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「2016年参議院議員選挙に向けて」

国政で取り組みたい課題
礒崎 自民党県連の公募で、古庄さんは、次期参議院議
員選挙の候補予定者に選出されました。弁護士にな
るのは非常に難関ですし、また、弁護士と国会議員
の二足のわらじを履くとなるとなかなか大変だと思
いますが、今回公募に参加しようと思った動機をお
聞かせください。
古庄 長年弁護士として法律に携わる仕事をしてきまし
たが、弁護士の立場では個別の事件の解決しかでき
ず、やれることに限界があると感じていました。そ
れで、これまでの経験を生かし、法律を作る立場で
仕事をすれば、より多くの人の幸福に寄与できるの
ではないかと思ったのが、応募に至った大きな理由
です。
 また、人生一度きりです。これまで30年間弁護士
として働いてきましたが、60歳を目前に控え、これ
からの人生は、これまで私を育んでくれた社会への
恩返しをするために使いたいと強く思っています。
礒崎 具体的には、どのようなことをしたいとお考えで
しょうか。
古庄 弁護士としての経験から、裁判は、依頼者が裁判
にどれだけお金を掛けられるかによっても結果が変
わってくる側面があると感じています。ですから、
や
はり第一に司法制度改革に取り組んでどんな人でも
裁判で救われるようにしたいと思います。
礒崎 大分県の活性化については、どのようにお考えで
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古庄 故郷へ帰ると、過疎化が進み、活気がないなと感
じます。これは、地方で働く場所がないというのが、
一番の原因だと思います。まずは、景気回復に力を
入れ、その経済効果を地方でも感じてもらえるよう
にし、若者が十分暮らしていける経済環境を整えて
いきたいと思います。
 また、大分は、何といっても豊かな自然と温泉に
恵まれているので、観光で、もっと押し上げていけ
るのではないかと考えます。
礒崎 私は、ヨーロッパのように街歩きが楽しめるとい
うことが、観光のポイントになってくるのではない
かと思います。大分には、おいしいものがたくさん
ありますから、それも食文化として広めていきたい
ですね。
 それから、インフラ面では、東九州新幹線や豊予
海峡架橋の課題もありますね。
古庄 もちろん、いずれも実現できれば、大いに大分県
の活性化につながってくるので、実現に向けて努力
したいと思います。
礒崎 福祉や教育については、どのようにお考えですか。
古庄 福祉については、介護士など福祉に携わる皆さん
の労働条件の改善が必要だと痛感しています。また、
教育に関しては、それぞれの個性を伸ばせる、そう
いう教育の在り方が必要だと思います。
候補予定者に選ばれて
礒崎 私も古庄さんと同じ58歳ですが、私のほかにも岩
屋毅衆議院議員、佐藤樹一郎大分市長など、大分で
は昭和32年生まれの政治家が多くいます。同い年と
しても、是非、古庄さんにがんばっていただきたいと
思うのですが、選挙というのは本当に大変です。ど
う取り組んでいきますか。
古庄 初めての選挙ですから、正直、暗中模索というと
ころです。これからの活動は、自民党県連、国会議
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員や地方議員の皆さん、各支部の皆さんに御指導い
ただきながら、一所懸命に取り組んでまいります。
礒崎 大分県全域が選挙区になるわけですが、各地域を
十分に回れていますか。
古庄 大分、別府、杵築に法律事務所を持っていますが、
それ以外の地区は、まだまだこれからです。とにか
く一人でも多くの方に会って、私の人柄を御理解い
ただけるようがんばらなければならないと考えてい
ます。
礒崎 プライベートな部分になりますが、家族構成をお
聞かせいただけますか。
古庄 妻と二人の娘がいます。娘は二人とも東京に住ん
でいて、一人は商社勤務、もう一人はピアニストです。
礒崎 今回候補予定者に選ばれて、御家族は、どのよう
な反応ですか。
古庄 妻は、
これまで政治には余り興味がなかったのです
が、平和安全法制に対して様々な議論がされたこと
がきっかけで、政治に関心を持つようになりました。
また、子供たちは、
「お父さんが決断したことだった
ら、その気持ちを尊重する。
」と言ってくれました。
礒崎 選挙は、御家族の支えが必要になってきますが、
大丈夫そうですね。
古庄 そうですね。温かく応援してくれると思います。
礒崎 それから、法律事務所の職員の皆さんの反応はい
かがでしたか。
古庄 反対はありませんでしたが、やはり戸惑ったので
はないかと思います。現在事務所にいる４人の弁護
士が、経験を重ね、順調に育ってきたので、後進に
道を譲ることもできると考えています。
子供時代から現在まで
礒崎 古庄さんは、安岐町の御出身でいらっしゃいます
ね。
古庄 安岐町の西武蔵で生まれ育ちました。小学校５年
生の時に、父親の仕事の関係で杵築小学校へ転校
し、杵築中学校、杵築高校を経て、早稲田大学へと
進学しました。その後、司法修習を経て、大分県で
ずっと弁護士をしています。
礒崎 子供の頃は、どういうお子さんでしたか。
古庄 結構いたずら好きで、いたずらが過ぎて、親が学
校に呼び出されたこともありました。その夜、父親に
たいそう怒られたことを今でも鮮明に覚えています。
礒崎 ガキ大将だったのですか。
古庄 ガキ大将ではなかったのですが、いわゆる優等生
タイプの子供ではなかったですね。
礒崎 スポーツは何かされていますか。
古庄 中学時代は、剣道部に在籍していました。高校に
入ってからは、スポーツは特にしていなかったので
すが、司法修習生時代に、先輩の影響で、登山を始
めました。登山をした後、ゆっくりと温泉に入るの
が、今では楽しみの一つです。
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礒崎 では、体力には自信がありそうですね。
古庄 毎朝、職場まで40分歩いて通勤するなど、健康に
は気を遣っています。
礒崎 弁護士になって、主にどういう仕事をしてきまし
たか。心に残るエピソードなどあればお聞かせくだ
さい。
古庄 弁護士は、
法律事務所で雇ってもらう居候弁護士、
いわゆる「いそ弁」としてスタートすることが多い
のですが、私の場合は、司法修習後、大分に戻って
いきなり自分の事務所を開きました。ですから、当
初は、固定客がいるわけでもなく、ほとんど刑事で
国選弁護の仕事ばかりしていました。
 当時、依頼人が、
「お金はないんだけど、お礼の気
持ちです。
」と採れたての野菜や果物を持って来てく
れました。これこそが、弁護士としての最高の報酬
だととても感動し、今でも心にしっかりと焼き付い
ています。最近は、民事を手掛けることが多くなり
ましたが、私の弁護士としての原点は、やはり刑事
弁護であり、地域に密着した田舎の弁護士であるこ
とだと思っています。
礒崎 最後に、選挙に向けての意気込みをお聞かせくだ
さい。
古庄 弁護士というと、どうしても固いイメージを持た
れることが多いのですが、私は裏表のないざっくば
らんな人間です。有権者の皆さんには、そういう私
の人間性を知っていただきたいと思います。
 私の強みは、これまで弁護士として法律を扱って
きたことです。法律を作る仕事をしていく立場にな
った時、これまでの経験は必ず生かせると思います。
 選挙に出ると決めた以上、とにかく全力で突き進
んでいきたいと思っていますので、どうぞよろしく
お願いします。
礒崎 これからお忙しくなると思いますが、一緒にがん
ばっていきましょう。
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古庄 玄知 氏

昭和32年国東市生まれ、杵築高等学校を経て、早稲田大
学法学部卒業、昭和57年司法試験合格、昭和60年弁護士登
録、平成20年大分県弁護士会会長
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5マイナンバーの疑問にお答えします
2
3
4
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○マイナンバーは
「情報の一元管理」ってうそです

よく新聞や週刊誌に
「情報の一元管理」と書いてありますが、これは全くの間違いです。マイナンバーによっ
て、行政が持っている情報同士の連携ができるようになりますが、それには個別に法律の根拠が必要です。
何かマイナンバーがあると、その人の行政情報が一覧的に見られるようになるというような話をしている人がい
ますが、そんなことはありません。それぞれの省庁が個別に持っている個人情報は、これまでどおり、
「分散
管理」されます。

○マイナンバーカードは１月から交付されます
現在全住民に紙製の「通知カード」が配布されています。これでも最小限度の利用はできますが、写真入り
ＩＣ付きの「マイナンバーカード」に交換した方がずっと活用範囲が広がります。マイナンバーカードの申請は
自由ですが、申請の際には写真を添付する必要があります。インターネットでも写真は送れます。なお、マイ
ナンバーカード受領のため、原則所定の証明書を持って一度は役所に出向かなければなりませんので、御理解
ください。マイナンバーカードの交付は、無償です。

○マイナンバーを持つことによって行政手続が便利になります
例えば書類を提出するときなど、よく住民票も一緒に提出してくださいという言われることが多かったのです
が、その書類にマイナンバーを書くことによって、住民票を役所に取りに行く必要がなくなります。これには法
律の根拠が必要ですが、そうした便利な取扱いを順次拡大していきます。
そのほか、運転免許証を持っていない人にも写真付き身分証明書となり、様々な所で活用できます。

○マイナンバーカードの利用範囲を拡大します
マイナンバーカードは、地方自治体で使うことができますので、住民票や印鑑証明の機械交付や図書館カー
ドにも利用を広げることができます。将来的には、医療機関やレンタルショップなどの民間利用に拡大してい
きます。民間にカードを使わせるのは心配だとお考えの人もいるでしょうが、飽くまでマイナンバーは使わずに
ＩＣカードの空いた部分にショップの会員番号などを載せるだけであり、国のコンピュータにつながるわけでは
ありません。それを使って、民間のコンピュータとつながるだけです。また、ＩＣカードに個人情報が載ってい
るわけではありません。

○万一マイナンバーが漏れても心配はいりません
マイナンバーは重要なものですから他人に知られないようきちんと管理する必要があります。しかし、マイ
ナンバーが漏れたからといって、すぐに個人情報が漏れるわけではありません。各省庁が管理する情報を相互
に活用する際にはマイナンバーとは異なるそれぞれ個別の「符号」を用いてアクセスしており、これがなけれ
ば個人情報にアクセスできず、芋づる式に個人情報が漏れることはありません。また、それぞれの情報には、
権限のある人しかアクセスできず、マイナンバーを持っていればアクセスできるわけではありません。
なお、マイナンバーが漏れ、不正利用のおそれがあるときは、それを変更することができます。

○マイナンバーによる民間の情報収集は禁止されています
将来、個人向けにインターネットのポータルサイト ( マイナポータル ) を立ち上げますが、このアクセスにも、
マイナンバーとは異なるアクセスコードを使います。また、民間企業がマイナンバーを使って情報収集、リスト
化することは、法律で禁止されています。マイナンバーカードを交付する際には、裏面のマイナンバーが見え
ないようなカバーをお付けします。

○ 税務署が全ての財産を把握できるようになるというのも誤解です
マイナンバーの導入によって、税務署に提出する書類が増えることはありません。単にマイナンバーを書き足
すだけであり、税務署に入る情報は増えません。将来銀行口座の開設にもマイナンバーを書き加えていただく
ことになりますが、今でも口座の開設に当たっては身元を確認しており、取扱いは変わりません。マイナンバー
によって、口座の内容が見られることはありません。
ただし、税務調査に入るときに、税務署が資産等の名寄せの作業をしますが、それがスピーディになるとい
う税務署側の利便があるのは事実です。

○マイナンバーの管理に金庫はいりません
企業の従業員から集めたマイナンバーは厳重に管理する必要がありますが、関係書類を鍵のかかる引き出
しに入れておけば十分です。
「頑丈な金庫が必要だ。
」などというセールスは、詐欺まがいのものです。コン
ピュータの管理ソフトのセールスも見受けますが、本当に必要なものか十分注意しましょう。

新風会だより

平成27年12月31日

第19号
（4）

新風会 ひろば

ドクターヘリを視察

関の鯛つりおどり大会でスターターを

みなとフェスOITAで

危機管理産業展で日本防災士会の皆さんと

大分大学視察

北野学長と

自衛隊観艦式のくらま艦上で

自民党に入党して、礒崎陽輔を支えてください。
自民党では、現在、党員獲得運動を行って
います。議員ごとに党員獲得目標が定められ、
当支部は、1,000 人とされています。
つきましては、礒崎陽輔が支部長を務める
自民党参議院選挙区第一支部に入党いただき、
礒崎陽輔の活動を支えていただくようお願い
します。
また、
既に党員になっていらっしゃる方も、
是
非とも御家族の入党に御協力をお願いします。

◆入党資格◆

１ わが党の綱領、主義、政策等に賛同

される方
２ 満 18 歳以上で日本国籍を有する方
３ 他の政党の党籍を持たない方
一般党員
家族党員

党費年額
党費年額

4,000 円
2,000 円

※入党申込書を送付させていただきますので、
事務所まで御連絡ください。

