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立憲民主党兵庫県参議院 第１総支部長／兵庫県議会議員

相崎佐和子

2022年

【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
LINE@

アメブロ

YouTube

facebook

Twitter

Instagram

ホームページ

月号

3

三ツ星国会議員★★★

立憲民主党衆議院 兵庫県第６区総支部長／衆議院議員

桜井シュウ

【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

討議資料

感染症や気候変動等がも
たらす暮らしと社会、文
明の危機。人口減少がも
た ら す 医 療、年 金、介 護
等、社 会 保 障 の 危 機。こ
れらの矛盾を全て引き取
る形で拡大してきた財政
悪化。万事において社会の持続可能性が喪失し
ています。持続可能性の回復により世の中の閉
塞感を打破し、人々が先の見通しを持てる、幸
福感を感じられる社会をつくる。これこそが次
世代に対する我々の大きな責任です。
4月17日（日）午後に伊丹市立アイフォニック・



映画「なぜ君」の小川淳也議員、
4/17に来訪！
ホールにて、ドキュメンタリー映画「なぜ君は総

理大臣になれないのか（なぜ君）
」を自主上映する

とともに、この映画で注目された
衆議院議員小川淳也の対話集会を
開催します。映画上映のため有料

（1,000 円）と な り ま す が、是 非、
参加してご意見をお寄せ下さい。

4 月 17

伊丹市立
日（日）アイフォニック･ホール

第一部 14 : 00 〜 16 : 00
第二部 16 : 30 〜 17 : 30

映画「なぜ君」上映会
小川淳也 対話集会

参加費 1,000 円。座席に限りがありますので事前に申し
込み下さい。当日券も販売予定ですが、満席になり次第、
受付を終了させていただきます。
（感染症対策としてマスク着用をお願いします。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）

感染症対策など政策は効率的に！

感染拡大で再び検査不足、検査拡充を提案！
オミクロン株による第６波での死者数は既
に第５波を上回っています。特に、大阪市では
消防局が高齢者施設で療養する新型コロナ患
者の症状が悪化した場合、すぐに 119 番通報

〰〰〰〰〰〰〰

するのは控えるよう市内の高齢者施設に通知
〰〰〰〰〰〰〰〰〰

するなど救急医療が崩壊してしまっています。
〰〰〰〰〰〰〰〰

桜井シュウは、感染拡大防止のために様々な



予算
審議

この 10 年で実質賃金は低下するなど政策効果
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

はあがっていません。減税対象が、黒字企業の
みだからです。
桜井シュウは、賃金の底上げを実現するた
め、同じ予算の範囲で、全ての企業が対象とな
りうる社会保険料の軽減を提案しました。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

インボイス制度の導入中止を提案！

方法を総動員することを提案してきました。
特に、検査拡充は２年前に議員立法として提案

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

しましたが、未だに不十分です。検査不足によ

〰〰〰〰〰〰〰

り感染状況を的確に把握できていないため、政
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

策が的外れになるリスクが生じています。ま
ずは実態把握。そのために検査の拡充を粘り
強く提案していきます。

財務大臣に G20 への出席を提案！
世界は、資源価格の高騰などでインフレ傾向
にあり、金融緩和から金融引き締めに転じよう
としています。加えて、ウクライナ情勢をめ
ぐって経済制裁の実効性を高める取組みも必
要です。
したがって、G20 の財務大臣･中央銀行総裁
会合（2 月 17 〜 18 日、ジャカルタ）は官僚任
せにするのではなく、財務大臣の出席を提案し
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ました。しかし、財務大臣は欠席し、代理に官
僚 を 派 遣 し ま し た。前 回 の 2021 年 10 月 の
G20 は衆院選と重なり欠席しているので２回

〰〰

連続の欠席です。これでは国益を守れないの
〰〰〰〰〰〰

ではないかと懸念します。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰

効果があがっていない賃上げ税制、
改善を提案！

事業者の消費税に関して適格請求書等保存
方式（インボイス制度）が導入されると、事業
継続が困難になる、免税事業者が取引から排除

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

されるなどの懸念があります。例えば、シル
〰〰〰〰

バー人材センターは、これまで消費税の納税が
実質的に一部免除されてきましたが、インボイ
ス制度が導入されると消費税を全額負担する
ことになります。そうなると、全国各地のシル

〰〰〰

バー人材センターの経営が成り立たない状況
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

に追い込まれる懸念があります。したがって、
桜井シュウはインボイス制度の導入中止を提
案しました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰

財務省の賠償金の支払いは
問題官僚に求めることを提案！
決裁文書改竄を強要されたことに起因して
命を失うこととなってしまった財務省職員の
赤木さんのご遺族が提起した訴訟を、財務省は
真実を隠すために「認諾」で終結させました。
そして、１億 700 万円の賠償金は国民の税金

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

から支払うとのこと。

〰〰〰〰〰〰

もちろん、赤木さんのご遺族が賠償請求す

るのは正当です。しかし、賠償金を支払うの
は国民ではなく決裁文書改竄を指示した財務
省幹部職員です。したがって、佐川理財局長

〰〰〰〰〰〰〰〰

など責任者への求償権の行使を提案し
岸田内閣の目玉政策の賃上げ税制について、 （当時）
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

実はこの10 年間、実施されてきました。結果は

ました。

対談 相崎佐和子 × 桜井シュウ

認めあい、支えあいの社会をつくろう！
（桜井）相崎議員とは、 （桜 井）ホ ン ト に「子

相崎佐和子

市議会で２期６年半、

育て支援が日本を救

ともに活動しました。

う（注）」ですね！

子ども子育て政策や

（相崎）一方で、キャリ

教育政策などの充実

アをペースダウンして

と、そのための財源捻

家庭を優先したいとい

出などに力を合わせ

う専業主婦･主夫も認

桜井シュウ

て取組みました。現在も、衆議院議員と兵

められるべきです。いろいろな価値観と生

庫県議会議員として連携して取り組ませて

き方をお互いに尊重しあい認めあえる、そん

もらっており、ありがとうございます。

な社会にしていきたいです。

（相崎）子ども子育て政策や教育政策は、と

（桜井）幸せのカタチは人それぞれ。幸せの

もすれば金食い虫のように思われるかもし

カタチがなんであれ、それを応援していく

れません。保育の充実によって働きたい方

のが政治の役割ですね。間違っても、政治

が働きつづけられることによって、家計が

が幸せのカタチを個人に押し付けるような

潤います。そうすれば子育て関連の商品･

ことがあってはなりません。

サービスなど消費が拡大して、経済にプラ
スの影響があります。
（桜井）日本の経済が長らく停滞しているの

（相崎）そうなんです！私の父母は共に学校
の教員として働いていました。自分も家庭
と子どもをもっても仕事を続けたいと思っ

は、国内消費が伸びないことが原因です。

ていました。しかし、実際は厳しい現実が

子や孫のためなら財布のヒモもゆるみやす

待っていました。

いですし、家計が潤えば消費も伸びやすい

一つは、子どもができた後に仕事を続け

です。加えて、夫婦共働きなら、夫婦二人

ていたら「子どもがかわいそう」と批判さ

で所得税と住民税を納めていただけるの

れたことです。仕事中は子どもを保育所に

で、財政健全化にもつながります。

預けていましたが、家に帰れば子どもとの

（相崎）もともと日本では、子育てを地縁･

時間を大事にしていました。そうした努力

血縁などの地域ネットワークの支えあいで

を全て否定されて、とても悲しくなりまし

行ってきました。しかし、昭和の高度経済

た。一人一人の幸せのカタチを大事にした

成長で特に都市部において地域ネットワー

い、私のような悲しい思いをすることがな

クが十分に整わない状況になってしまいま

いようにしたいのです。

した。したがって、保育所などの公的な支
援やママ友･パパ友などの新たな支えあい
の仕組みが必要です。

【次号につづく】
（注）
「子育て支援が日本を救う−政策効果の統計分析」柴田悠 著
勁草書房（2016/06）

FOCUS
相崎佐和子（あいざき さわこ）

育て教育施策から行財政改革まで、現場の声

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

を聞き、政治の場に届け、制度の改善を積み
重ねました。また市議会では議長を務め、住

日本は少子高齢化により、

民に開かれた議会を目指しました。

今後ますます働き手の絶対

その中で感じたこと。法律･予算･制度を決

数が不足します。女性や高

めるのは国であるのに、その国に私たちの声

齢者を含むすべての働きたい人が働いて税金を

が届いていない！国に私たちの声をもっと届

納めることができるよう制度整備を進めること。

けたい！ そして制度の改善を国でも積み重ね

それが、増大する社会保障を賄うことに繋がり、

て、支え合い認め合う社会をつくります。そ

ひいては日本経済を救うことになります。

の先にある日本を成長と未来に向けて、全力

市議会議員、県議会議員として 15 年間、子

で行動します。

市民との 対話集会 のお知らせ（参加費 : 無料）
川西

3 月 19 日（土） 14 時〜16 時

宝塚
川西
伊丹

3 月 27 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
4 月 2 日（土）

伊丹

14 時〜16 時

4 月 10 日（日） 14 時〜16 時
4 月 17 日（日） 14 時〜18 時

宝塚
川西
伊丹

宝塚
宝塚
川西
伊丹

みつなかホール

きららホール
いたみホール（中ホール）
アイフォニック･ホール

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

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！

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
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立憲民主党兵庫県第６区総支部 政務活動報告
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

引っ越し
しました！

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。
→

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」

