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平成二十年 新春を迎えて
衆議院議員

茂 木 敏 充
化対策、雇用対策などを所管する委員会で、特
に最近は国会の常任委員会の中でも最重要委員会
と言われています。
国民生活に密着した課題を抱え、極めて重要な
使命を果たす委員会であると同時に、担当大臣も
舛添厚労大臣、与野党とも論客を揃え議論するこ
とからマスコミも大きく注目しています。
これまでの国会では、衆参ともに与党が多数を
占める中で、各委員会は政府が提出した法案（閣
法）について、審議時間を消化し、「とにかく法
案を通過させる」という性格が強かったと思いま
す。しかし、これからの国会では、参議院におい
ては与野党が逆転し、閣法だけでなく議員立法も
多数提出される中で、委員会は委員同士のまさに
政策議論の場となります。委員長の責務は格段に
大きくなり、法案審議や的確な政策決定に委員長
の力量が問われることになります。 （P2へつづく）

新年明けましておめでとうございます。
皆様には清々しい新春をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
私は今年で、衆議院議員として16年目を迎え
ます。これまで私の政治活動に対し温かいご指導
ご支援を頂いて来た地元の皆様に心より御礼申し
上げます。

厚生労働委員長に就任
これまで、政府の要職でも通産政務次官をスタ
ートに外務副大臣等を歴任し、当選10年目には
47才の若さで小泉内閣の国務大臣に就任致しま
した。また党務でも昨年の筆頭副幹事長としての
活躍は高い評価を頂きました。
昨年秋の臨時国会からは、新たな重責、衆議院
厚生労働委員長を務めています。厚生労働委員
会は年金、医療、介護などの社会保障制度や少子
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緊迫してきます。衆議院の解散、総選挙へと展開
することも十分考えられ、私も常在戦場の思いで
日々の活動に取り組んで参りたいと存じます。

今年の国会と政局
「ねじれ国会」の中で、厚生労働委員会は年金
記録問題やＣ型肝炎対策など大きな課題を抱え、
非常に難しい委員会運営が予想されましたが、お
陰様で順調な委員会審議が進み、既に委員長とし
て7本の法案を成立させることが出来ました。こ
れは衆議院17の常任委員会、6つの特別委員会で
も最多の法案成立です。
ただし、国会全体を見ると今年は波乱含みで
す。まず、1月15日まで再延長された臨時国会で
は、インド洋での給油活動のためのテロ新法の成
否が大きな焦点になります。さらに1月下旬から
の通常国会では予算審議にからんで、税法や日切
れ法案で、参議院で多数を持つ野党が審議引き延
ばしなど様々な抵抗手段を使い、政局は4月以降

中小企業・地方対策の充実
我が国において少子高齢化が進行する中で、活
力に溢れた経済社会を実現していくため、政治の
リーダーシップで成長力の強化と財政の健全化を
しっかり進めていかなければなりません。同時に
都市と地方、大企業と中小企業の格差の拡大に対
し、きめ細やかで温もりのある対策を講じていく
必要があります。
このため来年度の税制改正でも事業承継税制の
抜本的見直し（大幅軽減）など、中小企業関係税
制を大幅拡充し、また都市と地方の税収の偏在是
正を進めています（下段の税制改正のポイントをご参照
下さい）。
さらに中小零細農家に配慮した農業政策の転
換、障害者自立支援法の抜本的見直し、地方の医
師不足対策の強化、原油高騰対策など現下の重点
課題に政府与党全力で取り組んで行きます。
さて、今年の干支は子（ねずみ）。子（ね）年
は十二支の中で最初の干支で、子の字には「ふえ
る」という意味があります。また、中国ではねず
みが物をかじる音が貨幣を数える音に聞こえると
して「財産に恵まれる」と言われ縁起がいいとさ
れています。
子年にあやかり、景気回復をしっかりと進め、
豊かで安心出来る国民生活の実現のため、今年も
全力で取り組んで参ります。皆様よりの一層のご
指導ご支援をよろしくお願い申し上げます。
新年を迎えるにあたりまして皆様のご多幸を心
よりお祈りし、ご挨拶と致します。

平成20年度 税 制 改 正 の 主 な ポ イ ン ト
事業承継税制の抜本拡充

地方税の偏在是正（大都市から地方へ）

非上場株式等について、80%まで相続税納税猶
予。株式総額20億円未満といった対象会社の要
件や軽減対象10億円といった限度額の撤廃（全
ての中小企業を対象）。

法人事業税の一部（2.6兆円）を分離し、地方法人
特別税及び地方法人特別譲与税を創設。この財源
を活用し、地方再生・地域活性化のための地方交
付税特別枠を創設し、地方に重点配分を行う。

人材投資促進税制の拡充

道路特定財源

支援対象を中小企業に限定した上で、中小企業
が使い易い「総額方式」（教育訓練費の増加を
要件としない）に拡充。これにより事務負担を
大幅に軽減。

真に必要な道路整備の計画的推進等にも配慮
し、20年度以降10年間、暫定税率による上乗せ
分を含め、現行の税率水準を維持。
交際費の損金算入の特例の延長

情報基盤強化税制・中小企業投資促進税制の延長・拡充

控除限度額（400万円）のうち、90%相当額を損
金算入できる制度を2年間延長。交際費の枠とは
別に1人当たり5,000円以下の飲食費について全
額損金算入が可能に。

中小企業投資促進税制の2年間延長。情報基盤強
化税制について、減税要件の大幅引下げ（減税
対象300万円以上→70万円以上）。
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と主な出来事
年の国会の動きと
2007年の
1月

9日● 防衛庁が防衛省に昇格
21日● 宮崎県知事選で元タレントの東国原英夫氏(そのまんま東)が当選
25日● 第166回通常国会開会（会期は7月5日までの162日間）

2月
3月
4月

4日● 愛知県知事選で現職の神田真秋氏（自民・公明推薦）が当選

5月
6月
7月
8月
9月

25日● 石川県で能登半島地震が発生（最大震度6強）

４/２２ 参議院沖縄補選で島尻安伊子候補
（自民・公明推薦）が当選

8日● 統一地方選前半戦の投開票（全国44の道府県議選）
11日● 中国の温家宝首相が来日（中国の首脳としてはおよそ6年半ぶり）
22日● 統一地方選後半戦の投開票（市長選、市議・町議選）
22日● 参議院福島・沖縄の補欠選挙
23日● 2008年、日本で開催されるサミットの開催地が北海道洞爺湖に決定
10日● 新生児を匿名で預かる「赤ちゃんポスト」が、熊本市内の慈恵病院で運用開始
20日● 教育改革関連3法(学校教育法・地方教育行政法・教員免許法)成立
26日● 日本人の平均寿命、男女とも過去最高（女性は85.81歳で世界一、男性は79歳で世界2位）
29日● 参議院選挙投開票（自民は37議席の敗北、参議院で与野党逆転へ）

７/２９ 参院選の自民党開票本部
（右端が茂木筆頭副幹事長）

7日● 第167臨時国会（院の構成などを決める4日間の会期）
10日● 第168臨時国会開会
12日● 安倍総理、健康上の問題などを理由に退陣する意向を表明
23日● 自民党総裁選で福田総裁誕生（25日、国会で首班指名を受け、福田新内閣発足）

10月

1日● 日本郵政公社が民営化し、日本郵政グループとしてスタート
30日● 福田総理、小沢代表の党首会談

11月

1日● テロ特措法期限切れ（インド洋で給油活動を行っている海上自衛隊は撤退）
4日● 民主党・小沢代表が辞意表明（7日、辞意撤回表明）
13日● 新テロ特措法が衆院可決、参院へ送付

12月

14日● 平成20年度の税制改正大綱決定
14日● 臨時国会再延長（会期は1月15日まで、14年ぶりの越年国会）
24日● 平成20年度予算閣議決定

９/２５ 福田総裁が衆議院で首班指名
（福田総理の右手前が茂木代議士）

国会見学
7
年の
0
0
2
3／22

栃木・第12（国府）地区
後援会

3月22日
5月21日
6月23日
9月18日
11月22日
11月28日

11／22

足利・矢場川地区後援会

栃木・第12(国府)地区後援会国会見学
佐野・植野地区国会見学
足利・山下町後援会国会見学
足利・樹覚寺檀家国会見学
足利・矢場川地区後援会国会見学
5／21 佐野・植野地区後援会
足利・法人会MD部会国会見学
※国会見学のご希望は、地区・支部単位でも、また小グループでもお受けしています。
お気軽に地元各事務所までご相談下さい。
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月

▲

1 12 国政報告会・懇談 会
月

●足利

イベント

2月18日
2月25日
2月25日
10月13日
10月14日
10月21日
10月21日
10月27日
10月27日
11月11日
11月11日
11月18日
11月18日
11月18日
11月24日
12月16日
12月16日
12月16日
12月21日
12月22日
2月24日
3月25日

3月10日
3月11日
10月6日
10月13日
10月13日
10月28日
10月28日
10月28日
11月17日
11月17日
11月25日
11月25日
11月25日
12月8日
12月8日

10／28 足利市後援会青年部
親睦ボーリング大会

1月13日
2月9日
6月2日
9月15日
10月6日
11月25日

●佐野

10月4日
10月21日

栃木しげる会国政報告会

12月15日

自動車整備振興会足利支部青年部との
懇談会
第2回茂木としみつクィーンズカップ
バレーボール大会
足利市各地区後援会長との懇親会
大樹の会足利親睦ゴルフコンペ
足利市後援会青年部親睦ボーリング大会
社会福祉施設長連絡協議会との
意見交換会
大樹の会足利忘年会

2／25 足利堀込1丁目支部設立総会・懇談会

●栃木

イベント

5月25日
6月3日
10月28日
11月10日

田中町後援会設立総会兼国政報告会
富田地区多田木町･奥戸町合同支部設立総会・懇談会
堀込1丁目支部設立総会・懇談会
葉鹿地区後援会役員懇親会
相生地区拡大役員会・懇談会
梁田地区後援会総会兼国政報告会
筑波地区国政報告会
大沼田地区拡大役員会・懇談会
矢場川地区拡大役員会・懇談会
西校地区拡大役員会・懇談会
毛野新町地区拡大役員会・懇談会
北郷地区拡大役員会・懇談会
東校地区拡大役員会・懇談会
千歳地区拡大役員会・懇談会
山前地区拡大役員会・懇談会
大橋地区拡大役員会・懇談会
御厨地区拡大役員会・懇談会
名草地区国政報告会兼懇親会
10／8 足利毛野グランドゴルフクラブ
秋季大会
毛野南地区後援会懇親会
山辺地区拡大役員会・懇談会

第10（吹上）地区3支部合同（大森・梓・
仲方）支部設立総会・懇談会
第3地区境町懇談会
第2地区国政報告会
第8（大宮東部）地区拡大役員会・懇談会
第8（大宮南部）地区拡大役員会・懇談会
第4地区拡大役員会・懇談会
第12（国府）地区拡大役員会・懇談会
第3地区拡大役員会・懇談会
第1地区拡大役員会・懇談会
第10（吹上）地区拡大役員会・懇談会
しげる会国政報告会
第5地区拡大役員会・懇談会
第9（皆川）地区拡大役員会・懇談会
第6地区拡大役員会・懇談会
第7地区拡大役員会・懇談会
栃木市後援会幹部との新年会
大樹の会栃木新年会
栃木ＪＣ現職・ＯＢとの懇親会
栃木市後援会ゴルフコンペ
栃木市後援会新旧役員歓送迎会
第11（寺尾）地区後援会ＢＢＱ大会
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界地区国政報告会
犬伏地区拡大役員会・懇談会

2月25日
6月2日
6 16
11月10日
月

2／25 佐野第1回茂木としみつ
クィーンズカップバレーボール大会

茂木敏充プロフィール
P R O F I L E

日

11月24日
12月22日

赤見地区拡大役員会・懇談会
吾妻地区拡大役員会・懇談会
佐野天明地区拡大役員会・懇談会
城北地区拡大役員会・懇談会
旗川地区拡大役員会・懇談会
植野地区拡大役員会・懇談会
第1回茂木としみつクィーンズカップ
バレーボール大会
税理士による茂木敏充後援会総会兼
懇親会（3市合同）
としみつ会ゴルフコンペ
税理士による茂木敏充後援会との
意見交換会（3市合同）
田沼・葛生地区ゴルフコンペ
としみつ会忘年会

・1955年10月7日 栃木県足利市生まれ（52歳）
足利高校、東京大学卒業、ハーバード大学大学院修了
・1993年 7月 第40回衆議院選挙に初立候補し、
トップ当選（37歳）
・1998年 8月 自民党副幹事長
・1999年10月 通商産業政務次官
・2002年10月 外務副大臣
・2003年 9月 国務大臣就任（47歳）
・2004年10月 衆議院予算委員会理事
・2005年 4月 早稲田大学客員教授
・2005年 9月 第44回衆議院選挙で5期目の連続当選
・2006年 9月 自民党筆頭副幹事長
・2007年 9月 衆議院厚生労働委員長
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葛生ワンダーランドにて
ボランティアの若者と

イベント

11月10日
11月10日
11月23日
12月2日
12月8日
12月15日
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■国会事務所
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第2議員会館639号室
TEL 03（3508）7639（直通）
■足利事務所
〒326-0053 足 利 市 伊 勢 町 4 丁 目14-6
TEL 0284（43）3050
■安佐事務所
〒327-0843 佐 野 市 堀 米 町 608-8
オフィス堀米2階F室
TEL 0283（21）5350
■栃木事務所
〒328-0071 栃 木 市 大 町 22-7 MTビル1階
TEL 0282（24）4776

