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　令和4(2022)年の新春にあたり、謹んで新年のお慶びを
申し上げます。
　日頃より「歩む会」の皆さま、ご家族の皆さまには温かい
ご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
　昨年は1月の菊川市長・市議会議員選挙を皮切りに、4
月のミニ統一地方選挙、6月の県知事選挙、10月の静岡
選挙区参議院議員補欠選挙、衆議院議員総選挙と多く
の選挙が行われました。これらの厳しい選挙では、支援者
の皆さま、組織・団体の皆さまから多大なご支援をいただき
ました。とりわけ、衆議院議員総選挙においては、静岡4区
で国民民主党公認候補者・田中健さんが東海ブロックで
初当選をすることができました。衷心より感謝を申し上げ、
田中健議員には国民の代表として全力で働いていただき
たいと思います。
　さて、昨夏に感染爆発した新型コロナウイルスも、感染
対策の徹底など皆さまのご理解とご協力のおかげで、国
内では減少化傾向にあります。殊にワクチン接種につい
て、当初、他の先進国に比べて出遅れが指摘されておりま
したが、現在は12歳以上のワクチン接種率は1回目79％、
2回目77％に達しています。今後も、第六波の感染拡大や
新たな変異種オミクロン株などに細心の注意を払いながら
3回目ワクチン接種の実施、11歳以下へのワクチン接種の
あり方、治療薬（経口薬・抗体カクテル療法）の普及など多
くの課題に緊張感を持って取り組まなければなりません。
　社会経済活動をどう正常化させるかも、重要な課題で
す。政府は「未来応援給付金」として年収960万円未満
世帯の18歳以下の若者に対して一律10万円の支給を決
定しました。予算額は約2兆円で、まず昨年末までに5万円
の現金を、今春に使途を限定した5万円相当のクーポン券
をそれぞれ支給するという指針です。これには多くの問題
点が指摘されました。コロナ禍で生活に困っているのは子
育て世帯だけでない点や、年収960万円での線引きは世
帯合算ではなく、主たる家計維持者の年収としているため
に、富裕層へのバラマキではないかという点。とりわけ、支
給を現金とクーポンと2回に分けることによって事務経費が
約1,000億円にも及ぶ問題は多くの国民が怒りの声を上
げました。静岡県内のある首長さんは「これから3回目のワ

クチン接種や11歳以下の子どもへのワクチン接種もあり、
市町職員の事務負担は限界を超えています。これに加え
て、現金とクーポン券の支給など、本当に勘弁してほしい
ですよ。10万円1回の現金給付で良いではないでしょうか。
地方行政の現場を知らないにも程があります。1,000億円
もの事務経費をかけるなら、その予算で地方の生活困窮
者を救うべきでしょう !」と訴えられました。まったくの正論で
あります。
　国民民主党をはじめとする各党が、これらの問題を衆
参の本会議の代表質問や予算委員会で指摘した結果、
岸田総理は｢10万円の現金一括給付が可能になるよう政
策を見直す｣と表明しました。国民民主党が結党以来主
張し続けてきた『つくろう、新しい答え。対決より解決』が正
に実を結びました。
　更に、国民民主党は、不公平感が指摘される特定の給
付金より、コロナ禍の地方経済を救済するためには、広く
多くの国民が恩恵を受けるような施策を実施するべきだと
主張しています。その政策のひとつが、高騰し続ける原油
価格によって値上がりが続くガソリン価格を1リットルあたり
25.1円値下げする「トリガー条項」の凍結を解除する法案
です。
　「トリガー条項」とは、1リットルあたりのガソリン価格が3ヶ
月連続で160円を超えた場合、25.1円分の揮発油税(ガソ
リン税)の課税を止める仕組みですが、2011年東日本大震
災の財源確保を理由にこのルールが凍結されていました。
この「トリガー条項」を復活させることによって、ガソリンが1
リットル当たり25.1円、軽油が17.1円安くなります。
　ガソリン税は地方の財源にもなっていますが、この条項
発動によって生じた地方揮発油税と軽油引取税の減収
分は約4,000億円で、これを国が責任を持って地方に戻す
仕組みにもなっています。2兆円を超える「未来応援給付
金」のバラマキより、はるかに国民が求めている政策では
ないでしょうか。
　私たちはこれからも結党の原点を忘れず、「対決より解
決」「つくろう、新しい答え」の精神で改革中道路線を突き
進んでまいります。本年も、ご支援ご指導を賜りますようお
願い申し上げます。

参議院議員

国民民主党幹事長
国民民主党静岡県連会長

榛葉賀津也

　新型コロナウィルス感染症の発症から、はや2年が経過し
た。三密を避け、人の流れを規制するなどの感染対策の徹底
は、これまで当たり前のように行われていた「国会見学」にも大
きな変化をもたらした。通常だと年間30万人近い方々が国会
を見学しているが、コロナ禍では自粛により激減。緊急事態宣
言下の令和2年3月から6月は参観を中止した。現在も参観時
間を午前9:00から午後4:00までと短縮し、参観人数も一時間
100人までと制限をしている。結果、令和元年には273,261人
あった参観者数も昨年の12月時点で38,893人と大幅に減少
した。
　さて、国会見学時の楽しみのひとつと言えば、国会内での
食事。ということで、今回は皆さんに国会見学の雰囲気を味わ
っていただきたく、参議院内のお食事処を一挙大公開 !

参議院　グルメ探求

①そば処「みとう庵」榛葉議員イチ押しのそば屋。国会議事堂
参議院側の地下1階にあり、菅前総理や萩生田経産大臣も
常連。名物は鍋焼きうどんと野菜そば。

③議員会館地下1階の「議員会館食堂」最もポピュラーなレス
トランで和洋中と品揃えも豊富。カウンターの寿司屋「初花」
も隣接し、国会見学者にも大人気。

⑥「中央食堂」文字どおり国会議事堂内の参議院と衆議院
の中央1階にある議事堂内最大の食堂。鶏料理が名物で、
五穀米や豆腐ハンバーグなどヘルシーメニューもあり女性
にも人気。

⑦「議員食堂」本会議場の目の前にある国会内で最も格式の
高い食堂。大臣の記者会見にも使われる。名物はカレーでそ
の名も「国会カレー」だが、その名付け親はなんと榛葉議員!
ホントの話です。

⑧参議院分館1階「喫茶室」国会議事堂と国会図書館の間に
ある各種委員会を開催する建物の中にある。出番前の大臣
や官僚やマスコミがよく利用している喫茶店。喫茶店なのに
人気メニューは“十八番ラーメン” !

⑩（番外編その1）コンビニ2軒　セブンイレブンとファミリーマート。
“菅ちゃん饅頭”や“キッシーの国会召集瓦煎餅”“国会ベルト”や
“歴代総理湯飲み”もここで買えます!

⑪（番外編その2）国会議事
堂地下1階にひっそりとたた
ずむ菓子パンとカップ麺の自
販機。意外と利用されてい
ます。笑

⑨参議院第二別館2階「職員
食堂」自民党本部の東側に
隣接する第二別館は参議
院法制局や記録部、自動車
課等の皆さんの職場。名物
は500円でボリューム満点
の“ワンコイン･ランチ”

②「一茶そば」某国会記者いわく
「国会一番人気のそば屋さん」。
霞が関の官僚やマスコミにも人
気で、特徴は長く硬めのそば。隣
の衆議院からわざわざ食べに来
る衆議院議員も多数。一番人気
は大盛りのもりそば。

④喫茶「モア」議員会館と国
会議事堂を結ぶ通路にある
喫茶店。パスタとサンドイッ
チが有名だが、ピザトースト
や豚肉生姜焼きも人気。配
達もしてくれ便利。

⑤「TULLY'S　COFFEE」
言わずと知れた有名チェー
ン店。本日のCOFFEEは一
杯目のレシートを提示すると
二杯目が半額に !

まちがいさがし  答え ①外のお月さまの位置 ②窓のカギの向き ③やぎさんのしっぽの向き ④とっくりの柄 ⑤本の数 ⑥ペンの数 ⑦観葉植物の種類

新しいアイテムが完成！

縦84cm×横59cmの
A1サイズのポスターです。
掲示にご協力いただける方は
ぜひご連絡ください。 屋外ポスター

Shimba Kazuya to Ayumukai NEWS

しんば賀津也と
歩む会NEWS vol.40



しんば賀津也 歩む会NEWSと vol.40

10/31
歩む会意見交換会

8/24 12/12

12/4

清水港新興津岸壁延伸工事　着工式
岸壁の混雑を解消することにより、効率的な輸送の実現とともに、産業
や周辺地域の更なる活性化と発展が期待される
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第207回 国会参議院役員等記念撮影

幹事長、国対委員長会談

両院議員総会

島田支部 天竜支部

日本のため、
未来のため。

世界を
見据えて。
国政活動
PICK UP
202108 202112

国民民主党幹事長として

新旧総理によるご挨拶を受ける

沖縄及び北方領土に関する特別委員長 就任
10月 4日招集の特別国会より沖縄及び北方問題に関する
特別委員会委員長に就任
我が国が直面している諸課題について議論が行われる

国会運営にあたり、他党との調整・交渉も幹事長の役目のひとつ

沖北委員長就任挨拶

東京新橋で街頭演説会

ご支援頂いた皆様のおかげで、にっこり笑顔で衆院選後初の全員集合国民民主党開票センター

長崎1区　西岡秀子候補 応援
茨城5区　浅野さとし候補 応援

いつも心に。

地元活動
PICK UP
202108 202112

第49回 衆 議 院 議 員 総 選 挙
短期決戦となった衆議院議員総選挙だが、幹事長として北は北海道から南は宮崎まで、全国の応援に奔走

衆参議員へ報告ならびに方針等の説明を行う

菅前総理大臣退任挨拶

玉城デニー沖縄県知事、桑江沖
縄県市長会長、他の方々より要望
を受ける

定例記者会見、取材、TV出演を通して党の政策や姿勢を発信、党への理解を
深め支持拡大につながるよう努める

岸田新総理大臣就任挨拶

国民民主党緊急追加公約

ガソリン・軽油価格の高騰を抑える

トリガー条項の

国民民主党は、日本経済の回復とクルマ
依存度の高い地方の生活を守るため、
トリガー条項の凍結を解除します。

凍結解除
トリガー条項（租税特別措置法第八十九条）
とは、ガソリン価格が3ヶ月連続で160円/ℓ
を超えた場合に、うわ乗せされている特例税
率を停止しガソリン価格を２５．１円/ℓ（軽油
は17.1円/ℓ）引き下げる措置です。このト
リガー条項は東日本大震災の復興資源確保
を名目に2011年以降凍結されていました。

160円/ℓ

※イメージ図

トリガー条項

-25.1円/ℓ
軽油は

-17.1円/ℓ（　　 ）

３ヶ月

ひといき まちがいさがしちょっと 左右でちがう箇所は全部で７個！
見つけられるかな？

答えは裏面にあります

活動計画▶
▶
▶2

022年▶▶▶

前半

日時 5月中旬予定
会場 小笠グラウンドゴルフ場
参加費 500円 定員 200名

本年は菊川市での開催から、県内各地での開
催に変更します。3月～5月にかけて県東部、
県中部、県西部の3箇所を計画中です。詳細
は決まり次第SNS等でお知らせいたします。

日時 4月9日（土）10時30分開演
会場 ホテルアソシア静岡3階「駿府の間」
会費 1万円

静岡4区 田中けん候補応援


