衆議院議員（兵庫県第 6 区／川西・宝塚・伊丹）
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桜井シュウ
三ツ星議員★★★

通常国会がはじまる！
▶オミクロン株の水際対策
▶子ども 10 万円給付金、
クーポン問題と不支給問題
▶文書通信交通滞在費を改める！
YouTube

facebook

Twitter

Instagram

2022年

アメブロ

1月17日（月）から6 月15日（水）までの 150
日間の通常国会がはじまりました。
年始早々、新型コロナウイルスのオミクロン
株による感染が急拡大しています。桜井シュウ
は、国民の命と暮らしを守るために、早急に対
策を講じることを提案しています。
オミクロン株について未だ確定的なことはい



通常国会、まずはオミクロン株対策から

えませんが、重症化しにくいとの見立てがあり
ます。しかし、重症化率が低くとも感染者数が

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

多ければ重症者数は高止まりするリスクがあり
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ます。また、医療関係者が感染すれば軽症･無症

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

状でも勤務できず医療崩壊のリスクになります。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

桜井シュウは、楽観論に陥らず、リスクを的確に
見極めて、先手の対策を提案してまいります。

市民との 対話集会 のお知らせ（参加費 : 無料）
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2 月 5 日（土） 14 時〜16 時
2 月 12 日（土） 14 時〜16 時
2 月 20 日（日） 14 時〜16 時
2 月 26 日（土）
2 月 27 日（日）
3 月 19 日（土）
3 月 27 日（日）
4 月 2 日（土）
4 月 10 日（日）
4 月 24 日（日）
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西谷会館
中央公民館
男女共同参画センター
（宝塚駅前ソリオ２：４階）
14 時〜16 時
東公民館
11 時〜宝塚ゆめ広場、14 時〜アステ川西陸橋
16 時〜阪急伊丹駅北側
14 時〜16 時
みつなかホール
11 時〜宝塚ゆめ広場、14 時〜アステ川西陸橋
16 時〜阪急伊丹駅北側
14 時〜16 時
きららホール
14 時〜16 時
いたみホール（中ホール）
11 時〜宝塚ゆめ広場、14 時〜アステ川西陸橋
16 時〜阪急伊丹駅北側

対話集会ですので質疑応答の時間
をたっぷり取ります。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、事前に申
込み頂けると幸いです。
（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 / オンラインのみとなる場合が
ありますので、予めご了承下さい）

桜井シュウ
チャンネル
ぜひご登録ください。
→

月号

立憲民主党兵庫県第６区総支部 政務活動報告

オミクロン株対策を進める！

在日アメリカ軍基地が感染源に！
日本社会が必死で水際対策に取り組んでい
る横で、実は在日アメリカ軍基地での検疫の不
徹底により、日本国内でもオミクロン株が急速
に拡大しています。
アメリカ軍関係者の日本入国は、民間航空機
による民間空港（成田空港、羽田空港など）経
由と軍用機による在日アメリカ軍基地（東京･
横田基地、沖縄･嘉手納基地など）経由があり
ます。民間空港を利用の場合には民間人と同
様の検疫を行います。一方で、基地直接の入国
では検疫は米軍まかせで実は検疫が徹底され
ていませんでした。一生懸命、水際対策をやっ
ているつもりが、実は在日アメリカ軍基地とい

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

う大穴が開いていたのです。

〰〰〰〰

これまで、桜井シュウは立憲民主党の仲間と

ともに、在日アメリカ軍基地が穴であることを
指摘してきました。例えば、2020 年 7 月の独
立記念日にあわせて在沖縄のアメリカ軍関係
者がビーチでの BBQ でクラスター感染を発生



トピックス

したがって、日米
地 位 協 定を改 定し
て対等な関係とする
こと、すなわち日本
の主権を取り戻し、
アメリカ軍にも日本
国内にあっては日本
法を適用することを
桜井シュウは提案し
ています。同じ敗 戦国のドイツとイタリアは
1990年代にアメリカとの地位協定を改定して、
ドイツ･イタリア国内ではアメリカ軍にもドイツ･

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

イタリアの法律がそれぞれ適用される対等な関

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

係になっています。
〰

保健所の業務改革を提案！
新型コロナ感染症の新規感染者が増えると保
健所の業務が逼迫します。そこで、桜井シュウ
は保健所業務の効率化を提案しました。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

具体的には、新型コロナ患者の課税証明書の

させるなどの問題がありました。したがって、

提出の廃止などを提案しました。新型コロナ

桜井シュウはアメリカ軍基地由来での感染拡

患者の治療費は全額国負担が基本ですが、所得

大防止の対策を提案してきましたが、未だに十
分に行われていません。
ちなみに、同じ在外アメリカ軍基地でもオー
〰〰

ストラリアや韓国では厳格に検疫が実施され
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ています。この違いはアメリカ優位の日米地

位協定にあります。アメリカ軍に対しては日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

本国内にあっても日本法が適用除外で、検疫法
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

も適用されません。

制限（年収 1,000 万円程度）があるため多くの
患者が課税証明書の提出を求められています。
しかし、患者と家族（濃厚接触者）が課税証明
を取得するのは困難であり、提出が遅れがちで
す。そもそも所得制限にかかり自己負担（上限
２万円）を求められるのはほんの一握りです。
そのために、保健所の業務を圧迫し、多くの患
者を命の危機にさらしています。

【案内】青空対話集会 毎月 第４日曜日に開催！
政治家の演説は一方通行で市民が意見を言う
機会がない、
「聞く力がある」と政治家が言って
も結局のところ重鎮や利権の声しか聞かず市民
の声が届かない、そんな市民の政治への失望を
希望に変えたい。桜井シュウは、毎月第４日曜日
に青空の下で市民と対話する集会を開催します。
是非、ご意見をお寄せ下さい。

開催概要
毎月第４日曜日に宝塚・川西・伊丹で開催
11：00 〜12：00 宝塚駅前ゆめ広場
14：00 〜15：00 川西能勢口駅
アステ川西北側陸橋
16：00 〜17：00 阪急伊丹駅前
北側ロータリー前

子ども１人 10 万円分の給付金事業、改善を提案！
事業概要

政府は、11 月 19 日の閣議で、子育て世帯に対する給付事業（子ども１人 10 万円
の給付）において、5万円は現金で、残りの5万円はクーポンで給付することを決定。

クーポン発行経費967億円の削減を実現！
問題点

改善の提案

●立 憲 民 主 党 は、クー ポ ン 発 行 には
967 億円もの事務経費がかかるこ
とを指摘！

●967 億円の事務経費節約のため、実施主体であ
る地方自治体の判断で 10 万円の現金一括給付
を可能とすることを議員立法で提案し、実現！

政府は、現金支給では貯蓄
シュウの
に回ってしまい消費喚起効果
ポイント！

が薄いと考え、クーポンなら
必ず使われる（未使用のままなら期限切れで
無効）と考えたようです。しかし、生活実感
からすれば、国民は購入予定だった商品を
クーポンで支払うことで、手持ちの現金を節
約して貯蓄するでしょう。クーポンでも現金
でも支給の結果はほぼ同じと考えられます。
実際、20年以上前に経済企画庁（現内閣府）
は、1998 年の所得減税と1999 年の地域振

興券（クーポン）の消費喚起効果を比較分析
したところ、どちらのケースでも３割が消費
で７割が貯蓄という結果はほとんど同じでし
た。つまり、967 億円もの事務経費をかけて
クーポンを発行する意味はありません。
消費喚起効果を高めるためには、コロナ禍
で本当に困窮しているご家庭に絞って給付す
ることです。桜井シュウは、967 億円の事務
経費を節約して、困窮世帯への給付金事業で
給付額上乗せするなど、効果の高い政策を提
案しました。

離婚家庭など不支給の4万人にも支援を提案！
問題点

議員立法で改善を提案

●政府は10万円の支給対象を2021年 9月分の児童手当受
給者としたため、9月以降に離婚した場合、離婚調停中の
場合、DVにより子どもと避難している場合、子どもを養
育している者が給付金を受け取ることができないケース
がでています。これでは子育て世帯の支援という事業目
的は達成できません。

●子どもを養育していること
が明らかであるにもかかわ
らず、給付金を受給できな
かった世帯に支給すること。

●政府は、
「給付金を受給できなかった者（元妻 / 元夫）が、
子どもを扶養していないのに給付金を受け取った者（元
夫 / 元妻）から給付金をもらえばよい（自己責任で解決）
」
と説明していますが、現実にはほとんど不可能です。

シュウの 「こども政策の新たな推進体
制に関する基本方針（閣議決
ポイント！

定 2021 年 12 月 21日）
」で は
「誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支
援」を理念としています。しかし、10 万円給
付事業では、約４万人の子どもが一人10 万
円の支援を受けらず、取り残され抜け落ちて
います。そこで、全ての子どもたちを支援す
るため改善を提案しました。

●二重払いを解 消するため、
離婚などで子どもを養育し
ていないにもかかわらず、
給付金を受給した者からの
給付金の返還を求めること。

離婚後の片親ということで、生活に困窮し
ている確率が高く、支援が必要であろう約４
万人もの子どもたちが、政府の制度設計のミ
スにより、支援を受けられないというような
ことがあってはなりません。
そもそも、親に着目して世帯単位で給付し
ようとするので、このような問題が生じます。
子どもに直接給付し、それを親が管理する方
法を検討することを提案しています。

国会改革「たった１日で100万円！」の文通費を改める！
問題点

国会議員の経費の文書通信交通滞在費（文通費）は、1 日の在職でも１ヶ月分が支給
されます。議員報酬は日割りですが、文通費はそうではありません。

桜井シュウの提案

過去の事例

●立憲民主党の仲間とともに、文通費の日
割り･使途公開･国庫返納の３点セット
の改革を提案。

●桜井シュウは伊丹市議辞職の際に議員報酬を日
割りで返納（衆院選立候補のため 2017 年 9 月
25 日に辞職、5 日分を返納）

●議員報酬について解散時の日割りと国
庫返納を提案。

●大阪府の吉村知事は大阪市議辞職の際に議員報
酬とボーナスで 316万円を満額受領（衆院選立
候補のため2014 年12月2日に辞職）

各党の対応
●野党各党は立憲民主党の法案に賛成の意向。
●自民党は立憲民主党の法案に賛同せず、
改革は先送り。

●大阪府の吉村知事は、大阪市長選に立候補のため
2015年10月1日に衆議院議員を辞職。
➡たった１日の在職で文通費100万円を満額受領。

候補者は就任日（＝当選日）
シュウの
を選べませんが（選挙日程は内
ポイント！

閣や選挙管理委員会が決定）
、
議員は辞職する日を選べます。議員辞職を月
末ではなく月初めにすることで１〜２日の在職

桜井 周（さくらい

しゅう）プロフィール

【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）
、衆議院議員（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♀）

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

立憲民主党兵庫県第６区総支部長･衆議院議員

桜井 シュウ

〒664-0858 伊丹市西台 5-1-11
TEL▶072-768-9260
FAX▶072-768-9261
e-mail▶sakuraishu.oﬃce@gmail.com
URL▶https://www.sakuraishu.net
号外

〒102-0093
東京都千代田区
平河町 2-12-4
ふじビル３Ｆ
TEL 03-6811-2301
FAX 03-6811-2302

兵庫県第６区版

桜井シュウの政治活動へのご協力のお願い
●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▶

立憲民主党
立憲民主編集部

引っ越し
しました！

で満額受領できる、という問題を解消します。
桜井シュウは、地方議員のときに政務活動費
の領収書を全面開示する改革を実現しました。
国会でも同様に文通費の使途の全面開示の改
革を提案しています。

ご意見▶

お電話番号▶

