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参議院議員

こんにちは。礒崎陽輔です。何かと政局が安定
しない今日このごろですが、国会議員になって３
年目を迎え、充実した議員生活を続けています。
今回は、政局の話から外れて、私の政策活動につ
いて、お話ししたいと思います。特に、党の政務
調査会で役職に就いて推進している政策を中心に
御紹介します。
消費者教育ワーキンググループでは、事務局長
を務め、
「消費者教育推進法」の制定を目指して
います。学校や地域で子供や消費者に経済知識を
普及し、消費者被害から守ろうという法案です。
国会では今まさに「消費者庁法」の審議をしてい
る最中ですが、成立後できるだけ早く、第二弾と
なる消費者教育推進法案を提出したいと考えてい
ます。
漂流漂着物対策特別委員会では、幹事を務め、
私が中心となって、海岸の景観保全のための新法
の起草に着手しています。国内外からたくさんの
漂流物が海岸に漂着し、大問題になっています。
こうした漂着物の処理の責任を明らかにし、NPO
の活動を支援しつつ、白砂青松の日本の美しい海
岸を取り戻そうというものです。
日本語教育小委員会では、事務局長を務め、外
国人に対する日本語教育の推進について、議論を
深めています。在留する外国籍住民の皆さんを対
象とした日本語教育を支援し、多文化共生社会の
実現を後押ししようという試みです。
振り込め詐欺撲滅ワーキングチームでは、幹事

礒崎陽輔

を務め、既に議員立法を成立させ、携帯電話の販
売手続の強化など数々の対策を打ち出しました。
その成果もあって、今年になって振り込め詐欺は
激減してきました。それでもまだ悪質な犯罪は後
を絶たず、根絶に向けて更なる努力を続けていま
す。
無駄遣い撲滅プロジェクトチームでは、公共事
業担当を務め、主として国土交通省を担当して新
年度予算編成時に公益法人等に対する委託費など
を大幅に削減させました。
議員定数・選挙制度に関する委員会では、本部
役員を務め、国会議員の定数削減など、国会議員
が先頭となって行う改革の推進を担当していま
す。同時に、選挙制度の改正も、真剣に検討して
います。
そのほか、道州制推進本部事務局次長、地方分
権改革特命委員会委員、日本型移民国家への道プ
ロジェクトチーム事務局次長などを務めていま
す。面白いところでは、パチンコやゲームセン
ターなどの振興や規制を議論する遊技場等の健全
化に関するプロジェクトチームで事務局長を務め
ています。
また、地方自治、農業政策、公務員改革、障害
者福祉対策、中小企業対策などの分野でも、党の
部会や委員会で大きな声で発言しています。党の
正式機関以外にも議員連盟がたくさんあり、そこ
でも多くの役員を務めています。
新聞やテレビでは、政局がらみのことばかり報
道されていますが、与党自民党の国会議員は、毎
日早朝から夕刻まで会議を続け、地道な政策作り
に汗をかいています。支援者の皆様にも、是非
知っておいていただきたいと思います。一方で、
政策とは別に、党改革、政治改革も極めて重要で
す。私は、政策も、改革も、どちらも大切な国会
議員の仕事と考えており、いずれの分野でも、精
一杯努力してまいります。
まだまだ駆け出し議員ですが、党内である程度
の発言力を持てるようになってきました。一層努
力を続け、少しでも日本と地元大分県のために、
成果を出していきたいと考えます。
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地方を見つめる確かな目線・礒崎陽輔参議院議員
礒崎陽輔議員との出会
いは、30数年前にさかの
ぼります。在京大分県人
会に青年部を創設しよう
ということになり、大分
県下各地区から40歳以下
の在京者の推薦を募りま
した。その中の最若手が
当時東大の学生であった
礒崎さんでした。青年部
の発起人には、私と礒崎
さんのほか、現在日本ユニシスの役員をしている鈴
木郊二さんや当時江崎真澄先生の秘書をしていた佐
藤錬代議士もいました。
青年部の創設については、保守的な役員らが、昭
和47年に大分県学生寮が過激派の拠点となり、つい
には排除のために廃止を余儀なくされてしまったこ
となどを持ち出し、青年部に「まだ親掛かり」の学
生を入れてはならないと反対したため、いったんこ
の計画は頓挫してしまいました。
しかし、こういった流れの中から、若い大分県人
を主体とした「夢豊会」が結成され、結果、若い力
による県人会の活性化に繋がったように思います。
ＯＢＳの大塚さん、大分合同新聞の今戸さん、佐藤
代議士や鳩山邦夫先生の秘書をやっていた岩屋毅代
議士も、このころの夢豊会の会員です。
礒崎議員は、今でこそ貫禄が出てきましたが、当
時は正に紅顔の美少年だったことをよく覚えていま

豊後高田市

芹川光宏

す。学生のころから政治への関心が深く、初志貫
徹、夢が見事に叶っています。そして、現在自民党
において、青年将校的な役割を担い、その評判も高
く、斬新なセンスと若いころから鍛えられた話術に
は定評があります。一層の活躍を願うばかりです。
そんな議員に是非お願いしたいのは、医師制度の
充実です。日本国中どの地域に住んでも、同じ医療
サービスを受けたいというのが国民の願いだと思い
ます。今や大都市でも医師不足や医療過誤を耳にす
ることもありますが、やはり医療の地域格差を見る
と暗たんたる思いに陥ってしまいます。その医療現
場の実態には、忸怩たる思いを禁じ得ません。田舎
に住むことが悪いことなのだろうか。齢を重ねるこ
とが悪いことなのだろうか。子供は国の宝という言
葉は死語になってしまったのだろうか。と考えさせ
られてしまいます。
「地方に陽の当たる政治を！」をスローガンに掲
げて選挙を戦った礒崎議員に、医療問題の解決を大
きく期待したいと思います。
国会議員も最初のうちは清新だが、年月を経ると
薄汚れてきます。礒崎議員は青雲の志を忘れず、い
つまでも清廉であってほしいと願っています。
芹川さんプロフィール
昭和22年豊後高田市出身、高田高等学校、中央大学を経
て、㈱翼書院及び㈲エッグズ代表取締役。
前在京県人会副会長、豊の国振興会専務理事ほか。

vol.5
■政治資金規正法
小沢一郎民主党代表の資金管理団体である陸山会が西松建設から不正に献金を受けたとされる事
件で、小沢代表の公設第一秘書が政治資金規正法違反で起訴されました。いったい、この事件のど
こに問題があったのでしょうか。
まず、企業・団体の寄附の規制について整理すると、次のようになります。
① 企業・団体から政党（支部を含む。）や政治資金団体（政党の資金団体）への寄附
資本金等に応じて年間750万円から１億円までの総枠（１年間に寄附できる額）が決まって
います。総枠内での個別の寄附の制限はありません。
② 企業・団体から資金管理団体（政治家の資金団体）その他の政治団体や政治家個人への寄附
一切禁止されています。
次に、政治団体間の寄附について整理すると、次のようになります。
① 政党・政治資金団体から資金管理団体その他の政治団体への寄附
総枠制限、個別制限ともにありません。
② 資金管理団体その他の政治団体相互の寄附
総枠制限はありませんが、個別の団体への寄附は年間5,000万円以内という制限があります。
つまり、今回の西松建設の事件では、企業から資金管理団体（陸山会）への寄附は禁止されてい
ることから、ダミーの政治団体を設立して資金管理団体にう回献金したのではないかという疑いが
もたれているのです。ダミーの政治団体への寄附に要する費用は、社員のボーナスに上乗せして支
給していたと報道されています。

■いそざき陽輔のホームページ http://www17.ocn.ne.jp/˜isozaki/
礒崎陽輔の日ごろの活動などを御紹介しています。是非御覧になってください。
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対 談

第5回

対談相手の冨永さんと

（礒崎）介護人口の不足が深刻だというお声をよく
聞きますが、その点について何か御意見があります
か。
（冨永）高齢化のピークの2025年までに、介護人口
不足は、より深刻化するでしょう。昨年日本、イン
ドネシア両政府の協定により、インドネシア人の看
護師、介護福祉士候補者の受入れが始まりました。
私もこの受入れに積極的にかかわっています。しか
し、来日後３年ないし４年以内に国家試験に合格し
なければ帰国させるという条件があり、これは、余
りにも厳しすぎるのではないかと思います。
（礒崎）働きながら勉強をし、資格を取得するとい
うのは、日本語が十分でない外国人にとっては、本
当に大変だと思います。私は、まずは留学生として
受け入れるところからスタートし、勉強してもらっ
た後に資格試験に挑戦し、就労してもらうという一
連の流れを確立していきたいと考えています。
今回、介護報酬を３％引き上げましたが、これに
ついては、いかがですか。
（冨永）ここ数年介護報酬は下がっていたので、
アップしたのは、うれしいですね。
これは介護職員の待遇改善のためのものですか
ら、適正に職員報酬に反映させなければなりませ
ん。ただ、今回のような一時的な措置ではなく、恒
久的な人材確保の基盤をつくってもらいたいと思い
ます。私は、以前から、消費税を介護人材の確保に
使ってもらえないかと考えています。
（礒崎）北欧並みの高福祉制度を取り入れるとなる
と、消費税は20％近くになり、実現するのは難しい
と思います。障害者やお年寄りに優しい社会を実現
するためには、中福祉・中負担が良いのではないか
と思います。介護人口が不足している一方で、派遣
社員の方の失業が大きな問題になっています。この
二つの問題を良い形で結び付けることができたらと
思いますが、いかがでしょうか。
（冨永）現在、県と連携して、介護職を希望する失
業者の方を対象に、県下の施設で研修を受けても
らっています。既に研修生の大半の受入れ施設が決
まっていて、良い方向に進んでいますね。
（礒崎）在宅介護を進める観点から、一方で老健施

いずみの園施設長

冨永健司

参議院議員
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設が十分に増えていないという声がありますが、こ
れについては、どうでしょうか。
（冨永）高齢化のピーク後は、少子化により高齢者
が減少するので、増床にブレーキが掛かっているの
でしょうが、私の施設でも現在324人もの待機者が
いらっしゃいます。
「何とかしてほしい」と直訴さ
れることもあります。このような現状を踏まえて、
高齢者が悲惨な状況に陥らないように、国に配慮し
ていただきたいですね。
当施設では、24時間体制で、施設に入所していな
い高齢者の方から電話があれば、職員が訪問する夜
間対応型訪問介護を行っています。このシステムが
広がれば、在宅でも高齢者の方が安心して生活でき
るのではないかと思います。在宅サービスと施設
サービスが良いバランスで連携がとれればと考えて
います。
（礒崎）国がグループホームに力を入れていること
については、どう思われますか。
（冨永）グループホームは、少人数制なので、きめ
細やかなサービスが提供できるメリットがありま
す。当施設でも100床のうち半分を個室にし、グ
ループホームの良さを取り入れていますが、個室が
増えれば、その分職員を増やさなければなりません
から、やはりここでも介護人口不足という問題が生
じてきます。
（礒崎）介護というのは、本当に大切な仕事ですか
ら、職員の方の待遇がもっと良くなるように、私も
努力するつもりです。最後に障害者自立支援法につ
いてお伺いしたいのですが、自民党では、障害者福
祉サービスの利用負担を応益負担から応能負担に戻
すことを決定しましたが、何か御意見があります
か。
（冨永）以前の制度は、介護保険との統合を前提に
導入されたのでしょうが、低所得者の障害者負担が
大きくなるということで、かなり反発が強かったよ
うですし、正直なじまない制度だったと思います。
障害者自立支援法や後期高齢者医療制度の導入で、
障害者や高齢者は、一時本当に不安になったと思い
ますね。
（礒崎）改革は、悪いことばかりではなかったので
すが、やはり急ぎすぎたことに問題があったように
思います。改革には優しさと理想をもって取り組ん
でいかなければなりませんね。
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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: / / w w w 1 7 . ocn. ne. j p/ ˜ i soz aki /

ブラジル大分県人会の皆さんと

井上伸史県議新年御礼会で乾杯の音頭

宇佐商工会議所新年賀詞交歓会

街頭演説

雇用情勢について八坂杵築市長と

獅子舞とさい銭箱を持つ子供

自衛隊入隊者歓迎会であいさつ

大分市議会議員選挙の応援

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、下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し込みもできます。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 03-3508-8610）
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

