今 、確 か な 未 来 を 創 ろ う！

梶山ひろしはこう考える。

プロフィール
●昭和30年10月18日、茨城県常陸太田市生
まれ●県立太田第一高〜日大法学部卒●サラ

経済を再生し、次代を担う人づくりと国づくり。
■東日本大震災の復旧・復興対策および
原発事故対策について

■これからの日本のエネルギー政策について

リーマン生活を経て、昭和63年会社を設立し、
中小企業の経営にあたる●平成12年衆議院議
員初当選、現在4期●家族母・春江、妻・由可子と
3女の6人家族

衆議院議員

安全がすべてに優先されます。
３.11以降、縮原発の方

大震災から１年８ヶ月、政府の足らざる所を補うという

向性は共通認識、その上で安定供給を図る為、
自民党と

思いで復旧・復興に取り組み、数々の議員立法で対応し

しては、当面の最優先課題として、
３年間、再生可能エネ

てきましたが、行政の能力を上手く使い切れていないの

ルギーの最大限の導入、省エネの最大限の推進を図るこ

が現実。復旧・復興のペースを加速する為に復興庁の機

ととしており、エネルギー制約を克服するための省エネ投

能を強化し、国の責任により、除塩・除染、
ガレキ処理、農

資の加速化や省エネ製品、再生可能エネルギーの開発・

地の再生等に全力を挙げます。更に、原発事故に伴う東

導入を促進するため、税制措置や予算措置など抜本的

電による賠償については、速やかに且つ風評被害による

な支援措置を講じて参ります。

価格下落分などを含めた実損害が確実に支払われるよ

■今後の日本の外交のあり方について

う全力を尽くします。

民主党政権の迷走により、
わが国外交の基軸たる日米

■TPP交渉への対応と農業の振興

同盟の信頼関係が大きく損なわれてしまいました。
まずは

わが国のこれまでの通商交渉は「多様な農業の共存」

早急に、強固な日米関係を再構築したいと考えます。刻々

を基本理念としてきましたが、TPPは入り口から従来と異

と変化する国際社会において、
わが国の国益を踏まえつ

質であり、加えて意図的に情報が開示されておらず、総

つ、平和と繁栄を確保するためには、総合的な外交力を

理の言うような国民的議論をするにはほど遠い状況です。

一層強化することが必要です。その上で、主張すべきこと

TPPは農業や、地域社会、
中小企業・医療・保健、国のあ

はしっかりと主張しつつ、
中国・韓国・ロシアといった近隣諸

り方に大きな影響を及ぼすため、
「聖域なき関税撤廃」を

国との関係修復をして、
アジアと世界の平和、安全、発展

前提にする限り、TPPには絶対に反対です。

にともに貢献する幅広い強力関係を築いていきます。

梶山ひろし

●発行／茨城県常陸太田市山下町1189
山
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梶山ひろし
３年4カ月の

■茨城県の医師不足の対策

平成２１年 （２００９年）

厚生省の平成21年度補正予算で「地域医療再生基

算が民主党政権になり大きく減額され、
２４年度予算では

金」を茨城県に設置させ、水戸以北の保健医療圏でも再

2．
1兆円に減額され、担い手確保や重要な施策（強い農

生計画のもとで、地域周産期母子医療センターの再開や

業づくり交付金など）が困難になっております。
わが党が

地域救命センターの整備、
ドクターヘリの運行、地域医療

政権党に戻ることにより、農業予算総額を大幅に増額し、

医師修学資金の貸与や寄付講座の開設、女性医師の就

農地集積や機械整備をはじめとした担い手育成関連予

学支援などの医師確保対策を進めています。来年度予

算や農業基盤整備予算などの復活・拡充を図り、食料安

算でも文科省・厚生省が連携し、医学部定員増など、地

定供給や食料自給率の向上に努めます。

域の医師確保のための取り組みを進めて参ります。

◆自民党副幹事長、衆議院経済産業委員
会委員、災害対策特別委員会委員に就
任（平成21年10月〜）
＜＜平成２２年（２０１０年）

平成２2年 （２０10年）

●本会議で発言（平成22年2月25日）
http://www.kajiyama-office.com/

ブログ

http://ameblo.jp/kajiyama-hiroshi/

自民党を代表して横路・衆議院議長不信任決議案への
賛成討論を行う。
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改正貸金業法が完全施行されると、
「中小零細企業は成
べきではないか。」
と質問。直嶋経産相からは「中小企業

〒100-8982 東京都千代田区永田町２-１-２
衆議院第二議員会館903号室

TEL. 03

●経済産業委員会で質問（平成２２年４月１６日）
り立たなくなる。経産省は完全施行に『待った』
をかける

国会事務所

3508 7529

-

-

●経済産業委員会で質問（平成22年5月19日）
激化する世界の資源獲得競争で中国に後れを取ってい
る政府の対応策をただす。直嶋経産相は「官民一体と
なって獲得に取り組む」答弁する。

（8月18日公示・8月30日投票）

わが党政権下では2．
5兆円を超えていた農林水産予

ホームページ

告
報
活動

経済を再生し、次代を担う人づくりと国づくり。
梶山ひろしの今期３年の主な活動実績をご報告します。

●衆議院議員 ４期目当選
■農業・農村の持続的発展に向けた政策の確立について

主な

FAX.03

がしっかり事業できる態勢づくりをしたい。」
と検討の約束

3508 7714

-

-

を引き出す。

●本会議で発言（平成22年5月31日）
衆議院経済産業委員長解任決議案提出理由説明

◆自民党広報本部 広報戦略局長に就任
（平成22年9月〜）

平成２3年 （２０11年）

＜＜平成２３年（２０１１年）

東日本大震災発災（平成２３年３月１１日）

質問。原発に対する漁業補償については、
「国がまず前
面に出て誠意を見せるべきだ」
と早期の資金援助を求め

●東日本大震災復興特別委員会で質問
（平成23年7月13日）

る。更に、被災者の生活支援の為、原発交付金の柔軟運

原子力損害賠償支援機構法案について、
「被災者への

用も提言する等、
被災者の方の立場からの質問を行う。

賠償金支払いにおける東電以外の電力会社の負担金
は、一般負担金とは別勘定にすべき」
と、参考人に問う。

◆自民党原発事故被害に関する特命委
員会事務局長に就任（平成23年3月〜）
茨城県被災地の要望を茨城県知事ととも
に、厚労大臣、農水大臣、国交大臣に陳情
（平成23年3月25日）

風評被害、被害補償の要望をJA茨城中
央会長他、幹部とともに石破自民党政調
会長に陳情（平成23年3月28日）
●経済産業委員会で質問（平成23年4月6日）
政府に対し、電源立地交付金を活用した、被災者の生活

震災に係る緊急要望を、いばらき自民党
会長他、幹部とともに谷垣自民党総裁、
大島副総裁に陳情（平成23年4月26日）
◆衆議院東日本大震災復興特別委員会
委員に就任（平成23年5月〜）
●経済産業委員会で発言（平成23年5月11日）
「浜岡原発以外の地域の原発について、大丈夫なのか
どうか合理的な説明がなされていない」
と政府の地震対
策を指摘。津波対策の見直しも求める。
さらに、
「原子力損害賠償法に基づく仮払い対象世帯
（約5万世帯）への早期支払い」を強く要求。政治主導に

原発事故に伴う緊急要望を１都６県議会
議長とともに谷垣自民党総裁に陳情
（平成23年4月7日）

（平成23年4月12日）

「原発事故被災者に対する生活支援の対応が遅すぎ
る」
と指摘。原発損害賠償法案の今国会成立を強く迫る。
梶山ひろしの質問がNHKでテレビ中継されました。

（平成23年4月14日）

原発事故の避難住民への支援に対し、
申請手続きの迅速
化や早期交付を求める。
さらに「電源立地地域対策交付
金の使途を拡大し、被災者の生活支援に充てるべき」
と

汚染水の状法・格納容器からの汚染水の漏水・メルトダ
ウンの情報開示の在り方等、政府の情報開示の不備を
問う。

梶山ひろしが経済産業委員会、災害対策
特別委員会、東日本大震災復興特別委員
会で質問し、議員立法として平成二十三
年原子力事故による被害に係る緊急措置
に関する法律案（仮払い法）を成立させる
（平成23年7月29日）

（平成23年8月3日）

●経済産業委員会で質問（平成23年8月23日）
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関
する特別措置法案に対する修正案」に対する内容確認と

●東日本大震災復興特別委員会で発言
（平成23年7月12日）

「（茨城県は）農畜産物や水産物など213億円を請求し
ているが、支払われたのは18億1200万円。わずか8.5％
払い法案成立時の予算措置を求める。海江田経済大臣
から、予算措置に前向きな考えを引き出す。

TV

梶山ひろしの質問がNHKでテレビ中継されました。

福島での原発対応について、昨年３月１２日早朝に管直人
切な対応を指摘。
SPEEDI（ 緊急時迅速放射能影響予測システム）
の避難
への活用については、
「茨城県はSPEEDIの有効性を信
頼している」ことを主張。班目原子力安全委員長の無責
任な発言を厳しく問いつめる。

TV

梶山ひろしの質問がNHKでテレビ中継されました。

●東日本大震災復興特別委員会で発言
（平成24年3月7日）

復興・除染の進捗状況を質問。
「産業の復興再生や新産
業を誘致する為には、交通インフラの早急な整備の必
要」
と、政府の災害対策の不手際を指摘する。

●環境委員会経済産業委員会連合審査
会で質問（平成24年6月8日）
平時と緊急時におけるオフサイト対策に対する、原子力規

質問を行う。

であまりにも低い」
と指摘。早期支払いを要求。
そして、仮

●災害対策特別委員会で質問

（平成23年7月26日）

（平成23年5月23日）

TV

原発事故被害に対する補償を求めて、茨
城県沿海地区漁業組合連合会長他、幹部
とともに農水大臣、自民党副総裁に陳情

●東日本大震災復興特別委員会で質問

原子力損害賠償支援機構法成立
●東日本大震災復興特別委員会

●予算委員会で質問（平成24年3月1日）
当時総理が現地視察は「その必要はなかつた」
と不適

よる早急な措置を求める。

支援の早期実施を強く迫る。

平成２4年 （２０12年）

＜＜平成２4年（２０１2年）

◆自民党政務調査会副会長、衆議院経済
産業委員会筆頭理事、災害対策特別委
員会委員、東日本大災害復興特別委員
会委員に就任（平成23年10月〜）

制委員会と各関係省庁との調整等対応への問題点を指
摘する。

◆自民党経理局長、衆議院経済産業委員
会委員、災害対策特別委員会委員、
東日本大災害復興特別委員会委員に
就任（平成24年10月〜）

