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征 治 が 質 す！ 

又市征治又市征治又市征治又市征治    国会発言の記録国会発言の記録国会発言の記録国会発言の記録   （2001 年 9 月～１２月分） 

 
 

皆様の大きなご支援により又市が参議院に議席を得てから４カ月余り。不況・雇

用不安、テロと報復戦争・自衛隊派兵など、国会内・外を通じて激動の月日でした。 
この間に又市は、9 月 21 日の初質問以来、テレビ全国中継された予算委員会の

大舞台をはじめ、４つの委員会にわたり合せて１6 回の質問に立ち、小泉総理をは

じめ閣僚らと論戦しつつ、暮らしと平和を守り、日本を変えるための数々の提案・主

張をくりひろげてきました。 
 その概要を以下にご報告し、皆様のご叱正と一層のご鞭撻をお願いします。 
 
 目  次 （日付順。  政倫・選挙は「政治倫理及び選挙制度特別委員会」の略） 

 質問の主な内容 期日 委員会名 
１ ビル火災・違反建築防止へ、査察の徹底、雇用を含めた要員確保を 9．21 総務 
２ 小泉内閣の地方交付税削減案を衝く。 地域からの経済活性化を  10.18 総務 
３ 医薬品の量販店販売は患者に危険。対面販売・指導を守れ 10.22 行政監視 
４ 電子掲示板上の名誉毀損責任 現場労働者は？ 行政の介入は？  11.6 総務 
５ 郵便局への戸籍・住民票委託でプライバシーは？ 出張所は廃止？ 1１.8 総務 
６ 失業率「見通し」突破の責任は？ 難民支援に自衛隊は不要 11.14 予算 
７ 小泉「改革」の名で地方交付税の圧縮・地方債の押し付けをするな 11.15 総務 
８ 補正の雇用「100 万人」に疑義。アフガン派兵は予算を提出せよ。 11.15 予算 
９ 臓器の無登録移植事件のかげに、認可法人のワンマン経営 11.19 行政監視 
10 公務員「改革」後の当事者は誰か？ 天下り規制と特定郵便局長 11.20 総務 
11 税率下げても庶民は株を買えない。預貯金の低金利こそ改めよ 11.22 総務 
12 老人の入院費「保険外化」： 小泉「改革」の被害はここにも 11.26 行政監視 
13 国民の資産使う特殊法人の情報公開を徹底し、予算案も公開せよ 11.27 総務 
14 電子投票導入で自治体の費用負担は？ 有権者の権利は？ 11.28 政倫・選挙 
15 延長した育休・介護休暇をとれる、人員配置と休業保障延長を 11.29 総務 
16 原発偏重が生んだ刈羽のムダ遣い。 危険な「もんじゅ」再開 １２.３ 行政監視 
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 ＜凡 例＞ 

テーマ、又市の主張 

月日月日月日月日    委員会名委員会名委員会名委員会名    （法案名または関係する部署・業務）（法案名または関係する部署・業務）（法案名または関係する部署・業務）（法案名または関係する部署・業務）        賛否賛否賛否賛否 

解説 （又市の主張を中心に、背景を含め紹介しています。） 
 
＜答弁答弁答弁答弁 質問に対する政府側の答弁です＞ 

   法案名は一部略記。「賛否」は、法案・予算案に対し、賛成＝○、反対＝×。 
 
１１１１ 

ビル火災・違反建築防止へ、査察の徹底、雇用を含めた要員確保を 

9 月月月月 21 日日日日    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    （消防、建築確認事務）（消防、建築確認事務）（消防、建築確認事務）（消防、建築確認事務）                ＜閉会中審査＞＜閉会中審査＞＜閉会中審査＞＜閉会中審査＞ 

 歌舞伎町火災・44 人死亡事件後、消防庁と国土交通省がそれぞれ全自治体に小規模雑

居ビルの一斉立ち入り検査を求めている。① 東京の例では 91.5％が違反で、１棟あたり平

均 12.5 項目の違反。いつまた事故がおきてもおかしくない。対策はどうか。 

＜答弁答弁答弁答弁 防火の基準自体と、それを守らせる方策の両面から検討＞。 

 ② 消防職員は全国ベースで４分の１の不足。査察の頻度は、雑居ビルは「５年に１回」とさ

れているが、テナントが頻繁に入れ替わっている実態を見れば、もっと頻繁にすべき。雇用対

策を含め査察要員を増やせ。 

＜答弁答弁答弁答弁 補正予算で要求する。＞ 

 
２２２２ 

小泉内閣の地方交付税削減案を衝く。 地域からの経済活性化を 

10 月月月月 18 日日日日    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    （自治財政制度）（自治財政制度）（自治財政制度）（自治財政制度）    ＜大臣所信に対する質疑＞＜大臣所信に対する質疑＞＜大臣所信に対する質疑＞＜大臣所信に対する質疑＞ 

地方に関しても小泉流｢痛み｣改革が、テロ〈自衛隊参戦〉法のどさくさにまぎれて進んでい

る。政府が 1 月国会に出そうとしている交付税の「収入額･需要額の圧縮」という案は、仮に収

入額の 10％減らせば 3 兆５６００億。これは需要額の７％削減にあたり自治体にとって大問題

だ。失業率が高水準の中、景気回復は地域経済を活性化することこそ大切で、交付税削減

は逆だ。また地方財源確立は地方への税源移譲が本筋。 
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３３３３ 

医薬品の小売販売の野放しは患者に危険。対面販売・指導を守れ 

10 月月月月 22 日日日日    行政監視委員会行政監視委員会行政監視委員会行政監視委員会    （薬事行政＝厚生）（薬事行政＝厚生）（薬事行政＝厚生）（薬事行政＝厚生） 

医薬品の販売につき、量販店では薬剤師不在が３割との実態が国の調査で出た。市販の

カゼ薬や胃腸薬でも、患者に合わないと、重い副作用の出る「Ｓ．Ｊ症候群」など薬害が出てい

る。富山の配置販売業をはじめ、消費者を守る対面指導のすぐれた制度を崩すな。政府の規

制改革会議が 7 月に出した自由化案はこの危険を野放しにするもの。① 厚生労働省は世

界的にすぐれた現制度をもっと重視せよ。② 総務省は 6 月の行政監視勧告でも、患者への

情報提供を指導せよと求めている。国民、消費者の立場に立った医薬品関係の監視を続け

ることを確認せよ。 
＜答弁答弁答弁答弁 情報収集・提供の勧告をしたので、はっきりした数字で報告を受けたい。御指摘の点

を踏まえ行政監視で対応する。 

 
４４４４ 

電子掲示板上の名誉毀損等の責任は誰に？  
現場労働者は？ 行政の介入は？  

11111111 月月月月 6666 日日日日    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    （プロバイダ法案：ホームページの表現と人権）（プロバイダ法案：ホームページの表現と人権）（プロバイダ法案：ホームページの表現と人権）（プロバイダ法案：ホームページの表現と人権）    ○○○○    

電子情報の普及は、メリット、デメリットの両面がある。情報通信技術そのものは中立的だ

が、問題は、言論の自由と電子情報による個人の権利侵害とのバランスにある。① 法案で対

象になる「役務提供者」は個人など幅広いが、把握しているか。② 既往の判決では、使用人

にすぎないシステムオペレータの責任がある、と現場労働者に酷な判決だ。法案ではどうか。

③ 報道では当初「総務大臣の勧告権」があり罰則もあったが、プロバイダ等の自主的判断で

あり、当事者同士が、 終的には裁判で争え、という法案だ。行政の直接介入はない、と確認

せよ。 
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５５５５    

郵便局への戸籍・住民票委託でプライバシーは？ 出張所は廃止？ 

1111１月１月１月１月 8888 日日日日    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    （戸籍交付等の郵便局への委託法案）（戸籍交付等の郵便局への委託法案）（戸籍交付等の郵便局への委託法案）（戸籍交付等の郵便局への委託法案）    ○○○○    

① 法案で戸籍など委託する６つの事務に絡んで不法行為等があっても、住民監査が及ば

なくなるのか。 
＜答弁答弁答弁答弁 従来どおり対象になるが、執行自体には及ばない＞ 
② 法案には自治体事務の合理化に資するとあるが、支所、出張所は他にも仕事があり住民

との接点だ。廃止はないか。また市町村合併の強行をしないか。 
＜答弁答弁答弁答弁 この法律によって出張所廃止、市町村合併を進めようとは考えてない。＞ 
③ 郵政公社化とともにユニバーサルサービスを民間業者にも課すかどうか。公社化法案提

出より後、2003 年の公社化の直前まで出さないのか。 
＜答弁答弁答弁答弁 ユニバーサルサービスを義務づけるかどうか今月の半ばにパブリックコメントにかけ

る。民間参入の場合に法案が要るか議論があるが、あった方がいい。＞ 
④ 特定郵便局の土地建物借り上げと「渡し切り費」等不正について（略） 

 
６６６６    

失業率「政府見通し」突破の責任は？ アフガン難民支援に自衛隊は不要 

11111111 月月月月 14141414 日日日日    予算委員会予算委員会予算委員会予算委員会    （総理、外務、防衛、労働）（総理、外務、防衛、労働）（総理、外務、防衛、労働）（総理、外務、防衛、労働）    

① 1 月の政府見通し（閣議決定）では、失業率は 4.5％。しかし、9 月の完全失業率が 5.3％
＝357 万人。11 月 9 日に 5.2％に修正したのは閣議決定か。 
＜答弁答弁答弁答弁 内閣府の独自試算だ。＞ 

総理は「日本は天国だ」と言ったが、自己破産が年間 14 万件、自殺者が 3 万 5 千人。あ

なたにはこの社会は天国かもしれないが、不安だらけ、それが消費低迷や景気低迷を招いて

いる。総理の責任を伺う。 
② 派兵の「基本計画」がつくられないうちから、自衛隊がパキスタンへ飛び、自衛艦が向か

っている。資金はどこの予算から出したのか、今後出されるのか。 
＜答弁答弁答弁答弁 防衛庁 2 億 8000 万円、内閣府 2400 万円、外務省は、難民支援で 39 億 4000 万

円。＞ 
するとアフガンの難民支援に自衛隊は必要ないですね。我が党が提案をしているアフガン

でのワクチン停戦の呼びかけを知っているか。 
＜答弁答弁答弁答弁 ＷＨＯで、ユニセフが 500 万人の子供に実施している。＞ 

冬が来る前にやらねばならない。過去もタリバンと反タリバン勢力は 6 年間このワクチンの

ために停戦してきた。ブッシュ大統領に呼びかけて、人道支援の立場で停戦すべきだ。    

 



 5 

７７７７    

小泉「改革」の名で地方交付税の圧縮・地方債の押し付けをするな 

11111111 月月月月 15151515 日日日日    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    （地方交付税法改正：不足財源を地方債で）（地方交付税法改正：不足財源を地方債で）（地方交付税法改正：不足財源を地方債で）（地方交付税法改正：不足財源を地方債で）        ××××    

① 片山大臣が交付税の総額は減らさないと言う一方、財務大臣が 2 兆円の圧縮を固めた

というが？ 
＜答弁答弁答弁答弁 頭から減らすことはない。地方財政計画を積み上げて、結果として減るかも。＞ 
② 今回の法案は、わが党が反対した 13 年度改正の延長だ。 地方に配分すべき金なの

になぜ地方が半分負担するのか。 ③ 政府の公共事業の押しつけで地方債を多く抱えて

いる。富山県は県債残高を抑えるため発行抑制をしているのに、臨時財政対策債を 102 億

円割り振られた。もう借金はたくさんだと、3 分の 1 に抑えると言っている。 ④ 平年度本則

の残り半額の約 2 兆 9000 億円は国が現金で振り込む約束だ。税の減収とか小泉改革を理

由に値切ることはないと約束せよ。 
＜答弁答弁答弁答弁 地方財政は守らねばならない。半額は国が一般会計から調達して特会に入れる、

この線は守っていきたい。＞  
⑤ 交付税財源が慢性的に不足し、交付税制度が破綻に近づいている。財源偏在は国か

ら税源の移譲で解決すべきだ。 
＜答弁答弁答弁答弁 国も地方も歳出削減が必要、その上で税源移譲をしてもらう。＞ 

 
８８８８    
補正予算雇用対策「百万人」の実効に疑義あり。 

アフガン派兵の予算を提出せよ。 

１１月１５日１１月１５日１１月１５日１１月１５日    予算委員会予算委員会予算委員会予算委員会    （労働、消防防災、官房、外務）（労働、消防防災、官房、外務）（労働、消防防災、官房、外務）（労働、消防防災、官房、外務）        ××××    

（１） 補正予算案で雇用対策に 5500 億円、効果が 100 万人とあるが、2005 年までに現在

より 100 万人増えるわけではない。① 短期雇用を除いては何人か。効果が全員 3 年間続

いていると仮定しても 40 万人弱だ。他方、政府の政策責任である、政府見通しの失業率

4.5％と、見直した 5.2％との差は 50 万人で、失業増の方が多い。 ② 一例を聞くが緊急

地域雇用 3500 億円の内、総務委員会で私が求め、副大臣が補正で要求すると言った「消

防防災支援要員」は何人、いくらか。 
＜答弁答弁答弁答弁 地方公共団体がみずから企画実施するので数・金額を示すことは困難。＞ 
自治体任せであいまい、全体の 100 万人も怪しくなる。この補正予算が雇用に実効性があ

るのか。 
（２） 派兵を中心に明日にも「基本計画」を出すというが、それに基づく支出は新たに国会に

提出をするか。 
＜答弁答弁答弁答弁 決まっておりません。＞ 
海外派兵自体が憲法違反だ。国民を戦争に巻き込むような予算には反対だが、当然国会

に提出すべきだ。 
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９９９９    

臓器の無登録移植事件のかげに、認可法人のワンマン経営 

11111111 月月月月 19191919 日日日日    行政監視委員会行政監視委員会行政監視委員会行政監視委員会    （臓器移植法と指定法人（臓器移植法と指定法人（臓器移植法と指定法人（臓器移植法と指定法人    厚生）厚生）厚生）厚生）    

① この法には、移植術を受ける機会が公平に与えられる原則がうたわれているが、脳死状

態の患者の腎臓を、待機者が 1万 3000人もいるのに親族に移植したのは、法に基づくレシ

ピエント登録をせず割込みだ。個人的な臓器の売買すら招きかねない。 
② 唯一の認可法人である「臓器移植ネットワーク」はワンマン的運営、経理の不適切さなど

で我が党が検査を要求し、厚生労働省は立入検査、2 度勧告している。 
＜答弁答弁答弁答弁    人間の臓器を提供する重要な公益法人ですから、ふさわしいような公益法人でな

ければならない。＞ 

    
１０１０１０１０    

公務員「改革」後の使用者側当事者は誰か？ 
 天下り規制と特定郵便局長人事 

11111111 月月月月 20202020 日日日日    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    （国・地方公務員給（国・地方公務員給（国・地方公務員給（国・地方公務員給与法：人事院、郵政、行革本部）与法：人事院、郵政、行革本部）与法：人事院、郵政、行革本部）与法：人事院、郵政、行革本部）        ○○○○    

公務員制度改革は、労働三権を回復することが基本。各省は当事者能力＝給与総額の

自主決定権を持った上で労働組合と交渉すべきで、政府の「基本設計」では「各府省の人

件費は、各給与項目ごとに決める」と、また人事院総裁から「職責給の算定基準は誰に聞い

ても勤務条件だ」という答弁もあり、確認せよ。 
天下りにつき、人事院による規制をなくし、各省大臣が許可して良いという改悪がはから

れている。人事院総裁としてこれでよいのか。 
特定郵便局長の縁故採用、地元の名士という古い慣行が、世襲、利権、そして高祖派の

選挙違反を生んだ。「運用につき改善する」と答弁したがどうなっているか。 
「大綱」が決定･発表される際には、「勤務条件一覧表」を必ず提出せよ。 
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１１１１１１１１    

税率下げても庶民は株を買えない。 
４０％を占める預貯金の低金利こそ改めよ 

11111111 月月月月 22222222 日日日日    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    （地方税法改正：（地方税法改正：（地方税法改正：（地方税法改正：    財務省、総務省）財務省、総務省）財務省、総務省）財務省、総務省）        ××××    

預貯金から株式への大きな流れというが、実態は全く逆。政府関係の調査でも、現金、預

貯金といった安全資産がふえて、株式などのリスク資産の割合が減少ないし停滞している。

これは国民の生活不安のあらわれで、税制を小手先いじりしても、流れは変えられない。 
＜答弁答弁答弁答弁 「骨太の方針」で貯蓄優遇から投資優遇へ切りかえる。株の税率引き下げで国民

が証券市場に参加する環境整備。＞ 
所得 400 万円以下の階層では自分の貯蓄の２～３％で、とても株どころでない。所得

1000 万円以上の層になってようやく 9％前後。これに比べて預貯金はどの所得階層でも自

分の貯蓄総額の 40％前後を占める。預貯金こそまさに広いすそ野を持っているのに、超低

金利政策をとり続け、一方で少数の金持ちのために株式税率を下げるというのでは、結局は

国民に不公平感と税の不信を招く。 

 
１２１２１２１２    

老人の入院費「保険外化」は難民を生み出す：小泉「改革」の被害はここにも 

11111111 月月月月 26262626 日日日日    行政監視委員会行政監視委員会行政監視委員会行政監視委員会    （医療と介護＝厚生）（医療と介護＝厚生）（医療と介護＝厚生）（医療と介護＝厚生）    

今回の医療制度改革試案には、患者の 3 割負担のほかにも改悪がある。高齢者が 6 カ

月以上入院する患者の約４割は「社会的入院」であり入院不要だから、保険の枠から外して

自己負担にするという。しかしその受け皿となる介護の施設（特養等）は未整備で、例えば富

山県では特養の現定員の同数近い３６００件（重複を含む）の待機者がいる。この現状で入

院負担の大幅増は、老人を病院から追い出すためのもの。医療と介護の谷間で姥捨て合戦

をするな。 
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１３１３１３１３    

国民の資産使う特殊法人等の情報公開を徹底し、予算案も公開せよ 

11111111 月２７日月２７日月２７日月２７日    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    （独立行政法人等の情報公開法案）（独立行政法人等の情報公開法案）（独立行政法人等の情報公開法案）（独立行政法人等の情報公開法案）        ○○○○    

財投など国民の資金を大量に使い、また負債を生み出している特殊法人等について、さ

らに徹底した情報公開が必要だ。 

① 国民は、国か、法人か、どちらに情報があるかわからない。主権者の立場に立って、法

施行後は、国民はどちらに対しても請求できること、また法人だけが持っている情報でも、政

府機関が取り寄せて出すとの確認を求める。 
② 特殊法人に限っても、11 兆円の累積債務をもち、年間５兆円にのぼる国民の税金およ

び郵貯・簡保資金等を使っている。それらの予算は個別に国会の議決を経るべき。少なくと

も国と同様に、予算の案の段階で、自ら情報提供すべきで、法案第２２条に該当することを

確認せよ。 

    
１４１４１４１４    

電子投票導入で自治体の費用負担は？ 有権者の権利は？ 

11111111 月月月月 28282828 日日日日    政治倫理・選挙特別委員会政治倫理・選挙特別委員会政治倫理・選挙特別委員会政治倫理・選挙特別委員会    （電子投票法案：地方選挙への導入）（電子投票法案：地方選挙への導入）（電子投票法案：地方選挙への導入）（電子投票法案：地方選挙への導入）        ○○○○    

この法案は、投票の秘密、プライバシー、ハッカーの危険、経費の負担などがあり民主主

義、個人の政治的な権利にかかわる、そしてまたやり直しがきかないだけに、二重三重の安

全手段を講ずるべき。一方でメリットがあることも事実。 ① 現行制度にも記号式投票があ

り、旧自治省の中間報告では、これが電子投票に一番近いので記号式の普及を図るべきだ

とある。もうやめたということか。 ② 法案第 6 条に「条件を具備する投票機」とあり、具備し

ているかどうかはだれが認定するのか。市町村なのか。 ③ 第 6 条第 2 項で都道府県に協

議しなければならぬとあり、都道府県に拒否権があるのか。都道府県ごとに機種統一させた

いのか。 
＜答弁答弁答弁答弁 略＞ 
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１５１５１５１５    

延長した育休・介護休暇をとることのできる、人員配置と休業保障延長を 

11111111 月月月月 29292929 日日日日    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    （国・地方公務員育児休業・介護休暇法改正案）（国・地方公務員育児休業・介護休暇法改正案）（国・地方公務員育児休業・介護休暇法改正案）（国・地方公務員育児休業・介護休暇法改正案）    ○○○○    

改正案は、① 代替要員として臨時・任期付き雇用を認めるのだが、基本は、通常の状

態において、欠員が補充され、労働強化になっていないことだ。② 育児・介護は「社会的

事由」であり、給付４０％は低い。 ③ １歳からは手当もゼロ、共済掛け金免除もなくなる。少

子高齢化の中で社会的コンセンサスとして休業保障拡大を。 
あわせて、公務員制度改革というが、労働三権の回復につき政府は労働者側と協議に応

じないまま、12 月に「大綱」を出そうとしている。万が一、労働三権を回復させないというな

ら、今と同様、あるいはそれ以上に代償措置を示せ。 
＜答弁答弁答弁答弁＝人事院総裁 給与、勤務時間等であり、代償機能に基づかないものを探すほうが

難しい。＞ 

    
１６１６１６１６    

原発偏重が生んだ刈羽のムダ遣い。 
危険なプルトニウム依存の「もんじゅ」再開 

１２月３日１２月３日１２月３日１２月３日    行政監視委員会行政監視委員会行政監視委員会行政監視委員会    （エネルギー行政＝経済産業、文部科学）（エネルギー行政＝経済産業、文部科学）（エネルギー行政＝経済産業、文部科学）（エネルギー行政＝経済産業、文部科学）    

① 三重県海山町の住民投票は８割が反対し、浜岡では深刻な炉心事故がおきている。原

発依存をやめ、自然エネルギーなど再生可能な多様なエネルギーへ、という流れは、いま

や世界的。原発立地推進で歪みが生じた例が、柏崎刈羽原発における誘致施設「ラピカ」

で、会計検査院は２億 6０００万円が不当と指摘。電源開発のためと称する補助金・交付金の

大半が原発のため。原発のコスト計算を、こうした費用も含める形で、見直すべき。 
＜答弁答弁答弁答弁 検査院から指摘された不当支出は返還を求める。＞ 
② 福井県敦賀の「もんじゅ」の、ナトリウム火災事故から６年。高速増殖炉の技術は未完成

のまま、世界の大勢も核燃料サイクルから撤退に向かい、プルトニウムはテロの危険も含め

て、恐怖のお荷物。再開は時代錯誤。絶対安全というなら、東京や大阪などの大都市に作

れ。 

 
＜ 以  上 ＞ 


