・ 早期離職防止のための取組強化

5 行政機能、政策効果を最大化するための行財政改革を行う。
国家公務員の定員について、メリハリのある定員配置を実施
して、可能な限り純減を図る。地方公務員の給与についても、
国家公務員の7･6％の削減に準じ、必要な措置を行うように
要請し、地方交付税や義務教育費国庫負担金の算定を行う。

先の総選挙におきまして、自
民党は政権に復帰し、捲土重
来を果たすことができました。
紙面をお借りして心より厚く御
礼申し上げます。
安倍政権はおかげさまで、参
院においても多数を占めるなど
引き続き高い支持を頂いてお
りますが、政権与党一同、緊張
感を保ち、実績を積みあげ、国
民の皆様に確固とした信頼を
頂けるように、引き続き取り組
んで参ります！

先の通常国会国会で成立した平成25年度予算は、以下の
認識・方針の下に策定し、決定されました。
『強い経済は国力の源泉であり、経済の再生がなければ財
政再建も国の将来もないとの認識に立つ。大震災からの復興
を目に見える形で加速させるとともに、「縮小均衡の分配政
策」から「成長と富の創出の好循環」へ転換を図る。
これにより、円高・デフレ不況から脱却し、雇用と所得が拡大
していく強い経済を目指す。大胆な金融政策、機動的な財政政
策、民間投資を喚起する成長戦略など実行する。
財政に対する信任を確保するため、2015年度までに財政のプ
ライマリーバランスの赤字を2010年度比で半減させ、2020年
度までに黒字化させる。』
1 復興・防災対策は、事業規模、財源の見直しを行う。重要イ
ンフラの老朽化対策、事前防災、減災を強化する。「流用」に
ついては、使途の厳格化を行う。
2 成長戦略を実現するため、規制緩和、金融、税制面の支援
を措置する。低炭素社会の創出に向け、再生可能エネルギー
の導入、研究開発、資源、海洋開発を推進する。中小企業の
モノづくりや、資金繰りへの支援、基礎科学分野における科
学技術振興、食糧の安全保障に取り組む。
3 我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえて、海上保安庁の体
制強化を含め、周辺海域、空域における警戒監視などの対
応能力を向上させる。情報機能の強化、実効的な防衛力を
効率的に整備する。
4 持続可能な社会保障を構築するため、安定財源の確保に取
り組む。生活保護については、不正受給対策を徹底し、自立、
就労を基本として扶助基準や医療費の適正化を実施する。

あまり知られていませんが、我が国においては、子供の居る
世帯の15.7％が貧困状態にあるという統計があります。教育格
差が叫ばれている中で、日本に生まれた全ての子供たちに生
まれた環境に左右されることなく教育を受けてほしいという観点
から、「子供の貧困対策法案」を議員立法で作り、成立させました。
我が国は、資源もなく、国土も狭い。しかし、人材が優れてい
るから成長を遂げてきたと思っています。「人材立国」、人こそ
が最大の資源であるというのが、私の信条です。
日本の全ての子供たちに、社会を支える人材として成長し
てほしいとの思いで、この法案を作りました。
衆院法制局や省庁との打ち合わせ、あしながおじさんをはじ
めとする子供たちとの意見交換、党内手続き、野党との修正
協議など、多くの経験もできました。
法律では、子供の貧困対策を、政府の責務として貧困対
策大網の策定を義務づける内容です。年内には法律が施行
され、動き出す予定です。

〈国会での法案趣旨説明の様子〉

衆院安全保障委員会の理事を務めました。アルジェリアの邦
人殺害事件を受けた自衛隊法の改正法案が審議されました。
法案自体は残念ながら成立には至りませんでしたが、次期国
会での成立に向け、引き続き頑張ってまいります。
また、6月5日には、委員会の理事メンバーによる沖縄視察を
実施いたしました。普天間基地内での米軍指揮官との意見交
換、オスプレイへの試乗（飛行はできませんでした）、沖縄防衛
局との意見交換、沖縄県知事との意見交換、駐沖縄米国総領
事訪問など、有意義な一日でした。
なぜオスプレイなのか。国境の現状を踏まえ、現在使用して
いるヘリとの航続距離の差、輸送能力など様々な点で考えさ
せられる視察でした。

先の通常国会では、党の国対副委員長に任命されました。国
対は与野党が協議をして、国会の運営、法案の審議日程な
どを決める最前線。どの法案から審議するか。「少数与党」であ
る参議院の日程をどう確保していくのか。全体的な国会の日程
観が問われている部署で、大変、勉強になりました。
与党内の調整だけではなく、野党の議員さんとも様々に話を
する機会も頂きました。
私自身は、外務委員会、拉致問題に関する特別委員会の担
当副委員長を務めました。特に外務委員会は多くの法案、条約
を抱え、綱渡りの日程となりました。ハーグ条約をはじめとする
懸案の法案は成立できましたが、ねじれ状態にある参議院外交
防衛委員会の抵抗もあって、全てを成立させることはできませ
んでした。

通常国会が召集されたのは、1月28日。参院の外交防衛委
員会が初めて開かれたのは、3月26日でした。また、国会の委
員会は冒頭、大臣から所信を聴く、つまり今後、どういう政策を
行っていくのか、この国会にどういう法案を出すのかを聴いてか
らスタートするのが通常の在り方。参院外交防衛委員会が所
信を聴いたのは、5月28日でした。会期が終わる1か月前になっ
て、ようやく開いたのです。
委員会の審議日程をとことん遅延させたのは、民主党の筆頭
理事である柳田氏。法務大臣時代に「法務大臣は二つの言葉
だけ覚えておけばいい」などと発言して問題になった方です。
審議が遅れることへの批判が高まってきた4月５日。柳田氏は
記者会見を開き、「衆院外務委員長の言動に問題がある」とし
て、委員会遅延の理由を述べました。しかし当の衆院外務委員
会は与野党合意の上で、順調に審議が進められていました。同
氏は、これが全く理由にならないと分かっていても、後半国会で
もあの手この手で審議の引き延ばしをやってきました。

今後の雇用対策を論議する自民党雇用問題調査会の事務
局を務め、提言をとりまとめました。今回は特に、今後の我が
国の成長を支える若者・女性・高齢者に対象を絞り、政策の
議論を行いました。早急に措置すべき内容として以下の提言を
政府に提出いたしました。
① 希望者の初職での正社員割合98％を目指すための取組強
化
・ いわゆるブラック企業対策
・ 『20万人ネクストプログラム(仮)』として
→ 中小企業とのマッチング等による若者の正社員化
→ 卒業後も「正社員就職を諦めさせない」継続的なサポー
ト

衆議院議員
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② 女性が働き続ける事ができ、能力発揮できる社会の実現
・ 女性の活躍促進と仕事と子育て等の両立支援
・ 職場復帰や再就職等を支援する『子育て女性応援総合
プロジェクト(仮)』
→ 中小企業における『育休復帰支援プラン(仮)』の策定
支援
→ ブランクのある女性のスキルアップ支援等
→ 子育て女性の再就職の総合的な支援
③ 高齢者が活躍し続ける『生涯現役社会』の実現
・ 高齢者の雇用支援
・ 退職後も社会で活躍できる環境の整備
今後とも、中小企業で働く人たちを含め、全ての人が能力を発
揮して安心して働ける社会の実現を目指して取組を進めてまい
ります。

5月17日衆議院外務委員会において、国会に提案された租
税に関する条約について、岸田外務大臣らに質疑を行いまし
た。租税条約とは、我が国の企業が海外で活躍する際に、現
地国でも課税されるといういわゆる二重課税を最小化し、企業
活動を後押しするものです。情報交換の規定により、脱税防止
にもつながる条約です。以下、質疑の概略です。
薗浦
我が国企業の海外投資は年々増加しており、
2012年は約9兆6千億円。収益は4兆2千億円。
租税条約は極めて重要だが、現在の条約締結
国数、海外投資に占めるカバー率、
今後の締結方針は。
大臣
66か国・地域を対象に55条約を結んでいる。金額
ベースで約9割をカバーしている。新規交渉、改正
交渉も積極的に行っている。
薗浦
条約があるから投資しやすいという側面もある一
方、アフリカなど日本として重要視する国・地域と
は戦略的に交渉をやってほしい。ところで、今回
の日米租税条約の改正は非常に重要だが、ポイ
ントは。
政務官 株式の保有割合の要件緩和によって免税を拡大
する、利子を原則免税とするなどだ。経済・投資に
与える効果は非常に大きい。
薗浦
利子の原則免税規定は、我が国にとって初めて
の条約だ。踏み込んだ背景を。
外務省 企業の資金調達方法が多様化しており、国境を
越えたグループ間の融資などもあり、これに対応
する。企業の資金調達がより円滑化される。
薗浦
租税の話であるが、納税義務があるにも関わらず
国外に移して税金を免れるという行為は許されな
い。広く締結する必要性を深く説明すべき。
政務官 今回の租税条約は情報交換を目的としている。O
ECDの国際標準を踏まえつつ、詳細な枠組みを定
め、税務情報を入手できるようになる。
◎1972年(昭和47年)6月3日生 ねずみ年 A型
◎身長179.6cm 体重73kg
★現在の主な役職★
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自民党 国会対策副委員長

自民党 部活動の在り方に関するPT座長

自民党 青年局次長

自民党 キャリア教育推進特命委員会幹事

自民党 労政局次長

自民党 雇用問題調査会事務局次長

自民党 航空政策特別委員会副委員長

自民党 女性活力特別委員会事務局長

国交省
4月15日、衆議院予算委員会第八分科会(国土交通省関連)に
おいて、外環道や地域の抱える問題について、太田国土交通
大臣らに質疑を行いました。
以下、質疑の概略です。
薗浦
外環道の千葉県区間の開通目標(平成27年度末)は
遅れることはないか。
大臣
用地取得も完了したことから、27年度末の供用に向
け、全力を挙げていく。
薗浦
市川市の下水道整備率は6割台。外環道と合わせて
下水道、豪雨対策等総合的に整備する必要がある。
国交省 外環道周辺地域における下水道未普及地域の解消
や浸水安全度向上は大変重要である。今後必要な
支援を行っていきたい。
薗浦
東日本大震災は、浦安市に液状化など甚大な被害
をもたらした。液状化対策のガイドラインや指針のとり
まとめは国がやるべきではないか。
国交省 4月1日に宅地の液状化被害の可能性に関わる技術
指針を公表した。更に技術的な個別の問題点、対応
策について検討しており、順次、工法ごとにガイド
ラインの公表を行っていく。
薗浦
津波・高潮が想定される臨海部地域の様々な
施設の現状はどうか。また、更新計画はど
うなっているか。
国交省 東京湾の津波・高潮対策は極めて重要な課題。国
としても、海岸の保全が適切に行われるよう、老朽
化対策の指導も含め、働きかけていく。
薗浦
浦安などでは企業が所有する岸壁や管理する堤防
がある。県や民間で管理するものを含めて国が指
導をする必要があると思う。

今回の震災を教訓に、民間企業の湾岸を含め、関
係機関が連携して東京湾全体で防災対策を考える
よう取り組んでいきたい。

安倍総裁の直属機関として、自民党に設置された教育
再生実行本部の事務局を務めました。国土が狭く、資源の少
ない我が国の最大の資源は「人材」であるというのが、私の
信条です。人を育てることこそが、明日の我が国の活力につな
がります。
国家の明日をリードする。ノーベル賞が取れるような第一線の
人材を数多く育成すること、そして、我が国に生まれた全ての
方々が、社会を支える人材として成長してもらうこと、これを両
立したいと思っています。
実行本部では、平成の学生改革、いわゆる６・３制の大改革。
大学入試の在り方の検討、教員確保、いわゆる新人材確保法
の制定に向けた検討、グローバル人材の育成、幼児教育の無
償化も含めた在り方、英語教育などなど、聖域を廃し、あつれ
きを恐れず、突っ込んだ議論を行いました。
その結果、2度にわたり安倍総理に提言を提出するなど、多く
の分野での提言をまとめることができました。今後、実行に移せ
るものから実施してまいります。
人を育てることこそが、明日の我が国の活力に繋がるとの信
条の下、引き続き取り組んでまいります。

数多くのテーマに取り組む中で、テレビへの出演の機会も多
くいただきました。CSやインターネット放送に加え、BS放送の
討論番組にも出演しました。

BSフジのプライムニュース。これは3時間の討論番組です。
一度目は雇用問題調査会でまとめた若者の就職について。専
門家の方々に加えて、実際に大学で就活をしている学生さん
を交え、就職活動のあるべき姿について議論いたしました。二
度目は議員立法でまとめあげた子供の貧困対策について、
野党議員や当事者の方々との討論でした。
これからも極力、こうした活動を通じて、自らの考えを発
信していく機会を確保していきたいと思います。

上記のことを、今後、政府、与党で。推進してまいります。

学校における部活動は、子供たちの生きる力を育む上で重
要な役割を果たしています。また、昨年、部活動での体罰な
どの問題がありました。それにより、党内に部活動の在り方
に関するプロジェクトチームが設置されました。私が座長を務
め、長らく野球界で活躍された石井浩郎参議院議員に事務
局長をお務めいただきました。その中で、国において取り組
みが望まれる支援方策について、以下の4つの政策を取りま
とめました。
① 部活動の位置づけの明確化
・ 部活動の円滑な実施・充実のため、指導要領上の位
置づけの明確化を検討
② 部活指導者の資質向上への支援
・ 顧問の教員が適切な運営や指導の方法を身に着ける
機会の充実
・ 地域の優れた指導者、各分野の第一人者、研究者な
ど、外部人材の参画を拡大
③ 子供のチャレンジを推進する部活動づくりへの支援、指
導者の努力に報いる評価、処遇の確保

〈多くの方が国会見学に来てくれました〉

〈教育予算に関する申し入れを行いました〉

〈教育大会にパネリストとして参加しました〉

〈街頭演説〉

・ 指導者の熱意と努力に報いることとなる適切な処遇
の確保
・ 顧問の教員の指導上の負担や生徒の経費負担等
の軽減
・ 子供たちがチャレンジできる部活動をはじめとした
多様な活動の場を充実
④ 練習成果の発表の場の拡充
・ 日頃の練習、研究の取組を発揮できる場、切磋琢磨
できる場を充実

党本部に設置された女性活力特別委員会で事務局長を務
め、提言を取りまとめました。実際に女性が高い割合で活
躍している企業や農業の現場で起業した女性、さらには中小
企業で働く女性の悩みなどをヒアリングし、提言に反映致しました。

上川陽子委員長らとともに、安倍総理に次のような提言を提
出。政策によっては数値目標や達成年度を定めました。
・ 第一子出産を機に離職する女性を、2017年までに5割以下
に
・ 女性による起業数を2倍に
・ 女性の活躍促進企業へのインセンティブを設ける
・ 団塊の世代を活用するなどして、地域の子育て援助者を20
万人要請する
・ 3年以内に女性の起業サミットを日本で開催
・ 復興・防災現場における女性活躍の事例集を作成
・ 女性研究者からノーベル賞受賞者を誕生させる

〈安全保障委員会でオスプレイを視察しました〉

〈江戸川護岸工事説明会〉

〈総理主催の桜を見る会に参加しました〉

〈教育再生の提言を首相に提出しました〉

〈衆議院における子供の貧困対策
法案質疑で答弁に立ちました〉

〈予算委員会での質疑の様子〉

〈参議院でも法案提出者として答弁に立ちました〉

〈各地で国政報告会を開催させて頂きました〉

