デフレ脱却。景気を上向きに！

長期的に無業状態の若者らの自立を促す地域若者サ
ポートステーションや、子育てしながら仕事を探す
母親らを応援するマザーズハローワークなど、若者
の自立や母親の就職をサポートする環境が一段と整
備されます。

子育て

待機児童の解消

保育所受け入れ人数の約７万人増や保育ママ拡充、
延長保育の充実などが盛り込まれています。また、
保育現場の人材確保に向け、私立保育所の保育士の
給与引き上げといった処遇改善も進みます。

希望者全員を 65歳まで雇用

企業に対し、60歳で定年になった社員の希望者全員
を 65歳まで継続雇用するよう義務付ける改正高年
齢者雇用安定法が施行されました。

医療

ピロリ菌除菌の保険適用を
拡大。胃がんの撲滅に期待

国内で年間約５万人が亡くなっている胃がん。その
大きな原因とされるピロリ菌を除菌する薬の保険適
用の範囲が慢性胃炎にまで拡大。胃がん予防が大き
く前進しました。

応援

障がい者自立支援

障害者優先調達推進法の施行で、国などに対し、障が
い者が就労施設などで作った製品の購入や、清掃な
どの業務委託を優先的に行うよう義務付けます。

赤羽かずよしウェブサイト

www.akaba-now.com
www.facebook.com/kazuyoshi.akaba

赤羽かずよし

検索

twitter.com/AKBhyogo2ku
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子宮頸がんを予防するワクチンと、乳幼児の細菌性
髄膜炎を予防するインフルエンザｂ型（ヒブ）、小児
用肺炎球菌の両ワクチンが、４月から定期接種化さ
れました。

雇用

│

医療

子宮頸がん、ヒブ、小児用肺
炎球菌ワクチンを定期接種

日本列島の島々が国土保全に果たしている役割を尊
重し、島民の生活を守るため、振興策を抜本的に拡充
する改正離島振興法が施行されます。

神戸市兵庫区下沢通７ │２

雇用

若者の自立、ママの就職支援
する拠点整備を促進

離島を元気に！

〒６５２ │００４７

小型家電リサイクル法により、今まで廃棄されてい
た “都市鉱山 ”とも言われる鉄や金、銀など金属資源
の回収が進むようになります。

経済

尾園 久明

経済

小型家電の回収、リサイクル
で貴重な金属資源を再利用

発行責任者

自公政権はデフレ脱却をめざし、①大胆な金融政策 ②機動的な財政政策 ③民間投資を喚起する成長戦略―
の「三本の矢」を掲げ、取り組みに全力を挙げています。
具体的には、2012年度補正予算と 13年度予算案を一体とした「15カ月予算」を編成し、切れ目のない景気対策
を実行。日銀と政府は２％の物価上昇をめざす画期的な「インフレターゲット（物価目標）」を導入しました。
こうした経済・金融政策の効果は顕著に表れています。円安・株高の傾向に加え、各種経済指標も相次いで改
善し、景気持ち直しの動きが鮮明になりつつあります。

公明党衆議院小選挙区兵庫第２総支部

４月から始まった法律・新制度の中から、
医療や雇用、子育て・健康などでキラリと光る赤羽の新しい実績を紹介します。

経済

赤羽

発行

赤羽の公約、着々と実現
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経済産業副大臣 原子力災害・現地対策本部長

参院選比例区予定候補 公明党女性局長 山本かなえ参議院議員とともに憲法記念日街頭演説 (元町大丸前にて )
３年４カ月
皆様の真心からのご支援により、
ぶりに国政に復帰させていただき、経済

産業副大臣兼内閣府副大臣 (原子力災害現地
対策本部長 )を拝命致しました。毎週月木金は
東京 (国会 )、火水は福島、週末は国内外の公務
出張という日程のため、皆様のもとに、なかな
かご挨拶に伺えませんことをあらためてお詫び
申し上げます。
原子力災害現地対策本部長として、阪神大震
災の被災経験を活かし、被災者の皆様と力を
合わせて、人類史上初というべき原子力災害
の収束と復興を必ずやり遂げます。同時に、
わが国のエネルギー政策もしっかり見直して
まいります。

「円高・デフレ不況から脱却し、賃金アップと
雇用の拡大」も必ず成し遂げます。政権発足
半年足らずで、異常な円高は是正され、株価
もリーマンショック前の水準に復帰しました
が、実体経済の立直しはこれからが本番です。
まず、平均給与 10％増をめざし、さらに物価上
昇分を上回る世帯収入の確保に取り組みます。

日本の成長の要である、女性と青年の活躍推進
のため、保育所待機児童ゼロ・在宅就労の推進、
就活の見直し・非正規から正規へ公平で安心の
雇用を実現します。
また「中小企業の競争力強化なくして日本経済
の再生ナシ」は私の信念です。中小企業支援に
全力を尽くしてまいります。
さ ら に、神 戸 が 世 界 に 誇 る「 ス パ コ ン 京 」や
「再生医療」、
「農業」
「観光」
「環境」などを成長
戦略の柱に位置づけ、さらなる支援を行って
いきます。
『日本再建」は私の公約です。元気な日本を取
り戻し、高齢者も子育て家庭も青年も希望を
もって明るく前を向いて生きていける社会を
必ず実現いたします。
そのためには政治の安定が必要です。政治の
安定こそ経済や暮らしの安定につながります。
皆様の一層の支援をお願い申し上げ、皆様の
ご健勝をお祈り申し上げます。
経済産業副大臣 衆議院議員

赤羽一嘉

経済産業副大臣 内閣府副大臣

原子力災害・現地対策本部長

として

赤羽かずよし 走る！
やっぱり赤羽

やっぱり赤羽

顔の見える外交に全力

率直な対話こそ、外交の基本です。エネルギー問題で、国際原子力機関
（IAEA）本部
のあるオーストリア、フランス、チェコ、デンマークを訪問。通商問題では、EU、ミャン
マー、メキシコ、フランスの関係閣僚との会談に全力で取り組んできました。
日ミャンマー
中小企業ビジ
ネス商談会で
開会挨拶。

被災地復興に全力

原子力災害の過酷さを自ら体験しながら、被害者の方々の一日も早い
ふるさとへの帰還支援に全力投球しています。福島第一原発の安全な
廃炉と再生可能エネルギーの拠点化を進めます。

IAEA天野事務局長と会談。

中小企業ミャンマー訪問団・団長としてテイン･セイン大統領を表敬
訪問。
福島第一原発４号機の中を防護服姿で視察。

第１回汚染水処理対策委員会にて方針説明。

福島第一原発内で激闘する職員に感謝。

産業技 術総合研究 所・
福島新拠点記念の再生
可能エネルギーシンポ
ジウムであいさつ。

根本復興相らとともに福島復興再生総局の立上げ。

除染廃棄物の減容化プラントを現場視察。
JR常磐線の全面復旧にむけて線路点検。

やっぱり赤羽

チェコ・クバ産業貿易大臣、ドラボヴァー
原子力規制庁長官等と会談。

わが国経済再生のためには
「イノベーションによる新産
業育成の成長戦略」
、
「 産業
界を支える中小企業の競争
力強化」が不可欠です。現
場に伺い、現場の声をいた
だき、経済成長を実現し、賃
金アップと青年の雇用を拡
大します。
化粧筆で世界的
に有名になった
竹田ブラシ製作
所を視察。

津波で壊滅した富岡駅を視察。

やっぱり赤羽

日EUビジネスラウンドテーブ
ルで仏ファビウス外相と会談。

経済再生に全力
安倍総理に同行し、神戸の先端再生医療センター・
スパコン京を視察。IPS細胞の山中教授、理化学研
究所の野依理事長から説明を受ける。

金融円滑化特
例 法 終了後 の
資金繰りについ
て、神戸の経営
者 の 皆 さん の
意見を聴く。

自動車金 型 工
場 ヒロ テック
で視察・意見を
交換。

神戸で主催した
「 ちいさな 企 業
成長本部」の会
合で、MCC食品
の水垣社長と同
社製品について
意見交換。

地元神戸の発展に全力

実現

赤羽 かずよし

デンマークの風力発電サイト
を視察・勉強。

中学校給食の実現を求める署名が実り、導入
が決定！

三宮駅周辺を全面改装！
「神戸空港・
三宮駅・新神戸駅」の直結アクセスを
実現します。
有馬温泉・神戸ビーフ・洋菓子・鉄人 28
号・三国志等の観光資源を世界に発
信。先端医療産業クラスターや中央
卸売市場・真珠・シューズ産業の活性
化を進め、魅力溢れる観光・産業都市
を築きます。

中央卸売市場の
活性化委員会の
役員とともに。

有 馬 温 泉 の入 初 式。
伝統文化を守ります。

プロフィール─ ●昭和 33 年生まれ ●慶應義塾大学卒業後、三井物産株式会社勤務（台湾で語学研修。北京駐在時、天安門事件に遭遇）●財務副大臣、衆院国土交通委員会委
員長、同災害対策特別委員会委員長等を歴任。●「被災者生活再建支援改正法」の立案者。
「交通バリアフリー法」や、誰もが利用できる「奨学金制度」を実現。

