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国政報告会＆意見交換会のお知らせ（参加費 無料）

2 月 6 日（土）14〜16 時

伊丹･神津交流センター

2 月 13 日（土）14〜16 時

伊丹･きららホール

2 月 21 日（日）14〜16 時

伊丹･いたみホール

3 月 6 日（土）14〜16 時

宝塚･西公民館

3 月 20 日（土）14〜16 時

宝塚･東公民館

4 月 17 日（土）14〜16 時

アステ川西６階

YouTube でライブ配信します！

「桜井シュウチャンネル」のご登録よろしくお願いします。
（感染症対策としてマスクの着用をお願いします。また、感染症流行状況により中止と
なる場合がありますので、予めご了承下さい）

立憲民主党兵庫県第６区総支部 政務活動報告

感染症対策と経済立て直し、両立はムリなのか？
の第三波の真っただ中ですが、菅総理は衆議院
予算委員会で「感染拡大防止を最優先としながら
経済も回していかなければならない」
「地域経済
を支える中で極めて有力なのがこの GoTo トラ
ベルだという判断をしています。」と答弁してい
ます。政府は感染拡大防止と経済立て直しの
両立を目指したものの、感染拡大により経済に
ブレーキがかかり共倒れの状況です。
一方で、中国･韓国･台湾･ベトナムなどの東ア
ジア諸国（参照：図１）やニュージーランド･オー
ストラリアではウィルス検査と隔離治療を徹底
することで感染を収束させたので、安心して経



新型コロナウィルス感染症（以下、COVID-19）

済活動できています。つまり、まず感染収束、
〰〰〰〰〰〰〰〰

次に経済立て直しという順番が重要です！

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

感染を収束させるためには濃厚接触者に限ら

ず無症状者を含めてウィルス検査を徹底する、
そして感染者を徹底治療する。これでウィルス

の拡散を防止できれば、感染症は収束できます。
このことは、桜井シュウは２月のダイヤモンド
プリンセス号の横浜着岸のときからご提案申し
上げてきましたが、政府に目立った動きは見ら
れませんでした。埒が明かないので、３月には
会派の仲間とともに PCR 検査促進法案を提出し
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ましたが、政府自民党の審議拒否にあっていま
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

す。それでも、桜井シュウは引き続き粘り強く
感染症対策を進めていき、もって経済の立て直し
につなげます。
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図 1：新規感染者の推移
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質疑応答の時間をたっぷり取りますので、質問・意見をおよせください。
当日参加も大歓迎ですが、準備の都合上、事前申込み頂けると幸いです。

新型コロナウィルス感染症（以下、COVIDー
19）の感染者数は 10 月中旬から増加傾向に
転じ、11 月中旬には第一波･第二波を上回りま
した。それまで除外されていた GoTo トラベ
ルの東京発着が 10 月 1 日から対象に加わり
ました。つまり、GoTo トラベルに東京発着が
加わった２週間後に全国の感染者数が増加に
転じています。
それでも、菅総理大臣は、GoTo トラベルと
感染拡大との因果関係について「GoTo トラベ
ルが、感染拡大の主要な原因であるとのエビデ



コロナ感染症を収束させることで経済を立て直す

ンス（根拠）は、現在のところは存在をしない」
と強弁しています。しかし、日本医師会の中川
俊男会長は、GoTo トラベルが感染拡大のきっ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

かけになった、と指摘しています。そして、
「こ

〰〰〰〰

れ以上、感染者が急増すれば新型コロナウィル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

スと、それ以外の疾病への医療提供の両立が不

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

可能になる。」
「日本が誇る公的医療保険制度、

〰〰〰〰

国民皆保険が命と健康を守ってきたが、もうす

〰〰〰

でに崩れ始めているところもある」と危機感を

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

示しています。

政治の役割は、国民の命と暮らしを守ること
です。菅内閣は、GoTo キャンペーンなどで
経済を回そうとしました。ですが、感染拡大で
経済にブレーキがかかり、年末商戦は台無し
です。
国民の不安と混乱を払拭するために、そして

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

地域医療が崩壊の瀬戸際にある状態から救済

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

するために、今こそ国会は会期を延長して国民

〰〰

のために働くべきです。そこで、会期延長の動
〰〰〰〰〰〰〰

議を提出しましたが、自民･公明･維新の反対に

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

より否決されました。桜井シュウは仲間の議
〰〰〰〰〰

員とともに、COVID-19 対策として、新型イン
フルエンザ等対策特別措置法改正案や学生や
困窮者の暮らしを守るための法案等を提案し
ました。速やかな審議を求めています。

特措法改正案の概要
①ウィルス検査の充実：現在行われている
行政検査に加えて、社会経済活動に必要な
検査をいつでも誰でも行える体制を都道府
県が整備できるように国が支援すること。
抗原検査等も含め研究開発と供給を国が財
政的に支援すること。
②病床等の確保：重症者用ベッドの確保に加
えて、軽症者や無症状者のためのホテルなど
の指定施設に滞在するようにすること。
③地域事情にあった体制：緊急事態宣言の
発出や終了、対象地域、期間などは現在国
だけで決めているが、都道府県知事が国に
要請できること。
④十分な休業補償：休業要請の対象事業者
には、都道府県が給付金を払い、財源は国が
出すこと。また、緊急事態宣言下においては
都道府県に立入検査の権限を付与すること。

今の日本にいれば、自由と民主主義など基
本的な人権は当たり前のように思われるかも
しれません。しかし、世界を見渡せば、76 億
人のうち自由を享受できているのは39％に
過ぎず、部分的な自由に甘んじているが 24％
で、37％の人々がほとんど自由のない世界で
生きています（出典：FREEDOM in the world
2019）
。そして、2005年以降、自由な世界は
後退しつつあります。今年は、香港で自由が



【政治コラム】自由で開かれた世界を守るために

失われてしまいました。
こうした状況に対して、欧米先進国では
人権侵害に対して、ヒト･モノ･カネの動き
を止めるなどの経済制裁を発動できるよう
法整備を進めています。桜井シュウは、我
が国も先進各国と連帯して世界の人権を守
るために、衆議院財務金融委員会において
外国為替及び外国貿易法や出入国管理法な
どの改正を提案しました。

国民の命と暮らし、経済を守るために、政策転換を！
桜井シュウは、立憲民主党の仲間とともに政府与野党協議会で国民の
命と暮らし、経済を守るための政策を提案しています。また、新型イン
フルエンザ等対策特別措置法（インフル特措法）改正案など感染症対策･
経済対策の法案を短い会期の臨時国会でも４本も提出しています。イン
フル特措法の改正は、都道府県知事からの要望でもありますので、本来
は政府の仕事です。それをしないばかりか、立憲民主党の提案への反応
も鈍いままです。それでも立憲民主党は粘り強く政策転換を働きかけ、
財務金融委員会で質問

一部は実現しています。引き続き、力を尽くしてまいります。

感染防止を最優先に！

生活と事業を支える！

積極検査と早期対応！

生活を支援！

①医療･介護従事者、教員等へ公費で定期
的にウィルス検査を実施

①生活困窮者への給付金の再交付

②希望者が安く早くウィルス検査を受けら
れる体制を整備
③感染症拡大地域の GoTo キャンペーンは
一旦停止
※停止時は国の責任で経済的補償

医療機関を支援！
①昨年に比べて減少した分を補填

②ひとり親世帯への年内再交付･大学授業
料半額
③住居確保給付金（最大 9 ヶ月間）の更なる
延長
④失業手当の支給割合の引き上げ･日数延長

事業･雇用を支援！
①休業･自粛要請に応じた場合の経済的補償

②緊急包括支援金を素早く交付

②持 続 化 給 付 金、家 賃 支 援 給 付 金 の 対 象
拡大･延長

都道府県の役割を拡充！

③雇用調整助成金、休業支援金の対象拡大･
延長

①都道府県知事が地域事情に基づいて緊急
事態宣言を国に要請可能に
②軽症者･無症状者に施設･自宅待機を要請
可能に

公共交通を支援！
①減収補填、自動車税･固定資産税･航空機
燃料税などを減免

③休業･自粛要請に応じた場合の給付金支
給を国が負担

【募集】2021 年春季 議員インターンシップ
若者に政治への関心をもってもらうために、桜井シュウ
事務所では毎年、大学の春休みと夏休みに議員イン
ターンシップを実施しています。今夏は７名の大学生
が参加しました。来春も意欲ある学生を募集します！
（問合せはコチラ→ https://sakuraishu.net/ ）

応募要件：活動期間中に大学生･大学院生であること。
活動期間：2 月〜 3 月
（週 3 日程度、合計 100 時間〜 200 時間）
活動拠点：地元事務所（伊丹市西台）・国会事務所

反対多数となった大阪市廃止･特別区設置の住
民投票について、桜井シュウは最後まで大阪市を
廃止するメリットが理解できませんでした。ムダ
な二重行政は、30 年前のバブル期にはあったか
もしれませんが、今はそのような余裕はありませ
ん。しかも、大阪市の松井市長が二重行政は解消
した、と言っていたのですから。結局、特別区設



「大阪都構想」とは何だったのか？ 住民投票を振り返る。

置のための引っ越し費用（システム改修を含む）

GDP 成長率（年平均）

大阪府

0.6％

兵庫県

1.7％

京都府

1.2％

愛知県

1.1％

率は政令市を抱える近隣府県を下回っています。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

一方で、感染症が収束していない中での住民投

で、引っ越し貧乏になるだけでしょう。さらに、

票には「なぜ、今なのか？」です。行政は、住民投

大阪市が４分割されることでスケール･メリット

票の準備は後回しにし、感染症対策と市民の暮ら

〰〰〰〰〰〰〰〰

が失われ、経常経費は増えるでしょう（毎日新聞
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

が毎年218 億円のコスト増を指摘）
。
そもそも、大阪府は大阪維新の会の施政下で経
済政策の成果をあげていません。2011〜2017
年度の GDP 成長率を比較すると、大阪府の成長

〰〰〰〰〰〰〰

桜井 周（さくらい

しゅう）プロフィール

三ツ星議員★★★とは
議員立法の提案、本会議･委員会での審議、質
問主意書などの国会活動を評価され、三ツ星議
員として政策評価 NPO に表彰されました！
発行者

桜井 シュウ

〒664-0858 伊丹市西台 2-5-11
松屋ビル２F
TEL▶072-768-9260
FAX▶072-768-9261
e-mail▶sakuraishu.oﬃce@gmail.com
URL▶http://www.sakuraishu.net/

しを守ることを最優先すべきでした。加えて、住
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

民投票の告示（10月12日）以降、大阪府では感
染者数が増加しました。大阪府では医療崩壊が
起き始めています。市民の命を危険にさらしてま

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

でやる住民投票だったのでしょうか。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

桜井シュウの政治活動へのご協力のお願い

【学歴】美鈴月影幼稚園、鈴原小、南中、
県立伊丹高、京都大、京都大院修士、
ブラウン大院修士
【職歴】国際協力銀行調査役、弁理士、
伊丹市議会議員（2 期）
【資格】弁理士、国会議員政策担当秘書試験合格
【家族】妻、子ども2 人、犬（トイプードル♀）

立憲民主党兵庫県第６区総支部長･衆議院議員

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

●ポスティング
伊丹市・宝塚市・川西市の各ご家庭に配布して
おります。ご近所周辺など可能な範囲・枚数だ
けで結構ですので、ご協力をお願い致します。
●ポスター掲示
ご自宅の塀・外壁、
駐車場のフェンスなどに桜井シュ
ウのポスターを貼って下さい。またご近所に人通り
が多く、ポスターを掲示していただけそうな場所が
ありましたらご紹介下さい。
●カンパ
一人でも多くの方に国政報告をお届けするため
に、カンパをお願い致します。お振込みいただく
場合は、恐れ入りますが手数料のご負担をお願い
致します。
（※個人献金ができるのは日本国籍を持つ方に限られます。）
■お振込先：

三井住友銀行 伊丹支店 普通4719556「櫻井周後援会」
ゆうちょ銀行 00970-8-332979「周山会」

ご意見・ご相談、お気軽にご連絡下さい！ ※直接書き込んでファックスでお送りください。
お名前▶
ご意見▶

お電話番号▶

