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理系政治家

某政 権の首班交 代など政局 が大きく動い てい
る。震災復興や経済安 定への期待と不安が渦巻
く中、国難打開と将来 展望へのリーダーシップ
が強く求められている。
話は遡るが、直近２代の総理はいずれも理科系出身であった。
ただ、二人とも短命に終わった。思うに、理系人間は、学生時代
に、適切な検証をもって真理を探り、物事に明確な黒白をつける
訓練を受ける。その代わり、経済や外交など、人間の業や欲望が
絡み合う解の難しいテーマは苦手だし、第一、チャレンジする機
会がない（理系入試での人文系科目軽視も反映していよう）
。
因みに、我が藤井議員 も 専攻は理系である。 た だ、藤井議員
は卒後、行政職に身を投じ、国や人のありようを見つめ、その中
で より よい 社会 実現 のた め、 産や 学を 導き 政治 に働 きか けて き
た。ベスト解を理想としつつも、人間社会という複雑系の中では、
そのために時間を空費するより、ベター決着を優先せざるを得な
い状況に何度も直面した。理系人間として培った深くて冷徹な洞
察能力をベースにバランス感覚、現実対応力が加わった。鬼に金
棒である。それに、あの文才とスピーチ。人が慕ってくるわけで
ある。藤井議員なら、
「私は理系だ。原子力の専門家だ。だから、
私がすべて取り仕切る」とは言わない。
それは、薬事行政を通じ、医薬品など、先端科学技術の結晶も
使 いよ うに よっ ては 、両 刃の 剣と なる こと を熟 知し てい るか ら
だ。原子力の効果と限界を見極め、その社会応用、平和利用のあ
り方を議論できる稀有の人材といえよう。混迷する政情下、いま
こそ、明るい地平を開拓していただければ、と切に思う。
蛇足だが、小生も理系である。受験当時、叔父からこう言われ
た。「君はどうみても文科系の人間。だからこそ、大学４年くら
いは、理系を勉強したら」と。
今になって、なるほどと思う。 そして、
こうして書きながら、小生、藤井議員に結構
似通っているんだと、一人納得している。
あの火の出るような怒りと、その後の笑顔
の懐柔は、とても小生には無理だが。

コラム

もとゆき会副会長

中通慎二

藤井基之ご挨拶
９月２，３日、大型台風１２号が近畿から中四国を襲
いました。奈良県十津川村などでは、東日本大震災の巨大
津波にも匹敵する土砂、濁流が襲い甚大な被害が発生し、
またしても大切な人命が失われました。鹿児島新燃岳の噴
火、東日本大震災の地震、巨大津波、原発事故、そして今
回の台風と豪雨。この列島の自然は、私たちに豊穣な国土
を与えてくれ、豊かな日本を創り上げてくれました。その
同じ自然が、一転、大災害をもって国民を苦しめてもきま
した。しかし、「試練は忍耐を生み、忍耐は練られた品性
を生み、品性は希望へとつながる」といわれます。日本人
は東日本大震災でも、冷静に、秩序と平穏を守り、海外メ
ディアから賞賛を浴びました。それもまた、この自然、風
土が与えてくれたものともいえましょう。この日本魂ある
限り、わが国は早期に再生できると確信します。
延長国会も８月３１日に閉会。いわゆる菅総理の退陣三
条 件 と な っ た 第 二 次 補正 予 算 、 再 生 エ ネ ル ギー 特 別 措 置
法、特例公債法も、参議院ではこれら法案の成立を阻止す
べしとする強硬意見もありましたが、なんとか成立。予定
通り菅総理は退陣、野田内閣が誕生しました。果たして、
こ の 国 の 再 生 を 期 待 する こ と の で き る 政 権 とな り 得 る か
どうか。
野 党 が 多 数 を 占 め る参 議 院 の 厚 生 労 働 委 員会 野 党 筆 頭
理事として、新政権の対応を厳しく監視し、今、何が優先
されるべきか、是々非々をもって国民のための政策を勝ち
取って行きたいと思います。

5 月 1 日開催
参議院予算委員会にて
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その１

私の質問順は自民党２番手、９時４５分からスタート
しました。総理大臣以下との論戦のテーマは２つ。
１つは 4 月２９日に発表された民主・自民・公明・３
党政務調査会長合意を踏まえての、第一次補正予算案
の歳入問題。２つめは原発に係る作業員等の放射線安
全問題。片道２０分（参議院予算委員会独特の時間配
分；質問者の消費時間のみをカウントし、大臣等の答
弁時間を含みません）の質疑でした。ＮＨＫＴＶが全
国中継しましたのでご覧になった方もいらっしゃる
かもしれません。

平成 23 年５月１日
８時５０分より予算委員会にて質問
１７時１０分より厚生労働委員会
１７時３０分より財政金融委員会、厚生労働委
員会、国土交通委員会の３委員会連合審査会。

「平成２３年度補正予算案」、「東日本大震災に対処
するために必要な財源の確保を図るための特別措置
に関する法律案」が、全会一致で可決・成立しました。
補正予算の財源として年金財源を流用するなど、多く
の疑問点を解決しないままでの成立でした。今後予定
の二次補正等においては適正な財源対策が示されな
ければならない、と考えます。

平成 23 年５月２日
１５時１０分より参議院本会議。

「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措
置法の一部を改正する法律案」及び「参議院憲法審査
会規程案」について審議を行い可決しました。2007
年 5 月の国民投票法成立から 4 年、2009 年 6 月の
衆院での規程成立に遅れること約 2 年、本会議で可決
されやっと憲法審査会規程が制定されました。

平成 23 年５月１８日
10 時より参議院本会議。

平成 23 年５月２３日
１３時より参議院決算委員会にて質問
テーマは文科省、厚労省の平成 21 年度決算
です。

平成 21 年に大流行しました新型インフルエンザ対
策について、インフルエンザワクチン価格のからく
り、薬業界の犠牲のうえに出来上がった政府の対応
策等について、厚生労働大臣を追及しました。

平成 23 年６月２日
「重要医薬品供給確保事業に関する質問主意
書」および「新型インフルエンザワクチンに関
する質問主意書」を提出。
同６月１０日に答弁書を受理。

介護保険法等の一部改正法案が参院本会議に上程さ
れ、賛成多数（反対；共産、社民）で可決、成立しま
した。24 時間対応の定期巡回、随時対応型訪問介護・
看護等の新サービスや、介護職員による「たんの吸引」
等医療行為が認められること等、多くのことが規定さ
れました。

平成 23 年６月１５日
10 時より参議院本会議に出席。
平成 23 年６月２２日
今通常国会は 150 日間の会期を 70 日間延長
し、8 月 31 日までとすることとなりました。

事務局長として司会を務め、①内閣府と厚生労働省と
の調整案件である医薬品のネット販売問題、②調剤基
本料の一元化問題が議論されました。①については、
日本薬剤師会から改めて安全性確保の観点から規制
緩和に強く反対されました。②については、出席議員
より、既に与党の委員会において、中医協の検討事項
であり規制制度の事項から削除するとしているにも
拘わらず、再度、議論されていることに内閣府に対し
強く抗議されました。

平成 23 年 7 月 12 日
8 時 30 分より自民党厚生労働部会薬事に関す
る小委員会に出席しました。
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予防接種法及び新型インフルエンザ
インフルエンザ予防接種による
健康被害の救済等に関する
する特別措置法の一部を改正
する法律案について質問を
を行い、全会一致で採決され
ました。また本法案に対する
する民・自・公からの提出の
附帯決議案も採択されております
されております。

平成 23 年 7 月 14 日
10 時より厚生労働委員会にて質問
質問。

本補正予算は”TOO LITTLE
LITTLE、TOO LATE”。総額 1
兆 9988 億円、二重債務問題対策費
二重債務問題対策費はたった 774 億
円に過ぎず、一方で、予備費
予備費には 8000 億円が計上
されているなど、政府の
の復旧・復興に対する積極的
な姿勢が感じられません
じられません。賛成票を投じたのは偏に
予算の早期成立を求めた
めた故のみです。討論に立った
民主党議員が「場当たり
たり的な発言や対応は、もはや
政権の体をなしていない
をなしていない。」と首相批判、退陣を促
す異例の賛成討論を行いました
いました。拍手喝さいを浴び
たのは当然？？？

平成 23 年 7 月２５日
1６時より本会議に出席
第 2 次補正予算案が賛成多数で可決
可決。
平成 23 年８月３日
１０時より本会議
「原子力損害賠償支援機構法案」について審議
について
が行われ採決の結果、可決されました
されました。

会期末を実感します。定例日外
定例日外の月曜日 13：00 か
ら約 2 時間半の本会議です
です。議題は菅退陣条件の一つ
である「公債特例法」の審議入
審議入り（衆院送付）と参野
党議員立法の「私学復旧特例法
私学復旧特例法」の採決。私学復旧特
例法」は参文部科学委員会
参文部科学委員会（所属議員数与野党同数、
委員長は自民）で否決されたものですが
されたものですが、本会議では
野党委員が、民主党、国民新党
国民新党の反対を否定、賛成多
数で可決し、衆院に送付されました
されました。但し衆院での動
向は不明、成立は困難かも
かも。

平成 23 年８月５日
9 時より決算委員会に出席平成 21 年度決算
についての質疑 6 時間コース
一旦決算委員会を休憩し 10 時より
より本会議。
平成 23 年８月２２日
13 時より本会議
平成二十三年度における公債の発行
発行の特例に
関する法律案についての趣旨説明。
。

民主党のバラマキ政策の一
一つ「子ども手当て」。３月
末になり、 ９月までのつなぎ
までのつなぎ法案 を議員提案。衆
院で可決されると内閣法案
内閣法案を取り下げるという禁じ手
を打ちました。厚生労働委員会
厚生労働委員会で同数、委員長裁定で
可決。参本会議も同数、議長裁定
議長裁定で可決という経過を
たどりました。それから約
約５ヶ月。今回審議に付され
た「平成 23 年度における
における子ども手当の支給等に関す
る特別措置法案」は、民・
・自・公の３党合意を受けて
の法案。所得制限の措置がとられること
がとられること等、実質的に
は「児童手当法」のスキームによるものとなりました
のスキームによるものとなりました。

平成 23 年８月２５日
10 時より厚生労働委員会に出席
「平成二十三年度における子ども
ども手当の支給
等に関する特別措置法案」「子宮頸
子宮頸がん予防措
置の実施の推進に関する法律案」
」「社会保障及
「
び労働問題等に関する調査」について
について審議。

「医療用麻薬製剤に関する質問主意書
質問主意書」を提出。
平成 23 年８月２9 日
「後発医薬品の薬価基準収載、販売名等に関す
販売名等
る質主意書」を提出。

衆参両院本会議で首班指名選挙
首班指名選挙が行われ、衆は野田
氏。参１回目の投票は、野田氏
野田氏１１０票、谷垣氏８５
票で決選投票へ。決選投票
決選投票は野田氏１１０票、谷垣氏
１０７票で、野田氏が首相
首相に指名されました。これで
長期国会も実質的に終了、
、明日の会期末処理を待って
２２０日間の国会が閉幕となります
となります。しかし、すぐに
臨時国会が召集となりそうです
となりそうです。

平成 23 年８月３０日
13 時より本会議
菅内閣総辞職を受け首班指名選挙。
。

9：50 厚生労働委員会理事会
厚生労働委員会理事会、10：00 厚生労働委員会、
10：20 消費者問題特別委員会
消費者問題特別委員会、10：40 決算委員会、
11：15 自民党議員総会、
、11：30 本会議でした。
本会議での閉会に際しての
しての挨拶で西岡議長（民主党）
は、菅政権の国会運営について
について「ねじれ国会を理由に
参院の審議時間を少なくし
なくし、自らの政策推進の遅れを
参院に転嫁するが如き姿勢
姿勢は、極めて遺憾」と厳しく
批判しました。全く同感です
です。野田政権には真摯な対
応を求めます。

平成 23 年８月３１日
全委員会が開かれ会期末処理がなされました
がなされました。
‑３‑

「藤井もとゆき君と語る会」開催のご案内

ご案内
皆様のご参加を
心よりお待ち申し上げております。

日時：平成 23 年 11 月 30 日(水)

１８：３０〜

場所：東京會舘 ９F ローズルーム
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-2-1
TEL：03-3215-2111（代表）
会費：20,000 円

Ｏｌｄ・Ｎｅｗ
３・１１未曽有とも言われ、この世で最悪の事態を招いた東日本大震災が起こった。
あの時の「揺れ」は、未だに自分の体の中にインプットされたままだ。映像で観るあ
の濁り汚い大津波で流される家屋、車両などの大被害と併せて発生した福島第一原子
力発電所の爆発による放射能被害、風評被害は深刻な問題となった。半年近く経過し
た今現在も被災地、被災者の生活環境を取り巻く諸問題は、解決の糸口が見つからな
いままだ。
私は、東京都内で理美容業を経営している。更に、全国理容生活衛生同業組合の一組合員として、また所属研
究団体（社）国際理容協会の専務理事の立場にある。本協会は、青森県、宮城県、福島県に支部があり多くの支
部会員がいる。そこでは、亡くなられた方はいませんでしたが、沿岸部では家屋、店舗が流された方々、山間部
では、家屋が崩壊した方もいる。私たち協会本部講師全員で、放射能による避難命令に従い避難所暮らしを余儀
なくされている被災者の方々へ、義援金、支援物資を素早く配布した。
大震災発生 40 日後、私は家内と被災地である南相馬市に向かった。放射能警戒区域を避けながら到着すると、
その地区一帯は、この世の物とはいえない程の悲惨な状況に、全身の震えが止まらなかった。今まで「何でも当
たり前、そんなの当たり前だよ！」で過ごして来た事を振り返り「感謝する事」を軽視していたように思う自分
を見つめ直した瞬間だった。計画停電、消費電力の節約などが求められ、普段の生活状況を見直す中で、私は子
供の頃を思い出した。
私が生まれた所は、福岡県久留米市の南部 筑後川のすぐ傍にある。昭和 25 年〜35 年頃までは、台風が来
ると必ずと言ってよいほど大雨による河川氾濫で、村中が床上浸水になり家族全員で畳上げをしたものだ。家業
は理容業で、私で三代続いている。その頃理容業は、「床屋」の愛称で親しまれ、小柄な父親は、高下駄をはい
てカタカタと音をたてながら土間を歩く、8 坪ほどの小さな店で半分は畳敷きの休憩場。そこには、囲碁将棋盤
と駒があり、「髪を抓み終る」と地元の八女茶で一服しながら将棋を指す。他にお客がいなければ、作業場の電
気は消す習慣があった。また、調髪料金の代わりに、地元の物産を持ってくるお客もいて、父親は快くそれを引
き受けていた。店先の打ち水は、洗面器に水を汲み、手で日に何回か行うのは、普通の習慣。日除け代わりに何
処の窓辺にも「苦瓜（ゴーヤ）」が茂っているなど「暑さ対策」を考えていたものだ。とにかく店全体に無駄の
ない工夫がなされていたことを思い出した。
モノゴトは時間が経つと自然に記憶が薄らぐ。私はこの大震災の教訓を真摯に受け止め、時代の
移り変わりの中で Ｏｌｄ・Ｎｅｗ を感じられる自分でいたいと思う。

田中秀一
もとゆき会入会の案内
もとゆき会とは、藤井基之先生の政治家としての大成を期するため活動している
政治資金規正法に基づく政治団体です。藤井基之先生の政治理念や人柄などに共鳴
した人々の「藤井もとゆきファンクラブ」のようなものです。「藤井もとゆき勝手
連」とも通称しています。会員になりたい方、関心のある方は、下記の藤井基之事
務所にお問い合わせください。
入会金や会費はありませんが、個々の事業や活動の実施に必要な場合は、その都度、
費用を会員や参加者から徴収させていただきます。
もとゆき会の活動をご理解いただくために、ホームページを開設いたしております
ので、右記アドレスにアクセスしてみて下さい。
藤井基之国会事務所

藤井基之浜町事務所
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