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( 逢坂誠二 )推薦人一覧 2021年 11ン月 19 日

人数 氏   名 衆・参議員の別 選管記入欄

1 石川 香織 衆

2 大築 紅葉 衆

3 近藤 昭一 衆

4 堤 かなめ 衆

5 道下 大樹 衆

6 山岡 達丸 衆

7 柚木 道義 衆

8 有田 芳生 参

9 江崎 孝 参

10 小沢 雅仁 参

11 勝部 賢志 参

12 岸 真紀子 参

13 斎藤 嘉隆 参

14 田島 麻衣子 参

15 那谷屋 正義 参

16 白 員勲 参

17 鉢呂 吉雄 参

18 水岡 俊一 参

19 森屋 隆 参

20 吉田 忠智 参



4坂誠二 (お おさかせいじ)の味歴

1959年 北海竜ニセコ町生まれ。

ニセコ小学校、ニセコ中学校、北海竜供知安島等学校卒業。

1983年 北海迪大学峯学部卒業後、ニセコ町役場に勤務。

終務課財攻係長などを歴任。

1994午 国内及午少町長 (当 時)と して、35歳でニセコ町負に当過。

灰後、3期 にわたり務める。

2005ど子09月 衆議院書ミ員にわ▼当過

2009年 08月 2ロ ロ当4(～ 2012年 12月 )

2009年 12月 内問終チヱ大臣補イカニ官 (～2010年 9月 )

2010年 09月 盗み夫陛テえ務官 (～2011年 9月 )

2011年 09月 民主党副幹事負 (～2012年 1月 )

2012年 01月 民主党盗括冨1斧事長 (～2012年 12月 )

2014年 12月 3冒 目当4(～2017年 10月 )

2016年 01月 衆議陀法務委員会野党筆頭チヱ事 (～2017年 9月 )

2016年 04月 民逸党引磁 迪然史部皇谷会副代表 (～2016年 9月 )

2017年 10月 22日 4曰 目当垂

2017年 11月 1日 立憲民主党北海迪第 8区終史郵代表 (～2020年 9月 )

2017年 11月 20日 衆義院予算姿夙会野党争頸チユ事 (～2019年 10月 4日 )

2018年 10月 25日 1日 立憲民主党テえ務調査会負代イf(～2019年 1月 28日 )

2019年 01月 29日 1日 立憲民主党麟 調査会長 (～2020年 9月 14曰 )

2019年 08月 24日 i日 立憲民主党北海竜建谷代表 (～2020年 9月 24日 )

2020年 09月 29日 立憲民主党代表持命捕佐 (～チえ在)

2020年 09月 25日 立憲民主党北海竜終丈部皇谷会代表 (～テえ在)

2020年 09月 立憲民主党北海迪第8区盗丈部代表 (～チ兄在)

2020年 10月 13日 立憲民主党新型コロナウイルス対来本部長 (～チえ在)

2021年 10月 31日 5曰 目当過



立 憲民主 党代 表選にあたっての政見

衆議院議員 造坂誠ニ

「人 への‡史資」で、社 会 に「希望 と妄 r咀 」を。

社会は人発のものです。国民生活が豊かで据やかなものであってはじめて、健合な社

会が実現できます。環境や運の事し患しによって、大きな勝ち組と大きな負け組ができて

しまう社会は、希望を奪い、社会を分断します。まずは徹底した教育、子どもたちへの投

資を行います。教育は未来への先行投資です。少子化克月R、 経済活性化への道筋で

す。格差のない健全な社会の礎です。私は、教育予算拡充に併せ、エッセンシャルワ

ーカーなどの1又 入増等、大胆な人への投資拡充によって、社会に希望と安起をもたら

す工欠治の実現をめざします。

多様な考えを包合し、真に信頼される立 憲民主 党へ。

政党も人が集い、成り立つものです。立憲民主党は多種多様、有為な人材の宝庫で

す。政策の幅を広げ、党員、協力党員のみならず、多くの多様な考え方を包含できる、

懐の深い政党をつくらなければなりません。各地域において、蜂要な工欠策課題解決に汗

をかき、実現する。こうした活動を地道に童ねることで、国民の役に立つ信頼されうるI欠 党

へ邁4しなければなりません。

「希望と妄起」のための 澄 坂 VISION

1.人への投資と文化芸術の振興

大学を含む教育の自己・家計負担を大幅にイム減するため、教育予算を拡充し、家

庭環境による子どもたちの「希望格差」の是工を図ります。給食無償化、保育充実な

ど子有て世代を徹底支援します。若者から高船若、働く世代などすべての世代の希

望に痣じた多様な教育の場づくりを進めます。文化芸術は国民の起のよりどころであり、

縄やかな生活のための潤滑油です。文化芸術予算を大幅に拡充します。

2.国 民の生きる基礎を支える

コロナ渦によって明らかとなった日本の医療や福社の弱点克服のための基盤強化を

進めます。地域ごとに偏った医療や福社資源のビ欠導に取り組みます。エッセンシャル
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ヮーカーや医療従事者、医療を支える自治体 関係者などのマンパワー強化、夕tと 運

ピ欠奉に取り組みます。

3.女口識集約型産業振興と地域循環型経済の推進

家口識集約型産業などの新規分野、新技術に積極的に投資し、新たな付加価値と

雇用を創出します。水や空気、国土を守るという多面的機含ヒなどを有する4次産業の

基盤強化と6次産業化などを推進し、お金が地域で回る豊かな循栞型経済を推進し

ます。

4.災 害に強く、生活を豊かにする公共投資の推進

気候変多ノプの影響で大規模化する災害になく、生活を豊かにするための公共投資を

呆敢に進めます。カロえて、老朽化したインフラ対策にも取り組みます。

5。 地域の自主性・自律性を尊童した地域政策の推進

南 )ヒ 2787 km、 来西 3146 kmに 及、Sヾ 日本の地域の特性や実態に痣じ、発れぞれの自

主性、自律性を尊童した)也 域政策を進めます。

6.温曖化対策や再エネの推進

温暖化対策を進めるとともに尋生可能エネルギーのオH活 用推進や筵幸守多プの断熟化

など、)地 域の中小ノェヽ業、ベンチャー企業を支援しながら、地域循環型の新たな日本

の環境・エネルギーモデルを創造します。雇用や)也 域振興なとЧこ配慮しつつ、一日も

早い原発ゼロ社会をめざします。

7.人が十起のデジダル改革の実現

デジダルビ女!率 は息務です。しかし、人を流らし、人が機械に使われるかの改革であっ

てはなりません。オH便性や効率性の迄求が強調されるだけでなく、人の存在を中起に

据えたデジダル改革を推進します。

8.政府監況機能の強化

ビ欠ざんやルールを逸脱した公文書廃乗を許さないための公文書哲理、議会による行

監視機 能の強化を図るため、江女と権監視のための部署倉ll設 を進めます。権力の不ム什タプ

化と徹底的に対峙します。
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9。 人権を尊童し、多様性を尊童する

選択的夫婦壕1姓 、工欠治におけるクオーダ制の実現、配偶若控除の見直しを進めま

す。女性差壕1撤庁発条約選寸尺議定書の孝レヒ准、LGBT、 SOGI、 障害者差壕1な どの解消を

実現します。

10.着 若、国民のための政治改革

被選挙年船のラ|き 下げ(衆議院 20歳、か議院 25歳 )、 インダーネット投票の研究

など新たな正欠治か画のあり方を迄完しまづ。

11.外 英力を高める

国際協調と尊守防衛を貫き、より現実的な安全保障やタト交I欠 策を推進します。

魃 憲法に基づく民主的な政治

立憲主義と熟議を童んじる民主政治を守り、育てます。

多様でしなやかな立憲民主党をつくる

党主要ポストに女性、着手など多様な人材を積極的に登用します。

党内タトからの政策提言や意見聰取を恒常的に生かすためのシンクダンク機含ヒを創

設上ます。

地域固有の課題など、地域に審着した問題に迅堪、的確に対応するためのダスク

フォースを設置します。

地方議 員、党員、協力党員の声を党運営や I欠 策に生かすため、よリー層の交流

イ足進、連携強化を図り、原点に立ちかえっての革のオFく 民主主義を徹底します。

高い政策立安本能力、秀信力を実現するため、インダーネット、SNS等 を活用した情報

1又 集、情幸FK発信強化を進めます。

議員と発の活動を支える党載員の連携強化など党内組織の改革をとめます。

国対、茨調など党内各組織の誓ネジメント機 能を強化し、党組織の総合力を発揮

できるようにします。

地方組織の基盤強化、)也 方議会選挙対策強化のため、財政支援を拡充するとと

もに、候補者発掘のための支援を強化します。

3


