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産業課でも構わないと思うんですけれども︑やは

たところに私は︑例えば経産省のこのヘルスケア

業課というところだそうですけれども︒こういっ

ございます︒

性︑それがまだ確定がしていない部分︑たくさん

に対しての科学的な検証というもの︑効果︑安全

というところと︑やはりその統合医療というもの

科大臣にお尋ねをしたいと思います︒

いております︒そういう観点から︑まずは下村文

省庁関係しておるところでございますので話合い

はしていかなければならぬ問題でありますが︑各

いろんな支障があるとすれば︑それは一定の解決

分でもあるわけでございます︒そういう意味で︑

いうことでありますけれども︑一方で伸び行く部

ても︑医療というものは︑もちろん健康を守ると

○国務大臣︵田村憲久君︶ 安倍内閣におきまし

ながら︑必要な情報等々に関しましては提供をさ

いうものの論文をしっかりと我々科学的に検証し

ろいろとあるということでございますので︑そう

性や効果というものをまとめられた論文等々がい

それから︑それぞれの統合医療の言うなれば安全

ら漢方の研究︑更に進めていくでありますとか︑

すか︑出たと思います︒この中で︑例えば漢方な

めてまいりまして︑一定の報告書が今年の二月で

ただ︑今おっしゃられましたとおり︑検討会進

法改正ではありませんでしたけれども︑三十五人

は小学校二年生を︑これは定数改善は︑標準定数

いたしました︒そして︑昨年度︑二〇一二年度に

まして︑小学校一年生の三十五人以下学級を実現

具体的には︑二〇一一年に標準定数法を改正し

善に最大限取り組んできたところであります︒

職員定数の改善といった学校現場の教育環境の改

機会を確保する︑あるいは少人数学級の推進︑教

ても︑高校授業料無償化ということによって教育

と続いているわけですけれども︑そんな中にあっ

政権においては︑厳しい財政状況というのはずっ

少人数学級の計画的実現ということで︑民主党

り一本化する︑そういう措置が今必要だと思うん

をさせていただいて︑検討させていただきたいと

せていただきたいと⁝⁝︵発言する者あり︶あっ︑

ですが︑この点についていかがですか︒

思います︒
最後と言いましたが︑もう一問︑済みません︒

いただきたいというふうに思います︒

問題でございますので︑いろいろと検討はさせて

こういったことを問題に私たちは受け止めまして︑

かったということで非正規化が非常に進んできた︑

以下というのを実現をいたしました︒

統合医療の推進についてなんですけれども︑こ

○山根治君 終わります︒

公立義務教育諸学校における新たな教職員定数改

予算ですか︒予算に関しましてはなかなか難しい

れもプロジェクトチーム︑厚生労働省つくって一

○委員長︵金子原二郎君︶ 関連質疑を許します︒

善計画案というのを︑私も文科省の政務官として

○山根治君 ありがとうございます︒

定の結論めいたものを出しているんですけれども︑

神本美恵子君︒

中に入っておりましたけれども︑策定をしまして︑

また︑二〇〇六年以降︑定数改善が進んでいな

この点について積極的に︑一定の結論が出ました

○神本美恵子君 民主党・新緑風会の神本美恵子

間で︑小学校三年生から中学校三年生までを三十

ので︑まとめられたものがありますので︑ここか

今日は︑私自身︑元小学校の教員という経験か

五人以下にしようという︑そういう計画的な定数

今年度から︑一三年度から一七年度までの五か年
ら︑国会の場に送っていただいて︑学校現場から︑

改善を要求したところでありました︒ところが︑

でございます︒

○国務大臣︵田村憲久君︶ なかなか︑この統合

子供たちを中心に据えた教育改革をしたいという

昨年末の政権交代によって︑今年度予算確定しま

ら統合医療の推進というものに力入れるべきだと

医療も︑それぞれ国民の皆様方や医療関係者の

その思いで二期︑今十二年目を務めさせていただ

思うんですが︑いかがでしょうか︒

方々において特に定義がなかなか固まっていない

- 17 -

決算
平成２５年５月２０日

私は非常に残念でありますし︑この間︑下村大

いうふうになっております︒

したけれども︑そこではこの改善が見送られたと

いますし︑二十五年度の予算編成についても︑最

きであるというふうに主張しているところでござ

五人以下学級の推進については︑これは進めるべ

旨から少人数学級︑特に小学校三年生以上の三十

学力だけではなくて︑子供同士の人間関係あるい

単なる学習状況調査というテストで表れる点数の

れども︑この学級集団で教育活動を行う場合に︑

集団︑今クラスサイズを問題にしているんですけ

ていくという︑このクラスサイズを問題にしてい

臣も含めて︑与野党の国会議員︑特に自民︑公明

結果的に︑悉皆で実施する平成二十五年度の全

るのであって︑財務省が言う︑学習状況調査でこ

は先生とのやり取りの中で︑生活も含めた学級集

けれども︑ここに来て何なのかという非常に私は

国学力調査等を活用し︑効果検証を行いつつ︑引

れだけ点数が上がってこれだけ効果が上がったん

後の麻生財務大臣との大臣折衝の中でも主張した

落胆の気持ちがありますので︑まず︑下村大臣の

き続き検討するということになりました︒今︑既

だからという︑ほかの︑製品を作ってこれがどれ

の皆さん方も︑本当に熱心に一緒になってこの少

これまで取り組んできたことと︑大臣になってか

に全国学力調査は行われましたので︑これの結果

だけ売れたかというような費用対効果とか売上げ

団の中で社会性やコミュニケーション力が育まれ

らのこの結果は何なのかということについてお尋

が八月ぐらいをめどに出てくるのではないかとい

とか︑そういうものとこの教育活動というものは

ところでございます︒

ねをしたいと思います︒

うふうに思います︒

人数学級の推進ということをやってきたわけです

○国務大臣︵下村博文君︶ お答えいたします︒

明確に違うということを恐らく私は大臣自身は認

いますし︑引き続きしっかりと努力してまいりた

けれども︑財務省とのやり取りの中でやっぱり文

教育再生につながる教職員配置の適正化を計画

による教育格差など︑対応すべき多くの問題を抱

いと思います︒

科省は︑私も中にいましたから少し分かりますけ

現在の学校現場では︑いじめ問題︑特別支援教

えております︒一方︑新学習指導要領の下では︑

○神本美恵子君 今の御答弁で︑下村大臣御自身

れども︑この教育の特性といいますかそういった

識されていると思います︒

観察︑実験やプレゼンテーション︑対話︑討議等

はこれをやりたいんだという決意は受け止めまし

ことをしっかりと主張して︑政府全体としてこの

的に行うということは大変重要なことであると思

を取り入れた新しい学びへの授業革新が求められ

た︒また︑財務大臣折衝でもちゃんとそのことは

少人数学級を進めるということをやっていただき

育の対象となる児童生徒の増加︑家庭の経済状況

ており︑全ての教科を通じて質の高い教育を実現

主張したと︒しかし︑結果的にはできなかったと

たいなと思います︒
︵資料提示︶

きめ細かく対応できる指導体制の充実が必要であ

師の目が十分に行き届き︑子供一人一人に対して

範意識を育む︑より質の高い教育を行うため︑教

いうふうになっていますね︒これなんですけれど

全国学力・学習状況調査等を活用して検討すると

の合意文書の中に出ていると思うんですけれども︑

今御答弁の中で︑これは多分︑財務省︑文科省

ここまで来ましたけれども︑三年生以上︑特に中

うのが︑小学校一︑二年生は民主党政権のときに

料が行っていると思いますが︑三十六人以上とい

人以下学級が水色で示したところで︑お手元に資

今︑現状こういうふうになっています︒三十五

そこで︑今︑麻生財務大臣戻ってこられました

することが求められております︒

いうことなんでありますが︒

るというふうに考えておりまして︑これは委員御

も︑私は︑もう言うまでもなく︑学校のその学級

そのような中で︑世界トップレベルの学力や規

指摘のように︑私も野党のときから︑そういう趣
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学んでいる子供たちがこれだけいるわけです︒

七というふうに︑まだ三十六人以上四十人以下で

学校に行くと︑こういうふうに︑二一︑三七︑三

とおりだというふうに思います︒

○国務大臣︵下村博文君︶ 神本委員が御主張の

いします︒

本音のところで教育という観点から御答弁をお願

るいは多様化教育の推進に向けて努力をしてまい

として︑この三十五人以下学級を含めた少人数あ

だというふうに思いますし︑引き続き文部科学省

してつくっていくということは非常に重要なこと

私もこれを読ませていただいて︑元現場にいた人

二百三十ページにも及ぶ報告書なんですけれども︑

め事件を受けた第三者委員会が報告を出しました︒

いう政府全体の方針が決定できたわけではなかっ

学校三年生まで︑五年間掛けて定数改善をすると

であっても︑なかなか︑この小学校三年生から中

しかし︑そういう状況であっても︑民主党政権

りだったんですね︒法改正をして小学校一年生を

でもこれがなかなか実現しない︒本当に三十年ぶ

ていただいたというふうに受け止めますが︑それ

○神本美恵子君 下村大臣はよくお分かりになっ

この一月三十一日に︑大津市の中学校でのいじ

間としては︑本当に丁寧な聞き取りの中で︑学校

たわけですよね︒ですから︑当時からなかなか財

りたいと思います︒

で何が起きて一人の子供の命を奪うような状況に

三十五人以下にするというのは実に三十年も掛か

っているわけです︒やっと取っかかりができたわ

務省の壁が厚いという部分がございました︒
しかし︑これは︑文部科学関係の議員は与野党

けですので︑これは是非︑ほかの大臣の方︑お替

なっていったのかということが丁寧に検証されて

を問わず︑神本委員御指摘のように︑もう単に学

います︒
その最後に︑
﹁教員への提言﹂ということでま

三年生まで実現するというような決意を持ってい

わりになるかもしれませんけれども︑是非今の内

一人の教員がかつてと同じようなクラスの人数を

ただきたいと思います︒

力調査だけで判断できることではなくて︑やっぱ

添い︑その発達を支援できる大人であることが求

教えられるというのは︑教師力だけではなく︑そ

というのは︑これは何も私たちが言っているだ

とめられているところがあるんですけれども︑中

められる︒教員はその自覚を持って日々の生活を

れ以外のいろんな要因が複合している中︑やはり

けではなくて︑一クラス当たりの児童生徒数の国

閣の間にこの少人数学級を小学校三年生から中学

生きてほしいと︒生徒は言っていた︑生徒に向き

きめ細かな指導をしていかないと︑子供の発達段

際比較を見ましても︑日本とＯＥＣＤ国際の平均︑

り世の中がそれだけ多様化︑複雑化している中で︑

合う時間をたくさんつくってほしい︑僕たちと遊

階に応じた教育をきちっと適切に対応できるとい

学校の教員は︑思春期の複雑な葛藤や矛盾に寄り

んでほしいと︒生徒は教員を求めているのである

棒グラフで見ていただいて一目瞭然だと思います︒

合︑三十二・八人と︑ＯＥＣＤ国際平均を大きく

うことは︑学校においても相当もう限界に来てい
ですから︑これは教員だけの問題でなく︑子供

上回っている︒これはもちろん︑三十五人以下じ

と︒また一方で︑学校が非常に多忙化していて︑

の視点から見ても︑よりきめ細かな多様性を持っ

ゃないかと︑ぱっと見て思われるかもしれません

日本の場合︑二十七・九人︑小学校︑中学校の場

そういうことから考えますと︑私は︑クラスサ

た教育指導ということであれば︑当然︑一クラス

が︑これは︑へき地︑離島も含めた︑複式学級も

るというふうに思います︒

イズを小さくしていく︑そして本当に向き合う時

の人数をもっと少なくすることによってしっかり

含めて平均した数ですので︑平均して一クラスの

向き合いたいと思う先生が生徒に向き合えていな

間を確保するというのは喫緊の課題であるという

と個々の子供たちのニーズに応じた教育を体制と

いということも指摘をされているわけです︒

ふうに思うんですけれども︑もう一回︑下村大臣︑

- 19 -

決算
平成２５年５月２０日

五人を実現したそのずっと前から地方自治体はも

とが一つと︑それから︑何よりも︑国が昨年三十

四十年ぶりに調査したんですが︑一か月当たり約

れはようやく二〇〇六年度になって文科省が実に

も︑我が国の教員の一か月当たりの残業時間︑こ

具体的に今日数字はお示ししていませんけれど

しかし︑調査をするまでもなく︑教師の多忙感と

確な結果が出てくるかというふうに思いますが︑

ケート調査も併せて行っておりますので︑より正

それから︑家庭における状況等も含めた意識アン

ところでどんなふうな多忙感を持っているのか︒

やっております︒教師の多忙感︑具体的にどんな

う取り組んでいるわけです︒地方は︑あれだけ財

四十二時間で︑その前に調査した四十年前は約八

いうことは我々も十二分に承知をしております︒

いうことがこの数字に表れていると思います︒

政が厳しいというのにその厳しい財政をやりくり

時間でしたから︑余り空き過ぎて比較にならない

いろんな多様の子供たちやまた父母の方々の要

数がこれだけ国際比較からも劣っているというこ

してやってきたと︒

んですけれども︑数倍に増えているということが

が一番多いんですけれども︑合わせて何％ですか

りの児童生徒数︑三十五人︑三十人︑三十人以下

こに表れますように︑保護者が望む一クラス当た

化の実情というものはどの自治体からも上げられ

タなどで見てみますと︑教員の過密な勤務や多忙

からないんですが︑各自治体が独自に調べたデー

二〇〇六年からまた今日調べていませんので分

子供たちのニーズに応じた専任化を含めた教員も

級と︑それからあとは︑加配を使ってそれぞれの

ということも聞いている中︑できるだけ少人数学

やらなければいけないこともたくさん増えている

調査を含めた︑教室で子供たちに向き合う以外の

なぜ地方自治体が独自にやってきたかというと︑
これは保護者の願いなんです︒子供の一番身近に
言えると思います︒

ね︑ちょっと待ってください︑これだけの保護者

てきております︒これを何とかしなきゃいけない

求︑要望︑それからあとは︑先ほどのアンケート

学校での子供の姿を見ている保護者の方々は︑こ

の方々が少人数を望んでいると︒もっと少ない︑

だということを保護者は見ているんですね︒忙し

の問題と︑もう一つは︑本当に先生方が忙しいん

き合ってもらえない︑何なのかと︒クラスサイズ

ている︑そのことも分かっている︑それなのに向

これは︑先生たちが子供に向き合いたいと思っ

是非皆さん方に分かっていただきたいのです︒

は切実な子供の姿を通しての願いだということを

とこれだけの方々が少人数を望んでいると︒これ

へのメッセージも含めてお願いしたいと思います︒

を是非やりたいという︑安倍総理も含めたところ

年生から中学三年生までの計画的な定数改善計画

ていくのかということと︑さっき言いました︑三

れども︑それも含めて多忙化解消をどのようにし

ために私はまず実態調査が必要だと思うんですけ

とかしなければいけないので︑その多忙化解消の

と︑じゃ︑もう一つ並列して︑教員の多忙化を何

下村大臣には︑少人数の意義は分かったと︑あ

いきたいと思います︒

に︑文部科学省としてしっかり頑張って対応して

いうことを政府全体で共有をしていただけるよう

やしていくということは大変重要なことであると

実するための一つとして︑やっぱり教員の数を増

くあらゆる部分から︑今教育現場においてより充

ますし︑このようなことを含めて︑学力だけでな

にとって大変重要なことであるというふうに思い

向かう時間を一番つくるということが子供︑生徒

何といっても︑やっぱり学校の先生は子供たちと

配置しなければならないというふうに思いますし︑

い︑忙しいのを何とかしてほしい︑だけれども︑

○国務大臣︵下村博文君︶ 今回の全国学力調査︑

○神本美恵子君 次に︑高校授業料の無償化に伴

ということがもう一つあると思います︒

それができないのであれば︑クラスサイズを減ら

悉皆調査︑それだけでなく学習状況調査も併せて

二十五人がいい︑二十人がいいというのも含める

して向き合う時間を増やせるようにしてほしいと
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ております︒

いか︑差別ではないかというふうに私は受け止め

て︑朝鮮学校の生徒に対する明確ないじめではな

いうことになっております︒これは︑一言で言っ

ると︑朝鮮学校は授業料無償化の対象外とすると

十日に下村文部科学大臣名で発出された通知によ

にお伺いしたいと思いますけれども︑本年二月二

った朝鮮学校適用除外の問題に︑これは安倍総理

る方の意見なんです︒

て育って︑今も学んでいる︑朝鮮学校で学んでい

差別するのですかという︒これは︑日本で生まれ

も害意もありません︒なのに︑どうして私たちを

暮らしていく人間です︒生まれ育った日本に敵意

これからも日本社会の一員としてこの地で生きて︑

私たちは︑この日本で平成の時代に生まれました︒

私たちの気持ちは一様でなく︑非常に複雑です︒

すので︑お伝えをしておきます︒

をしてほしいのですというふうに語っておられま

るわけで︑そこは文部科学省がきちんとした対応

拉致は別問題︑朝鮮学校で子供が教育を受けてい

とは筋違い︑正しい教育はすべきですが︑教育と

象から外すとか補助金の対象から外すとかいうこ

致問題があるからといって朝鮮学校を無償化の対

さん︑滋さんがおっしゃっていることですが︑拉

で大きな集会が行われたと聞いております︒そこ

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 高校の授業料無

ますか︒

安倍総理は先日の参議院予算委員会において︑

いと思います︒

準と再稼働について︑これも総理にお尋ねをした

次に︑原発問題ですけれども︑原発の新安全基

に参加した朝鮮学校の生徒さんの意見ですけれど

償化に係る朝鮮学校に対する不指定の処分につい

新規制基準への適合性が確認された原発の再稼働

総理は︑これについてどのように受け止められ

も︑ちょっと総理︑聞いていただいて︑後で見解

ては︑朝鮮学校自体が朝鮮総連と密接な関係にあ

へ向けて政府一丸となって対応し︑できる限り早

このことに対して︑今年の三月三十一日に東京

をお伺いしたいんですけれども︒

ることは事実でございます︒同時にまた︑北朝鮮

周囲の大人たちは私たちを励ましてくれますが︑

況の中で︑未来に希望を持て︑正義は必ず通ると

された補助金が廃止されています︒このような状

別に倣って︑地方自治体においても数十年間継続

ています︒今︑中央政府の露骨であからさまな差

り続けるのかもしれないという恐怖に今もおびえ

ずっと政治的対立と国家間の利害関係の犠牲にな

ないのだということです︒私たちは︑これからも

は︑結局︑この問題は道理や正義が通る問題では

様々な活動を通して考えたことがあります︒それ

た︒この間︑多くのことを学び︑思い︑話し合い︑

れども︑拉致被害者家族の横田めぐみさんのお父

○神本美恵子君 これは報道によってなのですけ

いと考えております︒

ありまして︑これは差別的な取扱いには当たらな

と認めるに至らなかったことを理由とするもので

づく学校の適正な運営という審査基準に適合する

及んでいることは事実でございまして︑法令に基

容︑人事︑財政に対して言わば朝鮮総連の影響が

と︑このように思うわけでございまして︑教育内

と同じように対応するわけにはいかないんだろう

いまして︑そういう意味においては︑普通の学校

の労働党との関連も指摘をされているわけでござ

度と事故を起こさないように新しい安全基準を作

人として考えたときに︑何かの事故が起きた︑二

て︑そういう専門家ではありませんけれども︑一

準を作るというのは︑これは私︑国民の一人とし

当の原因究明もなされていない中で新たな安全基

廃炉作業が進められている︑あの事故が起きた本

た原発︑原子力発電所で︑まだ収束していない︑

思います︒しかし︑今︑福島のあの事故を起こし

新基準策定の作業を進めておられるのであろうと

期日が決まっておりますので︑その七月に向けて

ります︒原子力規制委員会としては︑法律で施行

く実現していきたいというふうに答弁をされてお

この制度が始まったとき︑私は中学三年生でし

現実の余りの理不尽︑横暴になすすべを持たない
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いうのが素朴︑率直な疑問なんですけれども︑そ

れは安全だと言えるような新基準が作れるのかと

のような基準が設けられるのか︑自信を持ってこ

ろうというときに︑事故の原因が分からなくてど

福島第一原発については︑一日も早い安全な廃

員会の判断を尊重して再稼働を進めてまいります︒

に適合すると認められた場合には︑原子力規制委

限りは再稼働はいたしません︒一方︑新規制基準

たり︑それから︑この前から汚染水の地下水への

た爆発するのではないかと︒ああいう事故が起き

のときは日本国中の人が震撼したと思います︑ま

いた︑そこで死んで停電をするという︑本当にあ

原子力規制委員会というのは︑そういう︑今事

漏れがないかというようなことも起きておりまし

ります︒今後︑廃炉作業の進捗管理を行うととも

故収束作業をしている︑まさにそこの監視をする

炉が極めて重要であります︒単に事業者に任せる

に︑放射性物質の分析︑研究等を実施する国際研

という責任もあるのに︑それに対して適切な役割

の新基準を作って︑一日も早く政府一丸となって

のか︑お伺いしたいと思います︒

究拠点の整備など︑研究開発において国が主導的

が果たして果たせているのかというようなことを

た︒

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 事故の原因につ

な役割を果たして︑世界の英知を結集して取り組

考えてみますと︑今総理の御答弁にあったように︑

のではなくて︑国が前面に立って取り組んでまい

いては極めて重要であります︒あれだけの過酷事

んでいく考えでございます︒

原子力規制委員会の見解を全面的に尊重して政治

実現していきたいと答弁をされております︒

故を起こし︑いまだに多くの方々が帰宅できない

○神本美恵子君 今の御答弁を聞いておりますと︑

的に判断するというふうにおっしゃっております

このことについて︑総理︑どのようにお考えな

という状況になっているという状況を鑑みれば︑

総理は︑原子力規制委員会がしっかりと基準を作

ると考えられるのか︑もう一度お願いします︒総

しっかりと原因の究明をやっていかなければなり

断するというふうにおっしゃっておりますが︑今

理︒

けれども︑本当に信頼に足る規制機関になってい

国としても︑この原因究明については継続的に

原子力規制委員会が︑本当に以前の原子力安全委

○委員長︵金子原二郎君︶ 石原大臣︒

っていくんだから︑それを尊重して政府として判

取り組むことが重要であると思います︒これまで

員会︑国民の信頼を失ってしまった︑あれよりも

ません︒

の政府や国会の事故調査委員会の調査に加えて︑

○国務大臣︵石原伸晃君︶ 委員御承知のとおり︑

○神本美恵子君 じゃ︑短くていいです︑総理じ
この間の︑私も昨年政務官をさせていただいて

規制委員会の生い立ちは︑当時の政権党でありま

信頼に足る組織に今なり得ているのかということ

明にしっかりと取り組んでいくことになります︒

いるときに︑科学技術担当であの廃止措置のロー

す民主党︑自民党︑公明党の委員の方々が議員立

そこで引き続き検証が必要とされた点を含め︑原

こうした分析も踏まえまして︑決して妥協するこ

ドマップの会議に月一回︑二︑三時間ずつ出てお

法として独立した第三者機関として外につくり︑

ゃなきゃ︒

となく︑たゆまぬ安全性︑信頼性を高める安全規

りました︒どのように廃止措置が進められている

環境省の外局であります規制庁がそれをしっかり

について︑総理はどのようにお考えなのか︒

制︑安全文化をつくり上げていくために全力を挙

のか︑いかにそれが困難であるかということもず

子力規制委員会において技術的な観点から原因究

げてまいります︒

委員の人選については︑民主党政権で委員の方々

とバックアップさせていただいている︒そして︑
今年になってから︑ネズミが配電盤にかじりつ

っと報告を聞いておりました︒

その上で︑安全性については原子力規制委員会
の専門的な判断に委ね︑新規制基準を満たさない
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島で今何が起きているのか︑どういう状況になっ

したわけですから︑再稼働に対しては本当に︑福

ようなことになるのかということを我が国は経験

○神本美恵子君 私は︑一旦事故が起きればどの

ります︒

ただければ︑その結果は明らかであると考えてお

任をしたという︑この事実をしっかりと御認識い

りましてしっかりと皆様方の御協力を得てこの信

どうなっているのかなという中で︑安倍内閣にな

を持っていらっしゃるのか︑失礼かもしれません

った︑胸が詰まる思いがするというふうな気持ち

当に︑本当に慰安婦の方たちに心から申し訳なか

いてきた私としても︑国民の多くの皆さんも︑本

ふうに明言をされてきております︒そのことを聞

少し前までは村山談話や河野談話を見直すという

をこの間何度か発言をされております︒しかし︑

慰安婦の方に対して申し訳ないというようなこと

橋下市長とは立場が違う︑認識が違う︑あるいは

総理は︑この間︑衆参の予算委員会の答弁で︑

詳細に存じ上げているわけでもございませんし︑

そして︑橋下代表の発言については︑私も全て

きているとおりでございます︒

代総理とは変わりがないということを申し上げて

非常に心が痛む︑この点についての思いは私も歴

くし難いつらい思いをされた方々のことを思い︑

く考えである︑慰安婦問題については︑筆舌に尽

とが大切であり︑日本としても全力を尽くしてい

二十一世紀こそ人権侵害のない世紀にしていくこ

があり︑その中で女性の人権が侵害をされてきた︑

ざいますが︑これまでの歴史の中では多くの戦争

つも私は必ずこのように申し上げているわけでご

ているのか︑国民の生活︑住民の生活がどのよう

けれども︑私は疑問を持っております︒橋下発言

報道されている中身しか知らないわけでございま

す︒

な状況に置かれているのか︑国土が失われはしな

の慰安婦制度は必要だったというこの認識につい

を御推挙いただき国会の承認をなかなか得なくて

いかというようなことも含めて慎重に慎重を重ね

り︑私もまた自由民主党も全く立場が異なるとい

すが︑これも何回か委員会で申し上げているとお

の認識とどこがどう違うのか︑立場が違うとおっ

うことは申し上げているとおりでございまして︑

て⁝⁝︵発言する者あり︶日本政府及び総理自身

そしてまた︑一旦ああいう事故を経験した我が国

しゃっていますが︑どこがどう違うのかというこ

なければいけないということを申し上げまして︑
だからこそ原発ゼロの社会を子供たちに手渡す最

他党の代表の発言でありますから︑一々このこと
それから︑時間がありませんのでもう一点︒そ

とを私はここで明確に発信をする必要があるので

れともう一つは︑心からおわびと反省をするとい

そして︑慰安婦の方々に対しては︑既にこれは

大限の努力をしなければいけないということを︑
復興大臣には︑子ども・被災者支援法について

うふうにおっしゃっておりますが︑これについて︑

基金をつくって日本は誠意を示してきて今日に至

に我々︑私どもが更にコメントする立場にはない

もお聞きしたかったんですけれども︑時間があり

直接被害者の方にこのことを︑その総理のお気持

っているということではないかと思います︒

はないかというふうに思います︒

ませんのでまたの機会にさせていただきたいと思

ちをお伝えするということが必要ではないかと思

○神本美恵子君 直接お会いになってお気持ちを

この点については申し上げたいと思います︒

います︒

いますが︑その二点についてお願いします︒

伝えられるつもりはないかというふうにお聞きし

ということは申し上げておきたいと︑こう思う次

ったんですが︑残り七分になってしまいましたの

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ これまでも累次

たんですけれども︒

第でございます︒

で︑あの一連の橋下大阪市長の従軍慰安婦問題に

答弁をさせていただいておりますが︑その際︑い

それから︑憲法についても総理にお伺いしたか

関する発言について総理にお伺いしたいと思いま
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これは衆議院の元清美議員が衆議院の委員会

うわけでございます︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 簡潔にお願いします︒

たということを問われて︑総理はそんな事実はな

シュ大統領に申し訳ない思いでいっぱいと言われ
だいたと︑こういうことでございます︒

は︑先ほど申し上げましたような話をさせていた

下院の議員の皆様とお話をさせていただいた際に

○委員長︵金子原二郎君︶ 時間が来ております︒

ないというふうに考えております︒

当然厳しくこれは取り締まっていかなければなら

は︑当然︑売買春は︑これは違法でありますから︑

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 我が国において

いとおっしゃっていましたが︑先日︑それが元

○神本美恵子君 要するに︑慰安婦の方々にその

○神本美恵子君 済みません︑一言だけ︒

それと同時に︑議会の中において︑米国の上院︑

清美議員の質問主意書によって︑閣議決定した答

お気持ちを︑胸が詰まる気持ちを伝えるつもりは

で質問されて︑二〇〇七年にアメリカ当時のブッ

弁をされたというふうに私は受け止めているんで
ないということですね︒

持ちを伝えられたのに︑なぜ︑それはそうではな

というふうにブッシュ大統領には説明をされ︑気

の方たちに対しては申し訳ない思いでいっぱいだ

消するという考え方が︑一言で言えばですね︑ア

惧を抱くのは︑性欲が充満したら誰かを使って解

私は︑この橋下市長の発言でもう一つ大変な危

もう一つお伺いしたいと思います︒

○武見敬三君 まず第一に︑海をいかに守り育て

を申し上げて︑質問を終わりたいと思います︒

がるので︑もっと明確に発言すべきだということ

する︑女性に対する性暴力を容認することにつな

私は︑この発言を放置していることが︑性に対

すけれども︑ブッシュ大統領に︑そういう慰安婦

くて︑当事者の人に言うべきではありませんか︑

メリカ軍の︑沖縄の駐留米軍の司令官に対して風

るかというテーマで御質問をさせていただきたい

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 当然︑今委員が

もりはありませんか︒

て︑あるいは何らかの形で気持ちをお伝えするつ

や子供たちも見ているわけですから︑性欲が充満

りないんですね︑主張が︒これに対しては︑若者

っていますけれども︑その点についてだけは変わ

この間ずっと記者会見でいろんなことをおっしゃ

行したということが報じられております︒これ︑

接続水域︑ここで外国の潜水艦が潜水したまま航

ましたけれども︑沖縄の南大東島の領海の接する

実は︑今日の新聞︑ニュース報道などにもあり

ありがとうございました︒

私はそうだと思いますけれども︒

俗を活用したらどうかというような発言について︑

おっしゃったように︑私がブッシュ大統領に申し

したら誰かを使って解消していいんだと︑解消す

国際法上は領海であれば必ず浮上して潜水艦は航

もう一回聞きます︒被害当事者の方にお会いし

訳ないと言う立場では全くないわけでございまし

べきなんだというように受け取られる︑こういう

というふうに思います︒

て︑答弁書においては︑共同記者会見の場におい

行しなければならないというふうに定められてい

せん︒しかしながら︑今月二日以降三度ですか︑

性のダブルスタンダードというものが私は一番大
これについて︑明確に︑私は︑この国はそうい

既に私どもが報道で聞く限りにおいても同様な接

て記者の質問に対して私はそう答えたということ
談の中において私はそう申し上げたわけではない

うことを容認する国ではないということを政府と

続水域における潜水航行が外国の潜水艦によって

るわけでありますが︑接続水域は同様ではありま

ということははっきりと申し上げておきたいと︑

して︑総理として︑ここで明言をしていただきた

行われている︒

きな子供たちへの影響だと思います︒

このように思います︒それは全くその文脈を間違

いと思いますが︑いかがでしょうか︒

でございまして︑私とブッシュ大統領との首脳会

えて︑取り違えておられるんだろうなと︑こう思

- 24 -

