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銀行勤務時代にはアジアでの事業融資を担当し、
経済成長のダイナミズムを体感しました。
一方で、日本はバブル崩壊以後も衰退するばかり。
日本を活力ある社会に再生すべく、
この国の政治の根本をたたき直します。

【学歴】美鈴月影幼稚園、鈴原小、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】国際協力銀行調査役などを経て伊丹市議会議員（２期）、
民進党兵庫県第 6 区総支部長
【資格】TOEIC：925、弁理士、国会議員政策秘書試験合格
【家族】妻・長女（８歳）・次女（５歳）

衆院選の争点は「めざす社会像」

ALL for ALL 〜みんながみんなのために〜

現政権の経済政策は、
「企業を儲
けさせ、株価を上げることで、いず
れは働く人たちの賃金が上がる。税
収も増えて、公的サービスへとつぎ
込めるようになり、生活は豊かにな
るだろう。」という考え方に基づいて
います。
でもその通りになっているでしょ

に分配するという手法が主流で、
「負
担と給付の不公平感」が生じていま
した。この不公平感を小さくしてい
くには、みんなが今以上の公的サー
ビスを受けられ「その対価なら納得
できる」と納得して税金を納められ
るようにする必要があります。
「働いて稼いだお金で公的サービ

うか？ 若い人は、所得が低くて結婚
できません。
「働けど貯蓄なし」の世
帯は３割を超えています。企業収益
は向上しても、格差是正どころか、格
差は拡大しています。
では、どうすればいいのでしょう
か？旧来の格差是正策は、お金持ち
から税金をたくさん取り、貧しい方々

スは買いなさい」という社会から、
「あ
る程度平等に負担し、安心を分かち
合う」社会に変えていきませんか。
すべての方に受益者になってもら
い、その代わり、すべての方に負担い
た だくという「ALL for ALL」の 社
会を、桜井シュウは市民の皆様と力
を合わせて実現していきます。

人材育成こそ暮らしにつながる成長戦略
人材育成こそ成長戦略

政治腐敗を断つ

行政効率化

● 教育および職業研修の充実により、産業の高度化 ● 行政情報の公開を徹底し、
・高付加価値化に対応できる人材を育成します。
政治の私物化をストップさせます。
● 格差の連鎖を断つため給付型奨学金の充実など
教育機会の均等を確保します。

● 地域のことは地域で考え実施する地域主権を
確立し、地方自治体主導のふるさと再生を
実現できる体制を整備します。

● 企業にとって、見返りを求める政治献金は
ワイロであり、見返りなき政治献金は株主に対する ● 費用対効果の低いバラマキ公共事業を廃止し、
背任です。
少子高齢化時代に相応しいインフラ整備を確実に
政治腐敗を断つため、企業団体献金を禁止します。
実行します。

● 正規･非正規を問わず、全ての労働者の均等･
均衡処遇、能力開発の機会を確保します。

信頼の社会保障

専守防衛と平和主義

● 実質的に医療費が削減され、地域医療崩壊の危機が迫っています。必要な ● 東アジア情勢への対応として、領域警備法を制定し、海上保安庁等の対処
能力向上を図りつつ、自衛隊による切れ目のない危機対処を可能とします。
医療費を確保し、
地域の医療提供体制を立て直し、
医療と介護の連携を強めます。
● 介護・福祉現場での人材確保のため、
介護報酬、
障害福祉報酬をプラス改定し、 ● 戦略的人権外交により、自由で民主主義的な
社会を世界に広めていき、
介護職員・障害福祉従事者の賃金を引上げます。
世界平和の実現にむけて邁進します。
● 年金積立金の運用は被保険者の利益と確実性を考慮し、
株式運用倍増をやめ、堅実な運用をめざします。

● 保育所定員の増員、放課後児童クラブなどの整備、職員の処遇や配置基準の
改善等を進めます。

民進党兵庫県第6区総支部

〒664-0858 伊丹市西台２丁目5-11松屋ビル２階

TEL
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公式website

● 中東･アフリカなどの紛争地域において、
平和構築･戦後復興など我が国ならではの
貢献を推進します。

sakuraishu.oﬃce@gmail.com
http://www.sakuraishu.net/

日刊！桜井シュウ

ameblo.jp/sakuraishu/

月刊！桜井シュウ

http://www.sakuraishu.net/

■掲示責任者：保田栄昭（伊丹市西台２丁目 5-11 松屋ビル２階） ■印刷所：大島印刷株式会社（大阪市此花区西九条 3 丁目 2-16）

政治にこそ、競争原理を！
20年前の日本では「政治三流、
経済一流」と言われていましたが、
失われた20年をみれば政治が三流
だから経済も三流になってしまっ
たと言わざるをえません。また「権
力は腐敗する、絶対的な権力は徹底
的に腐敗する」と言われるように、
一党支配では政治が腐り人々を不幸
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少子化対策

子育て支援をもっと手厚く！
一時期は低迷した出生率を引
き上げた成功例として、フラン
スとスウェーデンが有名です。
両国の取り組みを参考にすべき
です。
具体的には、まず出産と育児
を支援する制度を充実すべきで
す。子ども手当のような現金給
付 支 援とともに、保 育園・学童
保育などのサービス支援が必要
です。３歳からは幼稚園を義務
教育化し預かり保育などで夕方
まで預かれる体制にすべきです。
子育て家庭向け支出のＧＤＰ比
では、日本では、現金支給、保育
サービス、減税･税控除などで合
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計1.5％です。フランスでは合
計 4.0％と、日本の倍以上です。
財源はどうする？
なお、これらを実施するため
には財源確保が課題となります。
例えば、自民党政権によって予
算編成が行われた H21年度（決
算）には 8.4 兆円だった公 共 事
業費が、民主党政権下の H24 年
度には 5.8 兆円と３割以上削減
し 2.8 兆円もの財源を捻出しま
した 。しかし、自民党政権に戻っ
たH25 年度には8.0 兆円と公共
事業が復活しています。したがっ
て、公共事業を再び３割削減す
ることで財源を捻出できます。

働き方改革

働き方改革で
賃金上昇とデフレ脱却！
この秋の臨時国会では、働き
方改革について審議されるはず
でした。我が国の労働状況とし
て、長時間労働の常態化によっ
て労働生産性があがらず、賃金
も上昇しない、これがデフレか
ら脱却できない一因であると考
えられます。したがって、働き方
改革は、デフレ対策となり、暮ら
しの底上げに繋がります。
しかし、労働政策審議会の答申
では、残業の上限規制が月100
時間未満となっています。これ

は、月 80 時 間 と い わ れ る 過 労
死ラインを越える働き方にお墨
付きをあたえることになりかね
ません。また、
「高度プロフェッ
シ ョ ナ ル 制 度」で は、残 業 代 を
ゼロになります。これでは「名
ばかり管理職」が再現されかね
ません。このような内容では、
むしろ長時間労働を認めること
となり、逆効果です。
働き方改革は、長時間労働を
制限し、企業に対して労働生産
性を引き上げさせるような制度
をすべきです。

社会保障

超高齢化社会への備え
団塊の世代が後期高齢者とな
る2025 年にむけて急速に高齢
化が進みます。年金や介護の不
安を解消して、長生きがリスク
ではなく喜びとなるような社会
をつくります。
具体的には、2025 年には介
護人材が今よりも 100 万人多
い 240 万人程度必要といわれ
ています。他の産業に比べて悪
いと処遇を改善して、志ある介
護職員が継続できるようにしま

にすることは東アジアの近隣諸国
をみれば明らかです。一人一人を
大切にする社会を発展させるため、
そして政治のレベルアップのため
には二大政党による切磋琢磨が必
要であり、だからこそ自民党に対峙
する政治勢力を結集すべきです。
2009年の政権交代時には私も

す。ま た、介 護 離 職 が 年 10 万
人に達する現状を改善すべく、
仕事と介護の両立可能な雇用環
境を整備します。
大切な年金は安全運用
現政権は、140 兆円もの厚生
年金と国民年金の積立金につい
て、株 式 投 資 を 倍 増 し ま し た。
基礎的年金のハイリスク運用は
世界的にも異例です。老後の安
心のために、安全な運用に切り
換えます。

一人の国民として民主党に期待し
ました。しかし、子育て支援などが
中途半端で終わるなど裏切られま
した。ならば、二大政党の一方を再
構築するためには自ら立ち上がる
しかない、自分がやった方が政策
を実現できる、との想いから決意
しました。

外交安保

当面は経済制裁の徹底、
中長期的には戦略的人権外交
北朝鮮の行為は、累次の国連安保
理決議に明白に違反し、断じて容認
できない挑発です。北朝鮮のミサ
イル発射と核兵器開発を阻止する
ため、経済制裁を徹底すべきです。
また、不測の事態に備え、
ＰＡＣ３
の適切な展開など国民の安全確保
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情報公開

行政情報は国民のもの、
情報公開は大原則
行政は、国民から徴収した税金
でもって公共サービスを提供して
います。行政は、えこひいきナシ（公
平・公正）であるべきですし、税金
は無駄遣いなく（効率的・効果的）
執行されるべきです。このことを
確認するために、行政情報は納税
者である国民につつみ隠さず公開
されなければなりません。行政情
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に万全の態勢をとるべきです。
北朝鮮の現政権は巨額な軍事投
資で国民を貧しくしています。国
民を不幸におとしめる政権を転換
させるべく、中長期的な視点で、民
主主義的な政治体制となるよう、
また言論の自由など人権がまもら
れるような社会となるよう戦略的
人権外交を展開すべきです。

報は国民のものであって、政権や
役人のものではないからです。
森友学園問題でも加計学園問題
でも、
「国民の資産が不当に安く売
られたのではないか」
「行政が歪め
られているのではないか」との国
民の疑問に対して、情報を公開す
るどころか隠してしまい、
「全く、
怪文書みたいな文書」と言って説
明責任を果たそうとしないことが
問題です。

観光振興

（ＩＲ）はリーマンショック以降、赤
カジノ解禁に反対、
成長戦略は堅実な積み上げで！
字に転落しています。
なお、カジノ解禁推進法は成立し
マネーロンダリング、ギャンブル
依存症、世界的な過当競争によるカ てしまいましたが、これは議員立法
ジノの収益性低下、成長戦略として による推進法にすぎません。本当
の不健全性などの問題から、桜井シ の勝負はこれから策定される実施
法案で、これの可決成立を阻止すべ
ュウはカジノ推進に大反対です。
そもそも、アメリカのアトランテ きです。
成長戦略は、浮利を追うのではな
ィック･シティの没落に象徴される
ようにカジノは過当競争に陥ってお く、努力による堅実な積み上げで実
り、必ずしも儲かっていません。マ 現すべきです。観光振興は、ギャン
カオは、中国の反腐敗運動と景気減 ブルに頼るのではなく、歴史･文化
退により減収減益です。また、ラス や自然など日本の良さを磨くこと
ベガスでも大規模統合型リゾート によるべきです。

【政治コラム】

桜井シュウは、
保守？ それとも革新？

政党・政治家を分類するときに保守・
革新という言い方をします。保守とは
「保ち守る」ことですから何を保ち守る
のか、一方で革新とは「革め（改め）新
しくする」ことですが、何を改めるのか
が重要です。日本では、保守と自称す
る勢力が憲法改正など変革を主張して
いるので革新のように思えますし、反
対に革新と自称する勢力が護憲を主張
しているので保守のように思え、ヤヤ
コシイところです。

桜井シュウは、外交政策においては
専守防衛・平和主義を堅持すべき、経
済政策においては公平・公正なルール
の下での自由競争を基本としつつそこ
で生じた格差を是正すべき（分厚い中
間層をつくる）と考えており、すなわち
戦後政治を発展させたいと考えていま
す。この私の主張は保守本流だと思っ
ていますが、ともかく紋切型の分類で
はなく政策を丁寧に説明していきたい
と思います。

