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衆議院議員 村井ひできです。
2020年代がスタートしました。私自身、今年で40歳ということもあり、若手議員から、より重要な
案件を扱う中堅議員へと脱皮を図る節目の一年にしていく所存です。引き続きのご指導ご鞭撻よろしく
お願いします。本号の通信では、昨年下半期の村井ひできの活動を報告させて頂きます。
小学校・中学校の先生方の残業時間縮減へ！

学童保育制度の拡充に向けて！

現在、公立小学校の先生の残業時間は、年間平均800時間以上、
中学校では、年間平均1100時間以上となっており、学校は「ブ
ラック」な職場と言われています。こうした状況は、教師の働き
方の観点から問題なのは勿論、教師の成り手不足に拍車をかけ、
最終的には「国家100年の計」である教育の質の低下につながる
大問題です。こうした問題の解決
に向けた法案（給特法改正法案）
について、文部科学委員会の理事
として与党を代表し、衆議院本
会議で質問しました。萩生田文科
大臣とのやりとりの模様は、衆議
院ＨＰでご覧頂けます。

「小１の壁」という言葉に象徴されるように、子育て世帯に
とっては、子供が小学校に上がった際、十分な学童保育サービ
スを受けられるかどうかは大きな関心事です。さいたま市内で
も、子育て世帯が増えている地域で待機児童が発生すると共に、
民設民営（ＮＰＯ型）の学童保育では、人事・経理・施設の物
件探しなど運営の多くを保護者が
担わざるを得ず、保護者負担が大
きいこと等が課題となっています。
こうした課題の解決に向け、加藤
勝信 厚生労働大臣直結で施策を検
討。学童保育制度の拡充に取り組
んでいます。

デジタル時代の新たな経済ルールづくりをリード！

人生100年時代に向けた「年金改革法案」を取りまとめ！

“ＧＡＦＡ”など巨大ＩＴ企業については、我々に便利なサービス
を提供してくれる一方、強力な交渉力を背景に、取引先に不公正
な取引を強いているのではないか、個人データが不正に扱われて
いるのではないか、などの懸念の声が上がっています。村井ひで
きは、競争政策調査会 事務局長として、「デジタル・プラット
フォーマー取引透明化法案」など、デジタル時代の新たなルール
づくりをリード。同法案を、通常
国会に提出します。専門性の高い
分野ですが、今後の日本経済のあ
り方を決める重要なルールづくり
ですので、丁寧で分かりやすい情
報発信を心がけます。写真は、菅
官房長官に説明する様子。

年金委員会 事務局長として、人生100年時代を見据えた年金改革
の詰めの作業を行いました。年金のもらいはじめの時期を幅広く
選べるようにする「受給開始年齢の柔軟化」、将来の低年金・無
年金対策となる「社会保険の適用拡大」など、各方面との難しい
調整を経て「年金改革法案」を取りまとめ。今年の通常国会に提
出します。年金政策は私のライフワーク。国民的関心事である割
に、制度が複雑で全体像を理解
している人がほとんどおらず、
正しい情報が世の中に伝わらな
いのが悩みですが、情報発信も
含め引き続き地道に取り組みま
す。写真は、西村康稔 社会保障
改革担当大臣と議論する様子。

中国（重慶・武漢）、ウズベキスタン訪問

・
様々な「場所」「テーマ」で講演しました！

５月の米国ワシントン訪問に続き、下半期は、ウズベキスタンと
中国の内陸部を訪問しました。最近は、年に一度は米国・中国を
訪れ、将来のリーダー候補との関係づくりに努めていますが、昨
年は、加えて、中央アジアの二重内陸国（二か国通らないと海に
出られない）であるウズベキスタン
を訪問。改めて中央アジアにおける
中国の影響力の広がりを実感しまし
た。「世界の中の日本」を意識して
国政活動に邁進します。写真はウズ
ベキスタンのウムルザーコフ投資・
対外貿易大臣と会談した際のもの。

最近は、様々な企業や団体などで、講演をさせて頂く機会が増え
ました。人生１００年時代に向けた社会保障改革や、ＧＡＦＡな
ど巨大ＩＴ企業の台頭を踏まえた新しい経済ルールづくり、金融
行政・税制改正関係などテーマは多岐に渡りますが、政策の趣旨
や背景を「端的に分かりやすく」
説明することを心がけています。
お声がけ頂ければ、どこへでも伺
いますので、ご関心のある方は村
井事務所までご連絡ください。
写真は、公的保険アドバイザー
フォーラムで講演した際のもの。

将来を見据えて小泉進次郎大臣と打ち合わせ！
2020年代は、いよいよ我々世代の出番。そんな思いで、引き続き
小泉環境大臣と意見交換を続けています。何をやっても批判を免
れない、また頑張れば頑張るほど
批判が強くなる、そんな厳しい政
治の世界において、高い志を胸に
少しでも多くの方にご支持・ご理
解頂けるように、共に精進を重ね
て参ります。写真は環境大臣室で
打合せをしている際の一コマ。

「さいたま国際マラソン」 苦しみに耐え見事完走！
さいたま国際マラソンに３年ぶりに挑戦。２年前は衆議院選挙で
走らず、1年前はギックリ腰で走れずでしたが、今回は見事５時間
８分58秒のタイムで完走しました。
何と３年前よりも10分近くタイム
を縮めました。沿道でご声援頂い
た皆様、ボランティアで大会にご
協力頂いた皆様ありがとうござい
ました。写真は39km付近で苦しみ
のピークを迎えている際のもの。

【村井ひできミニプロフィール】
昭和55年さいたま市生まれ。39歳。家族：妻・長男（４歳）・二男（２歳）・三男（４ヶ月）。
浦和市立別所小学校卒業。東京大学卒業後、財務省入省。ハーバード大学大学院修了。平成23年財務省退官（主税局参事官補佐）。
平成24年12月第46回総選挙初当選 。平成26年12月第47回総選挙再選。平成29年10月第48回総選挙３選。

2019年下半期

村井ひできの主なメディア掲載

お陰様で、テレビ・書籍・新聞など様々なメディアで、取り上げて頂く機会が増え、昨年のメディアへの登場回数は、自民
党若手議員の中でトップとなりました。以下、2019年下半期の主なメディア掲載を振り返ります。

●「令和の日本革命」（田原総一朗著）に掲載！

村井

同書では、小泉進次郎議員、福田達夫議員、
小林史明議員と共に、『令和の時代に最も活
躍が期待される次世代のリーダー』として取
り上げて頂きました。また、第二章『AIと高
齢者が作る「機会の島」』においては、田原
総一朗さんと村井ひできの対談が４４ページ
にわたり掲載されていおります。是非ご一読
下さい。

● TBS-CS NEWS(参議院選挙特番）に出演！

参議院議員選挙の投開票日の7月21日、
TBS-CSの参議院選挙特番（キーマン
トーク）に出演。選挙結果のポイン
トや、選挙の争点となった「年金
2000万円問題」などについて、お話
しさせて頂きました。

● NEWS ZERO(参議院選挙特番）に出演！

TBSに出演後、日本テレビに移動し、
NEWS ZERO(参議院選挙特番)に出
●「小泉進次郎と権力」（清水真人著）に掲載！
演。働き方改革の影響、教員不足な
同書は、日経新聞編集委員の清水真人さんが、
どについてお話ししました。番組に
小泉進次郎議員の１０年間の政治活動を、緻
は、若槻千夏さんやアンガールズの
密な取材を基に全356ページに渡って書き下
田中卓志さんなども出演されており、
ろした政治ノンフィクションです。村井ひで
きも、小泉進次郎議員を支える若手実力派議 芸能人の皆さんの勢いに押されっぱなしでした。
員として主役級の扱いで登場しています。村
井ひできのここ数年間の活動を詳しくご確認
頂く意味でも、是非ご一読ください。
＜同書より抜粋＞
・“この日、小泉進次郎に代わり、記者団への概要説明でこう説いたの
は、事務局長の村井英樹である。前回から小泉と二人でブリーフィ
ングを担当しており、信頼の厚さをうかがわせた。”
・“小泉は「村井さんは心配症だ。でも、僕には心配性の人が必要なん
だけど」と付け加えた。”

● BS日テレ 深層NEWSに出演！
9月11日に行われた内閣改造の直
後に放送された「BS日テレ 深層
NEWS」に生出演。内閣改造のね
らいや評価について、自民党を代
表してコメント・解説を行いまし
た。

地元の課題にも全力で取り組みます！
昨年の台風19号の影響で、さいたま
市も床上浸水や道路冠水などの被害を
受けましたが、特に荒川の河川敷に多
数あるグラウンド・公園などは、その
多くが未だに泥を被ったままで使用で
きない状況が続いています。
そのため、市役所や地元の議員の皆 台風19号の影響で土砂が堆積した
荒川総合運動公園。少年サッカー
さんと相談しながら、国の補正予算の ・少年野球などもプレーできず、
事前着工を可能とするなど、できるだ 子供達のためにも一刻も早い復旧
を目指します。
け早い復旧に当たっています。
また、その他、地域の主な課題の現状については、以下の通り
村井英樹ブログで報告させて頂いております。ご関心ある方は是
非ご覧ください。
➤ 荒川河川敷の公園・グラウンドの復旧に向けて（12月23日）
➤ 浦和駅北口改札のオープン時間の前倒しに向けて（12月24日）
➤ 順天堂大学病院の誘致に向けて（12月25日）
➤ 地下鉄７号線の岩槻延伸に向けて（12月26日）
➤ 七里駅北口の開設に向けて（12月27日）
➤ 学童保育施設の場所探し等について（12月28日）
➤ 岩槻農業関連施設の整備に向けて（12月29日）
➤ 区画整理・都市計画道路整備の加速化（12月30日）
引き続き、地元の皆様の声に速やかに対応して参ります。何か
お困り事・お気づきの点がありましたら、村井事務所までお気軽
にご連絡ください。

＜ 2019年のメディア掲載実績＞
【書籍】
●
●

●

2019年11月26日『小泉進次郎と権力』
著：清水真人／日本経済新聞社
2019年6月24日『令和の日本革命 ２０３０年の日本はこうなる』
著：田原 総一朗／講談社

●
●
●

【テレビ】
●

2019年12月8日 フジテレビ 【日曜報道 THE PRIME】
「小泉進次郎大臣の英語力」
● 2019年9月11日 BS日テレ【深層NEWS】
～内閣改造何を目指す？
顔ぶれから見えること 安倍首相の布石を読む～
● 2019年7月21日 CS放送TBS NEWS 【すべて見せます参院選2019 】
～徹底LIVE!あなたの一票の行方～
● 2019年7月21日 日本テレビ 【zero選挙2019 】
～新時代の大問題第2部 有働由美子～
● 2019年6月18日 BS11 【報道ライブ インサイドOUT】
～老後2千万円の衝撃波！若手議員が改革を直言～
● 2019年5月31日 テレビ朝日【朝まで生テレビ】
～与野党激論！ド～する？！令和ニッポン～

●
●
●

【雑誌】
●
●
●
●
●

2019年8月19日 日経新聞電子版
夏の朝、議員もラジオ体操 早起きは三文の徳
2019年6月21日 毎日新聞 デジタル毎日「政治プレミア」
「平成のうちに」国会改革 着実に進んでいる
2019年4月24日 Yahoo Japan特集
Future Quesitons～若き政治家は未来をいかに描くか～

2019年7月13日号 東洋経済
特集／年金大激震 若手議員激論トーク
2019年5月27日 週刊金融財政事情
拡がる銀行の業務範囲
2019年3月11日 週刊金融財政事情
地域金融経営力強化ＰＴ
2019年４月号 最新医療経営PHASE3
小泉進次郎 村井英樹が語る 人生100年時代のくらしと医療
2019年2月号 最新医療経営PHASE3
公的医療保険制度の持続性を維持するために断行すべき「改革」

【新聞・ラジオ】
●
●
●
●
●
●
●
●

【WEB】

2019年2月25日 毎日新聞 デジタル毎日「政治プレミア」
ねんきん定期便のデザイン一新
2019年1月23日 東洋経済オンライン
人生100年時代の安全網をどのように築くか
2019年1月21日 クオリティ埼玉
国会議員 村井ひでき氏の将来性
2019年1月13日 毎日新聞 デジタル毎日「政治プレミア」
行動経済学を活用、年金・医療で個人の「賢い選択」応援

2019年12月20日 読売新聞4面「官邸直結」 議連 力増す
2019年9月30日 日経新聞14面 シンポジウム「Future of Banking」
2019年9月5日 日経新聞 9面 フィンサム2019 ビジネス変革を議論
2019年9月3日 日経新聞 4面 民主主義の現場
2019年6月21日 毎日新聞21面 毎日政経文化セミナー
2019年5月15日 埼玉新聞 2面 自民村井氏と小泉氏講演
2019年3月16日 ラジオ日本 細川珠生のモーニングトーク
2019年2月3日 日経新聞 5面 国会改革の壁いつ破る

自民党若手議員トップ！

ブログ・Facebook・Twitterで活動報告を毎日発信中！

・

その他（プライベートなご報告）
プライベートなことで大変恐縮で
すが、去る８月２９日に３人目の
男の子が無事に生まれました。こ
れまで以上に、家の中が騒がしく
なっておりますが、仕事に子育て
に全力で取り組みます。写真は、
「じゃれる長男」、「抱っこされ
る三男」、「マイペースにご飯を
食べる二男」です。

地元事務所
国会事務所
〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-27-9 〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員会館911号室
TEL:048-711-3241 / FAX:048-711-3242
TEL:03-3508-7467 / FAX:03-3508-3297
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