
決断につながっています。ご批判もありま
したし、厳しい選挙でしたが、しかし地元
の皆さまのご支持ご支援により、おかげさ
まで５期目の議席を託して頂きました。
その意味で、私は本に書いた政策を自ら
の手で実現しなければなりません。自然
エネルギー、住宅の断熱と木製サッシ、
格差是正と日本版ベーシックインカム、外
国人を含めて多様性が調和する共生社
会、時代の変化に即した防衛力の強化、
ありうべき「台湾有事」への共同対処…
すべての政策が私の「宿題」です。
衆議院の正玄関で私達を見守る「憲政
の神様」・尾崎行雄の言葉で言えば、ここ
からが私の「人生の本舞台」となるので
しょう。

日本の「宿題」、東京・江東区の「宿題」、
そして私自身の政治家としての「宿題」、
これらの「宿題」に取りかかる１年になる
と思います。皆さまの倍旧のご指導ご鞭撻
を宜しくお願い申し上げます。

地元国会議員としてぜひ応援したいです。
江東区は伝統的に深川と城東という２つ
の地域に分かれ、加えていわゆる新住民
の多い湾岸部のマンション地帯があり、
「江東区」という自治体住民としての一体
感とアイデンティティーの形成に課題を抱
えてきました。江戸から続くお祭りやお神
輿はすばらしいものですが、新しく参入す
るのは意外と敷居が高かったりします。
満員のスタンドで同じユニフォーム着て区
民みんなでプロスポーツチームを応援し、
それを地域の一体感醸成と活性化につな
げるのは私自身も長年の「夢」であり「宿
題」でした。それも一歩一歩、実現に近
づいています。

政支援が必要不可欠です。この時期に衆
院国土交通委員会理事として国政レベル
でのバックアップを引き出せる役職に就任
したのですから、ここまで５期１２年、積
み重ねてきたキャリアを活かして、江東区
の街づくりの「宿題」である地下鉄８号
線の着工を実現させ、地元のご期待に応
えてまいりたいと考えております。

ました。国土交通省の行政分野を所管す
る委員会の重要な役職です。ピンと来る方
もいらっしゃるでしょうが、つまりは地下鉄
８号線の問題を所管する事ともなります。
長年、足踏みを続けてきた地下鉄８号線
の計画ですが、昨年は交通政策審議会
（国土交通大臣の諮問機関）小委員会の
答申が示され、地下鉄８号線についても

「早期の事業化を図るのが適切な路線」
と国から事実上のゴーサインが出されまし
た。令和４年度政府予算案にも調査費が
計上されています。いよいよここから数年
が着工→開通に向けた極めて重要な時期
になります。
総工費１５６０億円と巨額の投資になるイ
ンフラプロジェクトですので、国からの財

紆余曲折を経て、政権与党である自民党
の衆院議員として５期目の任期をスタート
させました。
それに先立つ２０２０年には、国会議員１０
年を機に自らの政策を網羅的に記した著
書「柿沢未途の日本再生」を出版いたし
ました。「憲政の神様」の名を冠し、歴代
衆院議長が会長を務める尾崎行雄記念
財団のブックオブザイヤー大賞にご選定頂
きました。アマゾンでも２０人もの方に書
評を寄せて頂き、ほとんどの方に★５つの
最高評価を頂きました。
地元の方々からもお読みになったご感想を
頂きました。
「立派な政策が書いてある。大したものだ。
しかし、今の立場ではそれを実現できな
いのではないか」
そう言われるようになりました。政権与党
に身を置いて、自らの政策を実現できる立
場を目指すべき、という選択を、それから

強く意識するようになりました。
それが衆院選に向けての私の

衆院選の選挙公報には、「江東区をホー
ムタウンとするプロスポーツチーム（バス
ケ・ラグビー）の応援で区民をひとつに！」
と特に記しました。
今年からプロバスケットボールのBリーグ
に参戦する「東京ユナイテッドバスケット
ボールクラブ」がオリンピック・パラリンピッ
ク施設である有明アリーナを本拠地に活
動開始します。B3から一気にB1に駆け昇
る野心的な計画を立てています。同時にプ
ロバスケットボールの３×３の江東フェニッ
クスも江東区と連携協定を結んでいます。
そして、何とBリーグのトップチームである
アルバルク東京について、臨海副都心の
江東区青海の大観覧車のあったパレット

タウン跡地を再開発し、本拠地となるア
リーナが建設されると報じられています。
オリンピック・パラリンピックを機に、江東
区のご当地プロバスケットボールチームを
区民みんなで応援するのが大会後のレガ
シーの１つになるかもしれません。
そしてラグビーでは、プロ化を視野に置い
た新リーグ・ジャパンラグビーリーグONE
で「清水建設江東ブルーシャークス」が、
江東区夢の島陸上競技場を本拠地として
初めてのシーズンを迎えます。こちらも「地
域貢献」をミッションとして掲げており、私
も関わっている【アートパラ深川おしゃべり
な芸術祭】に選手達をボランティアで参加
させたりしています。ラグビー部出身者の
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新年あけましておめでとうございます。
２年にわたって世界と日本に暗雲をもたら
してきた新型コロナウィルス感染症の不安
を最終的に取りのぞき、未来に向けて安
心と希望を取り戻せる１年にしなければな
りません。オリンピック・パラリンピックが
無観客といえども東京で開催されたもの
の、「では、それで何が変わったの？」とい
う問いに私達は答えなければなりません。
デジタルトランスフォーメーション（DX）
の遅れをはじめ、先送りにしてきた「宿題」
に取りかかる１年になると思っています。
おかげさまで昨年１０月の衆院選で東京
１５区（江東区）から５期目の当選をいた
しました。自民党の推薦は頂きましたが、
比例復活のない無所属での厳しい戦いで
した。それだけに地元代表の議席を与え
て頂いた小選挙区当選という結果に、ひ
としおの感慨を覚えております。そしてこの
選挙結果を受けまして自民党から追加公
認の決定を頂き、正式に政権与党の一員
として働かせて頂く事となりました。
早速、１２月開会の臨時国会より、衆院
国土交通委員会理事の役職に就任いたし

衆議院議員
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絶賛配信中！

■ 昭和46年（1971年）生れ。
　 数矢小、麻布中・高、東大法学部卒。
■ NHK記者として長野放送局に勤務、
　 長野冬季オリンピック・パラリンピックを現地で取材。
■ 都議２期、衆議院議員5期。
　 所属政党の幹事長や政調会長を歴任。
■ 国会質問回数ナンバーワン、NPOによる国会議員評価で
　 三ツ星★★★議員に選ばれる。
■ 2020 年7月に出版の著書「柿沢未途の日本再生」が、
　 尾崎行雄記念財団ブックオブザイヤー大賞を受賞。
■ 防災士の国会議員として震災被災地・台風被災地への
　 支援活動に足を運ぶ。
■ 衆議院国土交通委員会理事、決算行政監視委員会委員、
　 災害対策特別委員会委員、消費者問題に関する特別委員会委員。
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地元の皆さまとともに戦い、ともに勝ち取った当選です。
八幡様、お不動様のご加護もありました！

テレビでもおなじみの評論家の金美齢先生（写真右）、
作家の大下英治先生（同）にも応援に駆けつけて頂きました。

決断につながっています。ご批判もありま
したし、厳しい選挙でしたが、しかし地元
の皆さまのご支持ご支援により、おかげさ
まで５期目の議席を託して頂きました。
その意味で、私は本に書いた政策を自ら
の手で実現しなければなりません。自然
エネルギー、住宅の断熱と木製サッシ、
格差是正と日本版ベーシックインカム、外
国人を含めて多様性が調和する共生社
会、時代の変化に即した防衛力の強化、
ありうべき「台湾有事」への共同対処…
すべての政策が私の「宿題」です。
衆議院の正玄関で私達を見守る「憲政
の神様」・尾崎行雄の言葉で言えば、ここ
からが私の「人生の本舞台」となるので
しょう。

日本の「宿題」、東京・江東区の「宿題」、
そして私自身の政治家としての「宿題」、
これらの「宿題」に取りかかる１年になる
と思います。皆さまの倍旧のご指導ご鞭撻
を宜しくお願い申し上げます。

地元国会議員としてぜひ応援したいです。
江東区は伝統的に深川と城東という２つ
の地域に分かれ、加えていわゆる新住民
の多い湾岸部のマンション地帯があり、
「江東区」という自治体住民としての一体
感とアイデンティティーの形成に課題を抱
えてきました。江戸から続くお祭りやお神
輿はすばらしいものですが、新しく参入す
るのは意外と敷居が高かったりします。
満員のスタンドで同じユニフォーム着て区
民みんなでプロスポーツチームを応援し、
それを地域の一体感醸成と活性化につな
げるのは私自身も長年の「夢」であり「宿
題」でした。それも一歩一歩、実現に近
づいています。

政支援が必要不可欠です。この時期に衆
院国土交通委員会理事として国政レベル
でのバックアップを引き出せる役職に就任
したのですから、ここまで５期１２年、積
み重ねてきたキャリアを活かして、江東区
の街づくりの「宿題」である地下鉄８号
線の着工を実現させ、地元のご期待に応
えてまいりたいと考えております。

ました。国土交通省の行政分野を所管す
る委員会の重要な役職です。ピンと来る方
もいらっしゃるでしょうが、つまりは地下鉄
８号線の問題を所管する事ともなります。
長年、足踏みを続けてきた地下鉄８号線
の計画ですが、昨年は交通政策審議会
（国土交通大臣の諮問機関）小委員会の
答申が示され、地下鉄８号線についても

「早期の事業化を図るのが適切な路線」
と国から事実上のゴーサインが出されまし
た。令和４年度政府予算案にも調査費が
計上されています。いよいよここから数年
が着工→開通に向けた極めて重要な時期
になります。
総工費１５６０億円と巨額の投資になるイ
ンフラプロジェクトですので、国からの財

紆余曲折を経て、政権与党である自民党
の衆院議員として５期目の任期をスタート
させました。
それに先立つ２０２０年には、国会議員１０
年を機に自らの政策を網羅的に記した著
書「柿沢未途の日本再生」を出版いたし
ました。「憲政の神様」の名を冠し、歴代
衆院議長が会長を務める尾崎行雄記念
財団のブックオブザイヤー大賞にご選定頂
きました。アマゾンでも２０人もの方に書
評を寄せて頂き、ほとんどの方に★５つの
最高評価を頂きました。
地元の方々からもお読みになったご感想を
頂きました。
「立派な政策が書いてある。大したものだ。
しかし、今の立場ではそれを実現できな
いのではないか」
そう言われるようになりました。政権与党
に身を置いて、自らの政策を実現できる立
場を目指すべき、という選択を、それから

強く意識するようになりました。
それが衆院選に向けての私の

衆院選の選挙公報には、「江東区をホー
ムタウンとするプロスポーツチーム（バス
ケ・ラグビー）の応援で区民をひとつに！」
と特に記しました。
今年からプロバスケットボールのBリーグ
に参戦する「東京ユナイテッドバスケット
ボールクラブ」がオリンピック・パラリンピッ
ク施設である有明アリーナを本拠地に活
動開始します。B3から一気にB1に駆け昇
る野心的な計画を立てています。同時にプ
ロバスケットボールの３×３の江東フェニッ
クスも江東区と連携協定を結んでいます。
そして、何とBリーグのトップチームである
アルバルク東京について、臨海副都心の
江東区青海の大観覧車のあったパレット

タウン跡地を再開発し、本拠地となるア
リーナが建設されると報じられています。
オリンピック・パラリンピックを機に、江東
区のご当地プロバスケットボールチームを
区民みんなで応援するのが大会後のレガ
シーの１つになるかもしれません。
そしてラグビーでは、プロ化を視野に置い
た新リーグ・ジャパンラグビーリーグONE
で「清水建設江東ブルーシャークス」が、
江東区夢の島陸上競技場を本拠地として
初めてのシーズンを迎えます。こちらも「地
域貢献」をミッションとして掲げており、私
も関わっている【アートパラ深川おしゃべり
な芸術祭】に選手達をボランティアで参加
させたりしています。ラグビー部出身者の
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としおの感慨を覚えております。そしてこの
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写真：尾崎行雄記念財団

国会議事堂に飾られる尾崎行雄の胸像
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決断につながっています。ご批判もありま
したし、厳しい選挙でしたが、しかし地元
の皆さまのご支持ご支援により、おかげさ
まで５期目の議席を託して頂きました。
その意味で、私は本に書いた政策を自ら
の手で実現しなければなりません。自然
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の計画ですが、昨年は交通政策審議会
（国土交通大臣の諮問機関）小委員会の
答申が示され、地下鉄８号線についても
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と国から事実上のゴーサインが出されまし
た。令和４年度政府予算案にも調査費が
計上されています。いよいよここから数年
が着工→開通に向けた極めて重要な時期
になります。
総工費１５６０億円と巨額の投資になるイ
ンフラプロジェクトですので、国からの財

紆余曲折を経て、政権与党である自民党
の衆院議員として５期目の任期をスタート
させました。
それに先立つ２０２０年には、国会議員１０
年を機に自らの政策を網羅的に記した著
書「柿沢未途の日本再生」を出版いたし
ました。「憲政の神様」の名を冠し、歴代
衆院議長が会長を務める尾崎行雄記念
財団のブックオブザイヤー大賞にご選定頂
きました。アマゾンでも２０人もの方に書
評を寄せて頂き、ほとんどの方に★５つの
最高評価を頂きました。
地元の方々からもお読みになったご感想を
頂きました。
「立派な政策が書いてある。大したものだ。
しかし、今の立場ではそれを実現できな
いのではないか」
そう言われるようになりました。政権与党
に身を置いて、自らの政策を実現できる立
場を目指すべき、という選択を、それから

強く意識するようになりました。
それが衆院選に向けての私の

衆院選の選挙公報には、「江東区をホー
ムタウンとするプロスポーツチーム（バス
ケ・ラグビー）の応援で区民をひとつに！」
と特に記しました。
今年からプロバスケットボールのBリーグ
に参戦する「東京ユナイテッドバスケット
ボールクラブ」がオリンピック・パラリンピッ
ク施設である有明アリーナを本拠地に活
動開始します。B3から一気にB1に駆け昇
る野心的な計画を立てています。同時にプ
ロバスケットボールの３×３の江東フェニッ
クスも江東区と連携協定を結んでいます。
そして、何とBリーグのトップチームである
アルバルク東京について、臨海副都心の
江東区青海の大観覧車のあったパレット

タウン跡地を再開発し、本拠地となるア
リーナが建設されると報じられています。
オリンピック・パラリンピックを機に、江東
区のご当地プロバスケットボールチームを
区民みんなで応援するのが大会後のレガ
シーの１つになるかもしれません。
そしてラグビーでは、プロ化を視野に置い
た新リーグ・ジャパンラグビーリーグONE
で「清水建設江東ブルーシャークス」が、
江東区夢の島陸上競技場を本拠地として
初めてのシーズンを迎えます。こちらも「地
域貢献」をミッションとして掲げており、私
も関わっている【アートパラ深川おしゃべり
な芸術祭】に選手達をボランティアで参加
させたりしています。ラグビー部出身者の

新年あけましておめでとうございます。
２年にわたって世界と日本に暗雲をもたら
してきた新型コロナウィルス感染症の不安
を最終的に取りのぞき、未来に向けて安
心と希望を取り戻せる１年にしなければな
りません。オリンピック・パラリンピックが
無観客といえども東京で開催されたもの
の、「では、それで何が変わったの？」とい
う問いに私達は答えなければなりません。
デジタルトランスフォーメーション（DX）
の遅れをはじめ、先送りにしてきた「宿題」
に取りかかる１年になると思っています。
おかげさまで昨年１０月の衆院選で東京
１５区（江東区）から５期目の当選をいた
しました。自民党の推薦は頂きましたが、
比例復活のない無所属での厳しい戦いで
した。それだけに地元代表の議席を与え
て頂いた小選挙区当選という結果に、ひ
としおの感慨を覚えております。そしてこの
選挙結果を受けまして自民党から追加公
認の決定を頂き、正式に政権与党の一員
として働かせて頂く事となりました。
早速、１２月開会の臨時国会より、衆院
国土交通委員会理事の役職に就任いたし

政策実現が私の「宿題」
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2月 2日 ㈬ 18:30 亀戸香取神社 参集殿 （亀戸 3-57-22）
2月 21日 ㈪ 18:30 江東区文化センター 第1・２研修室 （東陽 4-11-3）
3月 1日 ㈫ 18:30 古石場文化センター 大研修室 （古石場 2-13-2）
3月 11日 ㈮ 19:00 豊洲文化センター 第 2研修室 （豊洲 2-2-18）
3月 15日 ㈫ 18:30 森下文化センター AVホール （森下 3-12-17）
3月 18日 ㈮ 18:30 砂町文化センター 第 1研修室 （北砂 5-1-7）

2022 柿沢未途国政報告会 日程 ※所要時間は約1時間を予定しております。

決断につながっています。ご批判もありま
したし、厳しい選挙でしたが、しかし地元
の皆さまのご支持ご支援により、おかげさ
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しょう。

日本の「宿題」、東京・江東区の「宿題」、
そして私自身の政治家としての「宿題」、
これらの「宿題」に取りかかる１年になる
と思います。皆さまの倍旧のご指導ご鞭撻
を宜しくお願い申し上げます。

地元国会議員としてぜひ応援したいです。
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リーナが建設されると報じられています。
オリンピック・パラリンピックを機に、江東
区のご当地プロバスケットボールチームを
区民みんなで応援するのが大会後のレガ
シーの１つになるかもしれません。
そしてラグビーでは、プロ化を視野に置い
た新リーグ・ジャパンラグビーリーグONE
で「清水建設江東ブルーシャークス」が、
江東区夢の島陸上競技場を本拠地として
初めてのシーズンを迎えます。こちらも「地
域貢献」をミッションとして掲げており、私
も関わっている【アートパラ深川おしゃべり
な芸術祭】に選手達をボランティアで参加
させたりしています。ラグビー部出身者の

新年あけましておめでとうございます。
２年にわたって世界と日本に暗雲をもたら
してきた新型コロナウィルス感染症の不安
を最終的に取りのぞき、未来に向けて安
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無観客といえども東京で開催されたもの
の、「では、それで何が変わったの？」とい
う問いに私達は答えなければなりません。
デジタルトランスフォーメーション（DX）
の遅れをはじめ、先送りにしてきた「宿題」
に取りかかる１年になると思っています。
おかげさまで昨年１０月の衆院選で東京
１５区（江東区）から５期目の当選をいた
しました。自民党の推薦は頂きましたが、
比例復活のない無所属での厳しい戦いで
した。それだけに地元代表の議席を与え
て頂いた小選挙区当選という結果に、ひ
としおの感慨を覚えております。そしてこの
選挙結果を受けまして自民党から追加公
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早速、１２月開会の臨時国会より、衆院
国土交通委員会理事の役職に就任いたし

ユーチューバー・柿沢未途の情報発信。防災士の国会議員によ
る防災シリーズ、江東区の魅力を紹介する「みと散歩」シリーズ、
【アートパラ深川おしゃべりな芸術祭】の紹介、趣味の競馬に関
するダービー特集の対談と、バラエティ豊かです。チャンネル登
録者数も急増中。ぜひご視聴ください！

絶賛配信中！

チャンネル
登録を

お願いします！

ご視聴はこちらのQR
コードを読み込むか
「かきみとチャンネル」
で検索してください。
ぜひ、チャンネル登
録もお願いします。

人生初 !! 国会議員がス
ケートボードやってみた｜
祝！ 江東区出身 堀米雄
斗選手
（2021年9月30日）

【防災特集】超高層タワー
マンション 防災システム
の切り札 EV to EV を豊
洲で体験
（2021年6月15日）

柿沢未途の特別国会召集日に密着‼
（2021年11月11日）

論壇注目の益尾知佐子・九大准教授と
対談 チコちゃん先生と読み解く 習近
平主席の中国　　　 （2021年9月21日）

ホゴネコの日 Special　
江東区初の“ねこカフェ”
探訪
（2021年5月25日）

柿沢未途国政報告会
各地で開催します！
国会議事堂の政権中枢から「産地直送」の国政情報と、柿沢未途
の政策をお話しさせて頂きます。
地元の皆さまとの「顔と顔の見える関係」をモットーとする政治家
として、対話型の双方向の国政報告会にしたいと思っております。
どうぞ奮ってご参加ください！
事前のお申込は不要です。どなた様もお気軽にご来場ください。

どなたでもご参加いただけます・参加無料

予約の必要は
ありません！
この国の未来を
一緒に

考えましょう！


