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始まった話ではなく、長年、政権を担っ
てきた自民党が深刻な被害をいわば見
過ごしてきた結果、今回のように社会
の強い批判を浴びる結果となったとい
う事も振り返って反省しなければなり
ません。社会的に問題のある宗教団
体だと裁判でも指摘されていたにもか
かわらず、選挙支援等を受けるために
目をつむっていたのではないか、とい
う疑念や批判は厳粛に受け止めなけ
ればなりません。
私が見ていても、旧統一教会と自民党
議員との関係についての週刊誌等のマ
スコミ報道に直面して、国民世論の強
い風当たりに関する党所属議員の感覚
は鋭敏だったとは言えなかったように

マインドコントロール状態に陥らせ、
全財産を巻きあげるような悪質な寄附
等の勧誘行為は根絶しなければなりま
せん。一方で伝統ある神社仏閣や公
益法人のような真っ当な団体への真っ
当な寄附が阻害されたり、憲法で認
められた個人の財産処分権の侵害に
あたるような寄附の取消を認める訳に
はいきません。わが国の法体系で認め
られるギリギリのラインを突き詰める難
しい立法作業となりました。
その結果、立案されたのが「消費者
契約法及び独立行政法人国民生活セ
ンター法の一部を改正する法律案」そ
していわゆる「救済新法」となる「法
人等による寄附の不当な勧誘の防止
等に関する法律案」の２つの法案でし
た。政府提出の法案を与野党協議で
立案するの自体が異例ですが、国会
提出後に審議されるまでの短期間に野
党側の求めに応じて新たな法案修正
が加えられていったのも異例中の異例

ので、タテ・ヨコ・ナナメの人間関係を
持つのが重要だと感じられたのかもし
れません。
かくいう私も、入党後の新しい環境の
中で、党内で同じチームの一員として
国会運営の裏方で汗をかき、先輩・
後輩との人間関係を深められればとの
思いがあって、国対副委員長に自分
から手を挙げました。各委員会を担当
し、国対委員長はじめ首脳部に報告・
連絡・相談しながら、与野党間で審
議日程を詰めていき、それらを国会運
営全体で共有・総括していきます。国
会議事堂内の自民党国対の部屋はさ
ながら「体育会系の部室」のような雰
囲気がただよっています。
とりわけ秋の臨時国会では総額約２９
兆円という大規模な緊急経済対策の
ための令和４年度第二次補正予算案
の審議があり、また、週刊誌報道等
をめぐり国会で追及を受けた大臣３人
が相次いで辞任するといった、与党国

対にとっては極めて厳しい状況下での
国会運営となりました。審議日程がス
トップしないよう、野党側の要求に応
じて旧統一教会の被害者救済の法案
に関する与野党協議会が設置された
り、円滑な国会審議のためにカードを
切る決断をするのも国対委員長の役割
です。「下手をすれば内閣が倒れる」
ぐらいの重責を担っていると言って過
言ではありません。
臨時国会終盤の国会審議の焦点は、
まさに旧統一教会の問題に端を発した
霊感商法・悪徳商法や家庭崩壊に至
るような多額の寄附の被害者を救済
し、今後の被害を防止するための法
案に集中しました。与野党協議会は
正式な会議だけでも９回も開かれ、会
期末の１２月１０日までの限られた時
間の中で、岸田総理が国会答弁した
「今国会での新法成立」に向けた与野
党の議論が精力的に進められました。
宗教教義を隠れみのに信者をいわゆる

です。
安倍元総理が参院選中に銃撃により
暗殺される言語道断のテロ行為を契
機に、悪質な宗教団体により多くの家
族が家庭崩壊や一家破産に追い込ま
れている実態、そして宗教二世の子ど
も達が歪んだ宗教教義による虐待を受
けて苦しんでいる実態を政治が改めて
認識し、「何としても救済を急がねば
ならない」と、与野党が歩み寄りを重
ねた成果です。
担当の国対副委員長として、国会最
終盤の法案採決の衆院本会議で、私
が与党の自民党・公明党を代表して
賛成討論に立ちましたが、「今回の法
案の立案および審議の道のりは、国
会の歴史上でも画期的なもの」と私か
ら申し上げました。不眠不休で作業に
あたった消費者庁の皆さんはじめ、法
案に関わったすべての皆さんに感謝と
敬意を表する次第です。
とはいえ、旧統一教会の問題は今に

岸田政権の内閣改造・党役員人事で、
自民党国会対策副委員長になりまし
た。いわゆる「国対（コクタイ）」です。
国会運営の裏側で与党内の根回しや
法案審議に関する与野党協議等を担
う役職です。与野党の裏交渉を指す
言葉で「国対政治」と言われたりしま
すので、ちょっと悪いイメージを持って
いる方もいるかもしれません。
ところが今回、国対副委員長には、私
と同じ当選５回で環境大臣を務めた小
泉進次郎代議士、そして当選４回でデ
ジタル担当大臣を務めた牧島かれん代
議士と、若手ながらすでに大臣経験
者となった議員が自ら志願してこられ
ました。やはり政治とは人間がやるも

（中面に続く→）

ユーチューバー・柿沢未途の情報発信。防災士の国会議員
による防災シリーズ、江東区の魅力を紹介する「みと散歩」
シリーズ、【アートパラ深川おしゃべりな芸術祭】の紹介、趣味
の競馬に関するダービー特集の対談と、バラエティ豊かです。
チャンネル登録者数も急増中。ぜひご視聴ください！

絶賛配信中！

チャンネル
登録を

お願いします！

ご視聴はこちらのQR
コードを読み込むか
「かきみとチャンネル」
で検索してください。
ぜひ、チャンネル登録
もお願いします。

地元・江東区のホテルイースト21で年末に開催しているパー
ティー「柿沢未途君を励ます会」を３年ぶりに開催しました。
新型コロナウィルス感染症で大規模なパーティーを開けない
状況が続いてきましたが、社会不安が低下し、感染対策を
講じつつ着席でのスペシャルコンサートをお届けしました。
日本を代表するオペラ歌手の鮫島有美子さんは、天皇・皇后
両陛下（現上皇・上皇后両陛下）が作詞作曲された歌を特
別に歌う事が許されており、陛下の御在位３０周年式典で

も両陛下の前で歌われています。美
智子さまが今上陛下の赤ちゃんだっ

思います。国民の信なくば立たず、が
政治です。いたずらに世論受けばかり
を狙うポピュリストであってはなりませ
んが、国民の怒りや苦しみを敏感に感
じられる政治家でなければならないと
思います。
地元の江東区でも議員による汚職事
件がありました。大変、残念な事態だ
と思います。自民党は政権政党として
国民の信頼を得て引き続きわが国の
舵取りを託して頂けるよう、地元・江
東区においても汚職事件で高まった不
信感を払拭できるよう、自ら改革に努
めていかなければなりません。国会や
議会で多数だからとそっくり返って驕っ
ている事は許されないのです。

た時に自らおつくりになった子守唄「おもひ子」をはじめ、特
別な歌の数々を披露されました。私もステージに上がり、鮫
島有美子さんとご一緒に会場の皆さんと「ふるさと」の合
唱を。とても良い「歌のクリスマスプレゼント」となりました。
自民党総務会長の遠藤利明先生（元オリンピック・パラリ
ンピック担当大臣）もご来場され、私への過分なるお言葉
を頂戴しました。予想を上回るご来場者数で立ち見が出る
状態となりご迷惑もおかけしましたが、ご支援くださる皆さま
にご恩返しができるよう、自民党国対副委員長として職務に
努めてまいります。
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国会議事堂に飾られる尾崎行雄の胸像

自民党・公明党の与党を代表して
衆議院本会議に登壇
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■ 昭和46年（1971年）生れ。
　 数矢小、麻布中・高、東大法学部卒。
■ NHK記者として長野放送局に勤務、
　 長野冬季オリンピック・パラリンピックを現地で取材。
■ 都議 2 期、衆議院議員5期。
　 所属政党の幹事長や政調会長を歴任。
■ 国会質問回数ナンバーワン、NPOによる国会議員評価で
　 三ツ星★★★議員に選ばれる。
■ 2020 年 7月に出版の著書「柿沢未途の日本再生」が、
　 尾崎行雄記念財団ブックオブザイヤー大賞を受賞。
■ 防災士の国会議員として震災被災地・台風被災地への
　 支援活動に足を運ぶ。
■ 衆議院国土交通委員会理事、決算行政監視委員会委員、
　 災害対策特別委員会委員、消費者問題に関する特別委員会委員。
■ 自由民主党国会対策副委員長

柿沢未途

小泉進次郎元環境大臣・牧島
かれん前デジタル大臣とともに
国会対策副委員長として国会の
裏方で汗をかいています。


