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　こんにちは、礒崎陽輔です。通常国会は終盤を迎
え、多忙な日々を過ごしています。国会では、党の国
会対策副委員長として、現場の指揮を執るとともに、
与党との交渉に当たっています。５月から、参議院総
務委員会筆頭理事に就任し、委員会運営に苦心してい
ます。党では、引き続き、総務部会長代理を務めると
ともに、４月から税制調査会事務局長に着任しまし
た。そのほか、多くのプロジェクトチームの役職に就
き、正直、体が幾つあっても足りません。
　さて、民主党政権は、混迷を深めてきました。20
パーセントを切る内閣支持率が象徴するように、鳩山
内閣は、もう後がありません。普天間基地の移転問題
では、鳩山総理は「最低でも県外」と言いながら、結
局現行案に戻ることになりました。さすがに、マニ
フェストに逆行する高速道路の値上げだけは、参議院
選挙後に先送りしたようです。大分県でも心配されて
いる口蹄疫は、赤松農林水産大臣が連休中長期間国内
を留守にしている間に、拡大の一途をたどりました。
　鳩山総理の母親からの資金提供問題は、予算委員会
で「事件が決着したら使途についての資料を提出す
る。」と言っていたにもかかわらず、資料提出を拒ん
でいます。小沢民主党幹事長の資金疑惑も、何ら国民
の納得いく説明がなされていません。北教組から裏金
をもらって選挙をした小林千代美衆議院議員は、まだ
議員辞職していません。
　だれも、何も説明せず、何も責任をとろうとはしま

せん。これが民主党政権です。威張って言えることで
はありませんが、自民党政権時代にも、多くの政治と
金の問題が起きました。しかし、疑惑の本人に政治倫
理審査会に出席させ、予算委員会で参考人招致や証人
喚問に応じさせ、離党や議員辞職をきちんとさせてき
ました。民主党政権の下で、正義が通用しないのに
は、本当にがく然とします。
　今、自民党では、全国で、国民の皆さんとひざ詰め
で御意見を伺う「ふるさと対話」を実施しています。
私も、既に全国数箇所に出掛け、対話をしてきまし
た。「民主党政権は駄目だけど、自民党ももう少し
しっかりしてもらわないとねえ。」という意見が、本
当に多いのです。御指摘のとおりだと思います。参議
院選挙を前に、党が一丸となってがんばらなければな
らない時期に、ベテラン議員が何人も離党するという
のは、情けない限りです。谷垣総裁にも、もっと野党
党首として力強く戦ってほしいという意見も、たく
さん頂きます。
　ただ、自民党も、変わっています。私が中心となっ
て署名を集め、党にシャドーキャビネット（影の内閣）
を設置するよう要求していましたが、「ネクストジャ
パン」という名称で実現し、多くの若手議員が登用さ
れました。また、参議院比例代表区で70歳の定年を遵
守するよう私たちが求めていましたが、その動きが全
国の選挙区にも波及し、参議院選挙候補者の世代交代
が進んでいます。現在のところ、平均年齢が、50歳を
割ったのではないでしょうか。
　私は、国会活動や政策活動を地道に続けるととも
に、引き続き、党改革にも、中堅・若手議員の中心と
なって努力します。「自民党を変える。」それが私の公
約です。
　参議院議員候補予定者小田原きよしさんが、顔を
真っ黒にして、全県を掛け巡って、がんばっていま
す。次の参議院選挙、何としても与野党逆転を果た
し、小沢民主党幹事長の独裁政治に歯止めを掛けなけ
ればなりません。国民の皆さんが頼りです。よろしく
御支援お願い申し上げます。
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　平成19年度の参議院選挙
では、与党自民党が惨敗
し、安倍総理が内閣改造で
刷新を図るも、支持率の低
下で退陣しました。当時の
厳しい逆風の中の参議院選
挙で、「自民党を変える」
を公約に掲げ、見事に当選
した礒崎陽輔議員について
は、官僚出身の若い先生と

いうこと以外は、御身分・経歴はもちろん、お人柄
についても、ほとんど知りませんでした。
　翌20年に入り、礒崎議員の東京後援会を設立する
に当たり、在京大分県人会の芹川光宏氏からの要請
で、発起人にお名前をとのことでお会いするように
なりました。自治省や総務省での地方自治の御経験
や、幅広い職種を歴任された体験等を伺い、政治家
として誠にふさわしい人物であると感じました。ま
た、礒崎議員の母君が、杵築市の御出身で、杵築高
校の1年後輩であると知り、一挙にヨウスケ先生の
ファンとなり、微力ながら東京新風会の一員として
努めております。
　政権交代により、自民党は野党第一党として、が
んばらねばならない時期にもかかわらず、ここにき
て自民総崩れか、分裂の危機に直面かと激震が起こ
り騒がれています。昨年の総選挙で、大分県では、
すべての小選挙区で議席を失いました。私は、長老
の多い自民党の世代交代を期待していますが、当選

６回以上の議員が半数近くを占め、10回以上の議員
が10名もいるということを思うと、一概には言えま
せんが、これで党の改革ができるのかと疑問でなり
ません。そんな中で、礒崎議員は自民党若手議員を
牽引する一員として、古くなった自民党の改革を目
指し「団結・結束」に積極的に取り組んでおられます。
また、礒崎議員は、昨年10月に、参議院国会対策副
委員長に抜てきされ、若くして、異例の要職に出世
されました。これからは、中堅・若手議員のリーダー
として、また取りまとめ役としても、大いに活躍さ
れることと期待しています。
　激務の国会勤めの合間には、必ず大分県の各地域
で、国政報告を始め、様々な活動を通じて、県民の
声に同じ目線で接している姿を、礒崎議員のメルマ
ガで拝受しています。すごい行動力で、誠実に県民
のための活動に取り組んでおられる姿には、感動も
し、心から敬服しております。礒崎議員こそ正義感
あふれ、政治家としてのあるべき姿であり、国民が
一番望んでいる政治家像ではないでしょうか。これ
からも更に研さんを積み重ねて、意志を曲げない、
強い信念を持って、我が国のお役に立つよう、一層
がんばっていただきたいと思います。

小形　弘正義感あふれた政治家　礒崎陽輔先生！
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　国会には、一般の人が聞きなれない様々な用語があ
ります。「つるし」も、その一つです。国会に議案が
提出されると、委員会での質疑、採決を経て、本会議
で採決されますが、どの法案から審議するかは、与野
党間の協議で決まります。野党が、法案審議を遅らせ
るため、本会議での趣旨説明を要求し、その間委員会
での審議入りに応じないことがあります。このような
手法で議案を宙に浮いた状態にしておくことを「つる
し」といいます。また、与野党間で話が付き、審議が
始まることを「つるしを下ろす」といいます。
　民主党の小沢幹事長の元秘書だった石川知裕衆議院
議員が、政治資金規正法違反で２月４日に起訴されま
した。これを受けて、自民党、公明党、みんなの党の
野党３党で、石川被告への議員辞職勧告決議案を衆議
院に提出しました。ところが、その決議案の扱いにつ
いて、民主党の山岡国対委員長は、「石川議員が、秘
書のときの問題であって国会議員としての問題ではな

いから、審議するにはあたらない。つるしたままにし
ておく。」と、同党の国対委員会で平然と言ってのけ
ました。自民党は、再三採決に応じるよう申入れしま
したが、依然として決議案はつるされたままです。こ
れは、与党の話であり、本来の「つるし」ではありま
せんが、与党は多数をもって議案を本会議にかけない
ことができます。
　これまでにも、何度か議員辞職勧告決議案が国会に
提出されました。しかし、正当な理由もなしに会議に
付さず審議されないということは、異例なことです。
政権交代したからといって、数の力で議会運営を専横
していいわけではありません。
　石川議員は、その後、民主党を離党したものの、依
然として議員の座にあります。民主党では、「政治と
金」の問題に対して鳩山総理、小沢幹事長始めだれも
責任を取ろうとしません。こんなことでは、日本の民
主主義は崩壊してしまいます。

つるし

小形さんプロフィール

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。メルマガ会員も、募集しています。

杵築市出身、杵築高等学校、明治大学を経て明電舎に入社、
故重宗雄三参議院議長秘書、関係会社役員等を歴任、
現在㈱マトリックス顧問
在京大分県人会評議会元副会長、在京杵築市人会会長ほか
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春日校区自治委員協議会長　荒金　一義

参議院議員　礒崎　陽輔
対  談対  談対  談

（礒崎）今日は、自治会活動についてお話を伺い
ます。昔と比べて最近の自治会活動に何か変化が
ありましたか。
（荒金）自治会活動に対する興味が薄れてきたよ
うに思います。特に若い世代にその傾向が見られ
ます。
（礒崎）何が原因ですか。
（荒金）現代は、スピードが速すぎて皆疲れてい
るのではないでしょうか。忙しすぎて自分のこと
だけで精一杯なのだと思います。それが、個人主
義に走らせている理由だと思います。
（礒崎）昔は、お互いに助け合わなければ生きて
いけないという時代背景がありましたが、現在で
は、携帯電話やパソコン、コンビニの普及によっ
て他人に頼らなくてもそれほど困らなくなってい
ます。便利になりすぎたがゆえに個人主義を助長
しているのかもしれません。
（荒金）住宅環境の変化も、要因の一つにあげら
れます。この地域でもマンションが増えてきまし
たが、マンションの場合は、どうしても交流はマ
ンション内に限られてしまい、地域へ目が向きに
くいようです。随分前の話になりますが、この地
域でマンション火災が発生しました。火災は本当
にお気の毒でしたが、火災時に地域の人が力を合
わせて支援に当たったことで、地域が連携するこ
との大切さを改めて認識するきっかけになりまし
た。それまで余り自治会活動に興味を持っていな
かった方が「自治会長さんのお宅はこちらですか」
と訪ねてくれるようになりました。
（礒崎）個人主義が強まる一方で、数年前には昭
和30年代をモチーフにした映画が大ヒットしまし
た。これは当時の人々が助け合って生きていく姿
に若い世代の方も共感したからでしょう。何か
きっかけがあれば、すっとなじんでいくのかもし
れませんね。

（荒金）自治会活動を一所懸命やっている我々世
代の元気がよすぎて、若者の出番がないのかもし
れません。いずれある程度の年齢に達したら自然
と自治会活動に積極的に参加してくれるのではな
いかという気がします。無理をせず、気負わず、
それぞれの世代が、その時にできることをやる。
そういうスタンスでいいのではないかと思いま
す。
（礒崎）核家族化が進み、お年寄りの一人暮らし
が増えています。まずは一人でがんばるという自
助、国が支える公助、そしてその間に自治会やＮ
ＰＯ活動を通じて行われる共助があります。私は
これからの高齢化社会を支える上で、お年寄りを
孤独にさせないためにも、この共助が非常に重要
になってくると思います。
（荒金）遠くの親戚より近くの他人と言います
が、私も自治会がそういう役割を担っていけたら
と思っています。数年前から春日校区全体のお祭
りとして春日まつりを催しています。これは、校
区内の自治会、社協・民生委員・青少協などの各
団体が中心となって行う手づくりのお祭りです。
このお祭りを始めたのは、各地域の団体がどうい
う活動をしているのか多くの方に知ってもらいた
いということと、世代を問わず気軽に参加できる
場を設け、地域交流の輪を拡げたいということか
らです。例年子供からお年寄りまでおよそ1600人
の方が足を運んでくださっています。皆さん、顔
なじみが増えたと喜んでくれています。
（礒崎）春日まつりのほかにはどのような行事を
催されていますか。
（荒金）南春日町内会では、住吉川の一斉清掃、
供養盆踊り大会、防災訓練、餅つき大会、小旅行
などだいたい３か月ごとに行事を設けて親睦を深
めています。
（礒崎）南春日町は、自治会活動がとてもうまく
いっているという印象を受けますが、何か問題点
はありますか。
（荒金）昨年待望の南春日町公民館がようやく出
来上がりました。以前は町内の皆さんが一堂に集
まる場所がなく苦労しました。拠点となる場所を
持つことは大切ですが、まだ活動の拠点を持って
いない地区がたくさんあります。この点が解消さ
れれば、より自治会活動は活発化すると思いま
す。
（礒崎）人生を最後まで楽しむためには、やはり
人と人との絆は大切です。そういう意味において
も自治会の担う役割は、今後ますます大きくなる
と思いますので、引き続き、御尽力ください。

荒金さん御夫妻と
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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

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。

大分市内で街宣

宇佐市消防出初式

玖珠町童話祭の開会式で

別府市の火災現場を視察

早吸日女神社ふじ祭りで

松岡保育園の子供たちと

日出町ミニ集会

本会議質疑
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