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年 月

日

主な内容

7 25 復興特別委

事実上の「東電救済機構」である政府提出の原子力損害賠償支援機構法案と野党
５党提出の「国による賠償仮払い法案」の並行審議。
「仮払い」ができれば「賠償機
構」
は要らないではないか、
と、考えてみれば当然の指摘を。

復興特別委
（午前）

原子力損害賠償支援機構法案、民自公３党合意に基づく修正案の質疑。東電救済
のために際限な公的資金をつぎこむスキームである事が白日の下に。さらに官僚作
成の
「根回しペーパー」
の存在を暴露。一騒動に。

7 26

CHECK

委員会名

復興特別委
7 26 （午後）

原子力損害賠償支援機構法案、みんなの党提出の修正案の趣旨説明。東電
の破綻処理と実質国有化のスキームを提案も、否決。

7 27

厚労委、放射線の健康影響に関する参考人質疑。後で「内部被曝の真実」
（幻冬舎
新書）を書かれる東大アイソトープ研の児玉龍彦先生の叫び。Youtubeで何万人も
の人々がこの動画を見た。

厚労委

CHE

201１

8

2 復興特別委

震災瓦礫撤去法案。瓦礫撤去作業の発注を時間単価でなく日決めの単価で行なっ
ているから迅速に進まないのだと指摘。与党議員からも賛同の声が。後半は除染
における国の責任について細野大臣に。

8

2

総務委

同日２回の質問。原発避難者の受け入れ自治体において生じた行政サービスのコ
ストを国が補填する内容の法案。片山総務相から
「非常に理論的で、かつ、玄人っ
ぽい質問」
と。

8

3

厚労委

原発事故で大量放出された放射性物質の健康影響を恐れて子ども達や妊婦さんが福島県を
離れている。リアルタイムで放射線量を測定できる個人線量計を無償配布し、リスク回避と安
心のために活用する提案を。
この提案は民間企業の協力を得て11月に南相馬市で実現した。

8

8

予算委

みんなの党結党２周年。国会中継入りの予算委。
「増税しなければ財政破綻」と言っている政府の通
貨がなぜ買われ円高になるのか。
「脱原発」と言っている菅政権がなぜ CO2 排出削減量を稼ぐため
の原発輸出を行おうとするのか。菅総理は答弁に立たず、
「総理、総理、総理」と辻元清美さんばりに。

8

9 復興特別委

震災瓦礫撤去法案。被災地で大量発生したハエ・カの問題について。現地
を見てきた者として、あまりにも鈍い対応に苦言。仮設住宅への網戸の設置
も
「三次補正で」。それでは秋か冬になってしまうと。

8

9

この日は質問２回。地域主権改革第二次一括法案。国による義務付け・枠付けの
撤廃。
「◯◯基本法」で地方に「◯◯基本計画」策定を義務付けるものがいくつある
か、
との質問に、
「正直、分かりません」
と総務大臣。

8 10

総務委

CHE

経産・農水・環境委合同審査会。菅総理の退陣条件の一つである再生可能エネ
経産・農水 ルギー特措法案。土壌汚染された被災地の農地を使い、
再生可能エネルギーの供
環境連合審査会 給により「LED 菜園」を展開する提案を。
この日は質問２回。海賊・テロ特別委、民主党政権下で初めての質疑。震災救援

8 10 海賊対処・ に活躍した米軍の「トモダチ作戦」、日本政府に請求書は来るのか。そしてインド洋 CHE
テロ防止特別委 給油中止の代わりのアフガン支援５０億ドルのうち実施は１６.７億ドルのみと。
8 11

総務委

運輸事業振興助成法案について。事業仕分けで厳しい指摘を行なった軽油引取税
収からのトラック協会への事実上の
「補助金」
について、何と恒久化する法案の提案
者となった民主党について、
「これは民主党の死を意味する法案だ」
と。

国会活動報告
年間国会質問一覧

なることができます。
付でご検索ください。
年 月

日

8 23

委員会名
厚労委

10 24 復興特別委

CK

201１

CK

主な内容

子ども手当「つなぎ法案」。衆参ねじれで通せなくなった子ども手当の支給を、民自
公の
「マニフェスト撤回」合意に基づき、単年度のみ支給を行なう法案。
「巨額の現
金バラマキより地方に交付金として渡すべき」との論を展開。
野田内閣発足、第１７９臨時国会での初質問。震災被災地の住宅再建支援融資制度の
問題点。さらに海外視察を踏まえ、トルコ西部地震の復興住宅は面積１００平米、建設
コストは１戸１００万円以下。一方、日本の仮設住宅の建設は１戸４００〜５００万円。

10 25

科学技術
特別委

チェルノブイリ視察を踏まえ、
「除染の限界」について初質問。３０キロ圏内の除染と帰還を
断念したチェルノブイリ。一方、福島の除染は可能なのか。費用対効果はどうなのか。ウク
ライナ元非常事態省高官の「私達の経験から学んでほしい」
との言葉を細野大臣に紹介。

10 26

国交委

シンガポールで２０１０年に開業した２つの I R（統合型リゾート）の目覚しい成功に言及
しつつ、
「２０１３年に訪日外国人１５００万人」の目標に遠く及ばない日本の現状をどうす
るのか質問。国交相から「I Rを進めてまいりたい」
と答弁が。カジノ解禁の法案に弾み。

10 26

厚労委

小宮山厚労相に。成長戦略で
「ライフ・イノベーション」
と言うが、医療も介護も参
入障壁があり、巨額の公費投入に依存している。
それがどうして経済成長の牽引車
になり得るのか。
さらに派遣法改正案のもたらす弊害、歳入庁創設について。

10 27

総務委

川端総務相に。民主党政権の一丁目一番地だったはずの地域主権改革、地方出先
機関の原則廃止はいつの間にか後退の様相。広域連合を受け皿として権限移譲が
進むのか。
「道州制基本法」
が必要ではないかと質問。

11 11

予算委

TPP 集中審議。TPP があろうがなかろうが既得権益に守られた農業、医療は改革
しなければならない。そしてTPP参加を掲げながら日本最大の金融グループである
日本郵政を官営に戻す、世界のルールに反する逆行をやっていると指摘。

11 14 復興特別委

「二重ローン救済」
のための機構を設置する法案、
みんなの党も参加して参院で可決
した法案を衆院段階で民自公が「談合」で換骨奪胎。「これでは被災企業の債権放
棄に繋がらない」と参院提出者・みんなの党の桜内議員も激怒。

11 17 憲法審査会

憲法審査会、設置から４年間の空白期間を経て、ようやく議論を開始。
みんなの党
の憲法観を披露。首相公選制、衆参統合一院制国会、道州制、憲法改正規定の改
正について言及。

11 17

憲法審査会と同日。野田総理のAPEC 出張報告。
「総理はどうしたいんですか。TPP に
参加したいんですか、今はそのつもりはないんですか」と。尖閣諸島について「日中首脳
会談でやり取りはありませんでした」
って、あなたが言わなかったんでしょう、野田総理。

本会議

11 22 復興特別委

復興特区法案。
「漁業特区」はメニューにあるがなぜ「農業特区」がないのか、NPO や民
間企業が自治体経由でしか国への規制緩和の提案ができない形になっているのはなぜ
か、復興交付金について国の裁量権を残しているはなぜか、全て国の「上から目線」。

11 22

総務委

１日２回の質問。復興増税の地方税分について。
「増税によらない復興財源を求め
る会」
に署名している議員が、野田内閣で総務副大臣、政務官に就任し、いつの間に
か復興増税の提案者になっている。この驚くべき変節について弁明を聞く。

11 24

科学技術
特別委

ITER（国際熱核融合実験炉機構）の本島修機構長をお招きしての参考人質疑。核
融合炉と言えば「ガンダム」の動力源となっている。宇宙世紀（UC）を待たずに実現
するか。恐らく国会で「ガンダム」という言葉が議事録に残った初めてのケース。

︵▼ 続きは中面へ！︶

CK

衆議院T Vホームページ
www.shugiintv.go.jp

表面からの続き

衆議院議員
年 月

日

11 24

柿沢未途

委員会名
総務委

国

主な内容

また１日２回の質問。国家公務員給与の人事院勧告について、
「復興財源のため７.８％の給与
との政府の見解について。
「公務員は
削減をするから、人事院勧告の０.２３％引下げは不要」
試験で選ばれているから能力評価は正規分布にならない」
との人事院総裁の答弁に仰天。
復興特区法案。国が裁量権を持つ復興交付金が１兆５０００億円、地方自治体が自
由に使える復興基金は２０００億円。
「規模が全く逆だ」
と。

11 29 復興特別委

復興特区法案。被災自治体の復興計画の策定にあたり、国交省が専門家チームを作り
民間コンサルタントとともに「支援」に入っている。国主導の復興計画に結果として誘導
しているのではないか。民自公修正案に対案を出した上で賛成。

11 29

国交委

１日２回の質問。津波防災地域づくり法案。
「海の見えない漁村は本当に安全か」。気仙
沼大島は７〜１１.８ｍの堤防が島を囲む。
「まるで刑務所の塀のようだ」と。国交省が陥
りがちな国主導のハード偏重の復興計画へ警鐘を。

11 30

厚労委

国民年金法の改正法案。消費税増税を前提に、後から入ってくるはずの税収を年金財
源に充てるという、「増税の予約」のような摩訶不思議な法案。年金積立金運用独立行
政法人（GPIF）
の積立金運用実績についても。

12

1

総務委

地方税法改正案。所得税の雑損控除について、被災者の震災後の生活実態に見合った
適用緩和を求める。大阪 W 選挙の直後でもあり、大阪都構想への総務大臣の見解も
質問。

12

2

厚労委

B型肝炎感染者特措法案。集団予防接種により感染したと見られる患者について被
害救済を行なうもの。国との係争中に民事訴訟の時効を迎えた患者に対する救済
策を措置。原告団や患者団体に
「私達の思いを代弁」
と高く評価された。

CHECK 12

5

予算委

NHK 国会中継入りの予算委集中審議。
「政治とカネ」がテーマ。山岡消費者
相のマルチ献金問題への追及が目的の委員会だが、個人スキャンダルは取り
上げず、民主も自民も触れられない政界の
「電力マネー」依存を質問。

201１

11 25 復興特別委

CHE

12

5 復興特別委

1日２回の質問。震災の年も年末、今頃、復興庁設置法案。民自公で成立させた「復興基本
法」も中身が乏しいものだったが、基本法に沿った形の復興庁設置法案はそれをも換骨奪胎
している。復興庁を東京に置き、
復興事業の実施権限を削除。一方、
事務次官ポストが増える。

12

6 復興特別委

連日のNHK 国会中継。復興庁設置法案、総理出席の締め括り質疑。復興基本法では
復興庁は復興事業の企画立案と実施権限を持っていたのが、復興庁設置法案では復
興事業の「基本的方針の」企画立案となり、骨抜き。まさに「霞が関文学」の極致。

CHECK 12

7

厚労委

臨時国会も会期末。突然、派遣法改正案が民自公で修正され、審議、採決に。製造業派
遣、日雇い派遣、登録型派遣の禁止を全て
「検討事項」に回し、実質、中身のない法案に。
こ
こまでの間違った雇用労働に関する現政権の姿勢を厳しく批判。関係者から高い評価。

12

8

災害対策
特別委

火山噴火予知連絡会の藤井会長をお招きしての参考人質疑。歴史的にも巨大地震
の前後には大噴火がある。
にもかかわらず気象庁に火山の専門家は非常に少ない。
これが臨時国会で最後の質問。

2

2

予算委

通常国会初質問。原子力災害対策本部等の議事録未作成問題について。NHKの報道で
明らかになったようだが、私はすでに昨年５月の国会質問で指摘していた。知っていたの
に無視したのだ。当時の状況を復元するものとしての「メモ書き」の公開にも消極姿勢。

2

3

総務委

四次補正関連の地方交付税法改正案。地方交付税を財源増収分を翌年度に繰り
越す法案。
こうして生まれた財源をなぜ３３兆円の交付税特会借入金の償還に充て
ないのかと質問。交付税特会の償還計画はまさに画に描いた餅だと指摘。

2 15

予算委

大阪維新の会の
「船中八策」
について。前日、官邸にお届けしたが、野田総理は
「積ん
読」
しました、
と人を喰った答弁。首相公選制、郵政逆戻し、特会埋蔵金、デフレ脱却
議連の会長だった松原仁大臣は増税賛成か、矢継ぎ早に質問。

CHE

2 17

予算委

通常国会初のNHK 国会中継入り。予算委集中審議。安全保障がテーマで田中直紀防衛
相の追及の場だったが、私は対中政策に絞って質問。
「中国の民主化は日本の最大の安
全保障」
との立場から、チベット弾圧、共産党一党独裁体制の民主化、尖閣諸島問題等。
安倍内閣で成立した憲法改正の国民投票法、その積み残しの課題として残された

2 23 憲法審査会 「１８歳選挙権」について。法務省が「選挙権年齢と成人年齢の切り離し」を示唆
し、総務省は
「両者は一致させるのが適当」
と、見解が対立。

2012

CHECK

CHECK

2 23

総務委

１日２回の質問。国家公務員給与７ .８％削減の特例法案。給与カットは２年間、消
費税増税は恒久的、こんなの国民に理解されるか、と指摘。
しかも地方公務員の給
与については
「強制できないし、求める事もしない」
と川端総務相。

2 27

予算委

参考人質疑。
デフレと円高について。
「量的緩和は偽薬」と言う深尾慶大教授に「消
費税率上げによる駆け込み需要こそ偽薬効果ではないか」
と反論。

2 29

予算委

国家公務員人件費２割削減について、任期中にやるのかやらないのか、一体どっちなんだ
と岡田副総理に質問。テレビでは
「困難」
と発言しながら、
もはやできっこないのに、国会で
は「全力で頑張る」。後半は被災地における訪問看護ステーションの「一人開業」の問題。

3

1

予算委

NHK 国会中継入りの予算委集中審議。
「マニフェスト検証」がテーマ。派遣法改正案と軌を
一にした
「長妻プラン
（専門２６業務適正化プラン）」により、官製派遣切り２６万人の甚大な
被害が生み出されたと指摘。枝野経産相の原発再稼働をめぐる発言の変遷についても。

3

1

総務委

１日２回の質問。周波数オークションについて。
２兆円の価値とも言われる「プラチナバ
ンド」
の周波数帯をオークションせず、従来型の電波割り当て。川端総務相は予想を上回
るやる気ゼロの答弁。事業仕分けもひっくり返し、
ひたすら総務省の言いなりの印象。

3

2

予算委
公聴会

予算審議も大詰め、中央公聴会。株式会社ワークライフバランス社長の小室淑恵さ
んの
「若者を雇うとコスト削減になる」
に、それは中高年のリストラとトレードオフで
はないか、
と重要な提起をしたが、中井予算委員長に
「時間です」
と切られた。

3

5

予算委
第 8分科会

予算委分科会、４分科会で質問。１日質問４回。国交省関連、気象庁連続追及シ
リーズ第一弾、気象庁の緊急地震速報や気象データを配信するたびに、典型的な
天下り法人である㈶気象業務支援センターにカネの落ちる仕組みを指摘。

3

5

予算委
第7 分科会

経産省関連。枝野経産相に核燃サイクル事業について聞く。建設費２.４兆円、再処理事業
に１９兆円、完成予定時期は１９９７年から１８回も延期に次ぐ延期。にもかかわらずまた
補助金を予算計上している。もはや撤退すべき、
という指摘に「ゼロベースで議論中」。

3

5

予算委
第6 分科会

環境省関連。東電と東北電の火力発電所の増設だけがなぜ３年かかる環境アセス
の対象外となるのか。世界標準で行なわれている原発事故の確率論的リスク解析
を日本はなぜできていないのか。過酷事故への備えも今もなお全くお寒い限り。

3

5

予算委
第2 分科会

総務省関連。平成２１年、行政評価において原子力防災業務を取り上げ、「オフサイトセン
ターの放射能低減措置が不十分」と指摘していたにもかかわらず、福島第一原発事故には
全く活かされなかった。行政評価の勧告の仕方そのものに原因があるのではないかと指摘。

3

6 復興特別委

福島第一原発事故を受けた被害者と東電の賠償交渉にあたり、
原子力賠償紛争解決
センターにおける和解交渉で東電が後ろ向きの姿勢を取っている事を指摘、公的資
金１兆円投入の前提に「迅速な賠償」を掲げているのに。現場の声を受けての質問。

3

6

１日２回の質問。地方交付税法改正案。この法案になぜか「当せん金付き証票法」、つま
「最近、売れないので倍率を上
り宝くじの上限倍率引き上げの改正が入っている。
しかも、
げます」。事業仕分けでやり玉にあがった ㈶日本宝くじ協会の事業も看板の架け替え。

3

7 復興特別委

原発事故被害者と東電との賠償交渉の問題点、
パート２。賠償案件は１００万件以上とも言
われる中、和解交渉を仲介する仲介委員の弁護士は１２８人。体制の拡充は急務。更に自
主避難者への賠償が１件もない中で、すでに打ち切りが取りざたされている状況にも苦言。

3

7

１日２回の質問。柔道整復師の療養費の不正請求について、辻厚労副大臣が野党
時代に鋭い切り込みをしていたのに、政権交代で副大臣になったら静かになってし
まったので突っ込みを。更に AIJ 問題、天下りの責任はないのか。

3

8 復興特別委

総務委

厚労委

CHE

CHE

１日３回の質問。４日間で質問１１回。福島復興特措法案。「国の社会的責任を踏
まえて」という第一条の文言について等。長期にわたる健康影響、健康被害の発生
に、国は責任を負うという意味を確認。

衆議院TVホームページ 柿沢未途の質問・討論動画は衆議院のホームページか
「衆議院T V」 発言者名「 柿澤未
www.shugiintv.go.jp 検索エンジンから、

会活動報告

年間国会質問一覧
年 月

日

3

8

予算委

平成２４年度予算締め括り総括質疑。野田総理を相手に。
「除染するから帰還を」
と住民
に強いる事はできない。
しかし政府は事実上、
それをやろうとしているのではないか。後半
はAIJ 問題、天下りの責任があるのに安住財務相は厚生年金基金の自己責任論に終始。

3

8

総務委

予算関連法案の地方税法改正案等の採決前の質疑、野田総理も出席。消費税増税
反対を唱えていた総務省政務三役に「どうするのか」と問う。この期に及んで総理の
前でも賛否を明言しない政務官も。政権与党内の不一致も極まれり。

3 14

国交委

気象庁連続追及シリーズ第二弾。震災発生直後の気象庁の津波警報が「６ｍ」で
あった事が逃げずに流された犠牲者を多く出したと言われているが、
この津波警報
が過小評価だった事を気象庁は発令直後から知っていたのではないか、
との指摘を。

3 14

厚労委

１日２回の質問。雇用保険法改正案。失業保険の積立金を雇用保険二事業の赤字穴埋
めへの流用を継続しようという法案。事業仕分けの「廃止」判定を連合の要請もあり覆
したもの。失業保険の積立金のソルベンシーマージン比率の計算方法の公表も求める。

ECK

ECK

。

委員会名

CHECK

このマークがついているものは、
特にご覧いただきたい
重要な審議です。

3 15 憲法審査会

主な内容

憲法改正の国民投票について、公職選挙法における公務員の政治活動制限の対象
外とするものとされているが、国政選挙や地方選挙と国民投票が同時に行われる場
合、
その区別を付ける事ができるのか、
という本質的論点を私から提起。

3 15

災害対策
特別委

１日２回の質問。気象庁連続追及シリーズ第三弾。震災発生直後の地震規模を
示す
「M７.９」
という過小評価は、
気象庁精密地震観測室の計測した
「M９.０」
という
データから修正できたのではないか。津波警報も修正できたのではないか、
と指摘。

3 16

災害対策
特別委

２月１３日の新潟県十日町市、長野県栄村の豪雪被災地の視察を踏まえての質疑。
雪国の県の除雪費用は社会資本整備総合交付金でカバーする事となっているが、
雪庇落としの費用等は対象とならない、
という泉田新潟県知事の訴えを取り上げた。

3 21

国交委

都市再生特措法改正案。震災を踏まえた首都圏の帰宅困難者対策。みんなの党の港区議か
ら提案のあった東京湾岸の高層マンションにおける災害時対策について。死活問題だが盲点
となっている高層マンションの「自家発電機への燃油の補給」について画期的アイデアを。

3 21

厚労委

民自公のマニフェスト撤回合意に基づき、
「子ども手当」
を
「児童手当」に戻す法案。
この
間の交渉で「子どものための手当」から
「児童成育手当」に、
更に
「児童のための手当」
も
駄目で元の「児童手当」に落着、
という部外者には実にどうでも良い経過をたどった。

3 22

総務委

平成24年度NHK予算。NHK 職員人件費は１人当り１７８０万円。給与だけでも平均１１８５
万円。一方、全サラリーマンの雇用者報酬は４４０万円。実に４倍の開き。それでいて受信料
10％引下げは断念。どこが「皆様のNHK」
だ、と古巣に苦言。
マスコミでも取り上げられた。

3 28

厚労委

国民健康保険法改正案。財政運営の苦しい市町村国保の運営を都道府県単位にしていくも
の。広域化により財政運営を自立安定させるなら、道州制が最も望ましい。歳入庁が実現する
と国保から協会けんぽへ大量移動して国保財政はもっと厳しくなる、それは想定しているのか。

4

5 憲法審査会

国民投票法制定時の残された課題、憲法以外の一般的国民投票の導入の可否に
ついて。
みんなの党は事実上の首相公選制を可能にする諮問的国民投票の法案も
提出しており、国民投票を積極的に活用すべし、
という立場。

4 11

国交委

北朝鮮の
「人工衛星」
と称するミサイル発射の予告期間を前に、北朝鮮籍船舶の入
港禁止措置の１年延長の承認案件が。今後、核実験も予想される中、日本はどのよ
うな対抗措置のオプションを持つ事ができるのか。

4 12

総務委

一般質疑。再度、NHK を取り上げる。震災直後の昨年３月１１日午後３時台の NHK 総合の視
聴率は何％だったか？１４.１％だった。未曾有の震災に民放と変わらぬ視聴率では「災害の
NHK」
とは言えない。築40年の渋谷の放送センターの耐震性も民放キー局に比べてどうなのか。

4 13

厚労委

一般質疑。
ライフワークの一つであるがん対策について。日本はがん患者の数すら
把握できていない、５年生存率も推計値。欧米に比べて大きく立ち遅れている。都
道府県単位で行なわれているがん登録を法制化する必要を説く。

2012

ECK

ECK

4 17

厚労委

岡田副総理出席で税と社会保障一体改革に関する質疑。社会保障の目的は所得再
分配であり、そのための財源調達方法として消費税が正しいのか。８０兆円の相続
資産に対し１兆円の税収しかない相続税の課税ベースの強化を提案。

4 18

厚労委

障害者自立支援法改正案。障害者団体と違憲訴訟の和解合意を交わしたのに、合
意書とかけ離れた看板の架け替えだけの法案を出してきた。鳩山総理は官邸に障
害者の皆さんを招いて「新法を作ろう」とエイエイオーまでやっていたのに。

5 18

国交委

前田国交相の問責決議を受けて国会空転、最多質問議員の私も実に１ヶ月ぶりの質
疑。
しかも前田大臣の出席なしの参考人質疑。ツアーバス事故について、規制緩和との
関連性が本当にあるのか、防音壁の構造上の問題を放置していた国交省の責任は。

5 24 憲法審査会

日本国憲法の各章別の議論がスタート。第一章、すなわち
「天皇」
について。国家の
存立の基本中の基本について定まった規定がないというのが日本国憲法の最大の
問題。天皇を国家元首と憲法に明記すべしと発言。

5 24

民主党の掲げる新年金制度の財政試算について。そもそも試算の前提となっている運用利
社会保障・ 回り４.１％は「甘い」と批判してきた自民党政権時代の数字。
それでも７万円のはずの最低
税特別委 保障年金は２０６５年で５.８万円にしかならない。岡田副総理は「私は知らない」。唖然。

5 30

待機児童の８割は０〜２歳児なのに「総
社会保障・ 子ども・子育て新システム法案について。
合子ども園」
に３歳児未満の受け入れ義務はない。
「幼保一体化」
と言いつつ幼稚園
税特別委 は残留可能に。消費税増税分７０００億円を投じる意味はどこにあるのか。

5 31 憲法審査会

日本国憲法第二章、つまりは憲法９条について。集団的自衛権について法制局の見解
で禁じているのはおかしい、何らかの立法措置が必要と指摘。
９条の条文については、
２年間の国民的議論を経て、国民投票で決定していくみんなの党の考え方を示した。

6

1

本会議

国家公務員法改正案。渡辺喜美行革相の公務員制度改革基本法の内容を換骨奪
胎、霞が関の悲願である
「内閣人事局の空洞化」
を実現。しかもJR 出身の人事院総
裁は
「労使交渉による公務員給与決定は困難」
と持論を展開。

6

5

環境委

原子力規制庁法案、政府案と自公の対案の並行審議。大飯原発再稼働の政治判断
が何ら法的正統性なく進められている事が改めて明らかに。自民党議員からも「新
しい規制組織の下で再稼働の判断をすべき」
と反対の意見表明が。

6

7 憲法審査会

日本国憲法第三章、国民の権利及び義務について。国民主権の立場から国家権力
を限定する憲法の成り立ちからして、「国民の義務」を強調する昨今の改正論には
同調しない旨、発言。国民の権利として
「情報公開」
を憲法上、明記すべきと提言。

6

7

総務委

合併特例債と過疎債の発行期限の延長を認める法改正。震災が理由となっている
が、要するに起債依存に陥っている市町村の延命策でしかないのではないか。
そも
そも過疎債の発行で過疎を脱した市町村はあるのかと質問。

6

8

環境・経産
連合審査会

原子力規制庁法案、枝野経産相と細野環境相に。核燃サイクルと原子力政策大綱
の策定に関する推進側だけを集めた「秘密会議」について、
「こんなプロセスで作ら
れた報告書など誰も信じない」
と、近藤原子力委員長の責任を問う。

予算委

テレビ入りの集中審議。税と社会保障の一体改革と言いながら、社会保障は棚上
げ、増税だけが残った。
「どうせもらえない」という若い世代の年金不信に応えるべ
く、賦課方式から積立方式の年金制度への移行を提言。

6 12
6 13

社会保障・ 地元の商店街を歩いていると良く言われる、「消費税を元の外税方式に戻してくれ」
という話を。商店街連合会理事長の答えは、意外にも
「どっちでもええですわ」。高
税特別委公聴会 橋洋一氏には、
「日本は財政破綻するのか？」
と。

6 14

災害対策
特別委

高層マンションの震災時の避難対策。７日間の自宅残留と言いながら、マンション
地下の自家発電は７時間しか燃油が持たない。２８階建ての赤坂議員宿舎に住む
中川防災相も他人事じゃありませんよ、と。

6 15

環境委

原子力規制庁法案、政府案と自公案が一本化されたが、
「菅リスク」
と言われる政治
介入からの独立も、原発推進官庁と人事で遮断する
「ノーリターン・ルール」
も、
こと
ごとく骨抜き。そもそも国会事故調の結論前に法案を通そうとするのがおかしい。

6 15

国交委

特定タンカー再保険特措法案。イラン制裁の一環でEUが原油禁輸を決め、欧州保険会社が握る
再保険も7月1日から禁止の見込み。このままだとイランへのタンカーの航行ができなくなるため、
政府が再保険の肩代りをする法案。質問者からは「今の今まで何やってたんだ」との厳しい声が。

からご覧になることができます。
未途 」
＋日付でご検索ください。

（ 2012 年 6 月15 日現在 ）

国会質問誌上 REPORT

震災ごときで
びくともしない
！
街を作る
（２０１２年３月21日 国土交通委員会）

六本木ヒルズの森タワー（写真上）は 54 階建ての高層
オフィスビルですが、昨年の震災時には 51 階にある

レストランでワイングラスの１つも割れなかったそうで
す。地震の横揺れを制御する「制震装置」
（写真左）に
より、揺れを３割も低減できたからです。構造部分へ
の「制震装置」の導入により、揺れない建物を今や
実現できる時代になりました。
高層マンションも耐震性が向上し、倒壊や火災は考
えにくくなりました。問題はむしろ停電によるエレベー

ターや水道ポンプの停止です。必要なのは震災直後に自宅残留が可能になるよう、自家発
電の能力を高める事です。
制震装置で 30％揺れを低減 ※森ビル資料より
東京湾には船舶給油用の重油積載船が浮
●六本木ヒルズ森タワー 54 階で計測（東日本大震災時）
かんでいます。豊洲をはじめとするベイエリ
25cm
36cm
アの高層マンションの自家発電機に、水上
からの燃油補給が可能になるよう、消防庁
にも規制緩和を求めました。

マグニチュード７クラスの首都直下型地震
の発生確率は「４年以内に 70％」に高まっ
たと言われています。震災でびくともしない
江東区を作るのは、私の喫緊の課題です。

Follow Me!

Twitter アカウント ⇒

＠310kakizawa
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ツイッターでは、質問の内容を
詳しく報告しております。
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Twitter ご覧ください！
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