賓であれば陛下の行事もかかわってくるわけで

ですが六十九時間でありまして、もしこれを最初
からしっかりとおおむね固定化することができれ

質疑が行われるかも決まっているという国々も多
くあります。そして、我が党の場合は、地方議員

というのは、私はこれは壮大な無駄であると思い

みません、ちょっと今失念しましたけれども、森
大臣ですか、お二人の大臣が答弁をされなかった。

の皆さんが十数人、大変多く、新しく入ってこら
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ちにとってはそういう問題もありますので、ワー
ク・ライフ・バランス上も、いわば、それが是正
されれば、相当、彼らの仕事、普通の仕事にも集
中する力も入ってくるのではないか、このように

はなかなか、体調の維持管理も大変な人たちも結
構おりますし、また、若い子育ての親である人た

ってくるわけでございまして、外交上は極めて有
意義ではないか、こんなように思います。
と同時に、多くの職員は待機をさせられますの
で、これは相当、体調的にも多くの職員は、これ

して、つまり、そうしたものがあらかじめ日程が
決まっていれば、そういう日程もするするっと入

ございますが、これにかかわる首脳会談とか晩さ
ん会も含めて、その日程がなかなか立たないとい
うのが、これが一番大きな問題、課題でございま

であります。平成五年に政権交代が起きたときに、
自民党の国対の皆さん、さすがに与党が嫌がるこ

います、通常国会、もし長い場合は百本以上の法
律にこれを全部かけてしまうというのが現状であ
ります。
どうしてこれが始まったか。さすが自由民主党

質疑を求めるということが本旨なんですけれども、
これが全ての法律、今国会であれば六十五本出て

一般国民の皆さんは、つるしと言われても、何
をつるすのかなということでありますけれども、
我々国会議員にとっては、つるしは大変な問題で
あります。いわゆる本会議での登壇、趣旨説明、

いうことについて、二枚目のパネルをお願いしま
す。いわゆるつるしの問題があります。

思います。
そして、今の国会の仕組みの中で、我々がどう
してこのようになかなか法案審議が進まないかと

どうなっているかといいますと、ほとんど議論さ
れない。そして、野党から対案が出されても、与

いか。これはもう私は議員立法しかないと思うん
ですね。
ですから、今回、表に、委員の皆さんにはお配
りをしていますけれども、現状の野党提出法案は

するのは与党なんですね。ですから、せめて、五
つ譲ったら一つぐらいは野党に何かいいことがな

うにしてここに書きましたけれども、なかなか各
委員会におりていかないわけであります。
そこで、今回、改革後の案であります。
先ほど挙げた五つの無駄を排しても、これで得

くる。双方が自縄自縛に陥って、結局、法案が審
議されない。これは「さみだれに付託」というふ

これは、我々野党にとっても実は厳しい問題で
あります。我々がつるしをかける。すると、野党
提出の議員立法にも当然、与党はつるしをかけて

理が、クエスチョンタイム、これは平成二十年か
ら二十一年のデータでありますけれども、クエス
チョンタイムに年間二十六日、一時間程度であり
ますけれども、毎週やっている。ですから、こう

だくというのが本旨であります。
そのかわりに、やはり、イギリスの場合は、総

に不安定な日程が、外務大臣の外遊、また総理の
外遊を非常に妨げている。我が党の場合は、公約
に、やはり、総理にも百日ぐらい外国に行ってい
ただけるような、リーダーシップを発揮していた

といいますと、いわゆる趣旨説明、質疑をするも
のは事前に割としっかりと決めて、それだけに趣

これを図にしたのが、私がいわゆる「吊るしの
カベ」と名づけましたけれども、この趣旨説明要
求の壁であります。
しかし、それ以前の国会はどうなっていたのか

が全部の法案にかかるという仕組みになっている
わけであります。

とをよく知っていらした。そのときに、全ての法
案につるしをかけてしまえばストップできるじゃ
ないか、野党の抵抗手段としてはこれは最高だな、
こういう理由で編み出されて、二十年間、つるし

をつくるんだと与野党で合意ができれば、私は、

持つ、こうすることによって問題点を明らかにし
ていく。この最後の点さえ、本当に議論する国会

が繰り返されます。こうしたときに、これは提案
でありますけれども、一般質疑のかわりに野党提
出法案をしっかりと議論していただく、そのとき
には当然、与党の皆さんも五分五分の質疑時間を

野党の提出法案を委員会に即座に付託をして、そ
して各委員会では内閣提出法案、そして一般質疑

党はそれに質問もしないというようなのが委員会
での姿ですよ。そして、ほとんどが審査未了にな
る。結論がつかない。それであれば、これだけ、
国会の姿を本当に議論する姿に変えて、その先に、

総理に対する負担、そしてまた非常

した開かれた状況をつくる一方で、総理の御負担
を軽減していくというようなことを、我々議会人

旨説明をかけるということだったわけであります。

思います。
○松浪委員

としてもやっていくべきではないかというふうに
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○安倍内閣総理大臣 もちろんこれは、基本的に
は各党各会派で相談して決める、院のことでござ

ながら言うわけでありますけれども、これをどう
か与野党でともに変えていく努力をしたいと思い
ますけれども、自由民主党の総裁として、一言い
ただきます。

おくれのものだと思います。私が国対にいてこう
言うのも本当に矛盾というか、自己矛盾をはらみ

物事は大きく動いていくのではないかというふう
に思いま す。
総理、これから国対委員会、これも本当に時代

仕立て券がたくさんもらえたということも聞いた
ことがありますけれども、幸い、我々はそういう

そして、国対政治というのも、もう時代おくれ
だと思います。よく先輩方からいろいろ話を伺い
ますのは、昔は、自民党と社会党しかなかったと
いう時代に、野党対策がいろいろ行われたと。お

う方針を出されまして、それに基づいて我々はこ
の方針を今進めているわけであります。

○松浪委員 小沢さんは小沢さんでも、我が党の
国対委員長は小沢鋭仁さんでありますけれども、
小沢委員長が、形式国会から実質国会にするとい

がなかなか難しいわけであります。
私が今回取り上げますのが、地方自治法におけ

して、いろいろなもの、今自治体はすごく努力し
ていますよ。苦しいから努力をする。市営地下鉄
を民営化する、市バスを民営化したり、さまざま
な努力をしているわけでありますけれども、これ

員会のあり方等も、かなり各道州で切磋琢磨して、
いろいろな仕組みもできるでありましょうし、そ

今議論をされております教育委員会の問題もあ
りますけれども、この必置基準も実は地方自治法
に書かれておりますし、道州制であれば、教育委

る決議、つまり、議会とかそれから政治家の身分
にかかわることが六件。そして、あとの二件が、
実は、地方公共団体の事務所の位置の決定または
変更、つまり、役所の場所をどこにするのかとい

る特別多数議決であります。つまり、三分の二以
上、四分の三以上が必要であるという項目、総務
省の方に出していただきますと、八項目ありまし
た。そのうち六項目は、首長に対する不信任の議

うかこの機会に、新たな建設的な国会をともにつ
くっていただきたいと思います。そのために、国
会対策委員会縮減協議会みたいなものを与野党で
つくったらいいと私は思います。

うこと、これが三分の二かかる。そしてもう一つ
が、条例で定める特に重要な公の施設の廃止また

ものもいただいたことはありませんので、もうこ
うした国対政治というものは、もはや過去の無用
の長物に私はなっていると思います。
ぜひともこれを一歩でも進めていくことが、も

一方、国対と議運、もともとは議運でやってい
たわけでありますが、田中角栄幹事長時代に国会
対策委員会というのをつくって、幹事長と国会対
策委員長が動かしていくという今の仕組みができ

それでは、次の質問に移ります。
統治機構についてでありますけれども、地方自

は条例で定める長期かつ独占的な利用というもの
でありますけれども、これについて、私は本当に
三分の二が必要であるのかなということについて
疑問に思っております。

いますから。しかし、今、松浪委員の出された御
提案というのは、私から見れば極めて合理的な提
案だろう、このように思いますし、野党の皆さん
にとっても議員立法という大切な道が開かれるわ

上がったわけでありまして、ちょうど二十年前、
私が初めて当選したときの国会において、我々野

治法を今回、私は取り上げたいと思います。
前回、統治機構で、基本的質疑では非常に大き
く道州制の問題を取り上げましたけれども、はた
と地方自治法というものを考えますと、将来、道

そこで、特に重要な公の資産の廃止に関する特
別決議、三分の二を付した理由、これは昭和三十

決であるとか、議会の秘密会の開会とか、副知事、
副市町村長の解職請求があった場合の解職に関す

党になった段階で、小沢さんが国対をなくすとい
うことでやったわけでございますが、これは議運
だけではなかなかうまくいかなかったということ
もございました。

州制が導入されたときには、この地方自治法も大
部分は道州にブレークダウンされるんじゃないか

八年の地方自治法改正時なんですけれども、新藤

う国会ほど、これほど今、時代おくれの仕組みで
動いているところはないわけでありますから、ど

いずれにせよ、知恵を出しながら、よりよい方
向に進んでいっていただきたい、このように思い

なと思います。

けでございますから、そういう観点からぜひ御議
論をいただきたい、こう思うわけであります。

ます。
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には、逆に、逆にというか、さらに住民投票で過
半数の同意が必要だったんです。ですから、昭和

の利用者である住民の利用権を尊重するため、こ
のために、議会において出席議員の三分の二以上
の同意が必要となったということなのであります。
しかし、昭和二十二年の地方自治法、そのころ

める特に重要な公の施設を廃止または長期かつ独
占的に利用させる場合には、特に重要な公の施設

大臣に伺います。
○新藤国務大臣 御指摘のように、昭和三十八年
の地方自治法改正、これにおきまして、条例で定

政治家も成熟してきていると思います。
そして、これは、重要な公の資産の廃止と書い

うど女性に参政権が付されたころの住民、そして、
まだ戦後間もなく、二十年たっていないときの住
民、そして、戦後これだけたった現在の住民、そ
れぞれに住民も成熟をしてきていると思いますし、

おっしゃいましたけれども、昭和三十八年からも
もはや五十年でありまして、昭和二十二年、ちょ

加えていかなくてはいけない、このように考えま
す。
○松浪委員 今、昭和二十二年そして三十八年と

いうと、必要じゃありませんね、二分の一でいい。
国が昭和三十八年に、重要な公の施設といえば、

これは慎重にいろいろな観点から検討をしていく
必要がある、私はそのように考えています。
○松浪委員 国鉄というのは、かつて民営化され
たんですね。国鉄の民営化、三分の二が必要かと

ります。
ただ、制度そのものを見直すことに関しては、

るに当たっては、議会での議決が必要になる。そ
れがまさに時代の状況を反映して、議員の議決が
そのようになれば、そのように行われるわけであ

渡もそして民営化も、想定していなかったけれど
も、単純廃止の中に含んでいる。はっきり言って、
今、民営化とか経営譲渡を目指す地方公共団体に
とっては余計なお世話になっているということは

普通、地下鉄とか市バスを絶対に含まざるを得な
いですよね、指定せざるを得ない、そのことに三
分の二を課している。これは自由だといっても、
では重要じゃないのかといったら、やはり重要な

すか。
○新藤国務大臣 当時、民営化ですとか、そうい
ったことというのはなかなか想像ができなかった
のではないかな、このように推測されます。

私はあると思います。大臣もうなずかれておりま
すけれども、これはもはや三分の二で縛る意味が

ているんですけれども、今問題になっているのは、
民営化とか経営譲渡とか、完全に単純廃止を、こ
の法律は全てを含んでしまっているという問題点
があります。

事業、そういったような施設を条例で定めている
自治体があるということでございます。
○松浪委員 大臣、これは二分の一でいいんじゃ
ないですかね。

○松浪委員 つまり、私が申し上げたいのは、こ
こで、単純廃止の中に民営化そして経営譲渡を含

非常に薄れているという御認識はありますか。
○新藤国務大臣 これはまさに、住民の意思、そ
れからその住民の代表である議員、そういったも
のがいろいろな議論をしていただきたいと思いま

三十八年のときには、それでもまだ緩和した、こ
ういうふうに御理解をいただきたいと思います。
そして、この公の施設のうちのどの施設を特に
重要なものとするかは、これは各地方自治体が条

○新藤国務大臣 特別多数議決の制度、これは、
利用者である住民の権利を尊重している、こうい

んでいるのにはもう無理が出ているというふうに
私は認識しておりますけれども、大臣、そう認識
はされませんか。
○新藤国務大臣 これは、いろいろな時代の状況

すし、また、そのために、国民の代表で国会議員
というのが構成されているわけであります。です

んですよ。
ですから、はっきり言って、この条項、経営譲

うことであります。そして、昭和二十二年の自治
法、それから昭和三十八年の改正、こういうステ
ップを踏んできているわけであります。
いろいろな御意見があると思います。議論はし

の変化というのがございます。それは民意にあら
わさなければなりません。そして、それは議会の

から、今委員がおっしゃっていることも、これは

当時、経営譲渡とか民営化という概念が、この
重要な公の資産の廃止に含まれていたとお考えで

ていただいていいと思いますが、これは、しかも
条例で、それぞれ地方自治体が定めているわけで

条例で定められており、また、その制度を活用す

例で定めている、こういうことであります。要す
るに、今おっしゃったような水道事業だとか交通

あります。ですから、これは極めて慎重に検討を
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しておりませんけれども、麻生大臣、どう思われ
ますでしょうか。

鉄の民営化でも二分の一でいいのに、国が、市バ
スとか市営地下鉄とか、そういったものの民営化
に三分の二をかけるということについて、私はこ
れはもう無理があると思いますけれども、通告は

ます。
○松浪委員

し上げますが、制度としてはこれは慎重に考えて
いかなきゃいけないということであります。
そして、あわせて、今のこの地方公共団体の事
務所の位置、例えば市町村合併したときに、市役

ちんと住民の意思の反映というものがなされなき
ゃならないという意味においては、私は何度も申

立高校の廃止、こういったことで、これは極めて
住民生活に密接かつ重要な問題であります。
ですから、こんなもの要らないじゃないかとい
うお気持ちは、それはあったとしても、やはりき

高校の廃止、高知県も県立大学の廃止、それから
病院の廃止、そして大分でも県立病院の廃止、県

○新藤国務大臣 まず、特に重要な公の施設の廃
止、この三年間でどんなことがあったかというと、
大阪府で上水道の廃止、それから広島県では県立

で野党の方から出していくということであります
ので、私はこれは十分いけると思いますけれども、

ていくというのが私は正しくないというふうに思
いますけれども、こういう声が地方からあって、
当然我々も、先ほどから申し上げている、また議
員立法というのを、これから国会の形を変える中

二をかけ続ける。昭和二十二年の、女性が初めて
投票し出したころの状況と一緒に三分の二をやっ

した。首都機能移転というものは、これも法律で
二分の一で変えるものでありまして、これは三分
の二、かかりませんよね。
こういうものを、本当に国がいつまでも三分の

そして、例えば、これもまた国の問題になりま
すけれども、首都機能移転の議論がかつてありま

んどんどん変わっている中で、役所というものの
住民への近さというものも変わっているし、代替
手段も多くあるということであります。

時代の状況においてあり得ることだな、このよう
に思います。ですから、積極的な御議論をいただ
くことは結構なことじゃないか、このように思い

○麻生国務大臣 国鉄を例に引かれましたけれど
も、この場合は、県営はちょっと知りませんけれ
ども、市営とかいろいろありましょうけれども、
それをやるときには、ある程度市民の理解を得る

所をどこにするか、これはいろいろな議論が出ま
す。これについても、そういったものについて三

も、この三分の二についても、現在ではさまざま
なあり方があると思うので、これも要らないと思

だというのが新しい地方分権の姿だと思います。
そしてもう一点、この特別決議の問題で、事務
所の位置の移動に三分の二を課しております。こ
れは昭和二十二年から変わっておりませんけれど

構なことだ、国の諮る特別決議というものについ
ては、議員の身分とか、そうしたものに限るべき

はわかります。
○松浪委員 おっしゃる趣旨はわかりますと言っ
ていただきましたので、私は、これは地方の声が
あれば、もう十分、二分の一にしていただいて結

そしてまた、電子申請、オンライン申請、どんど

すと、支所を置いている。支所の廃止とかいうも
のに三分の二をかけるか、そういうことはない。

けとめた上で、いろいろな議論をしていかなくて
はならない、このように思います。
○松浪委員 役所というものは昭和二十二年と随
分変わっているわけですね。今、大きな市町村で

住民の非常に重要な意思の決定において、この
ような制度になっているということは、趣旨を受

分の二の出席議員の同意が必要とされているわけ
でありまして、例えばこれを緩和したときに、後
からまたそのことをめぐっての混乱が起きてはな
らない、こういうようなこともあるわけです。

声、それから議会の声、そしてそれは最終的には

経緯があるわけであります。ですから、今、私は
行政の側にいて、こういったものは、まず地域の

で、今委員がこうやっていろいろなお話をされて
いること、これはいいと私は思いますよ。
だけれども、今の制度でずっとそれぞれ使って
きて、そして重要な決定を行ってきた、そういう

す。
そして、いろいろな議論をいただくことは結構

首都機能移転と市役所の位置の変更、どっちの方
が、大臣、影響が大きいと思いますか。
○新藤国務大臣 これは、どちらが大きいとか比
較するようなものではないということだと思いま

非常に、この三分の二をかける、国

のには結構慎重にやらぬといかぬのじゃないかな
という感じはしますけれども、今おっしゃる趣旨

うんですけれども、大臣、いかがですか。
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入れたんですけれども、河川というのは線であり
ますけれども、今回、港湾行政について伺いたい

こういう議論を今後さらに大きく展開させていた
だこうと思います。
そして、前回、道州制の議論をいたしましたと
きに、医療、農政、そして河川行政というものも

上げているわけであります。
○松浪委員 ありがとうございました。それでは、

この国会に、国会議員の声となって、それが各党
間の議論になっていって、そういう慎重な議論の
中で検討されていくべきものだと先ほどから申し

らの施策との整合性に留意していく必要がある、
このように思っております。

っているところでありまして、こうした両者の統
合によって、阪神港の一体運営に向けた取り組み
が行われていく。そうしたことから、大阪府と市
が提案している港湾の一元管理についても、これ

また、その一環として、大阪、神戸両港では株
式会社ということでの港湾運営というのを既に行

浜港、この二つを国際コンテナ戦略港湾に指定い
たしまして、ハード、ソフト両面にわたっての強
化というものを講じているところでございます。

が決定するということであれば、それなりのまた
対応ということになると思いますし、また、一気

っかりとこうした未来像を実現するための法改正
というようなものを、今後は大臣、お考えいただ
けますでしょうか。
○太田国務大臣 大阪都とするというようなこと

県と大阪府が合意をしたとしても、一体経営はで
きないと思うんですけれども、これについて、し

域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団
体」でなければならないということになっており
ますので、現行法では、関西一帯の、たとえ兵庫

っしゃった要件を満たしていくということが大事
であるということはまず一つ言えると思います。
ただし、現在のところにおきましても、府、市の
調整次第で先ほど御指摘のありました要件を満た

にそれをその前に、兵庫、神戸も含めてやってい
こうということになりますと、これは法改正でな
し遂げるということにもなります。
ただし、今委員がおっしゃった、どうすればそ

大阪都構想ができれば、確かに、大臣がおっしゃ
る大阪港とそして大阪府が管轄している港、新し
く港務局というものをつくってこれをくっつける
ことはできるんですけれども、現行、これは非常

す余地もあるというふうに私は思っておりますの
で、府、市からの具体的な相談があれば必要な検

○松浪委員 ありがとうございました。
神戸港も阪神大震災以前は世界でも指折りの港
湾だったのに、今は二十位を遠く超えて三十位近
い低迷ぶりでありますので、遅きに失したとはい

当然、これは道州制になれば一つの管理という
ものが今の港湾法のもとでも行われるわけであり
ますけれども、関西の場合を見て、太田大臣、港
湾管理者というのは一つになって一元管理した方

にさまざまな障害がある。
そして、やはり我々が目指すのは、公明党さん

討をしてまいりたい、このように思います。
○松浪委員 ありがとうございます。
それでは、これから地方の時代、地方の声にも
しっかりと耳を傾けて、今、法改正いただける旨

と思いま す。
例えば、大阪湾があるんですけれども、大阪湾
の中では、大阪港、神戸港とか堺泉北港とか、そ
れぞれに港があります。そして、それぞれの港に、

が私はよいと思うんですけれども、いかがお考え
ですか。

も大変道州制を進めておられますけれども、神戸
港とか、この一帯の、大阪湾における港を、新た
な港務局のようなもので一体的に管理していく、
一元管理をしていくべきだと思います。

の御答弁を今いただきましたことに感謝を申し上
げます。

うした港務局構想ということができるのかという
ことについては、法を、具体的には、今先生がお

○太田国務大臣 広域的な視点から港湾を一元的
に管理運営するという考え方、我が国にとって今
大事なのは国際競争力を高めるということですか
ら、そうした観点から私は意義のあることだとい

その中で、今、港湾法、言いますと、「従来当
該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管

それでは次の問題に移りますが、統治機構にお

え、喫緊の課題であります。
そして、現行法制でありますけれども、例えば、

うふうに思っています。
全体的にこの国際競争力を高めるということで、

理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区

兵庫県、神戸市、大阪市、大阪府と、管理者がそ
れぞれ存在する。なかなか一元性が難しい。

国交省としまして、阪神港、そしてもう一つは京
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る間接民主制がとられております。自由民主党は、
昨年四月に改正憲法草案を発表いたしまして、二

党総裁としてお答えを申し上げますが、現行の制
度においては、憲法の規定に基づいて、国会議員
の中から国会の議決により指名され、天皇陛下に
より任命されることとされておりまして、いわゆ

の党の、自民党、公明党の考え方を伺います。
○安倍内閣総理大臣 自民党案でございますから

いて、首相公選制についてなんですけれども、自
民党、公明党それぞれのお考えについて、それぞ
れ総理、国交大臣に、手短に首相公選制について

にはこれはやめようということになったというよ
うな現場の状況も憲法調査会では視察をしてきた

イスラエルに憲法調査会が行きまして、厳密な
意味でも、元首によって任命されるという首相公
選制ということについて、世界では当時イスラエ
ルしかなかった。三回これをやりまして、結果的

ですけれども、論議ということに影響を与えてい
るということは事実です。

せん。
ただし、憲法調査会に私、ずっと長く籍を置き
まして、そこが我が党の、まだ決まっていないん

私、先週公明党の遠山議員と道州制のフォーラ
ムに出ましたけれども、まさに遠山先生がおっし

でありますので、やはりバランスの点から、レジ
ティマシー、正統性の問題から、これについては
やはり首相公選制でないとバランスがなかなかと
れない。

阪都構想ができれば、関西二千万人の中で関西州
というものの州知事が生まれかねないということ

正統性という意味では、石原慎太郎東京都知事時
代ですけれども、パワフルだったのは、やはり一
千万人から選ばれて、東京市長も兼ねている。大

います。
そして、もう時間もなくなってまいりました。
そのフォーラムで、礒崎陽輔首相補佐官が、今
国会中に与野党の協力を得て道州制基本法案を提

ゃったのは、道州の知事が外国とやりとりをする
と首相がかすんでしまうんじゃないかという懸念
をおっしゃいましたけれども、まさにそのとおり
でありまして、首相公選制ぐらいにしないと正統

さまざまな論議というものがあって、どちらかと
いうと、私が所属していた時代の我が党にとって
は否定的であったと思います。
○松浪委員 ありがとうございました。

出したいと発言しておりますけれども、総理も同
じ御見解か、伺います。

ところなんです。
なかなか、大統領制と首相公選制というのをご
っちゃにしている方もいらっしゃいますし、首相
公選制という中で、大臣任命を初めとする内閣の

きな問題でございますので、各党各会派におきま
して御議論をいただきたい、こう思うわけでござ
いますが、我々自由民主党の案におきましては首
相公選制はとっていないわけでございまして、ま

首相公選制について、日本型のありようがあろ
うかと思います。我が党の場合は、憲法第一条を

○安倍内閣総理大臣 礒崎補佐官は道州制を担当
しておりますが、これは、議論が集約され次第、
国会に提出をしたい、このように考えているわけ
でございまして、党の中でも精力的に議論が進ん

十一世紀にふさわしい、あるべき憲法の姿をお示
ししています。
統治機構に関することは、それぞれ個別の課題
でございまして、さらに議論を尽くす必要がある、

さに今のこの制度と同じ形において、先ほど申し
上げましたように、国会議員の中から選出をして、

改正して天皇陛下を元首と明記した上で首相公選
制を入れると。これは小泉内閣のもとでありまし
た首相公選制に関する諮問会議等でも出された意
見でありますので、目新しいものではありません。

でいることでございます。
○松浪委員 自民党と公明党のワーキングチーム

性というものはなかなかバランスをしないのでは
ないかという課題を一つここで挙げておこうと思

陛下によって任命される、これがいわば自由民主
党としては、日本の長い伝統と歴史の中における
民主主義にふさわしいのではないか、こう衆議が
一致したところでございます。

ただ、自民、公明党ともに今道州制を議論され
る中で、新しく四十七人の知事が十人の知事にな

もつくられて久しいわけでありますけれども、我

構成という、そうしたことの構成、そして議会と
の関係、そしてまた衆愚政治になるのではないか、

○太田国務大臣 私が党を代表して憲法論に答え
られるというところじゃありません。私にとって

る、そして国の出先機関がそこに移るとなると、

このように思います。
御指摘の、統治機構の根幹にかかわる非常に大

も残念でありますけれども、十分お答えができま
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○安倍内閣総理大臣 我が党は今村さんが推進本
部長をしておりますので、ぜひまた御党とこの議

くっていただかないと、今国会の提出は間に合わ
ないというふうに思いますけれども、最後に、総
理、与野党のワーキングチームについて、このス
ケジュール感、どう思われますか。

の違いがないことは明らかなので、与野党におけ
るこの基本法のワーキングチームを一刻も早くつ

が方もみんなの党さんと日本維新の会のワーキン
グチームという共同ワーキングチームの発足が内
定をしております。できれば、もうそんなに考え

皆さん、どうお思いですか。いいですか、子供
たちが将来なりたいという仕事は、百四十一位な

ったんです。百四十一位ですよ。公表されている
のは百位なんですね。百四十一位は圏外なんです。
これは私、びっくりしまして、私はそういう職業
を選んだのかと。

憧れる仕事というより目標といいますか、その仕
事のランキングは、政治家が全体の百四十一位だ

「Ｎキャス」という、「ニュースキャスター」と
いう番組なんですけれども、その中で、子供を対
象にして調査をした、子供が将来なりたい仕事、

というのは選挙が毎たびあるわけでありますから、
そこで毎回毎回、皆さん、人生をかけられるわけ

も覚えております。ですから、そういう影響もあ
るのかなと思います。
それと、そもそも、小学生は別でありますが、
ある程度長じて、どう考えるかといえば、政治家

ない息子、そういう設定というのが多いんですよ。
私も学校で結構そのことをやゆされたことを今で

いう気がするんですね。さまざまなテレビドラマ
においても、政治家というと大体悪役なんですよ。
悪役が多くて、政治家の息子というのはとんでも

ではないかな、私はこのように思います。
○東国原委員 そういうことだと思うんですが、
イメージが悪いというのはデフォルメされている
部分もあると思うんですけれども、実を言うと、

ですね。選挙で落選をすれば、自分の秘書も含め
て、生活の基盤を全部、住むところも含めて失う
わけでありまして、それはかなり非日常的な職業
ということになるのかもしれないな、こんなよう

○安倍内閣総理大臣 ちょうど、ＴＢＳの質問で、
私はその質問を受けたわけでございます。政治家
が百四十一位でありまして、子供たちに聞いたと
いう質問だったんですが、ちらっと見たんですが、

私は、子供はやはり大人の所作等々をつぶさに見
ていると思うんですね。国会のありようだとか政

んです。（発言する者あり）ベストテンに入って
いました、芸能人ということで。それはおいてお
いて、子供というのは、中高生が六割、あとは小
学生なんですね。これについて、総理、いかがお

内でこれを許します。東国原英夫君。
○東国原委員 日本維新の会の東国原でございま
す。
本日は、質問の機会を頂戴いたしまして、委員

百四十位が入れ墨師だったんですね。子供で入れ
墨師と答える人がいるのかと思って私は非常に驚

治活動のありようだとか、国政に携わる政治家だ
けじゃなくて地方議員も含めて、どこか、子供た
ちが、あるいはこれから未来を担う宝が、この辺
をちょっともう見放しているんじゃないかなと思

論を深めていただきたい、それは大変有意義だろ
う、私はこのように思います。
○松浪委員 ありがとうございました。終わりま
す。

長初め関係各位の方たちに御礼申し上げたいと思
います。

いたんですが、その次が政治家だったということ
でございます。
そこで、私が子供のころも、私自身も含めて、
政治家と普通子供はなかなか答えないんですが、

うんですね。
例えば、政治が決まらない、決める政治ができ

に思います。
しかし、それでもなおやろうという気概が大切

冒頭、通告はしていなかったんですが、少々気
になる出来事、データがございましたので、ちょ
っと、総理初め皆さんに御所見を伺いたいと思っ
ているところであります。

クラスで一番頭のよかった生徒が政治家とか総理
大臣とか答えていましたけれども、政治家のイメ

ない、先送りする、マニフェスト等の公約を守ら

考えか、ちょっと所感をお聞かせ願えればと思い
ます。

土曜日に、ある民放の番組がございまして、夜
のニュース番組です、生放送だったんですが、総

ージが残念ながら余りよくないのかもしれないと

○山本委員長 この際、東国原英夫君から関連質
疑の申し出があります。松浪君の持ち時間の範囲

理もインタビューでお出になっていた番組です。

- 45 -

衆議院予算委員会速記録（議事速報）
平成 25 年 4 月 9 日

リスペクトしないものを、その親御さんたちも影
響で尊敬しないと思うんですね。ここだと思うん

いますよ。子供の親御さんたちも見ているんだと
思う。保護者が興味を示さない、関心を示さない、
リスペクトしないものを、子供はリスペクトしな
いと思いますね。逆に、子供が関心を示さない、

人の話はよく聞きなさいという教育を受けたんで
すよ。ああいうのを子供が見たら、何だろうと思

ない。それで国会を見れば、何かだらだらしてい
る、何かやじは飛んでいる。
大体、あのやじというのが、私が小さいころは、

ーー」と言うじゃないですか、あれも無駄ですね。
普通に、動議だったら議長と言えばいいじゃない

ございますし、一概に全部やじが悪いとも言えな
いのかな、しかし、ただ単に発言を妨害するやじ
はどうかなとは思います。
○東国原委員 あと、本会議で、動議で「ギチョ

れの悪い答弁のときにやじられる場合があります
が、これはしようがないなと思いながらのやじも

す。
のべつ幕なしにやじるのはどうかなと思います
が、確かに、答弁していても、こちらもどうも切

和感を感じたんですね。きょうは、地方分権、統
治機構等々の集中審議ですので、地方分権という

日の本会議で、安倍総理が、施政方針演説、政府
四演説に対する代表質問で、生活の党の青木議員
から待機児童の問題を問われました。それで、総
理がお答えになっておられた。私はこれに少々違

いるところであります。
それにまつわることなんですけれども、三月五

国民の皆さんの目線に一番触れるところを改革し
ていっていただきたい。ちょっとこれは余談でご
ざいますが、冒頭、お願い申し上げたいと思って

ゼロのところが多いんですよ。少子化でこの施設
が余っているところも多いんです。ですから、そ
れを施政方針演説、代表質問で、一国の総理が待
機児童について答弁をしているという姿に、私は

視点でこれはおかしいと思ったんです。
なぜなら、この待機児童という問題は極めて重
要な問題ですよ、それは。でも、これは、国家統
一の一律の問題ではないんですね。待機児童とい

子供たちは見ていると思うんですよ。それは歴史、
伝統かもしれませんよ。でも、それは時代ととも
に変えていかなきゃいけないんじゃないかと思う
んですね。

違和感を感じたんですね。これは地方分権化の、
これからの社会では地方が解決する課題なんです

ですか。何で「ギチョーー」と伸ばさなきゃいけ
ないんですか。あれは何か、マイクがなかったり
音響施設が充実していなかった時代の名残らしい
んですが、今はもうマイクがありますからね。ま

めませんか。
実際、先ほど国会審議の五つの無駄と松浪さん
はおっしゃいましたけれども、これも無駄ですけ
れども、人の話は聞きましょう、とりあえず。質

それだけじゃないですよ。例えば、午前中に質
問が出たように、身を切る覚悟ですね。消費税と

ね。
地方分権というのは、国と地方の役割を分担す
ることなんです、一言で言うとそうだと思うんで
すけれども、だから、国は、やはり国の役割、防

ですよ。
私は国会に入ってもう数カ月なんですけれども、
本当にやじがうるさい。せっかく総理とか大臣が
答弁をされているのに、全然聞こえないんですよ。

問するときは手を挙げて、質問時間を確保してや
りましょうよ。

社会保障の一体改革をやるためにみずから身を削
ろうよと言ったにもかかわらず、なかなかそれが
進まない。こういったところもやはり見ています
よ、子供たちは。

衛とか外交とかマクロ経済だとか、国際、グロー
バルな中で、国が一律に国全体の課題を解決する

うのは地方地方によって問題が違うんですよ。都
市部は待機児童は多いかもしれないが、地方部は

このやじをやめるというのをちょっと議会で議
論しませんか。どうですか、総理。
○安倍内閣総理大臣 答弁する際は、やじは確か
に気になるんですよ。長妻理事のやじも気になり

ぜひこういったところの改革を、今、政権交代
して非常にイメージがいいですし、改革に邁進さ

ためにやるべきことに特化するべきだと思うんで

た、越智さんが長過ぎますよ。
そういうのも、旧態依然としたああいうことを

ますが、しかし、やじにもいろいろありまして、
これは議場の花とも言われる場合もありますし、

れておられますので、この国会の基本的なところ、

特に長妻さん。本当に、何回も総理とか閣僚から
言われて、聞こえないんですよ。こういうのをや

正直、私も若いころは結構やじった方でございま
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か二元行政とかをやっている余裕はないですよ。
ですから、この地方分権、国と地方の役割を分担
していく国家体制にしていこうと私は強く思って
いるんですけれども、総理の御見解をお願いした

サービスとか住民サービスは地方に全部任す、ま
ずこれをしっかりやりませんか。もう二重行政と

す。地方分権というのはそういうことだと思うん
ですよね。
ですから、諸課題というのは、それ以外の行政

目標をして、細かいことは日銀がやってください、
大きな目標は立てます、こういう役割分担をこれ
からはしていく時代じゃないかなと思っているん
ですね。

任せしますよ、こういう体制だと思うんですね。
日銀と政府の関係と同じですよ。二％のインフレ

○東国原委員 少子高齢化というのは国の課題だ
と思うんですね、人口減というのは。だから、少
子高齢化を解決しますよ、細かいことは地方にお

び地方自治体の協力関係を規定。」とあるんです。
これはＪ―ファイルにあるんですね。

してもずっとこの憲法議論をされておられました。
ちなみに、二〇一二年の自民党のＪ―ファイルの
日本国憲法改正草案の中に、「第八章 地方自治
地方自治の本旨を明らかにするとともに、国及

憲法論議は、内閣としてはここではできないと
いうことがあるかもしれませんが、自民党さんと

方自治、九十四条の上書き権等々もそうなんです
けれども、ここに入れていただきたいと私は思う
んです。

確かに、待機児童、保育所

もう一つ、自治の本旨であります。
自治の本旨というのは、御案内のように団体自

いと思います。
○安倍内閣総理大臣

自民党の憲法草案には、九十二条、地方自治で
すね、「地方自治は、住民の参画を基本とし、住
民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実
施することを旨として行う。」こう書いてあるん

化するお考えはないか。
まずは総理、これを明文化するお考えがあるか
どうか、ちょっとお聞かせ願えればと思います。
○新藤国務大臣 今既に委員が、いろいろと研究

治と住民自治ということであるんですが、これが、
憲法とか地方自治法に定義されていないんですね。
明文化されていない。これが私はどうも、地域に
暮らす人たちが地域を自分から経営していく、治

です。
団体自治の定義づけ、これは法律用語辞典に載
っているんですけれども、一定の地域を基礎とす
る国から独立した団体を設け、この団体の権限と

していただいて自民党の憲法草案の方まで言って
いただきましたから、まさに我々そういう考えを、

の整備状況等は大きく異なるわけでございますし、
私の地元では基本的に待機児童はゼロという状況
になっておりますが、日本全体では、都市部では
そういう状況ではない。という中で、これは全て

ますが、現段階においては、つまり、これは国の
基本的な方針として、女性が子供を産み育てやす
い社会をつくっていくという国の大きな方針を示
して、今まではそうではなかったわけでございま

責任において地域の行政を処理する原則のこと。
これは、今総理が答弁されました責任なんですね。

地方自治の本旨というものを明確にさせる、そし
てその中で、地方がまずみずから治める、そうい
った地域運営、そしてそれを可能とする国家の統
治システム、こういったものを、必要なものを改

です。今後、憲法改正、そういうことになろうか
と思いますけれども、地方自治の中にこれを明文

すから、これは国の大きな方向転換をしなければ
いけない状況であろうと思います。

権限と責任なんですよ。それで、住民自治は、地
方における行政を行う場合にその地方の住民の意
思と責任に基づいて処理する原則のこと。これも
住民の意思と責任なんです。責任という言葉が必

善していかなくてはいけない、こういう思いがあ
るということであります。

めていくという気持ち、情熱、エネルギーに欠け
る一因ではないかなと思っているところがあるん

ですから、この問題については、今は国が積極
的に取り組みながら、その先には、今委員がおっ
しゃったように、基本的には、そういうサービス
は、地域のことを一番よく知っているのは地域の

ず出てくるんです。
これを、憲法を改正されますよね、そのときに、

基本的にそれぞれの地域で対応していくというこ
とがふさわしいのだろう、こう思うわけでござい

皆さんですから、サービスにおいては地域の皆さ
んが責任を持って決めていただけるという地方分

九条も大切でしょうが、やはり九十二条からの地

それから、ちょっと先ほどからの質疑を聞いて

権の姿が私は望ましいのではないかと思います。
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く。しかし一方で、何があっても揺るがないもの
があって国家というものが今まで築き上げられて

とを不断に自問自答しなくてはいけない。
我々は、国家を運営するという大きな責任を持
っていて、その中で、変えるべきことは変えよう
じゃないか、そしていろいろな議論はしていただ

ですから、自己中になっていないか、自分の都合
のいいところだけ言っていないか、こういったこ

いて、我々は、直すものは大胆に直すべきだと思
います。しかし、それはしょせん、全てが主観に
よって成り立っています、人の意見というのは。

ゃいましたね。理解を示さない人間に叱る。私も
叱ることはいいと思いますけれども、完全に否定

ことだと思います。
○東国原委員 子供がいるかどうかとお問い合わ
せなので、います。でも、手元にはいません。
それはそれでいいんですが、今、叱るとおっし

くないと思います。こんなことはけしからぬ。た
だ、言われてしまう我々も反省しよう、こういう

か。
だから、みんな今、軽く、そういった大切な職
業について下がったことを笑うのは、私は絶対よ

はり入れるべきだと私は思うんですね。大臣、ど
う思われますか。

「自主的、自立的かつ総合的に実施すること」と
いうのが入っているんです。自主的、自立的なん
ですよ。ここに、先ほど総理もおっしゃったよう
に、意思と責任に基づいて、責任という言葉をや

限と責任というのはパックなんですね、セットな
んですよ。ですから、自民党さんの憲法草案に、

それはおいておいて、さっきの意思と責任なん
ですけれども、これは責任なんですよ。やはり、
自主自立というのは責任が伴うものなんです。権

ですから、思いとして今の話は受けとめさせて
いただきたいと思いますし、これは、これからみ
んなで憲法の成案というのはつくっていかなけれ
ばいけないし、そういった作業に着手しようじゃ

○新藤国務大臣 気持ちは共有できると思います。
文言については、これは、我々もこの憲法草案を
つくるときに、けんけんがくがくの議論をしまし
た。そして、その言葉遣いを使うのは何を意味す

いけないんですよ。叱る前に、では自分が範を示
せ、背中を見せろという話なんです。
ちなみに、ベストテンの七位は公務員なんです。
ベストテンの七位が公務員ですよ。私は公務員を

ありませんかというのが我々の提案でありまして、
これはそのたたきであります。

はしませんけれども、それよりも、政治家の背中
を見て憧れるような政治家になれよという話なん
ですよ。黙っていても、この政治家、お父さん、
お母さんでもいいです、いつかは社会のため、国

言っているんだ、どうして人のために働いている
ことがおかしい、そういうことになりたいと思わ
ないんだと。子供のうちからきちんとそういうこ
とを言われていって育った子供は、恐らくそんな

否定は全然しません。地方自治の中にもいまして、
私は公務員の中にいましたから。一生懸命働いて

ですから、ぜひそういった思いを含めて検討し
ていくべきではないか、このように思います。
○東国原委員 ありがとうございます。
一九九五年ぐらいから地方分権というのが叫ば

きたわけであります。そこはしっかりと重みを持
って議論をすべきではないかと思うんです。
なりたい職業の政治家が百四十一番になった。
これはまことに、まず政治家自身が恥ずかしいこ

ふうに、職業を、公のために働いている人を後回
しにするようなことにはならないと思います。

いる人は働きます。あの方たちは、子供たちがな
ぜベストテンの七位かというと、安定している、
身分が保障されている、潰れない、そういう理由
が、地域のため、国家のために公僕として働きた

れ始めまして、地方分権ということが言われると
いうことは、どちらかというと、この国が中央集

るかということをきっちりやっていかなきゃなり
ません。

委員がお子様をお持ちかどうかは私はわかりま
せんが、結局、親がきちんとそういうことを教え
られるかどうか。学校の教育もそうでありますが、
やはり家の中で、何になりたいんだ、何になって

いというモチベーションより、そっちの方がどう
も多いらしいんです。それは親御さんのお勧めで

権ということなんですね。中央集権だから地方分

家国民のために役立ちたいと思うようなそういう
人間像が政治家なんですよね。それにならなきゃ

もいいけれども、誰かのために頑張れ、ずるをす
るな、自分のことばかりやるな、そういったもの

もあるらしいんです。

とだと思いますが、一方で、私だったら、そうい
う答えを出した子供を叱りますね。おまえは何を

をきちんと植えつけていくことが重要ではないの
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と思いま す。
確かに、この首都圏に人、物、金、権限等々が

の形成、これがまさに分権化ということですね。
東京一極集中を是正して、いろいろなところに大
きな山をつくって、そこを中心にして地域を栄え
させていく、活性化させていく、そういう構想だ

すけれども、首都機能等の維持強化及び分散化を
を図るとともに、日本海国土軸など多軸型の国土

権化しようじゃないかということだと思うんです
ね。
自民党さんのＪ―ファイルにも書いてあるんで

いいぐらいの話。
その後、国会が解散されまして、このときに、

の事務等の特定広域連合等への移譲を推進し、国
及び地方公共団体を通じた行政の効率化を図ると
ともに、住民福祉の向上に寄与する。これはもう
地方分権化の流れ、このセンターピンと言っても

は、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体
に委ねることを基本とし、国の特定地方行政機関

いわゆる出先機関改革法案が閣議決定されました。
去年の十一月十五日です。
出先機関に事務、権限を移譲する目的というの

たステップの一つともなるものである。 また、
自民党が同じく公約に掲げている多軸型国土の形
成や広域災害対応力の一層の強化については、九
州地方知事会としても共鳴するものであり、これ

進委員会において審議されてきたものであり、ま
た、自民党が掲げる道州制の本格的な検討に向け

会長の大分県知事の広瀬さんがこういうメッセー
ジを出しております。この色で塗ったところです
ね。「国の出先機関の地方移管は、平成十九年に
当時の安倍政権のもと設置された地方分権改革推

それに対して、この出先機関改革法案が閣議決
定されて廃案になった後に、九州広域行政機構も、

ださい、うちは広域連合でやりますよという覚悟
を示している。つまり、責任を持ちますよという
ことを今メッセージを出しているんですね。

でも、これが廃案になったんですよ。
そしてまた、関西広域連合のコメントもありま
す。
同じようなコメントなんですが、もう覚悟を決

九州地方知事会は、国の出先機関原則廃止の方針
に呼応して、九州広域行政機構を構想しました。
その出先機関改革法案が閣議決定されて、まあ、
解散して廃案になるんですけれども、それに対し

の出先機関を丸ごと移譲ということなんですね。
丸ごと移譲なんです。細かい事務、権限の仕分け
作業に時間を費やし、改革が停滞することを、こ
れは、事務、権限の移譲というのは重要なんです

めた広域連合としての地方はこういうふうに思っ
ているんですよ。この色の部分ですね。「地方分

一極集中しているのは、リスク管理、災害のリス
クの視点からいっても、やはり危険が伴います。
これは分散化するべき、そして、やはり多軸的に
なるべきだと思うんですね。

す。
○新藤国務大臣 地方分権と地方自立、これは密
接不可分のものである、このように思います。ま
さに、自立するために必要なものとして、地方が

が、もう丸ごとくれと。それぐらいの地方の覚悟
がありますよということを示しているんですよ、

権を進める見地に立てば、これは中央集権的行政
に固執する勢力を容認することとなり、ようやく
一歩を踏み出そうとしている分権改革の流れを断
ち切るだけでなく、中央集権の強化につながり、

ら国土強靱化に向けた取組と、特定広域連合への
移管は、両立し得るものと考える。」なんですね。

得られるべき権利、権限、これをつくっていかな
くてはいけない、こういう意味であります。

九州広域行政機構。
この機構が、その当時にできた九州広域行政機
構と関西広域連合なんです。これは両方とも同じ
ような感じなんですけれども、関西広域連合より

極めて遺憾である。」関西広域連合はこう出して
いるわけですよ。

て、九州広域連合ですね、こういう機構なんです
けれども、上から二行目です、国のブロック単位

それから、今の、分散、多極の多軸型国家にす
るというのは、これは分権の考えもあります。あ
わせて、やはり安全保障の考え、そういったもの
も我々は考えていかなくてはいけないんじゃない

はちょっと九州広域連合の方が、出先機関の全て
の事務事業について丸ごと移譲ということで、非

大臣、地方分権と地方の自立です。この関係性
について、大臣の御所見をお伺いしたいと思いま

か、こういういろいろな側面があると思います。
○東国原委員 二〇一二年十一月十五日、国の特

常に覚悟を示しているんですね。いつでも来てく

これについて、どう思われますか。

定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案、
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これは全国市長会から、国と地方の役割分担のあ
り方、大規模災害発生時の危機管理体制等につい

すると宣言されていましたから、十六日に解散す
るのがわかっている前の日に出したということで
す。
そういったこの閣議決定されたものに関しては、

です。失礼、国会には未提出でございますが、閣
議決定したのが十一月十五日。その前にもう解散

○新藤国務大臣 いろいろな意見があるわけです。
そもそも、十一月に出されたとおっしゃいまし
たけれども、国会に提出されたのが十一月十五日

すよ。東北が東北のことで、権限、財源を東北に
移譲して、細かい復興のメニューだとかプロセス

○東国原委員 先日、東北に地方公聴会に行った
ときに、仙台であったんですけれども、復興庁は
東北に置くべきだという地元の経済界の方たちの
強い要望もあったみたいですね。私もそう思いま

めるかを議論しましょうというような体制を今つ
くったところでございます。

つくって、その中で、これらのことも含めてきち
んとした議論をやろうと。もう一回ではありませ
ん。今までのものを踏まえて、どうしたら前に進

った有識者会議を設定して、私とすれば、これは
精力的に前に進めていきたい、このように考えて

それを審議する本部を、総理が本部長であります
が、全閣僚から成る本部をつくりました。そして
その中で、どのように進めていったらいいか、ど
うすれば進められるか、このための調査機能を持

いいのか、いろいろな議論があります。
ですから、そういったものについては、まず、

やります。
それから懸案の、広域へのそういった権限移譲
にするのか、それとも国の出先機関を統合したら

うんですね。
ですから、この出先機関の機能を、大臣がおっ
しゃったように、義務づけ、枠づけという細かい
事務、権限を移譲するのも大切でしょう。でも、

います。
○東国原委員 出先機関というのは、道州制への、
あるいは広域行政化への、分権化への第一歩だと
考えるんですよ。ですから、ばたばたの中で閣議

に関する中間報告もされまして、審議されてきま
した。今大臣がおっしゃったように、今後、この
出先機関あるいは地方分権等々をどうやって進め
ていかれるおつもりか、お聞かせ願いたいと思い

九州広域連合とか広域行政機構とか関西は、丸ご
と移譲してくれということを言っているわけです

とかいうのはもう東北にお任せする、こういう形
じゃないかなと思うんですね。これがメガリージ
ョン化というか、広域連合、広域行政のあり方だ
と思うんですね。

私は、地方分権の改革を推進す

て丁寧な議論が必要であるにもかかわらず、衆議
院が解散されるという慌ただしいときに法律案の
閣議決定を行ったことは、基礎自治体を重視した
地域主権改革の推進を標榜する政府の姿勢に反す

ているんです。一方で、御案内のように、九州や
関西の方からは、推進すべしというのもありまし
た。
ですから、いろいろな意見を踏まえて、我々と

ます。
○新藤国務大臣

よね。これに向かってやはりドラスチックな、大
胆な改革をやっていくべきだと思うんですけれど
も、いかがですか。
○新藤国務大臣 これは、そういう体制の整った、

決定されてというのはわかります。ただ、その方
向性、考え方というのは私は間違っていないと思

すれば、そういったものも捉まえて、その上でど
のように進めていったらいいか。自民党の案もご

る担当大臣であります。そして、事務、権限の移
譲、こういったものをしっかりと進めなければい
けないと思います。
ですから、まずは、できるところの義務づけ、

またはやる気になっている、そういうお気持ちと
いうのは大事にしなきゃいけない、このように思

第一次安倍内閣で、平成二十年八月、地方分権
改革推進委員会の勧告で、国の出先機関の見直し

ざいます。いろいろな案があります。今のところ、
まだ進んでいません。だとするならば、これから
私はこの地方分権の改革を進めていく上で、今ま
でのことも含めた上で、どのようにしたらいいか

枠づけ、分権の今できることは一まとめにいたし
まして、今までの積み残しのものも含めて、今回、

うんですね。

るものであり、まことに遺憾。もう重ねませんが、
町村会からは、極めて遺憾。こういう声も出てき

ということで、地方分権の改革本部というのを整
理いたしました。組織をつくり直しました。

一括法にして国会に出します。できることはまず

それから、地方分権の有識者会議というものを
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我々は、国家全体を今担当していただいている
行政の、しかもそこの所管をする大臣としては、
いろいろな声を聞きながら、とにかく私としても
前に進めていきたい、このように思っているわけ

このように思いますが、一方で、それに対しての
不安があるというのも事実であります。

当の災害時に防災機能が果たせるのかとか、そう
いういろいろな問題があるわけであります。
ですから、せっかく熱意を持ってやりたいと言
っている人たちの気持ちはきちんと受けとめたい、

うでないところが出てしまう、これは今度は国全
体として不安がある、また、そういったことで本

しかし一方で、全国市長会や町村会、そういっ
たところからは、それでは、そうやって広域の枠
組みができたところと、そこに委ねるところとそ

○東国原委員 私にはどうもそうは思えないです
ね。一括交付金とか出先機関、今までいいことも

の政党に対しても、いい意見はきちんと取り入れ
たい、その姿勢は示しているつもりでありますが、
そういったことで進めていきたい、このように思
います。

らやらないということは考えません。それは、い
ろいろなところで私は、民主党さん、またその他

ですから、私がやるべきは、これは、あらゆる
議論をいただいて、そういった声に耳を傾けなが
ら、私としては最適の対策を打っていこう、この
ように考えていますから、何々党が言っているか

でありますが、今、政府の中におります。行政の
長であります。

うのは。いかがですか、これは。
○新藤国務大臣 私はそう思っていません。
そして、私はもちろん自民党の所属の国会議員

すよ。そう思いませんか。
ですから、それを何か我々の思惑でどうかでは

い、このように思いますよ。だけれども、本当に
いいことだったらばやはり進むんですね。いろい
ろな問題があるから結局進まないわけであります。
どんなに邪魔されたって、いいものは必ずできま

ら。
それは、民主党の案のいいところは取り入れた

から、私は対立概念として中央集権と地方分権と
いうのは考えたくないなというふうに思っていま
す。先祖返りするつもりなんか毛頭ありませんし、
何事も前進しなくてはならないわけでありますか

統治というものがきちんとなし遂げられなければ
地方というのは存在できないわけですよね。です

ぬ、分権が望ましい、でも、先ほどから委員がお
っしゃっているように、分権したところで、国は
国なんです。ですから、国の権限、それから国の

それで、総務大臣、自民党さんが、民主党が進
める国の出先機関の特定広域連合への移管は断固

対策だって不安ですよ。懸念はありますよ。でも、
チャレンジしているわけですよね。今、日本に一
番大切なのはチャレンジなんですよ。だと思うん
ですよ。

先ほど、関西広域と九州行政機構が言っていま
したけれども、この出先機関の移管断固反対、出
先機関を進めていかないというのは、中央集権に
また先祖返りするんじゃないか、これは一括交付

政権政党ですよ。ぜひこの分権というのを進めて
いっていただきたいと思うんです。

民主党さんはやっていらっしゃるんですよ。それ
は評価は厳しいかもしれませんけれども、いいこ
ともやっていらっしゃる。そのいいことをやはり
後押しするような、それが政権与党といいますか

央の権限を保ったまま地方分権をしていこうとい
うような、そういう気持ちが何か伝わってくるん

ば、国として、国と地方はうまくいかないと思い
ます。
○東国原委員 大臣も、総務委員会でも何回も問
わせていただいているんですけれども、どうも中

ないかということであります。国は、中央集権で
も分権でも、どっちでもありません。両方なけれ

なくて、本当に実現できるようなふうに中身を詰
めていくことが重要で、私は何度も言っています
けれども、それは、今までの議論をきちんと受け
入れた中でその先を考えなければいけないのでは

それは、不安といえば、インフレ

反対とおっしゃっているんですよ。民主党が進め
る国の出先機関の特定広域連合への移管は断固反
対と。これは分権化というより、もう民主党さん
に対して感情論ですよ、恐らく。民主党が進める

金もそうですよ、中央集権化の強化じゃないかと
どうも映るんですね。いかがですか。

であります。
○東国原委員

ことだから嫌だと。何か、毛嫌いしているような
感じが見えるんですよ。

ですよ。（新藤国務大臣「違うよ」と呼ぶ）いや

○新藤国務大臣

そもそも、中央集権がけしから

方向性はいいですよ、出先機関を移管するとい
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ね。
だから、別に国と地方が対立しようとは思って
いません。私も全然思っていません。むしろ思っ
ているのは国ですよ。国が地方を信用しないんで

であって、地方の個性とか自主、自立性とかいう
のは最大限尊重していかなきゃいけないんですよ

分権が国をばらばらにしませんよ。諸外国の、
先進国の例を見てくださいよ。そんなのしません
よ。強い地方の連続体が国なんですから。国は、
一律の国全体にかかわる行政とか課題をやるべき

分権化をしていくんだというような答弁が多いで
すよ。

いや、総務大臣、そうですよ。個人がばらばらに、
地方がばらばらになっていくとばらばら感になっ
てしまうから、そこは、統治はきちんとしながら

それを私はやらせていただきたいと思っているの
であって、何か、皆さんの言うことを聞くならば
いいけれども、総合的に考えなきゃいけないので
はないかと私は思って、それをやらせていただき

ですから、両方のことを考えながら、最適なミ
ックスをどうしたらいいかというのを考えていく。

そして、地方のことばかりを言うのでなく、国
と地方、両方考えるべきではないんですか。委員
は地域のことをおっしゃるけれども、あなたは国
会議員でもあるわけであります。

ゃならないでしょう。ですから、一つのものの中
には両方の面があるということです。

て、住んでいる町によって教育のレベルや社会保
障のレベルや、そして公共施設の水準が変わって
しまっていいんですか。これはきちんとやらなき

れども、第一次安倍内閣で道州制の担当大臣が設
置されまして、これは佐田さん、渡辺さん、増田
さんですね。渡辺大臣のときに、道州制ビジョン
懇談会が設置されました。

くなって、これからやはり広域行政化、そのため
に市町村合併もしたんじゃないかと思うんですけ

言いましょうよ、人口増にしましょうよと。でも、
細かい政策は地方がやってくださいじゃないです
か。
道州制について、都道府県の枠組みが非常に狭

は、地方分権化に逆行しているんじゃないかと思
うんですよね。いいですよ、少子高齢化のことは

とを、一国の総理が本会議の代表質問の答弁で、
待機児童は大切ですよ、重要ですよ、それを言う
ようなことがあってはならないんじゃないか。私

麻生大臣は、その当時は道州制に後ろ向きだった
んですか。では、お願いします。（麻生国務大臣
「質問ですか、今のは」と呼ぶ。）
○山本委員長 質問だそうです。

ちなみに、麻生内閣では、道州制担当大臣とい
うのが任命されなかったんですね。されましたか。
私は今は国会議員です。ですから、国のことを考
えているんです。国会議員は、一地域のことを考
える国会議員じゃないんです。国会議員は国の代
表なんですよ。国の代表なんです。一地域の代表

○麻生国務大臣 だそうですと、何か自信なさそ
うにお答えでしたけれども。

たい、このように言っているのでございます。
○東国原委員 お言葉を返すようですけれども、

ではないんです。一地域の代弁者じゃないんです。
国全体のことを考えること、そうなんです。それ

今のことに言わせていただきますけれども、お
っしゃるとおりに、これは、平成十九年の一月に
道州制ビジョン懇談会というのが設置をされてお
ります。その後、平成二十年の三月にこの懇談会

すよ。どうせ地方にはできないだろうと。
先ほども、後から言いますけれども、税源移譲

か。
○新藤国務大臣

が僕は分権化だと思うんですね。
それで、今、都道府県とおっしゃいましたけれ
ども、今、道州制の、広域行政の話をしているん
です。都道府県をやめて道州制にしましょうとい

で中間報告が取りまとめられて、いわゆる道州制
の流れができたというのがその当時の流れですよ、

なんかして、地方で財政調整してくれと。国は絶
対に渡しませんよ、そんなことは。地方なんかで
絶対できるわけがないと。あるいは、できなくし
ますから、国は。そうなんですよ。何かあります

いんですよ。そうでしょう。国、県、市町村とい
うのは、同じ、その地域にあるわけですよ。です
から、分類すること自体が私はおかしいというふ
うに思いますよ。

う話なんです。大きな自治体にしましょうよ、そ
こに権限とか財源を移譲しましょうよ。

これは、県民でない国民はいな

そして、別に国に権限を残しておいてやろうな
んて思っているわけじゃありませんよ。だけれど

国が、先ほど冒頭言ったように、待機児童のこ

大体。そのときに流れができ上がったんですよ。

も、それでは、地域に勝手に任せてくれと言われ
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記憶しま す。
○東国原委員
時間がないので、ちょっと質問を

いうことで、私のところにおいては地方分権改革
担当内閣府特命担当大臣というのを置かせていた
だいた。道州制はもう流れはできたから、あえて
言うことはないということでさせていただいたと

こういった議論の進展があったものですから、
私どもとしては、これは流れができたんだからと

九州広域連合も、あのころ、県会議員のあれやら
何かで話をして、ああやってまとめられたでしょ
う、九州の。内容もよく知っております。

のはいつなんだ。去年、何か、近いうちにという
言葉がはやりましたけれども、早期とか近いうち

○東国原委員 済みません、自民党さんは、もう
案はでき上がっているんですよね。でき上がって
いるんですよ、基本法案は。もう提出するだけな
んですね。そうなんですよ。だから、早期という

ただ、時間的には大変、状況としては厳しい状況
にもなっているということではないかと思います。

しかし、いずれにせよ、我々はＪ―ファイルで
もお約束をしておりますので、できる限りこの国
会で成立をするように努力をしてまいりますが、

の後の五年以内、ちょうどこれは時間が合うんで
すよ。ですから、総理である、二期目の総理の最

いただきたいと思うんですね。
五年以内というと、例えば、総理が総裁を二期
六年やるとします。そうしたら、自民党総裁をや
られる中、六年ですから、今国会に出されて、そ

ているというふうに承知をしております。
○東国原委員 本当にスピード感を持ってやって

会で決めて、党議決定をするという段取りになっ
ていると思いますが、いずれにせよ、党としては、
精力的にそれは進めていこうということにはなっ

はなくて自民党全体としての約束でございますか
ら、誰が総理であろうとこの法案を成立させて、
御承知のように、これは基本法でございまして、
言ってみればスケジュール法案で、そのスケジュ

後に、仕上げの段階でこれを導入するというよう
な工程表を私は勝手に頭の中に入れているんです
けれども、どうですか。
○安倍内閣総理大臣 そこまで先のことを私も計

題だとか、出先機関を廃止するとか、そういうの
で踏み込んでいますよ。
でも、基本法案は自民党さんはでき上がってい
るんです。今国会で出しましょうよ。修正もでき

ールの中において道州制が進んでいくように、党
として努力をしていきたいと思います。

にといえば、数カ月以内というようなイメージで
すよ。
法案はできているんですよ。みんなの党さんも
でき上がっています。ただ、自民党案とみんなの

すとはっきり書いてありますね。早期成立を図り
というのは、ずばりいつでしょうか。道州制大臣
でも、総理でも。
○安倍内閣総理大臣 現在、自民党の道州制推進

ますよ。これは歩み寄れる範囲内ですよ、私が判
断して。出しましょう。どうですか。

○東国原委員 もう時間が来ましたのであれです
けれども、地方分権というのは最高の規制緩和だ
と僕は思っているんですよ。一銭も予算が要らな
い規制緩和だと思っているんですね。

飛ばさせていただきます。
道州制について、先ほど松浪委員から質問があ
りました。どういう工程でこれから進めていくの
かということなんですね。自民党の公約集、政策

本部で議論が進んでまいりまして、いよいよ党の
機関における最終審査の段階に入っているという

○安倍内閣総理大臣 今、党でどの段階かという
のは、恐らく政審、政調の……（発言する者あり
）そこまで行っていないの。今、我々、党の方は
党の方に任せているという仕組みになっているわ

ちなみに、最後、データを紹介して終わらせて
いただきますけれども、道州制にした場合、平成

算しているわけではございませんが、いずれにせ
よ、党の約束でございますから、これは私だけで

ふうに承知をしております。
当然、この国会というのを目指していくわけで
ございますが、この国会は、七月にも参議院選挙
が予定をされておりますので延長ができないとい

けでございますが、案が大体できているのは事実
であります。そのできた案を最終的に本部で決め

十四年の自民党の国家戦略本部国家ビジョン策定

党さんの案を読み比べてみましたが、やはりみん
なの党さんの方が踏み込んでいますね。税制の問

う中で、大変窮屈な国会になっておりますので、
全体の流れを見る中において党として判断をする

て、本部で決めた後、政審で決めて、そして総務

パンフレットには、道州制基本法の早期成立を図
り、その制定後五年以内の道州制導入を目指しま

ということになります。
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ですね。
こういったことも頭に入れて、ぜひ分権、そし
てまた広域行政による統治機構、統治システムを
変えるという不断の改革をこの政権はできると思

す。ＴＰＰに参加して実質ＧＤＰが毎年三・二兆
円の押し上げ、それを上回る歳出削減ができるん

〇〇八年試算で、道州制導入によって、全国の地
方公務員総人件費は一兆五千億、公共投資等の効
率化により四兆三千億、合わせて毎年五兆八千億
円の財源を生み出すことが可能ということなんで

ています。また、日本経団連のシンクタンクであ
ります二十一世紀政策研究会の研究によれば、二

委員会が出したデータによりますと、道州制の導
入により、経常経費、投資的経費合わせて毎年十
兆円程度の財政削減効果が期待できると発表され

うに考えておりまして、新藤大臣、私が出てくる
と、大体おわかりいただいておると思いますが、

そういう統治機構の改革というのがありました。
こういうお役所だけではなしに、私は、家庭に
よっては、家庭の統治機構を改革していかなけれ
ばいけないところもあるんじゃないかなというふ

人が認めているところだと思いますが、国から始
まって都道府県、市町村と、今の議論の中にも、

きょう、我々日本維新の会、三本の矢というこ
とで、統治機構について三人が続けて質問をさせ
ていただきました。とにかく、今の日本、統治機
構を変えていかなければならないということは万

いますので、御答弁の方もできるだけわかりやす
い御答弁をお願い申し上げたいと思います。

うことを考えておりまして、きょうの議論も、カ
メラを通じて、国民の皆様方がどういう議論をし
ているのかということを熱心に見ておられると思

と思います。
○稲田国務大臣

民の方が割と多く私の周りでもいらっしゃるよう
な気がいたしますが、国民が公務員さんを見て、
どこが問題だというふうに思われていると認識さ
れておられるか、どなたかお答えをいただきたい

ましたが、一方では、多くの国民は公務員さんの
ことを余りいい印象を持っていない、そういう国

りませんけれども、公務員制度の改革ということ
で質問をさせていただきます。
先ほど、我が党の東国原議員の方から、子供た
ちがなりたい職業七位が公務員だという話があり

革ということに焦点を当てて質問させていただき
たいと思います。ちょっと川柳とは違うかもわか

グレートリセットしていくというのが我々日本維
新の会の考え方でございます。
きょうの質問、私の方からは、公務員制度の改

方議員をさせていただいてまいりました。当時か
らとにかく念頭に置いておりましたのは、わかり

でこれを許します。馬場伸幸君。
○馬場委員 皆さん、お疲れさまです。日本維新
の会、馬場伸幸でございます。
私は、二十年間、大阪の堺市というところで地

○山本委員長 この際、馬場伸幸君から関連質疑
の申し出があります。松浪君の持ち時間の範囲内

すので、ぜひ進めていっていただきたいことを心
からお願い申し上げまして、私の質問にかえさせ
ていただきます。
ありがとうございました。

ことでございますが、とにかくそういった状態を

たりがあるんじゃないかなと思います。こういう
川柳がはやるぐらい、そんな御家庭もあるという

は、多分心当たりがあるんじゃないかなと思いま
すが、詠まれた方の旦那さんも、やり返しに奥さ
んのことをこう詠んでいます、まだ寝てる帰って
きたらもう寝てる。今笑われた御家庭も多分心当

奥さんが旦那さんのことを川柳で詠むんですね、
粗大ごみ朝出したのに夜帰る。笑っておられる方

質問に絡む川柳をいつも冒頭に申し上げることに
しております。
きょうの川柳は、各家庭で、統治機構を改革し
なければいけない家庭がある、そういう家庭では、

て、そして責任を自覚して、憲法に全体の奉仕者

の答弁でも申しましたけれども、国の統治機構、
そして行政にかかわる国家公務員が、誇りを持っ

んでした。やはりイメージがマスコミでつくられ
ているということもあるのではないかと思ってお
ります。
そして、やはり人が大事だということも午前中

もありましたが、政治家になる直前まで、選挙に
出る直前まで政治家にお会いしたことがありませ

えをいたします。
私も、政治家になるまで、国家公務員というか
官僚という職業の人に会ったことがなかったです。
そして、先ほど政治家のイメージが悪いという話

国家公務員担当大臣としてお答

うんですね。我々も、この道州制に関しては、地
方分権に関しては一生懸命後押しさせてもらいま

やすい政治を有権者の方々にお伝えしていくとい
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ますが、我々政治家においても、公務員さんにお
いても、やはり一部の心ない人間のせいで全体が

か、地方公務員が今二百七十万人おるというふう
に言われ ており ます 。
後ほど申し上げますが、これだけの人数がおれ
ば、いろいろな公務員の方がいらっしゃると思い

ならないと思っております。
○馬場委員 国家公務員の方は約二十七万人です

である、一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者であ
ると規定をされている、その本来の姿で職務に邁
進していただけるよう改革を進めていかなければ

では、公務員改革の具体的な点についてお聞きを
させていただきたいと思います。

想のもとで、この二点をベースに、この公務員制
度改革を考えていきたいというふうに思っており
ます。
そういう前置きをさせていただいた上で、それ

いますが、これがやはり政治とのかかわりをゆが
んだものにしているのではないかというような発

いただいておりますが、多くの職員さんは、農水
省に入れれば最後まで農水省、国土交通省に入れ
ば最後まで国土交通省という方がほとんどでござ

ろでございます。
○馬場委員 稲田大臣のもとで国家公務員制度改
革基本法をいかに具現化していくかという、いろ
いろ勉強会等もしていただいているやに聞いてお

う経過もございます。私のもとで、今、改革の集
大成ということで、検証、総括を行っているとこ

でありますけれども、まだまだ、その基本法に
書かれているさまざまな改革が道半ばでございま
すし、自民党政権下、民主党政権下でこの改革の
法案が三度提出されて、それが廃案になったとい

れらが基本法に基づく改革であると認識をいたし
ております。

直しを行ったこと、また、年金支給開始年齢の引
き上げに伴う無収入期間が生ずることのないよう、
国家公務員の雇用と年金の接続を図ったこと、こ

成立をいたしております。以来五年がたっている
わけでございますが、この間のいろいろな改革の
影響もありまして、私は、この改革基本法、中身
を見せていただくと、ちょっと今の現状に合わな

まず、この公務員制度改革、国の方でも、いろ
いろ法律の動きもあります。そして、国会でも多
くの政治家の皆さんが議論をしてきております。
今日までの公務員改革の経緯についてお伺いをい

本行革以来の議論を踏まえて、平成十九年に国家
公務員法を改正して、採用試験の種類や年次にと
らわれない能力・実績主義の徹底や、各府省によ
るあっせんを全面禁止する等の再就職に関する規

いんじゃないかというような部分であるとか、も
うちょっとブラッシュアップするべきではないだ

低い評価を受けているんじゃないかというふうな
思いもいたしますが、我々日本維新の会は、この
公務員制度を変えることによって本当に国民から
の信頼を取り戻す、そういう制度づくりを行って

な考え方を申し上げますと、身分から職業へ。公
務員さんというのは、一度試験を受けて就職しま
すと、よっぽどのことがない限り、また、自分で
もう早くやめたいなと思わない限りは、定年退職

制の見直しを行いました。
また、第一次安倍政権下では、国家公務員改革

ろうかというような思いを持ちますが、大臣のお
考えはいかがでしょうか。
○稲田国務大臣 私は、その改革基本法一条に書
かれている、職員の一人一人が、みずからの能力

りますが、先ほどおっしゃっていただきましたよ
うに、国家公務員制度改革基本法は平成二十年に

まで勤めることができるという制度が長く続いて
きております。しかし、もう時代は非常に変わっ

が戦後レジームからの脱却の中核であるという位
置づけをして、平成二十年には改革基本法をつく
りまして、その改革基本法に基づいて改革を進め
ているところでございます。

を向上させて、国民の立場に立って、自分の仕事
に自覚と誇りを持って職務に邁進するという、そ

公務員制度改革については、橋

てきておりまして、身分から職業へという時代に
なってきているのではなかろうかというふうに思
います。
そして、もう一点は、人材の多様性と移動性。

なお、基本法に基づく改革の成果としては、従
来のⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ種等の試験区分を、総合職、

の基本理念は大変すばらしいものだと思っており

たします。
○稲田国務大臣

人材がやはり硬直化してきているということも言
われておりますし、また片方では、霞が関では一

一般職、専門職等に改変するなど、試験制度の見

いきたいというふうに考えております。
我々、公務員制度のことを考えるときの基本的

つの役所に入りますと、いろいろ人材交流もして
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たように、では、なぜ五年たとうとしてできなか
ったのか、また十二条の労働基本権ですね、憲法

ると思っております。
○馬場委員 それでは、この基本法はこのままで
いいというお考えなのでしょうか。
○稲田国務大臣 先ほど委員が御指摘になりまし

治主導を確立させるなど、私は、やはり改革の基
本はこの二十年の基本法にあるのではないか、あ

ます。また、その基本法の中に書かれている、縦
割り行政を廃止して内閣人事局をつくる、また、
国家戦略スタッフ、政務スタッフなどを置いて政

自律的労使関係制度の措置というものについては、
ちょっと御説明いただくと、どういうような中身
でしょうか。
○稲田国務大臣 労働組合また労働者の方、公務

うに聞いております。
そこでお伺いをしたいのですが、この三点目の

たかもわかりませんが、このときの主な内容は、
幹部人事の一元管理その他の人事制度の改革、二
つ目が退職管理の一層の適正化、三つ目が自律的
労使関係制度の措置という、この三点であったよ

○馬場委員 ちょっと通告がきちっとできており
ませんので大臣にはちょっと答えにくい質問だっ

につくって、そして公務員に労働基本権を与えて、
人事院を廃止するというようなのが主な内容であ
ったと承知をいたしております。

めなければならないと思っております。
○馬場委員 ただいま担当大臣がそのようにお答
えになられました。
総理、今の御答弁、前回の提案された法律の中

労働協約締結権を与えてどれほどのコストという
か弊害が出るかということなどもきちんと見きわ

かれております。
そして、では国民の理解が得られたのかどうか、
これは大変疑問な点もあるのではないかと思って
おります。特に、国は破産はしないわけですから、

国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するも
のとする。」という、非常にたくさんの要素が書

律的労使関係の条文は、「政府は、協約締結権を
付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を
含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、

がいいんじゃないかな、国民的議論がまだそこま
で成熟されていないんじゃないでしょうかという
ような意味合いだったと思いますが、総理のお考
えはいかがでしょうか。

で保障されているところの労働基本権と、そして
人事院勧告の問題、内閣人事局にどれだけの権能
を持たせるか、非常に議論もあるし、それぞれ出
された法案が全て同じものではなく、それぞれの

いたしております。
○馬場委員 大臣は当時は内閣の一員ではなかっ
たと思います、平成二十三年ですからね。今大臣
になられて、直近のこの法案、特に今おっしゃっ

○安倍内閣総理大臣 これは、現在、党において
もさまざまな議論がなされているところでござい

の部分、公務員さんの労働組合に労働基本権を与
えるということについては、やや慎重に考えた方

ただ、行政府にある国家公務員改革担当大臣と
しては、この二十年の改革基本法に基づいて改革
を進めるべきだと考えております。
○馬場委員 それでは、先ほど大臣の答弁の中に

ていただきました自律的労使関係制度の措置とい
うものについては、御答弁にありましたように、

まして、今委員が御指摘あったような答弁ではな
かったとは思うんですが、これは、いずれにせよ、
この議論においては、公務員の組合に、労働基本
権についてどういう権利があるかどうかというこ

員に労働基本権、労働協約締結権を与えて、そし
て人事院を廃止するという内容であったと承知を

もありましたが、この改革基本法をもとに国家公
務員法の改正というものを行おうと、既に三度、

労働組合に労働基本権を与えるということがスタ
ートになっておりまして、その辺が我々日本維新
の会では少し考え方が違うんじゃないかなという
ふうに思うんですが、大臣は、この自律的労使関

とについては、これは基本的には慎重に議論して
いくべきなんだろう、このように思います。

考え方があり、議論もあることも事実でございま
す。

法案が提案をされております。
全ておっしゃっていただくと時間がかかります
ので、直近の、平成二十三年に提案をされた国家
公務員法の改正案、これについては、主な内容は

係制度の措置というものについて、どうお考えで
しょうか。

ちょっと今の総理の答弁はよくわか

どういったものだったでしょうか。
○稲田国務大臣 二十三年度の法案は、同時に二

○馬場委員

○稲田国務大臣

今委員が御指摘になりました自

十年の改革基本法も改正をして、公務員庁を新た
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人権である労働基本権が制約されていることの
代償措置として、国家公務員に対し、適正な給

も、この中の三百十六番には「人事院勧告制度の
尊重」という項目がありまして、ちょっと読ませ
ていただきます。
人事院勧告は、国家公務員において憲法上の

あります。安倍総裁の顔が写っておられる「日本
を、取り戻す。」というパンフレットですけれど

らないですし、ちょっとおかしいと思います。
私の手元に、去年の衆議院選挙のときに自民党
さんが出されたＪ―ファイル二〇一二というのが

から、要は団体交渉とかストができない、だから
人事院でいろいろな労働条件の管理をしていこう

まいりたいと思っております。
○馬場委員 総理にお答えをいただきたかったわ
けでございますが、今の大臣の御答弁にもありま
すが、一般的には、労働基本権が制約されている

なされているところでございますから、その方向
性なども見きわめながら、改革というか検討して

し上げたわけであります。
また、今、党の方で、この国家公務員改革に関
して議論もなされておりますし、与党でも議論を

はいかがですか。
○稲田国務大臣 最高裁の判決で、労働基本権は

集大成を進めているところでございます。
○馬場委員 いや、その方向性はわかっておりま
すが、そういう中で、公務員の労働組合に労働基
本権を与えるということについての大臣のお考え

のために機能する公務員制度改革という視点から、
今まで出された法律も含め、検証、総括、改革の

フ、国家戦略スタッフなど、さまざまな要素が書
かれておりまして、その全体として、先ほど私が
申しました一条の改革の目的に合った、国家国民

いと思っております。
○馬場委員 きょうは、人事院の方、お見えにな
られているのでしょうか。要請をしていないので、
お見えになられていないかもわかりませんが。

公務員にもあって、それを制約するために人事院
は措置されているというふうに判決の中で書かれ
ております。
そして、先ほど、労働基本権については、十二

せん。したがって、第三者機関による賃金決定が
必要になってくるということで、労働基本権は与
えることができないという考え方に立てるという
ふうに思いますが、この方向性ですね、国民的な

（発言する者あり）要請しないとお見えにならな
いと。はい、済みません。

という考えであるというふうに言われております。
大臣もおっしゃったように、会社ではありませ
んので、倒産がありません。行政には倒産という
ものがありません。したがって、会社のように、

これはもう明らかに、自民党が、公務員の労働組
合に、団体交渉権、団体協約の締結権を付与すべ
きではないというふうに読み取れますが、総理、
どうですか。

議論をされるとかおっしゃっておりましたが、今
後の大臣のこの問題に対する進め方というのは、

人事院が平成二十四年に勧告を出したときに、
二十三年に提案されている政府提出法案について、
協約締結権付与の問題点というのを指摘している
んですが、これにお答えできる方、どなたかいら

与を確保するという重要な機能を有するもので
あり、政府として人事院勧告を尊重すべきこと
は当然のことです。
しかし民主党内閣は、公務員の労働組合に団

○稲田国務大臣 私が先ほど答弁をいたしました
のは、十二条というのは、先ほど読み上げました

どういう方向でお進めになられるおつもりか、お
考えをお聞かせいただきたいと思います。
○稲田国務大臣 今、この問題に関するとおっし
ゃって、自律的労使関係のことをおっしゃってい

っしゃいますか。
そうしたら、通告しておりませんので、この問

条でさまざまな要件が書かれておりますので、そ
の点についての検証をして方向性を決めていきた

ように、費用と便益、国民に全体像を示す、そし
て、国民の理解のもとにと、非常にたくさんの要
件があります。そして、国は破産をしない中で、
労働協約締結権、交渉権、争議権もあるかもわか

るのかと思いますが、この二十年の改革基本法の
中には、自律的労使関係だけでなくて、人事局の

題は次へ譲るといたしますが、大臣、ほっと一息

利益が出たから、その利益配分の一環として給料
を渡す、ボーナスを渡すという考え方ではありま

りませんが、それを与えていくということになる
と、一体 どう いうこ とにな るのかと いう こと も 、

問題だとか幹部人事の一元化の問題、政務スタッ

体交渉権、団体協約の締結権を付与しようとし
て、人事院勧告を尊重していません。

きちんと検証しなければいけないということを申
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すが、いかがでしょうか。
○安倍内閣総理大臣 ただいま稲田大臣から答弁

がいまして、きちっとした方向性を出していただ
きたいと思いますし、総理の思いを十分大臣にも
お伝えいただいて、方向性は、やはり総理がぴし
っとしたラインを出していただきたいと思うんで

しゃっておられるわけでございまして、この公務
員制度改革の根幹の部分であると思います。した

つかれましたか。
この辺は、私は、安倍総理、第一次の内閣のこ
ろから戦後レジームからの脱却というふうにおっ

も、麻生大臣から教えていただきまして、常に三
割は働いていない、こういうことですか。（馬場

出てくる話があります。俗に言うアリの法則とい
う話ですが、新藤大臣、このアリの法則という話、
御存じでしょうか。この法則を御存じでしょうか。
○新藤国務大臣 私、知らなかったんですけれど

というふうに聞いております。
この人事評価システムを議論するときには必ず

次は、人事評価システムについてであります。
人事評価システムは平成二十一年に始まりまし
て、いろいろな試行錯誤を今現在重ねておられる

明いただきたいと思います。
○新藤国務大臣 これは、やはり第一次安倍内閣

されてこられまして、なかなか今まで完成形とい
うのはございません。
今現在、国の方でこの人事評価システムが行わ
れておりますが、この中身について、簡単に御説

から、行政でも民間でも、この労務管理であると
か人事管理、人材の育成とか、非常に皆さん苦労

が、また三割、四割、三割になるということで、
労務管理とか人事管理の難しさを例えて言うのが
このアリの法則というものでございまして、古来

その人事評価は、まず、各官職に求められる能
力、標準職務遂行能力が実際に発揮されたか否か
を年一回評価する能力評価、そして、半期に一度
の面談を通じて定められる業績目標に対する達成

なんですね。第一次安倍内閣、平成十九年の国家
公務員法の改正によって導入されました今の人事
評価制度であります。そして、それは、平成二十
一年の十月から全府省で実施、さらに、二十四年

ごく働くアリなんです。人一倍働く、いや、アリ
だからアリ一倍ですね、アリ一倍働くアリが三割。
四割ぐらいは、与えられたことを与えられたとお
りぐらいにこなす。最後の三割は、ろくでもない

状況を評価する業績評価、この二つから構成され
ておりまして、それを、一般の職員については五

委員「そうですね」と呼ぶ）はい、では、そうい
うことでございます。
○馬場委員 簡便な答弁をありがとうございます。
もうちょっと詳しく説明させていただきますと、

であるわけでございます。
その中においてこの公務員制度をどう改革して
いくかという議論を行ってきたところでございま
して、ただいま大臣から答弁をしたような趣旨の

アリだ。人の餌をとって食べたり、全然働かない
アリ。

段階に評価するということであります。そして、
その人事評価の結果は、人事院が定める基準に従
いまして任免、給与等に活用されている、こうい
うことでございます。

をさせていただきましたが、基本的に、労働基本
権の問題については、この基本権において、争議
権等について、これは行使をできないことにして
いるかわりに人事院が存在をしている。それに対

留意すべき課題について議論をしながら公務員制
度改革を進めていきたい、こう思っております。

大体、組織は、この分類で分かれるらしいんで
す。
この働かないアリを、ずばんと三割切って巣か
ら追い出してしまったら、そこそこ働くアリとよ

○馬場委員 皆様方のお手元にも、この人事評価
のシステムについての説明資料をお配りさせてい

の一月から昇給等についての全面的な活用を始め
たところであります。

○馬場委員 最近歯切れのいい安倍総理でしたが、
きょうのこの問題はなかなかはっきりしたことを
おっしゃらないなというふうに思いますが、次の
ときにまたこの議論はさせていただきたいと思い

く働くアリになってすごく巣の中がよくなるんじ
ゃないかというふうに考えますが、これは、実は、

ただいております。

いろいろ数字はあるんですが、三割、四割、三割、
アリはその分類に分けられる。初めの三割が、す

ます。
時間の関係がありますので、次の問題に移らせ

実際実験をやってみると、この三割、四割のアリ

する、いわばそれは最高裁の判例を引いてきてい
るわけでございまして、当然、それは重たいもの

ていただきます。
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的な評価のもとにそれらを給与等に反映させる、
そういう仕組みにしたというふうに聞いておりま

この中身を把握されておられましたら、御答弁い
ただきたいと思います。
○新藤国務大臣 私、詳細には承知しておりませ
ん。しかし、人事評価を厳しくして、そして客観

コミ等でも随分話題になりましたが、この大阪で
成立した職員基本条例、主な点で結構なんですが、

この人事評価のシステムについては、昨年でし
たですか、一昨年でしたですか、大阪の方で職員
基本条例というものが成立をいたしまして、マス

ば、その人にとっての、どのように頑張っていら
っしゃるか、こういうようなこと、また、その目

ます。
そして、その人事管理の基礎というのは、職員
一人一人の職務遂行能力、勤務実績をできる限り
客観的な基準に基づいて把握する。これは、いわ

ゆる側面で活用する能力・実績主義の人事管理を
行う基礎、このように位置づけているわけであり

法上に、給与のみならず、適材適所の人材配置、
それから的確な昇進管理、そして職員の人材育成、
自己啓発促進や勤務意欲の向上、人事管理のあら

ですから、現状においては、それが結局どうな
っているかというのはまだ取りまとめをしていな

そして、給与については、本省職員については三
年やりましたが、地方機関の職員については二年
やっているということで、段階的に実施してきま
した。

り、そういった統計をとっていないんですね。
それは、まず、平成二十一年から始めました。

○新藤国務大臣 これは、私の方も問題意識を持
っています。
結論からいうと、各府省は、データを合算した

ことなんです。今の大臣のお答えもそういうお答
えでした。
私は、ちょっとうがった見方をさせていただき
ますと、その資料を出すと大変なことになるんじ

い、こういうような状況がございます。
○馬場委員 これを私が資料請求させていただい
たら、総理、そういう資料はないというんですね。
これほど優秀な方がそろわれておられる霞が関で、

○馬場委員 その資料も皆様方のお手元に配らせ
ていただいております。「評語等の解説」という
見出しがついておりますが、国の場合は、能力評
価、業績評価、二つの系列に分かれておりまして、

ゃないかな、そういう懸念があって資料が出てこ
ないんじゃないかなと思います。

的とするところを達成したかどうか、こういう絶
対評価というようなことにしております。
一方で、昇給だとか勤勉手当の成績率、こうい
った人事評価の結果は、活用する段階においては、

されるかというやり方であります。大阪の職員基
本条例は、この絶対評価から相対評価に変える、
五ランクあれば、五つのランクにどの程度の配分
があるかということを事前に数値として決めると

それぞれを絶対評価しているということでござい
ます。

それはなぜかと申しますと、これも皆様方のお
手元に配らせていただいております、私がかつて
所属しておりました大阪府堺市でこの人事評価の
議論をしたときの資料でございますが、「人事評

す。
○馬場委員 さすが大臣、的を得た御答弁をいた
だきました。
この大阪の職員基本条例の特徴というのは、今

いうことでございます。したがいまして、必ず、
一番いい評価から一番悪い評価まで数字が出てく

そこで、大臣にお聞きしたいんですが、先ほど
おっしゃられました全体評語、全体的な評価とい
うのが、能力評価、業績評価、両方にあるんです
が、一番いい評価がＳになっています。その後、

価の実態」という資料があります。
これを見ていただきますと、一番上、堺市の場

Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、それぞれ何人の職員さんが
その評価になっているかという資料はないという

るということになります。そして、一番低い評価
が二回続きますと研修等の措置に入る、それでも
職務の改善が認められない場合は免職処分になる
ということになっております。

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄと五段階になっているんですが、
これのそれぞれの評価の数字はどうなっているか、

合は、管理職が六百六十人おりまして、絶対評価

人事院の定めるところによって、必要な相対化が
行われているということでございます。

この制度について、国の方では今どういう評価
の仕方になっておりますでしょうか。

大臣、把握されておられますか。

まで大体、この行政の人事評価というのは絶対評
価で行っております。その人がどのランクに評価

○新藤国務大臣 人事評価、これは、国家公務員
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と思いま す。
これは参考までに、真ん中の段ですね、学校の

とＣ、ほぼＢに、九〇％の職員が属しているんで
す。
私は、冒頭申し上げましたように、アリの法則
から考えますと、こういうことは絶対あり得ない

人なんですね。そして、一番下の評価であるＤは
ゼロ、ゼロ％、ゼロ人なんですね。要は、ＡとＢ

で評価をしておりました。百点から九十点という
のが、いわゆるＳです。その後、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ
と分かれておるわけですが、何とＳは〇％、ゼロ

うことは、私も今、問題意識を持っているところ
でございます。

らに標準よりも下がる、こういうところを分類し
てやっているということでありまして、それぞれ
がきちんとやっております。
ですから、全体的な網羅がなされていないとい

れから優秀な人二五％、これで大体全体の三割で
す。その残りの七割の中で、標準と、それからさ

それからボーナスの方も、勤勉手当、これは年
二回、実績評価に基づいて行います。
これは、上位の者から、特に優秀な者五％、そ

いた展開なのか、あるいは訓練名目の展開なのか
ということが明らかになっておりません。

その中で、もう既に報じられておりますが、市
ケ谷あるいは朝霞、習志野といったところにＰＡ
Ｃ３のミサイルが展開をされておりますけれども、
これは、現在は、破壊措置命令というものに基づ

るいは法に基づく政府の対応だというふうに思っ
ております。

たしておりませんが、私は、統治機構の一番の根
本はやはり国の安全保障にかかわることだろうと
いうふうに、あるいは安全保障にかかわる法、あ

なのか、それとも今申し上げました破壊措置命令
なのか、まず、その点について伺わせていただき
たいと思います。
○安倍内閣総理大臣 たび重なる北朝鮮の挑発的

破壊措置命令ということであれば、法的には、
閣議決定が必要でありますし、閣議決定の前には
安全保障会議に対して諮問をしなければいけない
というのが今の法律の状況でありますけれども、

方では、いろいろな制度、休暇制度を使って、数
日出勤しただけで三年間ぐらい休んでいる、そう
いった怠慢な公務員さんもいらっしゃいます。
きちっと、我々政治家、そして公務員に信頼を

な言辞に対して、日本としては、国際社会と連携
をしながら対応していくこととしておりますが、

○馬場委員 時間が参りました。
大臣、自信満々にお答えいただきましたので、
できるだけ早い段階で、それでは、同じような表
をお渡しいただきたいというふうに思います。

ないかなというふうに思うんですが、どうですか。
○新藤国務大臣 それはちょっと違います。ちゃ
んとやっているんです。
人事評価の中で、能力評価というのがございま

寄せていただけるように、我々も頑張ってまいり
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

政府としては、国民の生命と安全を守るために万
全の態勢をとっております。
そして、個別の対応につきましては、まさに政
府のというか日本国の戦術にかかわることでござ

職員さん、教職員の方の評価を出していただきま
した。これも一目瞭然であります。ＡとＢに九六
％の評価 が集中 して いる。
私は、恐らく、今の国の評価システムのものを

す。この能力評価と実績評価というのがありまし
て、能力評価は年一回、実績評価は年二回やって

ありがとうございました。
○山本委員長 これにて松浪君、東国原君、馬場
君の質疑は終了いたしました。
次に、浅尾慶一郎君。

いますからつまびらかにはできないのでございま
すが、今御質問の破壊命令、実際に飛んできたミ

現在展開されているものが、これは総理に伺いま
すけれども、どういう法的根拠に基づいて、訓練

いるんです。
まず、昇給に関しては、能力評価と実績評価の
組み合わせによって、上位の者、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、
Ｅと五段階に分かれておりまして、そのうちのＡ

○浅尾委員 みんなの党の浅尾慶一郎です。
きょうは、統治機構、そして行政改革、政治改

サイルが日本人の生命、安全を脅かす場合に破壊

公務員さんは、私の経験でいいましても、一生
懸命やっておられる方がほとんどです。ただ、片

が五％、Ｂが二〇％、そしてＣが平均、標準であ
りますが、以下、あとＤ、Ｅと含めて七五％、こ

革ということでありまして、冒頭、質疑通告をい

出していただいたら同じような傾向になっている
んじゃないか、だから出していただけないんじゃ

ういう中になっています。
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が我々の認識しているところ、これは多分、安倍
総理もそういう認識だと思います。

○浅尾委員 私がこのことを質問させていただい
たのは、どことは言いませんが、我が国の周辺に
おいては、安全保障上の活動あるいは軍事的な活
動について透明性に欠けるところがあるというの

ての命令でございますが、それで可能となるとい
うことでございます。

をするということについては、それは事前に既に
閣議決定がなされておりますので、防衛大臣の命
令、防衛大臣の命令は基本的に総理の指示に従っ

とにもなるということもございまして、イージス
艦あるいはＰＡＣ３の配備状況等も、これはまさ

として対応していくべきだろう、このように判断
をしたわけでございます。
いずれにしても、どこでどう対応をとったかと
いうことを今の段階で相手に知らしめてしまうこ

令を出したかということは、今回においては、む
しろそれは明らかにするよりも、しっかりと実態

でございますが、不断の、我々も、国民の生命、
安全、もちろん財産も守っていくという対応をし
ていくという中にあって、具体的に今どういう命

いうふうに思います。
そういう意味では、私は、新しい公共という考

公のことに対して民間が関与するのかという、要
するに、公的なことですけれども、民間の活力を
使うことによって、大きな政府でなく対応してい
くということも十分考えられるのではないかなと

ーマでありますけれども、行政改革ということを
考えた場合に、全てを官が行うのか、あるいは、

ただいて、通告させていただいた質問に移らせて
いただきたいと思います。
まず、きょうは行政改革ということが大きなテ

○安倍内閣総理大臣 いわゆる公共という概念に
おいて、これは、公共は必ずしも国が担うものだ
けではないという考え方なんだろう、このように
思うわけでございます。

え方、この考え方自体は引き続き推進していくべ
きなのではないか、ＮＰＯやさまざまな非営利団
体が公に関与するという考え方自体は推進してい
くべきだというふうに思いますが、まず総理に、

応をとっているかということは、むしろ言わない
方がいいだろうという判断に至ったところでござ
います。
○浅尾委員 幾つか論点があると思いますが、一

そこで、新しい公共という考え方ですと、若干
違和感を感じるのは、まさに新しくいきなりそう

にこちらの手のうちになるということでございま
して、前回は既に場所も決めておりますので、ど
こからどういうふうに飛んでいくという中におい
ての配備であったということでございますが、今

ためだということを公表された方がよかったので
はないかと思いますが、その点について、もし御
認識があれば、伺えればと思います。
○安倍内閣総理大臣 今回、北朝鮮はまだミサイ

番の根本は、破壊措置命令を出すということと、
どこにＰＡＣ３を配備するかということは、破壊

いう考え方が出てきて、そういうＮＰＯであれ、
さまざまな団体が出てきたかといえば、そもそも
日本には地域地域にそういう助け合いの組織があ
ったわけでございまして、その地域地域の助け合

であるとするならば、今申し上げました事前の
閣議決定も含めて、むしろこういう形で、今はそ
ういうふうにおっしゃっていただいたから結構な
んですけれども、政府としては、我が国の対応と

ルを具体的に発射すると、これは昨年のミサイル
発射のように、指定の海域、時間を既に通告して

措置命令を出したことの公表は当然のことながら
していただいた上で、どこにあるかというのは非
公表という方が、むしろ透明性が高いのではない
かなというふうに思います。

いがまさに公共を担っているということではない
だろうか、こう思うわけでございます。例えば消

新しい公共ということについての基本認識を伺い
たいと思います。

発射するというスタイルではないものでございま
すから、いつ発射するかどうかというのは極めて
不明確でございます。
その中において、どういう対応をとるかという

あわせて、どこにＰＡＣ３が配備されているか
というのはテレビでもうさんざん報じられてしま

防団一つとっても、これはまさに地域の若者が、

回はそれが全くわからない状況の中での対応にな
っておりますので、我々としては、今どういう対

ことについては、これは韓国とかまた米国とも相
談をしながら、北朝鮮に対する、これはある意味

っていますので、その点について指摘をさせてい

しては、しっかりと透明性に基づいた行動をして
いる、これはあくまでも国民の生命と財産を守る

の、場合 によ っては メッセ ージにな って いく わ け
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に思いま す。
○浅尾委員 もちろん、今おっしゃったような消

て、人間同士のきずなを生かして、そういう公の
役割を担っていく、これは当然あるべきであろう
と思うわけでございまして、そこを強くしていく
ということも極めて重要な観点だろう、このよう

れはそもそもあったんだろうと。
ですから、そういう地域地域のきずなを生かし

本来であれば、東京であれば考えられないわけで
ございますが、消防署がやる仕事を地域の若者た
ちがやっているということでございますから、そ

っております。
ただ、新しい公共という名前をそのまま使うと

ト面だけじゃなくて、その精神が極めて大事だと
思っております。でありますので、安倍内閣とい
たしましても、この共助をしっかり高揚していく
ような、そういう仕組みはつくっていきたいと思

わけでありますし、みんなで助け合うという共助
の精神というのは、社会を支えていく上で、コス

○甘利国務大臣 委員から御指摘がありましたと
おり、全てを公共が、つまり行政がやるとなると、
これはもう大変なコストがかかる、税金がかかる

盤が弱いものですから、こういったものへの活動
支援のための税制措置だとか、それから、そもそ

くれる仕事もあります。それから、農地を借りて、
都会から若い人を呼んで、そして耕しながら、農
家の皆さんと一緒に農業をやっていくとか、いろ
いろな仕組みがもうできているけれども、財政基

していますね。それから、ベビーシッターも、預
かりではなく、個人的なベビーシッターをやって

ざいます。
それは、例えば子供が病気になったときにお医
者さんに連れていってあげる仕事、もう既に成立

ばＮＰＯとかＮＧＯとか、アメリカでは十年間で
一千万人以上の雇用が創出されています。こうい
った新しい仕組みというのは取り入れるべきだ、
こういうことでございます。

も活動資金を基金をつくってやっていこうじゃな
いか、こういうＣＢ、ＳＢというんです、この仕
事を進めておりました。
名前は、政権がかわって、新しい公共というふ

トさせたいと思っておりまして、今、副大臣を中
心に、開催に向けて下段取りをしているところで
ございます。
○新藤国務大臣 所管外で出てきて申しわけない

○浅尾委員 私は、名前よりも、今まさにおっし
ゃっていただいたように、共助というか、公に属

いうことは実は考えておりませんで、新しい公共
は、鳩山総理のときの話ですよね。鳩山さんの専
売特許であると思いますし、だから使いたくない
ということではないんですけれども、新しい名前

すが、その推進会議の開催の状況についてお伺い
したいと思います。
○甘利国務大臣 前政権下で、「新しい公共」推
進会議というのが開催をされております。最後に

んですが、ぜひこれは御認識いただきたいと思い
ます。

するようなことについて、民間も入って、よりよ
いサービスを肥大化しない政府でもってやってい
くという発想は、ぜひとも進めていただきたいと
いうふうに思います。

防団とか従来あったものも含めて、本業がほかに
ある方が公のために活動する、それを支援してい
くということは、その形態が何であれ、私はどん
どん進めていくべきだろうというふうに思います。

開催をされたのが、平成二十四年の十月の十六日
と承知をいたしております。

この新しい公共の概念は、その前に、自民党福
田内閣のとき、これをソーシャルビジネス、コミ
ュニティービジネスといって、社会的課題を解決
するための新しい仕事の仕組み、こういったもの

今、新藤総務大臣が所管外だけれども応援を言
っていただいて、別に何党の手柄ということじゃ

うにしていただきましたが、精神としてはもとも
とから始まっているものであって、これは、いわ

○浅尾委員 今後、安倍政権においては、先ほど
もおっしゃった、例えば消防団も含めて、もちろ
んＮＰＯも含めてだと思いますけれども、こうい
った概念を推進していくつもりがあるのかないの

をこの国の中につくっていこうではないか、こう
いう研究会を始めました。私が当時副大臣のとき

なくて、ぜひ進めていただきたいと思いますが、

というか、共助社会づくりというようなことで、
共助社会づくり懇談会というような仮称でスター

か、そして、あるとするならば推進会議を開催す
る予定があるのかないのか、あわせて伺いたいと

に自分でやったものですから、そういう概念がご

この新しい公共ということを考えた場合に、推
進会議というものが存在するというふうに思いま

思います。
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て、税制上の措置で支援をしていくという形がい
いのだろうと思います。

うことはできませんし、むしろそうではない方が
いいだろうということでありますから、今、新藤
大臣が答えたように、社会的な課題を解決してい
くために、そうしたＮＰＯ、ＮＧＯ等々を設立し

て、私もよく整理ができたんです。
まさに公の役割を国なり地方公共団体が全て担

その点について、総理のお考えを伺いたいと思い
ます。
○安倍内閣総理大臣 今の議論を聞いておりまし

制度としてかなり実施に移されておりますけれど
も、ＮＰＯとの人事交流あるいはシンクタンクと

タンクという言葉がありましたけれども、新しい
公共というか、民間に属するところ、特にＮＰＯ、
シンクタンクと霞が関との人事交流というものに
ついては、民間企業との人事交流というのは現在

それをしっかり見きわめたいと思っております。
○浅尾委員 もう一点、先ほど総理からもシンク

徹底すれば、かなり裾野が広がっていくというふ
うに承知をいたしております。
まずは、この二十三年度税制改正の定着ぐあい、

平成二十三年で、全国の平均が四百四十一万円、
公務が八百十八万円という、産業別では一番、正

公務が倍近いんですが、取り上げるたびに数字の
計算根拠が変わって、少しずつ数字が変わってい
くというのもなかなか不思議だなと、これはちょ
っと指摘だけさせていただきたいと思います。

三回目なんですけれども、取り上げるたびに、今
でも高いんですよ、比較すると、全国平均よりも

用者報酬というのを取り上げさせていただきまし
た。
私、今回、この数字を取り上げてみて、今回で

になってのまず安倍総理の感想を伺いたいと思い
ます。
○安倍内閣総理大臣 この公務員の八百十八万と
いうのは、これは全部足し込んでいるんですか。

確に言うと、この数字でいうと石油・石炭製品と
いうところが若干ことしの数字では高くなってい
ますけれども、ことしというか、今度計算方式を
変えた数字では高くなっていますけれども、去年

案能力を磨いていく、いわば武者修行をしながら、
民間のもとにおいて新しい発想で政策立案能力を
もっとダイナミックに磨いていくということも大
切でしょうし、同時に、シンクタンクの人たちが

（浅尾委員「地方公務員も含まれます」と呼ぶ）
これが高いか安いかということなんですが、公

の人事交流というのももう少し、ないわけではな
いと思いますけれども、実施をしていったらいい
のではないかと思いますが、その点について、も
し総理のお考えがあれば伺いたいと思います。

ということがその活動を拡充していく上では非常
に重要だろうというふうに思っておりまして、私
は、個人的には寄附税制、もっと寄附をしやすく
するべきだというふうに思っておりますので、安

実際に行政を行う現場に行って、今まで自分たち
がつくってきた政策が果たして実行可能かどうか

務員の場合は身分が保障されているということを
勘案すると、国民的にはこれは高いという印象を
受けるかもしれない。しかし、多くの公務員は、
非常に真面目に、無私の思いで仕事に熱中をして

また、シンクタンク等についてもそうなんだろ
うと思いますが、そういうものが社会的な役割を
担っていくことによって活力を得ていくことがで
きるだろう、このように思います。

倍政権のその点についてのお考えをぜひ伺えれば
と思いま す。

ということを経験していく、また、それによって
刺激になり、新しい動きにつながっていくんだろ
う、このように思います。
○浅尾委員 それでは、行政改革の方の話に移ら

いるわけでございますし、また同時に、公務員の
いわば腐敗を、こうした形で保障することによっ

段階では公務が一番高かったんです。
そういうことも含めて、素朴な、数字をごらん

○甘利国務大臣 重要性はよく認識しておるつも
りでございますけれども、委員御案内のとおり、
二十三年度税制改正においてかなり使いやすくし
たつもりでございます。従来の所得控除の制度に

せていただきたいと思いますが、何回か実は予算
委員会で、政府の統計でありますこのＳＮＡ、国

て一掃してきたという歴史もあるわけでございま

○安倍内閣総理大臣 特にシンクタンクとの間に
おいて、国の公務員が人事交流をしながら政策立

加えて、税額控除というのを導入いたしました。
それから、寄附、優遇の対象となる認定ＮＰＯ法

民経済計算確報というものに基づいた産業別の雇

○浅尾委員 今おっしゃいましたＮＰＯについて
も、ＮＰＯに限らずかもしれませんが、寄附税制

人の要件の緩和もいたしております。要件緩和が
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っと統計を変えて少し数字が下がるようになって
いるんです。それは、説明では、非常勤の人も入

んですが、去年予算委員会で出した、同じ、直近
は平成二十三年まででありますから、平成二十二
年、ここでは七百九十八万円となっていますが、
去年政府が出していたのが九百三十二万円。ちょ

くて、政府の統計に基づいている数字であります。
先ほど申し上げましたように、きょう気づいた

して、そういうことを総合的に勘案しながら評価
をしていくべきだろうとは思います。
○浅尾委員 実は、これは私が出した数字じゃな

ような調査対象をとっている。
これは人事院に言わせれば、そういうふうに細

いただいておりますが、まず、必ずしも給与その
ものというよりか、ここに出ておりますのは給与
ですけれども、給与以外の部分でも、退職金とい
うものの調査の対象が、非常に、一番大きくなる

いうことで、これはるる指摘をさせていただいて
おりますけれども、きょうは人事院の総裁も来て

いうことに対して、いろいろな思いがあるという
ようなことを聞かされました。
では、何でこんなに差が出てしまうんだろうと

それで、民間の退職金でございますけれども、
企業年金と退職金というのはほぼ同等の性格のも

から御指示をいただいて、要請いただいて、私ど
もで調査をする。それを報告した上で、総務省、
財務省で御方針を出されるという仕組みになって
ございます。

に資料をきちんと支度してございません。
御指摘のように、退職金の調査は、総務省の方

％ですか。
○原政府特別補佐人 お答えをいたします。
直接御指示がいただけませんでしたので、手元

制度というのは基本的にはございませんので、退
職金を比較する際には、公務員の退職金と民間の
退職一時金並びに企業年金を足して議論するとい
う形になってございます。

のになってございまして、歴史的には、もともと
退職金であったものを一部企業年金に振りかえる
ということで、民間におけるいわゆる退職金は、
企業年金と退職金両方を合わせたものというのが

一括でもらうこともできるんですが、その両方を
調査対象にしています。
そうすると、当然ながら、額が大きくなる。額
がどれぐらい大きくなるかというと、企業年金を

御質問に十分答えられるかどうか、あれでござ
いますけれども、企業年金制度を有する企業の割

かくレクをしておりませんので新藤総務大臣には
聞きませんが、多分人事院は把握していると思い
ますが、調査対象を決めるのは総務省で、人事院
は単に調査をしているだけだということでありま

特に、もう一つの数字の方を見ていただければ
と思いますけれども、都道府県別で平均報酬月額。
これはちょっと数字が細かくて、テレビをごらん
になっておられる方は大変見にくいかもしれませ

一時金でもらうのと、いわゆる一時金の退職金が
ほぼ同額なので、あらあらで言うと千二百五十万、

合は、調査対象企業全体のうち五六％でございま
す。退職給付制度を有する企業、これのうち企業
年金、ほとんど同じになりますが、約六割という
形になります。

れて割るとそういう数字になるという説明であり
ました。
それはそれとして、いずれにしても、全国平均
よりもかなり金額が大きくなっているというのは

んが、平均報酬月額、平均給与ですね。平均給与
を、民間企業の平均給与を地方公務員の平均給与

千二百五十万ぐらいで二千五百万、これはちょっ
と大ざっぱな数字で言っていますけれども、とい
うような計算になります。
では実際に、人事院の方がすぐ数字を持ってお

したがいまして、過半の企業は両方の制度を持
っているという形になりますので、それを合わせ

世の中の実態でございます。
公務員につきましては、そういった企業年金の

を分母にして割ってみますと、大きく差があると
ころでは民間が官の六八％とか六〇％なんという
ところもありますけれども、非常に差が大きくな
っています。

られればお答えいただきたいと思いますが、民間
企業で両方の制度が存在する、つまり、企業年金

て退職金という形をとっているところでございま

すけれども、例えば退職金といったときに、いわ
ゆる退職一時金と企業年金と両方を、企業年金と

たまたま、これは私、ことしの一月に、石川県
から来られたある方とお会いしたら、やはり地域

もあって退職金もある会社というのは、全体の何

事実だということは指摘をさせていただきたいと
思います。

に行けば行くほど、民間と官との格差が大きいと
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に、企業年金と退職一時金の両方あるというのは
四四％しかないんですね。退職一時金のみという

模の加重平均で、大企業の方が当然あります、中
小企業ではなかなか退職制度というのはあるとこ
ろは少ないんでしょうけれども、加重平均をする
と九二％ですが、この九二％を一〇〇とした場合

上げさせていただきますと、まず、何らかの形で
退職制度があるのは全体の九二％。これは企業規

す。
○浅尾委員 私の手元にあります数字で申し上げ
させていただいた方が早いかと思いますので申し

方が高くなっております。その部分は、やや数字
のとり方の状況が違います。そして、賃金センサ

し上げます。
まず、各都道府県の民間企業と公務員の給与比
較であります賃金構造基本統計調査、賃金センサ
ス、こういったものに対しては、これは公務員の

にお考えになるか、ちょっと伺いたいと思います。
○新藤国務大臣 私の方で把握している部分で申

げましたように民間とイコールフッティングにす
るということについて、これは御担当が行革大臣
なのか総務大臣なのかわかりませんが、どのよう

の三階建て部分をつくることを検討というのが、
たしか解散前の国会で通った法案の中に入ってい
たと思いますが、この新たな職域加算にかわる制
度について、安倍政権においてはどういう考え方

というものがなくなりますが、その代償措置とし
て、新たな、いわゆる年金の、公務員の共済年金

○浅尾委員 私のそもそもの問題意識は、いわゆ
る退職一時金だけを調査対象にすべきだというこ
とは指摘をさせていただきたいと思います。
加えて、今私の方から申し上げました職域加算

こういった官民格差の解消は今後も続けていき
たい、このように考えています。

の比較によって、この調査結果に基づきまして、
臨時国会において、国家公務員の退職手当を約一
五％、四百万、これは引き上げたのであります。

上げますと、職域加算というものをなくすという
ことになったというふうに理解しております。そ
のかわりに新たな制度をつくるというのがたしか
入っていたと思いますが、どういう制度設計で考

スについては、例えば、十人以上の、職種につい
て、現場作業員さんだとか販売員さんとかそうい
った方も含めての、いわば公務には類似しない職
種の方々も全て入っている、こういうことが一つ

こういうところがございまして、その上での結果
だということ、御承知おきだと思いますが、そう
いう状態であります。
それから、国家公務員の退職給付につきまして

えておられるかということについて、もしレクの
ときに把握されていなければ結構ですけれども。

のが四一・五％で、企業年金のみが一四・五％と
いうことなので、両方あるというのは全体の半分
以下。
半分以下のところで、その数字を分母に考えて、

の考え方自体がおかしいのではないか。
特に、確かに、この間の法改正で、公務員には、
いわゆる企業年金に相当する職域加算というもの
が廃止になりましたから、多少は企業年金的なも

は、これは、五年に一度官民比較の調査を行って、
民間水準に均衡させているというところでありま

○新藤国務大臣 ちょっと連絡が悪かったようで、
今、そのあたりの詳細がございません。
もちろん、検討して結論を出さなきゃいけない
部分でありますし、研究もしておりますが、今、

なのかを伺いたいと思います。
私はレクでは申し上げたんですが、簡単に申し

のがあってもいいという主張はあるのかもしれま
せんが、その廃止になった法案の中に、廃止にす

す。
そして、二十四年三月には、人事院が公表した
官民比較調査結果により、支給形態によらず、退
職後にもとの使用者から受ける給付の一切を比較

正確なことを申し上げられませんから、後ほど御
報告させていただきたい、このように思います。

あります。それから、給与決定要素である年齢や
学歴、こういったものの違いも考慮されていない、

るかわりに公務員用の企業年金というのを設計す
るというのも入っているわけでありまして、もし
そうだとすると、退職金のところはいわゆる退職
一時金だけにしないと、民間とイコールフッティ

するため、民間については退職一時金と企業年金、
それから官については退職手当と共済年金の職域

○浅尾委員

片っ方が千二百五十万でもう一つが大体千二百五
十万だとすると二千五百万というような今の制度

ングにならないんじゃないかというふうに思いま
す。

部分、この合計を比較いたしました。そして、そ

それではもう一つ、公務員の人件費

制度の細かいことはともかくとして、今申し上
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に、評価そのものは絶対評価でさせていただいて
おります。その上で、その評価をベースに、それ
を、任免、人事考課、いろいろと反映するわけで
ございますが、特に、以前の御質問でもございま

す。
○原政府特別補佐人

価に切りかえるというのが今の人事制度だという
ふうに思います。
原総裁はよくそこを御存じだと思いますけれど
も、まず、その点の事実関係を伺いたいと思いま

したけれども、実は、人事評価は絶対評価でやる、
しかし、絶対評価でやったものをその後に相対評

が高くなる要素として、これは累次、人事院の原
総裁には申し上げております。先ほど日本維新の
会の馬場議員からも人事評価というのがございま

っていません。
一方で、昇給は、Ｓというのは従来の昇給幅の

いますが、私の方から簡単に説明させていただき
ますと、絶対評価というのは、先ほどの馬場委員
の言葉でいえば、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという五段
階なんです。これは絶対評価ですから比率は決ま

○浅尾委員 多分、聞いておられる方は総裁が何
をおっしゃっているのかよくわからないんだと思

という形で、やはり下位の人間については、当然
下位の者は下位にするという原則は同じでござい
ますけれども、枠を決めるというやり方はしてい
ないのがかなり多いように認識をしてございます。

いますけれども、制度としてはそう決めてあって
も実際の運用は必ずしもその枠にはなっていない

いただいた限りにおきましては、むしろ相対的な
枠を決めてやるというのは必ずしも主流ではない
というふうに思います。中にもそういうのはござ

て、確かに上げる方だけ相対評価で上げるのは、
やはり何らか国民的にも納得できないだろう、相

五〇、二〇、五にするべきだというふうに思いま
すけれども、その点についての総理のお考えを伺
えればと思います。
○安倍内閣総理大臣 今の議論を聞いておりまし

革だというふうに思いますので、もし絶対評価と
いうものを相対的にするなら、きれいに五、二〇、

いうのは制度としておかしいんじゃないかと思い
ますし、それは統計の正規分布にも反しているん
じゃないかというふうに思います。
こういうところにメスを入れていくのが行政改

相対評価にするときに、上がる方だけは割り振り、
配分があって、従来どおりの人は残りほとんどと

○浅尾委員 私がおかしいなと常々、予算委員会
でも申し上げているのは、絶対評価はいいんです、
絶対評価で。しかし、絶対評価で評価したものを

うやり方はしておりません。
私どもが、全数はとても調べられませんが、し

必ずしもそうでない、私どもと同じような絶対評
価をして、当然、成績の悪い人間をしかるべく下
位に評価するのは当然でございます。ただ、それ
を枠をはめて、あるパーセントを必ず付するとい

ば企業の査定等についてもそのままそういう枠を
使うというやり方をしている組織もございますし、

うやり方はとっておりません。
この辺は、組織によってどういうやり方をする
かはいろいろだと思います。相対評価をして、枠
を決めて評価そのものも当てはめ、そして、例え

ったとおりでございます。

いる、そういう理解でよろしいですね。
○原政府特別補佐人 数字的には、今御指摘があ

Ａのところには二〇％割り振るためにやっている
わけでありまして、残ったところ、従来どおり昇
給するところは、大体、五足す二〇で七五ですか
ら、七二％ぐらいが実績値でいうと割り振られて

ろには全体の五％の人を割り振るために相対評価
にしているんです。それから、一・五倍昇給する

倍昇給する、Ａは一・五倍、Ｂが従来どおり、そ
してＣは昇給は半分、Ｄはしないというのが反映
された後の形なんですけれども、絶対評価を相対
評価にするのはどこかというと、倍昇給するとこ

特別昇給というのは全職員の一五％ですから、大

従来は特別昇給という仕組みがありました。大
体、全職員の一五％が通常の昇給幅の倍昇給する。

い方も多いと思いますので、これも私の方から、
こういうことが理由でしょうということを確認さ
せていただきますので、原人事院総裁に確認して
いただければと思います。

ごらんになっておられる国民の皆さんも、何で
そんなふうになっているのかというのを御存じな

対評価にするのであればそうした分布にしていく
べきだろう、このように思いました。
○浅尾委員 これはぜひやっていただきたいと思
います。

御質問にございましたよう

したように、成績の下位にあった人間をどうする
かという点については、相対的な枠を決めるとい

かるべく昇給の仕組みといったものを勉強させて
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資はこの特別昇給をやめたことだという理解で間
違いありませんよね。

たら一五％の昇給の原資が余るので、上に行く部
分だけ、お金は、出どころは言いたくありません
けれども、税金だから使っているということなん
だというふうに思いますが、まず、そもそもの原

員に対してあった。これは幾ら何でもやり過ぎだ
ろうということで、特別昇給をやめました。やめ

体六年に一回。六分の一が一六・六七％ですので、
通常の昇給が五千円とか八千円だとすると、大体
六年に一回、倍昇給する特別昇給というのが全職

通の人より倍上がる人は自動的に五％、一・五倍
上がる人は二〇％なんですか。

るかということに関しては、私は先生と見解を異
にしてございます。
○浅尾委員 正規分布にするのは考え方が違うと
いう御意見であるとするならば、なぜ、特に、普

数の人間を機械的に低評価にするということをや
るのが公務のような組織にとって適切なものであ

員を今後どのように育成していくかといったいろ
いろな観点でするわけでございまして、今御意見
にございましたように、正規分布の形でかなりの

おかしな話なんですよ。
要するに、もともと原資として、一五％は通常

てはそういった形で是正いたしますので、公務員
の給与がそれによって上振れしているということ
はございません。
○浅尾委員 いや、それは算数の世界で言うと、

てはそういった五％なり二〇％の方がほかの方よ
り高い部分はございますが、トータルの水準とし

の給与としてでき上がる、それに対して民間の給
与を調べまして、そこで高い低いということで較
差を決めるわけでございますので、その年につい

るということなので、もし、そういうことでおっ
しゃるようにするならば、正規分布にした上で、
非公務員の中の非正規の方にそのお金を回す、人
件費を回すということなら多少は理屈は通るかも

の倍昇給する原資があった、これをやめましょう
と。やめて、それを、税金ですから返還する、人
件費の中から返還するといえば、その分だけ人件
費が下がる、昇給の中で下がるというのは、これ

すが、そのときに、もともとあった、そういった
一五に対する原資をベースにして、新しい制度の
中でも、特別昇給といいますか、抜てき昇給の数
字を決めたことは事実でございます。

しれませんが、今の御説明ではなかなか、私は少
なくとも理解できませんし、聞いておられる国民

○原政府特別補佐人 きちんとした考課をする、
先ほど申しましたように、成績に応じて評価をし
なければいけないということで、それまで必ずし
もそういう形がなされておりませんでしたので、

す。
御指摘のように制度を直しましたので、そうい
った、いわば悪慣行的な、持ち回り的なものは今
はないものと私は承知しておりますが、やはり人

ただ、その数字というのは、仮に、昨年そうい
う処置をしてことしの給与が決まっているとしま

の皆さんも理解ができないんじゃないか。
きょうは行政改革ということですから、制度と
しておかしいことはやはり直していただきたいと
いうことなので、先ほど正規分布にするべきだと

○原政府特別補佐人 かつて、今先生から御指摘
のありましたような運用がされていた実態はあっ
たやに伺っております。私が人事院に参ったころ
にはかなりそういった形のものは変わりつつあり

事考課を厳正に行い、それをきちんと評価すると
いうのは全ての基本でございますので、今後とも、

すと、そういった織り込まれた給与をもとに民間
と給与を比較して、新たな年の公務員の水準を決
めるということになりますから、それをすること
によって公務員の給与が上振れするという形には

いうふうにおっしゃいましたし、その原資はこう
いうものだということを今指摘させていただきま

は誰が計算してもそうなんです。返還しないで、
それをＳ、Ａの方に五％、二〇％と割り振ってい

どういうふうに運用していくか、私どもとしても
きちんと注視をしていかなければいけないと思い
ます。
特に、下位の評価につきましてどうするかとい

なりません。
昨年処置をしました昇給なりそういったものを

したので、ぜひ安倍政権としての考え方を伺いた

やはり誘導的にそういったものをしなければいけ
ないということで、大分前の制度改正でございま

うことについては、やはり人事考課というのは、
一人一人の業績を評価すると同時に、組織全体の

全て含んだ、その次の年の四月に、それが公務員

ましたけれども、そういった流れが公務員の人事
考課にあったことはどうも事実のようでございま

パフォーマンスをどうするか、あるいは該当の職
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の大体四分の一ぐらいですので、一方で、基準財
政需要というのを考えたときには、国家公務員の

それぞれの根拠、こういったものをしっかり調べ
ながら研究してまいりたい、このように思います。
○浅尾委員 私がこういうことを申し上げるのは、
公務員の人数でいうと、国家公務員は地方公務員

た。いろいろな状況を踏まえて、私どもとすれば、
それは不断の見直しが必要だと思います。まずは

いと思います。
○新藤国務大臣 今さまざまな御議論をいただき
ました。人事院からのお話もさせていただきまし

て積み上げていくという形に変更したわけであり
まして、各地域の給与水準をより適正に反映でき

地域手当だとかそういうものを加味したようにい
たしまして、ですから、高いままで設定をしない
ように、こういったことで、各団体ごとの地域手
当の支給割合、こういったものに応じて補正をし

今の最も民間賃金の低い地域の給料を考慮して、
それを俸給水準といたします。そこにいろいろな

団体の給与費は地域の民間給与をより反映させる
ということで、平成二十三年度から、人件費の単
価を設定する、変えました。それは、要するに、

いたものでございますから、当然やっていくべき
ですねという話をしまして、そして、抜本改革に

で自分は解散をするということでございました。
私の方からは、〇増五減というのは、私たちは、
昨年の三月ぐらいの段階ですかね、既に出してい
て、これは先行処理をしようということになって

本的な改革を含めて、この通常国会において成案
を得るようにという提案がございました。その中

て議員定数の是正について提案がございました。
議員定数の是正については、〇増五減についてさ
きの国会で成立をさせる、そして定数削減は、抜

ていくべきではないですかという話もさせていた
だきました。その中において成案を得るように努
力をしていきます、こういうことになったわけで
ございます。

ついては、基本的には、私と、当時の野田総理と、
そして公明党と、与党、三党でやっていくという
ことはやぶさかではありませんが、ただ、これは
民主主義の土俵をつくるものでありますから、こ

今回の解散・総選挙の前に、自民党総裁として安
倍総理は、議員定数の削減ということについても、
当時の野田総理との間で、国会の場ではありまし
たけれども、合意をされたというふうに認識をし

現在、高裁において違憲、違憲状態という判決
が下される中において、〇増五減については既に

るように工夫をさせていただいているところでご
ざいます。
○浅尾委員 ぜひ、制度としておかしい人件費の
ありようについては不断の見直しをしていただき

税源が本来はいろいろな形で移譲されて、各自
治体が自由にその税源の中で人件費を払っていく
仕組みが一番理想だと思いますが、今の交付税と
いう制度を前提にすればそうした計算になるわけ

ております。あわせて、高等裁判所の一票の格差
についてのさまざまな判決も出ておりますが、議

成立をしておりますが、区割り審から既に答申が
出されております。この法案をこの国会で、当然、
最優先事項で通すべきだろうと思います。
その上において、自由民主党として、三十減の

人事制度がそのまま基準財政需要に基本的には、
単価としては国家公務員の単価として反映される
仕組みになっておりますので、この国家公務員の
人事制度を変えるということは、基準財政需要の

でありますが、国をいじることによって基準財政
需要に反映させることの是非についても伺いたい

員定数の削減と一票の格差について、高裁レベル
の判決でありますけれども、そういうのを踏まえ
て、当時の自民党総裁として国民の前でも約束を
されたことについてどのように今お考えになって

法案が与党としてまとまったわけでございますの
で、これをもとに与野党で協議を進め、そしてこ

こを私と野田さんだけでやっていいんですか、こ
れは共産党や社民党のような党も含めて協議をし

と思いま す。
○新藤国務大臣 これは、人件費の抑制、また適
正な給与 体系 、こう いうこ とをやっ てい かな き ゃ
いけないわけでありますから、取り組みが必要だ、

おられるか、意見を伺いたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 昨年の十一月の十四日の党

の国会で成立を目指していきたい、このように思

たいというふうに思います。
次の質問に移らせていただきたいと思いますが、

このように思います。
今のお尋ねでございますが、これは少し修正を

首討論において、野田党首から、定数削減、そし

支出の方を変えていくことにもつながるんじゃな
いかというふうに思います。

いたしました。それで、地方交付税における地方
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迷惑をおかけしますので、茂木大臣にはお越しい
ただきましたけれども、茂木大臣宛ての質問は割
愛させていただきまして、私の質問を終えさせて
いただきたいと思います。

っかりと取り組んでいかないといけないというこ
とを申し上げて、これ以上質問すると次の方に御

差というものについても違憲だというようなさま
ざまな高裁レベルの判決が出ていますので、引き
続きそういった判決が出ないような、そういうこ
とを条件にしながら、定数の削減ということもし

す。
その中で、大変重要なことは、やはり一票の格

っております。
○浅尾委員 我々自身も身を切る改革をしていか
なければいけないと、私自身もそう思っておりま

の党に三十億円、国民新党に二十六億円、新党改
革に四億円、その他で五百七十九億円、こういう
状態になっております。
○穀田委員 私たち日本共産党は、思想、信条の

五億円、民主党に千七百十二億円、公明党に四百
十九億円、社会民主党に三百三十七億円、みんな

九五年、平成七年分から二〇一二年までの政党交
付金の交付総額は、五千六百七十七億円余りであ
ります。
そして、そのうち、自由民主党に二千五百六十

ます。
○新藤国務大臣

政党助成制度が創設された一九

総務大臣、政党助成金制度を創設した一九九五
年から二〇一二年度末まで、累計で幾ら支払われ
たか、各党にどれくらい配られたか、御報告願い

に、政治資金規正法の大きな改革が行われまして、
我が党でも大きな議論がございました。

九三年当選の安倍総理は御存じですね。
○安倍内閣総理大臣 ちょうど私が当選した平成
五年に、今委員の御指摘になった政治改革法案が
出たわけでございまして、選挙制度の改革ととも

と書き込まれましたが、政党が税金に依存してい
いのか、抑制的にしなければならないという議論、

決めようという議論があり、細川総理と河野自民
党総裁の合意では、上限は四割とすることになり
ました。
その後成立した法律では三分の二を上限とする

あります。政党助成金を入れるとしても、税金な
のだから過度に依存しないようにしよう、上限を

を進めた側からもありました。政党は、憲法に保
障された結社の自由であり、政策の上でも自前、
お金の上でも自前、自立してこそ成り立つもので

日どうなっているか、検証すべき時期に来ていま
す。
政治改革で決めたことは、政党助成金制度の創
設と小選挙区並立制の選挙制度を導入したことで

一九九三年、細川政権時代のいわゆる政治改革
から二十年になります。このとき決めたことが今

次に、穀田恵二君。
○穀田委員 日本共産党の穀田恵二です。
きょうは、政治改革、政治のあり方について議
論したいと思います。

認めるとされ、いまだになくなっていません。
この政党助成金の導入をめぐって、そもそも政

止するかわりに、国民の税金で政党の政治資金を
賄う助成金制度をつくり出すということを言い出
しました。そして、実際には、企業・団体献金は、
政治家個人に禁止はしたが、政党、政党支部には

しようというのが国民の要求でした。ところが、
政治改革を推進した各党は、企業・団体献金は禁

パネルにしました。五千六百七十七億円という
巨額な税金を各党が山分けしてきた。
当時、リクルート疑獄などで金権腐敗政治の横
行に国民的批判が高まり、企業・団体献金を禁止

てはならないという議論があったことは明らかで

えているところでございます。
○穀田委員 今ありましたように、過度に依存し

た、税金という形で御寄附をいただいて、政党の
運用を賄っていこうと。
ただ、この比率については、過度に国家に依存
するべきではないという議論があったのはよく覚

うことが言われていたわけでございますが、これ
を、政党を支援するお金として御寄附をいただい

あのときはちょうど我が党の金丸副総裁の問題
があった中において、政治を浄化するべきである、
つまり、企業・団体献金の比率を減らす中におい
て、税金ではありますが、一人コーヒー一杯とい

これにて浅尾君の質疑は終了いた

自由を侵す憲法違反だとして創設に反対し、廃止
を主張してきたので、一円も受け取っていません。

す。政党助成金は、赤ちゃんからお年寄りまで国
民一人当たり二百五十円の負担、約三百二十億円

党が税金に依存していいのかという議論が、導入

○山本委員長
しました。

の税金を毎年政党に助成する仕組みであります。
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党の総裁の時期だが、事実ですね。
○谷垣国務大臣 法務大臣としてはお答えすべき

ます。
自民党は、政党助成金がつくられた一九九五年、
最初の依存率は五六・七％でした。今日では七二
・五％になっています。これは、谷垣大臣が自民

党の財政に占める政党助成金の割合をパネルにし
ました。見てください。皆さんにはお配りしてい

あります。
ところが、今どうなっているかということで、
各党が総務省に届け出ている報告に基づいて、各

活動の自由と密接に関連していることから、各党
各会派で御議論をいただくことになると思います

から、政党がその運営においてどの程度政党交付
金に依存するかの選択については、政党の自主性
に委ねるのが適当であろう、このように思います。
政党助成制度のあり方については、政党の政治

一方、政党の運営の当否は、最終的には選挙を
通じた国民の審判に委ねるべきところであること

活動の経費を国民全体で負担していただくことと
したところでございますが、民主主義の発展に重
要な意義を持つ制度であると考えております。

については強く反対をいたしておりまして、今名
前を出された当時の森幹事長から説得をされまし

諸先輩の、この小選挙区制が失敗だったと言っ
ている発言は極めて重いと私は感じていますが、
これらの指摘を総理はどう思いますか。
○安倍内閣総理大臣 当時、私は、小選挙区制度

一元自民党幹事長は、政治の劣化、本物の政治家
は育たない制度だ、こう述べています。

ていることがあります。森喜朗元首相は、小選挙
区制度は間違いだった、渡部恒三氏は、小選挙区
制に賛成したのは政治人生の最大の失敗、加藤紘

どこまで依存していいのかどうかということにつ
いても、これはやはり委員の御指摘も全く間違っ
ているわけではないと思います。
これはやはり政党間で、どこまで依存して、御

て、安倍君、君、反対したらだめだ、当時総裁の
河野洋平総裁からも、みんなで決めたことは賛成
すべきだ、こういうことでございました。
しかし、そもそも、選挙制度においては、どち

業献金はもらうわという、両方もらっているとい
うこと自体が問題だということを言わなきゃなり
ませんよ。問題は、税金漬けの政党でいいのかと
いうことが問われているということを改めて言わ

党の場合は全く依存しておられないという考え方
を貫いておられるわけでございますが、その中で、

が、自由民主党としては、特に、野党時代に企業
・団体献金が大変縮小したという経緯もございま
して、そういう中において政党助成金の割合がふ
えてきたということもあるのではないかと思いま

○穀田委員 年を追うごとに助成金への依存度が
高まる。税金なしには政党運営が成り立たない状
況になっている。七割、八割を占めるのは当たり
前になっている。政党とはどうあるべきかが問わ

なければならないと思います。
政治改革の当事者で、当時の自民党の総裁だっ

どこまで依存していいかどうか。かつては三分の
二を超えないということになっていたんだろうと
思うんですが、そうしたことを政党間でやはり真
剣に議論していくべきであろうとは私も思うとこ

ことではないんですが、せっかくの穀田委員のお
尋ねですので。
私も、総務省の平成二十三年度分の政治資金収
支報告書の概要というのを見てまいりました。お

れています。お金があれば活動する、なければ活
動しないなどというものではないはずであります。

た前衆院議長の河野洋平さんは、政党の堕落、政
治家の資質の劣化が制度によって起きたと最近繰
り返し指摘しています。政党が堕落しているのは
制度が原因だと指摘していることが私は大事だと

ろでございます。
○穀田委員 だから、導入者の反省の声というの

らがいいかというのは議論があるところだろうと
思いますし、政治資金の問題についても、税金に

自立しないで政党と言えるのか。官営政党とも
言うべき状況を改めて、政党は国民に依拠して活
動する、自立するのが当然ではないか。政党助成
金を続けてよいのかが問われていますが、総理は

思います。
今は引退されていますが、政治改革を進めた中

それは、政党助成金はもらうわ、企

この政党助成制度は、政治

は私は重いと思うし、総理大臣が、当時、小選挙

す。
○穀田委員

そう思いませんか。
○安倍内閣総理大臣

心的人物が異口同音に、これは失敗だったと言っ

っしゃるとおり、七二・五％というふうに記載さ
れておりました。

改革について議論を積み重ねた結果、政党の政治
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ら、選挙はその土台であって、国民の民意を鏡の
ごとく議席に反映させる制度であるべきだと私ど

思います。
私たちは、選挙制度というのは、憲法の前文に
あるように、「正当に選挙された国会における代
表者を通じて行動し、」と書いています。ですか

に来ていると思います。
そこで、現行の選挙制度についてただしたいと

区制に反対されておられたということも存じてお
ります。その意味では、この小選挙区制度がいか
なるものであったかということも検証すべき時期

極めて悪くなるという大きな問題があるのではな
いかということも指摘して、私は反対したんです。

で勝った人が最終的に公認になる。非公認の人も、
勝てば公認。そういう中で、お互いに切磋琢磨し
ていくということになるんです。しかし、一方、
小選挙区で現職優先になれば、これは新陳代謝が

党の場合は、出たい人は基本的にみんな出るんで
すね。その中で公認する人もいるんですが、そこ

現職優先という形にしていくという話だったんで
すが、それであると、極めて閉鎖的になっていく
だろうと。中選挙区制度でありますと、自由民主

そこで、得票と議席の乖離が大きい、死に票が
たくさん出る、小選挙区制が民意をゆがめるとい
う根本問題についてどう考えるのか、公明党の前
代表であった太田大臣に聞きたい。

て民意の集約などと言えるかということが明らか
だと思うんです。

るところもある。
だから、当時、いろいろ議論はありましたけれ
ども、民意を切り捨てて民意の集約などという意
見もありました。しかし、まさに民意を切り捨て

なっている、こういう事実ですから、極めて重大
と言わなければなりませんし、七割が死に票にな

五三％が死に票。三百の小選挙区のうち、死に票
が過半数を超える選挙区は何と百八十八選挙区に
なります。さらに、六割の選挙区で死票が多数に

ついては死に票が多いということは事実だと思い
ます。
したがって、現行の制度は、そういうこともあ
りまして、小選挙区比例代表並立制ということで、

どの政党に任せるかということと同時に、やは
り誰に任せるかということも重要な要素であろう
と考えたわけでございますし、同時にまた、当時
の、共産党を初め少数意見の方も、五人区であれ

に記憶をいたしております。
○穀田委員 だから、これはそういう制度の側面
があったということはお認めになったということ
になると思うんですね。

一番最初に提起されたのは二百五十と二百五十と
いうことから始まって、三百と二百になり、そし

もは考えています。
現行の小選挙区制は、三百の選挙区で一位にな
った政党の候補者が当選する仕組みです。最近の
三回の選挙結果をパネルにしてまいりました。見

党が四七・八％の得票で七三・〇％の議席を占め
た。二〇〇九年の選挙で、第一党の民主党は、四
七・四％の得票率で七三・七の議席を占めた。そ
して、二〇一二年、昨年の総選挙でその乖離は一

得票率と議席に乖離がある。第一党が得票率以
上に議席を獲得する。そのことは、今総理のお話

て百八十というふうに、比例部分が削られてくる。
民意の集約ということと民意の反映ということ
のバランスの上で現在の選挙制度はできておりま
すが、死に票ということについて言えば、小選挙

○太田国務大臣 死に票ということでいえば、そ
れは純粋小選挙区制、そしてまた小選挙区部分に

層広がりました。すなわち、自民党は、四三・〇
％の得票率で議席の七九％を占めるに至りました。

にありましたけれども、裏返しで言えば、二位以
下の候補者に寄せられた票は、過半数を超えてい
ても議席には結びつかず、切り捨てられる制度で
もある。つまり、議席に結びつかず切り捨てられ

区部分については当然、死に票は多いということ
は言えると思います。

ば一名は当選するという中において、死に票が非
常に少ないということも論点であったというふう

小選挙区制は、第一党に、四割台の得票率で七
から八割台の議席を与える制度である。このこと
が、当時、安倍さんも、これはまずいんじゃない
かと反対された理由ではありませんか。

る得票、すなわち死に票がたくさん出る。
総務省の提出の資料によって、パネルにしてみ

てほしいと思うんですね。
〇五年の選挙では、小泉内閣の選挙です、自民

私も、その論点で反対もい

○安倍内閣総理大臣
たしておりました。

○穀田委員

死に票が多いということは、簡単に

ました。昨年の総選挙での全国集計で、投票数の

それと、当時は、例えば自由民主党においては、
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ですから、私は、この機会に小選挙区制という
ものを廃止すべきじゃないのかというふうに思う
んですが、総理大臣、いかがですか。
○安倍内閣総理大臣 抜本改革の中で、実態とし

御意見を持っておられて、これはあかんのと違う
かという意見があったわけであります。

言えば、民意の多数が切り捨てられている、すな
わち民意 がゆ がめら れてい るという こと だと 思 う
んですね。だから当時も、皆さん、多くの方々が

ばいいというわけじゃないんです。絶対これはな
いんです。

ですね。
議員の仕事というのは国民の声を届けることで
あって、憲法にあるように政府の暴走をチェック
するということにあるわけで、とにかく少なけれ

議員とは何ぞや、それから議員の役割とは何ぞや
ということについて考えなければならぬと思うん

そこで私は、定数問題について議論を進めたい
と思うんです。
私は、定数という問題について議論する場合、

の数を減らすということについて、それは積極的
にどんどん減らした方がいいということを言うべ

また、行政府の長である私が、議員が御指摘の
ように、議員の削減の話をするというのは、本来、
私も抵抗を感じているわけでございます。いわば
行政府の長としては、それをチェックする皆さん

ういう疑問を持っておられる方がおられるんだろ
うと思います。

からも、今村議員は我が党でも保守派に属する議
員でありますが、今村議員からも同じ指摘がござ
いました。ということは、かなりこれは幅広くそ

しかし、確かに今委員御指摘のように、ＯＥＣ
Ｄの中においても、最も国民の一人当たりの議員
の数としては少ないというのは事実でございます
し、民意の反映としてどれぐらいの数がいいのか

て、これは成案を得る上においては過半数以上の
賛成を得なければならないという中において、さ

りますように、先進国の主なところは、大体十万
人を基準に一人の議員を選ぶ。アメリカは、合衆
国で、連邦制であるので全然参考にならぬわけで
すけれども。

どうかというのは冷静な議論も必要だろう、この
ように思います。

きではない、私はそう感じているわけでございま
すが、他方、消費税を導入するという中において、
国会議員は身を削るべきだという考えの中から、
我々は昨年、三十人削減という道を野党として選

歴史的に見たらどうか。これは、一番端っこに
書きましたように、一九二五年、普通選挙制度が

○穀田委員 今私が比べたこれはＧ７ですけれど
も、８と言ってもいいんですが、ＯＥＣＤの中で
も一番低いんですよね。それは総理もおっしゃっ
た。

そして、日本の衆議院議員の定数は、世界的に
も、それから歴史的にも、決して多くないという
ことなんです。
これをパネルにしてみました。大体何人の声を

たな制度として今提出をしようとしている法案が
あるわけでございまして、自由民主党としては、
それが今の段階では現実的な成立し得るベストの
案だ、このように考えているところでございます。

始まったときは、人口十二万八千人に一人として、
四百六十六人の議員定数を決め、出発しました。
以来、人口は当時の倍になっておるのに、現在で
は人口二十六万七千人に一人の議員となっている。

そこで、今お話ありましたけれども、行政府の
長として、どちらかといえば抑制的でなきゃなら

まざまな議論がなされております。
自由民主党の中においても、中選挙区制度、大
体三人を基本とした中選挙区制度を主張する人た
ちもいるわけでございますが、そういう中におき

○穀田委員 大体、選挙制度の話をしますと、必
ず、今お話があったように、私は、今言いました

だから、日本の議員数はむしろ少ない方だと思
うけれども、いかが思いますか。

ないということですわな、考え方は。しかし、自

んだわけでございまして、この案でお願いをした
い。

ように、民意をゆがめるということについて正す
べきじゃないか、こう言いますと、民意の集約と
民意の反映という話をして、そして今度は、その
話がきっちりどういう論理があるのかということ

先ほど、我が党の今村議員

代表しているのか、議員一人当たりの人口はどの
くらいかを基準にして比較しました。見たらわか

が詰まっていかないままに、定数削減、今お話が
あったように、三十削減する提案を出しているん

○安倍内閣総理大臣

まして、今回、三十議席を削減する中において、
いわば民意の集約が過度になることを是正する新

だという話がありましたよね。
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そこで、先ほど、総理大臣は三党合意の話をさ
れていましたよね。結局のところ、みずからの身

時の総定数四百六十四も下回るものなのです。つ
まり、百年も前の定数に戻すということなわけで
して、議員定数を減らす根拠は全くないと言わな
ければなりません。

しているように、総定数四百四十五は、人口が現
在の半分以下であった大正八年、一九一九年、当

民党の選挙制度改革の方針では、三十人の比例代
表を削減して、議員定数を四百四十五にするとし
ているわけですね。これは、自民党の方針が説明

○山本委員長
しました。

これにて穀田君の質疑は終了いた

民意を正確に議席に反映し、投票価値の平等権の
点でも解決できる。こういうことを実現するため
に私どもは頑張りたい。そのことを述べて、質問
を終わります。

例十一ブロックの人口で比例配分する。こうすれ
ば、ブロック間の格差も最大一・〇三％になり、

挙区制度を改めて、そして全国十一ブロックの比
例代表制に改革するということが大事だと。総定
数四百八十議席を維持し、全ての定数を現行の比

と思っております。
また、県会議員のときに米国の視察もさせてい

平成二十二年のころより日本は人口減少の時代
に入っております。既に、限界集落、空き家の増
加など、人口構成の変化によって地方自治体の財
政は厳しい運営を強いられている、これが現実だ

基本的なことからまた質問させていただきたいと
思います。

地域主権という言葉をとっても、一概に同じでは
ない。方向としては恐らく同じでも、さまざまな
意見があり見解がある。その点を踏まえまして、

というふうに、非常に大きな感銘も受けましたし、
今まで自分が考えていたこと以外にもさまざまな
方法があるのではないかというふうなことを気づ
かせてもらいました。

ただいたときに大変びっくりしましたのは、州の
直轄の管理エリアがあったりという意味では、私
自身、新藤大臣もですけれども、埼玉であります
と、本当に、市町村、町がずっと続いて人口がい

る三割自治とやゆされるような地方自治体の現実
を見てまいりましたし、その中で、地域のことは
地域で決定し、実行できるようにしたい、そうい
う思いで国会議員を目指した。今、二〇〇三年に

その中で、先ほども出ましたけれども、さまざ
まな統治機構の仕組みというのは、どこに権限を

次に、小宮山泰子君。
○小宮山委員 生活の党の小宮山泰子でございま
す。本日最後の質疑者となりましたので、よろし
くお願いいたします。

て民意を全く無視した政治を押しつけるためにや
った話でありまして、私は逆だと思うんですね。
ですから、自民党、公明党の合意で、逆に、先
ほど大臣 がお っしゃ ってい ましたよ うに 、現 行 選

初当選をさせていただいて以来、続けさせていた
だいているところであります。

持たせてどのように国民主権を守るかなど、国の
理念があらわれるものだと思います。これは、政
権とかどの内閣だからとかではなく、日本国とし
て、ここはしっかりとやはり確認をしなければな

を切ることによってという話を、多分消費税との
関係でなすったと思うんです。当時の三党合意と
いうのはまさにそのことだと思います。
しかし、この問題というのは、本当に、全く国

挙制度の持つ、これは太田さんも言っておられま
した、小選挙区制の行き過ぎた民意の集約機能を

また、それぞれの地域というものは大変魅力が
あり、そして可能性もある、これが日本を形成し
ている。そういう中で、本日、集中審議でありま
す統治機構改革、行政改革、政治改革、これに対

らないと思っております。
また、ここ数十年、道州制への移行というもの

るというところで育ちましたので、そういうエリ
アがあって、またそういった統治のあり方がある

是正し、より民意の反映を重視した制度に見直さ
なければならないとしています。ところが、民意
を反映する制度とかつて推進した方々が、政治改
革の際にその民意を反映する部分として言ってい

しては、多くの議員また国民も、それぞれの思い
はあるんだと思っております。

も議論されておりますが、推進する方々の御意見

私自身は、国会議員となる前、埼玉県会議員を
させていただきました。県議の経験から、いわゆ

た比例代表を削るというのは、全く論外と言わな
ければならないと思っています。

しかし、その議論の中というのは、地方分権、

民に対する裏切り的行為だと私は思うんです。と
いうのは、消費税の大増税という公約違反、そし

私どもは、今、選挙制度を本当に変えて、小選
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保障を中心に、国家の本来的な任務を重点的に担
うこととして、地方は、身近な行政、住民サービ

役割分担を見直し、地方分権を進めていく必要性、
その意義について、総理のお考えを具体的にお聞
かせいただければと思います。
○安倍内閣総理大臣 国は、例えば外交とか安全

思います。
そこで、基本的認識として、まず、国と地方の

を伺っても、なぜか一致をしない。それぞれの思
いがあり、制度上で具体論に行くと少しずつ違う、
だからこそまとまっていないというのも現実だと

において、まず分権改革推進本部というものを設
置して、そこで内閣としての政策検討機能を特化

機能と調査審議機能が混在するような形で一緒に
なって進んでいたんですね。しかも、それは法律
に基づくものではございませんでした。
ですから、私は、地方分権を進めるという意味

地域主権戦略本部でしたか、こういったものが
前政権でございましたが、これは結局、政策検討

○新藤国務大臣 私は今、地方分権改革担当の大
臣を拝命しております。そのもとで、地方分権を
進めていく上で整理をしたのであります。

ますので、何を実現するために移譲するのか、ど
の機関、権限や、義務づけや枠づけを移譲すべき

見えるようなということで、そこが目的なのでは
ないかと思う部分もございました。
今回のも権限を移譲することが目的化してしま
わないのか、ここが非常に心配なところでもあり

ざいますけれども、独法改革を随分調べさせてい
ただいたときに、公務員改革、その人数が減って

の移譲を確実に実施していくための方策を議論し
たいとか、いろいろ発言をされているわけですけ
れども、思い返しますと、私も民主党の時代がご

れからあわせて、その第三次の見直しのときも実
現できなかったものを、私どもになってまたさら
に各省間の調整をいたしまして、さらに権限移譲
のできる部分がふえております。ですから、今で

かの議論は尽くされたとの認識を持っているのか、
この点をお聞かせください。
○新藤国務大臣 私がやると申しておりますのは、
大体において、前政権において第三次一括という

も、地方分権改革の意義というものを今までの議
論を踏まえて再度総括し、その将来の展望を考え
ようではないか、こういうようなことを考えまし
た。

きるものはまず確実に、もう一度、今までできな
かった積み残しになっているものも含めて、新た

するという形にしました。一方で、今度は私のも
とに有識者会議というものを設けて、ここで、い
わば調査審議機能、これを強化しようということ
にしたわけであります。

ると思います。地方がみずからの発想で、特色を
持った地域づくりができるようにするためにも、
これは国が余計なおせっかいはせずに、なるべく
地域づくりについては地域に任せていくというこ

それとあわせて、大切なことは、これまで地方
分権が進んできた、そのことを国民に実感してい

なものも加えて、一括法で出す。その手続を進め
る、それで実現をするということであります。
そして、それ以外に、今まで進んでいなかった
ものがありますから、それを進める。また、その

スを中心に、身近な行政についてはできる限り地
方自治体が担っていく。それが国と地方の役割分
担に関する基本的な考え方ではないか、私はこの
ように思います。

とが重要ではないか、このように思います。
○小宮山委員 私自身も、まずは基礎自治体を基

ただく。どれだけ伝わっているんだろうか、ここ
の部分もきちんと検証して、どうやって伝えたら
いいか、こういったことも議論してみたい、この
ように考えています。

進め方について総括をしながら議論をしよう、こ
ういうことをやりたいというふうに思ったわけで

のでまとめたものは法制化できませんでした。で
すから、それが積み残しになっているんです。そ

本とした国づくり、そして国が責任を持ってやる、
そういった制度を確立しなければならないと思っ
ております。
そこで、四月四日の閣議によって、地方分権改

○小宮山委員 ありがとうございます。
大臣は五日の大臣会見で、有識者会議の立ち上

あります。

そして、今までの積み残しの部分をどのように
処理するかということが一つ。それから、そもそ

革有識者会議を開催することが決定されました。
同会議の目的は何か、また、どのような議論を期

げについて、これまで実現していない事務、権限

適切な役割分担によって、国と地方のそれぞれ
の機能を強化していくことが極めて私は重要であ

待して設置されたのか、お答えください。
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ての相談事例や、通勤時の交通事故により前歯が
折れた方の労災申請の相談事案とかが挙げられて

その中では、行政評価局の行政評価事務所は含
まれておりません。これは、ちょっと特異なもの
としては、ホームページを見ると、行政評価事務
所での成果として、ゆうパックの過剰請求につい

十五系統と言われるものが検討のベースにあるか
と思って おりま す。

○小宮山委員 この議論の発端となりますのが、
移管などを行う範囲として麻生政権時代の出先機
関改革に係る工程表で示された、いわゆる八府省

を踏まえて、時の政府、政府に限らず、他のいろ
いろな改革と整合性を図らにゃいかぬということ

先ほど言われましたように、私のときの、出先
機関改革に係る工程表というのを出させていただ
いたときには、これは地方分権改革推進委員会の
第二次勧告というのが出されておりまして、それ

○麻生国務大臣 出先機関のいわゆる改革の話は、
これは新藤先生の担当なので。

すが、この方向性について、ぜひ、当時の総理と
してどのように考えられて提案されたのか、この
理念の原点を教えていただきたいと思います。

そのことをぜひお聞かせください。
○安倍内閣総理大臣 国の出先機関の移管につい

総理、当然、被災地には毎月行っていらっしゃ
ると聞いておりますけれども、東日本大震災を経
験し、その後、国の出先機関の地方移管について、
震災前と後で考え方はお変わりになられたのか、

を持つのかというのは大変重要だと思っておりま
す。

やはりもう一旦、国の統治のあり方というもの
は見直して、大きな意味での改革をしなければな
らないし、どこが権限を持ち、どこが、誰が責任

域連合という形の中において出先機関をそこに移
譲するというのは非常に不安であるという声もあ
ったわけでございます。
そうした声もやはり勘案しながら、もちろん、

ては、民主党政権下で閣議決定された出先機関の
機能を広域連合に移譲する法案に対して、発災後、
市町村から、これは都道府県と市町村で意見の違
うところでありますけれども、市町村からは、こ

ました地方分権有識者会議において、精力的な議
論をさらに進められてしかるべきだと存じます。
○小宮山委員 出先機関のことに大変こだわるわ
けですけれども、やはりそこが、先ほども質問し

今まで、なるべく権限を移譲していくという中に
おいて出先機関も考えてきたところでございます

で、八府省十五系統だったと記憶しますけれども、
それでやらせていただいたと思っております。
今言われたものを含めまして、いろいろな権限
について、これは全国的な規模に立った視点で行

ではないという感じを持ってしまいます。
この点に関しては率先して移管の候補に挙がっ
てもよかったのではないかなという気は今でもし
ておりますので、四十七都道府県に移管しないの

たとおり目的化されないこと、大きな意味で国の
統治のあり方というのは考えなければならない。

が、そういう観点も踏まえながら、あり方を検討
していきたいと思っております。
○新藤国務大臣 今まさに総理からもお話がござ
いましたから、重ねないようにいたしますが、震

います。
こういうものを見ますと、これがここでやるべ
きものなのかという疑問もございますし、市町村
あるいは都道府県でも同じような相談業務はもち

は、自民党さんの政策にも挙げていますが、道州
制になることを見越して総務省の地方の機関とい

特に三・一一の東日本大震災、このときには本
当に、災害を受けた地方の県、それ自体も被災を
受けて対応が十分にできなかったりということが
ございました。こういった中において、私自身も、

災前と後ではやはり考え方は変わったと思います。
それから、本当に危機対応する上でどのような

れは全てではないんでしょうけれども、私が会っ
た例えば相馬市の市長もそうだったんですが、広

うのを残されているのかとも思ってしまうときが
ございます。
そもそも論になりますけれども、麻生大臣は、
総務大臣や外務大臣などさまざまなものを歴任さ

もっともっと移管できるものがあると考えていた
ところもありますが、こういった大規模災害のと

取り組みをしなきゃいけないのかということ。こ

わなきゃならぬということやら何やら、いろいろ
あろうと思いますので、この間、四月五日にでき

れまして、現在は財務大臣として国と地方の財政
をごらんになっていらっしゃいます。日本の統治

きには必ずしもそれだけではいけないんだと。

ろんしておりますので、総務省の出先機関でなけ
ればその役割が十分に果たせないという業務内容

機構のあり方に対し広い見地をお持ちだと思いま
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統の出先機関の統合というのがあったわけであり
ますが、その中においても、全国的な規模や全国

それから、先ほど行政評価局のお話をいただき
ました。これは、そもそもこのときは、経済財政
諮問会議の民間議員のペーパーの中でも、「国の
出先機関の大胆な見直し」、ここで八府省十五系

やはり今までの議論に加えた議論が必要だ、この
ように考えています。

れは、本当にたくさんの方が犠牲になった、そう
いう中で、我々はそういった無念を受け継いで次
に備えなければいけない、こういう意味において、

の点を伺わせていただきたいと思います。
インターネット選挙の解禁等、さまざまな議論

憲法裁判所について御質問させていただきたいと
思います。
先般、〇増五減の選挙区割り案が成立すれば、
違憲判決の対応として十分だと考えているか、こ

で、よろしくお願いします。
さて、時間がございますので、選挙制度改革と

な問題がまだあるかと思っております。
この点に関しては、しっかりと実態を見て、ま
た議論もさせていただきたいと思っておりますの

さて、そうなってきますと、今、障害者自立支
援法にも触れましたけれども、現在、憲法九十六

思っておりますし、〇増五減、数だけの問題、二
十一増二十一減とかさまざまな議論はありますけ
れども、自動的にされる方が、この最高裁の判決、
その本旨に見合うものだと思っております。

三者機関なりきちんと別のところで、自動的に区
割りを変更するという制度が必要だというふうに

その分があれば支援費が出せたじゃないかという
大変悔しい思いもしておりました。
この中で、私自身思うのは、国会ではなく、第

も、三権分立の中、憲法裁判所の必要性があるの
ではないか、このことを考えておりますが、この
点に関しまして、総理、ぜひ御所見をお述べいた
だければと思います。

条だけの改正が取り上げられておりますけれども、
憲法を改正しやすくなることだけが目的ではない
はずです。ここだけの議論には、私自身、違和感
を感じるところでもございます。

は、〇増五減案では不十分であることを示す判決
が出されております。
そのもとで、今後ですけれども、五年ごとに、
国政選挙の結果に応じて、また区割りの審議会の

○安倍内閣総理大臣 憲法裁判所についてでござ
いますが、一般的に憲法裁判所とは、具体的な争

が今、国会では行われております。今回、公選法
改正の後には、いわゆる〇増五減の選挙区割り変
更の問題が控えております。私たち生活の党は、
その前身である国民の生活が第一のときに、〇増

ざいますから、そういった機能を生かすという意
味で、このようなことで今展開しているわけでご
ざいます。
○小宮山委員 最後の点は、意見はちょっと違う

答申に沿って、自動的に定数配分が見直されるこ
とを法律に明記すべきであるという立場もとって

訟を法的判断により解決する国家機関である通常
の司法裁判所と異なり、具体的な争訟を必ずしも
前提とせず、一般的に、抽象的に憲法問題の裁判
を行うことをその権能とする独立した国家機関を

的視点に立って行わなければいけない事務として
整理されているのであります。決してお手盛りで
やっているのではございません。
これは、全国の行政評価局、それから相談委員

かと思いますが。
出先機関、私自身も、地方を守る会の首長さん

おります。
国政選挙には、多額の費用、六百億円、七百億
円ほどが一回の国政選挙をするとかかる。小泉改
革と言われるあの郵政解散のときは、二年間のう

いうものと解されているわけでありまして、現行
の最高裁判所は、憲法により、具体的な事件の解

違憲判決、今までもさまざま出ております。改
正されたとしても、そのときの憲法を守るために

たちのお話を伺い、大規模災害のときの国のあり
方や、また被災地域の自治体が大変御苦労された
ことを伺いまして、一般的に地方分権といったと
きに、国と基礎自治体の二層や、国、道州、そし

ちに大体千五百億円の国費が使われました。当時、
私、障害者自立支援法の反対をしておりました。

決に必要な限度で違憲立法審査権を認められてお

五減案には反対をいたしました。また、第四十六
回衆議院総選挙後に各地高裁に提訴された裁判で

て基礎自治体という三層になる、しかし、広域連
合という形だと、それにプラスになって二・五層

これも憲法違反となったものでもございますが、

の業務というのは、たくさんのことを扱っており
ますし、これは国であって初めてできることもご

になってしまうのか、三・五層なのか、さまざま
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行政をチェックし、そして、お互いが国民の生活
を守る、命を守る、そのための国づくりができる

れはまさに各党各会派において御議論をいただき
たいと思います。
○小宮山委員 ありがとうございます。
ぜひ、三権分立の中で、きちんと国会が司法、

我が国に憲法裁判所を設けるべきであるという
御提言は非常に大きな問題でございますので、こ

りまして、個別事件の適切な解決を通じ法の支配
を実現するという司法の役割を適切に果たしてい
ると考えております。

主査の辞任及び補欠選任につきましては、委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませ

○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、
そのように決しました。
次に、分科会の分科員の配置及び主査の選任、
また、委員の異動に伴う分科員の補欠選任並びに

ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第八分科会は、国土交通省所管
以上のとおりとし、来る四月十二日及び十五日の
両日分科会審査を行いたいと存じますが、御異議

の要求がありました場合は、これを承認すること
とし、その取り扱いは、委員長に御一任願いたい
と存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

んか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、
そのように決しました。

○山本委員長 この際、分科会設置の件について
お諮りい たしま す。
平成二十五年度総予算審査のため、八個の分科
会を設置することとし、分科会の区分は

○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、
そのように決しました。

ことを願い、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
○山本委員長 これにて小宮山君の質疑は終了い
たしました。

第一分科会は、皇室費、国会、裁判所、会計検
査院、内閣、内閣府、復興庁、防衛省所管及

次に、分科会審査の際、政府参考人及び会計検
査院当局の出席を求める必要が生じました場合に
は、出席を求めることとし、その取り扱いは、委
員長に御一任願いたいと存じますが、御異議あり

次いで、お諮りいたします。
分科会審査の際、最高裁判所当局から出席説明

び他の分科会の所管以外の事項
第二分科会は、総務省所管
第三分科会は、法務省、外務省、財務省所管
第四分科会は、文部科学省所管

ませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

各大臣は御退席いただいて結構でございます。
―――――――――――――

第五分科会は、厚生労働省所管
第六分科会は、農林水産省、環境省所管

○山本委員長

御異議なしと認めます。よって、

第七分科会は、経済産業省所管

そのように決しました。
次回は、明十日午前九時から委員会を開会する
こととし、本日は、これにて散会いたします。

午後五時三分散会
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