
　令和4年7月8日、安倍晋三第90
・96・97・98代日本国総理大臣が
凶弾に倒れ、逝去されました。ま
ずはご冥福をお祈りいたします。

　第26回参議院議員通常選挙は、
自民党が63議席を確保する大勝
となりました。これも日ごろから
ご支援いただいている皆様のお
かげです。世界はウクライナ問
題や世界的なエネルギー高騰な
ど、これまでにない緊迫化した
状態であります。そのような状
況の中で、与党として外交面に
おいても内政面においても経験
豊かな自民党が選ばれたものと
考えております。これまで以上
に迅速かつ真摯に政治を進めて
まいります。

　今回の選挙公約では、第一に
『日本を守る』とし、国際社会
の平和と安定の実現、国防力の
抜本的強化、海上保安体制を強
化し、海洋秩序を保つ、経済安
全保障をさらに推進するとし、
国民の安全を最優先する公約を
掲げさせていただきました。ま
た、第二に強力で機動的な原油
高・物価高対策で、『国民の生
活と産業を守る』ということも
お約束させていただきました。松本としても自民党副総裁特別補佐として、党の側から精一杯支えてゆきたいと考えています。

　また、我が神奈川県選挙区では、自民党は三原じゅん子、浅尾慶一郎の二人の候補を公認し、公明党の三浦のぶひろに推薦を出
させていただきました。今回、三名とも当選することができました。また、全国比例では、同じ薬剤師の仲間である神谷まさゆき氏
も無事当選することができました。また、志公会からも多くの議員の当選を出すことができました。政治はチームワークであり、仲
間との連携が大切です。今回当選した数多くの参議院議員とともに皆様にお約束した公約の実現に向けて、精一杯汗をかく所存です。
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参議院選挙 自民、大勝！ 与党過半数76議席を獲得！
ご意見箱▶opinionbox@jun.or.jp/

神奈川選挙区

参議院通常選挙得票数 （令和4年７月10日執行）
中区 磯子区 金沢区  神奈川１区 神奈川県

有権者数

投票率

投票者数

当選した三原じゅん子候補 当選した浅尾慶一郎候補 当選した三浦のぶひろ候補

1 当選　藤井　一博
2 当選　梶原　大介
3 当選　赤松　　健
4 当選　長谷川英晴
5 当選　青山　繁晴

  6 当選　片山さつき
  7 当選　足立　敏之
  8 当選　自見　英子
  9 当選　藤木　眞也
10 当選　山田　　宏

11当選　友納　理緒
12当選　山谷えり子
13当選　井上　義行
14当選　進藤金日子
15当選　今井絵理子

16当選　阿達　雅志
17当選　神谷　政幸
18当選　越智　俊之

自民党比例区当選者
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　令和4年7月8日、安倍晋三元総理が凶弾に倒れました。松本にとって、安倍晋三元総理はとても大切な存在であり、麻生太郎元総理
とともに御支えし支えていただいた偉大なる政治家でした。友情、御恩に報いる前に安倍元総理は旅立たれてしまいました。悔しい、
とても残念です。この上は、残された者が安倍元総理の思いを繋いでいかなければならないと決意を新たにしています。
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【2022年 6 月】　  4日●横浜インスポ倶楽部第60回インディアカ大会式典
  7日●県鮨商生活衛生同業組合令和4年度第65期総代会総会懇親会
  9日●自由民主党金沢区連合支部大会
13日●社労士による松本純さんを囲む会
         ●県土地家屋調査士会・政治連盟初夏交礼会
18日●自民党中区支部党員総会及び参議院議員選挙決起大会
         ●神谷まさゆき総決起大会

19日●神奈川県薬剤師会令和4年度通常総会
23日●横浜市薬剤師会定時総会
24日●岸田総裁来たる・あさお慶一郎街頭演説会
        ●(株)サカクラ安全衛生推進大会
26日●麻生太郎副総裁来たる・あさお慶一郎街頭演説会
        ●神奈川県自動車整備振興会磯子金沢支部総会・懇親会
29日●野毛地区振興事業協同組合第19期通常総会

　薬剤師の仲間である 神谷まさゆき 、無事当選いたしました。
　私の最大の政治課題は、国産ワクチン、治療薬の「創薬力」強化
です。新型コロナウイルス問題、そして、それに伴うサプライチェ
ーンの混乱により、日本の大きな課題が明確になりました。それは
日本の創薬力の低下と命を支える薬のサプライチェーン問題です。

　まずは開発に対する支援を拡大するともに『緊急承認制度』を創
設することで非常時に耐えられる制度を構築しました。しかし、こ
れもまだ道半ばであり、丁寧に問題を解決しながらさらに強靭なも
のにする必要があります。

　そして、もう一つの問題が薬の原薬の問題です。日本で作られている薬もその原薬の６割以上を海外に依存し、サプ
ライチェーンが止まれば薬を作れなくなってしまう。これを改善するには国産比率を高めるとともにサプライチェー
ンを多様化する必要があります。同じ薬の専門家として、私も神谷まさゆき参議院議員とともに安全な日本のために働
いてまいります。（純）

国産ワクチン、治療薬の「創薬力」強化へ始動します

神谷まさゆき参議院議員と力を合わせ国産の創薬力を進めます

薬剤師
  仲間！

６/13 県土地家屋調査士会・政治連盟
初夏交礼会●上田尚彦会長より「国
で決定した法案が地方に降りてきた
とき、お役に立てるために皆様と勉
強会を重ね県の為に頑張っていきた
い」との挨拶がなされました。

６/13  県下統一街頭活動/桜木町駅市
役所口●自民党県下統一街頭活動が
実施され、党中区支部は桜木町駅市
役所口で原聡祐県議、伊波俊之助市
議、松本研市議、松本純が参院選の
広報活動を行いました。

６/16 県下統一街頭活動/金沢文庫駅
東口●自民党神奈川一区・金沢区連
合支部では京急金沢文庫駅東口で、
黒川まさる市議、高橋のりみ市議、
大村悠県議と松本純が参議院選挙の
広報活動を行いました。

６/17 若手フォーラム打合せ●新型
コロナウイルス感染症対策、ロシア
のウクライナ侵攻など世界的に経済
が混乱する中、若い力が政治を変え
えようと、豊かな横浜づくりフォー
ラムへの打合せが行われました。

６/18  自民党中区支部党員総会及び
参議院議員選挙決起大会●原聡祐支
部長、伊波俊之助幹事長、松本研顧
問、松本純顧問から三原じゅん子候
補予定者、あさお慶一郎候補予定者
への熱き応援がなされました。

６/25  三原じゅん子街頭演説会●三
原じゅん子候補は街頭演説会を磯子
区杉田の「らびすた」にて開催。暑
さと強風の中でも、三原じゅん子候
補はしっかりご自分の取組みたい政
策について訴えられました。

６/26 麻生太郎副総裁来たる・あさ
お慶一郎街頭演説会●あさお候補本
人の決意表明に、同志県市会議員、
仲間の国会議員、そして河野太郎代
議士、さらに麻生太郎副総裁の応援
演説で大いに盛り上がりました。

６/27 あさお慶一郎演説会●京急本
線杉田駅の駅ビル「プララ」前で、
関勝則市議、新井絹世県議、山本尚
志市議、松本純があさお慶一郎氏へ
の応援を行い、あさお慶一郎氏は力
強い演説で自らの政策を訴えました。
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