
名　　　　称 診療科名※1 郵便番号 所　　在　　地 電　話 開設者 ・ 管理者※2 従事形態※3 病床 指定日※4

 セントラル歯科矯正歯科クリニック 歯 矯歯 小歯 口腔 380-0823  長野市南千歳１丁目７－１ 第２荒井ビル３Ｆ 026-266-0110 個人・渡辺 泰輔 常勤1 非常勤1 無 2013/3/1

 アース歯科 歯 小歯 381-2205  長野市青木島町大塚字北島９２９番地１ 026-214-3118 個人・蟻川 禎一 常勤1 無 2013/3/1

 かみぬま歯科クリニック 歯 399-3202  下伊那郡豊丘村大字神稲９０７９－３ 0265-34-4550 個人・上沼 明子 常勤1 無 2013/3/1

※1診療科名は頭文字又は略記載。※2開設者が個人の場合は開設・管理者は同一。※3従事形態は診療所は医師数、歯科併設は区分明記、歯科診療所は歯科医師数。　※4指定期間は指定日より 6年。

 関東信越厚生局ホームページで公開の

保険医療機関指定状況から医科と歯科の

本県新規分。本年1月2日～本年1月23日間

は、歯科の3件だった。（氏名敬称略） 

そのような状況での交渉参加には反対で

す。みなさんと共に戦って参りたいと思

います。 

篠原衆議院議員(長野１区・民主)…今

シンガポールで会合を開いております。

そこに我々がずっと接触してきましたＮ

ＰＯの弁護士の方から連絡がありまし

た。アメリカの高官、誰かはわかりませ

んが、そこで何を言っているかという

と、日本は参加することがほぼ決まって

いると、ちゃんと決まっているわけでは

ないが、しかし入ったとしても9月だ

と、この次の交渉が9月からです。ここ

から後に恐ろしい発言をする。9月から

入るけれど、インドネシアのバリ島でＡ

ＰＥＣの会議が開かれるが、そこでサイ

ンをすることになっている。だから日本

の交渉期間は1か月だけだ。そこに３、

４日前から報道されています参加に当

たっての条件、いままで決まったことに

ついてはぐちぐち言わせない。もう決

まってしまったことは日本が文句を言っ

ても何も覆らないということです。その

１か月間で私は例外なき関税撤廃の例外

を設けられるかどうかというと、ほとん

ど不可能と思います。多少の一つや二つ

はあるかもしれませんが、私はそういっ

た状況で交渉に参加すべきでは絶対にな

いと思っています。これは、民主党政権

でもずっと言ってきたことです。情報を

収集し、国民にそれを提供し議論してい

く、その情報は今どういった状況にある

かということもそうだが、一体メリッ

ト、デメリットはどうなっているか。新

聞報道によるとその数値は参加表明の日

に併せて公表するという。これではダメ

だ。ＧＤＰがいっぱい増えて日本は経済

成長できるのだとほとんどそうした計算

にならない。なぜなら共同声明の第三段

落で保険と自動車、自動車については関

税をアメリカは引き下げない、日本の輸

出の３分の１くらいの金額は自動車で占

められているが、そこがさっぱりネット

になっていなければ計算しようがない。

だから出せない。いろいろなところで申

し上げていますが米韓ＦＴＡがＴＰＰの見

本だといわれている。韓国ではひっちゃ

かめっちゃかになっている。ＩＳＤ条項で

訴えらえる。韓国の状況を少なくとも３

年、或いは結果が出てくる５年見てか

ら、韓国が調子良くて、日本が調子悪い

ようならじゃあ変えるかといったことを

検討すればよい。今週中に参加表明なん

てとんでもない。みなさんとともに頑
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木内衆議院議員(北信越ブロック比例・

自民)…私は農家の倅ですし、農協の組

合員でもあります。昨年の6月、7月は

ズッキーニを収穫しながら政治活動をい

たしております。8月には加工トマトを

とっていましたし、10月、11月には稲刈

りをして、はぜ掛けをして稲こきをする

と、皆さんと同じ事をやらしていただき

ながら政治活動を続けておりました。皆

さんが流した汗が報われる農政をしっか

りと実現をするということを改めて今日

の集会で誓い申し上げます。いよいよ佳

境に入ってまいりましたが日本の農政、

長野県の農政、そして地域の中山間地、

環境の保全をしている、生業のほかにも

こうした多面的な機能がございます。こ

うした長野県の地域農業がしっかりと確

立できるようにみなさんと行動をともに

していきたいと思います。 

務台衆議院議員(長野２区・自民)… 

私は先祖が安曇野でずっと土地改良を

やってきまして、叔父が前の三郷の村長

で96歳になるが元気でいます。何百年も

かけて培ってきた長野県の農業がこのＴ

ＰＰという多国間の条約交渉の中で崩壊

することがあってはいけないと思いま

す。慎重に、慎重に、本当に日本の農業

が守られるかどうか見極めた対応が必要

だと思います。昨日の夜、経済産業省の

ＴＰＰの交渉担当の偉い方と話をしたが、

米国の交渉担当者はものすごく強烈だそ

うです。日米関係が大事だといいながら

がんがん攻め立ててくる。本当にアメリ

カは日米関係を考えて交渉の前段階の議

論をしているのかが疑わしいような対応

をしていると思います。我々ももっと、

もっと強く我々の国益について強く主張

して言うべきことを言っていかないとい

けないと思っていますので、共にがんば

りたいと思います。 

小松衆議院議員(北信越ブロック比例・

自民)…日本の山村風景を守る、日本の

農業を守る、そして日本を守る。また、

私自身医者という立場からも国民の健康

を守る。そしてこの世界に冠たる国民皆

保険制度、これを守る。といったことを

しっかりとやらなければいけないと思っ

ております。国益にかなわないような、

は参加しないということは自民党や私た

ち個人の議員の皆様に対するお約束であ

りましたから、そのお約束を必ず守ると

いう姿勢で、しっかりとこれから皆様と

一緒に進んでいかなければいけないと

思っております。この間の共同声明にお

きましてＴＰＰ交渉参加に際し、一方的に

全ての関税を撤廃することをあらかじめ

約束することを求められることではない

ことを確認するという確認ができたこと

は例外があるということについての確認

ではありますけど、６条件がどうか、或

いは我々が守るべき国益として掲げてい

ることがどうなるかということについて

の保障はありません。総理は大統領と直

接のトップ会談においてなんらかの確信

を得たのか、或いは交渉において今何が

進んでいるか国民に向かってきちんと説

明する責任があるという風に思っていま

す。いずれにしても、我々国益をしっか

りと守る、６条件をしっかりと守る。そ

ういう中で断固としてこの問題に取り組

んでいきたいと考えています。 

井出衆議院議員(北信越ブロック比例・

みんな)…報道で既にご存知かと思いま

すが、交渉参加の方に流れは進んでおり

ます。私は交渉参加そのものは日本が主

導権をとってやっていくのであれば、交

渉に入るのはいいのではないか、ただ今

の状況はどうも満員電車に待ってくれ

と、駆け込もうとしている。そうではな

くて、ＴＰＰという枠はもともと日本がい

なければどうしようもないということは

アメリカもどこの国もわかっているのだ

から、もっと日本が主導権をもつ立場に

ある。篠原先生ご指摘の東京新聞の記事

ですが、先に入った国に配慮をするとい

うことも日本はそこもしっかりと交渉し

ていける立場にあると私は思っている。

それができないのであればＴＰＰは自由貿

易を進めていく上でのひとつの選択肢で

しかないのだから

張っていきたいと思います。 

寺島衆議院議員(長野３区・民主)…

縷々お話がございました通りであろうと

思うわけでございます。一言付け加えさ

せていただくのであれば、安倍首相は既

におごりがでて来られたのかなと申し上

げざるを得ないわけでございます。政権

公約であった６項目すらまだ担保されて

いない状況での交渉参加はいかがなもの

かと私どもも思っているところでござい

ます。私も地元で農協の組合員のひとり

であるわけでございます。思いは皆様と

ご一緒でございます。共に戦って参りま

しょう。 

吉田参議院議員(自民)…今から40数年

前でありますが、高校時代、電車に乗っ

て飯田の町に行きまして友達と一緒に買

い物をしたり、食事をしたりして帰って

くる、それが一つの楽しみでした。しか

し、大店法ができて、今日飯田の駅前は

全くゴーストタウンのような状況になっ

ています。それは、アメリカの圧力で大

店法が成立をしたからでございます。そ

して郵政の民営化ということで運動が展

開され、また改正をいたしました。実

は、ＴＰＰの反対の議連の勉強会である先

生がおっしゃっていた。日本の高名な大

学教授がアメリカでの国際会議に出席し

てそして気分が悪くなって倒れた。その

まま救急車で病院に運ばれて一週間ずっ

と、そして命を落とした。奥様のところ

に来た請求書が１億円だったそう。今こ

の現状を考えた時に、我々は本当に守る

べきものはしっかりと国益を守っていか

なくてはいけない。安心、安全な国づく

り。そして食料の安定的供給というのは

国民の皆様にとって大きな課題である。

それは農業、農村社会をしっかりと守る

ことだと思います。頑張っていきたいと

思います。 

後藤衆議院議員(長野４区・自民)…例

外なき関税撤廃を前提とする限り交渉に

 1面関連：1面で伝えた県保険医協会も参加した３月12日のＴＰＰ交渉参加阻止 

長野県要請集会から、県関係の国会議員の発言を当日の登壇順に紹介。 

 

以下は３面に続く 
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そこの見極めをしっかりとしていか

なくてはいけない。私はずっとそう

いう思いでいろいろな方のご意見を

聞いてきました。ですから今日ここ

に来さしていただいて、また今の国会の

流れを見ていると、私としても忸怩たる

思いがあるのですが、今日皆さんがして

いる鉢巻を一緒に私がしていないのは国

会の流れがどう見ても違う方向に行って

いると、そういう思いで私が鉢巻をして

しまっていいものかとずっと考えてい

て、こうしてご挨拶をさせていただいて

おります。ＴＰＰに入るにしろ入らないに

せよ、もうひとつの議論として日本の農

業は大規模化だ、輸出をやる攻めの農業

という言葉が新聞でもテレビでも出てい

ます。しかし、大規模化というのは私の

地元を川上や野辺山のようにできるとこ

ろもあれば、そうはいかない中山間地も

あります。私はずっと質の高い日本の農

業、ましてや長野県の質の高い農産物と

いうのは販路の開拓をしっかりとやって

いけば大量生産ではなくて販路を多様化

していけば輸出は勿論ですが、東京でも

大阪でも本当に勝負できるものだと思っ

ています。農家の皆さんからも本当に多

数のご支持を戴いて活動をさせていただ

いています。長野信州の農業が日本の中

でも一番であるというそういうことを

守っていけるように活動をして参りたい

と思っておりますので、どうか今後とも

ご指導、お知恵を貸していただきますよ

うお願いいたします。 

若林参議院議員(自民)…私は安倍内閣

発足とともに今、外務大臣政務官を拝命

しております。日米首脳会談について

は、このそれに当たって最大の課題は３

年４ヶ月の政権運営の中で失われた日米

の信頼関係の再構築、それによって日本

の外交をあの周辺の領土問題をなんとし

ても安定させなければいけないというこ

とでありました。軍事同盟としての成果

は一つあったと思いますけれど、もう一

つの柱であった経済連携について、ここ

まで事態が進んでしまうということは想

定しておりませんでした。本当に今あの

日米首脳会談以降事態が急速に進んで大

変な状態にあると思っております。しか

し、私どもは、自由民主党はもともと農

業政策にずっとかかわり、そのことをよ

く承知しているはずだから総理もその意

見をしっかり聞いて判断をすると言って

いただいている。数日中に表明されるの

ではないかということが言われていて、

大変危機感を感じているところでありま

すが、残された時間ではありますがしっ

かりと日本の農業を守るために何が必要

なのか、重要品目とは何か、今ＴＰＰの置

かれている状況はどういうことだという

ことのお話を申し上げていきたい。今の

立場の中で精一杯取り組んでまいりたい

と思います。農業、農村社会はやはり日

本の宝であります。安全保障を語るので

あれば、食糧安全保障、自らの食料を作

いただいております。いろいろな議論が

ございましたようにＴＰＰは一体どんなメ

リットがあるというのはほとんど分から

ない。こういうことで、デメリットは

はっきりしているがメリットは何も分か

らないというこういう状態でありまし

た。改めて、冷徹にいままでの各国との

仕組み、交渉の経緯、既存の条約の関

係、また、わが国の産業界がいったい何

を言っているのか、これを極めて冷静に

受け止めて、何をＴＰＰに求めていくの

か、そういうことも分析しているところ

です。色々な原産地表示や様々な投資基

準等、また出店規制であるとか著作権い

ろいろな面で、アメリカというよりはむ

しろアジアがばらばらな中でそれをどう

統一してくれるのかといった期待が大き

いことも分かっては参りましたけれど、

逆に言えばそれは個別の交渉でもいいの

ではないかという思いも今しているとこ

ろでございます。今日も役員会がござい

まして第一の外交、第二の金融、また第

三の保健医療、第四の農政、そして第五

の経済産業とそれぞれの分析を持ち寄り

まして議論し、明日総合的に何が問題な

のかということもしっかり明らかにして

いこうということになっています。総理

しかご存知のない情報もあります。我々

には明かせられない部分もあります。け

れども我々の知る範囲で何が問題で、ど

ういう性格を持ったものなのかというこ

とをしっかり分析をして政府に伝えなけ

れば日本の将来を誤る、そういった思い

で全力で取り組んで参りたいと思いま

す。その上で私は結果的に日本の素晴ら

しい農業、農地が失われるようなことが

あっては絶対にいけない。そのことは本

当に政治生命に賭けて守り抜かなくては

いけないということを思います。諸先生

からお話がありましたように今、残念な

がら目標とする461万ヘクタールを割っ

てしまっている農地でありますけれど、

これをもう一回取り戻して、460万ヘク

タール台にもっていく。いざ食糧危機の

ときに日本人が飢えてしまうということ

なのでこれは絶対に譲るべきことではあ

りませんし、また日本がここまで築いて

きた様々な社会システムを壊されるよう

なことがあってもいけないと思います。

私はそういったことも含めて何を守るべ

きか再確認をし、しかし、同時にこのシ

ステム自体をしっかりと分析した上で党

としての意見をまとめていく、そのため

に全力であたっていく決意であります。

皆様と共にこの

日本の食をパ

ワーアップして

地方も地域を元

気にしていく。

そのためこそ全

力で頑張ること

をお誓いしてご

挨拶とします。 

 

れないような国になっては成立ちませ

ん。そのことをしっかり肝にすえてもち

ろん産業政策としての農業も必要ですけ

れども、社会政策として農政そのものの

建て直しも含めてしっかりと議論して参

りたいと思います。皆さんが誇りを持っ

て将来の展望がしっかりと見通せる農

業、農村社会をつくっていくために努力

し参ります。 

小坂参議院議員(全国比例・自民)…私

ども自由民主党は聖域なき関税撤廃には

断固反対と言って選挙をし、６項目のこ

とを守るといって選挙を戦って参りまし

た。そして皆さんの信頼をいただきまし

た。従って、そのことを守ることは党と

しての責任であります。党に所属する

我々は同じ気持ちでそれをお伝えするの

が私の立場でございます。しかし、党が

同時にそういったことを守るという前提

の下に交渉参加を決断したならば、私ど

ももその党の決定に従っていかなくては

いけないのが与党としての立場ですか

ら、そこに至るまでが私どもの勝負であ

ります。そういう意味で党内でも真剣な

議論が今戦わされ、ＴＰＰの各分野別の集

会を持っている中でまさに取っ組み合い

にならんとするような激論が戦わされて

いることはみなさんもテレビを通じてご

存知の通りでありまして、そのＴＰＰの委

員長をしている西川公也さんもこれはい

わゆる農林族でありますし、幹事長であ

る石破茂もまた農林大臣経験者でありま

す。日比谷の大会には幹事長も出席を

し、自民党の立場をはっきりとみなさん

に申し上げるはずでございます。それを

私どもは信じていただく、そしてそれと

ともに私どもはそれを実現するために党

内で頑張っていく、そして対外的にも交

渉力をしっかりともっていくということ

であります。もし、総理がこの参加を決

断したとするなら、この６項目を守れる

ように私どもは全面的に体制を強化して

いかなくてはならない。すなわち、日本

がＴＰＰに入らなかったら他の国は困る。

だから日本がどうしても入ってもらいた

いといわれるような交渉力を我々が持つ

ことです。それを持つ事によってはじめ

て我々が望む聖域を作ることができる。

私どもはそういった交渉をしていかなく

てはいけない。いままでの３年半のわか

らないけど参加しない参加しないだけで

済むような交渉ではなくて、国益をしっ

かり守る、そして我々が愛してきた農業

をしっかりと守るということを貫いてい

くことが必要だと思います。私のおやじ

が興農立国といい、土地改良に力を注

ぎ、私もその流れを汲んで皆さんととも

に歩んできた今日でありますから、農業

を守ることにおいては微塵も落ちないつ

もりでありますが、しかし、それと同時

に我々はどのような形で農業を守るかと

いうことをお互いに議論しながらその道

筋を明らかにしていかなくてはならな

い。それが責任ある政治のあり方だと思

いますから、私はこの鉢巻をみなさんと

一緒に締めて戦う。しかし同時にその戦

いは仮に交渉参加が決まったとしてもそ

こで終わるものではないということであ

りまして、皆さんとともに国益をしっか

り守り、日本の農業を守るということを

貫いていかなくてはいけない。このこと

はご理解いただきたいと思っています。

同時に私は長野県の農協の各色々なとき

に、会うたびに申し上げています。長野

県の農業として守りたいものをしっかり

我々に伝えてください。長野県の議員に

長野県農協として長野県農業者としてこ

れだけは絶対守ってもらいたいというも

のをそれぞれに、全国ではなく長野県と

してのものを伝えてください。我々は長

野県の代表として国会で議論して、党内

で議論する際に皆さんの声をその代表と

して届けていきます。交渉参加絶対反対

でやっている以上そんな条件は出せな

い、言えないこういうこともおありかも

しれない。それは表面的におっしゃらな

くても、何らかの形で伝えていただけれ

ば結構です。そういう皆さんの思いを

我々に伝えておいていただきたい。い

ざ、交渉が参加ということになったとき

に打つ手がないでは困るわけで、その時

の交渉に我々は何を守るかをしっかり述

べるための知識をこういった機会に皆さ

んと交流しておきたいというのが本音で

ございます。いずれにしても、日本がこ

のＴＰＰで国益を守れないということにな

れば最終的にはこれを蹴ってでも出てく

る覚悟をしなければいけない。そういっ

た交渉力を持てるか、持てないかは国内

体制がしっかりと結束できるかでありま

すが、国益を守るという点において結束

することを私どもはやっていかなくては

いけないと思っている。その点において

はご指導をよろしくお願いしたいと思っ

ています。決して交渉参加に前向きだ、

もう前提だから決まっているからしょう

がないんだ、そういった立場で私はここ

に参加はいたしておりませんが、いま申

し上げたような立場で頑張るということ

を申し上げて私の決意表明とさせていた

だきます。 

宮下衆議院議員(長野５区・自民)…皆

様とのお約束、特に日本の国益をしっか

り守るこれは私の責任だという風に感じ

ておりますし、守っていかなくてはいけ

ないと思います。政治は結果責任であり

ます。私はＴＰＰ対策委員会の第５グルー

プ、これは経済産業分野の主査をさせて
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各団体からの集会参加者、前列に保険医協会・鈴木会長も 

 


