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文部科学大臣政務官 第18号 【9・10月号】
栄区 鎌倉市
復興大臣政務官
逗子市 葉山町
衆議院議員 （２期 ６年）
歳

39

山本ともひろ

ここ神奈川４区から
～大臣政務官
初の政務３役誕生！ その意義と役割について～
→

政務３役とは、内閣が任命する大臣、副大臣、大臣政務
官の総称である。この度の第ニ次安倍改造内閣の発足によ
り、山本ともひろが「文部科学大臣政務官」と「復興大臣
政務官」に任命され、ここ神奈川４区に初の政務３役が誕
生した。初めてのことで、皆様も馴染みがないと思われる
ので、今回は特に大臣政務官に的を絞り、本紙でその役割
や意義などを簡単に説明したいと思う。

大臣政務官は、平成１１年の「国会審議の活性化及び政
治主導の政策決定システムの確立に関する法律」通称、国
会審議活性化法により副大臣とともに新たに設けられた。
従来、政治家は、大臣、あるいは政務次官として政府に入
り、その職責を担っていた。大臣の下に政務次官と事務次
官（官僚）がおり、政務次官は大臣を政治的な面で支え、
事務次官は中央省庁の官僚たちのトップに立ち、事務方と
して大臣を支える。これら両次官の立場は対等とされてい
た。しかし、実態としては、政務次官には、若手議員が政
策の勉強をするために任命されることが多く、官僚たちは、
大臣の指示には従うが、政務次官のそれには、あまり機敏
な反応を見せることは無かった。また、政務次官の権限は
弱く、役割も明確ではなかったために「省庁の盲腸」と揶
揄されてきた。

→

折しも政治改革が声高に叫ばれ、中央省庁再編などの改
革がなされていた当時、「政治主導」か「官僚主導」か、
という論点も俎上に載った。結果として、政策決定過程シ
ステムへの「政治主導」を強化するために政務次官を廃止
し、副大臣と大臣政務官を新たに設けることとし、適材適
所の人材を登用することとなった。また以前のような事務
次官と対等という立場ではなく、大臣の下に副大臣と

政治家って普段何してるの?!
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大臣政務官を、そして、
その下に事務次官を配置
するという体制にしたの
である。加えて、法律上
の根拠がなかった政務次
官会議に代えて、法に基
づいた副大臣会議を設け、
実質的な省庁間の政策調
整を行い、大臣政務官に
は特定分野の政策を担当
する議員を起用すること
で、大臣、副大臣、大臣
政務官による「政治家チ
ーム」の強化を図り「政治主導」への流れを作ったのである。
では、大臣政務官と副大臣との違いは何か。副大臣が大臣
の命を受け、その府省の政策全般を司り大臣を助けるのに対
し、大臣政務官は特定の政策について大臣を助ける。また、
大臣が不在の際は、副大臣がその職務を代行し、国会で答弁
することもあるのに対し、大臣政務官にはそのような権限が
与えられておらず、その省庁の特定分野の政策や企画に参加
して、大臣を補佐することにその職責がある。
山本は、衆院の文部科学委員会に通算５年４ヵ月所属し、
また同委員会の理事として１年８ヵ月、その職責を全うして
きたことから今回の任命につながったものと考えられる。が、
実は、山本は教員免許（高等学校教諭１種「公民」）を有し
ており、また幼いころから続けているボーイスカウト活動に
おいても教員免許に類するウッドバッジ・ビーズを取得し、
成人してからはリーダーとしてボーイ
《ウラ面へつづく》

衆議院議員

山本ともひろ

プロフィール

昭和50年(1975年)生まれ 39歳 鎌倉在住
誰もが疑問に思うこと！その疑問に山本ともひろが、 〇関西大学 商学部 商学科 卒業
twitterとFacebookを使いお答えします。そこには、普
○京都大学 大学院 法学研究科（行政学） 修士課程 修了
段考えもしなかった政治家の活動や苦悩があります。
〇(財)松下政経塾 卒塾 (21期)
アクセス、フォローお待ちしております。
〇米国ジョージタウン大学 客員研究員、その後、会社員を経て
〇平成17年(2005年)衆院選 京都2区(近畿) 初当選
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facebook.com/ty.polepole 〇平成26年(2014年)文科大臣政務官・復興大臣政務官 就任

→

《オモテ面からのつづき》

スカウトの指導を行うなど、ある意味、教育畑を歩んできて
いたのである。

その後、党本部の青年局が復興支援活動に注力することに
なると、山本も青年局次長として、その活動にまい進する
こととなった。

また復興に関しては、１９年前の阪神淡路大震災の際、ま
だ学生だった山本は、大阪で下宿生活を送っており、下宿先
のアパートにも亀裂が生じ、一旦実家に戻ったのだが、ボー
イスカウト組織にもボランティアスタッフとして現地での支
援要請が来ると、真っ先にそれに呼応し、リュックサック一
つを背負い、ボランティアとして現地に入り、廃材を薪にし
たり、夜警活動を実施したり、当時から現地現場主義を実践
していた。更に３年前の東日本大震災の際は、横浜市栄区に
住んでおり（現在は、鎌倉市在住）、食料や燃料が無くなり、
計画停電が実施される中、ローソクの灯りを頼りに生活する
など、半ば被災者のような生活も実体験した。

→

この度の内閣改造においても、従前の通りマスコミなど
が、年功序列・派閥順送りの人事が、自民党では未だに跋
扈しているなどという批判をしていたが、それらは的を射
ていないし、そもそも山本は無派閥である。前述のように
山本が「文部科学大臣政務官」と「復興大臣政務官」に任
命されたのにもそれなりの理由があるのである。適材適所
の人材を登用し、「政治家チーム」の強化を図るという本
来の主旨を考慮した今回の内閣改造だったのではないだろ
うか。今後は、内閣の一員としての山本の活動に関しても
本紙で取り上げていきたい。

会議をするなら自由民主４区会館。

【自由民主４区会館】

【第２会議室】

JR鎌倉駅(西口)前にある自由民主４区会館は、
山本ともひろの活動を支えるためだけに使うの
【第１会議室】
ではなく広く世に開放しています。２つの会議
室を擁し、事前に予約をして頂ければ、ご利用
○ 自由民主４区会館 定員と使用料
頂けます。
使用料（円）
但し、公職選挙法により無料で開放することが
種類と定員
午前 午後
夜間
出来ません。従って右記の通り使用料を頂きます。
9-12時13-17時18-22時
地域や町内の活動のための会議などにご活用頂
第1会議室（15人） 1,000 1,000 1,000
ければ幸いです。定期的、或は商業目的にご使用
第2会議室（15人） 1,000 1,000 1,000
になる場合はご相談下さい。
住所:鎌倉市御成町12-4 JR鎌倉駅西口前
TEL: 0467-39-6933

あなたの駅は何枚でしょう？ ぽれぽれ通信 vol.17
山本ともひろ後援会機関紙「ぽれぽれ通信」を
４区内の右記の駅で朝の６:３０～８:３０までの
２時間駅頭活動をさせて頂き本紙を配布させて頂
いております。雨の日は、鞄と傘をお持ちの皆様
が多いので、駅頭活動は行っておりません。
７月と８月の配布状況は右の通りです。皆様の
ご利用の駅はどのような状況でしょうか？

ぽれぽれ通信の由来
ぽれぽれとは、ケニアの公用語のスワヒリ語で「ゆ
っくり、ゆっくり」という意味。一度に全てを変える
ことは無理だけど、それでも諦めずにゆっくりでも、
少しずつでも政治を変えていきたい。それを誰かが、
やらなければ、この国は良くならない。その活動を本
紙でご報告します。 →
・本部事務所
・国会事務所
・自由民主４区会館
・文部科学大臣政務官室
・復興庁

7月
駅名
枚数
397
1日(火) 逗子駅
305
3日(木) 新逗子駅
376
10日(木) 鎌倉駅（東口）
461
8日(火) 鎌倉駅（西口）
515
23日(水) 大船駅（西口）
大船駅（
）
430
14日(月)
ﾓﾉﾚｰﾙ口
403
15日(火) 大船駅（東口）
22日(火) 大船駅（笠間口) 471
394
24日(木) 本郷台駅
226
25日(金) 港南台駅
7月配布合計 3,978

8月
1日(金)
4日(月)
5日(火)
8日(金)
18日(月)
19日(火)
20日(水)
21日(木)
22日(金)
26日(火)
8月合計

枚数 前月比
435
315
428
416
473
421
385
483
354
252
3,962

→

私は、ケニア・タンザニア米国大使館同時爆破テロ
の現場（ケニア）に居合わせ、政治を志すきっかけと
なりました。だから、その国の言葉を使うことにしま
した。twitterやFacebookのアカウントのpolepoleも
その思いからです。本紙をどうか末永くご愛読の程よ
ろしくお願い申し上げます。

神奈川県鎌倉市大船1-6-6 大久保ビル3F
東京都千代田区永田町2-1-2 第2議員会館 1110号室
神奈川県鎌倉市御成町12-4 山田ビル3F
東京都千代田区霞が関3-2-2
東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル6Ｆ
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