プレス民主 号外版

号外
埼玉県（第１区版）
平成26年1月1日発行

プレス民主 号外版

第16１号

第16１号

民主党プレス民主編集部
東京都千代田区永田町1-11-1
TEL 03-3595-9988 （代表）

■日印友好議員連盟の訪印(12月15日～19日)

民主党埼玉県連広報局

たけまさ公一議員は日印友好議員連盟（会長
町村信孝衆議院議員、会長代行岡田克也衆議院
議員）幹事長としてインド訪問を致しました。

さいたま市浦和区高砂3-6-16
TEL 048-833-3500
FAX 048-833-3503
URL http：//minshu.org E-mail info@minshu.org

衆議院議員 たけまさ公一 国会レポート 第161号

２０１４年
たけまさ公一 の決意
民主党のたて直し
『地域から』を 徹底！
１． 経済好転、デフレ脱却の年に。消費税引
き上げ対策と金融緩和の出口戦略を！

デリーでは、天皇皇后両陛下訪問時には接遇
大臣を務めたクルシード外相、ラフル・ガンディー・
コングレス党副総裁、シャトルガン・シンハ印
日友好議連会長ほか議連メンバー等と日印交流
強化について意見の一致をみました。
さらに国際交流基金日本文化センター及び
バンガロールではインドにおける日本語教育
についてインド日本語教師会等と意見交換。
またバンガロールでは、横河インド、ソニー・
インディア・ソフトウェア・センターをはじ
め日本企業の現場や日本からの支援の実状を
視察及び意見交換を行いました。

２． 大震災復興の加速化、原発事故への対応、首都直下型地震への備えを！

日印経済関係での我が国の取り組み

３． 憲法改正国民投票法を。憲法提言2005の具体化と議論の深化を！

・前政権時、2011年8月1日に日インド包括的経済連携協定(CEPA)発効。

４．社会保障と税の一体改革。医療・介護・年金・子ども子育ての充実！

・前政権時から取り組んてきた日印社会保障協定（相手国に赴任したビジネスマ
ンが保険料を本国とダブル支払いしなくてよい）が12月国会承認。

「食育」に続いて少子化対策にも欠かせない「成育基本法」の立法化！
５． 地球温暖化対策と再生エネルギー推進の徹底した取り組み！
６． 日米同盟の深化としたたかな外交、日本語教育の海外普及。

・インドは我が国円借款の最大の受取国です。インドへの円借款は、経済関係強
化のみならず、外交安全保障上も重要です。
(2012年度に供与決定した円借款の総額は約3､531億円）

領土領海を守る、自らは自らで守る、安全保障政策の充実！
７． 独立行政法人改革など引き続いての行財政改革の徹底！
８． 規制改革(電波オークション等)と中小企業、商店街支援の更なる充実！

＜日本・インド間の経済、人の交流、学術交流の状況＞
日中間と比較して日印間の交流が非常に少ないことがわかります。
日印間

日中間

割合

貿易額(2012年)

約8,421億円

約11兆3,439億円

1：13

１０． 道州制、一括交付金など地方分権、地域主権改革の推進！

直接投資(2012年)

約2,228億円

約1兆759億円

1：5

１１．職業教育の充実と「ガイダンスカウンセラー（進路相談専門家）法案」成立を！

進出日系企業数(2012年)

926社

2万2,790社

1：24

訪日観光客数(2012年)

約2万人

約83万社

1：41

在日留学生数(2012年)

541人

86,324人

1：160

９． 国の基(もと)である農業、都市近郊農業の充実と見沼100年ビジョンの推進！

１２．埼玉県、さいたま市の課題解決へ。
◎ 全国最下位の医療「埼玉県」の汚名返上をオール埼玉で！

日本語学習者数(2012年)

約1.8万人

約82.7万人

1：46

◎ 地下鉄７号線の岩槻延伸と首都高新都心線延伸の早期実現！

姉妹・友好都市(2012年)

6組

349組

1：58

◎ 浦和・大宮・岩槻の中心市街地の活性化！

航空便数(2012年)

26便/週

668便/週

1：25
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民主党埼玉県連主催

たけまさ後援会岩槻支部主催

■「成育基本法（仮称）」成立に向けた議連呼びかけ人会(12月19日)

2014年新春の集い

この総会で、呼びかけ人１４名の国会議員が決まり、会長には河村建夫衆議院議員
が就任。超党派による議員立法として国会提出を予定しています。

2014年2月14日（金）

※成育基本法とは…出産前から成人するまでの成長過程の健康問題を包括的に社会共
通の問題として捉え、子供を産みやすく、育てやすい環境を作りに適切に対応する
ためにも欠かせない法律です。

ホテルブリランテ武蔵野

■民主党埼玉県連「党員・サポーター集会」開催(12月21日)
民主党埼玉県連は、民主党再生に向け、
県内の党員・サポーターから8,9月にアン
ケートを実施し、300名から回答を得て、
意見・要望を428件いただきました。
そのアンケート結果を踏まえ、12月21日
午前10時より県内各総支部より150名の党
員・サポーターが埼玉会館に集まり、2時
間にわたって意見交換会を開催しました。
「県連役員が情報を共有して集会に臨み、一致団結、党内融和を図って欲しい」
「地域を積極的に歩いてほしい」等の建設的なご意見、叱咤激励の中で信頼回復、民
主党再生に向けての貴重な場となりました。
最後に、民主党埼玉県連代表代行たけまさ公一議員より「地域に寄り添って活動し、
寄せられた声をどう国政に届けるのか。くらしを守る経済問題についてもアベノミク
スへの対案をまとめ、真の国民政党に脱皮できるように。さらに、最大の決戦と位置
づけた統一地方選挙に向けて、『民主党地方議員ここにあり』となるように共に頑張
ろう」との挨拶で閉会しました。
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雛の里いわつき

新春の集い

2014年2月5日（水）

午後6時30分開会

午後6時開会

酒蔵天国

参加費 3,000円

参加費 5,000円

詳細はたけまさ公一岩槻事務所まで

詳細はたけまさ公一事務所までお問い合わせ下さい

岩槻・浦和・緑・見沼区で、たけまさ公一とともに より良い地域を実現します
民主党埼玉県第１区地方議員並びに県政・市政担当者
浅野目 義英

神崎 功

井上 將勝

県議・浦和区

県議・見沼区

市議・緑区

昭和３３年生まれ

昭和５４年生まれ

昭和３０年生まれ

民主党・無所属の会／警
察危機管理防災委員／
緊急経済対策特別委員

民主党・無所属の会／産
業労働企業委員／地方
分権・行財政改革・新都
心特別委員

さいたま市議会副議長／民主
党さいたま市議団顧問／議会
広報委員/文教委員

高野 秀樹

三神 尊志

小柳 嘉文

市議・岩槻区

市議・見沼区

昭和３５年生まれ

昭和５５年生まれ

昭和４０年生まれ

民主党さいたま市議団団
長／党埼玉県連副代表／
地下鉄7号線延伸委員会
副委員長/総合政策委員

民主党さいたま市議団/
市民生活委員会委員長
／地下７延伸委員/予算
委員会委

民主党さいたま市議団/
予算委員／大都市行財政委
員／総合政策委員

武田 和浩

市議・浦和区

松岡 耕一

石田 昌生

市議・見沼区

緑区・県政担当

緑区・市政担当

昭和３６年生まれ

昭和５１年生まれ

昭和３５年生まれ

民主党さいたま市議団/
まちづくり委副委員長／
見沼田圃将来委員

民主党埼玉県第１区総
支部幹事

民主党埼玉県第１区総
支部幹事

■韓国軍への弾薬提供に関し国会の閉会中審査を！(12月24日)

たけまさ公一プロフィール

12月23日天皇誕生日、宮中での祝賀の儀の直前に持ち回り閣議が開かれました。そ
の決定をもって南スーダンで国連を通じて、陸上自衛隊の弾薬1万発が韓国軍へ提供
されました。

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、平成元年、松下政経塾卒業
平 成 11年 埼 玉 県議 会 議 員 2期 目当 選
平 成24年衆 議 院 議 員5期 目 当 選

政府はPKO法案などの国会答弁でも「武器弾薬の提供には、一貫して国連から武器・
弾薬提供の要請があるとは想定しておらず、仮にあったとしても断る」という見解を
示してきました。

【内 閣】元 財 務 副 大 臣／ 元 外 務 副 大 臣
【衆 議 院 】財務金融委員会委員／ 憲法審査会会長代理／ 消費者問題特別委員会委員
【民 主 党 本 部 】税制調査会副会長 【民主党埼玉県連】代表代行

武器輸出三原則の新たな見直しでもあるだけに人道的緊急的との理由が報じられて
いますが、重大な政策変更があったことから、国民への説明責任を果たすべきと、民
主党は国会の閉会中審査を求めています。

たけまさ公一事務所
●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
●岩槻事務所 さいたま市岩槻区本町5–5-12
●国会事務所 千代田区永田町2-1-2第2議員会館312
皆様のご意見・ご要望をお待ちしております
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TEL 048-832-3810 FAX 048-832-3846
TEL 048-749-6801 FAX 048-749-6802
TEL 03-3508-7062 FAX 03-3519-7715

メールアドレス
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voice@takemasa-k.jp

