討議資料

【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

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
LINE@

YouTube

facebook

Twitter

Instagram

マニフェスト
大賞受賞

ホームページ

【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

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
YouTube

facebook

Twitter

Instagram

アメブロ

ホームページ
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ロシアの侵略戦争をやめさせ、世界平和を取り戻す！
ロシアのウクライナ侵略で無差別殺戮が行わ
れたことに、桜井シュウは怒り憤るとともに辛
く悲しい気持ちでいっぱいです。ウクライナか
らロシア軍を撤退させてウクライナの平和を取
り戻すため、日本とＧ７が全力で取り組むよう
政策を提案しています。
具体的には、ロシアに対する経済制裁の徹底
です。戦争には多額の費用がかかります。戦費
調達を支えるロシア経済にダメージを与えれば

ア連邦政府の歳入の約４割は原油･天然ガス関連
ですので、ココを断つことこそ有効手段です。
（兆円）
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兆円

戦争はやめさせることができます。ロシアの経

ロシアに支払った輸入代金がウクライナ侵略

済規模は日本の１ / ３以下ながらロシアの軍事

の軍資金になってはなりません。輸入を止める

費は日本の防衛費よりも少し多い額です。ロシ

となると、今後は輸入物価高など国民生活に影

アは経済規模に比べて大きすぎる軍事費、そし

響が出てまいりますが、ウクライナの方々とと

て今回のウクライナ侵略でロシアの軍事費が増

もに闘うという気持ちでご理解とご協力を賜り

加しており、軍事費の財源を断つこと、特にロシ

たくお願い申し上げます。

月号

三ツ星
国会議員
★★★

2022年

暮らしを守る生活安全保障
アベノミクスでは、経済は成長せず賃金も上

「異次元金融緩和」が続いており、内外金利差の

がりませんでした。2016 年の年金カット法で

拡大により円安が進み、原材料やエネルギーの輸

年金は減っています。また、アベノミクスの「異

入物価が上昇する「悪い物価上昇」が進む懸念が

次元の金融緩和」が円安を誘導し、食料品やガ

あります。桜井シュウは、市場 への影響に配慮し

ソリン･灯油などの生活必需品が値上がりして

つつ 、円安誘導の金融政策を見直します。

います。桜井シュウは、物価高騰対策として、
以下のような政策を提案しています。

「物価に負けない」年金を実現
「マクロ経済スライド（2004 年、小泉内閣）
」

消費税を時限的に税率 5％に減税

と「年金カット法（2016年、安倍内閣）
」により、

現状は、給料アップなき物価上昇で、家計の負

現在の年金制度は物価が上昇してもそれに見合

担が増大する「悪い物価上昇」です。これを「良い

うだけの増額されない

物価上昇」に変えていくには、賃上げの原資とな

仕組み 、いわば「物価

る企業収益を改善する、そのためには仕入れ価格

に負ける」年金になっ

の上昇を小売価格に転嫁できる環境にします。具

ています。桜井シュウ

体的には消費税を時限的に税率5％に減税します。

は、年金の最低保障機

物価高をもたらす円安政策の見直し

能を強 化 することで

欧米では、物価高騰抑制のために金利引き上げ

「物 価 に負け ない」年
金を実現します。

に動いています。しかし、日本はアベノミクスの

衆議院第一委員室での質疑

国を守る外交と安全保障
現実的で手堅い安全保障政策を進める。

国家の安全保障政策を政争の具にしてはならぬ

これまで日米同盟と自衛隊は十分に機能し

ロシアによるウクライナ侵略に乗じて、核共有

ているので、今すぐに日本が侵略されること

（アメリカ軍の核兵器を共有）などと言って、国民

はありません。核兵器と「核の傘」の運用につ

の不安を煽る意見があります。核共有は核兵器を

いては、民主党政権時代にスタートした「日米

爆撃機で運んでいた1950年代の手法であり、潜水

拡大抑止協議」で協議しています。桜井シュ

艦発射型弾道ミサイル（SLBM）が発達した現代で

ウは、国際情勢の変化や防衛技術の進歩に合

は意味がありません。そもそも新たな核共有は核

わせて、安全保障にかかる制度と装備を改善

拡散防止条約（NPT；1970年発効）に違反するの

していくことを提案しています。

で、アメリカが合意するはずもなく、非現実的です。

ウクライナでは10 年前から親ロシア派民

防衛費倍増という意見もあがっています。勇ま

兵による騒乱がありました。我が国の場合に

しい意見は言うだけなら簡単です。桜井シュウは

は、武装漁民に日本の島が乗っ取られるなど

必要な装備は整備すべきと考え、そのための財源

のリスクが想定されます。したがって、桜井

確保を検討しています。具体的には、総経費１兆

シュウは領域警備法案を提出して、海上保安

円ともいわれるイージス･アショア（陸上イージ

庁（国土交通省）と海上自衛隊（防衛省）の連

ス）計画は既に頓挫しており、こうしたムダな防

携をスムーズにすることを提案しています。

衛予算と計画を見直すことを提案しています。

対談 相崎佐和子 × 桜井シュウ

「届ける！叶える！あなたの声を」に込めた想い

相崎佐和子

（桜 井）相 崎 さ ん の

（桜 井）一 方 で、有 権

キャッチフレーズ「届

者の方々に「ご意見下

ける！叶える！あなた

さ い」と お 尋 ね し て

の声を」に込めた想い

も、
「急に意見と言わ

を聞かせて下さい。議

れ て も」と い う 反 応

員が有権者の意見を議

だ っ た り し ま す。今

会で代弁するのは当た

の生活に 100 点満点、

桜井シュウ

り前じゃないか、という見方もあるので。

将来不安も何もない、ということではない

（相崎）議員が有権者の意見を代弁するのは

と思うのです。政治の側には、意見を引き

当然のことのはずですが、本当に自分の声
が議会に政治に届いているという実感を多
くの方に持ってもらうには至っていないと

出す力が求められています。実際、雑談し
ていると「そういえば」ということで色々
とご意見をいただきます。

思います。声をあげても聞いてもらえない

（相崎）例えば、DV（家庭内暴力）で困って

という政治に諦めてしまっている方が少な

いるお母さんが「自分が結婚したのだから自

くないように感じています。それを変えた

業自得、子どもの養育を考えれば離婚もでき

い！あなたの声で政策ができあがる！とい

ない」と全てを自分で抱え込んでしまってい

うことを実感してもらいたいのです。

ることがありました。家庭内であっても暴力

（桜井）
「聞く力」と言っても、結局は多額の
政治献金をしている団体の声ばかり聞いて
いるのではないかと思われているかもしれ
ません。桜井シュウは、利権政治から決別
す る た め に 闘っており、企業献金は受け
取っていないので、そんなことはないので
すが（笑）。
（相崎）４月号で、出産で雇止めになった相
崎佐和子の経験を話しました。少子化と人
口減少が社会問題になっている中で、出産
したら仕事を失うような社会であれば出産
できなくなってしまいます。これは変える
べき！という声が政治に届かなかったとい
う残念な経験が、議員を目指した原点です。

は犯罪ですし、どのような家庭に生まれても
子どもは成長する権利があります。それこ
そ、困ったときはお互い様で支え合うのが社
会だと思うのです。そして、家庭においては
子育てや介護、職場においてはハラスメント
など、同じような困難を抱えている人は他に
もたくさんいるはずです。一人一人が自分
で抱え込んでいては問題が表に出てきませ
ん。声を上げてもらいたい。その声を受け
止めて、政治が動く。そんな政治をつくりた
い、一人一人が幸せになれる社会にしたい、
との想いを「届ける！叶える！あなたの声を」
というキャッチフレーズに込めています。
【次号につづく】

FOCUS

マニフェスト大賞で日本一に！
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

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

政治家一般について「言

子は関西ブロック代表）は、出産･育児等家庭生

いっぱなし」のイメージがあ

活と議員活動の両立のための体制整備のための

るかもしれませんが、相崎佐和子は「子育て・

要望活動を行い、地方議会の標準議会会議規則

教育」
「福祉・医療」
「安全・安心」の政策3本柱

の改正、
「政治分野における男女共同参画推進

について、選挙時の公約とその後の進捗･実績

法」の改正法につなげるなど大きな成果をあげま

を公表するなど説明責任を果たしてきました。

した。このことが評価されて、2021年には議員

このことが評価されて、2016年には個人とし

連盟としてグランプリ（日本一）を受賞しました。

市民との 対話集会 のお知らせ
川西

3 月に実施済

伊丹

4 月に実施済

宝塚
川西
伊丹

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。

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

（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）

宝塚

宝塚
川西
伊丹

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

兵庫県第６区版

発行者

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！

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」

