REPORT FROM THE HOUSE
●5 月 1 日 新しい令和の時代が始まりました
(3 面参照)。30 年に及んだ平成時代は、ベルリ
ンの壁の崩壊(1989 年/平成元年)から始まり
湾岸戦争(1990 年/平成 2 年)、ソ連の崩壊
(1991 年/平成 3 年)、国内ではバブルの崩壊と
長期不況、阪神・淡路大震災とオウム・地下
鉄サリン事件(平成 7 年)、新世紀に入るとアメ
リカ同時多発テロ(2001 年/平成 13 年)、2008
年リーマンショックと世界同時不況、日本の政
権交代(2009 年/平成 21 年)と東日本大震災
(2011 年/平成 23 年)等々、世界そして日本が
大きく変化した時代でした。
平成元年の衆院出馬表明以来、私の政治家
生活は平成とともに歩んだだけに、感慨ひとし
おです。
●平成最後の選挙となった統一地方選挙で
は、ネットワーク政党・公明党の真価が問われ
ました。4/7 投開票の前半戦では、338 人の道
府県議と政令市議が当選(2 候補が惜敗)、後
半戦では 1222 名の市区町村会議員が全員当
選し、統一地方選挙を勝利しました。また令和
最初の国政選挙となった 7/21 参議院議員選
挙では、自民公明の与党が改選議席の過半
数を上回る 71 議席を獲得し、与党が一貫して
訴えた「政治の安定」に国民の一定の信を得
ることができました。公明党にとってはかつて
ない厳しい選挙でしたが、政治の安定は議員
数の問題だけでなく自公政権への国民の揺る
ぎない信頼こそがその基礎だとして公明党の
「小さな声を聞く力」を強く訴え、結果候補者を
擁立した 7 選挙区で完勝、比例区も 7 議席確
保して勝利することができました。統一選から
参院選へと昼夜を分かたぬ熱いご支援をして
下さったお一人お一人に心から感謝申し上げ
ます。(2 面参照)
●1/28 から始まった第 198 回通常国会(会期
150 日)では、前半国会は「厚労省の毎月勤労
統計問題」、後半国会は「老後 2000 万円問題」
が論戦の中心でしたが、野党は政府の批判
や年金制度への国民の不安を煽るばかりで、
建設的な提案や議論はなされませんでした。
公明党は、政府統計の誤りを厳しく質すととも
に、抜本的改革を求め、成果を得ました。

また老後 2000 万円問題についても、年金制
度の安定を訴えるとともに、人生 100 年時代
のあり方について論戦をリードしました。前半
国会のテーマであった予算(2018 年度補正予
算/2019 年度予算)は年度内に成立し、公明
党が主張した「防災・減災・復興予算の拡充」
「消費税率引き上げに伴う中小企業支援」「子
育て支援=幼児教育の無償化/教育費の負担
軽減」等々が実現しました。法案も公明党がリ
ードした児童福祉法改正や子ども・子育て支
援法改正など 54 本の閣法と食品ロス削減推
進法など 15 本の議員立法が成立しました。(2
面参照)
●私は引き続き、党副代表として党常任役員
会・中央幹事会に出席、月 1 回の政府・与党
連絡会議等にも参加して公明党の新しい体制
のサポート役を担いました。また発災 8 年を迎
えた東日本大震災復興加速化にも引き続き
取り組み、3 度の現地視察を行い、与党第八
次提言策定に尽力しました(3 面参照)。統一地
方選挙、参議院選挙では、これまで培った信
頼を基に新しい支持拡大に取り組むと同時に、
重点地域への応援で全国各地に赴きました(2
面参照)。
●国の内外に課題が山積しています。国内的
には、少子高齢社会・人口減社会の克服。労
働生産性を高め日本経済の持続的成長をど
う実現していくか、人口構成が大きく変化する
国・地方の活力をどう維持していくか、厳しい
与件の中で衆知を集め克服する以外ないと考
えています。
対外的には、主要先進国が自国中心主義に
傾き不安定感を増す国際社会の中で、世界
の平和と安定に日本がどう役割を果たしてい
くのか、難問山積です。
●本年後半期、秋の臨時国会では、統一選・
参院選で約束した重点政策の実現に全力を
挙げると同時に消費税率引き上げに伴う景気
動向を注視していかなければなりません。ま
た地元東北では、被災 3 県の選挙が続きます。
東北の創生と未来を担う地域のリーダ―を選
ぶ大事な選挙、全力で取り組んでいく所存で
す。■

第 198 回通常国会での論戦と成果
●1 月 28 日に召集され、6 月 26 日に閉幕した第
198 回通常国会では、10 月の消費税率引き上げ
や防災,減災、児童虐待など直面する課題に公
明党は、幅広い合意形成を目指して国会論戦を
リードしました。
●国会冒頭に審議された総額 2.7 兆円の 2018
年度補正予算には、防災,減災や軽減税率に対
応する中小企業支援、風疹対策等が盛り込まれ、
2 月 7 日に可決成立。公明党の主張した「防災.
減災」「消費税対策」「プレミアム商品券」「幼児教
育,保育の無償化経費」「住宅購入者支援」などを
盛り込んだ 101 兆 4571 億円の 2019 年度予算は、
3 月 27 日に成立しました。
●法律案では、57 本提出された内閣提出法案
(閣法)は 54 本成立(成立率 95%)、条約は 10 本全
て成立。公明党が推進した議員立法は 15 本成
立しました。成立した主な閣法としては、児童虐
待防止対策の強化を図る「児童福祉法改正」、幼
児教育・保育の無償化を実現する「子ども子育て
支援法改正」、低所得世帯の高等教育授業料を
無償化する「大学等修学支援法」、障害者雇用
の水増しを防止し雇用促進を図る「障害者雇用
促進法」、事業継続の支援や災害対応力の強化
を盛り込んだ「中小企業等経営強化法」など。
議員立法では、参院の定数増に伴う国民負担を
回避する「参議院歳費返納法」、食品ロス削減の
ため政府・自治体・企業の責務と消費者の役割
を定めた「食品ロス削減推進法」、旧優生保護法
下での強制不妊被害者に一時金を支払う「強制
不妊被害者救済法」など。■

統一地方選挙への取り組みと結果
●統一地方選挙は、前半戦(道府県議選及び政
令市議選)が 4 月 7 日に、後半戦(市区町村議会
議員選挙)は 4 月 21 日に投開票が行われました。
前半戦では 340 人が立候補し、道府県議選では
167 人全員が当選、政令市議選では、大阪市東
成区で 4 票差、京都市下京区では 6 票差で惜敗
したものの、171 人が激敷戦を勝ち抜きました。
後半戦は、1222 人(市議選 901 人、東京区議選
150 人、町村議選 171 人)が立候補、全員当選を
果たし勝利しました。女性の当選者は、政党最多
の 439 人。市議選は、政党別当選者数で 1995 年
統一選から 7 回連続第 1 党に、区議選でも第 2
党を死守、7 市町村では議席増を果たしました。
●2 月 4 日、「2019 年統一地方選挙重点政策」を
発表し選挙戦に臨みました。重点政策は、①防

災·減災·復興を社会の主流に②一人一人が輝く
社会を<社会保障、子育て、教育支援>
③力強い地域を再生<産業活性化と雇用創出
>④行政の「ムダゼロ」の推進など。
●私は、地方議員のネットワークこそ「公明党の
生命線」との思いで、勝利のために地元東北の
重点区=山形·八戸に入るとともに、神奈川、埼玉、
静岡、大阪、愛知、九州などの最重点区を転戦
しました。■

政治の安定を訴え「参院選」を勝利!
●政治の安定が最大の争点であった第 25 回参
議院議員選挙は、7 月 21 日投開票が行われまし
た。結果、自民·公明の与党は改選議席の過半
数(62 議席)を超える 71 議席を獲得。公明党は、7
選挙区で完勝し、比例区も 7 議席を確保して勝
利しました。天候不順の中、昼夜を分かたぬ熱
いご支援をいただいたお一人お一人に心より感
謝申し上げます。公明党は、非改選の 14 議席と
合わせ参院過去最高の 28 議席となり、結党 55
周年の本年を飾ることができました。
●公明党は参院選にあたり、重点政策「小さな声
を聞く力」(公約)を発表。①子育て安心社会②着
実な賃上げの実現③希望ある幸齢社会を④防
災·減災·復興を社会の主流に⑤誰もが輝く社会
の実現の 5 つの柱のもと、30 項目余の具体政策
を掲げ、選挙戦に臨みました。
●私をはじめ、事務所を挙げて最重点区の兵庫
支援を実施。また公示後は、地元東北の郡山、
仙台、山形、盛岡の公示第一声を皮切りに、東
北·全国の支持拡大の手を打ちながら、三重、大
阪、埼玉、石川、北海道、福岡などを精力的に回
りました。■

被災 3 県の東北復興選挙
●被災 3 県(岩手·宮城·福島)の統一外地方選が
続いています。6/30 福島市·紫波町、7/7 白河市、
7/14 二戸市·滝沢市·久慈市·白石市·本宮市、8/4
会津若松市の選挙は全員が当選。これから
8/11 郡山市·須賀川市·村田町、8/25 仙台市·盛
岡市·富谷市·大郷町、9/1 多賀城市·塩釜市·七ヶ
浜町·利府町、9/8 岩手県·釜石市·三春町、9/15
角田市、10/27 宮城県、11/19 福島県の選挙が
断続的に行われます。復興創生の担い手を選ぶ
大事な選挙、負けられません。全力で取り組む
決意です。■

平成から令和へ 新時代の開幕
●5 月 1 日、新しい時代「令和」が開幕しました。平
成 28 年 8 月 8 日、第 125 代明仁天皇が「象徴とし
てのお務めについての天皇陛下のおことば」を表
明、平成 29 年 6 月皇室典範特例法が成立し公布。
同年 12 月皇室会議·閣議を経て、平成 31 年 4 月
30 日に天皇明仁陛下が退位され、5 月 1 日皇太子
徳仁親王が即位することが決定されました。退位
による皇位継承は 202 年ぶり。本年 4 月 1 日新し
い元号「令和」が発表。令和の出典は、万葉集「初
春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披
く、蘭は珮後の香を薫らす」から。安倍総理は「一
人一人の日本人が明日への希望とともにそれぞ
れの花を大きく咲かせることができる、そうした日
本でありたい」との談話を発表しました。
●平成時代は、昭和(62 年 14 日)、明治(43 年 281
日)、応永(33 年 313 日)に次ぐ 4 番目の長さ。2/24
天皇陛下御在位 30 周年記念式典が挙行され、衆
参両院本会議では感謝と慶祝を表す賀詞奉呈が
行われました。令和天皇の即位には、5/9 衆院、
5/15 参院が本会議で慶祝の賀詞を奉呈。本年
9~10 月のラグビーワールドカップ 2019 日本大会、
そして 2020 東京オリンピック·パラリンピックが日本
の新しい時代の開幕に相応しい世界の祭典になる
ことを強く念願し、それぞれの成功議連副会長とし
て最大の尽力をしていこうと決意しています。■

政府,与党連絡会議で喫緊課題を協議
●総理及び主要大臣と与党幹部で月 1 回直面す
る重要課題について協議、私も引き続きメンバーと
して出席しています。
1 月 15 日 2018 年度補正予算及び 2019 年度予
算・関連法案の早期成立。10 月から実施される幼
児教育無償化など「全世代型社会保障」の改革を
着実に推進。厚労省の毎月勤労統計問題は、政
府全体が猛省して万全な対応を期す。
2 月 19 日 統計問題は、信頼回復へ徹底した検証
と再発防止が不可欠。児童虐待防止は法改正と
運用改善の両面でスピード感を持って対応。引き
続き経済最優先で層雇用等に取り組む。
3 月 12 日 東日本大震災の復興加速は、政府の力
強い支援の継続が必要。復興庁の後継組織は福
島再生に重点を置き、国が責任を持つ。風評と風
化の”ニつの風”と闘い続け、「人間の復興」を成し
遂げなければならない。
4 月 8 日 後半国会は、児童虐待防止対策の強化、
幼児教育,保育を無償化する法改正に万全を期す。
G20 成功へ各国との協力を強化。
5 月 14 日 児童虐待防止策を強化する児童福祉法
等改正案など国民生活に密接な重要法案の着実
な成立を期す。あらゆる機会を生かし日本人泣致
問題の解決を。参院選における与党協力を確認。
6 月 3 日 「経済財政運営の基本方針」(骨太の方
針)に与党提案を反映させる。G20 首脳会議では、

多国間協調の合意形成を。川崎スクールバス事件
について、自治体と連携した早急な対応が必要。
■

東日本大震災から 8 年～最後の一人まで～
●東日本大震災からの復興は、集中復興期間
(2012 年 2 月~2016 年 3 月)、
復興·創生期間(2016 年 4 月~2021 年 3 月)を経て、
復興庁は 2021 年 3 月設置期限を迎えます。しかし
ながら今だ 51,000 人の方々が避難生活を余儀なく
されています(6/11 現在)。
●私も公明党復興加速化本部本部長として、これ
からの復興の在り方を策定するため、3 度の現地
視察調査を実施しました。
|2 月 23 日 【福島第 1 原発調査】高台から同原発
1~4 号機の原子炉建屋を視察、全機が冷温停止状
態を継続し、廃炉作業が進捗していることを確認。
免震重要棟では、2 号機の原子炉格納容器内の
廃炉作業の現状を調査。その後、富岡町の東京
電力廃炉資料館を視察。
3 月 2 日,3 日 【福島復興視察】 内堀知事との意見
交換の後、飯館村·浪江町·葛尾村·双葉町·大熊|町·
富岡町の特定復興再生拠点や中間貯蔵施設(大
熊工区)、福島ロボットテストフィールド、復興拠点
施設「小高交流センター」(南相馬市)等を現地視
察。
3 月 16 日,17 日 【岩手·宮城復興視察】 大船渡バ
ンザイ·ファクトリー、陸前高田市今泉地区、気仙沼
市内湾商業施設及び新設魚市場、大震災遺構·伝
承館、高齢者支援施設「結の里」(南三陸)、女川新
庁舎などを現地視察し、関係者と意見交換。
●これらの視察をもとに、復興創生期間後(2022 年
度以降)の復興の在り方について、8 月に「与党第
八次提言」を取りまとめ、総理·政府に提出する予
定です。■

月刊誌·機関誌の対談·インタビュー
●大震災からの復興加速化や防災·減災をテーマ
にした対談やインタビューが掲載されました。
公明新聞新年号 日本は地理的気象的に災害に
対して脆弱だ。だからこそ、防災·減災·復興を政治
の主課題の一つにすると同時に、自助·共助の社
会的意識を高める必要がある。
月刊公明 4 月号 小沢喜仁·福島大教授と「イノベ
ーション·コースト構想で日本再生を」と題して対談。
福島原発の廃炉や復興庁後継組織への見解を示
しました。
第三文明 4 月号 8 年間の公明党復興創生の取り
組みの理念は、「人間の復興」「心の復興」「創造
的復興」。風評と風化に抗い続け、最後の一人が
復興を果たすまで被災者に寄り添うとの決意を披
歴。■

各国との連携·交流
●国際社会の不安定感が増大して
います。私は日米国会議員連盟、
日中友好議連、日ロ友好議連、日
韓議員連盟、日独友好議連、日·仏
友好議連などの副会長を務めると
ともに、これまでにも増して各国と
の交流連携に努めています。
1/28 大使館主催日中友好団体新
年会、1/29 日韓親善協会賀詞交歓
会、1/30 日ロ交流の集い、2/4 ハガ
ティー米国大使と意見交換、2/14
日本·ハンガリー外交関係開設 150
周年記念イベントオープニング式典、
3/12.25 日本·ポーランド議員連盟、
4/22 程永華大使送別会、4/23 李
洙勲韓国大使歓送会、5/7 程永華
大使お別れレセプション、5/21 韓国
国会議員来日歓迎会、5/22 ガルー
ジン·ロシア大使懇談会、5/31 日本
ロシア協会総会、6/6 蔡奇北京市
党委員会書記の表敬会談、6/11 ロ
シアの日レセプション、6/13 中国大
使館·倪健参事官と意見交換、6/18
孔鉉佑·中国新大使表敬懇談、
6/25 日ロ友好議連総会、7/2 ロッチ
マン米大
使館公使と意見交換、7/2 孔鉉佑
中国大使レセプションなど。■

東北の社会資本整備
●復興創生期間もあと 1 年半余、
社会資本整備が急ピッチで進めら
れ、開通式·完成式が行われていま
す。私もできる限り出席しています。
2/16 三陸道·歌津-気仙沼道路及び
気仙沼本吉-大谷海岸道路開通式、
3/21 常磐道·ならはスマートインタ
ー開通式、4/7 気仙沼大橋開通式、
6/9 みやぎ県北高速幹線道路開通
式、6/9 みちのくトレイル全線開通
祝賀会など。■

マンションの適正管理を
●私が会長を務める公明党マンシ
ョン問題議員懇話会では、関係団
体のヒアリングに基づき、6/4 石井
国交相に「マンション管理·再生方策
の検討の方向性について」の提言
を申し入れました。提言は、①マン
ションの適正な管理の実現方策②
適時適切な修繕を実現する方策③
老朽マンションの再生を円滑にする
方策の 3 点。■

ボーイスカウト議員連盟

省庁からの説明聴取

●議連副会長として、引き続き健全
な青少年の育成,スカウト運動のサ
ポートを行っています。3/22 代表ス
カウトの東宮御所表敬に立ち会い、
皇太子殿下(現.令和天皇)に接見。
3/27 には安倍総理への表敬にも立
ち会いました。地元でも 8/9 に行わ
れる宮城県連盟の「キャンポリー
2019」に参加の予定です。

●政府·省庁が対応しなければなら
ない事件·事故や時事の案件、政府
省庁が準備している制度や法案、
白書や報告書等々について、事前
に省庁から報告を聴取して、政治
判断に誤りがない態勢をとっていま
す。私の場合、15 分を単位に省庁
レクをセットして聞き取りをしていま
す。1 月、2 月は法案関係のレクが
多く、本年は 1 月 30 案件、2 月 24
案 件 の 省 庁 説 明 聴 取 を行 い まし
た。

現実を踏まえた政策判断
●現実を踏まえた的確な政策判断。
政策立案をするため、経済団体や
各産業団体、士業団体等と交流連
携を図っています。1 月の賀詞交歓
会、5~6 月の総会懇談会のほか、
個別に政策懇談会も開催。経済三
団体(日本経済団体連合会,日本商
工会議所,経済同友会)や全国社会
保険労務士会連合会/政治連盟、
石油連盟、大日本水産会、日本船
主協会、日本自動車工業会、日本
弁護士連合会、不動産協会、日本
水道協会、鉄鋼連盟、日本貿易会、
全国住宅産業協会、日本生産性本
部、全国郵便局長会、日本ビルチ
ング協会、日本旅客船協会、日本
税理士会連合会、日本倉庫協会、
石油販売 3 団体、日本民営鉄道協、
全国測量設計業協会、全国宅地建
物取引業協会連合会、日本風力発
電協会、日本土地家屋調查士会連
合会、繊維産業連盟、日本行政書
士会連合会、日本バス協会、全日
本トラック協会、日本内航海運組合
連合会、全国法人会、日本フードサ
ービス協会、全国タクシー.ハイヤー
連合会、日本エクステリア建設業協
会、日本港湾建設協会、日本小売
業協会、マンション管理業協会、全
国警備業協会、全国農業協同組合
中央会(JA 全中)、全国農業協同組
合連合会(JA 全農)、日本チェーン
ストア協会、全国米菓工業組合、日
本釣振興会、日本自動車会議所、
全国土地改良事業団体連合会、国
民生活産業,消費者団体連合会、
全日本不動産協会、全国商店街振
興組合連合会、JATA、教科書協会、
全国浄化槽団体連合会、全国ダク
ト工業団体連合会など。

富山中部と東北大学
●出身である富山中部高校の同窓
会「東京神通会」の 1/30 新年会や
7/3 総会·懇親会に出席し、故郷富
山との繋がりを大事にしています。
また同期の皆さんとは、年に何回
か懇談の機会を設けています。
母校の東北大学とは、年に一度の
意見交換会「萩のタベ」に参加する
とともに工学部金属の同窓会「金窓
会」にも出席。本年は、東北大工学
部が 100 周年を迎え、5/25 に行わ
れた式典及び祝賀会に出席し、祝
辞を述べました。

井上義久国政報告会
●私の国政報告会を東京で年 3 回、
仙台で年 4 回開催しています。3/12
東京、3/18 仙台の報告会では、大
震災復興の現状、通常国会の課題
と対応、政局について講演。6/13
東京、6/18 仙台の国政報告では、
統一地方選の結果と参院選、消費
税率引き上げ問題、東北の復興選
挙等について講演しました。仙台で
の青葉の集い(東北大関係)や榴岡
の会(近隣企業)等の後援会活動も
活発に行いました。

INFORMATION
ご意見ご感想がありましたらお寄せ
下さい。E-mail の場合は下記に
g00260@shugiin.go.jp

公明党衆議院比例区
東北第 1 総支部
発行

