
2006

Vol.2
2006年（平成18年）9月25日 第37号 

■ 編集： 土屋品子後援会編集部　■ 発行： 土屋品子後援会 ｜ 〒344-0062 春日部市粕壁東1-8-15　TEL.048-761-0475  FAX.048-763-3475

さ わ や か 品 子  国 政 活 動 報 告  

土屋品子ホームページ OWLS NET WORK       http://www.owls.co.jp

　6月18日に第164通常国会

が閉会しました。閉会日が日曜

日だったこともあって、事実上

はその2日前の6月16日金曜日

の本会議を最後に、1月20日

から始まった150日間の会期

を終えました。最終日には、が

ん対策基本法案と北朝鮮人権侵

害問題対処法案の2つが可決・

成立しました。翌17日には、

韓国のニュースで北朝鮮がミサ

イルを発射する可能性があると

報じられ、政府は米国と情報収

集で緊密に連携するなど厳戒態

勢を継続することとなったわけ

です。

　その後、国際社会の度重なる

警告にも拘らず、北朝鮮が7月

5日に弾道ミサイル「テポドン

2」を含むミサイルを7発も発

射したことは、国際社会に対す

る挑発的な行動といえます。自

民党では、5日の午前には「北

朝鮮ミサイル対策本部」を設置

し、午後には政調の国防・外交・

内閣の3部会合同会議を緊急に

開催しました。私も前部会長と

して出席し、政府に対する要望

の取りまとめに参加しました。

政府は、その日のうちに貨客船

「万景峰号」を入港禁止にする

などの経済制裁措置を決定しま

したが、わが国の安全保障にと

って直接の脅威となる北朝鮮の

“暴挙”に対して、党としても

強硬に非難する声明を発表しま

した。その後、国連安全保障理

事会での全会一致による決議も

取り付け、国際社会が協力して

対応している現状は、今の日本

にとって良い状況といえます。

しかしながら、油断することは

できませんし、更なる経済制裁

の初準備を含め、検討していく

必要性を痛感しているところで

す。

　今国会の後半は、米軍再編（ト

ランスフォーメーション）問題

に関連して、普天間基地移転や

米軍司令部のキャンプ座間への

異動など、不安定の孤と呼ばれ

る北東アジア地域の北朝鮮から

中東・アフリカ地域のイスラエ

ルに至る安全保障対策で多くの

課題が提起されましたが、北朝

鮮、日本と韓国、中国の海洋権

益や領土の問題（竹島や東シナ

海）からイランの核開発問題や

イスラエルとレバノンの戦争突

入まで、緊張状態が現実のもの

となってしまいました。

　わが国として、今後どのよう

に外交努力をしていくのかが問

われている、大変重要な時期が

来たのではないでしょうか。つ

い先日ロシアのサンプトペテル

ブルグで初の先進８カ国会議（Ｇ

8）が閉幕しましたが、次の内

閣に残された課題は外交上かな

り重いものとなりました。自民

党の総裁選という事実上の時期

首相選挙が、9月8日告示、同

20日国会議員投票というスケ

ジュールになりましたので、候

補者の政策をよく検討して投票

に臨みたいと考えています。

　今国会では、行革推進関連法

案の可決・成立は実現しました

が、憲法改正に必要な国民投票

法案や教育基本法改正に関して

は秋の臨時国会まで先延ばしと

なりました。今後も、党の政調

副会長として、政策中心に頑張

ってまいりますのでご支援よろ

しくお願いします。

  

6／11　開通式に出席

8／18～21　北方四島ビザなし交流で択捉島へ
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通常国会閉会後も北朝鮮ミサイル発射などで、慌しい自民党の政務調査会
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首都圏外郭放水路完全通水式に行ってきました

ＯＤＡ視察等でグアテマラ・パナマ・リスボンを訪問

　6月10日に、念願叶ってや

っと完成した首都圏外郭放水路

の通水式がありました。首都圏

外郭放水路とは、あふれそうに

なった中小河川の水を地下に取

り込み、地下50メートルを貫

く総延長6.3キロメートルのト

ンネルを通して江戸川に流す、

世界最大級の洪水防止施設です。

今回の整備は、中川・倉松川・

大落古利根川の洪水の際、その

一部を江戸川へ放流するために

各河川間を地下で結ぶ放水路を

建設したもので、これにより流

域の浸水被害を解消または軽減

し、より安全な生活環境創造の

ために作られまし

た。

　中川、綾瀬川流

域の埼玉県春日部

市東部および杉戸

町、庄和町一帯は、

荒川、利根川、江戸川などの大

河川に囲まれた低い平地が広が

っています。そのため、大雨が

降るとすぐには水位が下がらず、

これまでしばしば浸水被害をも

たらしてきました。しかし、首

都圏外郭放水路の試験通水によ

り周辺地域での浸

水被害を大幅に軽

減できることにな

りました。この効

果は、広く白岡町

にまで及びます。

　私は、今回の首都圏外郭放水

路の完全通水を心待ちしていま

したので、通水式に参加して感

慨深いものがありました。この

放水路の素晴らしさをみなさん

にもぜひ知っていただきたいで

す。見学が可能ですのでぜひご

覧になって下さい。日本の技術

に驚かされることでしょう。最

後に、衆議院議員に初当選以来、

一緒に国土交通省に陳情活動を

繰り返した関係者の皆さんに御

礼申し上げます。�6／10通水式にて挨拶

ポルトガル国会議員と

�グアテマラ外相と

　1月から始まった通常国会が

続く中、4月下旬から5月上旬

にかけてのゴールデンウィーク

で、やっとまとまった時間を作

ることが出来、中米のグアテマ

ラとパナマを訪問してきました。

中米には多くの国々があります

が日本人にはなじみが薄いよう

で、グアテマラと言えばコーヒ

ー、パナマと言えば運河を連想

する位なのではないでしょうか。

私も初めての国ですので期待と

少々の不安を抱きながらの訪問

でした。日本からは直行便があ

りませんのでアメリカを経由し、

やっと着い

たところは

暑く言葉も

普段聞き慣

れないスペ

イン語で全

くの異国の

地です。そ

のような中、

グアテマラ

では外務大

臣と面会す

る機会を得ることが出来ました。

会談では、日本とグアテマラの

間に友好的な関係が長い間続い

ていることを確認することが出

来ました。随時、なごやかな雰

囲気で話が進み、グアテマラに

は貴重な古代遺跡が存在してい

ることも紹介され、日本の多く

の人にグアテマラの事をもっと

知ってもらいたいという気持ち

になりました。パナマでは、先

ず、パナマ運河の見学に行きま

した。運河は想像していたより

もずっと小さく意外でしたが、

この運河が太平洋とカリブ海を

繋いでいることを思うとその役

割は果てしなく大きく、河川の

建設の工夫がいかに重要である

かを実感しました。さらにパナ

マでは、青年海外協力隊の人た

ちと会うことが出来ました。彼

らの中には人里から遠く離れた

山奥で、現地の人たちに農業指

導を行っている人がいました。

そこは電気も通ってなく、移動

はロバを利用するといった辺鄙

なところだそうです。英語が通

じないため身振り手振りで指導

することもあるそうです。私は、

日頃国会でＯＤＡの在り方を討

論することはありますが、この

ように現地で地道に援助活動を

している人たちと直接会うこと

はありませんので、困難な環境

にもめげずに活躍している彼ら

の姿に大変感動するとともに、

その強い精神を感じることがで

きました。この経験を生かし、

国会の場で、外交に対して深い

思いを持ちながら進めていく力

を得ることが出来たような気が

しました。

　通常国会が終わった6月末に

は欧州西端、ポルトガルのリス

ボンに行く機会に恵まれ、国会

議長や日本でいう国土交通大臣

と対談をしてきました。党では

歳出歳入一体改革の議論が行わ

れてきましたが、私も国土交通

担当の政調副会長としてプロジ

ェクトチームに参加して参りま

したので、他国での状況を知る

ことは大変勉強になります。税

金から成る財源をどのように支

出するかは、どこの国でも国民

の大きな関心事となっています

が、ポルトガルではそのバラン

スがとても上手くいっているよ

うです。特に公共事業を考えた

場合、無くてはならないもので

すが決して無駄な使い方をする

ことは出来ません。私は、日本

の財政も厳しくチェックされな

がら国民のために有効に使われ

ていくよう、国政という場にお

いて頑張って活動していきたい

と改めて考えました。


