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6 月 22 日に公示、7 月 10 日に投開票で執行さ
れた第 26 回参議院議員通常選挙において兵庫
県選挙区と比例代表ともに惨敗してしまいまし



参院選での惨敗を反省する

た。大勝、躍進といわれる政党がありますが、
獲得票数では前回の衆院選から大きく変化はし
ていません。立憲民主党が昨秋から 472 万票と
４割以上も減らし、一人負けというのが的確な
分析でしょう。
兵庫県選挙区においては、前回の 434,846 票
から今回の 260,496 票と17 万票以上も減らし
てしまいました。兵庫県内の比例代表の獲得票
も同程度減らしていることから、候補者の責任で
はなく、党全体、特に現職国会議員の責任です。
「立憲民主党が何をしたいのか、よく分から
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しかし、それが十分には伝わっていませんでした。
今後は、コンパクトにシンプルに分かり易く伝
えることを心がけます。
その上で、政策内容についても確認します。
例えば、子育て･医療･福祉･教育など公的なサー
ビスの充実を提案しました。有権者からは、い
くらかかるのか、その財源はどうするのか、と
疑問に思われたかもしれません。実際には、自
民党が提案した防衛費５兆円増に比べれば小さ
な金額で実現できることであり、最近の税収の
上振れ分で吸収できる範囲です。こうした重要
事項を的確に説明するように心がけます。
比例代表（全国）での立憲民主党の獲得票

ない」というお声をいただきました。国会では、
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多くの政策を提案しました。今年の通常国会

において実現した政策も少なからずあります。
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給料を増やす！ 暮らしを底上げする！

物価があがれども増えない給料
この 10 年、日本経済の問題は物価が上がら
ないこと、デフレだと時の内閣は言ってきまし
た。一方で、桜井シュウは、問題は物価があが
らないことではなく給料があがらないことと
主張してきました。物価が上がっても給料が
上がるとは限らず、物価があがって給料が上が
らなければ生活は苦しくなり、消費が減ってま
すます景気が悪くなります。逆に、給料が上が
れば消費意欲がわき物価も上がる、つまり給料
が上がれば物価も上がる、因果関係を間違えて



２期目の
取組み

給料を増やしてニッポンの課題を解決！
経済成長については、成長しないから給料が
増えないという側面はあります。逆に給料が
増えないから経済成長しないという側面もあ
ります。日本企業の利益は、この 30 年で３倍
に増え、株主配当は６倍に増えましたが、給料
は上がるどころか微減です。
日本の資本金 10 億円以上の企業の売上高、給与、配当金、設備投資等の推移

はいけないと指摘してきました。そして、今、
物価は上がれども給料は上がらない事態に
陥っています（厚生労働省が発表する毎月勤労
統計では、４月も５月も実質賃金は２％近いマ
イナスです）。これらについて 6 月 8 日の衆議
院財務金融委員会で日本銀行の黒田東彦総裁
と激論となり、結果、黒田総裁は「家計が値上
がりを許容」発言を撤回しました。その模様は
ニュースでも報道されたところです。

増えないニッポンの給料
日本が抱える問題は、この 30 年間、給料が
上がらなかったことに起因しています。少子
化は、若者世代の給料が上がらず、子育て費用
を捻出できないことが原因の一つです。財政
悪化は、給料が上がらなければ所得税収も増え
ないこと、所得が増えなければ消費も増えず消
費税収も増えないことが原因の一つです。
実質賃金の水位の国際比較（1997 年＝100）

給料が上がれば、様々な課題が解決に向かい
ます。そんなことは誰しもが考えることでしょ
う。問題は、なぜこれまで給料が上がらなかっ
た の か？ど う や っ た ら 給 料 を 上 げ ら れ る の
か？です。
給料が上がらなかった理由は、派遣労働･非
正規雇用や低賃金の外国人労働者（技能実習生
や留学生を含む）の拡大など、給料を引き下げ
る要因を増やしてきたからです。給料を上げ
るためには、これらの給料引下げ要因を取り除
くことが必要です。つまり、派遣労働は原則禁
止として非正規雇用であっても直接雇用とす
ること、非正規雇用
の中で希望者は正規
雇用に切り替えるこ
とです。また、外国
人労働者にも最低賃
金など労働法規順守
の徹底です。

衆議院財務金融委員会での
日銀黒田総裁との議論

提案１

最低賃金を
1,500 円に！

一日８時間労働でまっとうな生活ができ
る賃金を保障します。現在、約 928 円（兵
庫県）の時給を段階的に 1,500 円に引き上
げます。
最低賃金があがっても、自分には関係な
いと思われるかもしれません。しかし、賃
金が底上げされると全体の賃金も押し上げ
られます。こうした経済効果は、既に最低
賃金を段階的に引き上げてきたイギリスや
韓国で確認されています。

提案 2

サービス残業
禁止を徹底！

残業しても残業代がつかない、いわゆる
サ ー ビ ス 残 業 が 未 だ に 横 行 し て い ま す。
サービス残業は違法なので正確な実態は分
かりませんが、少なくとも全国で５兆円以
上といわれています。
労働基準監督署の立ち入り調査の徹底に
より、この未払いの５兆円の残業代が確実
に支払われるようにします。

派遣労働を直接
提案 3
雇用に切り替え！
派遣労働は、毎月、派遣で働いた人から
派遣会社がマージンを取り続けます。こん
な不条理な制度は、世界中探しても日本だ
けにしかありません。
派遣労働は原則（専門職を除いて）廃止
とし、非正規雇用･短時間勤務（パートタイ
ム）であっても直接雇用にします。これに
より、働いた人が働いた分を全額受け取れ
る、当たり前の仕組みにします。

提案 4

保育･介護などの
給料引上げ！

介護など福祉分野では、恒常的に人手不
足です。高齢者福祉施設への入居希望者が
なかなか入居できない場合が少なくありま
せん。全国で介護離職者は毎年約 10 万人
です。人手不足の中、介護離職で人手不足
に拍車がかかってしまいます。
介護･保育など福祉分野が人手不足なの
は、給料水準が低い（全産業平均と比べて
月額約 8 万円も低い）ことが原因の一つで
す。せめて他の産業に遜色のないレベルの
給料を確保することで、福祉人材を確保し
ます。国が決定する介護報酬に基づいて、
福祉施設が介護職員の給料を決めます。つ
まり、介護など福祉分野の給料には国が大
きく関与できます。
介護離職と保育所待機児童をなくす。働
きたい人が働き続けられる社会をめざしま
す。これにより家計が潤い、日本国内の消
費も増えます。所得税など税収も増えます。
これが、経済の好循環を生み出します。

提案 5

企業利益は
まず賃金へ！

日本企業の利益はこの 20 年間で３倍に
増えましたが、人件費はほとんど増えませ
んでした。この利益の多くは、株主配当と
内部留保に回っています。
しかし、これでは長期的視点にたった経
営はできません。会社が持続的な成長を達
成するためには、人材育成と研究開発です。
まずは、給料を増やして人材を育てること
に会社が力を入れられるように、会社法を
改めて、株主至上主義を排します。

以上の政策提案については、既に法案等で
実現に向けて具体的に動いています。

【募集】2022 年夏季議員インターンシップ
若者に政治への関心をもっと持ってもらうため
［応募要件］大学生･大学院生
に、桜井シュウは毎年、大学の春休みと夏休みに
［活動期間］８月〜９月
議員インターンシップを実施しています。昨夏は
（週３日程度、合計 100 〜 200 時間）
11 名の大学生が参加しました。今夏も意欲ある
［活動拠点］地元事務所（阪急伊丹駅近く）、
学生を募集します！
国会事務所

（問合せ先→ https://sakuraishu.net/ ）

【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
結局のところボス議員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

7 月24 日（日）
、8 月28 日（日）、9 月25 日（日）を予定しています。

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

三ツ星議員★★★とは
それぞれの国会議員の働きぶりを国民のみなさ
まに知っていただくために、政策評価 NPO が
国会議員の働きぶりを議員立法の提案、本会
議･委員会での質問、質問主意書などについて
客観的に評価しています。桜井シュウは、三ツ
星国会議員として、３年連続表彰されています。
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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。また、屋外で
の集会ですので、雨天の場合には中
止しますので、予めご了承下さい）

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」

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！

（感染症対策としてマスクの着用を

ご意見▶

お電話番号▶

