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ブログ「今日のたけまさ」日々更新中！
たけまさ公一公式ホームページへお越しください
http://www.takemasa.org
携帯版のアドレスはこちらです
http://www.takemasa.org/i
皆様のご意見・ご要望をお待ちしています
voice@takemasa.org
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ガソリンなど暫定税率がわずか 1 ヵ月で復活！（４月３０日）
ガソリンなどの暫定税率反対の署名を 200 万人以上の方からいただき、あり
がとうございました。おかげさまで、3 月 31 日で暫定税率は廃止になりました。
残念ながら、4 月 30 日の本会議では、みなし否決が行われ、自民党公明党の
賛成による 3 分の 2 以上の再議決で 5 月 1 日からガソリン軽油などの暫定税率
が復活してしまいました。既に石油元売各社から 3 月末よりも更なる引き上げを
行うことが発表されたことは、便乗値上げといわざるを得ない。その他の商品の
便乗値上げを懸念されます。
また、アロマセラピー、マッサージチェアやミュージカルなどガソリン税などの
無駄遣いが白日の下にさらされましたが、これは約 6 兆円の道路特別会計のみ
です。これ以外に 30 の特別会計総額 170 兆円の無駄遣いはまだ闇の中。これ
を白日の下にさらす前に暫定税率分の収入だけを確保するのは問題。特に、5
月 13 日以降、2 回目の再議決に 10 年 59 兆円の道路整備中期計画の根拠とな
る法案を通すことは、総理記者会見「来年度から一般財源化」に矛盾する。ゆえ
に、首相への問責決議案など、厳しい国会対応を行います。「政府与党は特別
会計全体の改革を行わない」という意思表明と言わざるを得ません。
以下は、埼玉新聞（5 月 1 日）へのコメント。
「物価急騰の中、暫定税率を 1 ケ月で自民党公明党が復活させたのは時期尚
早。便乗値上げも心配。地方自治体の不足財源は予備費や特別会計積立金で
対応可能なのに、参議院での審議中のみなし否決は手続きに問題がある上、
山口 2 区衆議院補欠選挙結果にも背く暴挙」。

衆議院外務委員会における質疑（４月 2 日、9 日、16 日、23 日）
① 日中関係について（日中刑事共助条約、ガス田、餃子事件、チベット問題）
② 東アジア諸国について（EPA 経済連携協定、投資協定）
③ 食料価格急騰について の 3 点を中心に質疑しました。
① ガス田協議は日中中間線が国際司法裁判所の判例でもあるのでその主張
で、決して「棚上げ」してはいけないことを指摘。餃子事件は、日本側の捜
査はほぼ終了したので中国側の捜査を急ぐよう求め、チベット問題に関す
る日本側の意思表示を求め、総理からは「タイミングを見て」外務大臣から
は「直接」それぞれ意思表示をするとの答弁を得ました。日中刑事共助条
約は、米国韓国に次 3 番目の条約。外国人の犯罪の第 1 位を占める中国
との間で警察当局が直接に捜査協力ができる条約なので、餃子事件を例
に日本側の縦割り行政の是正と共に効果が上がるように求め衆議院で承
認されました。
② ASEAN とは 4 月に経済連携協定の署名が行われました。しかし、10 ヶ国の
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ASEAN 内部にも格差が生じています。カンボジア、ラオスとの投資協定の
質疑では、途上国支援の NGO に対する情報が在外公館や外務省に不足
している点を取り上げました。特に、ODA にまつわる賄賂が常習化している
といわれる中、「汚職防止」協定の実効性を求めました。
③ 表のように、穀物価格が上昇し
ています。その背景の一つに
「バイオエタノール」があります。
サトウキビのように適したものに
比べ、効率の悪いとうもろこしに
ついてはバイオエタノールには
適さないことをアフリカ開発会議、
洞爺湖サミットなどで指摘をする
ように外務大臣に求めました。
東アジアでも食料高騰で暴動が
起きています。東アジアの代表
としても発言が求められます。

出典：国会図書館作成資料

民主党 埼玉県第１区議員からの市政報告
緑区選出市議

神崎いさお

からのご報告！

「東浦和駅前交番がいよいよ完成！！」
以前より、地域の皆様からの要望が強かった東浦和駅前交番の
完成が間近になった。
5 年前の選挙の私の公約でもあり、その完成に感慨深いものがあり
ます。この間には、紆余曲折あり、県・市・警察とのいろいろの協議が
ありました。特に場所の確保というのが一番の課題でした。
1 日の乗降者数が 5 万人弱の駅、多くの人が集まる周辺では、さま
ざまな問題が発生します。そこに交番があることで、防げることや解決
できることがあります。安心・安全な街づくりへの大きな前進と期待して
います。
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衆議院議員たけまさ公一後援会

「後援会総会」
日時：平成 20 年 5 月 21 日(水)
総会
18 時 30〜19 時
懇親会 19 時〜

会場：浦和コルソ 7F（コルソホール）
（浦和区高砂 1-12-1）

TEL 048-824-5555

会費：3,000 円
来賓：藤井裕久氏（元大蔵大臣，現民主党税制調査会長）

〜都市政策研究会主催〜

たけまさ公一と語る会

第７ ７回

「トップセミナー 2008」
講師：村田 兆冶氏
日 時
会 場
会 費

６月１０日(火)

午後６時 開会

浦和ロイヤルパインズホテル
２０，０００円

詳細は下記の事務所までお気軽に
お問い合わせください。

テーマ

「日本とアジア諸国」
日 時：５月２４(土)14 時〜16 時
会 場：市民会館うらわ 101
浦和区仲町 2-10-22
TEL 048-822-7101

参加費：無料
月１回、オープンミーティング形式で勉強会
を行っています。ぜひお気軽にご参加下さい。

上記イベントについてのお問い合わせ、申し込みは・・・
TEL 048-832-3810 FAX 048-832-3846
E-mail： voice@takemasa.org ・・・までお願いいたします。

衆議 院 議員 たけまさ公 一 ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ
●.昭和３６年(１９６１年)生まれ。 ●さいたま市立木崎小、木崎中、県立浦和高校、慶応義
塾大学法学部政治学科卒業。平成元年、松下政経塾卒業。 ●平成１１年４月、埼玉県議会
議員２期目当選。 ●平成１７年９月、衆議院議員３期目当選。 ●民主党 NC(=次の内閣)
外務（副大臣）担当。民主党埼玉県連幹事長。衆議院外務委員会理事、予算委員会委員。
たけまさ公一事務所・所在地
■浦和事務所 さいたま市浦和区北浦和 3-6-11 松本ビル 2 階 TEL:048-832-3810 FAX:048-832-3846
■岩槻事務所 さいたま市岩槻区本町5‒5-12
TEL:048-749-6801 FAX:048-749-6802
■国会事務所 千代田区永田町 2-1-2 第 2 議員会館 312
TEL:03-3508-7062 FAX:03-3519-7715
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