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武力によらない
平和をつくる。

国政報告版
プロフィール
1969年草加生まれ／草加小学校卒／草加中学校卒／恵泉女学
園高等学校卒／恵泉女学園大学英米文化学科卒／英国イースト
アングリア大学留学／英国ハル大学留学（修士号取得）／ＮＧＯ
ピースウィンズジャパンのスタッフとして、主にインドネシア
のパプアで人道支援活動のため駐在／2003年より埼玉県議会
議員（4期）／2017年10月22日 衆議院議員選挙に初当選/常に
弱い立場の人々に光をあてる政治活動を展開中/特技は英語、イ
ンドネシア語／座右の銘：敬天愛人

しなやかに、まっすぐ。

輝かしい新年の幕開けを

政調会長補佐として予算委員会にも出席し、
安倍総理との論戦に立ち会いました。
いよいよ今月は初の通常国会です。初質問
も準備致しますので、引き続き皆様の力を私に貸して下さい。
本年が祝福に満ちた一年となりますように！祈りつつ

昨秋の衆議院総選挙では、国会に議席を賜りました。厳しい情勢にも
関わらず、
「武力によらない平和をつくる。
」
、
「国家のために国民がある
のではなく、国民のために国家があるのだ。
」
、
「だれもが大切にされる
輝く未来を。
」
という三つの信念を貫くことができたのは、
「政治を変えた
い。
」
という皆様の声があったお陰です。誠にありがとうございました。
11月1日の初登院は、普段は天皇陛下のみが通行できる議事堂中央
階段を登り、代議士となった重責に身の引き締まる思いでした。
その後、外務委員会に所属。立憲民主党の外交安全保障政策を起草。

2018年1月1日

衆議院議員

初登院
愛車のキャロルで夫の助手席に乗って国会入り
2017年11月1日
（水）
山川百合子は衆議院に初登院しました。愛車の
キャロルで国会に入り、改選後の初登院の時のみ通行が許される中央階
段 を 登って、議 員 バッジ の 交 付 を 受 けました。地 元、越 谷・草 加 の
73,250人もの有権者の皆様の一票の重さに後押しされて、山川百合子
代議士として、その第一歩を力強く踏み出しました。
身の引き締まる思いで、国会議事堂の正面玄関から初登頂

外務委員会に所属

議員バッジの交付

立憲民主党外務・安全保障部会事務局長に就任
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■ 自宅（職場）にポスターを貼る ■ SNSでサポートする
■ ミニ集会を開く
■ 集会に参加する

ご協力頂けるものがあれば、✓を入れて下さい。
ご連絡させて頂きます。

■ 立憲民主党 ■ 山川百合子後援会／応援する会 ■ 通信会員
■ ハーベスト・フォーラム
■ 後援会旅行
■ 国会見学

ご加入希望のものがあれば、✓を入れて下さい。
ご案内状をお送りします。

※ご記入事項は個人情報保護法を遵守し、適正に管理いたします。

E-mail：

TEL：

〒

年齢層

歳代

山川百合子事務所 行

※アンケート集計の都合上、
よろしければご記入下さい

愛車キャロル（夫の助手席）で登庁

ご住所

差出有効期間
平成30年2月
17日まで
（切手不要）

6004

埼玉県 草加市
神明 1−2−31

3 4 0 8 7 9 0
草 加 局
承
認

料金受取人払郵便

外務委員会に臨む。

郵 便 は が き

きりとり

政調会長補佐として、
予算委員会に出席。

登院ランプ（50音順）を点灯

お名前

山川百合子は衆議院外務委員会に所属することが決まりました。世界
の貧困地域や紛争地域で人道支援活動に従事していた経験が評価され、
立憲民主党の外務・安全保障部会事務局長を拝命。長妻昭政調会長の
信任も厚く、政調会長補佐として予算委員会にも出席し、NHKの国会中
継を視聴された皆様からはたくさんのご激励を賜りました。

質問主意書って？
山川百合子から安倍晋三総理への初めての質問
本会議や委員会で総理大臣をはじめとする閣僚に直接質問するのと
同じように、衆議院議長名で内閣に文書で質問することができる制度で
す。初の特別国会ながら、山川百合子は2017年12月6日に、
「日米同盟
の歴史と法的根拠に関する質問主意書」
を提出。同月15日付けで、内閣
総理大臣 安倍晋三名で答弁書が返ってきました

日米同盟の歴史と法的根拠に関する質問主意書
〜等身大の日米関係をめざして〜
山川百合子の質問主意は、日米同盟を1902年に締結された日
英同盟との比較の中で、その歴史的・法的根拠を政府に問い質し、
外交安全保障についても米国に追随する政府が、思考停止状態か
ら覚醒することを促すことでした。政府の答弁は、
「お答えするのは
困難」
という中身でしたが、引き続き政府の姿勢を正して参ります。

真珠湾とビアク島で慰霊。不戦の決意を誓う。

緊迫する北朝鮮情勢
圧力よりも対話。そして、脅威への現実的な備え
北朝鮮情勢が極めて重要な局面を迎えている中、立憲民主党の外交
安全保障部会の事務局長として、様々な情報を入手しながら重要な判断
が求められる現実に直面しました。通常軌道で発射されたミサイルが迎
撃可能でも、想定外の事態もありえます。脅威への現実的な備えととも
に、対話によって危機を回避することが求められます。
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平和をつくる。

モリカケ問題
国会軽視、忖度の政治（行政への不当介入）
、公私混同

草加ふささら祭りにて

地元クリスマスでサンタ

安倍総理夫人が関係する森友学園への公有地払下げ問題と安倍総理
自身の友人が運営する加計学園への獣医学部設立認可問題が終息しな
い原因は、安倍総理自身の国会軽視、忖度の政治（行政への不当介入）
と公私混同にあるのではないでしょうか。首相在任日数が歴代5位となっ
た安倍長期政権を糾すことは国会の責任です。
ただ

座間事件

立憲民主党の新綱領と基本政策

自殺志願者を救いたい。
ネット版「いのちの電話」を提言！

山川百合子は外交安全保障政策を担当

昨年もっとも世間を震撼させたのが座間の殺人事件でした。9人の被
害者は自殺志願者で、ネットで誘い出されて殺害されてしまいました。
「自殺」
という検索語が自殺を思い止まらせるチャット
（対話）サイトに繋
がるようなネット版「いのちの電話」
を年中無休、一日24時間体制で実現
すべく、通常国会での質問を準備しています。

立憲民主党は躍進したとはいえ所属衆議院議員は54名。自民党は
283名ですから、生産性を競うには議員一人当たりの仕事量は膨大で
す。山川百合子は1期生ながら、外務部会事務局長と政調会長補佐に就
任。党の安全保障政策を担当。新綱領と基本政策づくりに参画し、過酷
ですが、今日もやりがいのある使命を果たしています。

きりとり

質問 北朝鮮情勢について、
もっとも近いご意見はどれですか？
１
1. アメリカ軍による先制攻撃もやむを得ない。
2. 軍事的圧力を強化すべきだ。
※いずれかに○印、
または自由回答を
3. 外交的圧力を強化すべきだ。
ご記入ください
4. 対話と圧力による解決を模索すべきだ。
5. 対話による平和的解決を模索すべきだ。

自由回答

1. さらに強化すべきだ。 2. 現状維持すべきだ。 3. 見直すべきだ。
4. 反対である。
5. どちらとも言えない。 6. 定義があいまい

自由回答

憲法9条の改正について、
もっとも近いご意見はどれですか？

1. 改正すべきだ。 2. 改正すべきでない。 3. どちらとも言えない。

※その他、山川ゆりこに何でもお聞かせ下さい。

という考え方について、もっとも近いご意見はどれですか？
2 「日米同盟」

質問

質問

3
自由回答

ご意見

このはがきは切手を貼らずに投函
０４８
（９２７）
０３５３
するか、
ファクスで送信して下さい。 FAX：

あなたの声を私たちに
聞かせて下さい！
国会事務所 東京都千代田区永田町2-2-1

左の葉書（切手不要）を
切り取って投函頂くか、
メールや電話、ファックス
にて皆様の声を
聞かせて下さい。

衆議院第一議員会館907号室
03-3508-5111（衆議院代表番号）
草加事務所 埼玉県草加市神明1-2-31
048-927-0131
048-927-0353
info@yamakawa-yuriko.jp

http://yamakawa-yuriko.jp
facebook
Twitter

www.facebook.com/yuriko.yamakawa.35
@yamakawa̲yuriko
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