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去る１２月１８日。政界再編をめざす
新政党「結いの党」が衆参国会議
員１５人により結党されました。私、
柿沢未途はその結党に参画し、党
代表に就任した江田憲司衆院議員
より政調会長の役職を拝命いたしま
した。これから私が先頭になり、政
界再編の原点に立ち返って、捨て
身の覚悟で挑んでまいる所存です。
私は常に語ってきました。安倍総理
率いる自民党が図抜けた数を持って
いる「一強多弱」の国会の勢力図
の中で、競争相手として対抗すべき
野党がバラバラではどうしようもな
い。理念と政策の一致を前提に幅
広い政治勢力を結集しなくてはなら
ないと。政界再編に関するそうした
考え方の違いによって、党存続を優
先する渡辺代表から離党を求めら
れる不本意な事態ともなりました。
しかし私は一人になっても私の信念
を変わる事なく語ってきました。
「一強多弱」の国会が何をもたらす
か。それが如実に表れたのが昨秋
の臨時国会における特定秘密保護
法案の審議です。担当大臣の答弁
は迷走し、審議はまだまだ未了で
あったにもかかわらず、数を頼んだ
強権的な国会運営が行なわれ、与

野党が怒鳴りあう見苦しい採決
のシーンが報じられました。自民
党のやりたい放題に問題があった
のも事実ですが、それを許したのは
野党のバラバラです。ある党は徹夜
国会で安倍政権に抵抗し、ある党
は賛成ありきで安倍政権にすり寄
り、揃わない足並みを見透かすよう
に自民党は数の力で押し切っていき
ました。
今こそ、安倍政権の競争相手として
政策論争で切磋琢磨できる政治勢
力を結集しなければならない。誰か
がそれを阻むなら、身を賭して乗り
越えていかなければならない。誰か
がやるだろうではなく、誰かがそれを
始めなければならない。非常なる決

意の下、行動を起こしたのが江田
憲司衆院議員をはじめとする１４人
の衆参国会議員です。先んじて行
動を起こした私とともに、自己保身
と屁理屈ばかりが横行するこの政界
で、捨て身の覚悟で全員一丸となっ
て挑戦してまいります。
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神田明神の境内に「籠祖神社」

がある。かつて江戸に多く

あったいわゆる「籠屋」の神

様だ。１１月３日、その例大

祭が催された。

柿沢家は代々、江戸嘉永年間

から葛籠（つづら）を商う店

として、「籠常」の屋号で、日本橋小伝馬町で商売を

営んできた。「柿沢常次郎商

店」として５代１５０年間

続いたが１０年前に廃業し

た。そもそも今や葛籠屋自

体が全国で３軒しかなく

なっている。

祖父の柿沢常次郎の名を刻

んだ灯籠を見つけた。柿沢

家の末裔として「籠祖神社」

をお守りするのは私の責務

だと感じた一日だった。

「籠祖神社」
例大祭

去る１２月１０日、「柿沢未途君
を励ます会２０１３」を開催。
オリンピック・パラリンピック招
致決定記念として、ともに招致
活動を行なった鈴木大地氏、

川渕三郎氏のメッセージ、そして前日に離党の江田憲司
衆院議員がスピーチ、民主や維新の仲間も駆けつけ、さ
ながら「政界再編前夜」の盛り上がりとなりました。
Dr. レオンの壮大なイリュージョンマジックショー、そして
被災地の南三陸町からは「南三陸ミシン工房」の「がんばっ
ぺし！Ｂａｇ」を販売。仮設住宅のおかあさん達の作った
バッグを次々と手にする皆さんの善意に感謝でした。

2020オリンピック・パラリンピック東京招致決定の瞬
間にブエノスアイレスの現地で立ち会えたのも忘れら
れない思い出となりました。ＮＨＫ記者として 1998 年
の長野オリンピック・パラリンピックの取材に奔走した
私の経験が活きると思っています。
さっそく、長野時代に記者として取材した「一校一国
運動」を、江東区内の小中学校で展開する事を提言
しました。江東区議会で私の提言を元に質問を行った
伊藤よしひろ区議とともに長野市を訪れ、改めてヒア
リングを行なってまいりました。
「一校一国運動」とは、小中学校がそれぞれ１つの国
を決めて、オリンピックの年までその国の歴史や文化
を学んだり、その国と交流したりするものです。大会
ではその国の選手団の選手村入村式で子ども達がお
迎えする心温まる場面もニュースで報じられました。
長野では当時内戦中だった旧ユーゴのボスニア・ヘル
ツェゴビナとの交流を行なった長野市立三本柳小学校
が、その後も平和教育をテーマに地雷廃絶を学ぶなど、
学校と子ども達に目に見えない大きな「オリンピック・

2020東京オリンピック・パラリンピックへ―

レガシー（遺産）」を残しま
した。
学校や先生だけではなく、
英語を使った交流はじめ、
ＰＴＡや地域の皆さんの協
力なくして「一校一国運動」
は成功できないというのが
長野での経験です。子ども
達のために必ず成功させた
いと思います。ご協力宜し
くお願いいたします。

「一校一国運動」の展開を提言

「柿沢未途君を励ます会２０１３」

▼長野市立裾花小学校
  （ジャマイカのボブスレーチームと）

▲長野市立三本柳小学校
   （ボスニア・ヘルツェゴビナ
   選手団と）

▲長野視察、伊藤よしひろ区議と

年末恒例年末恒例

報道陣で埋め尽くされた会場。野党再編への関心は高い

か
け
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「結いの党」の政調会長として、
会見で政策を語る柿沢未途

み　と

出来たてのロゴをかかげて



年安心」を繰り返すのみで、政府は全
く何も語っていないに等しい状況です。
そこで、５０００万円を超える世代間格差
の生じる現行年金制度の仕組みを改め、
「払った保険料が返ってくる」「必ずもら
える」積立方式の年金制度への移行を
掲げ、週１回、計７回の勉強会で議論
を重ねました。
その成果物として公表したのが「新世
研」の提言書「世代間の格差を是正！
『必ずもらえる』年金制度」です。積
立方式の年金制度への移行にあたって
は、過去の大盤振る舞いのツケである
７５０兆円もの「暗黙の債務」の解消
が必要となりますが、１００年単位での
負担の平準化や課税ベースを広げた相
続税の税収増等により世代間公平を期
する形で問題の解決を図っていくビジョ
ンを提示しました。
「どうせ払ってももらえない」という若者
世代の「年金不信任」こそが未納率
50％という深刻な年金制度の空洞化を
招いている原因であり、ここに顔をそむ
けて見て見ぬふりをしているのでは、年
金制度に対する国民の信頼を回復する
事はできません。「新世研」では若者
世代の将来を見据えて、負担のツケ回
しの先送りではなく、今、問題と正面
から向き合って、その解決策を提言し
ました。提言書の本文は柿沢未途ウェ
ブサイト（http://www.310kakizawa.jp）
にアップしてありますので、ぜひご一読
を頂ければと思います。
それと同時に「新世研」での議論を通
じて、今は民主・維新・（旧）みんなと
異なる党派に所属していても、同世代
の若手議員達で多くの政策や時局認識
を共有していける事を確認できました。
「新世研」では新年以降も年金制度の
みならず医療や介護、子育てといった
社会保障制度のあり方について議論を
続け、第２弾、第３弾の提言書を公表
していく予定です。
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数合わせの政界再編では失敗に終わ
る。それは民主党政権の挫折でも明ら
かです。理念と政策の一致を作り出す
ために、離党後、無所属の「脱藩浪士」
として、党派横断の勉強会の結成に携
わってきました。民主、維新、（旧）みんな
の若手議員を中心に衆参国会議員９０
人で発足した「新世研」（新しい社会
保障制度を確立し、世代間格差を是
正するための研究会）もその一つです。
消費税増税と表裏一体のはずだった社
会保障制度改革ですが、安倍政権の
「社会保障改革プログラム法」の内容
は給付減と負担増による表面的な帳尻
合わせに終始しており、行き詰まった年
金制度をどうするのか、「現行制度は百

グを組んだ抵抗に屈する形で、アベノミ
クス「三本目の矢」の成否に注視する
国内外のマーケットの評価を受けるよう
な踏み込んだ規制改革のメニューを打
ち出せないままです。既得権益の保護
により「票」と「カネ」を得ている自民
党政権の構造的限界が露呈しつつある
とも言っても過言ではありません。
また、公共事業をはじめ中央集権的な
国によるバラマキが復活し、それが国
家予算の更なる膨張を招いています。
被災地における巨大なコンクリート防潮
堤に象徴されるように、現地のニーズに
合わない公共事業に何兆円もの予算を
投じ、しかもその予算が消化しきれずに
余りかえっています。地域の事は地域の
責任で決める、中央集権から地域主権
への転換が必要です。
以上のような「この国のかたち」を変え
る改革をめざし、共通の政策の基盤を
作り出すのが本勉強会の目的です。
設立総会には、政府の産業競争力会議
メンバーとして活躍中の新浪剛史・ロー
ソンＣＥＯをお招きし、規制改革をめぐ
る現在の議論の状況をまじえてお話し
頂きましたが、若手議員を中心とした精
鋭揃いの自由闊達な質疑応答に「前向
きで明るい空気を感じる」と強い期待
感を語っておられたのが印象的でした。

臨時国会会期末には党派横断の新たな
勉強会「既得権益を打破する会」が衆
参国会議員８５人で発足しました。代
表は江田憲司衆院議員と、細野豪志衆
院議員（民）、松野頼久衆院議員（維）です。
設立総会で私は事務局長を拝命し、勉

強会の取りまとめ役を担う事となりまし
た。
アベノミクスは序盤の金融緩和で株価
上昇や円安をもたらしましたが、中長
期的な経済成長には物やサービスと
いった実体経済の動きを加速する規制

改革が欠かせません。
「農業」「医療・福祉・
子育て」「エネルギー」
等の成長分野において
新規参入を促進してい
くためには、既得権益
を守る厚い岩盤のよう
な規制の壁を可能な限
り取り払っていかなけ
ればなりません。
にもかかわらず安倍政
権は既得権益の温存を
狙う「政」と「官」がタッ

責を担っています。それだけの気概と責
任を持たなければなりません。いくつも
の逆境を乗り越え、幸運にも助けられ、
今、この激動と転換の時代の政治を担
える事を誇りに思いつつ、これからも同
志とともに歩んでまいります。ご心配を
おかけする事も多いかと思いますが、ど
うぞ本年も変わらぬご指導を賜りますよ
う宜しくお願い申し上げます。

時は元治元年１２月１５日。高杉晋作
は幕府への恭順を示す俗論党に藩政を
握られ、絶体絶命の危地に陥っていま
した。そこで奇兵隊諸隊とともに功山寺
にこもり、弱気になる同志に決起を呼
びかける大演説をぶちました。「俺は一
人からでもやるぞ」と訴える高杉晋作の
鬼気迫る姿に押され、俗論党から藩政
を奪還する正義党の挙兵が決まりまし
た。これが奇跡のような快進撃となり、
奇兵隊諸隊は連戦連勝、高杉晋作率
いる正義党は再び長州藩政の実権を取
り戻し、やがてあの歴史的な薩長同盟
へと結びついていきます。
私は常に語ってきました。歴史の大転
換を成し遂げるには、たった一人では

できない。しかし、歴史の流れを変え
る時、一人からでもできる事はある。身
を捨てて決起する一人が生まれなけれ
ば、後に続く者も生まれないのです。今、
政界再編をめざす党派を超えた動きの
中で、私、柿沢未途が果たしているのは、
まさにその一人の役割だと自任していま
す。高杉晋作が命がけで功山寺決起を
決断し、薩長同盟から倒幕に至る歴史
の流れを作り上げたように、私も天から
与えられた大義の実現を目指して、力
の限り、働いてまいりたいと思います。
「一国は一人をもって興り、一人をもっ
て滅ぶ」宋代の文人・蘇洵の「管仲論」
にある言葉です。すべての政治家はこ
の言葉の通り一国の衰亡を左右する重
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国によるバラマキが復活し、それが国
家予算の更なる膨張を招いています。
被災地における巨大なコンクリート防潮
堤に象徴されるように、現地のニーズに
合わない公共事業に何兆円もの予算を
投じ、しかもその予算が消化しきれずに
余りかえっています。地域の事は地域の
責任で決める、中央集権から地域主権
への転換が必要です。
以上のような「この国のかたち」を変え
る改革をめざし、共通の政策の基盤を
作り出すのが本勉強会の目的です。
設立総会には、政府の産業競争力会議
メンバーとして活躍中の新浪剛史・ロー
ソンＣＥＯをお招きし、規制改革をめぐ
る現在の議論の状況をまじえてお話し
頂きましたが、若手議員を中心とした精
鋭揃いの自由闊達な質疑応答に「前向
きで明るい空気を感じる」と強い期待
感を語っておられたのが印象的でした。

臨時国会会期末には党派横断の新たな
勉強会「既得権益を打破する会」が衆
参国会議員８５人で発足しました。代
表は江田憲司衆院議員と、細野豪志衆
院議員（民）、松野頼久衆院議員（維）です。
設立総会で私は事務局長を拝命し、勉

強会の取りまとめ役を担う事となりまし
た。
アベノミクスは序盤の金融緩和で株価
上昇や円安をもたらしましたが、中長
期的な経済成長には物やサービスと
いった実体経済の動きを加速する規制

改革が欠かせません。
「農業」「医療・福祉・
子育て」「エネルギー」
等の成長分野において
新規参入を促進してい
くためには、既得権益
を守る厚い岩盤のよう
な規制の壁を可能な限
り取り払っていかなけ
ればなりません。
にもかかわらず安倍政
権は既得権益の温存を
狙う「政」と「官」がタッ

責を担っています。それだけの気概と責
任を持たなければなりません。いくつも
の逆境を乗り越え、幸運にも助けられ、
今、この激動と転換の時代の政治を担
える事を誇りに思いつつ、これからも同
志とともに歩んでまいります。ご心配を
おかけする事も多いかと思いますが、ど
うぞ本年も変わらぬご指導を賜りますよ
う宜しくお願い申し上げます。

時は元治元年１２月１５日。高杉晋作
は幕府への恭順を示す俗論党に藩政を
握られ、絶体絶命の危地に陥っていま
した。そこで奇兵隊諸隊とともに功山寺
にこもり、弱気になる同志に決起を呼
びかける大演説をぶちました。「俺は一
人からでもやるぞ」と訴える高杉晋作の
鬼気迫る姿に押され、俗論党から藩政
を奪還する正義党の挙兵が決まりまし
た。これが奇跡のような快進撃となり、
奇兵隊諸隊は連戦連勝、高杉晋作率
いる正義党は再び長州藩政の実権を取
り戻し、やがてあの歴史的な薩長同盟
へと結びついていきます。
私は常に語ってきました。歴史の大転
換を成し遂げるには、たった一人では

できない。しかし、歴史の流れを変え
る時、一人からでもできる事はある。身
を捨てて決起する一人が生まれなけれ
ば、後に続く者も生まれないのです。今、
政界再編をめざす党派を超えた動きの
中で、私、柿沢未途が果たしているのは、
まさにその一人の役割だと自任していま
す。高杉晋作が命がけで功山寺決起を
決断し、薩長同盟から倒幕に至る歴史
の流れを作り上げたように、私も天から
与えられた大義の実現を目指して、力
の限り、働いてまいりたいと思います。
「一国は一人をもって興り、一人をもっ
て滅ぶ」宋代の文人・蘇洵の「管仲論」
にある言葉です。すべての政治家はこ
の言葉の通り一国の衰亡を左右する重

既得権益を
打破する会

そして政界再編へ―

事前積立方式とは…
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保険料 積立金

事前積立方式は、経年しても
納付保険料は推移しない！

事前積立方式による
積立金残高の推移

賦課方式による
保険料

（経年により上昇）

全世代共通保険料
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2055年には1人の高齢者を1人で支える「肩車型」に！

とっても
怖い

新
世
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「結いの党」結党記者会見。漕ぎ出した船の進む先は荒
波の中であるということを、誰もが覚悟している

新世研提言書記者会見に臨む柿沢未途（一番右）

既得権益を打破する会、新浪剛史氏講演

細野・江田・松野の3人のキーマンが共同代表に

【
新
し
い
社
会
保
障
制
度
を
確
立
し
、世
代
間
格
差
を
是
正
す
る
た
め
の
研
究
会
】
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去る１２月１８日。政界再編をめざす
新政党「結いの党」が衆参国会議
員１５人により結党されました。私、
柿沢未途はその結党に参画し、党
代表に就任した江田憲司衆院議員
より政調会長の役職を拝命いたしま
した。これから私が先頭になり、政
界再編の原点に立ち返って、捨て
身の覚悟で挑んでまいる所存です。
私は常に語ってきました。安倍総理
率いる自民党が図抜けた数を持って
いる「一強多弱」の国会の勢力図
の中で、競争相手として対抗すべき
野党がバラバラではどうしようもな
い。理念と政策の一致を前提に幅
広い政治勢力を結集しなくてはなら
ないと。政界再編に関するそうした
考え方の違いによって、党存続を優
先する渡辺代表から離党を求めら
れる不本意な事態ともなりました。
しかし私は一人になっても私の信念
を変わる事なく語ってきました。
「一強多弱」の国会が何をもたらす
か。それが如実に表れたのが昨秋
の臨時国会における特定秘密保護
法案の審議です。担当大臣の答弁
は迷走し、審議はまだまだ未了で
あったにもかかわらず、数を頼んだ
強権的な国会運営が行なわれ、与

野党が怒鳴りあう見苦しい採決
のシーンが報じられました。自民
党のやりたい放題に問題があった
のも事実ですが、それを許したのは
野党のバラバラです。ある党は徹夜
国会で安倍政権に抵抗し、ある党
は賛成ありきで安倍政権にすり寄
り、揃わない足並みを見透かすよう
に自民党は数の力で押し切っていき
ました。
今こそ、安倍政権の競争相手として
政策論争で切磋琢磨できる政治勢
力を結集しなければならない。誰か
がそれを阻むなら、身を賭して乗り
越えていかなければならない。誰か
がやるだろうではなく、誰かがそれを
始めなければならない。非常なる決

意の下、行動を起こしたのが江田
憲司衆院議員をはじめとする１４人
の衆参国会議員です。先んじて行
動を起こした私とともに、自己保身
と屁理屈ばかりが横行するこの政界
で、捨て身の覚悟で全員一丸となっ
て挑戦してまいります。

衆議院議員柿沢未途

発行：衆議院議員 柿沢未途

03-5620-3104 　　03-5620-3105
〒135-0047 江東区富岡1-26-21
発行：衆議院議員 柿沢未途

03-5620-3104 　　03-5620-3105TEL FAX 国会質問
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「結いの党」結党、
政調会長に就任

政界再編の大義の実現をめざして―
www.310kakizawa.jp @310kakizawa@310kakizawa公式WebSite Twitter

〒135-0047 江東区富岡1-26-21

神田明神の境内に「籠祖神社」

がある。かつて江戸に多く

あったいわゆる「籠屋」の神

様だ。１１月３日、その例大

祭が催された。

柿沢家は代々、江戸嘉永年間

から葛籠（つづら）を商う店

として、「籠常」の屋号で、日本橋小伝馬町で商売を

営んできた。「柿沢常次郎商

店」として５代１５０年間

続いたが１０年前に廃業し

た。そもそも今や葛籠屋自

体が全国で３軒しかなく

なっている。

祖父の柿沢常次郎の名を刻

んだ灯籠を見つけた。柿沢

家の末裔として「籠祖神社」

をお守りするのは私の責務

だと感じた一日だった。

「籠祖神社」
例大祭

去る１２月１０日、「柿沢未途君
を励ます会２０１３」を開催。
オリンピック・パラリンピック招
致決定記念として、ともに招致
活動を行なった鈴木大地氏、

川渕三郎氏のメッセージ、そして前日に離党の江田憲司
衆院議員がスピーチ、民主や維新の仲間も駆けつけ、さ
ながら「政界再編前夜」の盛り上がりとなりました。
Dr. レオンの壮大なイリュージョンマジックショー、そして
被災地の南三陸町からは「南三陸ミシン工房」の「がんばっ
ぺし！Ｂａｇ」を販売。仮設住宅のおかあさん達の作った
バッグを次々と手にする皆さんの善意に感謝でした。

2020オリンピック・パラリンピック東京招致決定の瞬
間にブエノスアイレスの現地で立ち会えたのも忘れら
れない思い出となりました。ＮＨＫ記者として 1998 年
の長野オリンピック・パラリンピックの取材に奔走した
私の経験が活きると思っています。
さっそく、長野時代に記者として取材した「一校一国
運動」を、江東区内の小中学校で展開する事を提言
しました。江東区議会で私の提言を元に質問を行った
伊藤よしひろ区議とともに長野市を訪れ、改めてヒア
リングを行なってまいりました。
「一校一国運動」とは、小中学校がそれぞれ１つの国
を決めて、オリンピックの年までその国の歴史や文化
を学んだり、その国と交流したりするものです。大会
ではその国の選手団の選手村入村式で子ども達がお
迎えする心温まる場面もニュースで報じられました。
長野では当時内戦中だった旧ユーゴのボスニア・ヘル
ツェゴビナとの交流を行なった長野市立三本柳小学校
が、その後も平和教育をテーマに地雷廃絶を学ぶなど、
学校と子ども達に目に見えない大きな「オリンピック・

2020東京オリンピック・パラリンピックへ―

レガシー（遺産）」を残しま
した。
学校や先生だけではなく、
英語を使った交流はじめ、
ＰＴＡや地域の皆さんの協
力なくして「一校一国運動」
は成功できないというのが
長野での経験です。子ども
達のために必ず成功させた
いと思います。ご協力宜し
くお願いいたします。

「一校一国運動」の展開を提言

「柿沢未途君を励ます会２０１３」

▼長野市立裾花小学校
  （ジャマイカのボブスレーチームと）

▲長野市立三本柳小学校
   （ボスニア・ヘルツェゴビナ
   選手団と）

▲長野視察、伊藤よしひろ区議と

年末恒例年末恒例

報道陣で埋め尽くされた会場。野党再編への関心は高い

か
け

い

命

「結いの党」の政調会長として、
会見で政策を語る柿沢未途

み　と

出来たてのロゴをかかげて


