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　こんにちは。参議院議員の礒崎陽輔です。
　東北では、まだ２万人を超える皆さんが避難生活を続
けており、一刻も早く日常生活を取り戻せるよう復旧復
興施策に努めなければなりません。近畿の豪雨でも多く
の犠牲者を出し、本当に災害の多い年でした。海外でも、
タイの大水害やトルコの大地震など、大きな自然災害が
続きました。国民の安全安心を確保するため、怠りなく
災害対策を講じていかなければなりません。
　８月末に菅内閣が倒れ、新たに野田佳彦さんが内閣総
理大臣に就任しました。今なお、菅内閣は、史上最悪の
内閣であると酷評されています。特に６月に内閣不信任
案が否決されてから３か月近く、菅総理の延命のため、
東日本大震災の復旧復興施策の策定が大幅に遅れ、被災
者の皆さんに大きな迷惑を掛けたことは、誰の目にも明
らかです。
　野田総理も菅内閣の財務大臣として大きな責任を有
していますが、菅内閣の余りのひどさの反動で、野田新
内閣には大きな期待が寄せられました。しかし、どじょ
う内閣と呼ばれる新内閣において、野田総理は、安全運
転と称し、国民に対し、自らの考え方を明確に語りませ
ん。国会の本会議では、官僚の用意した答弁書を徹頭徹
尾一字も間違わずに読み続けました。
　その最たるものが、ＴＰＰ交渉参加問題です。この問
題に関する総理自身の考え方を明確にせず、｢党におい

て検討中だから｣ と言って逃げ続けました。私はＴＰＰ
交渉参加に反対の立場ですが、ＡＰＥＣ出席直前になっ
て野田総理が方針を明確にするかと思いきや、「ＴＰＰ
交渉参加に向けて関係各国との協議に入る」と、なお賛
成派にも反対派にも配慮した玉虫色の対応をしました。
全くトップリーダーとしてのリーダーシップがありま
せん。
　かつて、小泉純一郎総理は、郵政民営化の議論におい
て、自民党の中で反対派が多数の中、自らの信念をしっ
かりと国民に語り、その信念を曲げませんでした。政策
の善し悪しは別にして、内閣総理大臣はかくあるべきで
はないでしょうか。
　異常な円高デフレが続き、国民生活にも、企業活動に
も、大きな影響を与えています。今こそ、大幅な金融緩和
をし、景気対策を講ずべき時であるのにもかかわらず、
民主党政権は、何らの経済対策も講じません。それどこ
ろか、この不景気の中で、復興増税を行おうとしていま
す。全く何を考えているのか不明です。
　私は、予算委員会で、「復興債の償還を通常の公共事
業のルールである60年とすれば、増税の必要は全くな
い」と強く訴えました。しかし、結局三党協議で復興債
の償還期間は25年とされ、たばこ税の連年の増税は避け
られたものの、所得税等の増税は行われることになりま
した。申し訳ない限りです。
　引き続き、予算委員会理事を務めることになりまし
た。支援者の皆さんから ｢テレビ見て応援しているの
で、がんばってね｣ と言われると、本当に励みになりま
す。東日本大震災の復旧復興はもちろん第一に考えなけ
ればなりませんが、それ以外の地域の経済が停滞してし
まっては、東日本の経済にも良い影響は与えません。ま
ず、日本全体の景気回復を図っていかなければなりませ
ん。デフレで好景気は、あり得ません。消費税の議論は、
その後にすべきです。
　がんばってまいります。どうぞ御支援をお願い申し上
げます。
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放出された放射性物質
阿部成善

国会
豆知識

ホームページで、活動記録を御覧いただけます。
http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/
携帯サイトは、右のQRコードからアクセスしてください。メルマガ会員も、募集しています。

　3月11日に起きた東日本大震災。
私は、揺れによる被害よりも、多く
の建物や人々をのみこんだ津波に戦
慄を覚えました。さらに津波被害は、
東京電力福島第1原発の事故にまで
発展。思いもよらぬ事態であり、日
本はいまだかつてない大きな危機に
直面することとなりました。
　この一連の災害で、私は政府の対

応に疑問を持ちました。枝野官房長官（当時）は「さしあた
り健康には問題ありません」「ただちに健康に影響を及ぼす
値ではない」と繰り返すばかりで、国民が理解し、納得する
根拠が示されない状況でした。東電の説明もしかりです。こ
れでは不信感が募るばかりです。加えて言えば、原発事故
の後処理も、被災地の復興も、今のような政治の状態では、
本当に気の遠くなる話に思えてきます。
　政治の役割とは何でしょうか。国民が健康で幸せな暮ら
しをしていける国づくりを推し進めることだと思います。残
念ながら、今はそれを実践できていないと感じます。被災さ
れた方々は、更にその気持ちが強いのではないかと思います。
　危機的状況に陥ったときこそ、政治の力量が問われます。
政府が誤った方向へと進んでいたり、迷走しているとすれ
ば、それをただす強い信念を持った野党がなおさら必要で
す。今は自民党がその立場にあります。礒崎陽輔議員には、
国会の場で遠慮なく質問をぶつけ、思う存分、議論を深め

てほしい。それが国民の幸せにつながると確信しています。
　さて、これからしばらく、日本国民は放射線という見えな
い恐怖の中で生活していかなければなりません。高レベルの
放射線量だと外部被ばくでも健康被害が起きる恐れがあり
ますし、特に、食品などを介して受ける内部被ばくには常に
癌のリスクが付きまとってきます。放射線量の測定器を持ち
歩く住民が増えてきているのは、政府や行政に任せられない
と感じているからなのでしょう。こうした状況を払しょくし
ていくのは、やはり、しっかりした政治しかないと思います
し、礒崎議員に期待するところでもあります。
　ところで皆さんは、ピカソの「ゲルニカ」（1937年）を御
存知でしょうか。当時の先進的テクノロジーだった飛行機が
スペインのゲルニカ村を空襲した際の、村人たちの恐怖や
泣き叫ぶ様子を描いた作品です。
　そもそもテクノロジーとは、人間の生活空間や情報空間を
拡大して、さまざまな利便を提供するものであるべきです。
しかし、人々の生命や生活を容赦なく破壊するものともなり
得ます。私はどうしても、今回の原発事故と比べざるを得ま
せん。
　将来にわたって、私たちはどう原発と向き合っていけばい
いのでしょうか。いま、政府の言っていることは、そのまま
鵜呑みにできないという思いがあります。一刻も早く、信頼
のおける状況に改善してほしい。そして、私たちがどうすべ
きかを示してほしい。こうしたことを念頭に、礒崎議員には
大いに力を発揮してほしいと思っています。

阿部成善さん プロフィール
あべ歯科インプラントクリニック院長　66歳
学歴：九州歯科大学口腔外科大学院卒

歯学博士　　趣味：茶道

国会の採決
　本会議の採決は、参議院では、平成10年から押しボタン
式投票が行われており、各議員は、議席で賛成又は反対の
ボタンを押します。投票の結果は、議長の指示により、直
ちに３か所の電光掲示板に表示され、議長が読み上げます。
議長は、「多数をもって可決されました」と宣告するのが通
常ですが、反対がない場合は、「全会一致をもって可決され
ました」と宣告します。採決結果はホームページに公表され
るので、参議院では個々の議員の賛否が明確になります。
　副議長は自席で投票しますが、議長は投票しないのが原
則です。可否同数の場合は、議長が決裁します。最近では、
今年、子ども手当暫定措置法案（つなぎ法案）を西岡武夫議
長が可（賛成）と決裁した例があります。
　時折、法案等の採決に記名投票が行われることがありま
す。これは、採決で造反を防ぎたいときなどに戦略的に行

われます。記名投票を行うには、５分の１以上の議員の要
求が必要であり、議運理事によって議場内調整が行われま
す。議席には、氏名を記した白票（賛成）と青票（反対）の木
札が常備されており、これを持って壇上で投票します。こ
れを堂々巡りと呼びますが、最近、その際牛歩戦術を行う
ことはなくなりました。なお、青票は、実際には緑色に見
えます。
　予算案や法案以外の手続的な議案等の場合で、各政党に
異論がないときは、異議なし裁決を行います。仮に誰かが

「異議あり」と呼んでも、議長は、無視して「異議なしと認
めます。」と宣告します。
　会期の採決など特殊なものは、起立採決によります。こ
れは、押しボタン式投票の対象となる議案が先例集に列挙
されており、これに該当しない議案の採決について行われ
ます。衆議院では、投票装置がないので、起立採決が普通
の採決方法です。内閣総理大臣の指名は、特別な投票用紙

（厚紙）により、記名投票で行われます。その際、壇上では
白票も併せて渡します。
　委員会の採決は、委員会ごとに異なり、例えば予算委員
会では起立採決ですが、総務委員会では挙手採決で行われ
ます。



小田原　潔（おだわら きよし）
　昭和39年宇佐市生まれ。東大経済卒、富士銀行、ドイツ証券、
モルガンスタンレー証券等を経て、平成22年参院選に大分県選挙
区から出馬し惜敗。
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「ヒトのチカラ」

礒崎　東北での災害ボランティア活動を著した「ヒトのチカラ」
を読ませていただきました。ボランティアに行ったきっか
けは何ですか。

小田原　震災後に、テレビキャスターが被災地できれいな服を
着て取材する映像に憤りを感じました。同時に、私自身
が安全な所にいて報道に憤る資格があるのかと思い、
現地で何か役に立ちたいと思い立ちました。

礒崎　最初に入ったのはいつですか。
小田原　3月24日に東北自動車道が開通したので、翌日出発

しました。
礒崎　3月中は、水やガソリンも不足していましたよね。
小田原　私の車は震災前に満タンにしていたので、塩釜まで

行き、到着後は午後3時半まで活動して夕食をとり、車
中で寝ました。日没と同時に就寝するので、夜中に目が
覚めました。活動中は気も張っていますが、食事は非
常食で楽しくありません。当初は話す人もなく、寂しい
一週間でした。

礒崎　ボランティアの中には被災地の写真を撮る人もいて心
配されたようですが。

小田原　最初に、「現地は住民の方々の悲しみの場所だから
写真は撮らないで」と言うことが大事です。無神経なこ
とを何度も別の人が聞くのはどうでしょう。黙っていても
現地の人との交流は生まれ、やがて自分から話し掛け
てくれます。

礒崎　現地で、トラブルは、ありませんでしたか。
小田原　ボランティア同士のいざこざは実際ありましたが、皆

さん善意で来ているので、本には書きませんでした。被
災者の方々は、いやなことがあっても我慢しています。
ただ、現地に子供の字で「写真を撮らないで」と書い
た紙が置いてあったのは、胸が潰れる悲しい出来事で
した。

礒崎　ボランティアのコーディネートはどうなっていましたか。
小田原　自治体でボランティアセンターを立ち上げており、指

揮系統の人は社会福祉協議会の職員です。協議会
の日頃の仕事は福祉活動ですから、災害時に被災者
とボランティアをマッチングすることには余り慣れてない
のです。ボランティアの中には半ばプロの様な人もおり、
作業に長けた人がリードするのはいいですが、命令口
調では反発を買います。

礒崎　どんな点に苦労しましたか。
小田原　塩釜では、地震から2週間が経っていましたが、被災

者の中にはボランティアに同行して初めて震災後の自
宅を見た人が多かったのです。家の壁は壊れ、ドアは
開かない。湿った畳は1枚100キロにもなり、4人でやっと
持ち上がるほどでした。写真を乾かす仕事は、子供の
成長や家族の歴史を追体験するようで、「どうか生きて
いてくれ。」と念じながらやる辛い仕事でした。

礒崎　物資の仕分けは、どうでしたか。
小田原　トラック何台分も届きましたが、箱の表示と中身を確

認し、衣料品を男女別や子供用に仕分ける作業は、大
変です。食べ物は、すぐ配らないと腐ります。仕分け作
業は、本当に重労働でした。

礒崎　阪神淡路大震災の時、私は、行政機関でボランティア
の立ち上げをしていましたが、阪神淡路大震災の経験
は役立ちましたか。

小田原　あの時は、自分探しの若者も多かったのですが、今
回は若者からシニアまでまっとうな人々が多く、阪神淡
路大震災の経験は役に立っていると思います。

礒崎　行政側に期待することはありますか。
小田原　早く補正予算を通して現場に重機を入れてほしいで

す。被災地には、働き盛りで活躍の場を求めている人
が大勢います。彼らを雇用して、一刻も早く故郷を立て
直してほしいと思います。

礒崎　私が提出した災害臨時交付金法案は、参議院では
可決し、衆議院で継続審議中です。一刻も早く成立さ
せ、市町村が自由に使えるお金を早く交付したいと思
います。

小田原　6月上旬までは、まだ建っている家がたくさんありまし
た。しかし、他県に出た住民がもう一度住もうと思って
帰って来ても、周りに家がないので仕方なく自宅を壊す。
やがて、商店も客が来ないのでなくなり、集落が崩壊し
ていきます。もし、もっと早く補正予算が成立していたら、
事態は違っていたかもしれません。

礒崎　女川町に行った時、町長は復興の方向について口出
しせずに漁港ごとに住民に決めてもらうと言っていまし
た。住民が自ら決め、行政は、その多様な要望に応え
るべきです。

　　　　最後に、大分県で「小田原さんは何をしているのか」
と質問されます。皆さんにどうお伝えしたらいいですか。

小田原　今の段階では何とは言えま
せんが、捲土重来を期して、
研さんを積んでいます。皆さん
に応援していただいたことは、
無駄にはしません。

小田原  きよし
参議院議員 礒 崎 陽 輔
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いそざき陽輔ふれあい対話集会

四浦まつりで「昴」を歌う

山国町かかしまつりで 東日本大震災災害臨時交付金法案の提出

白髭田原神社どぶろく祭りで

TOTO大分工場で

新風会ひろば
ホームページで、活動記録を御覧いただけます。
http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/
携帯サイトは、右のQRコードからアクセスしてください。

いそざき陽輔新風会・
いそざき陽輔東京後援会御入会のお願い
礒崎陽輔の活動を応援してくださる方、
是非御入会をお願いします。
入会については、右記にお問い合わせください。

▪いそざき陽輔新風会（ＴＥＬ 097-535-8260）
ホームページからのお申込みもできます。年会費は1,000円です。
下記郵便局の口座までお振り込みください。
口座番号：01730-4-118483　加入者名：いそざき陽輔新風会

▪いそざき陽輔東京後援会（ＴＥＬ 03-6550-1004）
年会費は、一口2,000円です。下記郵便局の口座までお振り込みく
ださい。
口座番号：00100-1-743291　加入者名：いそざき陽輔東京後援会

　前回の選挙以来お務めいただいた後藤佐代子会
長の御退任に伴い、11月5日に役員会を開催し、
来年の総会までの間、世話人の有松一郎さんを会
長代行に選任しました。

　有松さんは、43歳で、大分青年会議所理事長、
日本青年会議所大分ブロック会長を経て、現在は、
大分中央ホールディングス専務、社会福祉法人大
分会理事長、大分市PTA連合会会長をお務めです。
　今後とも役員一同力を合わせて、会の運営に当
たっていきますので、どうぞよろしくお願いいた
します。
 いそざき陽輔新風会

有松一郎氏が
会長代行に就任


