命を守

る

公明党！

2 首相に直談判で”１０万円給付“が実現！

児童手当受給世帯

子ども１人１万円

児童手当受給世帯に対
し、子ども１人当たり１
万 円を支 給する「 臨 時
特別給付金」。申請不要
で、今年３月までに生まれた子ど
もが対象。

■首相官邸

山口代表

４月１５日午前、公明党の山口那津男代表は安
倍晋三首相に対し、
「所得制限なしで１人１０万円
の一律給付を」
と単刀直入に訴え、今年度第１次
補正予算案に盛り込むよう求めました。
第１次補正予算案は緊急事態宣言が発令され
る前に閣議決定済みでしたが、
「宣言が出されてか
らの国民の苦しみや影響を政治が敏感に受け止
めなければならない」
と、
山口代表は首相に改めて
要請。
自公両党間の交渉は難航しましたが、翌１６
日に、山口代表は電話で再び首相に直談判。同日
午後、首相は電話で山口代表に
「１０万円を所得制
限なしで一律に給付する方向性だ」
と伝え、事態が
一気に動きました。
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命を守る
１人あたり１０万円
所得制限をつけないで皆様に給付する

低所得のひとり親

１世帯５万円

低所得のひとり親世帯に対する
支援。児童扶養手当の受給世帯
などに５万 円を
支 給 。第２子 以
降は１人につき
３万円が加算。

困窮学生

10万円・20万円支給

新型コロナウイルスの
感染拡大の影響で経済
的に困窮する学生に1
人当たり10万円または20万円
を支給する「学生支援緊急給付
金」。

3 今求められる「防災・減災」に全力！
公明党！

命を守

る

熊本豪雨の被災地を視察する赤羽国交相
（前列右から２人目）
ら

2 0 2 0 . 号外
令和2年

今年の夏も全国各地で、
自然災害が猛威を振るっています。
７月の熊本豪雨では、
公明党の山口那津男代表と赤羽一嘉国
土交通相らが相次いで現地入りするなど、
党の国会議員と地方
議員が緊密に連携し、
復旧・復興に奔走しています。
今回の一連の豪雨被害に対応するため、
政府が取りまとめた
対策パッケージには、
現場の声をつぶさに聴き取る公明党の主
張が随所に。
その中の一つが、
既存のグループ補助金制度を拡
充して新たに創設された
「なりわい再建補助金」
。
工場・店舗など
の施設や、
生産機械などの設備の復旧費用を最大４分の３補助
します。
このほかにも、
被災者の生活再建を力強く後押しする支
援策が多く盛り込まれています。
命を守る防災・減災の強化へ、
公明党は引き続き全力を尽くします。

西日本最大 基幹的広域防災拠点（大阪・堺）が活躍

本年、
九州の被災地への緊急物資輸送には、公明党の推進で整備された堺泉北港の基幹的広域防
災拠点が活躍しました。発電機や照明、毛布や飲料水などを積んだ４トントラック３台が海上ルートで
博多港を経由して被災地に届けられました。2か所の避難所では、投光器付発電
発動機が１０台使用されています
（８月５日現在）。

公明党！

1

ワクチン確保へ全力!

新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動の維持・回復の両立には、
ワクチン・治療薬の開
発と実用化が急務です。政府は製薬大手とワクチン供給を受けることで基本合意するなど、
ワク
チン確保へ交渉を前進しています
（8月１２日現在）。
ここでは公明党がリードして進めてきたワク
チン確保への取り組みを紹介します。公明党は、
さらなる拡充へ、全力を尽くしていきます。

❶どの党より早く“対策チーム”設置

１日も早いワクチンや治療薬の開発・使用を推進するため、公明党は５月、
どの党よりも早く対策
チーム
（新型コロナウイルス感染症ワクチン・治療薬開発推進プロジェクトチーム）
を設置し、製薬
企業など関係者との意見交換を重ねてきました。
７月２０日に申し入れた緊急提言では、
ワクチンの研究開発と確保へ、支援強化を要望し、
予備費
の活用も訴えました。

❷政府動かし“ワクチン確保”が前進

緊急提言では、
ワクチンの実用化へ先行
する英オックスフォード大学と英製薬大手
アストラゼネカの共同開発品に言及。確保
への交渉を急ぎ、結果を得ることを強く求め
ました。国内での原液製造も選択肢に入れ、
他の海外開発品も確保に向けて交渉を急ぐ
よう求めています。
８月には、
厚労省がアストラゼネカと
「日本
国内向けに１億２千万回分の供給」
で合意。
アストラゼネカの田中執行役員
（右端）
から、
ワクチン開発などについて聞く党合同会議。
同社は９月からの実用化を目指しています。 実用化への課題など、緊急提言の内容に反映された。

関

西公明ジャーナルの解説動画！
ク！
要チェッ

スマホなどで、
ＱＲコードを読み取ると、
本誌についての解説動画をご覧いただけます
（約3分）。

はばひろ～いコロナ支援策

“小さな声”聴き、勝ち取った支援策の一部をご紹介するコメ！

家賃支援給付金

新型コロナの影響による売り上げの急減を条件に、資本金１０億円未満

の法人に最大６００万円、
フリーランスを含む個人事業主に最大３００
万円を支給します。
対象となる賃料には、
駐車場代や倉庫代も含みます。

公明党の推進により、
手続きや事務手数料の
負担も改善されたヨネ！

給付対象は、今年５月から１２月の間に売り上げが前年同月比で１カ月で

も半減するか、連続する３カ月の合計が前年同期比で３０％以上、減少し

ていることが条件です。オンライン申請が難しい人向けに
「申請サポート
会場」
を全国に約５００カ所設置しています。

万円、個人事業主に最大１００万円を給付します。
申請

件数の急増に伴い、政府は８月７日の閣議で、追加経費

９１５０億円の計上を決めました。

地方創生臨時交付金

押しするため、国の今年度第１次、第２次補正予算で計３

大阪３区
大阪市（大正区、住之江区、住吉区、西成区）

大阪５区
大阪市（東淀川区、淀川区、西淀川区、此花区）

党選挙対策委員長、
同外交安全保障調査会長、
同２０２５年国際博覧会
（大阪・関西万博）推進本部長、
同女性の活躍推進本部長代理、
同大阪府本部
代表。元厚生労働副大臣。衆院当選９回。京都大学法学部卒。
６１歳。

一人の声を、
カタチに。

◎命と暮らしを守る防災対策に全力。
全国の公立小中学校・高等学校の耐震化、大阪湾や大和川
などの防災能力の強化や地下鉄の浸水対策を実現しました。
◎働き方改革を推進し、
罰則付きの時間外労働の上限規制の創設や
「同一労働同一賃金」
など、
非正規雇用労働者の処遇を改善。
勤務間インターバル制度導入も努力義務化しました。
◎道路交通法改正を主導し、
「あおり運転」
ゼロへ厳罰化を実施しました。

地域独自の支援策
（商品券や休業要請の
協力金、ＰＣＲ検査など）の
事業を下支えするコメ！

兆円を確保。幅広い支援、地域の課題解決へ活用されます。

雇用調整助成金

従業員に休業手当を支払う企業を支援する雇用調整助成

金の上限額・助成率を拡充。1人1日当たりの上限額を

8330円から１万5000円に引き上げました。
また、助成率

は、中小企業で最大１０分の９、大企業で最大４分の３ま

で引き上げ、
非正規社員や新入社員も対象に含まれます。

医療・介護従事者らへの慰労金

医療や介護・障がい福祉サービスの従事者・職員の方々

の労に報いるため、
１人当たり５万〜２０万円の慰労金
請は原則、
勤務先が対象者に代わって行います。

◎弁護士出身。命と暮らしを守る政策を推進。
前総務大臣政務官として次世代通信５Ｇの実現に尽力。
◎児童福祉士の増員や児童相談所間の情報共有など
虐待防止策を強化。不妊治療への支援、
ものづくり補助金の拡充も進めました。
◎水面すれすれの位置にある阪神なんば線の淀川橋梁の架替
え着工、神崎川防潮堤の耐震工事完了など、高潮、地震対策
を実現しました。
かず

現

お

北 がわ 一 雄

現

大阪１６区
堺市（堺区、東区、北区）

党国会対策副委員長、
同財政・金融部会長。前財務大臣政務官。
衆院当選３回。東京大学工学部卒。米ジョンズ・ホプキンス大学院修了。
４５歳。

党副代表、
同中央幹事会会長。元国土交通相・観光立国担当相。
衆院当選９回。弁護士、税理士。創価大学法学部卒。大阪府生まれ。
６７歳。

未来を拓く
！いざ前進！

希望あふれる、
堺・日本の未来へ！

◎政策力に秀でた、“即行動”の人。乳幼児の胃腸炎を
引き起こすロタウイルス感染症対策で国を動かし、
ワクチンを定期接種化に。
◎未婚のひとり親へ寡婦（夫）控除の適用を推進。
生徒の声を聴き、長期入院する高校生の遠隔授業での
単位取得も可能にしました。
◎浸水被害減らす地下河川の整備を推進。中堅企業への資金
繰り・金融支援、医療・介護従事者への支援に全力！

◎与野党の合意形成の要役。新型コロナ対策では、
苦境にあえぐ事業主を守る持続化給付金の対象拡大や
家賃支援を実現しました。
◎
「百舌鳥・古市古墳群」
を大阪初の世界遺産に
押し上げた抜群の実行力。地元・堺の魅力を世界に。
◎阪神高速大和川線の全線開通に尽力。
関西空港の２４時間化、堺浜の広域防災拠点も実績です。
希望あふれる堺の未来を築きます。

ば

なか

の

赤 羽 かずよし 現

中 野ひろまさ 現

兵庫２区 神戸市（兵庫区、北区、長田区）
西宮市（塩瀬、
山口の両支所管内）

兵庫８区
兵庫県尼崎市

国土交通相。党兵庫県本部代表。元経済産業・内閣府副大臣、元財務副大臣。
三井物産を経て衆院当選８回。慶應義塾大学法学部卒。
６２歳。

経済産業・内閣府・復興大臣政務官。党青年副委員長。元国土交通省課長補佐。
衆院当選３回。東京大学卒。米コロンビア大学院修了。
４２歳。

安心の社会へ現場を走る
！
◎国土交通相。
防災・減災対策や被災地の復旧復興に尽力。
コロナ禍の観光・運輸業を支え、
地方の経済と雇用を守ります。
◎「使途自由」
「 所得制限なし」の改正被災者生活再建支援法を
立法。駅・建物のバリアフリー化、返済不要の給付型奨学金も
推進し、
誰もが利用できる奨学金制度に。
◎北神急行の運賃大幅値下げ、
神戸シューズの地域団体商標登
録も主導。
国道176号の拡幅、
小売業、商店街の振興にも全力
を尽くします。
兵庫２区詳細

を実現。
すでに申請受け付けが始まっています。
なお、
申

感染リスクがある中で
働いてくださる方々への
慰労金だヨネ。

実現するチカラ、
あなたと。

大阪６区
大阪市（旭区、鶴見区）、守口市、門真市

あか

緊急対応期間も9月末で
期限が切れるから、
公明党はさらなる延長を
求めるコメ！

いち

党国会対策副委員長、
同青年副委員長、
同総務部会長。
前総務大臣政務官。弁護士、税理士。防災士。衆院当選３回。
創価大学法学部卒。
４５歳。

「アマ」発の実現力！

◎田原総一朗氏が選んだ
「三ツ星国会議員」
。
国会での質問回数・時間などに高い評価。
◎１人一律１０万円の特別定額給付金や
持続化給付金の対象者拡充を推進。
公明県・市議と連携し、県の経営継続支援金、
市の事業継続支援給付金などを後押し。
◎全市立小中学校へのエアコン設置やあま咲きコイン
（電子地 域通貨）
を活用したポイント還元実現などに尽力。
尼崎城址公園の整備も進めました。

神戸市（兵庫区、北区、長田区）、西宮市＜塩瀬支所管内＞青葉台１〜２丁目、清瀬台、国見台１〜６丁目、塩瀬町名塩、塩瀬町生瀬、名塩１〜３丁目、名塩赤坂、名塩ガーデン、
名塩木之元、名塩さくら台１〜４丁目、名塩山荘、名塩新町、名塩茶園町、名塩東久保、名塩平成台、名塩南台１〜４丁目、名塩美山、生瀬高台、生瀬町１〜２丁目、生瀬東町、
生瀬武庫川町、花の峯、東山台１〜５丁目、宝生ケ丘１〜２丁目＜山口支所管内＞北六甲台１〜５丁目、
すみれ台１〜３丁目、
山口町上山口、
山口町上山口１〜４丁目、
山口町
金仙寺、
山口町金仙寺１〜３丁目、
山口町香花園、
山口町下山口、
山口町下山口１〜５丁目、
山口町中野、
山口町中野１〜３丁目、
山口町名来、
山口町名来１〜２丁目、
山口町阪
神流通センター１〜３丁目、
山口町船坂

年齢は9月1日現在

自治体が取り組む新型コロナ対策を財政面から強力に後

国 重とおる 現

いさ進 一

収入が半減した中堅・中小企業など法人に最大２００

しげ

佐 藤しげき 現

しん

持続化給付金

今年創業の企業や
フリーランスの対象拡大は、
公明党が、政府と粘り強く
協議して実ったコメ！

くに

次期衆院選 党公認予定候補者

公明党が実現！

とう

公明党はこのほど︑
次期衆院議員総選挙の第２次公認予定候補を決定︒
このうち︑
関西からは小選挙区で６氏が公認されました︒

さ

