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アラブ諸国から特別表彰
在京アラブ諸国大使館共催による「アラブ ・ ウィーク」の開会式が４月７日に東京 ・ 港区で行われ、浜田議員が特別功労表彰
を受賞しました。外務大臣政務官として欧州 ・ 中東担当となった２０１１年９月からアラブ圏との関わりを深め、 チュニジア国政選
挙監視団長として現地で指揮を執るなど、何度もアラブ諸国を訪れて技術提供や情報交換を行ってきた活動が認められました。
同表彰では、 飯島勲内閣官房参与やアラブ圏で初の大相撲力士となった大砂嵐関も受賞しました。アラブ ・ ウィークについて
言及した同日の議員ブログを紹介します。
はず。国際的に通用する人材育成も謳わ
れており、 日本の未来にとっては活用甲斐
のある法律といえるでしょう。
さて、小生、こうした法案審議と並行し、さ
まざまな議員活動に精力的に取り組んでい
る最中です。例えば、 明日（４月１３日）から
来日されるコソボのサチ首相の歓迎計画
の支援。国会議員の中で独立間もない同
国を訪問し、大統領や首相と親しく交流して
いるのは小生ただ一人です。
また、 今週は 「アラブ ・ ウィーク」 であり、
各種の記念行事に参加しました。中でも、
オマーン大使館で開かれた 「アラブ日本シ
ンポジウム」は大盛況。
特別功労表彰の目録と盾を贈られる浜田議員

バーレンのハッサン大使の基調講演は参
加者の関心をアラブ世界に釘付けにしたも

（４月７日のブログ）
在京アラブ諸国大使館共催による 「アラ
ブ ・ ウィーク」 の開会式が盛大に開かれ、
麻生副総理や岸外務副大臣が祝辞を述べ
られました。
席上、 小生、 特別功労表彰の栄を受ける

Ｇ２０からＧゼロの時代へ
（４月１２日のブログ）
参議院では内閣委員会で仕上げた 「国家
公務員法の一部改正法案」 が本会議で賛
成多数で採択されました。

ことに。中東アラブの世界とアジアの国々を

これで省庁の縦割りや天下りの弊害が改

結ぶ活動を続けてきた小生にとっては、 嬉

善されることになればと期待しています。と

しい限りです。これからも全地球的な課題

いうのも今後は幹部職員の一元管理が可

を克服するために、 友好と信頼の輪を広げ

能になるからです。

ていかねばなりません。
アル ・ ハムドウ ・ リッラー！シュクラン！
（感謝の気持ちを持って前進します）

のです。その最大のメッセージは 「アメリカ
や中国の力だけで世界は動かない」 という
もの。曰く 「今やＧ２０でもＧ７でもない。まし
てやＧ２の時代は終わった。これからはＧ０
（ゼロ）の時代だ」。
要は、主導国のいない「無秩序の世界」に
おいて、 最終的な勝者は誰になるか、 とい
う問題提起に他なりません。
“日本人を妻に持つ大使の会” の新メン
バーでもあるハッサン大使は「未来は日本 ・

従来の 「省益優先」 から本来の 「国益優

中東 ・ 北アフリカ （ＭＥＮＡ） の連携にある」

先」へ向けて、 発想の転換が図られ、 具体

との明快な主張を展開。参加者一同の脳

的には人事や研修のあり方が大きく変わる

細胞は強烈な刺激を受けました。

４月に浜田議員が質問した委員会・調査会
日付

委員会

1日 経済産業委員会

主な質問内容

主な答弁者

特許法改正案

茂木経産相

2日 国の統治機構に関する調査会 日米構造協議を振り返って、TPP交渉の見方

石原信雄・元内閣官房副長官

3日 内閣委員会

公務員制度改革法案

稲田行革相

8日 内閣委員会

（公務員制度改革法案に絡み）官民人事交流 牧原出・東大先端科技研教授

8日 内閣委員会

公務員制度改革法案と特定秘密保護法の関連 稲田行革相

9日 国の統治機構に関する調査会 行政監視のあり方、政党政治と議院内閣制

山下栄一・元参院行政監視委員長

10日 内閣委員会

公務員制度改革法案

千葉恭裕・人事院事務総局人材局長

22日 内閣委員会

イノベーション立国への促進案

山本ＩＴ担当相

国家公務員法改正案が可決
後半国会がスタートした４月も、 「公務員制度改革法案」 ( 国家公務員法改正案）

こに問題があるのか質しました。稲田行

を審議した内閣委員会を中心に計８回、 質問に立ちました。同法案は昨年末の「特

革相は 「国民全体の奉仕者として職業

定秘密保護法」や前半国会での予算審議に比べると地味な印象ですが、公務員制

倫理の醸成は重要」 などと一般的な文

度改革は２００７年に発足した第一次安倍内閣の時から積み残しになっていた行政

言に終始。質問の主旨に答えていな

改革の主要な政策課題の一つでした。

かったため改めて原因を質したところ、

稲田行革相に複数回質問

法務省官僚が 「私どもの省で懲戒処分
が多い原因としては、 内容が多岐にわ
たっており一概には申し上げられない

各省庁の幹部公務員を一元管理する

についても言及しました。

が、法務省特有の事情として、５万人を

内閣人事局の新設などを盛り込んだ同

８日の同委員会では、 国家公務員法

超える多数の職員が存在していることと、

法案が、 内閣委員会での審議を経て４

の改正と特定秘密保護法との関連性に

省の任務が法秩序の維持等であること

月１１日に可決 ・ 成立したことで、 概ね

基づいて質問しました。特定秘密の指

から、 職員に対しても厳しい服務上の

審議官級以上の幹部公務員約６００人

定と、 外部漏洩の審査はどのような形

規律を課しており、 厳格な処分を行っ

が、今夏から政治主導で任免されること

で行われ、 それが罪刑法定主義に抵

ていることも一つの理由になっているの

になります。官僚の人事権はこれまで

触しないのか尋ねました。

では」と背景を分析したうえで、 対策に

各省人事部局が実質的に握っていた

稲田行革相は 「国家公務員法では服

ために省益優先や縦割り行政など様々

務規律の維持を目的とした守秘義務を

な弊害が指摘されてきました。新たな人

規定し、 特定秘密保護法は、 我が国及

事制度の創設によって、 官僚組織のモ

び国民の安全確保を目的とした特定秘

イノベーション立国始動

チベーションが国益優先に向かうと期

密の指定やその漏えいに対する罰則

２２日の内閣委員会では、 ２０２０年ま

待されているのが、改正の狙いです。

等を定めている。双方の趣旨が異なっ

でに世界一を目指すイノベーション立

ており、 罪刑法定主義の観点からも別

国について、 どんなステップで目指す

個に適用される」と説明しました。

のかを質しました。山本担当相は科学

３日の内閣委員会では、 幹部候補の
育成プログラムがどのように作られるの
かについて質問しました。稲田行革相

ついては、 職務倫理規範の策定や研
修の充実化を挙げました。

技術イノベーション総合戦略の中で３

は 「内閣総理大臣が定める統一的な基

年間３３２人が懲戒処分

準の下で行う」 とし、 「具体的な基準に

１０日の内閣委員会では、 国家公務

な経済力を維持し発展できる経済、 ２

ついては現在検討中」 と答えました。

員の懲戒処分について、 昨年一年間

つ目は国民が豊かさと安全、 安心を実

「検討中の基準では、 合格した採用試

に懲戒処分を受けた国家公務員３３２

感できる社会、３つ目が世界と共生し人

験の種類にとらわれないで能力のある

人のうち、 一番多いのが法務省１０５人

類の進歩に貢献する経済社会」として、

者を選ぶ、 また、 人事交流や研修の機

で、全処分者の３割を超えている。次い

２０３０年を目標年次としてグランドデザ

会などの限られた育成資源を有効に活

で国土交通省４２人、 国税庁３５人、 厚

イン化し、 成果目標に向けた政策課題

用することも必要と思う」 と今後の方針

生労働省３４人と続く現状にあって、 ど

を盛り込んだことを明らかにしました。

つのビジョンを掲げ、 「１つは、 先進的

