
ロシアによるウクライナ侵略の模様が連日、
テレビなどで報道されています。桜井シュウは、
二十一世紀のこの時代に侵略戦争が行われ、ロ
シア軍の攻撃により多くの市民が殺され負傷し
たことに、怒り憤るとともに辛く悲しい気持ち
でいっぱいです。
桜井シュウは、ウクライナの方々を支援する
ため、ウクライナからロシア軍を撤退させるた

め、そしてプーチン（※）の野望を木端微塵に打
ち砕くため、日本にできることを全力で取り組
むよう政策提案しています。
具体的には、ロシアに対する経済制裁の徹底
です。日本は、ロシアからエネルギー資源（原
油･天然ガス）や海産物（鮭･カニ･タラコ･ウニ）
などを大量に輸入してきました。しかし、ロシ
アに支払った輸入代金がウクライナ侵略の軍資
金になってはいけません。輸入を止めるとなる
と、今後は輸入物価高など国民生活に影響が出
てまいりますが、ウクライナの方々とともに闘
うという気持ちでご理解とご協力を賜りたくお
願い申し上げます。

※ウクライナでの大規模殺戮を主導するなど人道に対する
罪を犯していることから、敬称等は付していません。

討議資料

4
2022年

月
号

YouTube facebook Twitter Instagram アメブロ

YouTubeLINE@ facebook Twitter Instagram ホームページ

桜井シュウ桜井シュウ
立憲民主党衆議院兵庫県第６区総支部長／衆議院議員

相崎佐和子相崎佐和子
立憲民主党兵庫県参議院第１総支部長／兵庫県議会議員

【学歴】南中、県立伊丹高、京都大卒、京都大院修士、ブラウン大院修士
【職歴】国際協力銀行、弁理士、市議会議員（２期）を経て現在は衆議院議員

【学歴】親和中･高、奈良教育大卒、奈良教育大院修士
【職歴】アナウンサー、兵庫県広報専門員、市議会議員（3期）を経て現在は県議会議員

ホームページ

マニフェスト
大賞受賞

三ツ星
国会議員
★★★

ウクライナ、そして世界に平和を！

コルスンスキー駐日ウクライナ大使との会談



�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

プーチンのウクライナ侵略を止めるには
何がプーチンを増長させたのか？
プーチンのロシアが国境を越えて侵略したの

は今回が初めてではありません。ジョージアに

攻め込んだ南オセチア紛争（2008年）、ウクラ

イナ領クリミア半島の併合（2014年）など現

状変更を試み、実効支配に成功してきました。

これに対して、欧米諸国と日本は、ロシアを

非難はするものの、強力な経済制裁は実施しま

せんでした。特に、日本は、クリミア併合後の

2016年に安倍総理（当時）がプーチンに「８項

目の協力プラン」を提案して実施しています。

さらに安倍総理は「ウラジーミル。君と僕は、

同じ未来を見ている。」「ゴールまで、ウラジー

ミル、二人の力で、駆けて、駆け、駆け抜けよう

ではありませんか。」とプーチンに呼びかけま

した。こうしたことから、プーチンは隣国を侵

略して言葉で非難されても、結局は黙認される、

やったもん勝ち！と受け止めたでしょう。

桜井シュウは、人権と国際秩序を尊重しない

プーチンのロシアと協力関係を深化させるこ

とに反対してきました。プーチンには北方領

土を返還する気はさらさらなく、ロシアへの経

済投資は食い逃げされるだけ、と指摘してきま

した。自民党･安倍内閣の外交でのプーチンに

対する誤ったアプローチがウクライナ侵略の

遠因になったと分析できます。

日本国内にはウクライナ側にも責任があると

の意見があります（例えば、日本維新の会の鈴木

参院議員）。侵略と残虐行為に少しでも理解を示

すことは、プーチンを増長させることに繋がりま

す。このような発言は現に慎むべきです。

ウクライナを力強く支援する！
日本はウクライナを軍事的に支援すること

はできません。しかし、プーチンのロシアに対

して強烈な経済制裁を与えることで、プーチン

の攻撃にブレーキをかけることができます。

軍事行動には多大なる戦費がかかりますが、ロ

シア経済を崩壊させることで戦費の財源を断

ちます。

具体的には、立憲民主党は、衆議院予算委員

会で2022年度予算案に予算計上されているロ

シアとの「８項目の協力プラン」を全額削除と

即時停止を提案しました。プーチンが大統領

でいるかぎり、事業継続は不可能であるので、

予算から削除しても何の問題もありません。

それでも、残念ながら、自民党、公明党、維新

の会などの反対により否決されました。こう

した与党勢力による腰抜けの態度が、プーチン

に見透かされて、プーチンを増長させる原因に

なります。

日本国内にはウクライナに降伏を薦めるか

のような意見があります。しかし、ロシアの降

伏要求を受け入れることは、結果としてロシア

の侵略を容認することになります。降伏して

もプーチンの弾圧でウクライナの犠牲者は更

に増えるリスクがあります。また、プーチンが

ウクライナ占領で味を占めれば、同じことを繰

り返すリスクが増大しますし、プーチンの真似

をする者がアジアにも出てくるかもしれませ

ん。ウクライナの国民が闘う意思を示してい

る限り、桜井シュウはウクライナを全力で支援

します。

緊急
提言



対談　相崎佐和子 × 桜井シュウ対談　相崎佐和子 × 桜井シュウ

（桜井）相崎さんの両
親は学校の教員とし
て働いていた、そんな
両親の姿を見て、ご自
身も家庭と子どもを
もっても仕事を続け
たいと思っていた、し

かし、現実は厳しかった、との話が３月号
でありました。何があったんですか？

（相崎）以前、兵庫県庁で広報専門員として
働いていました。兵庫県職員、つまり公務
員なのですが、１年契約で年度末に更新手
続きを行う仕組みでした。2003年に広報
専門員に着任して２回更新したのですが、
2005年12月に長女を出産したところ、産
休中に来年度は更新しないと通知されまし
た。更新しない理由は「契約は今年度まで
なので」の一点張り。ちなみに、広報専門
員が出産した例は過去にありません。

（桜井）出産と同時に雇止めですか！それは
厳しいですね。少子化と人口減少が日本の
大問題と言われているのに、出産すると仕
事がなくなるなら、安心して子どもを産め
なくなります。こんなことだから、子ども
を欲しいと思ってもなかなか産めない、結
果的に社会全体で少子化が進んでしまうの
ですね。

（相崎）出産で仕事を失ったのは私だけでは
ないと思います。有期雇用や非正規雇用な
どでこうした事例は少なくありません。こ

うしたことが横行す
る社会は変えたいと
猛烈に思いました。

（桜井）そんな社会を
変えるために市議会
議員に立候補したん
ですね！素晴らしい
です！しかし、よく立候補を決断できまし
たね。

（相崎）雇止めにあっても、普通は「立候補！」
とはならないですよね（笑）。実は、今は尼
崎市長を務めている稲村和美さんは政治家
になる前からの友人です。本人同士が同じ
歳で、子どもも同じ歳です。その稲村さんが
兵庫県議会議員をしていたこと、つまり身近
に議員がいたことが、大きかったです。

（桜井）ジェンダー平等、男女共同参画、女
性活躍と言われていますが、政治分野が一
番遅れているとの指摘があります。稲村市
長、相崎議員という女性政治家のモデルが
いれば、後に続く女性がドンドン出てきそ
うですね！

（相崎）私自身、稲村市長やその前の白井文
市長など、女性の先輩がいたことがチャレン
ジする勇気になったと思います。ただし、女
性政治家と言ってもそれぞれ違います。自
分らしくチャレンジする、その勇気を与えら
れる存在になれるように頑張ります！

【次号につづく】

自分らしく、一人一人の能力を活かせる社会つくろう！

相崎佐和子 桜井シュウ



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

●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」

桜井シュウの政治活動へのご協力のお願い

三ツ星議員★★★とは

【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♀）

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！

桜井周（さくらい　しゅう）プロフィール

4月 2日（土） 14時～16時 きららホール

4月10日（日） 14時～16時 いたみホール（中ホール）

4月17日（日） 14時～18時 アイフォニック･ホール
 映画「なぜ君」自主上映＆対話集会［有料：1,000円］

4月24日（日） 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

5月14日（土） 14時～16時 東公民館　

5月28日（土） 14時～16時 中央公民館

5月22日（日） 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

市民との対話集会のお知らせ

発
行
者

宝塚
川西
伊丹

宝塚
川西
伊丹

伊丹

宝塚

立憲民主党兵庫県第６区総支部 政務活動報告

桜井シュウ
チャンネル
ぜひご登録ください。→

引っ越し
しました！

相崎佐和子（あいざき さわこ）
立憲民主党兵庫県参議院選挙区
第一総支部長／兵庫県議会議員

FOCUS マニフェスト大賞で日本一に！

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）

号外

立憲民主党
立憲民主編集部
〒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

政治家一般について「言

いっぱなし」のイメージがあ

るかもしれませんが、相崎佐和子は「子育て・

教育」「福祉・医療」「安全・安心」の政策3本柱

について、選挙時の公約とその後の進捗･実績

を公表するなど説明責任を果たしてきました。

このことが評価されて、2016年には個人とし

てマニフェスト大賞の優秀賞を受賞しました。

出産や育児を経験した議員で構成する「出産

議員ネットワーク・子育て議員連盟」（相崎佐和

子は関西ブロック代表）は、出産･育児等家庭生

活と議員活動の両立のための体制整備のための

要望活動を行い、地方議会の標準議会会議規則

の改正、「政治分野における男女共同参画推進

法」の改正法につなげるなど大きな成果をあげま

した。このことが評価されて、2021年には議員

連盟としてグランプリ（日本一）を受賞しました。


