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1979年4月6日生まれ（43歳）
城島光力衆議院議員（元財務大臣）の秘書を務め、川崎市内をくまなく歩く。
その後、川崎市内を含め、児童福祉施設を8カ所立ち上げる。現在、小学生の娘と5歳、
4歳の息子をもつ3児の父として、共働きで子育て真っ最中。
2021年10月、衆院選で初当選。
2021年11月、神奈川維新の会代表就任。

■所属就任一覧
国会　厚生労働委員会、科学技術特別委員会、政治倫理審査会
党内　国会対策副委員長、党改革プロジェクトチーム、子ども省ワーキングチーム

⾦村りゅうな⾦村りゅうな

■川崎事務所
〒210-0836　
川崎市川崎区大島上町18-1　サニークレイン201
TEL：044-366-8680　FAX：044-366-8681
■E-mail：official@ryuna-kanemura.jp

■国会事務所
〒100-8982　
東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第二議員会館421号室
TEL：03-3508-7411　FAX：03-3508-3891
■HP：https://ryuna-kanemura.jp
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国会内外国会内外

ウクライナ避難民の方々からヒアリング

玉川大学のシンポジウムで若者に向けて公演

支援者の皆様との交流イベント開催

でのでの 活動ギャラリー活動ギャラリー

国対副委員長として、政策実現に邁進

混沌とする日本政治の進むべき道とは
日本政治の抱える本質的な課題とその打開

　皆さんこんにちは。衆議院議員金村りゅうな
です。日本維新の会は今回の参議院選挙におい
て、野党第一党となる得票数を獲得しました。
第3極といわれるベンチャー政党が野党第一党 
となったのは日本政治史上、初めての事象であ
り新しい政治の萌芽を感じられる出来事でし
た。
　また参議院選挙中に、安倍元総理が銃撃され
命を落とすショッキングな事件もおきました。
政治的テロ行為に屈せず更なる民主主義の深化
に向け歩み続けることが、志半ばで倒れた安倍
元総理に報いることだと思っています。改めて
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
　日本で初めてコロナウィルス感染者が確認さ
れてから2年以上が経過し7月22日現在では過去 
最高の感染者数を記録しています。その中で、
政府は十分な役割を果たすことができているの
でしょうか。

オミクロン株時は小康状態にあった中で、政府
はワクチン接種に向けたアナウンスや医療体制
の強化、経済活動の両立に向けてどれだけの法
改正をできたのか大きな疑問が残ります。つま
りコロナ禍を通して浮き彫りとなったのが今の
政治体制による限界です。自民党が隆盛を極め
た昭和の時代、まさに驚異の経済成長を実現し
政治の果たすべき役割は再分配が大半でした。
利害調整を中心とした自民党の本質はまさに
「しがらみ政治」そのものであり、日本社会を
覆う停滞感や閉塞感の根本には、この「しがら
み政治」を打開できないことが挙げられます。
　先の参議院選挙と昨年の衆議院選挙を比較す
ると、自民党の得票数は微減しているのに対し
て日本維新の会は微増を果たしました。自民党
への消極的不支持とも受け取れる今回の選挙結
果から何を見出すか、これこそが今後の日本政
治の歩みに繋がると思います。

地域活動にも積極参加！

金村りゅうなの日々の活動は
こちらのSNSからチェック！

　7月10日投開票の参議院議員選挙において、 
日本維新の会は選挙区4議席、比例8議席の計12 
議席を獲得しました。比例得票数では、全国で 
約785万票を獲得し、野党で最も支持を集める 
結果となっています。

　また、神奈川10区においては、川崎区で約1.3 
万票、幸区で約1.3万票、中原区で約2.2万票を 
獲得。合計得票率は約17％となり、他の野党を 
大きく引き離す結果となりました。

　長引くコロナ禍、ロシアによるウクライナへ
の侵略、国連の機能崩壊など暗いニュースが散
見される今こそ、我々日本維新の会が真の改革
政党として名乗りをあげなければなりません。　　

NEWS
July 10, 2022 

参院選2022　維新が得票数で野党第一党に
参院選を経て維新が国会で取り組む政策

　地元の皆様からの大きな期待に応えるべく、
参院選後も引き続き金村りゅうなも川崎の代議士 
として、議会活動に邁進して参ります。
　今後の国会活動において、我々が論戦を挑む主 
な政策は以下の通りです。

■出産費用の実質無償化　　■教育の無償化
■消費税・ガソリン税の減税
■社会保険料の減免　　■憲法改正
■コロナを2類から5類へ
■最低所得補償制度　　■議員特権の見直し



金村：エッセンシャルワーカーの賃上げについて、安倍政権時代
に政治が「賃上げ」と大きな声を上げ続けた結果、現場では従業
員の声に応えるために実際に賃上げをした所もある。つまり、政
治のメッセージは非常に大きいと考えているが、それについて厚
労省としての取り組みや認識を伺いたい。

　　　　　　　　　　　　　後藤厚生労働大臣：賃上げが非常に
　　　　　　　　　　　　　重要であるという認識を持ってお
　　　　　　　　　　　　　り、政府はそれに率先して対応して
　　　　　　　　　　　　　いくべきだ。今後の具体的方向性に
　　　　　　　　　　　　　ついては、職種ごとに適正な水準ま
　　　　　　　　　　　　　で賃金を引きあげるという事で検討
　　　　　　　　　　　　　していく。金村：私は小学校1年生の娘がいるが、 

マスクをつけた状態での学校教育が続
いている。これは、子ども達の健全な
心身の発達に影響があるのではない
か。その中で大切なのは、どの状態で
マスクを外しても良いのか、政治がメ
ッセージを出すこと。

山際経済再生担当大臣：これは重要な
指摘。子ども達が発育の段階で顔の半
分が見えないことがどう影響して来る
のか分析が行われていない。だからこ
そ、オミクロン株の感染拡大を止める
必要がある。

金村：新型コロナの感染拡大への政府の認識と、どうしたら止め
ることが出来ると考えているのか伺う。

山際経済再生担当大臣：飲食店やイベントへの制限、ワクチン接
種など、ひとつひとつを積み重ねていくことしかない。

金村：まん延防止措置等の対策は効果があったのか、政府として
どの様な分析をしたのか。

山際経済再生担当大臣：ミクロの部分で分析はできない。新規感
染者数等が減るなど、マクロとして判断する。感染者がある一定
の所まで減っているかという所で効果をみている。
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主な法案賛否主な法案賛否 とと その理由その理由

金村りゅうなの国会論戦衆議院議員
登壇回数 本会議1回 委員会14回

子育て当事者として、福祉の専門家として
岸田総理をはじめ、各大臣と喧々諤々の政策議論を行いました。

縦割りを打破し、子育てを“教育”と“福祉”の観点で 
一元化してサポートする「教育子ども福祉省」の設 
置を提案。法案作成の責任者として国会で答弁。

5兆5千億円もの予備費を確保する根拠が不明確。
また、これまで実施した総合緊急対策の政策効果が 
不透明で、検証もなされていない。更に、低所得世 
帯に向けた5万円給付などは、参議院選挙を前にした 
選挙対策そのもの。税金が政策効果も不明確なまま 
与党の選挙対策としてばらまかれることは看過する 
ことができないため反対。

消費税の軽減税率の引下げなど、国民に広く公平に 
支援が行き届く施策を断行すべき。

金村：子どもの健やかな育ちを支援するためには、教育や福祉
の観点から子ども政策を一元化することが必要。にも関わら
ず、子ども家庭庁は内閣府の外局となっており、これでは文科
省・厚労省・内閣府の縦割り構造が残ってしまう。現状では不
十分ではないか。

岸田総理大臣：文科省は学びの観点から、こども家庭庁は子ども
たちの健やかな育ちという観点から成長を見守るという役割分担
で、子どもの幸せを考えて行きたい。それぞれ多様なニーズや課
題に取り組む際に、２つの視点に立って重なり合うからこそ、さ
まざまな多様な課題にも応えることができる。

金村：福祉は土台作り、教育が子どもの成長をつくる。世界のト
レンドも教育の視点が子ども政策の柱。国家戦略として子ども政
策をワンストップで行う為に、こども家庭庁ではなく「子ども
省」が必要であり、今国会で対案を示す。

金村：拉致被害者の横田めぐみさんを題材にしたドキュメンタリー
アニメ「めぐみ」などを、人権教育に生かしたらどうか。拉致事件
の事実そのものを風化させないよう、しっかり後世に伝えていくこ
とはわれわれ一人ひとりの課題だ。

末松文部科学大臣：拉致問題を前に進
められておらず、私自身ブルーリボン
を付けている事が恥ずかしく、辛く思
う事もある。北朝鮮による拉致問題
は、文部科学省でも人権課題の一つと
して位置づけられており、学校で教育
が行われるよう積極的に促してきた。
アニメ、作文コンクール、教育委員会
や学校への研修、人権教育研究推進事
業などを行ってきた。これからも、若
い世代により一層の理解促進を図るこ
とが必要であると考える。

金村：総理は新型コロナを感染症法上の5類相当とすることに慎重 
な姿勢を示してきたが、変更への条件、指標は何か。出口が見え
れば国民には大きな希望となる。総理が思い描く工程表は。

岸田総理大臣：新型コロナは、オミクロン株であっても致死率や
重症化率がインフルエンザよりも高い。更なる変異の可能性もあ
るあめ、現時点で5類に変更することは現実的ではない。今後の感 
染状況も踏まえ、専門家の意見も踏まえて議論を続けていく。

金村：維新は防衛費をＧＤＰ比2％まで増額するなど「積極防衛能 
力」を整備していく考え。総理も防衛費を増額する方針を示して
いるが、増額の規模と時期は。
また、国を守るための核共有を含む議論をすべき。議論すること
自体、抑止に繋がると考えるが如何か。

岸田総理大臣：防衛力の強化にあたって、必要となる予算を確保
していく。防衛費の内容や規模について新たな安全保障戦略等の
策定、検討を続けたい。核共有について議論は考えていない。

子ども・子育て政策について
1月26日衆議院予算委員会　

拉致問題について
1月26日衆議院予算委員会

新型コロナ対策について
3月4日議院運営委員会

エッセンシャルワーカーの賃上げについて
3月9日厚生労働委員会

新型コロナの出口戦略について
5月25日衆議院本会議

防衛費増額・防衛議論について
5月25日衆議院本会議

野田こども政策担当大臣：
こども家庭庁が司令塔とな
って、こども政策を担って
いく。内閣府の外局は総理
直属で大きな権限を持って
おり、決して省よりも権限
が小さい訳ではない。

激論

他にも様々なことを提案&議論‼

子ども育成基本法案　➡　否決提出

政府与党の提案した「こども家庭庁」では、内閣府 
の外局として子ども政策の一部を担うだけであり、 
厚労省と文科省の“縦割り行政”は解消できないため 
反対。

こども家庭庁設置法案　➡　可決反対

令和四年度一般会計予算
令和四年度特別会計予算　　　➡　可決
令和四年度政府関係機関予算

反対

政府のコロナ対策が実態に合っておらず、十分な対 
応ができていない。また、経済対策は付け焼刃ばか 
りで、国民が求める経済成長の展望が示されていな 
い。そして、政治改革も進んでいないため反対。

まず、文通費（毎月100万円もらえる領収書不要の経 
費）問題など政治改革を行い、減税を通して可処分 
所得を増やすことを提案。そして、ベーシックイン 
カムと労働市場の流動化など、税と社会保障、労働 
市場の三位一体改革を提案。

令和四年度一般会計補正予算
令和四年度特別会計補正予算　➡　可決反対

末松文部科学大臣

ドキュメンタリーアニメ「めぐみ」は
こちらのQRコードから無料でご覧になれます。

■政府インターネットテレビ
「北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ『めぐみ』」

後藤厚生労働大臣

岸田総理大臣

ネット上の誹謗中傷対策強化、入管法改正に向けた提案（2022.2.17　予算委員会第三分科会）
柔軟な育児休業給付金制度について提案（2022.3.16　厚生労働委員会）
成長産業への労働力の移転、障がい者も働きやすい雇用のあり方の多様化を提案（2022.4.6　厚生労働委員会）
創薬支援と製薬支援について提案（2022.4.22　厚生労働委員会）
子宮頸がん（HPV）ワクチンの男性への接種推進について提案
児童福祉法改正について現場の声を交えて提案（2022.5.11　厚生労働委員会）
労働市場の流動化に向けて、雇用の最適化について提案（2022.5.20　厚生労働委員会）
イノベーションを通じて経済成長を創出する為の戦略を質問（2022.6.7　科学技術特別委員会）

　　　　　曖昧な答弁にモヤモヤするも持ち時間終了・・・。
　　　　

　　　　　国民の皆さんに制限を強いる政策を行うからには、
具体的数字や効果などの分析結果を丁寧に示すべきでは。

しかし、この質問や関係各所への働きかけをきっかけに、
マスク着用に関するガイドラインが厚労省から発表！

結果‼

金村：エネルギー資源の安定調達と電力の安定供給を確保するた
めに、安全性が確認された原発については可能な限り速やかに再
稼働をさせるべき。現状維持に徹すれば、日本のエネルギー安全
保障が一層大きな危機に直面すると考えるが、総理の見解は。

岸田総理大臣：原子力は重要な電源であるため、安全性を大前提
として最大限活用していく。

原発再稼働について
5月25日衆議院本会議

最大9基の原発再稼働へ！結果‼
結果‼ 政府が頑なに拒否していた、コロナの2類から5類への 

議論がスタート！

衆議院本会議の様子

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%96%87%E7%A7%91%E7%9C%81&fr=link_kw_nws_direct

