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衆議院議員 今、確 か な 未 来 を 創 ろう！

　日頃、梶山ひろしの政治活動にご指導、ご協力賜り
まして誠にありがとうございます。

　１月２４日に会期１５０日間の通常国会（第１８６国
会）が召集されました。１月３１日から衆参で予算委員
会の審議が開始され、早くも２月６日には平成２５年度
補正予算が成立しました。さらに３月２０日、一般会計
総額９５兆８８２３円という過去最大規模となる平成２
６年度予算案が与党などの賛成多数により可決・成立
しました。これにより景気回復とデフレ脱却を確かなも
のにするために盛り込まれた施策が本格執行されます。
 予算の年度内成立は３年ぶりで、平成１１年と１２年に
続き、戦後３番目の早さとなります。これによって政府・
与党は２５年度補正予算と合わせて「１５か月予算」と
位置づけ、景気の回復軌道を確かなものとするうえで
大きな弾みになると確信しております。

　この予算の成立を受けて、梶山ひろしは、老朽インフ
ラの更新・整備、安全・安心、防災・減災といった国民
の生命や財産に直結する国土交通分野の施策が、着実
に、そして早期に実施されるよう、目を光らせて参ります。

　梶山ひろしは、衆議院国土交通委員会委員長として、
４５名からなる委員会の舵取りに、今、手腕を発揮して
おります。
　国土交通委員会に付された今期１本目の法案（奄美大
島群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法

の一部を改正する法律案）に対しても効率的で着実な委員
会運営で審議、採決を進め、３月１８日に梶山ひろし自
らが衆議院本会議で委員長として、法案の審査の報告
を行ないました。それを受けて本会議で採決が行なわ
れ、梶山ひろしの報告にそった形で、全会派一致で法
案は成立。その安定した仕事ぶりに周囲からも厚い信
頼が寄せられ、早くも大物委員長としての評価が高まっ
ています。

景気回復を最優先に！
 梶山ひろし、全力で活動。

■景気回復、デフレ脱却を目指す
　大型予算が早期に成立。

■効率的で着実な舵取りに
　国土交通委員長として高い評価！

国土交通委員会で采配を振るう梶山ひろし委員長（左中央）

わが国の国土交通行政に梶山委員長の果たす役割は大きい。

（裏面に続く）
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　梶山ひろしは地域発展に資する施策・事業の実現に
向けて、全力で取り組んで参りました。この程決定した
平成２６年度の主な事業をご報告いたします。

◆国土交通省関係
●社会資本整備交付金
◎計画的な予防保全型修繕による安全・安心なみちづくり（防災・
安全）　常陸太田市、ひたちなか市、那珂市、大子町
◎老朽化に対応した戦略的な補修による安全で快適な道路空間
を創るみちづくり（防災・安全）　常陸太田市、ひたちなか市、那
珂市、常陸大宮市、大子町
◎安心な通学空間を創るみちづくり（防災・安全）　常陸太田市、
ひたちなか市、那珂市、常陸大宮市、大子町
◎高速道路や重要港湾等との連携強化による国際競争力のある
地域づくり　茨城県、常陸那珂港山方線
◎ひたちなか市中心市街地の活性化　ひたちなか市
◎常陸大子町駅周辺地区年再生整備計画　大子町
◎菅谷地区都市整備　那珂市
●港湾直轄事業　常陸那珂港（中央埠頭国際物流ターミナル水
深１２メートル岸壁）（東防波堤）
●幹線鉄道等活性化事業　ひたちなか海浜鉄道湊線・新駅設置
ひたちなか市
●河川直轄事業　那珂川（ひたちなか市・勝田地区）、久慈川（常
陸太田市・堅磐地区、常陸大宮市・辰ノ口地区）

◆農林水産省関係
●直轄事業　農業農村整備事業　
国営排水かんがい事業　ひたちなか市（那珂川沿岸1期2期）

●直轄事業　林野公共事業
森林環境保全整備事業　常陸太田市（八溝多賀地区）
●補助事業　農業農村整備事業　常陸大宮市（三美地区）

　国会は予算成立を受けて、その他法案の審議がいよ
いよ本番を迎えます。梶山ひろしも国土交通分野で１１
本の政府提出法案に議員提案を加え、約２０本の法案
を取り扱う予定となっています。６月２２日の会期末を
睨み、委員長としてロードマップを描きながら成立に向
け、与野党の折衝を精力的に行っているところです。
　また、今年は茨城県議会議員選挙が１２月に実施さ
れる年となっており、自民党県連会長としても茨城県の
着実な発展に向け、責任を果たして参ります。
　梶山ひろしはこれから
も積極果敢に挑戦して参
ります。引き続き、ご支援
をどうぞ宜しくお願い申し
上げます。

■副大臣時代の活動に成果！ 平成26年度・地元事業が決定。

■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

ドイツ交通大臣昼食会で 自民党茨城県連大会で挨拶 白羽若鮎会国政報告会

JAみずほ女性部国政報告会

神戸低侵襲がん医療センタ
ーを視察

４車線に拡がった
国道３４９号線（額田地区）

副大臣の仕事が早速、
かたちとなりました。

■国土交通政策に手腕を発揮し、
　同時に茨城県の発展にも尽くす！
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