道下大樹の主な国会活動
道下委員

1 沖縄北方問題特別委員会
6月18日

質

問

2 総務委員会
11月19日

質

3 国土交通委員会

問

11月27日

質

問

郵便法改正案の審議で、地域生活を
支える郵便局で働く方々の雇用・労
働環境の改善とコロナ対策の充実、
郵便物や荷物の配達などのユニバー
サルサービスの維持について総務大
臣に提言しました。

党税制調査会事務局長として
コロナ禍や災害時における国民生活の支援税制や、
所得の再分配機能を強化することなどを柱とした2021
年度税制改正要望を取りまとめました。その後、政調
審議会で報告、了承を得ました。

新生「立憲民主党」の全国の若手議員（国会・地方）の
力を結集し、若者の声を政治に反映させることを目指す
青年局の筆頭青年局長代行に就任。12月12日には
設立総会を開催し、活動方針を決定しました。

党JR二島・貨物問題検討ワーキングチーム事務局長として
国鉄分割民営化後に赤字経営が続き、コロナ禍で
甚大な影響を受けているJR北海道・四国とJR貨物に
ついて経営側や労働組合など関係機関からヒアリング
を行い、国土交通大臣への要望書を取りまとめました。

道下大樹プロフィール
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道下大樹のフェイスブックもご覧ください！

党動物愛護議連で女優の浅田美代子さん(前列中央)と
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国政報告

自助・共助は安定した公助があってこそ
北海道を下から支える大きな樹

主な党活動
党青年局筆頭青年局長代行に就任

新春号

衆議院議員

①コロナ禍で厳しい経営の交通・運輸・
観光事業者等を支援するため、雇用
調整助成金の特例措置の再延長と企
業の大小に関係ない減税・納税猶予、
GoToトラベル一時停止による観光関
連事業者への補償・支援について国
交大臣に要望しました。
②アイヌの人々やウポポイ職員への
誹謗中傷事案を指摘し、政府として
法的措置を含め毅然とした姿勢で対
処するよう求めました。

「北方領土は日本固有の領土である」
ことを政府として対外的にも強く発
信すべきであること、またコロナ禍に
おけるオンライン形式による北方墓
参の検討について外務大臣、担当大
臣に提言しました。
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自助・共助は安定した公助があってこそ

国内で新型コロナウイルス感染症が確認されてから約
一年となりますが、皆様の中には不安を感じながら日々を
お過ごしの方も多くいらっしゃることと思い、胸が痛みます。
これまでの生活や経済が一変し、医療や政治行政の
制度・仕組みの課題が浮き彫りになり、多くの方々が感染
症対策に取り組みながら「ニューノーマル※」という新た
な生き方に移り変わろうとしています。
私たちの暮らしは「エッセンシャルワーカー※」の方々
の責任感と使命感の上に成り立っています。医療や介護
の現場は、長期に及ぶ新型コロナ対応に心身の疲労が
限界に達し、相次ぐクラスターの発生や重症者の増加で
医療崩壊と隣り合わせの中でも日夜最前線で奮闘して
おられます。医療機関や関係者へのさらなる支援は急務
であり、心無い誹謗中傷等は決して許されるものではあ
りません。
一連のコロナ禍によって直面している社会・経済環境
の悪化は、雇用や生活様式に大きな不安や困窮を生じさ
せており、収入が減った方、職を失った方、店や会社を閉
めざるを得ない状況に置かれた方もいらっしゃると思いま
す。政府は様々な支援策を打ち出してはいますが、不備
や中途半端な面があり、
どれも十分とは言えません。
「個
々の努力に頼る段階は過ぎた」と多くの専門家が指摘し

ているように、
自助による対策には限界があり、一日も早
いコロナ禍の収束や、国民生活・雇用・経済の対策を担う
政治の責任は極めて重いと認識しています。
私は、安定した公助が基盤にあってはじめて自助と共
助が成り立つと考えます。今こそ公助を手厚くする時で
す。そして感染防止を最優先にしながら、生活と事業へ
の直接的支援を積極的に行い、いわゆる「GoToキャン
ペーン」などの特定産業分野における需要喚起策は各
自治体に事業実施を委ねたり、新型コロナ収束後に大々
的に実施すべきです。
ウィズコロナ・ポストコロナ
の社会を見据え、誰もが安心
して暮らせる社会の実現を目
指し、今年も全力で頑張りま
す。皆様のご健勝・ご多幸を
心よりお祈りいたします。

衆議 院 議 員

道下大樹

※「ニューノーマル」／日常的なマスク着用や、人の密集を避ける、他者との間隔を空ける
などの新たな生活様式。
また在宅勤務を中心とした働き方など。
※「エッセンシャルワーカー」／主に医療・福祉、農業、小売・販売、通信、公共交通機関な
ど、人々が日常生活を送るために欠かせない仕事を担っている人。

2021新春の集い中止のお知らせ

毎年開催しております「衆議院議員 道下大樹 新春の集い」は、現下の新型コロナウイルスの
感染状況から参加者・関係者の安全を第一に考慮 、地域の感染拡大リスクを僅かでも低減する
ため、本年は中止と致します。何卒、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

＜掲示板設置・ポスター掲示のお願い>

立憲民主党の掲示板を設置して頂ける方、ポスターの掲示にご協力
頂ける方を募集しております。ご協力頂ける方は、下記までご連絡頂
ければ幸いです。※ポスターは「A1サイズ」と小さめの「A3サイズ」がございます。

●ご連絡先

TEL：011‑233‑2331

FAX：011‑233‑2337

公式LINEアカウント
@rikken

コロナ緊急対策！

国民の命と暮らし、経済を
守るための政策転換を！

立憲民主党 は、国会内で新型コロナウイルス対策本部を設置し、新型コロナウイルス

感染者が急増していることを受け、国民の命と暮らし、経済を守るために何が一番求めら
れているという視点で「立憲民主党コロナ緊急対策」
をとりまとめました。

感染防止を最優先に！

生活と事業の支援を！

積極検査と早期対応！

生活支援！

①エッセンシャルワーカーへ公費で定期的に検査実施
②感染拡大地域のＧｏＴｏキャンペーンを一時停止
※ 停止時は、国の責任で経済的支援
③少人数学級への段階的移行

医療機関を支援！

①消費税の減税（少なくともコロナ収束までの間）
②住居確保給付金の延長
③ひとり親世帯への再給付・大学授業料半額
④失業手当の支給割合引き上げ・日数延長

①自粛要請・感染拡大防止に協力した場合の経済的支援
②持続化給付金、家賃支援給付金の拡充・延長
③雇用調整助成金、休業支援金・給付金の拡充・延長
④資本性資金の供給

地方の役割拡充！
①地方自治体首長が緊急事態宣言発出を要請できる
②希望する方が安く早く検査を受けられる体制整備
③軽症患者・無症状患者に施設・自宅待機要請ができる

立憲民主党の
新型インフルエンザ特措法改正案

公共交通を支援！
○固定資産税、航空機燃料税、着陸料を減免

安心底上げ経済ビジョン

暮らしからはじまる
経済成長へ

●最低賃金を1,300円台に引き上げ。同時に中小企業を
力強く支援します。
●医療・介護・保育・障がい福祉に関する負担に上限を
設ける総合合算制度を導入し、安心して医療や介護が
受けられるよう年金の最低保障機能を強化します。
●児童虐待や、いじめを受けた子どもたちの保護と保
護者への支援を強化し、児童相談所など関係機関の
体制を充実させます。
●デジタルトランスフォーメーション（DX）を積極的に
推進し、多様化する社会的課題の解決や、生産性の
向上を目指します。

3

事業・雇用支援！

①昨年からの減収分に経済的支援
②緊急包括支援金を早く届ける

1

道下大樹が目指す5つの政策

エネルギー・環境ビジョン

原発ゼロを実現し、
省エネ・環境立国へ

●原発再稼働を認めず、原発ゼロ基本法を推進し、電力の
地産地消、自然電力100%、脱炭素社会を目指します。
●動物の愛護と福祉に関する法整備と、犬猫殺処分ゼロ
を目指します。
●相次ぐ地震や豪雨災害等からの一日も早い復旧・復興
とともに、過去の災害データを分析し、減災・防災の
取り組みを進めます。

5

外交・安全保障ビジョン

平和を守る
現実的な外交へ

●憲法の理念を活かし、国際的な平和構築に貢献します。
●貧困の問題、気候危機の問題などグローバルな課題
解決に貢献します。
●専守防 衛の範囲を超えない、抑制的かつ 効果的な
防衛力整備を行います。

道下大樹 地元活動フォト

ウポポイ開業式典

ポスター貼り替え

さっぽろレインボープライド2020

2

共生社会への多様性ビジョン

個人の可能性が
芽吹く社会へ

●選択的夫婦別姓の導入や、女性の働きやすい環境づく
りなど、ジェンダー平等を推進します。
●LGBT差別解消法を制定し、同性婚を可能とする法改
正を実現します。
●障がいのある方やひきこもりの方の生活・就労支援、
家族への支援を強化します。
●バリアフリーとインクルーシブ教育
を推進します。
●DV対策、性暴力被害者への支援を
強化し、性犯罪関係刑事法改正を
目指します。

4

参加民主主義ビジョン

透明性の高い
「まっとうな政治」へ

●公正で透明な行政を実現するために、公文書管理法
と情報公開法を強化します。
●内閣人事局制度を見直し、国民に開かれた透明性の
高い行政組織、行政運営を目指します。
●安倍政権が成立させた「特定秘密保護法」「共謀罪」
を廃止します。

高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定に
コラム 向けた「文献調査」への応募・受諾決定について
北海道は、都道府県で唯一、核のごみを受け入れ
難いとする「北海道における特定放射性廃棄物に関
する条例」が制定されており、核のごみを受け入れな
い基本方針です。最終処分場の問題は、受け入れ自
治体のみならず北海道全体に後世にわたって多大な
影響が及ぶ問題であり、交付金と引き換えに最終処
分場の設置を検討する文献調査への応募はあまりに
拙速であると言わざるを得ず、文献調査への応募に強
く抗議し、撤回することを求めます。

道下大樹 地元活動フォト

地域の子どもたちの見守り運動

勝部参議と街宣

各業種にコロナ影響ヒアリング

街宣の帰りに無人販売で野菜購入

税理士による確定申告相談会を視察

