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　長引くコロナ禍は人々の暮らしや生業に甚大な影
響を及ぼしています。倒産や廃業などコロナ破綻が
急増して雇用情勢が悪化、生活困窮世帯が増え、女
性の自殺者が25％も増加。子どもや学生、若者世代
は将来に不安を感じています。

　生活や経済そして
人々の希望を回復さ
せるためには、手厚い
公的支援が必要です。
持続化給付金や雇用
調整助成金、困窮世帯
やひとり親世帯向け給
付金、給付型奨学金な
ど各種支援策の新設・
拡充・延長、ワクチンの

確実な供給や国産ワクチン・治療薬の研究開発体
制の整備などを引き続き提案・実現して参ります。
　現政権が推し進めてきた「自助」や「自己責任」を
強調する社会では、コロナ禍から国民の命と暮らし
と経済を守ることはできません。重要なのは「公
助」です。充実した「公助」があってはじめて「共助」
「自助」が成り立ちます。
　誰もが今と将来に明るい希望の持てる社会でな
ければなりません。私は現下のコロナ危機と正面
から向き合い、互いに支えあい誰もが安心して平
和に暮らすことのできる社会の実現をめざして、こ
れからも全力を尽くして参ります！
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1 予算委員会 2月19日

　総務省幹部接待疑惑について、東北新社に勤める菅総理の長男とその上司から接待
を受けたことは事実か、外資規制違反を黙認したのか、放送・通信行政を歪めた認識が
あったのではないかなど、総務大臣や幹部に真実を答弁するように求めました。
　この問題は総務委員会でも取り上げ、歴代総務大臣や多くの総務省幹部が接待・会
食を受けていたことが判明し処分が下されました。

2 総務委員会 4月6日

3 国土交通委員会 3月12日 他

　JR北海道に対する国の財政支援を定める法律の延長が実現しました。コロナ禍で
厳しい経営状態が続くJR北海道の鉄路と雇用を守る取り組みを進めています。また、
バスやタクシー、航空など公共交通機関のコロナ対策支援、税の減免・猶予や雇用調
整助成金の延長など経営支援についても質疑と提案を積み重ね実現しています。

4 憲法審査会 4月15日 

　国民投票法改正案について、強行採決を求める自民などの主張に
対して、コロナ禍などにおける投票環境向上のための法整備とはなっ
ていない点があり、審議不十分かつ結論は出ておらず更なる審議時
間を求める意見を述べました。

選挙期間中にコロナ感染者となり自宅か宿泊施設での療養と外出禁止を行政機関等から命じられた場
合は投票が困難になるため、郵便投票の対象にして投票権を確保するように提案しました。

①

テレビ番組でのアイヌ民族差別発言に強く抗議し、再発防止の徹底を総務省に要求しました。②

時短営業に協力している飲食店等に対する自治体の支援金や、自治体のワクチン接種がスムーズに実
施できるよう、国の財政支援を要請しました。

③

若者世代の声を政治に活かす！
党青年局の筆頭青年局長代行として、若者や高校
生・大学生とのオンライン交流イベントを開催し、
そこで得た若者の意見を政策や党活動に反映して
います。
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命と暮らしを守る社会の実現を 写真：仮
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道下大樹さんの主な国会活動
公正・中立な放送・通信行政を！

感染拡大抑え込み、徹底した事業者・生活者支援を！

北の鉄路、公共交通網を守ります！

憲法改悪に「待った！」
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道下大樹さんと共に活動している仲間たち

道下大樹さんが取り組むコロナ対策＆支援策
政府「withコロナ政策」から 立憲「zeroコロナ戦略」へ転換を

with
コロナ
政策

感染対策と経済対策の同時進行で「感染の波」を繰り返し、感染拡大と経済低迷が続く。
現実：消極的なPCR検査→コロナ感染が収束しない中でGoToキャンペーン実施→人流
急増→感染拡大→病床使用率逼迫→緊急事態宣言・まん延防止等重点措置発令→休業
要請するも不十分な補償・支援制度→一時的に感染者は減るがすぐリバウンド

感染拡大の繰り返しを防ぐことで
早期に通常に近い生活・経済活動を取り戻す戦略

Zeroコロナ戦略の三本柱

zero
コロナ
戦略

1 2 3医療現場を支援 感染を封じ込める 暮らしと事業を守る
想定：まず医療現場や事業・生活者への支援策を強化→人流を抑え感染者数を低減→PCR検査徹底・疫学
調査・ゲノム解析を拡大→ワクチン接種の迅速な実施→感染者数を持続的に低減→暮らしと経済の回復

PCR検査体制と医療機関への支援を拡充・強化
します。生活者・事業者への支援や補償を十分に
行った上で感染拡大を徹底的に収束させ、通常に
近い生活を取り戻します。

消費税を時限的に減税します。また少なくとも一年
間にわたり所得税をゼロとし、その恩恵が及ばない
所得税額ゼロの方には給付金で生活を直接支援
します。

各種給付金、協力支援金、融資制度や雇用調整
助成金などを再給付・増額・延長し、飲食業、観光
業、公共交通機関をはじめとする特に深刻な影響
を受けている業界への支援を手厚くし、経済と雇用
を守ります。

長引くコロナ禍で解雇や給料減など苦しい状況に
おかれている女性を支援します。ひとり親世帯など、
困窮している子育て世帯には給付金を支給し、近
年増加傾向にあるDV被害者へ確実に支援を届け
るための取り組みを進めます。

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のが基本方針です。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、現在進められている文献調査の即時中止を求めます。

「核のごみ」の受け入れに反対します。コラム

道下大樹さんはめざします！
道下大樹さんが取り組む基本政策

コロナ禍から国民の
「命・暮らし・経済」を守る1
感染防止を最優先に。休業や時短要請と補
償は必ずセットで行い、生活者・事業者を徹
底支援します。
またワクチン接種を迅速に行える環境を整
備し、消費税を時限的に減税します。

雇用の安定と経済の活性化2
最低賃金を早期・段階的に引き上げます。
同時に企業経営を積極支援します。
コロナ禍で甚大な影響を受けている業種を
中心に企業を支援し、安定した雇用と地域
経済を守ります。

「子ども・子育て世帯・
若者・女性」支援3
経済的な支援を拡充し、子ども・子育て世
帯、若者、女性を支えます。
選択的夫婦別姓の導入や、産休・育休の制
度拡充など女性や子育て世帯が働きやす
い環境づくりを進めます。

年金・医療・介護・福祉の
充実4
全世代の国民に信頼される持続可能な年
金制度を確立し、医療・介護・障がい福祉・
保育・教育・放課後児童クラブ・住居などの
「ベーシックサービス」を拡充。
誰もが安心して暮らせる社会をめざしま
す。

「脱炭素社会」の実現5
環境・気候危機問題に向き合い、自然エネル
ギーの利活用を推進しながら、持続可能な循
環・分散型社会へ移行します。

平和憲法を守り活かす6 現行憲法の「国民主権・基本的人権・平和主
義」などの基本理念を活かし、専守防衛を
堅持して国際平和に貢献します。

医療・食料・エネルギーの「メイド・イン・ジャパン」を北海道から！
①「医療」
先端医療や治療薬・ワクチン
の研究開発と製造を北海道
で！

安全・安心な道産食料の生産・
加工・流通・販売を積極拡大し
全国そして世界へ展開！

②「食料」
太陽光・風力・地熱・バイオマスな
ど自然エネルギーを推進し、クリー
ンな脱炭素社会を北海道から！

③「エネルギー」

私たちも
道下大樹さんを
応援して
います！

道下大樹
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