地元の皆様 の声を
国政に届けます ！

やな

衆議院議員

やな 和生

令和２年１１月
令和２年１１月 後援会 事務連絡

プロフィール（略歴）

那須町版

昭和５４年４月２２日生まれ ４１歳
党 総務会 総務
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党 畜産・酪農対策委員会 委員長代理
シンクタンク研究員(㈱日本経済研究所)

地元密着
現場主義

かず お

和生

党
党
党
党
党
党

国土交通大臣政務官
内閣府大臣政務官
農林水産委員会 理事
国土交通委員会 理事
経済産業委員会 理事

座右の銘：

水田農業振興議員連盟 事務局長
安全保障調査会 幹事
拉致問題対策本部 幹事
教育再生実行本部 事務局次長
情報・通信関係団体委員会 委員長
厚生関係団体委員会 副委員長

初心忘るべからず

地元在住 (大 田原 市 )

やな 和生 事務所

新幹線で国会に
通い、
通い 、 夕方は地元
で 皆様の ご意見を
拝聴しています。
拝聴 しています。

TEL:0287-22-8706 FAX:0287-22-8708
〒324-0042 大田原市末広 2-3-17

新型コロナウイルス感染症への対応に全力で取り組む。
新型コロナウイルスの影響による地元の交通・観光関係事業者
新型コロナウイルスの影響による地元の交通・観光関係事業者の苦境を訴え、
地元の交通・観光関係事業者の苦境を訴え、国の
の苦境を訴え、国の万全な支援を要請
国の万全な支援を要請。
万全な支援を要請
国会質疑

令和２年６月４日 下野新聞

国土交通委員会にて

地元要望活動

斎藤総務大臣政務官(当時)への要望
【那須町】

髙橋観光庁次長への要望
【那須町】

那須町の要望 【総務省】【国土交通省】【観光庁】
・観光地を有する自治体の地域事情を反映した地方創生臨時交付金
地域事情を反映した地方創生臨時交付金
の算定・交付。
の算定・交付
・観光振興の重要財源である「入湯税」が集客減により大幅に減収
「入湯税」が集客減により大幅に減収
しているため、観光地を有する自治体への
観光地を有する自治体への国の
観光地を有する自治体への国の十分な財政支援
国の十分な財政支援。
十分な財政支援
・観光事業者の資金繰り対策に係る支援の強化
資金繰り対策に係る支援の強化。
資金繰り対策に係る支援の強化
・大幅な運休と減収を余儀なくされている観光地二次交通に対する
観光地二次交通に対する
国の十分な財政支援
国の十分な財政支援。
十分な財政支援

新型コロナウイルスの影響による地元の
新型コロナウイルスの影響による地元の農業者・食品関係事業者
地元の農業者・食品関係事業者の苦境を訴え、
農業者・食品関係事業者の苦境を訴え、国の
の苦境を訴え、国の万全な支援を要請
国の万全な支援を要請。
万全な支援を要請
政策発信

党内取りまとめ

令和２年７月４日 日本農業新聞

水 田農業振興議員連盟事務局長と して
米価対策に全力 で取り組む

江藤農林水産大臣(当時)への要望

令和２年４月２４日 日本農業新聞

「感染拡大の防止」「医療提供体制の確保」と「事業・雇用の継続」「経済活動の回復」の両立を図る、
「経済活動の回復」の両立
１次・２次補正を合わせ事業規模 230 兆円、国内総生産(GDP)の４割に上る世界最大級の対策を策定。
国民生活と日本経済を守り抜きます。
国民生活と日本経済を守り抜きます
事業主向け 新型コロナウイルス感染症 支援策

第１次補正予算の主な支援策
個人・世帯向け 新型コロナウイルス感染症 支援策

受けとる

新型コロナウイルスの影響に
より収入が減少した
収入が減少した皆
より
収入が減少した
皆さま

家計を維持することが
家計を維持することが
難しい皆さま

借りる

緊急小口資金

すべての国民

特別定額給付金

受けとる

売上減少により事業継続
にお困りの事業主の皆さま

セーフティネット貸付

持続化給付金
最大：中小２００万円
２００万円 / 個人事業１００万円
１００万円

【貸付上限】１０万円（特に必要な場合：20
（特に必要な場合：20 万円）
【据置期間】１年以内 【償還期間】２年以内

一律１人
１人１０万円が給付されます
万円

（返済免除特例付）

総合支援資金

（特例）【無利子・無保証】

【貸付上限】※原則３カ月まで
２人以上月２０万円
月２０万円 ／ 単身月１５万円
月１５万円
【据置期間】１年以内【償還期間】１０年以内

住宅を失った（失う恐れがある）

住居確保給付金
支給期間：原則３カ月 ※最長９カ月

等

児童手当の受給者に対し、
子ども１人あたり１万円が支給されます
万円が支給されます

健康保険料（税）・年金保険料

公共料金や電話料金

・授業料の減免が受けられます

住宅ローン

・給付型奨学金が支給されます

中小
３億円
個人・小規模 ６,０００万円

新型コロナウイルス対策マル経融資
別枠 １,０００万円

子どもの小学校休校への対応

・今後の利払い・返済スケジュールの変更相談

※当初３年間の金利を０
※当初３年間の金利を０.９％引下げ
※金利補給あり
★売上が２０％以上減少（小規模：１５％）
民間金融機関による 無利子・無担保融資
（上限）３
３,０００万円 / 措置最大 ５年
※金利補給による無利子・無担保期間は３年間

★小学校等の休校により
従業員が有給休暇を取得

延びる

個人事業主・フリーランス
●支援金
（上限）１日あたり ４,１００円
１００円

・各事業者により支払期限が延長されます

高等教育修学支援制度

（融資限度額）

※金利補給：中小１億円
個人・小規模,
個人・小規模,３,０００万円

★一時的な休業等により
雇用維持を図った事業主

●助成金
（上限）１日あたり ８,３３０円
３３０円

等

・保険者の判断で、減免や徴収猶予がなされます

授業料の支払が難しい

※特例措置

小学校休業等対応助成金・支援金

・国・市区町村による徴収が猶予されます

子育て臨時特別給付金

雇用調整助成金

（融資限度額）

所得税、市区町村民税・固定資産税

子育て中

中小
７.２億円
個人・小規模 ４,８００万円

新型コロナウイルス感染症特別貸付

★売上が５％以上減少

各種税金・公共料金等を
支払うことが難しい皆さま

延びる

（融資限度額）

★売上が５％以上減少
従業員に休んでもらう

（上限）８
８,３３０円/人
× 休業日数
３３０

（返済免除特例付）

一定額を上限に家賃が支給されます

資金繰りのため、融資を
受けたい事業主の皆さま
受けたい
事業主の皆さま

日本政策金融公庫による貸付・融資【無利子・無保証】
日本政策金融公庫による貸付・融資【無利子・無保証】
★売上減少の実績なしでも今後の影響が見込まれる

業績が悪化（売上半減）

（特例）【無利子・無保証】

借りる

各種税金・保険料等の支払い
が難しい事業主の皆さま

法人税、消費税、固定資産税

等

無担保・延滞税なしで納税を
無担保・延滞税なしで納税を１年間猶予
で納税を１年間猶予

★小学校等の休校により
契約した仕事ができなくなった

厚生年金保険料

等

無担保・延滞税なしで納税を
無担保・延滞税なしで納税を１年間猶予
で納税を１年間猶予

第２次補正予算の主な支援策
地域・医療

雇 用

を守ります

地域医療体制のさらなる整備・感染拡大防止の推進

従業員を休業させている雇用主の方

緊急包括支援交付金

雇用調整助成金

拡充

２兆２,
２兆２,３７０億円
●重点医療機関の病床の確保
●医療・介護・障害福祉従事者等への慰労金支給
◆受入病院等の役割を設定された医療機関
実際に診療を行った医療機関の職員 ２０万円
それ以外の医療機関の職員
１０万円
◆感染者が発生又は濃厚接触者に対応した
介護・障害福祉事業所の職員
２０万円
◆その他の医療機関
介護・障害福祉事業所の職員
５万円
●疑い患者受入れ緊急病院等の院内感染防止対策
●医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援 等

拡充

家庭から自立し、アルバイト収入により
学費等を賄っている学生の方

事業主から休業手当を受け取っていない方

授業料等減免

休業支援金

（直接給付金）

新規

月額賃金の８割 （上限３３万円
３３万円）
３３万円

生活・家計

治療薬・ワクチンの開発

臨時特別給付金

１０万円が支給されます

拡充

１５３億円
７億円）
１５３億円が支給されます（１次補正では７億円
７億円
※国立大学 約１.２万人 補助率１０／１０
※市立大学 約５.３万人 補助率２／３

売上急減に直面する事業者の方

子供の小学校休校への対応

家賃支援給付金

無利子・無担保等の危機対応融資の拡充

地方創生臨時交付金
２兆円（１次補正と合わせて総額３兆円
３兆円）
３兆円

拡充

小学校休業等対応助成金・支援金

地方におけるさまざまな対応・取り組みを支援
拡充

＜無利子・無担保融資＞

新規

コロナ対応を行う医療機関等への資金繰り支援

※従業員に有給休暇を取得させた事業者
●助成金 日額上限が引き上げられます
８,３３０円 → １万５,
１万５,０００円
※就業できなかったフリーランス向け
●支援金 日額上限が引き上げられます
４,１００円 → ７,５００円
５００円

各種支援策のお問い合わせ
各種支援策のお問い合わせ先
支援策のお問い合わせ先は以下から
以下からご覧に
からご覧になれます
ご覧になれます。
なれます。

事 業

を守ります

・無利子枠 ３,０００万円 → ４,０００万円
０００万円
新規

・中堅企業には▲０.５％利下げ（当初３年間）

フリーランス・新規創業者

＜無利子・無担保等の危機対応融資＞
拡充

●フリーランス

自民党 コロナ支援

●新規創業者

事業を再開する中小・小規模事業者
拡充

最大１５０万円が補助されます
万円

劣後ローン

新規

大企業・中堅

○政策投資銀行・商工中金
・中堅企業には▲０.５％利下げ（当初３年間）
中小・小規模

農林漁業者の方

最大１５０万円が補助されます
万円

拡充

＜資本性資金による支援＞

▶本年３月までに創業した方

経営継続補助金

福祉医療機構

・貸付限度額の引き上げ（減収額に応じた拡充）
７.２億円～ 診療所：４
４,０００万円～
病院：７
０００万円～
・医療機関の無利子・無担保枠（減収額に応じた拡充）
病院：１億円～
１億円～
診療所：４
４,０００万円～
０００万円～

▶収入を雑所得や給与所得として
申告し、事業を行っている方
最大１００万円が支給されます
万円

持続化補助金

大企業・中堅向け融資（シニア）

政策投資銀行・商工中金

（法人）最大２００
最大１００万円
００万円（個人）
万円

自民党特設ページ
「新型コロナウイルスにともなう あなたが使える緊急支援」

拡充

・国民生活事業
（融資限度額） ６,０００万円 → ８,０００万円
０００万円
（無利子枠）
３,０００万円 → ４,０００万円
０００万円
・中小企業事業
（融資限度額）
３億円 → ６億円
（無利子枠）
１億円 → ２億円

民間金融機関

●月額上限額
（法人）１００万円（個人）
５０万円
万円
●給付金（月額）×６カ月分

持続化給付金

（１００万円までは定額で補助）

政策金融公庫等・商工中金

授業料等減免

一世帯５万円

新規

資金繰り対応が強化されます

１５３億円
７億円）
１５３億円（１次補正では７億円
７億円

※第２子以降１人につき３万円を加算
万円
※収入が減少した場合：一世帯５万円加算

１事業１５０
１５０万円～
万円～２,５００万円
５００万円
地域公共交通事業者の方

補助率１／２

家計が急変した学生の授業料等を支援

すべての小中学校・高校・特別支援学校等

新規

新規

文化芸術団体の収益力強化

感染防止対策補助金

※住民税非課税世帯の学生：２０万円

２,０５５億円
７５１億円）
０５５億円（１次補正では７５１億円
７５１億円

拡充

新規

（予備費）

※国立大学 約１.２万人 補助率１０／１０
※私立大学 約５.３万人 補助率２／３

を守ります

緊急総合支援パッケージ

最大１５０万円
１５０万円が補助されます（フリーランス・団体等）
※簡易な手続きの場合：２０万円程度を支援

子供たちの生活「学び」を支援

学生支援緊急給付金

収入が少ないひとり親世帯の方

福祉医療機構

芸術家・アスリート（個人・団体）の方

を守ります

●日額上限が引き上げられます
３３万円
８,３３０円 → １万５,
１万５,０００円 月額３３万円
●解雇等を行わない中小企業の助成率
１０分の１０に引き上げられます

ワクチンの開発強化・早期実用化に向けた体制整備
拡充

生活・家計

を守ります

○政策金融公庫等・商工中金
新規

・当初３年間の金利（０.５％または１.０５％）
その後▲２％程度利下げ（既存商品化）

総理大臣官邸で開催された閣僚会議

各種会議

現地視察
現地視察

九州北部豪雨災害に係る
被災状況及び復旧状況を視察

中小企業等の金融の円滑化に関する
意見交換会

石垣航空基地にて
海上保安庁職員への激励を行う

行事式典

団体の賀詞交歓会にて挨拶

国会答弁

要望対応
要望対応

地元の要望活動に対応

内閣委員会にて答弁する

国際公務
国際公務

国際セッションにパネリストとして参加
（アルゼンチン）

「第 8 回 G20 観光大臣会合」
（アルゼンチン）

総務会メンバーとして党務に尽力する。

アジア・太平洋
地域 航空担当大
臣級会合に出席
しスピーチ
（中国）

英国マーク・フィールド
外務省アジア・環太平洋
担当大臣による表敬訪問

パナマ及びメキシコ訪問
政府要人との意見交換

第 17 回 ASEAN+3 観光大臣会合
（タイ）

党大会・両院議員総会に次ぐ意思決定機関で
あり、党運営や国会審議に関する重要事項を
審議する「総務会」にて

「地元密着・現場主義」を実践し、地元のお声を代弁して諸課題に全力で取り組む。
令和元年台風 19 号による被災現場を実地調査
実地調査し、
実地調査
インフラの改良復旧や農地・農業用施設の早期復旧
国の万全な支援を要請
インフラの改良復旧 農地・農業用施設の早期復旧に係る国の
農地・農業用施設の早期復旧
国の万全な支援を要請。
万全な支援を要請。

那須町 三蔵川

大田原市（北大和久） 蛇尾川

那須塩原市 塩原

那須烏山市 那珂川

矢板市 矢板運動公園

那珂川町 那珂川

観光振興及び防災対策としての道路整備
道路整備、水害対策としての河
河川整備に係る国の万全な支援を要請
国の万全な支援を要請。
観光振興
道路整備
整備
国の万全な支援を要請
那須町の要望 【環境省】【国土交通省】【観光庁】 栃木県・福島県県境道路（国道 294 号、伊
○道路整備
・国道４号
国道４号の那須町地内の早期の片側
片側 2 車線化。
国道４号
車線化
・那須街道における慢性的な渋滞の解消に向けた道路
那須街道における慢性的な渋滞の解消に向けた道路
拡幅等（公図混乱地域への対応含む）
。
拡幅等
○観光振興
原田環境大臣(当時)への要望【那須町】
・日本有数の山岳リゾートを形成
日本有数の山岳リゾートを形成するべく、既存のロ
ロ
日本有数の山岳リゾートを形成
ープウェイを延伸し、渋滞解消や環境保全、山岳観
ープウェイを延伸
光の付加価値向上を図る。
・国立公園エリアへの誘客増
国立公園エリアへの誘客増に向けた環境省との連携
国立公園エリアへの誘客増
強化、
「那須国立公園」の名称利用
那須国立公園」の名称利用。
那須国立公園」の名称利用
○河川整備
・余笹川をはじめとする河川の河床対策
河床対策（河床の堆積
河床対策
物や樹木・植物の繁茂の除去による洪水対策及び景
観保持）への支援。
笹川環境副大臣への要望【那須町】

王野白河線、黒磯棚倉線）の両県合同視察

政策発信

中小規模・家族経営農家への支援の拡充、再生産可能な農産物価格
再生産可能な農産物価格
中小規模・家族経営農家への支援
の維持・確保、土地改良事業の推進
土地改良事業の推進のための予算の確保等に尽力。
土地改良事業の推進

畜産・酪農対策委員会の幹部として、
地元の酪農家を視察

水田農業振興議員連盟の事務局長として、
米価対策について議論

令和元年１１月６日 日本農業新聞

新たな取り組みを提起・推進し、
新たな取り組みを提起・推進し、地元地域の
を提起・推進し、地元地域の発展・
地元地域の発展・活性化
発展・活性化につなげます。
活性化につなげます。
社会機能の分散（首都機能移転）の推進

新型コロナウイルス感染症を契機に改めて顕在化した社会機能の一局集中に伴
うわが国経済・社会の脆弱性を克服し、今後の国土形成における社会機能の分散の望ましいあり方を検討することを目的とした「社会機能
の全国分散を実現する議員連盟」の設立に参画しました。地元県北地域への国の機関や首都機能の移転等
地元県北地域への国の機関や首都機能の移転等に取り組んで参ります。
地元県北地域への国の機関や首都機能の移転等

