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今こそ
「論語と算盤の実践を! !
そろ

ばん

財務省から、深谷市出身の渋沢栄一翁が、２０２４年から
使用される新しい一万円札に決定したとの発表がありました。
渋沢翁は、
荻野吟子
（熊谷市）
、
塙保己一
（本庄市）
と並んで、
「埼玉の三大偉人」
です。国立銀行など５００以上の会社設
立に携わっており、
「近代日本経済の父」
と称されています。
私は最近の勉強を通じて、渋沢翁の唱えた
「道徳経済合
渋沢栄一翁
一論」
が、今の日本に必要とされているのではないかと考え
ておりました。開国以来、欧米に
「追いつき追い越せ」
でがんばってきた日本で
すが、追い求めてきた
「坂の上の雲」
に到達し、これからどこに向かえば良いの
か、行き先を見失っている状況にあると思います。
「片手に論語
（道徳）
、片手
に算盤
（経済）
を持って生きるべし」
という渋沢翁の教えは、日本がどこに向かえ
ば良いのかを示唆してくれる重要な手がかりになるでしょう。
この考え方は、二宮尊徳の
「道徳なき経済は罪悪であり、経済なき道徳は寝

通算35回登壇!!

今年１月に開会した通常国会におきまして、森田俊
和は15回（本会議１回、委員会１4回）の発言の機会
をいただきました。任期が始まってからの通算では、
35回（本会議３回、委員会３2回）
となります。
引き続き、内閣委員会に所属しておりまして、今国
会では、幼児教育・保育の無償化や、
ドローンの規制などについて質問を行いました。
以下、主な質疑のやりとりをご紹介させていただきます。
なお、質問の様子は衆議院のホームページからご覧いただけます。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
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検索

」〜渋沢栄一翁が新一万円札に〜

０、１、２歳児はなるべく親元にいさせてあげるべきというご意見について

森田はこう動く！
保育を充実させることと併せ、
乳幼児を保育所で預かるということのリスクも考慮
し、
父親も含めた保護者が適切に産休、
育休を取り、
お給料や孤立の心配なく子育
てができる環境を実現します！

（3月6日内閣委員会）
〈田中内閣府副大臣〉
少子高齢化の中にあっても、
経済が力強く成長して、
国民一人ひと
りに景気回復の波が広がっていくように、
あらゆる政策を総動員
していきたいと考える。

国・地方の借金が積みあがることのリスクについて
（4月10日内閣）
〈茂木経済財政政策担当大臣〉
市場の信認が損なわれると、国債価格の下落、金利上昇などの
リスクが生ずる。2025年度プライマリーバランス黒字化、債
務残高の引き下げを目指して財政健全化に取り組む。

森田はこう動く！

森田はこう動く！

日本はギリシャのようにはならないという保証はなく、このままのペースで国債を発行すると、国
民の金融資産を借金が上回る事態になります。そうならないよう、収支両面での対策を進めます！

少子高齢化で、
経済の全体的な額で見ると縮小することが予想されます。
生産性
を上げ、
一人ひとりの手取りを増やし、
幸せを実感できる世の中を目指します！
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森田としかず

（3月13日内閣委員会）
〈宮腰少子化対策担当大臣〉
愛着の形成、親子の信頼の観点から、できる限り親元にいさ
せてあげるべきということについて同感する。保護者が第一
義的責任を持ち、周囲の人々が協力して子育てを行うべき。
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現在の経済状況を好況と感じないという声が多いことについて

森田俊和

言である」
にも表れています。生活を成り立たせるためにはお金が必要です。
しかし、お金のためなら何をしても良いということはなく、人の役に立つことをす
ることで、お金をいただくという原則を持たなければなりません。
会社も、国も、同じことだと思いますが、目先の利益やテクニックばかりに走
るのではなく、大局的な視点を持ち
「何が人の役に立つのか」
を常に追求し、
実践することで、結果的に利潤が得られ、組織も持続していくのだと思います。
会社であれば、社員と顧客に貢献し、地域社会の役に立ち、地域の皆様
の幸せのために尽くすことが大切です。日本の国に置き換えて考えれば、まず
は国民の皆様の役に立つこと、そして、他国の人々の役に立ち、人々の幸せ
に貢献していくことで国として存続していくことができるはずです。
改めて渋沢翁の教えに耳を傾け、確固たる意思を持って次の時代を切り拓
いていきましょう!
令和元年5月 衆議院議員
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（2019年5月15日現在）

〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2
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埼玉県の県民一人当たりの警察官の配置数が少ない
ことについて

行政のデジタル化に関して個人情報の不正取得防止について

（4月26日内閣委員会）
〈平井情報通信技術担当大臣〉
個人情報保護法制の規律に基づいて必要な処置を講じる。具
体的には内閣官房サイバーセキュリティーセンターが定める
基準に基づいて、各府省においてアクセス制御、ログ管理等
を行う。

（3月8日内閣委員会）
〈山本国家公安委員会委員長〉
確かに埼玉県の警察官配置数は、人口比で少ない。徹底した
合理化を進めると共に、情勢に応じた体制強化、人材の確保、
育成など人的基盤の充実強化を推進していく。

森田はこう動く！

森田はこう動く！

すぐに警察官は増員できそうもありません。
９月にはラグビーワールドカップも開催され
ますので、県警だけでなく、警察庁と連携し、地域の安全が守られるよう働きかけます！

住民番号制度を取っている韓国では、1億4千万件の個人情報が流出した例もあります。利
便性と情報流出の危険性のバランスを考えつつ、一定の歯止めをかけることも必要です！

ししどちえ と 語る会 開催！
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熊谷市立商工会館
303号室
1,000円（飲食代）

会 費
申込先 森田としかず事務所
TEL 048-530-6001

※6月17日（月）までにお申し込みください

埼玉県草加市で幼少期を過ごし、経
済産業省、富士ゼロックスでの勤務を
経験した、ししどちえ。母をガンで亡く
した経験を持ち、また同時期に父と兄
の介護をしながら勤務するという辛い
経験もしています。病気や介護に苦し
む皆様に寄り添い、少しでもお役に立
ちたいという思いで、国政に携わろうと
決意をしました。
ぜひ皆様との懇談の機会を持ち、お
考えをお聞かせいただければ幸いで
す。ご参加をお待ちしております！
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埼玉12区（熊谷・行田・羽生・加須・川里）の動き

最近の各地区の行事、国会での質問や要望事項として取り上げた箇所、国の事業や補助金の対象となっている市、県の事業などをご紹介します。
聖天様秘仏のご開扉

さきたま火祭り

（熊谷市妻沼地区）

ホタルの幼虫放流

（さきたま古墳公園）

聖天様のご開扉が23年ぶ
りに行われました。同時に
様々なイベントも行われ、
縁結びのご利益に預かろ
うと大勢の方が参拝に訪
れました！

わらの確保や産屋の制作な
ど、埼玉地区の皆様の多大な
お骨折りにより、今年も古代
ロマンに思いを馳せる素晴
らしいお祭りとなりました！

古代蓮の里ホタルの会に
よるホタルの幼虫放流会
が行われました！6月初旬
には観察会が行われる予
定です。
お楽しみに！

聖天山

熊谷市

新幹

線

行田市

羽生市
125

忍城

熊谷駅

17

号

愛宕町商店街のイベ
ントで す 。キャラク
ターたちや親子連れ
の皆さんが参加し、
通
りで綱引き大会が行
われました！

（市街地を東西に横断）

長年の懸案であった熊谷市
街地の東西交通のバイパス、
第2北大通り、また国道125
号から直接熊谷駅に乗り入
れる道路が開通しました！

号バイ

パス

古代蓮の里

バ

イ

利根川
水郷公園
羽生 IC

（加須市北大桑）
北大桑「開運種まき式」

北大桑の円満寺にて
千 住 観世菩 薩 大 祭
が行われました。年
男による種まき式、
さらには33年に一
度というお稚児行列
も行われました！

加須市

加須 IC

パ

ス

旧川里町

第２北大通りほか開通

熊谷市と行田市を放送エ
リアとするコミュニティ
FM放 送 局が開局しまし
た！周波数は87.6MHzで
す。ご愛聴よろしくお願い
します！

春のイベント、桜まつりが開催され
ました。地元で活躍する白山太鼓
の演奏では、お子さんたちも熱演、
練習の成果を披露していました！

ムジナもんワイワイまつり（羽生市愛宕町）

車道
自動
東北

FMクマガヤ開局

（熊谷駅ビルAZ熊谷）

毎年恒例の藤まつり。
鑑賞
イベントが行われ、
紫、
白の
藤が咲き、多くの方の目を
楽しませてくれました！

熊谷スポーツ
文化公園

道
17
号

（岩瀬公民館）

NPO法人ぎょうだ足袋蔵
ネットワークによる「第１
５回ぎょうだ蔵めぐりまち
あるき」が開催され、蔵や
街並みを活用した様々な
イベントが行われました！

（熊谷スポーツ文化公園）

国

岩瀬桜まつり

（大天白公園）

蔵めぐりまちあるき（行田市中心部）

パナソニックワイルド
ナイツ、熊谷へ

パナソニックのラグビーチー
ムが本拠地を熊谷へ移転す
る方針を表明し、埼玉県、熊
谷市と地域振興についての
協定を取り交わしました！

大天白藤まつり

（行田市古代蓮の里）

びっくりひな祭り（花久の里）

鴻巣市恒例のひな祭りで
す！川里地区でも花久の里
がサテライト会場となり、
多くのおひな様が、皆様の
目を楽しませていました！

行事のご案内
■座談会、絶賛開催中！

県道加須鴻巣線交差点改良

SFAフットボールセンター開設

（旧騎西高校）

（加須市下崎）

国道122号と、
県道加須鴻
巣線の交差点改良が行わ
れます。より円滑で安全な
交通のために！

活動記録

旧騎西高校を活用し、県が
所有し、県のサッカー協会が
管理、運営するサッカーの
一大拠点が完成しました！
（愛称・彩の国KAZOヴィレッジ）

上記の他にも、各地にて行事、ボランティア活
動に参加させていただいております。ご一緒さ
せていただいた皆様、ありがとうございました！

〜幸せな人生を送るために〜

私たちはどうすれば幸せになれるのか、そ
のために政治はどうあるべきか。皆様のご意
見を伺いながら、森田の考えをお伝えする機
会を設けております。
ご要望により、
ご近所や趣味のお仲間など２〜３人から開催いたします。
ご興味のある
方は、ぜひ事務所までお気軽にご一報ください！

国会見学受付中！
国会を見てみませんか？日頃ニュースで目に
されている光景を、ぜひ現場でご覧になってく
ださい。5名以上からお受けいたします。昼食や
前後の観光などにもご相談に応じますので、お
気軽に事務所までお声がけください（国会見学
は無料ですが、昼食や観光には所定の費用が
かかります）。

お申し込み・お問い合わせ

森田としかず プロフィー ル
昭和49年9月熊谷市久保島生まれ
広瀬保育園、
熊谷市立玉井小･中学校、
熊谷高校、
早稲田大学政経学部、
カナダ･マギール大学留学、
早稲田大学大学院博士課程を経て、
28歳で県議選

TEL 048-530-6001

森田としかず事務所 （平日午前9時から午後5時まで）

初挑戦
（23票差で次点）
、
県議2期を務めた後、
平成
24年衆議院議員選挙
（55,663票で次点）

（57,299票で次点）
平成26年衆議院議員選挙
平成29年10月衆議院議員選挙（86,007票で初当選）
【現在】
国民民主党 衆議院議員
（内閣委員会、震災復興特別委員会）
介護施設
「上川原んち」
代表
【趣味】
鉄道、
旅行、
茶道、
ものまね、
カラオケ

