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ごあいさつ
　寒さの中にも春の兆しが感じられる今日この頃となりました。旧年中は皆々様から多大
なるお力を賜り、心より御礼申し上げます。おかげさまで国会に送り出していただいて６年
目を迎えます。故与謝野馨先生が、「政治家が一人前になるには10年、15年かかる」と
おっしゃっていたのを思い出します。やっと最初の５年、仕事を続けさせていただくことに
感謝しつつ、初心に立ち返って、今年も新たな一歩を進めてまいります。

　財務金融、厚生労働ともに人気の高い委員会であり、両方
に所属できる例はあまり多くないのですが、今回かねてからの

希望がかない、税と社会保障の問題について財源の確保と給
付の充実の両面から議論できる貴重な立場をいただきました。
　総選挙後の特別国会における旅館業法改正では、違法民
泊への取締強化について、与党から東京、京都、大阪の選出
議員３人が質問に立ちました。私は東京の代表として質疑の
時間をいただき、新宿区の条例制定や千代田区・港区におけ
る状況も踏まえて、「違法民泊は自転車泥棒よりも多い」とい
われる都心の実情を訴え、国の対策強化を求めました。

国会では、引き続き財務金融委員会に所属するとともに、
厚生労働委員会のメンバーにも加えていただきました。
秋の特別国会では違法民泊の取締について都心の実情を訴えました。

昨年末には、自民党「人生100年時代戦略本部」の岸田政調会長や
小泉進次郎事務局長らと共に、新宿区大久保にある24時間保育の現場を訪問しました。

　先の総選挙では、消費税の使途変更により貴重な財源を
将来世代のために使うことにご信任をいただきました。財政
健全化の目標を堅持する一方で、単に歳出を削減するだけで
は日本の活路は開けません。社会保障費の一部を子育てに
振り向けるという安倍政権の判断の背景には、私達にとって
財政再建の目標のハードルは高くなるけれども、日本の子ども
達の未来のために共に乗り越えていこうという強い決意があ
ります。
　国の礎として、どんな境遇におかれた子どもにも教育の機
会を保障する必要があります。一方で、高等教育を含めて、所
得水準と関わりなく無償化の範囲を広げることについては賛
否両論があります。費用負担の問題だけでなく、日本人として
の心のあり方や国際競争力など、教育の質についても議論が
必要だと考えています。

　ふるさと日本を、責任を持って次の世代に引き継いでまい
りたいと思います。平成30年を、日本のさらなる飛躍に向け
たスタートの年へ。今年も引き続き温かいご指導を賜りますよ
う、心よりお願い申し上げます。

新宿区大久保の24時間保育「エイビイシイ保育園」を訪問

衆議院厚生労働委員会で加藤厚生労働大臣に質問

日々の活動の様子や、事務所からのお知らせを随時
更新しておりますので、ぜひご覧ください。
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■山田みきプロフィール 衆議院議員（東京1区、当選3回）　昭和49年3月15日生まれ、43歳

座談会や勉強会、講演会に
お気軽にお声掛けください
これまでの講演や座談会のテーマ
● 女性はもっと活躍できる！
～霞が関と外資系とファッション業界での経験から～

● 海外で学ぶ、海外で働く、海外と交渉する
● 東京オリパラに向けた「おもてなし」戦略
● 徹底比較！ 日本とアメリカ
● 新興国で活躍する日本の中小企業
● 歯科関係企業の海外展開
● 税制改正大綱を読む
● 日本国憲法を考える
● だれにでも分かるＴＰＰ　
　　　　　　 などなど
その他、国政や地域の
課題について
お気軽にご相談ください。

自民党をもっと身近に。党員を募集しています！
私がこの仕事に就くきっかけは、「政治との接点を持ちたい」との気持ちから自民党の党員になったのが始まりでした。
自民党の野党時代、「なぜ自民党でなければならないのか？」悩み苦しみ考え抜いたことが、今の原点になっています。
諸先輩方が築き上げてきた経験豊かな政党を、皆様により親しみを持って頂けるよう、様々な取り組みをしています。
私達の仲間になってください。そして一緒に日本を良くしていきましょう。

国会議事堂や皇居などの
見学ツアーを開催
国会議事堂、皇居、日本銀行、警視庁、防衛省、
最高裁判所、迎賓館赤坂離宮、自民党本部などの
見学会を開催しています。

お気軽にご相談ください。

NPO・NGO関係団体委員長を務め
意見交換会を行いました。

自民党総裁室で
総理の椅子に
座って頂きました！

近くに住む私達には意外と”灯台もと暗し”  新発見が満載の国会議事堂見学。

自民党初の女性限定の一般向け勉強会
プレミアム・ウィメンズクラブを企画。

自民党のネット動画放送
「カフェスタ」に出演しました。

機関紙「自由民主」に、私の座右の銘
”ファンタジーがなければ生きていけない”
が紹介されました。

お申し込み・お問い合わせは



与野党の質問時間の見直しが話題になりました。これまでの
与党２割、野党８割という厳しい時間配分の下で、先般の通
常国会での私の質問時間は合計102分、自民党所属の衆議
院議員全員の中で12位にランクインしました（週刊エコノミス
ト11月28日号より）。これからも引き続き、都心のみなさまの
声を国会に届けます。

国会での論戦

日本を支える働き盛り世代の一人として、
様々な政策課題にチャレンジしていきます！

伝統を受け継ぐ、町を守る、未来へつなぐ、
様々な行事に参加させて頂きありがとうございます。

衆議院外務委員会で9.11の経験と
テロ対策についての質疑

「一票の格差」
衆議院の区割り法案での質疑

人工知能ロボット開発の
ベンチャー企業を視察

福島原発を視察

若手ベンチャー経営者との交流 石油増税反対総決起大会に出席

ジェネリック医薬品の将来に向けた
提言をとりまとめ

診療報酬プラス改定を
二階幹事長に申入れ

在日米軍士官との意見交換 インド商工会議所の
女性経営者の来日

自民党の若手は「魔の２回生」ばかりではありません。衆参
議員の若手有志で『現場に学ぶ議員連盟』を立ち上げまし
た。仲間どうしで役職を押しつけ合った結果、私が会長を務
めています。永田町だけで議論していたら世の中の動きから
取り残されてしまいます。現場を訪問して現場の声を直接聞
いて国政に届けよう！という取り組みです。

現場に学ぶ議員連盟

元は通産省の出身、海外とのビジネスにも携わった立場から、
経済再生とエネルギー問題にライフワークとして取り組んで
いきます。現在は自民党経済産業部会の副部会長を務め、昨
年末の税制改正の議論では、中小企業の設備投資促進の
ための固定資産税の軽減や、事業承継税制の拡充などに尽
力しました。

経済とエネルギー問題

診療報酬・介護報酬の同時改定では、衆議院の財務金融委
員会などの場で、他産業における賃上げの取組に後れること
がないよう、医療や介護に従事する方々の処遇改善を強く
求めました。薬価制度改革の議論では、厳しい国際競争の中
で日本で新薬をつくる環境整備の必要性を訴え、ジェネリック
医薬品の適正な普及にも取り組んでいます。

社会保障の充実

海外の要人との対話は、この国の未来を懸けた真剣勝負で
す。一期一会の出会いの中で日本に好感を持ってもらうこと
が、国際社会における日本の主張に真剣に耳を傾けてもらえ
ることにつながるからです。北朝鮮問題をはじめ日本を取り巻
く厳しい国際環境のなかで、私達の暮らしの安全と安心を、
外交・安全保障の面から支えます。

外交と安全保障

温かい応援に支えていただいた5年
目。

皆様への感謝を胸に、今年も頑張り
ます！

皆様の温かい応援に
胸が熱くなりました。

雨が降り続いた選挙戦
山谷えり子拉致問題対策本部長と

「この国を守り抜く」秋葉原最終演説会
安倍総理、麻生副総理と

皆様のお力で
守って頂いた
大切な一議席。
全力で働きます。

8月30日 国政報告会（於：スクワール麹町） 11月22日 山田美樹を励ます会
（於：憲政記念館）

激励に駆けつけて
くださった皆様に
心から感謝
申し上げます。

路面電車が通る街、
神田川早稲田桜まつりでご挨拶

選挙区が変わっても、
これからもずっと参加したいです

新宿区消防団合同点検にて
激励のご挨拶

自衛隊の市ヶ谷駐屯地・基地
餅つき大会に出席

白高町会の観桜会で
救命救急の指導を受けました

皇居から新宿へと続く
麹町大通りの打ち水大会

三田のお蕎麦屋さん組合の皆様の
ボーリング大会にて

和泉小学校６年生の皆様の
国会議事堂見学

「みなとパーク芝浦」を中心とした
スマートエネルギー施設を訪問

六本木中学校にて
パラリンピック競技のボッチャを体験

四谷にある高校生個別学習支援
キッズドアを訪問

日本武道館にて
全日本合気道演武大会でご挨拶

神田大門通りこども連合会
納涼盆踊りの屋台にて

花園小学校どじょうつかみ大会で
どじょうと格闘

映画「君の名は。」の名所、
若葉一丁目の餅つき大会

「火の用心」
神田の鍛冶町一丁目町会にて

国政での活動

第48回衆議院選挙

国政報告会・励ます会

地域の皆様と
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