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参議院議員上月良祐です。大変お世話になっております。
長引くコロナ禍に加え、ロシアのウクライナ侵略により、国民生活に多大な影響が出つつあ
り、物価高騰対策も急務です。皆さまの声を伺い、ひとつひとつの政策課題に丁寧に積極的
に取り組んでまいります。

▶内閣委員会で質問
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経済安全保障や医療政策、コロナの影響を受けた観光関係の
対策、様々な分野の現場の声を聞き、委員会で質問しました。

【孤独・孤立対策関係】～事務局長として支える～
事務局長を務める「孤独・孤立対策特命委員会」では、現場
で活躍するＮＰＯの方々からヒアリング。実情を知る方々
の言葉は重たいです。4 月の政府の総合緊急対策の重点柱
にも生活困窮者への支援が明記されました。
「支援者を支援
する」ことが重要です。

【養護・軽費老人ホームの処遇改善問題】
介護職の賃上げをめぐり、養護、軽費、ケアハウスで働く方々
も対象とするよう厚労省に強く要請を行いました。今回、県
内では全施設に財政措置が行われます。同じ高齢者福祉・介
護を支える人材でありながら、一般財源化後、十分に処遇改
善がなされていないため、来年度予算に向けて引き続き抜本
的な取り組みを進めます。

北茨城のホームで意見交換

講師の先生方と

北茨城市、水戸市、下妻市、常総市、鹿嶋市の子どもフードパント
リー等の現場で意見交換。困窮世帯の状況や運営上の課題につい
てお聴きしました。ＮＰＯの皆さんはじめ、沢山のボランティアの
方々に心から感謝です。

【不安に寄り添う政治のあり方勉強会】
コロナ禍の影響を厳しく受ける困窮世帯への対策に最も踏
み込んだ議論をしています。困窮子育て世帯への子ども 1
人 5 万円支給についても、勉強会事務局長として懸命に動
きました。
講師の先生方と

オンライン司会中

養護の処遇改善の勉強会
にて質問中。

古賀厚労副大臣に要請

国の通知について、県庁、関係市町村に
対応を要請。通知だけで結果は出ませ
ん。足を運び、情熱を持って伝えること
が必要です。

【観光業(GoTo キャンペーン)】
団体旅行は大変厳しい状
況が続いています。GoTo
は元々苦しんでいる事業
者を的確に支援するとい
う目的だったはず。
再開に当たっては、国執行
分も含め、団体旅行への上
乗せと枠取りを強く要望
しました。

【党税調(住宅ローン減税関係)】
波及効果の大きな住宅産業対
策は経済対策として欠かせま
せん。着工に悪影響が出ない
よう、党税調では先頭に立っ
て強く発言しました。

▶農産物輸出促進対策委員会

～委員長として政策を牽引～

コロナの影響を跳ね除け、2021 年に 1.2 兆円を超えた農産物輸出。生産に加え、流通や加工の支援も強化します。
「稼げる
輸出」に向けた政策提言を行い、2030 年 5 兆円の目標達成に向け、政府の施策推進を牽引します。

NY と LA を結んでのオンライン会議

隣に座る福田達夫総務会長から、委員長の
バトンを受けました。
↓輸出用玄米です。
(金芽米)
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鉾田市商工会にて小規模事業者の輸出
促進の取組みについて意見交換。

★日経新聞に取組みが紹介
されました!!

JETRO 佐々木理事長と意見交換。
GFP 表彰式にて。

1 億人ではなく、100 億人を見据えた農林水産業へ。

農地問題について報告中。

GFP(2018 年から農水省が始めたｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌｧｰﾏｰｽﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
。
輸出を大きく伸ばす 11 事業者をアンバサダーとして初めて認証、
表彰式を行いました。

【歯科医療の金パラの逆ザヤ問題】 ～全国の制度を立て直しました！～
虫歯の治療に使われる「パラジウム合金」は、3 年前頃から価格が高騰し銀歯を作れば作るほど歯科医院が大きな赤字に。厚
労省と粘り強く厳しい交渉を重ね、この春から制度を正常化させました。さらに、ロシアからのパラジウムの供給不足による
高騰に対し、
「7 月の随時改定に加え、5 月に前倒しで緊急改定する」ことが政府の総合緊急対策に盛り込まれました。
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【臓器移植医療関係】 ～命の最前線を支える～
移植医療はドナーが増えつつあり、日々の手術に当たられる現場の先生方を支えていく必要があります。また、移植チー
ムがドナーからの摘出手術のため離れた病院に出向き、臓器とともに自分の病院に戻って手術をする、その往復の器材持
ち込みに当たり、空港カウンターでトラブルが生じることがありました。国交省、厚労省、日本臓器移植ネットワーク、
航空会社で的確なルールをつくり、現場に周知してもらう取組みの運用が始まります。

田村憲久会長のもと開催された臓器移植議連で、東大病院臓器移植医療センターの中島セン ↑国交省、厚労省、日本臓器移植ネットワ
ーク、航空会社との協議
ター長、佐藤先生、玉城コーディネーターから実情を伺いました。

とにかく現場へ‼

↑坂東市ヤード問題の現場視察
蓮根作りの高木農園さん(稲敷市) ↓その後、県庁関係部署と緊急協議
と意見交換。

160ha の米作りに取り組まれて
いる横田農場の横田ご夫妻と。農
業の楽しさを子どもたちに伝え
る絵本をいただきました。

農業経営士の下山田さんと
農業談義

筑西市の土地改良現場にて。人口減少の中での
将来を見据えた設備投資と維持管理の難しさ
を痛感。

大洗漁港での現場視察

境町のＪＡむつみで役員の皆さんに輸出、農
道の駅かさま前にオープンした笠間栗 地、米、花きのことなどをご報告。子ども食堂
ファクトリー。建設の必要性・重要性を 等との連携、外国人による農地取得への懸念な
ど多くの課題をお伝えしました。
懸命に訴えてきた待望の施設です。

【ウクライナ ゼレンスキー大統領演説】
ロシアによるウクライナ侵略は絶対に許されない
暴挙です。平和はただそこにあるものでなく、つ
くるものであることを痛感させられます。

【憲法改正実現本部勉強会】
県内の議員勢揃いでの勉強会で司会。党本部
の古屋本部長から講話をお聞きしました。真
摯で真剣な議論を丁寧に進めます。

↑→白田県議を先頭に、地域の課題
について総理要請に。茨城のお酒や
農産物もＰＲしました。
↓来年開催のＧ７外務・財務大臣会
合の水戸市開催誘致のため、林外務
大臣へ要請へ。
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参議院議員選挙に向けて

この夏の参院選に立候補する加藤明良候補予定者。党大会で公認候補として
紹介されました。全力で応援します！！

県連女性局大会
自民党大会

県連大会

←笠間陶炎祭にて。
この夏ご引退される岡田広先生、
加藤明良さんと。

白田信夫先生、議員 40 周年お祝い会
←満開の桜をバックに。

茨城とともに
地域の方々と交流を深めなが
ら、多くのご意見に耳を傾け、
国に声を届けています。これ
からも積極的に活動を続けて
いきます。
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県洋菓子協会の総会にて
←ＧＯ‼茨城ロボッツ‼

↑新利根チーズ工房には個性
あふれるチーズがたくさん！
←農薬の使えないエディブルフ
ラワー。高萩の柴田農園さん。

ほしいも神社にて。
鹿島アントラーズのスタッフの皆さんと。

←↓陶炎祭にて。
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↓水戸でカーネーションを栽培
されている小山花園さん。
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