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いません。まず、増税ありきの姿勢です。いずれにして
も、民主党政権は、消費税率を引き上げないと言って成
立した政権です。消費税率の引上げを行うのであれば、
その前に総選挙を行い、民意を問うのが当然です。
郵政改革の見直しは、私がシナリオを書いて実現させ
ました。郵政民営化の過程で、現在の与野党の中に大き
な政治的しこりを残してきました。ようやく、郵政問題
も、これで一区切りつきます。決して、郵政民営化の方
向を後退させたわけではありません。価格の低迷が予想
される郵政株の売却期限をなくすとともに、民間金融機
関である郵便貯金や簡易保険の全国の郵便局でのサー

こんにちは、礒崎陽輔です。
不明朗な政治情勢が続き、国民の皆さんには御心配を
掛けていますが、私たちは、一刻も早い解散総選挙を目
指し、政権奪還を目的に日々努力しています。今国会の
予算委員会では、予算委員会理事として、既に３回質問
に立ち、テレビを通じて皆さんにお目に掛かる機会も増
えています。
野田総理は、政治生命を懸けて消費税増税を実現する
と発言しました。私は、本会議討論で、政治生命を懸け
るべきは、東日本大震災の復旧復興と東電福島原発事故
の終息ではないかと、追及しました。
さて、消費税は、自民党も10パーセント民主党も10
パーセントと言っており、変わらないではないかと聞か
れます。違います。時期の点もありますが、予算委員会
で、岡田副総理は、増税する５パーセントのうち１パー
セント分だけを福祉の充実に使い、後は既存の福祉施策
に充てて赤字国債の増発を抑制すると説明しています。
自民党は、増税額を全て福祉財源とし、それで浮いた財
源を景気の回復などに充当することとし、財政再建は景
気回復を通じて実現することを考えています。虎の子の
消費税を財政再建に使ってしまえば、国の財政は、後が
なくなってしまいます。
また、政府与党は、社会保障・税の一体改革と言いなが
ら、年金改革など社会保障改革の全体像は、全く見えて

ビスを郵便事業会社等に新たに義務付けたものです。
そのほか、震災の復興財源に充てるため国家公務員給
与を２年間暫定的に引き下げる法案も、中心となって
取りまとめました。公務員の皆さんには申し訳ありませ
んが、未曾有の災害対策に免じていただきたいと思いま
す。沖縄振興特別措置法案、特別区制度を道府県に拡大
する地方自治法改正案、道州制基本法案、消費者教育基
本法案、無人国境離島管理法案など多くの議員立法に
も、取り組みました。
自民党では、主権回復記念日である４月28日のサンフ
ランシスコ平和条約発効60周年を記念して、憲法改正草
案を発表しました。党の憲法改正推進本部起草委員会事
務局長として、実際の立案を担当しました。平成17年の
新憲法草案を再修正したものであり、自民党らしい憲法
草案ができたものと、自負しています。今後、衆参両院の
憲法審査会に提出して議論に供したいと考えています。
政局は混沌としていますが、民主党政権が国民の信を
失ったのは、誰の目にも明らかです。解散総選挙に追い
込んで、新しい政治を作っていくことこそが、国民の利
益になるものと考え、がんばってまいります。
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フレから脱却しなければ税率を上げても税収は増え
ません。

礒崎
西田

礒崎

今、国民が一番苦しんでいるのは不景気です。景気を
良くするにはどうしたらいいですか。
デフレを止めることです。構造改革以降、減税したり
公共事業を減らして民間に金が回るようにしたが、景
気は良くならなかった。お金が海外に流れたからで
す。大企業は最高益を更新しても、国内の雇用は増え
ず、むしろ国内賃金を下げて雇用形態を変えてきた。
そこにメスを入れ、国内で投資できる仕組みにしな
ければなりません。そして、震災復興や耐震化の公共
事業を行って雇用を創ることです。
世界で20年もデフレが続いているのは日本ぐらいで
す。自民党政権でも公共事業を中心とした経済政策
をやってきましたが、景気回復とはいかなかった。

西田

圧倒的に事業量が少なくて効果が上がらなかった。
バブルの後、企業は借金返済を行い、20年間で200兆
円ほど返した。これではデフレになって当然です。

礒崎

金融の問題もありますね。日銀が「物価安定の理解」
を「物価安定の目途」と変えたのは一歩前進ですが、
米国のインフレ目標が２％なのに日本は１％です。
日銀はインフレに恐怖感を持っていますが、どう思
いますか。

西田

日銀はもっと積極的にやるべきです。日銀はインフ
レの止め方は分かっているが、デフレに対応してい
ない。デフレのために税収が減る。そこで増税すると
ますますデフレになる。デフレを脱却するには、経済
のパイを大きくしなければならない。そこは、政治決
断が必要であり、国家が危機の時には政治主導でや
る仕組みを作らなければなりません。

礒崎

西田

財務省は金利が上がるのを恐れている。ただ、金利が
上がると名目成長率が上がり税収も増えますから、心
配しなくていいと思います。
マクロ経済が分からない人が政策決定していること
が大問題です。増税よりデフレ対策が先なのに、財政
上の税収不足が問題だと勘違いしている。財政も重
要ですが、国家の経済が健全なら税収は増えます。デ

礒崎

野田総理の経済政策はどうですか。

西田

総理が財政をやりだしたのは、財務副大臣就任から
です。財務省の人に教えられ、財務省の立場で消費税
の税率を上げなければと思っている。しかし、その前
に国家全体のマクロ経済をどう見るかです。

礒崎

消費税率が低いから赤字だと思っている人が多いが、
そうではない。好景気時の税収は60兆円、今40兆円し
かない。将来は消費税増税が必要でしょうが、福祉目
的に限定すべきです。

西田

社会保障に充てる安定財源として消費税を上げるの
は賛成です。しかし、GDPが落ち込んでいる今は反対
です。民主党政権の２年半でＧＤＰが50兆円落ちて
いる。これは犯罪的な失政です。そこを自民党もマス
コミも、もっと言うべきです。

礒崎

政権奪還が必要ですが、どういう作戦で行きますか。

西田

与党は、自分たちの政策の意味が分ってない。だから
途中で方針が変わり、党内で議論してもまとまらな
い。民主党に政権担当能力がないことを国民に示し
ていくことです。

礒崎

社会保障と税の一体改革と言いますが、税と社会保
障は、直接関係はありません。民主党は一つの財源で
二つのことをやると言っている。消費税のうち１％
は福祉と年金の充実に使うが、あとの４％は赤字国
債の発行を抑制するために使うと言っています。

西田

年金一元化をすると、サラリーマンに過剰な負担が
増えます。年金問題は、自営業者の場合景気が悪いこ
とが問題であり、商売を続ける経済的基盤があれば
年金なしである程度いけます。社会全体の仕組みを
考えなければいけないのに、民主党は年金だけで老
後が成り立っていると思い、狭い視野でしか議論し
ていない。そこを国民に分かってもらうべきです。

礒崎

総選挙がいずれ行われると考えますが、総選挙後の
政治はどうなりますか。

西田

政界再編ですね。自民党は、前の構造改革の整理をし
ないといけない。民主党もマニフェストに縛られ、互
いに意地を張っている。選挙後は虚心坦懐に議論し
なければなりません。

礒崎

再編軸は、具体的にはどうなりますか。

西田

戦後の日本の状況はサファリパークと同じです。見
えない檻に守られ豊かで安全な生活をしてきました
が、米国の力が弱まり、その仕組みが崩壊したのです。
自力でやらなければならないのに、いまだに檻の中
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に入ろうとする。憲法改正もその一つの目標ですが、
戦後の価値観や仕組みに対して問題意識を持つこと
が再編の軸になるでしょう。
礒崎

もう一度日本を変える時ですね。国民がしっかりと
政治参加ができる体制を作るため一緒にがんばりま
しょう。

西田

政治家は世論に迎合せず、ものを言うことが大事で
す。大いに発信していきましょう。

西田

昌司（にしだ しょうじ）

昭和33年京都市生まれ、西田昌司税理士事務所開設を経て平成2
年京都府議会議員(5期)、平成19年参議院議員

国会
豆知識
宮中行事

出席できます。モーニング着用です。天皇皇后両陛下並
びに皇族方がお出ましになり、お言葉を賜った後、衆議
院議長が乾杯し、宴会になります。ただし、歩き回るこ
とはできないので、自席でお料理を頂くしかありません。
鯛の尾頭付きや平目の刺身などが出されます。お酒は、
ボーイがふんだんについでくれます。最後に、自民党議
員が万歳三唱の音頭をとります。残った料理は、持ち帰
ります。

国会議員が出席する宮中行事について、解説します。

皇族は同時には出席されませんが、１月頃、宮内庁埼
玉鴨場で、鴨猟が行われます。少人数ですので、党の指
元日には、皇居正殿松の間で、新年祝賀の儀が行われ、
名により参加します。ベージュのコート、軍手、メトロ帽
天皇皇后両陛下並びに皇族方に拝謁を賜ります。衆参両
に長靴、大網を持っての極めて奇異な姿で行います。元
院議長の祝辞の後、お言葉を賜ります。宮中行事の中で
溜という大きな池から両方向に十数本の水路が掘られ、
も最も格式が高いものであり、燕尾服着用が原則ですが、
そこに鷹匠が鴨を引き入れます。参加者は、水路の端の
おおむねモーニングで代用します。配偶者も、出席でき
築山に隠れ、鷹匠の合図と共に一斉に水路に突進し、驚
ます。式典後、豊明殿に尾頭付きのおせちとお酒が用意
いて鴨が飛び上がるところを、網を横に振って捕らえま
されており、一箸、二箸付けて後はお土産に持って帰り
す。鴨は、鑑札を付けて、リリースします。後で、鴨料
ます。
理を頂きますが、これは養殖の合鴨です。
春と秋の２回、赤坂御苑で、園遊会が行われます。国
会議員は、申込者の抽選で出席します。配偶者も、出席
できます。モーニング着用です。天皇皇后両陛下並びに
皇族方がお出ましになり、出席者がお待ちする池の周り
をお言葉を掛けながら一周されます。１時間以上になり
ます。メインゲストがあらかじめ決められており、そこ
では、長めにお言葉が掛けられます。国会議員は、大体
その手前の道筋でお待ちします。テントで酒肴が振る舞
われ、ジンギスカンが名物です。ここでは、皇族以外の
写真を撮ることが可能です。
天皇誕生日には、皇居豊明殿で、宮中宴会が行われま
す。国会議員は、申込者の抽選で出席します。配偶者も、
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ホームページで、活動記録を御覧いただけます。
http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/

携帯サイトは、右の QR コードからアクセスしてください。

ふれあい対話集会

大空団地の皆さんと

やよい保育園で河合園長らと

野津町自民党女性部の皆さんと

県年次大会でがんばろう

郵政問題に関する参議院政策審議会

自民党政治塾で講演

稙田ニュータウンで街頭演説

いそざき陽輔新風会・
いそざき陽輔東京後援会御入会のお願い
礒崎陽輔の活動を応援してくださる方、
是非御入会をお願いします。
入会については、右記にお問い合わせください。

▪いそざき陽輔新風会（ＴＥＬ 097-535-8260）
ホームページからのお申込みもできます。年会費は1,000円です。
下記郵便局の口座までお振り込みください。
口座番号：01730-4-118483 加入者名：いそざき陽輔新風会
▪いそざき陽輔東京後援会（ＴＥＬ 03-6550-1004）
年会費は、一口2,000円です。下記郵便局の口座までお振り込みく
ださい。
口座番号：00100-1-743291 加入者名：いそざき陽輔東京後援会

