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今国会を振り返って
６月１６日の衆議院本会議をもって、私にとって
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題山積の国会でしたが、私にとっても試練の国会

先の臨時国会で

でした。政務官として任期を全うしないで退任し

議員立法として成

なければなりません。しかしながら、置かれた立場

保の推進に関する法律」
は、国の基本計画が閣

ったと思います。

に整備されることになりました。法律制定に携わ

立させた
「建設工事従事者の安全及び健康の確

でやるべきことは精一杯やることができた国会だ

議決定され、建設現場の安全確保対策が体系的

なりました。様々な苦難を乗り越え地域を元気にするとの初心を忘れるこ
となく、皆様のお声をお聞きする活動、その声を国政で形にしていく代
政治活動の原点である街頭演説を続けています

局次長として、同じく先の臨時国会で成立させた

一代議士に戻ってからは、厚生労働委員として法

きるように最大限努力してゆきたいと考えていま

か、質問に立たせて頂くこともできました。倫理選

自民党内の政策議論では、特に再生可能エネ

でも政務官としての答弁をこなしたつもりです。

くり、地域づくりの有力なツールとしてフル活用で

案審議に参加し、多くの法案の議決に加わったほ

す。

挙特別委員会の委員としては、
「衆議院区割り改

ルギー、地方創生、
ジビエ振興、消防防災面で意

ど議決させて頂きました。

防防災ヘリ体制の再構築に向けてもしっかりと支

議士としての仕事に一層励んで参ります。

いままでの 活 動 の 成 果をご 紹 介
国会での活動
議員立法は、国会議員としての活動の基本です。私が中心となって４本
の議員立法を成立させることができました。
●自転車活用推進法
●建設工事従事者の安全及び健康確保法
●
「祝日山の日」
制定法 ●消防団基本法

見を申し述べさせていただきました。長野県の消
援していくつもりです。

どれも、地味で一見光の当たりにくい分野ですが、これからも皆様の声

これから秋の臨時国会まで、
じっくりと選挙区

教育を推進・振興しようとする法案を成立させた

内を廻り、国政報告を行うとともに、地元の実情を

想で、
すでに与党内手続きを終えた法律案はでき

る国会議員として認知されるように歩んでいきた

あがっています。超党派メンバーで各党の意見を

場での苦しい浪人生活を経てようやく地域の皆様のお役にたてる立場と

超党派の「自転車活用推進議員連盟」の事務

「自転車活用推進法」
を契機に、
自転車を健康づ

いと考えていました。私が 10 年来温めてきた構

国政に志をたててから、足掛け１０年になろうとしています。野党の立

ったものとしてうれしく思います。

に生かすことができたと考えています。国会審議

育の課程等における子どもの農山漁村での体験

ごあいさつ

▲消防議連で長野県防災ヘリに関し
て意見具申

たことは残念なことで、皆様にもお詫び申し上げ

新たな議員立法としては、
この国会で、学校教

すけ

次期国会での成立

いと考えています。

定法案」、
「地方議会議員選挙ビラ解禁法案」
な

しゅん
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至らず残念でした。

ました。与野党で意見が分かれる課題があり、難

元の要望をしっかりと伺いできるだけ政府の政策

台

俊介

ンサスを得るまで

を目指していきた

めとして仕事に関連した地域を頻繁に訪問し、地

務

野党全体のコンセ

は150日間に及んだ通常国会が事実上、閉幕し

内閣府、復興庁政務官としては、被災地をはじ

衆議院議員

を、法律制定という形にして参ります。

更に深く伺うことにより、地元に役に立ち頼りにな

地元の要望・予算を着実に実現化

いと考えています。

国道１９号の４車線化・明科地域の歩道整備、国道１５8号線改良工事、松

▲自転車議員連盟で自転車活用推進法成立をアピール
する青空集会と皇居一周輪行を催行

本波田道路、国道１４３号、犀川の堤防の構築、上高地周遊バスの運行、

容れて検討中でしたが、国会の混乱状態もあり、

山の日式典の上高地への誘致、安曇野ICの実現、国道４０３号、筑北スマ
ートICの誘致、国道１８号信濃町野尻バイパス整備、長野市中条のジビ
エ施設建設などを地元代議士としてお手伝いすることができました。
これからも地域の皆様の要望をしっかりとお聞きし、実現していきます。
▲上高地に通ずる産屋沢の砂防工事竣工式にて
▲木質バイオマス議連で欧州の取り組みを学ぶ

あなたの声をお聞かせください。
政策や日本の将来を語り合いましょう。

【自由民主党長野県第二選挙区支部】
住所：長野県松本市白板2-3-30 大永第3ビル101
TEL：0263-33-0518 FAX：0263-33-0519
mail：oﬃce@mutai-shunsuke.jp
【国会事務所】衆議院第一議員会館403号室
住所：東京都千代田区永田町2-2-1
TEL：03-3508-7334 FAX：03-3508-3334
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▲ジビエ議連でジビエ試食会に参加

至 合同庁舎

ぜひ、お気軽にお立ち寄りください！

▲自転車議連の同僚議員と

白板
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８月１１日は祝日の「山の日」
です！
！

写真ギャラリー
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地域を巡る中での各地区の皆様との触れ合いの瞬間です。ご協力有難うございました。

山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する として我国で 16 番目となる祝日
が昨年から制定されました。
山岳関係者の熱い要望もあり、上高地での国会議員を交えた合宿等を経て、祝日
化にこぎつけました。議員連盟の事務局長として第一回の記念式典を上高地へ誘
致することができ、皇太子御一家をお招きした盛大な大会となりました。
是非皆様、今年も山へお出かけください。

小谷村
写真：
（左）
山の日関係者で安倍総理を表敬訪問
（中）
上高地の山の日記念式典に参加
（右）
槍ヶ岳登頂を達成

姫川の土砂崩れの現場を視察

筑北村

安坂神社の例大祭に参加

白馬村

白馬連山開山祭にて

現在までの主な役職を紹介します
［衆議院所属委員会］
厚生労働委員会 委員
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する
特別委員会 委員
憲法調査会 前委員

［自民党役職］
総務部会 副部会長
財務金融部会 副部会長
災害対策特別委員会 事務局長
豪雪対策特別委員会 委員
子どもの元気！農山漁村で育むプロジェクト小委員会
事務局長
観光立国調査会 屋敷林・散居村・生垣等の地域景観
資源の保全・活用に関するワーキングチーム 事務局長
［議員連盟］
事務局長
・超党派
「山の日」
議員連盟 事務局長
・自由民主党水道事業促進議員連盟 事務局長
・自由民主党木質バイオマス・竹資源活用議員連盟
事務局長
・自動車文化を考える議員連盟 事務局長
事務局次長
・合併算定替終了後の新たな財政支援措置を実現する
議員連盟 事務局次長
・自由民主党介護福祉議員連盟 事務局次長
・自由民主党消防議員連盟 事務局次長
・自転車活用推進議員連盟 事務局次長
兼 自転車活用検討ＰＴ 座長代理
・捕獲鳥獣食肉利活用推進議員連盟
（ジビエ議連）
事務局次長
・赤字ローカル線の災害復旧等を支援する議員連盟
事務局次長
・火山噴火予知・対策推進議員連盟
（火山議連）
事務局次長
幹事等
・国立公園レンジャー振興議員連盟 副幹事長
・自由民主党再生可能エネルギー普及拡大議員連盟
副幹事長
・日本・デンマーク友好議員連盟 幹事

長野市鬼無里
▲岩手県花巻市のバイオマス施設を視察

商工会の役員の皆様と

松本市

松塩筑猟友会総会にてご挨拶

安曇野市

カヌー大会に参加の皆様と

・スキー議員連盟 常任幹事
・空手道推進議員連盟 幹事長補佐
・多様な働き方を支援する勉強会 幹事
・日本建設職人社会振興議員連盟 法制化作業チーム
・地方居住推進議員連盟 幹事
・街の酒屋さんを守る国会議員の会 幹事
・受動喫煙防止議員連盟 幹事

［その他］
長野縣護國神社 総代会長
一般財団法人全国山の日協議会

理事

小川村

むたい俊介プロフィール
昭和31年（1956年）
安曇野市
（旧三郷村）
生まれ、大町市・旧豊
科町で育つ

小川村の地区訪問

松川村

松川村の女性の皆様との集会

国会

国会見学にきた子どもたちと

昭和50年 松本深志高校卒業
昭和55年 東京大学法学部卒業後、旧自治省入省、地方分権推
進委員会参事官、総務省消防庁防災課長、総務省調
整課長、総務省大臣官房参事官、
自治体国際化協会
ロンドン事務所長などを歴任
平成19年 この間武蔵大学・信州大学非常勤講師、関西学院大
学客員研究員も務める
平成20年 自民党長野県第二選挙区支部長就任
平成21年 衆議院議員選挙に初挑戦
平成22年 神奈川大学法学部自治行政学科教授を務める
平成24年 第46回衆議院議員選挙で長野県第二区にて当選
平成26年 第47回衆議院議員選挙で2回目の当選
平成28年８月から平成29年3月
内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官
（2017 年 6 月現在）

松本市梓川

安曇野の自転車大会の
スタートをお見送り

松本市波田

御柱（沙田神社）山出し祭の
皆様にごあいさつ

松本市

長野縣護國神社の例大祭にて

