人 ・ くらし ・ 地方が原点。
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政府 ・ 与党は国会延長を認めず！

コロナ禍での“血税予算” ずさんな事務委託費を追求！！

持続可能給付金、 GoTo キャンペーン、
家賃支援給付金の事務委託費について
ー質疑 要旨抜粋ー

決算委員会理事として
締め括り質疑に臨む！

Ｑ．主な質問

決算委員会ＴＶ・ラジオ中継

６月１７日、野党４党は、通常国会の会期を１２月２８日まで
大幅延長するよう求め、衆議院で申し入れを行うものの、与党の反
対多数により、不本意ですが否決されました。一方で前例のない譲
歩を引き出したのも確かです。というのも、直後の与野党幹事長会
談において、閉会中・週 1 回程度は、感染症に関する委員会開催等
の合意がなされたのです。このようにして、安倍政権のご都合主義
により、コロナ禍ではりますが閉幕に至りましたした。
追求を避けた理由は複数考えられます。まずは、後手後手とされ
る、新型コロナウイルスへの対応です。国民のいのちと財産がかかっ
ているのです。そして次に、黒川検事長定年延長問題です。この問
題は、後に、本人のかけ麻雀辞任・「訓告」処分問題にまで発展し、
延いては森法務大臣の辞任・進退伺いにまでに発展するなどしまし
たが、安倍総理の任命権者の責任などが未決着であります。
さらには「前田ハウス」に象徴される、「持続化給付金」の支給
遅延の事務局体制や、「GoTo キャンペーン」など、多額の事務委
託費の杜撰な予算措置が問題もありますが、これらは、引き続き閉
会中審査の対象ともなっております。

※議事録は野田国義 Web サイトで公表しています。

● 持続可能給付金、GoTo キャンペーン、家賃支援給
付金の事務委託費について

【野田】サービスデザイン協議会（持続化給付金の委託業
イ．経 産 省 と 民 間 委 託 の 在 り 方
務費 796 億円を請け負っている団体）は、御承知のとおり、
ロ．癒着問題 →週間文春 2020 年 6 ／ 18 号掲載内容
決算公告を一度も行っていない。専門家も指摘している、パ
ソコンも５台。他から持ってきたものではないか？本当これ
→衆参予算委員会（令和２年度第２次補正予算）審議
実態がないんじゃないかと思いますが、梶山大臣はどのよう
「前田ハウス」 をめぐる癒着問題
に御認識いただいておりますでしょうか。
」
いまの政府と民間委託の在り方は !?
【梶山経産大臣】最終的には、精算をするのが業務委託契
ー質疑 要旨抜粋ー
約である。無駄なお金は払わない。執行中の業務であるが、
【野田】
（前田ハウスでのパーティ案内の）パンフレットま
異例のこととして、中間検査を六月中に行う。さらに、終わっ
てから経産省が、出先、その外注先、再委託先にまでの証憑 で作っているくらいですから、恐らく（電通と）ずぶずぶな
をしっかりと確認をし、確定検査を行う。さらに、会計検査 んですよ。しっかり申し上げたいと思います。 さらに、総
理の長谷川首相補佐官が顧問を以前されていたＴＯＷ社、こ
院等の検査もある。しっかりと対応してまいりたい。
ちらの方にもいわゆる玄孫（やしゃご）請、
230 億円を６社で。
いわゆるこのことも、最初に桜を見る会も申し上げました。
そして、森友、加計問題。総理の周辺の人たちが潤うと、こ
の構図にぴったり当てはまると思うが、総理に伺います。

梶山経産大臣

安倍総理大臣

【安倍総理大臣】民間人の方と役所の方が会うというのは
間々あるわけでありまして、いろんなお話を伺うというのは、
それがなければ民間の実情が分からないのではないかと、そ
んな印象を持ってお伺いしていた。長谷川補佐官は、2012
年 12 月に御指摘の企業を辞職をしており、当然、同社のた
めに経済産業省などに働きかけなどを行ったことはない。

■プロフィール■
1958( 昭和 33) 年生まれ。福岡県立福島高校卒業。日本大学法学部卒業。代議士秘書を経て、34 歳で八女市長に初当選。全国最年少市長 ( 当時 ) と
して全国の話題を集め、
「改革派・市民派市長」として “オープン・フェア・クリーン” の政治姿勢で 4 期 16 年市長職を務める。2009 年衆議院議員に初当選（3 年 3 ヶ月）
、
農林水産委員会理事、
党福岡県連代表。2013 年参院選福岡選挙区で初当選、
2019 年７月・２期目の当選。これまでに、
国土交通委員長、
予算委員会理事、
議院運営委員会委員、
総務委員会委員、
消費者問題特別委員会理事、
災害対策特別委員会理事、
国の統治機構に関する調査会理事、
地方制度調査会委員。議員連盟の活動では、
お茶振興議連事務局長、
花き産業振興議連事務局長、都市農業推進議連幹事長等を歴任。現在、立憲・国民．新緑風会・社民会派 、決算委理事、国土交通委員、地方・消費者特別委員。

省 庁別審査
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活動レポート in 国会

６月 22 日 ▶加藤厚生労働大臣

決算委員会 ▶西村経済再生担当内閣府大臣
ダイジェスト

!
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訊
に

要 望
します！

コロナ禍にあっての一般社団法人
（福祉分野） への保証状況ついて

【野田】一般社団法人は信用保証の対象にならず、一方で医業
を司とする法人であれば、対象となると伺います。例えば、セー
フティネット４号保証がそうです。対象外となる福祉分野（高
齢者施設、児童・障害者施設等）の運営事業者への他の支援策
を伺っています。医業を司としない一般社団法人でも、医師と
しっかり提携し、運営しておられるところもあると思いますの
で、今後の保証対象の拡大検討を要望します。
【中小企業庁参考人】お尋ねのとおりです。従業員数が 300 人
以下で、医業を主たる事業とする法人は、信用保証協会の信用
保証（セーフティネット４号）の対象となり得ます。
（ご指摘の
福祉分野の運営事業主へは）日本政策金融公庫の国民生活事業
という部門ございまして、こちらの融資対象となっておりまし
て、要件を満たす場合、今回やっている実質無利子無担保融資
の対象となります。

２ 消費税ポイント還元事業の検証と
「消費税増税」 の大臣認識について

【野田】6 月で終了する『消費税ポイント還元事業』について、
その効果の検証について伺うと共に、７月からは、事実上の増
税となるが、西村内閣府経済再生担当大臣の認識はどうなのか、
大臣は、6/8 の記者会見で「昨年の消費税率引き上げは正しい
判断だった」と発言していますので併せてこちらへの認識も問
うています。
【経産省参考人・西村大臣】全国で１５０万店舗、対象の中小
店舗の約半数強まで拡大した。売上げ確保、顧客獲得、業務効
率化につながったとの声もあり、一定の効果を上げたと考える。
消費税率引上げ分はその全額が社会保障財源に充てられると
いうことで、全世代型社会保障改革への第一歩が始まっており、
幼児教育、保育の無償化がスタートもし、そういう意味で、安
定的財源を確保するためにどうしても必要であったという趣旨
で（昨年の消費税率引き上げは正しいと）申し上げた。

３ 新型コロナウイルス感染症対策
「専門家会議」 議事録について

西村内閣府経済再生担当大臣

加藤厚生労働大臣

西村大臣は「国民１人あたり
10 万円の現金給付について「
（歳
出額は）１２・９兆円、消費税で
５％分に匹敵する。国民の負担軽
減につながっていると思う」と述
べられておりますが、私は消費税
は凍結するくらいのことをやって
いただきたいと考えています。

※議事録は野田国義 Web サイトで公表しています。

４ 国民 （労働者） へのアスベスト
ばく露対策について

『大気汚染防止法』も改正されて、
【野田】先の通常国会では、
全てのアスベスト（石綿）含有建材の取扱に関して、解体工事
現場において一層の法的手段が講じられるようになりました。
しかし、未だ各地でアスベストの訴訟が行われており、非常に
関心を持っている。労働者の健康を守る対策や、周辺環境への
石綿ばく露防止対策について厚労大臣に伺います。
国交省の外郭団体・日本建築センターはアスベスト
要 望
します！
粉じん飛散防止処理技術の審査証明書を発効してい
るが、こういった施工技術者のレベルを高めないと、健康被害、
周辺（環境）に悪影響を及ぼすのではないか、
非常に懸念する。
（更
なる施工技術支援と普及啓発の）御検討を宜しくお願いしたい。
【加藤厚労大臣】２０３０年にかけて石綿が使用された建築物
の解体工事が増加する見込みであり、近年、石綿暴露防止対策
について建設関係の労使等から構成される検討会を８回行い、
結果を６月１０日に労働政策審議会に諮り妥当の答申を得てい
る。今後は速やかに石綿障害予防規則を改正し、改正規則に基
づく措置が徹底されるよう事業所に指導を行ってまいりたい。

５ 水道 （上水道） の現状について

【野田】新型コロナウイルス感染症対策「専門家会議」の議事
録について。歴史的緊急事態宣言下で、国家的な重要会議であ
るずですが、当初、議事概要しか作成、公表されていませんで
した。一体なぜなのか。また、方向転換し、次回の会議から発
言者も記載した記録を作成し、公表することを明らかにしまし
たが、
「やれば出来る」旨、首長時代の（議会・委員会がオープ
ンではなかった）経験を踏まえ強く進言致しました。
【西村大臣】速記録はあります。ない部分も録音等から起こし、
記録としてしっかりと残して、やがては、時が経ればそういった
（プライバシーや風評被害等の）リスクも減りますので、国立公
文書館に移管をして公開する。私自身は記録をしっかりと残して
いきたいと考えている。今後の会議は、専門家の皆さんの御了解
を得て、個人名と発言内容を特定する形で残したい。

管路更新の状況は？ コンセッション方式は !?
【野田】同じく先の通常国会の決算委員会において、下水道施
設の耐震化・老朽化対策等の着実な推進については、審査措置
要求決議を政府に対して行う事ができておりますが、上水道に
ついて調べてみると、まず、全国の管路更新には約 130 ～ 140
年は要するとの報告を受け、憂慮すべき事態となっております
ので、厚労大臣に対し、質問・発言させて頂きました。また、
『改
正水道法』により自治体の水道事業に、コンセッション方式（民
間参入 ) が可能とはなっているものの全国での導入検討が進ま
ない状況に苦言を呈しました。
【加藤厚労大臣】水道事業のアセットマネジメント、資産管
理の手引も作成し、周知、配付などで技術的支援にも努めてい
る。経営条件の厳しい水道事業者に対しては、水道施設等耐震
化事業による財政的支援もさせていただいており、生活基盤施
設耐震化等交付金の一部を充て支援を行っている。

事 務 所
くによし
野
田

立憲民主党福岡県参議院選挙区第１総支部 メール： info@nodakuniyoshi.net kuniyoshinoda
【福岡】 〒812‐0044
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いろいろなご要望やお困りのこと、 国会見学をご希望の方はご遠慮なく下記へご連絡下さい！

