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衆議院議員 今、確 か な 未 来 を 創 ろう！

　明けましておめでとうございます。ご家族お揃いでう
ららかな新年をお迎えのことと、お慶び申し上げます。
昨年賜りましたご支援に心よりお礼申し上げる次第です。

　さて、振り返れば、昨年は、平成24年の12月27日に就
任した国土交通副大臣の任期が9月30日に終了。その
後、10月15日の臨時国会からは、衆議院の国土交通常
任委員会の委員長として務めさせて戴いております。
　衆議院国土交通常任委員会とは国会法で規定され
た17の常設委員会のうちの1つであり、国会に付託され
た法律案の中で、国土交通省に関わる法律、条約など
を審議し、また、その所管に属する事項について、調査
を行なう委員会です。現在、45名の衆議院議員が委員
となっておりますが、その議長役を務めるのが委員長で
す。そして、委員会で議決をし、その結果を本会議に報
告をするとともに、本会議で採決をしてもらう、この一

連の動きをリードしていくのが私の役割です。委員長に
一任される事項も多いため、委員会全体の方向に大き
な影響を与えることもあります。公平で効率的な委員会
運営を心がけ、精力的に取り組んでおります。

　たとえば、先の列車火災、脱線事故などを発端とし
たJR北海道の事故やトラブルの相次いでいる問題がご
記憶に新しいと思いますが、これについても、その原因
と解決、再発防止に向け、JR北海道の野島社長らを参
考人として質疑を行い、議論しております。
　また、私の副大臣時代に積み残しとなった海賊対処
法（海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特
別措置法）をはじめ4本の法律もこの臨時国会で成立
をさせていただきました。55日間という短い会期でした
が、委員会で協議した事項については、お陰様で全て
結果を出すことができました。

梶山ひろし国土交通委員長、
2014年、抱負を語る！

■昨年、国土交通副大臣から
　衆議院国土交通委員長に就任。

■国会における国土交通分野の
　担当・責任者として活動中

国土交通委員会の円滑な議事運営に努める

梶山ひろし国土交通委員長に大きな期待！
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　本年も引き続き、政府の法律案や政策を国土交通委
員会で審議していく事になる訳ですが、今年は、老朽し
た社会インフラの更新や整備、そして国土交通の分野
における安全・安心や防災・減災をどう実現していくの
かが議論の中心となると思います。
　加えて、景気対策としての財政出動、公共事業をどの
ように講じていくのかということが最大の課題です。財
政出動によって、景気の下支えをし、それが次の民間需
要に繋がっていく…。この好循環をつくるため、恒久的
なインフラ整備も慎重かつ大胆に遂行しなければなり
ません。
　昨年来から景気の指標となる様々な統計が出てきて
おります。直近の日銀短観では、大企業製造業の業況
判断が四半期連続で改善しました。12月に発表された
政府の月例経済報告からも、4年2カ月ぶりに「デフレ」
という表現が削除されました。数字は上向きの方向で
ありますが、まだ中小零細企業や地方に、その恩恵は
伝わってきてはいません。全国がまだら模様になってい
るような景気状況だと感じております。

　本年は、景気回復の効果をしっかりと地方に波及さ
せ、地域の発展のために、全力で取り組んで参りたい
と思っています。10月26日には図らずも自民党茨城県連
会長にも就任いたしました。地元、そして茨城県への自
らの責任の重さを痛感し、精力的に活動して参る決意
です。ご支援の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

■財政出動の効果をどのように
　民間需要につなげていくか！

■自民党茨城県連会長に就任。
　県連をあげて茨城県の発展に
　一層の努力を！

梶山ひろし国土交通委員長、抱負を語る！

■この他の話題も「梶山ひろしチャンネル」で。梶山ひろし代議士が、国会の課題や想いなどを語っています。
http://www.youtube.com/kajiyamahiroshi

全国道路整備促進協議会
の陳情を受ける

国土交通委員長として精力
的に現場を視察

安全・安心の道づくりを求
める全国大会で挨拶

大規模津波・地震防災総合
訓練で挨拶

菅官房長官に県連会長として茨城県の振興について要望

衆議院国土交通委員長・衆議院議員 梶山ひろし
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