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５･６月

多彩なテーマで連日質問

６月２２日で１５０日間の会期満了により閉会となった第１８６回国会。内閣提出法案の閣法は８１本のうち７９本
が成立し、 成立率９７．５％で、 ２００７年の第１次安倍政権以来の９０％超えとなる“実り多き”国会となりました。５
月から６月にかけても、浜田議員は様々なテーマで質問を行いましたので、概略をお伝え致します。

５月に質問した委員会・調査会・審査会
日付

委員会

20日 内閣委員会

主な質問内容

主な答弁者

「健康・医療戦略推進法」など

菅官房長官

21日 国の統治機構に関する調査会 会派代表として意見表明

（詳細は主張・意見に掲載してます）

26日 憲法審査会

改憲手続きに関する法律の一部改正案

小林節・慶大名誉教授

27日 内閣委員会

東京オリンピックのテロ対策など

警察庁刑事局長

28日 憲法審査会

改憲スケジュールや集団的自衛権行使など 船田元・自民党憲法改正推進本部長

29日 外交防衛委員会

安全保障の法的基盤の再構築

安倍首相

29日 内閣委員会

独立行政法人通則法の一部改正案

稲田行革相

６月に質問した委員会・審査会
3日 内閣委員会

独立行政法人通則法の一部改正案

梶川融・ASG監査法人統括代表社員

4日 憲法審査会

改憲手続きに関する法律の一部改正案

伊藤真・日弁連憲法問題対策副本部長

5日 内閣委員会

独立行政法人通則法の一部改正案

稲田行革相

12日 内閣委員会

原子力委員会設置法の一部改正案

山本担当相

19日 内閣委員会

原子力委員会の新たな役割や使命について 山本担当相

ＳＴＡＰ細胞の問題にも言及
６月５日の内閣委員会では、 ３日に引
き続いて独立行政法人 （独法） 通則法
の一部改正法案の審議が行われまし
た。１月末の発表以来、 半年間にわ
たって報道の絶えないＳＴＡＰ細胞を引
き合いに、 独法の１つである理化学研
究所の問題について尋ねました。
稲田行革相は「研究者が萎縮せずに、
独創性を生かしていけると同時に、 正
すべきことは正して、 法人のガバナンス
の強化ということが必要」とし、 「独法全

体に共通する規律として、 業務方法書
に内部統制の体制整備についての記
載を義務付け、 内部からのガバナンス
を強化している」と答えました。また、 研
究開発などの業務を適正に実施するた
めに「目標、評価指針等をルール化し、
その遵守をチェックする仕組みを整備
したことでガバナンスが構築できる」 と
改正法案の意義を強調しました。
数十年後を見越したイノベーション立
国のための最終ゴールについて尋ねる

と、 稲田行革相は「全独法９８法人の人
員規模は約１６万人、 また総予算規模
は５３兆円に上る。幅広い分野で国の
政策を実現する最前線の実動部隊とし
て活動している。その潜在能力を引き
出す視点が必要で、 今回の独法改革
の基本精神はそこにある」と述べた上で、
「（各法人の） 主務大臣が明確な目標を
示し、 その達成状況を評価してＰＤＣＡ
サイクル 〈Plan （計画）→ Do （実行）→
Check （評価）→ Act （改善）〉 を機能さ
せ各法人が自主運営することで、 内閣
が示す方向性、 目標や戦略に基づい
た取り組みを推進したい」と答えました。

「核のゴミ問題」も問う

年の原子力委員会の在り方見直しのた

12 日の内閣委員会では、 原子力委

で、 （疑念払拭の取り組みに） 力を入

等については、 関係省庁との役割分

員会設置法の一部改正案を審議しまし

れていく。 現在もＩＡＥＡ（国際原子力

担の下で、 責任省庁と異なる立場で

た。 日本が保有している計４４トンのプ

機関） に対して国際プルトニウム指針

の技術オプションの評価等を行う意義

ルトニウムの目的を質すと、 内閣府政

に基づいて我が国のプルトニウム管理

があるという見解が示されている。 高レ

策統括官が 「基本的に原子炉の中で

状況の報告を行っているが、 法改正

ベル放射性廃棄物の最終処分につい

燃やしていくという利用計画の下に保

後も引き続きこうした取り組みを行う。

ては、 実施官庁である経産省のみなら

管されている」 と答えました。

特に国際会議等で我が国の立場を発

ず、 研究開発を担当する文科省等も

信していくことは、 新たな改正後の原

含めた省庁横断的な検討が必要」 と

ら 「核開発につながるのではないか」

子力委員会にとっても非常に重要な役

し、 「最終処分に関する計画を改定す

と疑念を持たれていることについては、

目」 と述べました。

る際には、法律で定められているので、

こうした保有エネルギーが、 中国か

山本一太 ・ 原子力防災担当相が 「原

また、 高レベル放射性廃棄物の処

子力委員会にとって大事な責務の一つ

分について質すと、 山本担当相は 「昨

質問主意書

めの有識者会議の報告書では、 省庁
横断的な課題や放射性廃棄物の処分

引き続き原子力委員会として対応を検
討したい」 と述べました。

今国会２３本を提出

１月２４日から１５０日間に及んだ通常

議員の２４本に続く数。質問内容も下記

け込み的に主意書を大量に提出したた

国会で、浜田議員が提出した質問主意

の５ ・ ６月分を見るだけでも、 多岐に渡

め、 ６月２７日の閣議では通常十数件

書は計２３本に上りました。これは参議

りました。一方で、 集団的自衛権行使

程度の答弁書決定が、 一度に９５件決

院議員の中で、川田龍平、藤末健三各

容認に異を唱えた議員が会期末に駆

定するという異例の事態となりました。

５・６月に浜田議員が提出した質問主意書と、内閣からの答弁書
提出日
5月7日

質問テーマ

答弁書の概略

墓参訪朝

墓参訪朝に財政的支援は考えていない。日本人遺骨問題は関係機関が適切に対応。

19日

ベトナムにおける反中国デモに
よる被害に関して

在留邦人数は1万2,942人。人的被害は報告されていないが、今後も安全確保を期す。

21日

国と地方の情報セキュリティの
連携

昨年、今年と、省庁・企業・地方自治体担当者集め「実践的サイバー防御演習」を実施。

26日

我が国の海上輸送路としての
南シナ海に関して

南シナ海経由の原油量は承知せず。エネルギー資源調達の分散化を進めている。

26日

防衛法制における「ポジリスト」
自衛隊法は自衛隊の行動及び権限を規定しており、所謂「ポジティブリスト」である。
「ネガリスト」に関して

26日

墓参訪朝に関する再質問

北朝鮮が1996年から2005年にかけて、米国と共同で米兵遺骨捜索を行ったと承知。

29日

日本における統合医療の推進

統合医療研究の交付額は2012年度が8億8,000万円、2013年度が3億5,000万円。

DNA情報の国際犯罪捜査活用

警察庁DBには被疑者DNA記録が43万2,473件、遺留DNA記録が3万8,654件登録。

2日

集団的自衛権の行使容認の
解釈変更に伴う立法に関して

安保法制懇で協議中で、行使容認前提の質問の答えは差し控えたい。

5日

障害者権利条約に基づく我が
国の障害者制度改革に関して

障害者施策関係予算額は2013年度が1兆4,504億円。関係者の参画を一層促進する。

11日

独立行政法人の研究開発機関
の在り方

専門性を加味した目標設定・業績評価が行われるよう、独法通則法改正案を提出。

12日

政府の年金財政検証の前提に
関して

就業者数は6,338万人、就業者がいる世帯は3,745万世帯。夫のみ就業は836万世帯。

18日

集団的自衛権と憲法との関係の
昭和47年の政府見解に関して

当該資料は集団的自衛権と憲法との関係についての考え方で、具体的事柄は念頭にない。

18日

健全な飲酒環境の整備に関して

国税庁は「酒類に関する公正な取引のための指針」に基づき実態把握に努めている。

18日

イラク国内情勢の不安定化に
伴う邦人保護に関して

在留邦人や日系企業の被害の報告はない。引き続き安全確保に遺漏なきを期す。

6月2日

