2017 年 春 号

本会議登壇
３回

衆議院議員 民進党神奈川県第 14 区総支部長

もとむら賢太郎
2014 .12.14
〜 2016.12.31

重点項目

もとむら賢太郎２期目の実績

公約への取り組み状況

質問時間
1023 分
（４５位）

二つ星議員

※第 190 回常会で
衆議院議員中

※ NPO 法人万年野党
の第 191 回国会に
おける評価

・昭和 45 年 (1970 年 ) 4 月生まれ。
・相模台幼稚園・桜台小・相模台中・県立麻溝
台高・青山学院大卒。
・本村和喜参議院議員秘書、東鉄工業 ( 株 ) を
経て、藤井裕久衆議院議員秘書。

（５位）

※第 189 回常会で
衆議院議員中

質問回数
３１回

・平成 21 年衆議院議員初当選。平成 24 年総
選挙で惜敗。平成 26 年 12 月衆議院議員再選。
・民進党国対副委員長・民進党中央代表選管。
・衆議院国土交通委員会次席理事、議院運営委
員会委員。裁判官訴追委員会予備員。
・民進党神奈川県連副代表・選挙対策委員長。

地元・相模原の力になる

質問主意書
49 本

①分厚い中間層の復活・地域経済の活性化
市内発注事業の市内業者受注をめざし、国土交通委員会で質疑。党としても、日本版ベーシッ
クインカム構想や貧困対策に取組む。
②脱原発をすすめ自然再生エネルギー社会へ
経済産業委員や東日本大震災復興特別委員として、委員会質疑や本会議登壇で取り上げ、政
府の姿勢をただす。
③集団的自衛権の行使容認に反対
残念ながら成立した安保法制の阻止に向け、国対副委員長として取組む。本会議で、PKO
５原則の厳格な適用と自衛隊員の救命救急体制整備を訴える。
④定数・歳費削減、まず自ら身を削る
毎月 100 万円支給される文書通信交通滞在費（報告の義務なし）の使途の透明化を１期目に
引き続き実践。定数削減について、政治倫理の確立及び公職選挙法の改正に関する特別委員
会で質疑。
⑤安心な年金・医療・介護制度の実現を
訪問医療の確立や介護人材不足対策などを予算委員会分科会で取り上げる。年金カット法の
強行採決に際し、国対副委員長として絶対阻止の立場で取組む。

■地域経済発展に力
国土交通・経済産業委員会で相模原の課題に現場の声を聞きな
がら取組む。JAXA や国民生活センターの移転に反対し、とも
に存続が決定！
■小田急多摩線延伸実現に力
１５年に一度の答申で、事業の意義を認められる。市議・県議や後藤衆議院議員と国交省に申し
入れ。委員会で何度も質疑し、前進のための課題を引き出す。
■《一部実現》補給廠返還で「さがみはら新都心」に力
平成 26 年 9 月に 17ha 返還、平成 27 年 12 月から 35ha 共同使用開始。予算
委分科会では供用前暫定利用可能と答弁を引き出す。 17ha のうち鉄道・道路
用地が今春供用開始され、南北道路として J Ｒ相模原駅まで迂回せずに行ける
ようになる見込み。
■《一部実現》圏央道通行料金の値下げに力
何度も国交委員会で質疑。昨年４月から、43.2 円 /km が 36.6 円 /km に
下がることに決定。また、海老名ジャンクションの渋滞解消なども早期実
現を求め、実現！八王子パイパス無償化も実現。また、大和トンネル、八
王子ジャンクションの渋滞解消にも尽力。
■《一部実現》相模線複線化と終電繰り下げに力
「相模線の終電は早くて困る」という声を聞き対応。終電繰り下げが、昨年３月２６日から実施！
相模線複線化について国土交通委員会で質疑、「重要な路線」と答弁を引き出す。
■米軍機の騒音問題解決に力
厚木基地空母艦載機の岩国への移駐について、委員会や質問主意書で現状を明らかにし、記者会
見などを通して公開。今年の 7 月から順次岩国への移駐開始。一昨年の補給廠爆発事故や昨年
のオスプレイ墜落事故の経験から日米地位協定の改定にも尽力。

もとむら賢太郎プロフィール

・平成 15 年神奈川県議選に選挙区最年少で初
当選、平成 19 年にトップでの得票で再選。

2014年総選挙でお示した公約の実現に向け、取組んでいます。

連絡先

＜相模原事務所＞
〒 252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺 4 -15 -1
相模原総合卸売市場 E 棟７号
ＴＥＬ 042 - 768 - 9055 FAX 042 - 768 - 9066

＜国会事務所＞
東京都千代田区永田町 2 - 2 -1
衆議院第一議員会館 606 号室
ＴＥＬ 03 - 3508 - 7176 FAX 03 - 3508 - 3606
〒 100-8981

もとむら賢太郎が解説
第１９３回国会が１月２０日、召集されました。会期は６
月１８日までの１５０日です。前国会では、ＴＰＰ関連法
案、年金カット法案、カジノ法案と３度にわたる強行採決
を許してしまいました。野党の力不足は大いに反省し、生
活者・納税者・消費者・働く者の立場に立って、しっかり
と論戦に挑んでまいります。今国会では、働き方改革・共

論点１

過労死ゼロへ！
「働き方改革」
はどうなる？
世界で共通言語となっている「karoushi」をなく

す。電通の事件があり、さらに機運が高まってい
ます。民進党は、すでに長時間労働規制法案を提
出済みですが、与党は審議に応じる姿勢を見せて
いません。政府の提出予定法案にも名前がない状
態ですから、野党提出法案であっても議論を進め
ていただきたいもの。実効性のある法整備を行う
ために、具他的に何時間以上の長時間労働を規制
するのか？インターバル制度を導入するのか？な
ど議論を行っていきます。
一人でも過労死する人を
減らしていくため
与野党を超えて実のある
議論が必要です

論点２

論点３

皇室典範改正か特別法か？
陛下のお言葉を
どう受け止める？

いますが、批准 187 カ国中新しく法を作った
のはわずか 2 カ国です。また、一般の方にも
適用されるのではと不安が聞かれますので、そ
の点も明らかにしなければなりません

る対応が望ましいとの認識を民進党は示しまし
た。そのうえで、強制退位を防ぐためにご自身
の意思に基づくことなど 3 点が重要と整理を

その他の論点

予算。災害対応のための予算は必要ですが、海
外の大学への支出など、なぜ補正にするのか？
緊急に必要な理由がわからない内容が多いもの
でした。民進党は組替
え動議を提出しました
が否決されたため、補

正予算に反対しました。

国会開会日！
（1/20）もとむら賢太郎のスケジュール帳

省庁の天下り

文科省幹部の天下り、口裏合わせのメモも発覚。
引責辞任の事務次官の退職金は約 5,610 万円
とも。再発防止が求められます。

しています。なお、1 月 19 日から衆参正副議
長のもと、各党各会派の意見交換が行われてい
ます。

外交 ( 特に米露中韓）

トランプ米大統領にいかに対応し、日本の国益
を守るのか議論が必要です。

衆議院小選挙区改定

5：30 起床
7：00 駅頭

…等々

〜電車で移動〜
9：00 党部会
9：30 党国対役員会

9：40 議院運営委員会野党理事懇談会
衆議院議員運営委委員会理事会

緊張感のあるやり取りが行われます。
市内小学校の国会見学

国会は何をするところか、勉強したての皆

さんに説明をさせていただきます。
11：00

2018年

9月

衆議院議院運営委員会 / 党両院議員総会
同じ時間に重要な会が重なることも。終わり次第駆けつけます。

11：45

党代議士会

今日の議事確認、党からの報告・共有、登壇者の決意

表明などが行われます。
12：00

本会議①
初日は席決めなど事務的な本会議が 1 回目に行われます。

12：15

昼食

国会にいるときは、国会内で食べることが多いです。時間が

あれば外にでることも。

12 月
・衆議院議員任期満了

18

議院運営委員会の理事会に差替え

出席のため、野党理事による打合せに参加。

10：15

・安倍総理の
総裁任期満了

年度税制改正大綱︑
予算案

周年

45

12 月
・

29

10 月 11 月
・秋の臨時国会？

日
・日中国交樹立

日〜７月２日

23

9月

・ドイツ連邦議会選挙

18

６月

日まで

27

8月

国対副委員長として出席。山井国対委員長のもと、

今国会での心合わせを行いました。

10：00

「民進党は反対ばかり」だと思っていませんか？第 192 回臨時国会
では、内閣提出法案 30 本のうち成立した 24 本。のうち 83.3% に
賛成。なお、反対したのは TPP 関連法案、年金カット法案、消費
税引上げ延期法案などでした。また、民進党が提出した法案はあわ
せて 50 本と、政府提出法案より多くなっています。

7月

この日は南橋本駅。選挙があってもなくても市内各地で街頭

演説をしています。

平成 28 年度第三次補正予算案について省庁からヒアリング。

賛成多数！閣法賛成率約 83％！

・東京都議選

6月

日
・通常国会閉会

5月

・区画審が新たな小選挙
区改定案を首相に勧告

・政府が天皇陛下の譲位
に関する法案を提出

・フランス大統領選挙

4月

・自民党大会で
総裁任期延長

・民進党大会

3月

・オランダ議会選挙

年度予算案審議

17

輪に必要」「国連ＴＯＣ条約に必要」と述べて

赤字国債を発行せざるをえなかった中での補正

13：00

・イギリスがＥＵ離脱
交渉開始

・

・日米首脳会談実施

18

20

日

・第 回通常国会召集
︵〜６月 日︶
・米トランプ大統領就任
193

2月

3 回廃案になっています。安倍総理は名称を変
え、「違うもの」とした上で「2020 年東京五

理を行ってまいりました。昨年 12 月 21 日に
論点をまとめ、
「安定的な皇位継承という問い
かけの本質」を捉えると、皇室典範の改正によ

６人に１人の子どもが貧困といわれ、対策が急がれる日本。また、一人当た
りの借金は 830 万円となっています。
（2016 年 6 月末時点）
もちろん国際社会の一員として、海外への協力は否定しませんが、あまりに
も高額です。効果検証が必要です。
1月

税収見込みが 1.7 兆円も下振れし、年度途中に

犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」は、過去

昨年 8 月 8 日の天皇陛下のお言葉を受け、民
進党では「皇位検討委員会」を設置し、論点整

５４兆円 ??! 安倍総理が世界中にばら撒いたお金。

３次補正予算案は問題だらけ…

共謀罪の内容は？

政争の具にせず
静かな議論を行い
過程は国民に示すべきです

今後予定される政治日程

謀罪・天皇陛下の譲位など、重要な論点が盛りだくさんと
なっています。また、国際的には、トランプ米国大統領が
誕生し、ヨーロッパ各国の選挙が控え、韓国も大統領選挙
が予定され、日露会談も今年前半に行われる見通しなど、
様々な動きが出てきそうです。ひとつひとつ、丁寧な議論
を国民の皆様の前で行っていきたいと思います。

第 193 回国会開会式

天皇陛下ご臨席のうえ、参議院議場にて行

われます。
14：00

本会議②

開会日に、いわゆる政府 4 演説（総理、財務大臣、外

務大臣、経済担当大臣）が行われます。
〜電車で移動〜
18：00

新年会でご挨拶

1 月は多くの新年会が開催されます。この日もか

けもちで市内を移動！
21：00

会合

都内や市内、マスコミの方や同僚議員など様々な方と、食事

をしながら率直な意見交換をしています。
23：30

帰宅

