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自己紹介
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■出身地
大阪府大阪市

■座右の銘
「意志あるところに道はひらける」

■国民民主党 役職
副代表
男女共同参画推進本部長

■国会の所属委員会
内閣委員会 理事
予算委員会 委員
憲法審査会 委員■経歴

1984年 松下電器産業株式会社[現パナソニック株式会社]入社
1990年 AVC社AV本部 人事部 女性活用担当
1999年 AVC社ビデオ事業部門真人事二課 主任
2000年 松下電器産業労働組合 中央執行委員
2006年 松下電器産業労働組合連合会 中央執行委員
2008年 パナソニックグループ労働組合連合会 書記次長
2014年 パナソニックグループ労働組合連合会 副中央執行委員長

電機連合 男女平等政策委員長
2016年 第24回参議院議員選挙にて初当選（比例区）

矢田 わか子 プロフィール



国会の仕事

国会は、衆議院と参議院で構成されています（二院制）。各議院はそれぞれ
独立して意思決定を行い、両議院の意思が一致することによって国会の意思が
成立します。

二院制の利点として、国民の間の多様な意見と利益をできるだけ広く反映さ
せることができること、慎重に審議できること、一方の行き過ぎを抑制し、不十
分なところを補うことができることなどが挙げられています。

① 予算の編成

② 法律の制定

③ 条約の締結

政府の行政監視＋
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国の予算（令和二年度 予算概要）

所得税, 195,290

法人税, 120,650

消費税, 217,190
その他, 102,000

その他の収入, 

65,888

建設公債, 

71,100

特例公債, 

254,462

一般会計歳入

社会保障, 

358,608

地方交付税, 

158,093
公共事業, 

68,571

文教科学, 

55,055

防衛, 53,133

その他, 99,606

国債費, 233,515

一般会計歳出

総額 102兆円6,580億円 ＝８年連続の過去最高額＝

年金 125,232

医療 121,546

介護 33,838

少子化 30,387

生活扶助等 42,027

保険衛生 5,184

雇用労災 395

社会保障関係費
35兆8,608億円

揮発油税 22,040
酒税 12,650
相続税 23,410
たばこ税 9,140
関税 9,460
石油石炭税 6,550
自動車重量税 3,930
国際観光旅客税 540
その他税収 3,850
印紙収入 10,430

食料安定供給 9,840
エネルギー対策 9,495
経済協力 5,123
恩給 1,750
中小企業対策 1,753
その他事項経費 66,645
予備費 5,000

（単位：億円）
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まずは「給与明細」を見てほしい

私たちの暮らしの中では、さまざな税が･･･

・消費税 ・自動車重量税 ・たばこ税
・ガソリン税 ・酒税 ・相続税 等々

 年金
 健康保険
 介護保険

 所得税
 住民税（地方税）

私たちの暮らしと政治

（参考）

税 金

社会保険料

⇒ 身近なことから、政治に関心を持ってほしい
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歳出・税収・公債発行額の推移

 伸び続ける歳出と税収の差を、借金である公債の発行で穴埋め
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新型コロナウイルス感染症対策の予算

令和二年度 第一次補正予算（4/30）

令和二年度 第二次補正予算（6/12）

⇒国民一律10万円給付
⇒事業者への持続化給付金

約32兆円

約26兆円

⇒事業者への家賃支援
⇒雇用調整助成金の拡充

⇒感染防止と医療支援
⇒GoToキャンペーン など

⇒地方創生交付金の拡充
⇒医療提供体制の強化 など

⇒予備費1.5兆円

⇒予備費10兆円

新型コロナウイルス感染症対策への対応
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私たちの暮らしと政治

「道路交通法」
を順守

「放送法」に
基づく番組

「食品衛生法」に
基づいた食品

「鉄道事業法」に
基づいた鉄道

「建築基準法」を
満たす建物

「児童福祉法」に
基づいた保育園

「労働基準法」
に基づく仕事

「所得税法」
に基づく納税

「電気事業法」に
基づいた電気の

供給

私たちの暮らしは法律と切り離しては成り立ちません。

⇒私たちの暮らしは、政治と密接に関わっています

「消費税法」に
従ってお買いもの
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法 律

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=19175&sw=%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=15778&sw=%E3%81%94%E9%A3%AF%E3%82%92%E9%A3%9F%E3%81%B9%E3%82%8B%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%AD%90
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=12787&sw=%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%A5%B3%E6%80%A7
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=420&sw=%E3%83%93%E3%83%AB
http://illpop.com/img_illust/school/social_a09.png
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=14876&sw=%E3%83%90%E3%82%B9%E9%81%8B%E8%BB%A2%E6%89%8B
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=10960&sw=%E3%81%AD%E3%81%BC%E3%81%99%E3%81%91
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=22394&sw=%E3%81%8A%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%95%E3%81%BE
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=11915&sw=%E9%9B%BB%E8%BB%8A
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=16329&sw=%E6%9C%9D%E3%81%AE%E7%9B%AE%E8%A6%9A%E3%82%81
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCI7B9aG7hMYCFWEvpgodaugArg&url=http://tkoni07.web.fc2.com/zsy2-4.html&ei=XtR3VY6aGOHemAXq0IPwCg&bvm=bv.95277229,d.dGY&psig=AFQjCNHjC1ZXaWFMPeSSoPgmXsAgXl325Q&ust=1434002910446807
http://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=36372&word=%E3%81%8A%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9


第203回臨時国会（10月26日〜12月5日）
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●予防接種法改正案
新型コロナウイルスワクチンの接種で健康
被害が生じた場合に賠償を国が肩代わり。

●郵便法改正案 はがき、手紙の土曜日配達を廃止。

●被災者生活再建支援法改
正案

災害で住宅が被害を受けた世帯への支
援拡充。

●国家公務員給与法改正案
人事院勧告に基づき、国家公務員の
ボーナスの引き下げ。

●種苗法改正案（継続審議）
国内で開発されたブランド果実などの海
外への不正な持ち出しを禁じる。

●東京オリンピック・パラリン
ピック特別措置法案（継続審議）

東京五輪の開閉会式前後に祝日を移動
させる。

●日英経済連携協定（EPA）
の承認案

英国のEU離脱にともなうEPA。日本とEU
のEPAをほぼ踏襲。

臨時国会に成立した主な内閣提出法案

法 律



国会の行政監視

国会は立法府の立場から、
予算・法律を作ったものの責任として、日々の行政が
公平・公正に運営されているかチェックをすることが求
められ、行政監視は国会の重要な役割のひとつです。

例えば）

 総理主催の桜を見る会の予算執行のあり方
 森友学園、加計学園に関わる行政手続きの公平・透明性の確保
 毎月勤労統計の不正問題
 持続化給付金の事務委託費問題

国会は、「国政調査権」の権限を持ち、国政に関する問題が起
こった際に、その事案を調査できる権利がある。
この調査の際、
 証人の証言を得るための証人喚問
 事実関係確認のために資料の収集
 参考人の招致

などの手段をとることができる。

行政監視
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国会での活動

――組合員の声を届けています
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第203回臨時国会での質問（10月26日〜12月5日）
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11月６日 予算委員会（計60分）

１. 本年度補正予算

２. 困窮している大学生への支援強化と大
学における対面授業の再開支援

３. コロナによって大きな影響を受けている
航空業界・鉄道業界の状況と支援策

４. 悪化する雇用情勢の認識と対応

５. 女性労働者の雇用・生活問題への対応

６. 少子化対策の強化・男性の育児休業取
得促進策

７. 選択的夫婦別姓制度の実現

８. 脱炭素社会の実現、ＥＶ・蓄電池開発



補正予算の執行状況予算委員会 質問ダイジェスト①
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出典：内閣官房資料、厚生労働省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより矢田わか子事務所作成 参議院予算委員会（令和2年11月6日） 国民民主党・新緑風会 矢田わか子

妊婦休業助成金

コロナ対応休業
支援金･給付金

小学校等休業
対応助成金

支給：4.2億/予算：90億

支給：294億/予算：5,442億

支給：347.6億/予算：3,275億

支給：806億/予算：1,365億

支給：19,489億
予算：20,848億

家賃支援給付金

ひとり親世帯
臨時特別給付金

学生支援緊急給付金

雇用調整助成金

支給：3,700億/予算：20,242億

支給：490億
予算：531億

（2020年10月30日現在）



補正予算の執行状況

各種助成金の予算が活用されるよう、政府の責任で補償が必要だ。

○予算は多めに見積もっており、執行率
が低いことは確かだが雇用調整助成
金と合わせると見込みに合う執行状況
になっている。補償を受ける権利があ
るのに受けられていない方に対しては、
今後も事業主に制度趣旨を理解しても
らい、活用を促す取組みを続ける。

○小学校等休業対応助成金や妊婦の休
業に対しても同じく活用を促し、労働者
向けの相談窓口を設けている。

○57兆円もの補正予算が組まれて
いるが、個人向けに行われるコロ
ナ休業、小学校等休業対応、妊
婦休業への補償の執行率が非常
に低くなっている。申請しても事
業主が動かないケースが多い。
安倍前首相は自身の責任で万全
の対応をとると言われた。小学校
の一斉休校等による休業には政
府の責任で補償が必要だ。

田村憲久 厚生労働大臣矢田わか子

予算委員会 質問ダイジェスト①
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出典：経済産業省ホームページより矢田わか子事務所作成 参議院予算委員会（令和2年11月6日） 国民民主党・新緑風会 矢田わか子

 

 申込件数 申込金額 決定件数 決定金額 

 
先行審査案件 

（７月１７日決定） 

   
90 件 

  

約 996 億円 

   

  57 件 

 

約 574 億円 

（1 件当たり平均 
約１０億円） 

 
 
現在審査中案件 

（１１月中に決定） 

 
1,670 件 

 
1 兆 7,640 億円 

  
審査中 

  
   審査中 
(約２,５００億円？) 

 

予  算 

 
 令和２年度第１次補正予算      ２,２００億円 

 令和２年度第２次補正予算予備費   ８６０億円 

           計            ３,０６０億円 

（参考資料）サプライチェーン対策のための国内投資促
進事業費補助金の申請状況

製造業の国内回帰支援予算委員会 質問ダイジェスト②
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製造業の国内回帰支援

製造業の国内回帰は雇用を生み出す。積極的な予算投入を求め
る。

○予算をはるかに超える申請があり、投
資意欲が高まっていると認識している。
今回は部品の供給が止まるなどした
ため、サプライチェーン対策が必要と
して行われる国内投資を補助金の対
象としたものである。それ以外の国内
投資については他の制度活用を検討
するとともに、来年度予算も積極的に
要求して対応を進める。

○製造業でも状況は日々悪化して
いる。国内投資促進事業費補助
金について補正予算では3,000億
円強が計上されていたが、申込
額は１兆8,000億円を超えている。
残る１兆5,000億円についてどう
対応していくのか。

○中長期的に見れば、製造業の国
内回帰は雇用を生み出す。積極
的な予算投入が必要だ。

梶山弘志 経済産業大臣矢田わか子

予算委員会 質問ダイジェスト②
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（参考資料）少子化対策・出生率引き上げのための政策

婚姻率の引き上げ

・若年層の雇用安定･収入確保
・低家賃住宅の供給
・出会いの場の設定
・選択的夫婦別姓の制度化

出産の支援

・産前･産後休暇への所得補償
（非正規労働者）

・不妊治療の負担軽減
・出産育児一時金の引き上げ
・産後ケアの充実

育児支援

・待機児童の解消
⇒隠れ待機児童の見える化
自治体調査のガイドライン活用

・幼児教育の完全無償化
・ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの拡充

・学童保育の拡充
・男性の育児休暇取得義務化
・男女の役割分担意識の排除

教育支援

・義務教育の完全無償化
・児童手当の引き上げ
・高等教育における奨学金
の充実

生活環境等の整備
男女共同参画の推進

医療･健康政策の充実

・ＨＰＶワクチンの安全化
・安全な中絶方法の普及
・生殖医療に関わる法整備

出生率(希望出生率)1.8へ
※2019年の合計特殊出生率は1.36

出典：「少子化対策大綱」等から矢田わか子事務所作成 参議院予算委員会（令和２年11月6日） 国民民主党・新緑風会 矢田わか子

少子化対策予算委員会 質問ダイジェスト③
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昨年の出生数は86.5万人。少子化対策として何から取り組んでいくの
か。 坂本哲志

少子化対策
担当大臣

菅義偉
内閣総理大臣

○個々人の結婚・出産・子育て
の希望実現を阻む様々な要
因が複雑に絡んでいる。障壁
を１つ１つ取り除き、少子化対
策に真正面から取り組む。

○不妊治療への保険適用を所
信表明演説で述べたが、実際
の適用までは助成拡充で対
応したい。男性の育児休職で
は国家公務員に１か月の取得
を決めたほか、新たな待機児
童対策を年内にまとめる。

少子化対策

○2019年の出生数は86.5万人にと
どまり、86.5万ショックとも言われ
ている。喫緊の課題は何ととらえ、
どのように取り組んでいくのか。

○不妊治療以外にも必要な対策
は多い。結婚するためには所得
の引き上げが必要だ。出産育児
一時金の引き上げも検討してい
るとのことだが、あわせて、非正
規労働者の産前産後期間中の
所得補償にも取り組むべき。

矢田わか子 ○安定財源を確保しつつ政策を
推進しなければならない。ライ
フステージに応じた総合的な
対策を強力に進める。

予算委員会 質問ダイジェスト③
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（参考資料）我が国のＣＯ２の部門別直接排出量と電源
別発電量 ＜2018年度＞

40.1

25.0

17.8

5.6
4.6
6.6

ＣＯ２部門別
直接排出量（%）
約11億3800万ﾄﾝ

28.3

37.4

3.7

8.5

4.7

7.8
6.5

0.7 0.2 2.2

発電
部門

産業
部門

運輸
部門

ＥＶ化

ｵﾌｨｽ
部門

その他

ﾊﾞｲｵﾏｽ地熱風力

太陽光

水力

原子力

その他
火力

石油

LNG

石炭

出典：資源エネルギー庁ホームページ等から矢田わか子事務所作成 参議院予算委員会（令和2年11月6日） 国民民主党・新緑風会 矢田わか子

発電量
電源別
（%）

自然エネルギー １７.４％家庭
部門

ＣＯ２回収･貯留
水素還元

脱炭素社会の実現予算委員会 質問ダイジェスト④

19



脱炭素社会の実現に向け、何に取り組むのか。

○温暖化対策を成長戦略にしてい
くことが必要だ。産業構造を転
換させ、次世代型太陽電池、
カーボンリサイクル、水素などに
よるイノベーションを推進する。
具体的な方向性は成長戦略会
議などで詰めていくことにしてい
る。

菅義偉
内閣総理大臣

小泉進次郎
環境大臣

○発想の転換であり、国際社会に
高い目標を掲げたことで、ようや
く日本の技術やこれまでの努力
を発信できる土台ができたと考
えている。環境省では地球温暖
化対策計画の見直しにすでに
着手しており、ＣＯＰ２６に向け
関係各省と準備を進めている。

脱炭素社会の実現

矢田わか子

○所信表明演説で2050年
のカーボンニュートラル
を表明された。どのよう
に実現していくのか。

○ＣＯＰ２５では石炭火力
からの完全撤退を明言
できなかったが、環境大
臣は所信表明を受けど
のように考えているか。

予算委員会 質問ダイジェスト④
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（参考資料）車載蓄電池の世界シェアと次世代電池の
開発見通し⑩車載蓄電池の世界シェアと次世代電池の開発見通し 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
                                                              

 
 
 

出典：「３６KｒJapan」（2020 年 5 月 12 日記事）、新エネルギー・産業技術総合開発機構「ニュースリリース」（2018 年 6 月 15 日）より引用 

                                                        参議院予算委員会（令和 2 年 11 月 6 日） 国民民主党・新緑風会 矢田わか子                

LIB（リチウムイオンバッテリー）の開発・シェア見通し 

＜全固体蓄電池の開発目標＞ 

〇エネルギー密度（電気エネルギーの 
蓄積量）の向上 

〇安全性の向上（発火防止） 
〇劣化防止  
〇充電時間の短縮 
〇材料コストの引き下げ、など 

脱炭素社会の実現予算委員会 質問ダイジェスト⑤
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ＥＶや再生可能エネルギーの普及に向け、蓄電池技術への強力な開発支援を。

小泉進次郎
環境大臣

○コロナ禍でe-コマース、デリバリーの
需要が高まっていることから、環境省
では運輸・配送のＥＶ化に力を入れて
いる。海外ではガソリン車を禁止する
市場が大きくなり、ヨーロッパではＥＶ
の支援が進んでいる。ドイツやフラン
スではＥＶが昨年の３倍売れたという。
こうした国際社会の潮流をみて、日本
でも関係省庁と連携を深め支援を進
める。

梶山弘志
経済産業大臣

矢田わか子

○発電だけでなく産業・運輸・オ
フィス・家庭の各分野もＣＯ２
排出削減に取り組まなければ
ならない。ＥＶの普及や再生可
能エネルギーの安定供給が
求められ、それには蓄電池技
術が不可欠である。しかし蓄
電池技術の投資額は中国の
1/3～1/4に過ぎない。

○現場の技術者は踏ん張って
頑張っている。ぜひとも支援を
お願いする。

○2050年カーボンニュートラルの実現
には自動車の電動化に向けた蓄電
池の開発が不可欠である。充電時間
の短縮や、走行距離を伸ばすことも
含め質の向上も必須だ。全固体電池
など革新的な蓄電池の研究開発にも
力を入れ、合わせて量産支援も行い
実装につなげる。

脱炭素社会の実現予算委員会 質問ダイジェスト⑤
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予算委員会 質問ダイジェスト動画

質問ダイジェスト動画はやたわかチャンネルで掲載中

23

https://youtu.be/gxJTdr5GCYA


第203回臨時国会での質問

24

11月17日 内閣委員会（計30分）

１．安倍政権の継承と未達成政策のフォロー

２．脱炭素社会に向けた投資促進策

３．デジタル庁新設に向けての課題

・IT人材の確保

・マイナンバーカードと運転免許証との連携の課題

４．児童手当制度の見直し問題

５．不妊治療における不育症への対応



我が国のＩＴ戦略の歩み内閣委員会 質問ダイジェスト①

25

◇２００１年「ｅ-Ｊａｐａｎ戦略」に基づくインフラ整備とＩＴ利活用を推進
◇２０１３年「内閣情報通信政策監（政府ＣＩＯ）」の法定設置、及び２０１６年「官民

データ基本法」の施行により、データ利活用とデジタル･ガバメントを推進
◇今後のＩＴ戦略は、社会全体のデジタル化に向けて各種取り組みを加速

超高速ネットワーク
インフラの整備 ＩＴ利活用の推進

データ利活用、
デジタルガバメントの実現

社会全体の
デジタル化へ

法
制
化
等

方
針･

計
画

デジタル手続法
(2019年)

官民データ基本法
(2016年)

内閣情報通信政策監
(政府ＣＩＯ)法定設置

(2013年)

ＩＴ基本法
(2000年)

e-Japan戦略
(2001年)

世界最先端
ＩＴ国家創造宣言

(2013年)

官民データ活用推
進基本計画
(2017年)

世界最先端デジタル
国家創造宣言
(2018年)

ＩＴ戦略大綱

(2019年)

･国際競争を意識
･初のＩＴ戦略
･ＩＴ基盤の整備
･利用者の便益

･ＢＰＲ等を通じた政府
自身の改革推進
･ＩＴ利活用の裾野拡大

･全国民がＩＴ･データ
活用の便益を享受

･ＩＴを活用した社会
システムの抜本改革
･デジタル･ガバメントの
推進

･Ｇ20を軸とした
国際対応
･社会全体のデジ
タル化
･インフラ再構築

出典：内閣官房ＩＴ総合戦略室「ＩＴ新戦略の概要」より矢田わか子事務所作成 参議院内閣委員会・提出資料② （令和2年11月17日） 国民民主党・新緑風会 矢田わか子

･府省庁横断的な課題に
横串を通し取組を推進

･データ利活用を通
じた社会課題解決



平井卓也
デジタル改革担当大臣

矢田わか子

デジタル庁新設に向けての課題内閣委員会 質問ダイジェスト②
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〇行政のデジタル化に向けた課題は山積している。特に①中
央省庁の縦割りの打破、②自治体との一元化、③市民が利
便性を実感できるか、④デジタル化を推進する人材の育成、
の４つの課題があると考える。展望を聞かせていただきたい。

行政デジタル化の課題は山積。デジタル庁をどのような組織としていくのか。

〇課題認識は同じと考えている。2001年のe-Japan戦略をもとにITイ
ンフラの整備を進めたが、その後使いこなせていない反省がある。
コロナ禍では定額給付金手続、感染者数集計に課題を残した。

〇政府全体でみればデジタル化の優先順位は高くなく、国民からの
期待も薄かった。利用者目線に立てず、取り組みが中途半端であっ
たことから、国民目線に立ったシステム開発を行う。

〇行政の縦割りの排除、強力な司令塔機能をもつ機関として、官民
問わず能力の高い人材を集めデジタル化をリードする組織とする。
デジタル人材の育成は重要な課題であり、優秀な人材を政府と自
治体で共有してはどうかといった提案を受けている。こうした提案も
前向きに検討したい。



平井卓也
デジタル改革担当大臣

矢田わか子

デジタル庁新設に向けての課題内閣委員会 質問ダイジェスト③
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〇運転免許証との一体化なら、免許更新の期間である３～５
年でほとんどの成人にマイナンバーカードが普及することに
なり、効果的と考える。

〇コロナ禍だからこそ急ぐべきである。給付のための銀行口座
との紐づけなどスピード感をもって対応してほしい。

運転免許証と一体化でマイナンバーカード普及をスピーディーに。

〇住所変更手続のワンストップ化や講習のオンライン化実現
に向け、47都道府県の警察がそれぞれが管理しているシス
テムを統一しマイナンバーとの連携を図る。2028年の実施予
定になっているが、早期実現をめざすよう警察庁に指示して
いる。



第203回臨時国会での質問

28

12月1日 内閣委員会（計20分）

１．小学校休業等対応助成金の申請のフォローの徹底

２．児童手当の所得制限見直し問題

３．新型コロナウイルス感染症対策の強化

４．予備費の弾力的運用・追加経済対策



小学校休業等対応助成金①内閣委員会 質問ダイジェスト①



窓口の設置は評価 ➡ ただし問題は多く、個人申請化の要望は依然強い

小学校休業等対応助成金②内閣委員会 質問ダイジェスト②
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子育て世帯(中間所得層)を直撃する児童手当の見直し

出典：文部科学省、厚生労働省ホームページ等より矢田わか子事務所作成

高等教育無償化

◎所得制限により子育て･教育支援政策から置き去りにされる中間所得層

児童手当の見直し検討内容(報道より)

＜特例給付＞
所得制限を超えた世帯
児童１人一律５千円

減額又は廃止

＜所得制限算定基準＞
共働き夫婦は所得の多い方

現状：扶養家族３人の場合
年収９６０万円（緩和方向？）

夫婦合算

○ 特例給付減額または廃止による受給世帯約９７万世帯への影響 ➡ 夫婦合算基準は共働き世帯の家計を直撃
○ 共働き世帯の女性の意識変化 ➡ 産み控えや働き控えの意識を醸成する恐れ
○ 捻出財源（今年度予算ベース９５７億円）は待機児童対策へ ➡ 子育て世代内での分断を深める恐れ
○ 子育て世帯(中間所得層)の家計への打撃 ➡ 消費意欲減退による経済への影響

○ 児童手当の見直しは、少子化対策、女性活躍に逆行する政策 ➡政府の姿勢に疑問の声
○ 子育て層(中間所得層)は、税･年金･社会保険料の負担が高齢者世代に比べ高い

➡ 子どもを育て社会に貢献しているのに、児童手当や授業料無償の恩恵を受けられない(｢子育て罰｣)ことへの不満

幼児教育無償化

　 ※両親･中学生･高校生の４人世帯の場合

年収目安   ２７０万円    ３００万円　 ３８０万円 ≦ 対象外

(上限額)
上限額の１／３

上限額の１／３
上限額の

２／３

上限額の

２／３

給付型奨学金

(上限額)

授業料等減免

     [住民税非課税≦２７０万円］

 年収目安   ２７０万円 ≦ 対象外

     [住民税非課税≦２７０万円］

　  ※両親･子ども２人世帯の場合

保育料無償

･３～５歳児は完全無償
･０～２歳児は住民税非課税世帯のみ
無償(対象外世帯は一定割合の補助)

児童手当の所得制限問題内閣委員会 質問ダイジェスト③



閉会中の動きについて

新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用について

◆国内観光を中心とした旅行需要の回復
・ＧｏＴｏキャンペーンは、新型コロナウイルス感染症対策の予備費を使って、
ＧｏＴｏトラベル事業の当面の予算不足を補い、感染状況を踏まえ柔軟に対応
しつつ、感染拡大防止策を講じながら引き続き適切に推進する。

・ＧｏＴｏトラベル事業は、中小事業者や被災地など観光需要の回復が遅い事業
者・地域へ配慮し、平日への旅行需要の分散化策を講じつつ、制度を見直しな
がら延長し、来年６月末までとすることを基本に柔軟に対応する。

①ＧｏＴｏトラベル（国土交通省） ３，１１９億円

②ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給（厚生労働省） ７３７億円

● 予備費閣議決定（12月11日） 計 ３，８５６億円

◆家計の生活下支え、経済的負担の軽減、需要喚起等
・低所得者のひとり親世帯に対し、予備費を活用し、年内を目途にひとり親世帯
臨時特別給付金(基本給付)の再支給を行う。

●１２月１７日（木）内閣委員会で質疑予定（12:10～12:30）



電機連合 地協・加盟組合･地方議員の皆さんへの期待

コロナ禍の今だからこそ貴重な地域の声

コロナ禍で疲弊した
生活・雇用・経済

生
活

雇
用 医

療

介
護

年
金

教
育

困難に直面する
地域の声

電機連合地協・地方連合

加盟組合 地方自治体議員

都道府県行政

地域の不安解消への施策に繋げる

政府の臨時地方交付金をコロナ禍の対策に生かす



組合員の声を国会に（事例１）

34

秋季組織強化期間において、学童保育（放課後児童クラブ）やファミリー・サポート・

センター事業の充実に関して、239件の意見・要望

一斉休校にあたり保育・託児環境の改善を
• 学童保育のスタッフ不足や感染症対策が課題なので、学童保育の

要員体制を充実が必要。

• 保育所や学童保育の機能を補うファミリー・サポート・センター事業
の活用を促進を。

自治体に協力対応を要請する
• 学童保育のスタッフ不足について、学校教員が携わるなど、自治体

に当面の協力対応を要請する。

• 自治体に対して学童保育が休業の場合のファミリー・サポート・セン
ター事業等の代替措置を検討するよう要請する。また、預かり側不
足の解消に向け、募集に関する補助加算制度を創設した。

内閣委員会（2020年3月10日）

加藤厚生労働大臣

電機連合



組合員の声を国会に（事例２）

35

• 臨時休校によって自宅待機の児
童・生徒の学習にICTを活用を。

• 医療分野ではようやく初診でのオ
ンライン診療が始まったが、ＩＣＴ活
用に向けて今こそギアチェンジが
必要。

児童・生徒のICT環境の充実を
加速する
• 緊急経済対策として、児童・生徒１

人１台の端末配備計画を加速す
る。また、通信環境の整備し、補正
予算で必要経費を計上する。

内閣委員会（2020年４月16日）

亀岡文科副大臣

秋季組織強化期間において、AIやビッグデータの活用、電子行政の促進に関して、

52件の意見・要望

電機連合

内閣委員会（2020年７月９日）

• 新型コロナ関連の給付金
支給では多くの問題が発生
した。行政全般のデジタル
化の遅れが原因。過去から
の課題であり、速度を上げ
て対応を。

他国に遅れをとっているICT活用促進を

行政手続きデジタル化を進
める
• 教訓を生かし、自治体、都道

府県、国が技術の進化に合
わせて、行政手続きデジタル
化のビジョンを共有する作業
を改めて行う。

西村国務大臣



組合員の声を国会に（事例３－１）
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◇労働組合を通じて働く
1人の妊婦の声が届く

３／２０妊婦からの声 ３／２６ 予算委員会

◇初めて働く妊婦への配
慮を求める

➡ 感染不安解消
・感染リスクへの理解
・企業等への周知啓発

➡ 具体的な支援策
・自宅待機・休業補償･
働き方への配慮

４／１ 厚労省が経済団体へ

・新型コロナウイルス感染リス
クに怯えながら決死の覚悟
で働く全国の妊婦の切実な
声が次々に届き始める。

・実効性の確保が課題
・企業次第の休業や特別有休）

◇企業等に配慮措置を要請
➡ 通勤不安解消

・テレワーク、時差勤務等
➡ 職場の感染予防対策

・職種変更等の勤務軽減
➡ 休みやすい環境整備

（特別有休制度導入）
・妊婦への配慮が進む海外に比
べて遅れる日本

４／７ 妊婦の声を厚労省へ

◇自見政務官へ妊婦の声を届ける
➡ ４／７ 署名１０００筆超、４３１名のＥメール
➡ ８／18 署名１０２４筆
➡ 妊婦の出勤停止、休業補償、周知啓発

４／１０ 厚労省が企業向けリーフ発信

➡ 妊婦の感染リスク周知、職場での配慮措置

TBS Nスタ、共同通信４７NEWS、
NHKおはよう日本、フジテレビ、東京
新聞、 毎日新聞、朝日新聞、時事通
信、日経新聞など

マスコミ各社取材への対応
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４／１６ 内閣委員会

◇さらに踏み込んだ対応を
➡ 妊婦の出勤停止

・緊急事態宣言地域
・同居家族にも配慮

➡ 休業補償
・非正規労働者の対応

➡ 里帰り出産
・出産難民リスク回避

◇連休期間中相談対応
➡ 臨時コールセンター

・助産師による相談対応
➡ 専門家ビデオメッセー

ジ配信

４／２４厚労省追加対応 ５／７厚労省
母性管理措置指針改正・適用

◇事業主に必要措置を義務化
➡ 感染不安によるストレスが

妊婦・胎児の健康に影響
があると医師･助産師から
指導⇒事業主に在宅勤
務・休業・作業の制限等の
必要措置を義務付け

➡ 母健連絡カードの活用

・医療機関の長期休診による
妊婦の不安解消が目的

５／１１ 予算委員会

◇休業補償等の課題への対応を求める
➡ 母健連絡カード活用徹底（医師への周知）
➡ 休業補償

・傷病手当金の対象化、国保加入者への措置
➡ 妊娠中の医療従事者への配慮

➡ 里帰り出産希望妊婦への対応
・出産前ＰＣＲ検査無料実施

・厚労省へ要請（5/15) （３万８千名電子署名）

組合員の声を国会に（事例３－２）

６／１２厚労省休業補償への対応

◇休暇取得支援助成金の創設
➡ 医師･助産師の指導により休業が

必要と判断された妊婦が取得でき
る有休制度を整備し、５日以上の休
暇を取得させた企業に助成

➡対象妊婦１人２５万（上限１００万）
➡ １事業所で２０人まで助成
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８／２７内閣委員会・９／３予算委員会

◇休暇取得支援金制度の改善を求める
➡ 進まない申請は制度上の不備

・申請２００件、決定件数は９５件にとどま
る（8/14時点）

➡ 妊婦の個人申請方式への変更を求める
（または公的な申請代行機関の設置）

➡ 制度の対象期間（９月末）の延長を求める

◇休暇取得支援金制度の対象期間を延長
➡ ３ヵ月の延長を決定

・９月末 ⇒ １２月末へ

組合員の声を国会に（事例３－３）

◇休暇取得支援金制度の活用促進を
➡ ９０億の予算に対し実績が少ない
➡ 事業主の申請が進まない

・事業主の理解不足とコスト負担
・事業主に対し強制力のない制度

➡ 個人申請方式への変更を求める

７／９ 内閣委員会

８／２８厚労省対象期間を延長

８／１８ 妊婦の声を厚労省へ

◇自見政務官へ妊婦の声を届ける
➡ 署名１０２４筆
➡ 妊婦の休業補償を求める切実な声を届ける



なぜ国民民主党か

――提案型の改革中道政党です
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なぜ国民民主党なのか（１）
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７月15日 国民民主党に対し、立憲民主党から政党合流の申し入れ

８月19日 国民民主党 両院議員総会にて、合流新党の「綱領案」、「代表選
出規約案」等を了承し、解党を決定

８月27日 連合、立憲民主党、国民民主党との間で、アフターコロナの社会像
に関して“共有する「理念」について－命とくらしを守る「新しい標準
（ニューノーマル）」を創る－”の合意

（９月４日 合流新党への入党を見送りを方向付け）
（９月７日 新・国民民主党への入党を方向付け）

９月９日 国民民主党 両院議員総会にて政党分割を承認

９月11日 国民民主党 党大会で解散を議決

９月15日 新・国民民主党 設立大会
（同日に新・立憲民主党 設立大会）

経 過



なぜ国民民主党なのか（２）
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・新党の「綱領案」に、これまで培ってきた国民
民主党の基本的スタンスや基本政策が生かさ
れなかった。

・合流に向けた論議プロセスの中で、私たちの
意見が反映されず、信頼関係を築くことができ
なかった。

合流新党への参加を見送り、新たにスタートする
「国民民主党」に参加することを選択した。

私の考え



なぜ国民民主党なのか（３）
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国民民主党は、「対決より解決」を基調に「政策提案型」の
「改革中道政党」として活動していきます。

つくろう、
新しい答え。

引き続きのご支援をよろしくお願いします。

正直な政治
偏らない政治
現実的な政治



参考：国民民主党の提案型の国会活動①
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衆議院予算委員会（11月４日）における
野党３党首の質問と時間配分

＜菅内閣に具体的な提案＞

・新型コロナウイルス感染症拡大
を受けた追加経済対策（10万円
の追加給付）

・2050年カーボンニュートラル達
成に向けた電気自動車への補
助金拡充

・がん治療の際の卵子・精子保存
の保険適用

・デジタル社会での基本的人権を
拡大する「データ基本権」創設

出所：毎日新聞（2020年11月5日）



立憲(４名)
計345分

国民(２名)
計120分

(47.8%)

(20.9%)

(13.3%)

(13.3%)

(43.3%)

(23.3%)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

新型コロナ対策 経済政策
少子化
対策

選択的
夫婦別姓

脱炭素
社会 その他

日本学術会議 外交･安全保障

52分
(43.3%)

28分
(23.3%)

13分
(10.8%)

11分
(9.2%)

6分
(5.0%)

10分
(8.3%)

165分
(47.8%)

72分
(20.9%)

46分
(13.3%)

46分
(13.3%)

16分
(4.7%)

◇国民民主党
・新型コロナ対策を中心に国民生活に密着した政策について質問 ➡ 政府に対し具体的な提言

◇立憲民主党
・４名のうち３名が日本学術会議問題を質問 ➡ 全体の約半分の時間を費やす

政党のスタンスの違い

参議院予算委員会（11月５・６日）における質問項目と時間配分

参考：国民民主党の提案型の国会活動②

44



ホームページ、ＳＮＳの紹介
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＜やたわかHP・ＳＮＳ＞

＜新・国民民主党のＨＰ・SNS＞

やたわかＨＰ

ぜひ、ご登録をお願いします。


