
事はない。皆さんにここではっきり
断言します」と言っていたではない
ですか。延期した１年半でアベノミ
クスを必ず軌道に乗せる、そのため
の信を問う「アベノミクス解散」だ
と言って、自ら選挙で公約したので
はないですか。それができなかった
となれば、いくら国際経済のせいに
したって、公約違反の「アベノミク
ス失敗」の結果責任は問われざる
を得ないのではないでしょうか。「占
領憲法の改正」を祖父の岸総理の
代から悲願とする安倍総理による、
安倍総理のための、増税再延期と
衆参同日選挙の一人芝居に、国民
がお付き合いするいわれはないと私
は思います。
低所得者対策にならない「軽減税
率」に１兆円もつぎ込んで、高齢
者には３万円の現金をばらまき、今
度は若者に商品券のバラマキを補
正予算で行なうとも報じられていま
す。消費税増税を決めた時の約束
は、「税収は社会保障の充実と安
定化に使う」という話でした。皆さ
んが不安に感じている老後の医療
や介護、そして待機児童問題のよ
うな子育て支援に財源が充てられ
るはずだったのです。自民党に政権
交代して安倍政権になって、その

３月２７日、衆参１６０人規模を擁
する新たな野党第一党「民進党」
が結党されました。これにともない、
維新の党は解散し、歴史的な政権
交代を含め２０年の歳月を刻んでき
た民主党もその幕を閉じました。私
が掲げてきた＜平成の大同団結運
動＞の大きな到達点です。「不可能
を可能にする」という私の政治信
条を支援者の皆さんにはお話しして
きましたが、今回も、その一つとなっ
たと言えるのではないかと自負して

います。
結党大会では、岡田克也・初代代
表により、代表代行として、江田憲
司衆院議員が指名されました。来
たるべき７月の参院選、衆参同日
選挙の可能性も高まる中で、二枚
看板で新党の「顔」を務める体制
となったわけです。これも行動をと
もにしてきた一人として感慨深いも
のがあります。
新党の党名に示されているように、
「国民とともに進む」との理念のも
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と、今や国民の声が届かなくなって
いる今の安倍政権に対し、バラバ
ラの「一強多弱」と言われてきた
野党勢力を結集し、立ち向かって
まいりたいと思います。

アベノミクスによる人為的な株高・
円安は、大企業・富裕層に恩恵を
集中させ、上と下との格差の拡大
をもたらしてきました。この間、国民・
庶民は実質賃金の低下でむしろ苦
しい生活実感を感じてきた人がほと
んどです。その証拠に個人消費は
この３年間で増えるどころか極めて
低調となっています。にもかかわら
ず、安倍総理は都合の良い数字ば
かりをあげてアベノミクスの成果を
自画自賛しています。答弁に窮する
と相手の批判を始める姿は総理とし
て見ていられないものでした。
一方、巨大与党の数に胡坐をかい
た自民党の議員の言動が毎週のよ
うにマスコミにすっぱ抜かれ、つい
には「保育園落ちた」のブログを
取り上げた女性議員に対して、口
汚いヤジを飛ばす議員の姿までが
テレビで報じられました。子どもを
保育園に預けられなければ職場復
帰できない、育休明けに復職でき
なければ会社を辞めざるを得ない、

このような切実な声を「匿名のブロ
グに答える必要はない」と斬り捨て
た安倍総理の鈍感な対応にママ達
の怒りの声が集中し、政府もあわ
てて対応せざるを得なくなりました。
手強い競争相手のいない中、弛み
きった自民党には、国民の生活の
現場からの声も、耳に聞こえなく
なってしまっているのです。

一体、政治は誰のためにあるので
しょうか。安倍総理は５月の伊勢志
摩サミットを前にノーベル経済学賞
を受賞したスティグリッツ教授やク
ルーグマン教授を米国から招き、
「国際経済分析会合」と称する思
わせぶりな会議を重ねています。そ
こで「消費税の増税はすべきでな
い」とのアドバイスを受け、１０％
への増税再延期と衆参同日選挙を
決断するのではないかという観測が
高まっています。そして、選挙で勝
てばこっちのもの、あとは悲願であ
る憲法改正へと一直線、というわ
けです。
しかし、ちょっと待ってください。２
０１４年１２月に突如として行なった
衆院解散の時、安倍総理は何と
言っていたのですか。延期を決め
た消費税１０％を「再び延期する

民進党は、前進する。失敗につぐ
失敗を重ね、分裂につぐ分裂を繰
り返してきた野党勢力が、たやすく
信頼と期待を取り戻せるとは思って
いません。その意味で、結党時の
期待感は低いものになるのは当り前
だと思います。一つにまとまった、「小
異を残して大同につく」大同団結し
た姿を示して、地道な実践を積み
重ねていくほかないと思います。

約束がズタズタにされ、あたかも選
挙対策のように巨額のカネがばらま
かれつつあります。これなら消費税
の増税などやらない方がよほどまし
です。

一体、政治は誰のためにあるので
しょうか。政治は政治家の野心や
欲望を満たすための玩具ではありま
せん。そして、大企業・富裕層の
ために政治があるのではない。政
治は国民・庶民のためにある。政
治は社会的弱者のためにあるので
す。今や「中流社会」の日本は過
去のものとなり、上と下との格差が
拡大し、中間層から貧困層に転落
する人が続出しています。離婚等の
原因でひとり親、シングルマザーと

なった世帯は、その半分以上が貧
困水準で生活しています。このよう
な状況下で育つ子ども達の未来の
ためにこそ、国は資金を投じていく
べきではないでしょうか。
社会全体に広がる、生活の不安、
老後の不安を解消し、社会保障の
セーフティネットの網を張り直し、
「貧困層ゼロ」を実現していく。そ
れにより国民が持っている１７００
兆円の金融資産が個人消費へと回
り、実感、そして実質をともなった
経済成長が実現する。アベノミクス
の機能しなかった上から下へのトリ
クルダウンにかわる、国民・庶民
の側に立ったボトムアップの経済政
策を、私達は、対立軸として示して
まいりたいと思います。
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◀新党協議会の党名検討チームで、「民進党」
「立憲民主党」の2案を提示。
世論調査などを踏まえて、最終的に「民進党」
に決定しました。

▼3月27日、都内会場で新党結党大会を開催。
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言っていたのですか。延期を決め
た消費税１０％を「再び延期する

民進党は、前進する。失敗につぐ
失敗を重ね、分裂につぐ分裂を繰
り返してきた野党勢力が、たやすく
信頼と期待を取り戻せるとは思って
いません。その意味で、結党時の
期待感は低いものになるのは当り前
だと思います。一つにまとまった、「小
異を残して大同につく」大同団結し
た姿を示して、地道な実践を積み
重ねていくほかないと思います。

約束がズタズタにされ、あたかも選
挙対策のように巨額のカネがばらま
かれつつあります。これなら消費税
の増税などやらない方がよほどまし
です。

一体、政治は誰のためにあるので
しょうか。政治は政治家の野心や
欲望を満たすための玩具ではありま
せん。そして、大企業・富裕層の
ために政治があるのではない。政
治は国民・庶民のためにある。政
治は社会的弱者のためにあるので
す。今や「中流社会」の日本は過
去のものとなり、上と下との格差が
拡大し、中間層から貧困層に転落
する人が続出しています。離婚等の
原因でひとり親、シングルマザーと

なった世帯は、その半分以上が貧
困水準で生活しています。このよう
な状況下で育つ子ども達の未来の
ためにこそ、国は資金を投じていく
べきではないでしょうか。
社会全体に広がる、生活の不安、
老後の不安を解消し、社会保障の
セーフティネットの網を張り直し、
「貧困層ゼロ」を実現していく。そ
れにより国民が持っている１７００
兆円の金融資産が個人消費へと回
り、実感、そして実質をともなった
経済成長が実現する。アベノミクス
の機能しなかった上から下へのトリ
クルダウンにかわる、国民・庶民
の側に立ったボトムアップの経済政
策を、私達は、対立軸として示して
まいりたいと思います。

アベノミクスの３年間で実質賃金は減少、
個人消費は低迷

民間最終消費支出 実質賃金の推移 実質賃金指数は2000年 =100とする。
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消費税８％への増税時より
消費はさらに低下！



た江東区選出の議員として、小規
模保育の実現等、さまざまな取り
組みを私自身が進めてきた自負を
持っていますが、「保育園落ちた」
のママ達の切実な声に本気で耳を
傾けようとしない巨大与党に対して、
本法案の受入れを迫っていきたいと
思います。

ます。ならば絶対的な保育士の不
足に対応する緊急の処遇改善の措
置は、当面どうしてもやらなければ
ならないものでしょう。
「保育園落ちた」ブログと山尾議員
の国会質問で、ママ達の怒りの声
の高まりに、鈍感な安倍政権も対
応せざるを得なくなりましたが、保
育士の処遇改善は「給
与2%アップ」とか言わ
れていて、4000円の給
与アップで現状の保育
士不足がどうにかなるも
のとはとても思えませ
ん。待機児童問題が大
きな課題であり続けてき

３月２４日、「保育士等処遇改善法
案」を、野党 5 党共同提出の議員
立法として、国会提出しました。全
職種平均より10 万円以上も低い、
月額給与平均 21万円の保育士給
与を、国の責任で当面5万円アップ
するのが柱です。3 月 18 日の衆内
閣委における私の質問への答弁に
よれば、23 区内の保育士の有効
求人倍率は、今年 1 月の時点で、
最大で 9 倍！にもなっています。
待機児童解消のために保育園を増
やそうにも、どうにもこうにも保育
士が集まらない状況です。人繰り
がつかずに保育園が募集停止や閉
園に追い込まれる事例も出てきてい

「保育士等処遇改善法案」提出
“保育園落ちた”の声に応える

※掲載誌より一部抜粋

に選ばれました！！

柿沢未途が　　　　　　2016年新春号 で

小泉進次郎 自民党青年局長、復興政務官を経て、党農林部会長として農業対策に汗を流す

福田達夫 自民党農林部会長代理。祖父・赳夫、父・康夫という総理一家のサラブレッド

吉田雄人 横須賀市長。小泉進次郎のお膝元でありながら、自民党系候補に市長選で連勝

河野太郎 昨年 10月、国家公安委員長・行政改革担当大臣として初入閣

細野豪志 民主党政調会長。元原発担当相・環境相。昨年の党代表選にも出馬した

玉木雄一郎 民主党国対副委員長。政策通で発信力も高く、「次期総理候補」との声も

柿沢未途 みんなの党を経て、維新の党元幹事長。国会質問の多さで知られる

児玉博（経済ジャーナリスト）
竹中治堅（政策研究大学院大教授）
田原総一朗（ジャーナリスト）
常井健一（ノンフィクションライター）
歳川隆雄（政治ジャーナリスト）
三浦瑠麗（国際政治学者）
橘川武郎（東京理科大大学院教授）
名和高司（一橋大大学院特任教授）
水木楊（作家）
宮尾攻（金融ジャーナリスト）
宮永博史（東京理科大大学院教授）
横田響子（女性社長 .net 代表）他

日本を元気にする
逸材125人
■政治・官僚等

【推薦人】

議員会館で開かれた意見交換で、待機児童問題
に苦しむ現場の保育士やお母さんたちの切実な

訴えを伺いました。


