新型コロナウイルス感染症に向き合い、
正常な日常生活を取り戻す！
我が国はワクチン接種の開始が大幅に遅れたものの、医療関係者の懸命なご努力のおかげで、他国と比べても
高い接種実績を上げています。
しかし、
ワクチンの接種が最大限進んだとしても、今後数年は完全に収束しない可能性が高いと言われています。
これからは、
コロナを恐れていたずらに自粛するのではなく、重症化を極限まで抑える取り組みを行った上で、正
常な経済活動、社会活動を少しずつ取り戻してい
く取り組みに全力を尽くしてまいります。
滋賀県では、医療関係者のご努力により、県内の

【滋賀県】第4波・第5波における感染者と重症者の比較
人

第５波の感染者数は
第４波に比べて
爆発的に増加

200

感染者情報を危機管理センターに一元化すること
により、症状が出た患者は全員、適時に入院するこ
とができました。第５波では、第４波に比べて感染
者数が爆発的に増加しましたが、重症患者数は第
４波と同程度以下に抑え込み、全国的に見ても極
めて低い重症化率を達成することができました。
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第５波の重症者数は
第４波と同程度以下
に抑制
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滋賀三区〈草津・守山・栗東・野洲〉

こうした取り組みに加えて、抗体カクテル療法を効

国政レポート

果的に取り入れる取り組みも併せて全国展開する
ことで、新型コロナウイルス感染症に対して万全
の体制を構築したいと考えます。

菅政権 の

実 績

菅政権は様々な施策を
着実に前に進めることができました。
国土強靭化計画に
５年間で１５兆円を明記

粘り強い取り組み
の結果、今年春に
は大手各社が低料
金プランを相次い
で投入。
「国際的に
見ても安い水準」
（総務省）
となる。

時事ドットコムより引用

月額2,000円台へ値下げ
待機児童減少

5,634人 過去最小

全国の市区町村のうち、
８割超の市区町
不妊治療の保険適用
村で待機児童を解消。待機児童数が50
人以上の自治体は20自治体まで減少。 多額の費用を要する不妊治療の保険適用
（対前年▲55自治体）
について所得制限を撤廃し、補助額を倍増。

武村展英（のぶひで）プロフィール
●
●
●
●
●

新型コロナにともなう

緊 急 支 援
（自民党ホームページ2021年１０月現在）

小学校３５人学級を決定

１０兆円大学ファンドの創設

衆議院議員 滋賀三区〈草津・守山・栗東・野洲〉
自民党副幹事長
公認会計士
国際公認投資アナリスト
（CIIA ）
農業経営アドバイザー
R
○

（日本政策金融公庫大津支店）

● 元内閣府大臣政務官

自由民主党 滋賀県第三選挙区支部事務所

化の遅れを取り戻し、誰もがデジタル化
の恩恵を受けることができる、世界に遜
色ないデジタル社会を実現するために
新たにデジタル庁を創設。

昭和47年1月21日 草津生まれ草津育ち。
祖父の本家は栗東市林。
草津第二小学校・草津中学校・大谷高校・慶應義塾大学卒業。
国家公務員採用Ⅰ種（経済職）合格。
平成 6 年

大学在学中から衆議院議員政策担当秘書を務め、

（〜平成12年） 児童虐待防止法、
特定非営利活動(ＮＰＯ)

平成15年

促進法などの法案策定に従事。
公認会計士試験第二次試験合格、
新日本監査法人にて多くの民間企業、
自治体の監査に従事。
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新型コロナウイルスによる未曾有の国難から、
あなたの暮らしを、雇用を、事業を、守り抜くために。

40年ぶりに義務教育法を改正し、公立小
災害対策を含む国土強靭化計画に前例 学校１クラスあたりの定員を40人から
のない長期にわたる多額の予算をコミッ 35人以下に引き下げることを決定、長年
ト。河川改修や川底の浚渫工事を加速す の議論に終止符を打った。
るとともに、これまで事前放流に使われ
2050年
ていなかった農業用ダムや電力ダムの
カーボンニュートラルを宣言
事前放流を行うなど、ハード、
ソフト両面
での豪雨対策に取り組む。
成長戦略の柱に経済と環境の好循環を
掲げ、CO2の排出量から吸収量と除去量
倒産件数過去３０年で最小
を差し引き、バランスをとった脱炭素社
中小企業の雇用と事業を守り抜くため、 会の実現を目指すための取り組みを進
雇用調整助成金の特例措置を随時延 めることを宣言。
長、政府系金融機関による当初3年間実
デジタル庁の創設
質無利子・無担保、据え置き期間最大５
年の融資を実施。
行政サービスや民間におけるデジタル

月額7,000円台

令和３年4月
待機児童数

※人口10万人あたりの新規陽性者数が5人を超えた日を起点として比較 ※重症度別の人数は、コント
ロールセンター通信の数値を利用 ※表については、第４波は4/1〜6/30、第５波は7/1以降で集計

公明党との連立政権で
実現できました！

携帯電話料金値下げ

のぶひで

衆議院議員

平成24年
平成26年
平成28年
平成29年
平成30年
令和元年
令和2年

大学の国際競争力を強化し、経済成長に
つなげるため、大学ファンドを創設し運
用益をトップレベルの大学の研究にあて
る制度を構築。

失業率主要先進国で最低
8
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5.9
%

4

最も低く
抑えている

4.7
%

2
0

フランス

米国

英国

3.7
%

ドイツ

2.9
%

日本

昨年4月以降、3度にわたる補正予算を
編成し、累計で事業規模２９３兆円
（GDP
比で５割超）
と世界でも最大級の経済対
策を実施。

第46回衆議院総選挙で初当選。
第47回衆議院総選挙で二期目当選。
内閣府大臣政務官（第３次安倍第２次改造内閣）
第48回衆議院総選挙で三期目当選。
自由民主党副幹事長
衆議院環境委員会理事
自由民主党政務調査会 国防部会長代理
自由民主党副幹事長
衆議院決算行政監視委員会理事
衆議院消費者問題に関する特別委員会理事
自由民主党政務調査会 財政金融部会副部会長

TEL 077-566-5345 FAX 077-566-5346

https://nobuhide.com

新型コロナウイルス感染症に向き合い、
正常な日常生活を取り戻す！
我が国はワクチン接種の開始が大幅に遅れたものの、医療関係者の懸命なご努力のおかげで、他国と比べても
高い接種実績を上げています。
しかし、
ワクチンの接種が最大限進んだとしても、今後数年は完全に収束しない可能性が高いと言われています。
これからは、
コロナを恐れていたずらに自粛するのではなく、重症化を極限まで抑える取り組みを行った上で、正
常な経済活動、社会活動を少しずつ取り戻してい
く取り組みに全力を尽くしてまいります。
滋賀県では、医療関係者のご努力により、県内の

【滋賀県】第4波・第5波における感染者と重症者の比較
人

第５波の感染者数は
第４波に比べて
爆発的に増加
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感染者情報を危機管理センターに一元化すること
により、症状が出た患者は全員、適時に入院するこ
とができました。第５波では、第４波に比べて感染
者数が爆発的に増加しましたが、重症患者数は第
４波と同程度以下に抑え込み、全国的に見ても極
めて低い重症化率を達成することができました。
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第５波の重症者数は
第４波と同程度以下
に抑制
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滋賀三区〈草津・守山・栗東・野洲〉

こうした取り組みに加えて、抗体カクテル療法を効

国政レポート

果的に取り入れる取り組みも併せて全国展開する
ことで、新型コロナウイルス感染症に対して万全
の体制を構築したいと考えます。

のぶひで

※人口10万人あたりの新規陽性者数が5人を超えた日を起点として比較 ※重症度別の人数は、コント
ロールセンター通信の数値を利用 ※表については、第４波は4/1〜6/30、第５波は7/1以降で集計

パフォーマンスではない、
実務家としての政治家を目指しています。
● 新型コロナ感染症に対する対応
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新型コロナウイルスによる未曾有の国難から、
あなたの暮らしを、雇用を、事業を、守り抜くために。

新型コロナにともなう

緊 急 支 援
（自民党ホームページ2021年１０月現在）

● 外 交・安全保障

● 感染者情報を県の危機管理センターに一元化、
症状が出た患者全員が適時に入院し重症

● 日米関係を基軸に、
開かれたインド太平洋構想を強力に進め、確固とした安全保障体制を構

化を激減させた滋賀県の取り組みを全国に横展開する。● 財政健全化目標を一時的に凍結

築。● 安全保障上の重要土地を外国資本が買い占めることを防止する
「重要土地取引規制法」
の強化。● 尖閣諸島等の領土・領海を守るため海上保安庁法を改正、海外の邦人を守るため
自衛隊法を改正。● 中国の人権弾圧に対する国会非難決議を実現し、人権外交を強化。

● 少子化対策・子どもの貧困対策

●環 境

し、日本経済を強力に再生。地域金融機関の機能を強化し、中小企業の投資を促進。● 新型コ
ロナ感染に関する医薬品等の承認審査プロセスを見直し、開発の早期化を促進。

● 医 療・介 護

● 少子化対策の予算構造を抜本的に見直

● 極めて優れた医療資源が充実している湖

す。● 待機児童減少の取り組みを加速し、保

● 琵琶湖再生法制定後における環境保全施

南地域を日本の医療・介護のモデルにすべ 策の強化と新たな環境指標の導入による効
く地域医療連携推進法人制度を活用した健 果的な環境政策を推進。● すでに成立した
康医療施策を強化。● ビッグデータの活用 「プラスチック資源循環促進法」
を着実に実施
による医療の見える化、身体機能の回復を し、プラスチックのリサイクルの高度化を促
含む介護の充実を進め、心と体の健康大国 進。● 我が国が世界に誇る優れた環境技術を
を目指す。
世界に普及させるための支援制度の創設。

育士処遇改善を含む保育の質の向上のため
の取り組みを充実。● 放課後学童クラブの支
援拡充。●「休眠預金活用法」
を普及させ、子
どもの貧困等社会的課題に対して民間団体
が行う公益的活動を支援。

● 農 業・林 業

● 行政改革・デジタル化

● 経営としての農業者と農地を守る農業者の共

● 公会計制度の活用による行政改革、
特にＮ

存を目指し、水田の多面的機能を再評価するとと
もに、市場隔離効果を持つ特別枠を設定し再生
産可能な米価を維持しながら経営の効率化・高付
加価値化を促進。● 林業の成長産業化を促進。

ＨＫなど政府関連機関の改革。● 今後５年間
で自治体システムの統一・標準化を進め、業
務の効率化と住民サービスを向上、不要な
規制を見直す。

武村展英（のぶひで）プロフィール
●
●
●
●
●

●教 育

衆議院議員 滋賀三区〈草津・守山・栗東・野洲〉
自民党副幹事長
公認会計士
国際公認投資アナリスト
（CIIA ）
農業経営アドバイザー
R
○

（日本政策金融公庫大津支店）

● 元内閣府大臣政務官

自由民主党 滋賀県第三選挙区支部事務所

● 人権／消費者問題／動物愛護
の機能強化。● 消費者利益を保護するための
ネット通販、モールの規制強化。悪質商法の
対策強化。●「動物愛護管理法改正法」
を着実
に実施し、
「アニマルウェルフェア」
を推進。

平成 6 年

大学在学中から衆議院議員政策担当秘書を務め、

（〜平成12年） 児童虐待防止法、
特定非営利活動(ＮＰＯ)

平成15年

促進法などの法案策定に従事。
公認会計士試験第二次試験合格、
新日本監査法人にて多くの民間企業、
自治体の監査に従事。

〒525−0025 草津市西渋川1丁目4番6号 ＭＡＥＤＡ第二ビル１階

平成24年
平成26年
平成28年
平成29年
平成30年
令和元年
令和2年

1台の学習者用PCと高速ネットワーク環境
などを整備する
「GIGAスクール構想」
を早期
に実現。● 全ての人に開かれた教育機会を確
保し、何歳になっても学び直しができるリカ
レント教育を推進。● 児童相談所機能の強化
を含む児童虐待防止対策を推進。

● 地域の取り組み

● ネットの人権侵害対応のため人権擁護機関

昭和47年1月21日 草津生まれ草津育ち。
祖父の本家は栗東市林。
草津第二小学校・草津中学校・大谷高校・慶應義塾大学卒業。
国家公務員採用Ⅰ種（経済職）合格。

● 35人学級を着実に実施するとともに、
1人

● 国土強靭化５か年計画に基づき、
湖南地域

の渋滞解消及び安全対策、河川の防災対策
を推進。● 浜街道周辺、湖岸エリアの地方創
生を推進。

第46回衆議院総選挙で初当選。
第47回衆議院総選挙で二期目当選。
内閣府大臣政務官（第３次安倍第２次改造内閣）
第48回衆議院総選挙で三期目当選。
自由民主党副幹事長
衆議院環境委員会理事
自由民主党政務調査会 国防部会長代理
自由民主党副幹事長
衆議院決算行政監視委員会理事
衆議院消費者問題に関する特別委員会理事
自由民主党政務調査会 財政金融部会副部会長

TEL 077-566-5345 FAX 077-566-5346

https://nobuhide.com

武村展英のぶひで 国政レポート
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琵琶湖大橋
国道４７７号

国道１６１号

国道４７７号

実務家としての議員を目指し、政策課題に取り組んでいます。
野洲市

国道８号

野洲川幹線

湖南地域の慢性的な渋滞の解消に向けて
着実に成果を上げています。
大津市

号バイパス・山手幹線の整備
を促進しています。

③ 国道8号バイパス（野洲〜近江八幡）

計画策定の準備段階に

④ 国道1号バイパス（大津山科道路）

計画策定段階に
国道１号

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

3億円

5億円

16億円

19億円

32億円

52億円

66億円

66億円

自衛隊、米軍の基地、原子力発電所や国境離島など、安全保障上重要な土地について中国

等の外国資本や外国政府関係者が関与する取得または計画が多数あることが政府の調査

で明らかになりました。
しかし、我が国ではこうした可能性がある土地取引に対する規制が
全く存在せず、長年にわたって規制の必要性が指摘されてきたところです。

る土地取引についてもさらに議論を続けてまいります。

尖閣諸島

消費者問題
タルプラットフォーム消費者利益保護法」
を成立させることができました。

定期購入であることや
解約条件が、非常に小
さい 文 字で書 いてい
る。※全く書いていな
いことも

「定期購入」
に関する
消費生活相談件数の
推移
6万
5万
4万
3万
2万
1万
2020

2019

2018

2017

2016

2015

0

ています。私が法案成立に関わった
「プラスチック資源循環促進法」
は、容器包装以外のプラ
スチックに関して包括的に資源循環体制を強化し、製品の設計から廃棄物の処理までに関

続き循環型社会の構築に向けた取り組みを行ってまいります。

その他
これまでの
過去実績

線
八

幡

強みを生かした海外展開の推進

低炭素社会の
実現

浄化槽・下水道
の普及

衆議院議員 武村 展英

モノづくりの技術

交通インフラの海外展開
アジア健康構想

国際環境イニシアティブ

課 題
【体制】
優れた環境技術を持った日本企業の海外展開をオールジャパンで支援す
る体制がない。
【支援策】
環境分野への支援策として、「二国間クレジット
（JCM）制度」があるが 、
浄化槽、廃棄物、水・大気汚染といった分野での支援策が極めて少ない。!
水環境分野における支援策では「アジア水環境改善モデル事業」がイン
フラ輸出戦略における支援策として位置付けられているが、FS調査から
実証実験段階までとなっており、事業化段階における支援策が極めて少
ない。
事業化段階で政府系金融機関等の融資を利用することが考えられるが、
カントリーリスク、ビジネスリスクを軽減するための出資による支援が
ほとんどない。
【人材】
環境関係の国際機関（国連環境計画、生物多様性条約事務局、国際自然
保護連合事務局等）のトップ、幹部職員に日本の人材が全くと言ってよ
いほど登用されておらず、環境分野における日本のプレゼンスが低い。
環境技術を海外に発信し売り込むことのできる環境の専門家、国会議員
が少ない。

大気汚染問題
の解決

廃棄物処理

支援策が乏しい!

二国間クレジット制度等

（例）
浄化槽の普及

支援策の充実が必要

充実の余地あり

ビジネス・プロセス

フェー
ズ

研究・
開発

案件形成

標準化・
性能評価
手法の開
発

セミナー・
ワーク
ショップ

フィージビ
リティ・ス
タディ

実証事業

事業化
!
浄化槽の製造/販売/設置
維持・管理
法整備

観光立国

クールジャパン

長寿の国

れるなど、国内における使い捨てプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっ

し、分別収集の高度化などを検討することとなっており、引き

平成３０年４月

豊かな文化

水の国・森の国
（環境大国）

近年、世界各国において、プラスチック廃棄物による海洋汚染や廃棄物輸入規制が強化さ

ク、ハンガー等の有料化、またプラスチック製品の設計見直

提言内容（要旨）

世界最古の国家
（歴史）

環境問題（プラスチック資源循環促進法）

促進するためのものです。今後、使い捨てのスプーンやフォー

表彰式の様子

①体制整備
内閣官房に省庁横断的な組織として
国際環境イニシアティブについて
「環境インフラ輸出支援戦略室」
を設
置。環境省、経済産業省等の省庁、自
治体、民間企業からの出向者からなる
チームを組織。
②支援策
浄化槽、廃棄物、水・大気汚染といった
分野での支援策を拡充。環境分野に
特化してカントリーリスク、
ビジネスリ
スクを補完するファンドを組成し、財
政融資資金を活用して事業化段階に
環境政策コンテストプレゼン用提言シート
おける円滑な資金供給を図る。
③人材育成
環境関係の国際機関のトップとなる人材を輩出する取り組みを戦略的に推進。アジア・
アフリカ諸国との長期的関係構築のため、在外公館の環境分野担当職員を増員。
我が国の強み

この法律を皮切りにさらなる消費者保護の深化に取り組んでまいります。

わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組を

成の三つを柱とするものです。

背 景

時の売り主の情報開示請求が可能になるなどの規定を整備しています。

たいと考えます。

創設、③海外展開を戦略的に進めるための人材の育

環境部会政策コンテスト

費者が泣き寝入りするケースが多発しています。この法律では、
トラブル

消費者行政が進んでいる野洲市の取り組みをモデルとして全国に展開し

境政策コンテスト」
が開催されました。私は、我が国の強みである日本企業の優れた環境技

今後、人口が減少する中で、我が国が国力を保っていくためには、我が
国の強みを生かして海外、特に成長著しいアジア諸国等の需要を取り込
んでいくことが必要。
一方、日本の強みは、豊かな歴史・文化、モノづくりの技術、健康、環
境などをあげることができるが、特に環境分野では優れた技術を持つ日
本企業の海外進出を後押しする戦略・施策が極めて不十分。
アジア諸国を始めとする発展途上国では急激な経済成長に伴い、水・大
気汚染を始めとする環境問題の解決が喫緊の課題となっている。

これまで、企業などが運営する電子商取引を規制する制度が未整備で、消

ら部署を
「たらい回し」
にされるケースが多い現状です。全国的に見ても

自民党政務調査会では、国会議員が切磋琢磨して政策立案能力を高めることを目的に、
「環

の改定」
に盛り込まれました。

ネット通販、モールに規制をかけ消費者利益を保護するための「取引デジ

我が国の消費者行政は諸外国に比べて遅れており、縦割り行政の弊害か

「国際環境イニシアティブ」

この提言内容は、自民党の選挙公約に盛り込まれる

取引デジタルプラットフォーム消費者利益保護法

野洲市の取り組みをモデルに

国道４２２号

とともに、政府の予算編成の
「骨太方針」
や
「成長戦略

私は衆議院消費者問題特別委員会の理事として以下の法案審議に携わりました。

対する規定を整備する法改正を行いました。

新名神高速道路

自民党環境政策コンテストで最優秀賞を受賞

京滋バイパス

を行う段階でのリスクを補完するためのファンドを

とともに、規制の必要性が指摘されている
「水源地」
に対す

法の改正を行いました。また、
「詐欺的な定期購入商法」
「送り付け商法」
に

大津JCT
（仮称）

支援体制を構築するとともに、②民間企業が事業化

ました。今後は、
この法律が適切に運用されるかを注視する

取引を禁止、罰則を規定するとともに、禁止対象の取引を無効とする預託

大津山科バイパス
（ルート策定中）

私が提言した支援策のポイントは、①省庁横断的な

許可制又は事前届出制とする規制を導入することができ

できました。悪質な預託商法の横行により、原則として販売を伴う預託等

平野南笠線

る努力をしてまいります。

地取引を規制する法律」
を制定し、土地の重要度に応じて

悪質商法対策強化のための
「特商法・預託法改正法」
を成立させることが

瀬田西 I.C.

てまとめ、
「政調会長賞」
（最優秀賞）
を受賞しました。今後も議員自らの政策立案能力を高め

ましたが、本年の通常国会において
「安全保障上の重要土

特商法・預託法改正法

② 国道1号バイパス
（栗東水口道路）
・山手幹線

瀬田東 I.C.

術をアジア諸国に展開する際の支援策を
「国際環境イニシアティブ」
というパッケージとし

私は初当選以来、10年に及ぶ党内の議論に参加してまいり

●

山
国道
１号

国道
１号

栗東湖南 I.C.

栗東市

草津 JCT

令和2年度

外交・安全保障

栗東 I.C.

草津市

大津 I.C.

令和元年度

名神高速道路

野洲川幹線

大
近江大橋

京都東 I.C.

（安全保障上重要な土地取引に対する規制）

●

号
道１
国

大江霊仙寺線

国道8号バイパス（野洲栗東道路）に関する国の予算（当初＋補正）を着実に増額しました。

●

（野洲栗東道路）

８号
国道

片岡栗東線

守

令和７年度供用開始
大津草津線

① 国道8号バイパス

津

② 国道1号バイパス・山手幹線

津
バ
イ
パ
ス

め、国道８号バイパス、国道1

令和７年度供用開始
大

的な交通渋滞を解消するた

① 国道8号バイパス（野洲栗東道路）

琵琶湖

西

湖南地域の深刻化する慢性

守山市

大津湖南幹線

支援

JICA（無償資金協力）

JICA
（有償・無償資金協力）
/JBIC/ADB（融資）
ファンドによる出資

技術支援

プロモーション

総合コンサルティング

オールジャパンでの海外展開推進体制

提 言
【体制整備】
優れた環境技術を持つ日本企業をオールジャパンで支援する取り組みを進め
るため、内閣官房に省庁横断的な組織として「環境インフラ輸出支援戦略室
（仮称）
」を設置する。環境省だけでなく、経産省、国土交通省、外務省など
関連省庁、製造業メーカー、金融機関などからの出向者からなるチームを組
織する。
【支援策（資金供給・リスク補完）】
浄化槽、廃棄物、水・大気汚染といった分野での支援策を拡充する。特に実
証事業以降の案件形成を促進するため、Ｐ.Ｐ.Ｐによる事業化を想定し、環
境分野に特化してカントリーリスク、ビジネスリスクを補完するファンドを
組成し、財政融資資金を活用して官民による資金供給を図る。
【人材育成】
「環境立国日本」を発信する取り組みの一環として、環境関係の国際機関
のトップとなる人材を輩出する取り組みを戦略的に推進する。
アジア・アフリカ諸国との長期的関係を構築するため、在外公館における
環境分野担当職員を増員する。また、国際的な環境分野の人材を養成する
ために海外の大学、研究機関への派遣を増員する。
世界に日本の環境を発信できる議員を育成する。特に語学の少数精鋭超ス
パルタ研修機関を自民党国際局内に設置する。

休眠預金で社会的課題の解決
初当選以来
「休眠預金を活用した社会的課題の解決」
に取り組み、議員立法として実現す
ることができました
（休眠預金等活用法）
。休眠預金は10年以上出し入れがなく所有者の
住所が不明となっている預金口座で、年間1,200億円以上にもなります。これを、広く国
民に還元すべきとして、社会的な課題解決に活用しようとするものです。
具体的には、①子どもや若者の支援 ②日常生活に困難を有する方への支援 ③地域活性

化に対する支援に対して活用できることとなりました。今後この制度をより一層普及させ

るように取り組んでまいります。

※休眠預金となった預金は金融機関にて手続きをすれば再び引き出すことができ、
時効により所有権が消滅することはありません。
※実際に活動の支援を受けるためには、事業の採択を受けている
「資金分配
団体」
への申請が必要です。詳しくは
「休眠預金の活用」
で検索してください。

通帳

通帳

■決算行政監視委員会理事とて国の会計制度改革■経済産業委員会にて産業競争力強化法の制定／消費税転嫁対策特別措置法の制定■環境委員会理事として
廃棄物処理の適正化／動物愛護管理法改正／愛玩動物看護士法の制定■消費者問題特別委員会理事として公益通報者保護法改正法の制定■内閣府大臣政務官
として成長戦略の策定／健康医療戦略の改定■金融担当大臣政務官として地域金融の活性化／積立ＮＩ
ＳＡの実現／監査法人のガバナンス・コードの策定／東芝監
査法人問題陣頭指揮■琵琶湖再生法の制定
（議員立法）
■休眠預金活用法の制定
（議員立法）
■慢性疼痛対策基本法案
（仮称）
の策定
（通常国会に議員提案予定）

信楽 I.C

