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日本全国で、岡山で、
アベノミクス・地方創生・一億総活躍の波が!!
●保育の受け皿拡大
政権交代後

●雇用者数
政権交代後

約

万人分確保

300 万人 増 43

約230 万人増加
うち女性雇用者数は、

平成 25 年度から
平成 29 年度末までの 5 年間で

※季節調整値にて算出

●企業収益

●全ての都道府県で税収が増えています

●外国人旅行者数

過去最高

兆円 増加

78.7兆円
（2012年度予算）
→100.7兆円
（2017年度予算）

約

年ぶりの
高水準

0.83倍（2012/12）→1.49倍（2017/5）
47都道府県すべてで1倍超え

5,495万人（2012/12）→5,794万人（2017/5）

●税 収
政権交代後

72 兆円

過去最高

(2016年)

大企業のみならず、 中小企業も過去最高

第１９０国会において
三ツ星国会議員に
選ばれました

ご あいさつ

国会議員となって５年目の通常国会を終えることができまし た︒
お陰様で党内外から若手論客の代表として評価をいただき︑衆院予
算委などで質問の機会をいただく一方で︑メディアにも多く出演させ
ていただきまし た︒また︑政策においても﹁所有者不明土地対策﹂﹁介
護﹂などの重要施策について事務局長などとし て取りまとめた成果
が政府の方針となっています︒

長期政権からの驕り・緩みとのご指摘に謙虚に耳を傾け︑初心を忘
れず︑明日の日本とふるさと岡山のために日本が直面する諸課題に
﹁突破力﹂で取り組む所存です︒
今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします︒

自由民主党 岡山県第二選挙区 支部長

●有効求人倍率

2400万人超

約

訪日外国人による消費額は過去最高（3.5兆円）
政権交代前（2012）の約３倍

●若者の就職率

大学生は1997年卒の調査開始以降、
過去最高
（97.6％）
高校生は26年ぶりの高水準
（98.0％）

●年金積立金の運用実績
政権交代後（※）

約

40兆円 超

※平成24年度第3四半期〜平成28年度末

水月會 TV

山下 貴司 プロフィール

役職

略歴

岡山市立宇野小・岡大附属中・岡山操山高・東大法学
部・米コロンビア大ロースクール卒。
司法試験合格後、検事として法務省や東京地検特捜部な
どに、外交官として在ワシントン日本大使館に勤務する傍
ら、司法試験委員（憲法）、慶応大法学部講師などを歴任。
平成22年12月、民主党政権下の日本に切実な危機感を
持ち、公募に応じて霞が関を脱藩。ふるさと岡山出身の
公募候補者として衆議院議員に初当選し、現在２期目。

家族

妻・美和子、子ども３人（長女、長男、次女）

＜委員会＞ 予算委員会／厚生労働委員会／政治倫理・
公職選挙法特別委員会(理事)／憲法審査会
＜自民党＞ 経済産業部会副部会長／国防部会副部会長
／厚生労働部会部会長代理／司法制度調
査会副会長／知的財産戦略調査会事務局
長／国際局次長／女性局次長ほか
＜議員連盟＞ ライブ・エンタテインメント議員連盟事務
局長／再犯防止議連事務局長／国民医療を
守る議員の会事務局次長／グラウンド・ゴ
ルフ振興議連事務局次長／日・ミャンマー友
好議連事務局次長ほか
解説書も執筆・出版!！

の法律家議員として、８本の議員立法を成立！
！
改正ストーカー規制法 …SNSによる迷惑行為の規制対象化、非親告罪化、禁止命令の手続の迅速化！!
再犯防止推進法 …刑務所出所者等の社会復帰支援を円滑にするため国と地方公共団体の責務を明記！!
空家対策特別措置法 …全国で数百万戸にのぼる空家対策の切札として全会一致で成立!!
リべンジポルノ防止法 …交際相手の性的画像をばらまく行為に厳しく対処し、画像の迅速な削除を実現!!

リベンジポルノ防止法

空家対策法

原発損害賠償時効延長法 …3年で時効消滅する原発損害賠償請求権の時効期間を10年に延長!!
改正研究開発力強化法 …日本の研究開発環境を世界最高水準にするため、研究開発制度を大改革!!
公認心理師法 …国民の「心の問題」に取り組む心理専門職の方々の国家資格を新設する法律!!
国外犯罪被害者弔慰金支給法 …海外で犯罪被害に遭われた邦人のご遺族等に弔慰金を支給!!
facebook

岡山事務所

山下たかし

改正研究開発力強化法

駐車場

公式ＨＰ
山下たかし
http://yamashita-takashi.j p

岡山県第二選挙区

【岡山事務所】

703-8256
岡 山 市 中 区 浜 3 6 8 -3
086-271-2800
086-271-2807

【国会事務所】

100-8982

千代田区永田町2-1-2
衆議院第二議員会館719号室

一 億 総 活 躍 社 会 へ

03-3508-7057

03-3508-3857

【E-mail】info@yamashita-takashi.jp 【 H P 】h t t p : / / y a m a s h i t a - t a k a s h i . j p

◆岡山市
・中区
・東区（旧瀬戸町域を除く）
・北区（中原、祗園、後楽園、牟佐）
・南区（児島半島地域及び旧灘崎町域）
◆玉野市
◆瀬戸内市
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山下たかしの政策

メディアにもたびたび登場！！

1. 所有者不明土地

ＢＳ１１『ＩＮ side OUT』

所有者不明土地（相続などにより、権利者が不明な土地）の
緊急対策につき、特命委員会事務局長として党の提言を
取りまとめ、政府の「骨太の方針」に盛り込まれました。

田原総一朗『激論！クロスファイア』

フジテレビ
『ユアタイム』

ラジオ
『マット安川のずばり勝負』

若手のホープとして紹介

政策 通・外 交 通として

蔡英文台湾総統と

自民党中央政治大学院にて講義

地域の方々と共に

2. 介護

安倍総理はじめ全閣僚出席の予算委員会質疑で現場の声を指摘
し、
「介護」が中学・技術家庭科の学習指導要領に入ることに決まり
ました。新しい指導要領では、中学の技術家庭で「介護など高齢者
との関わり方について理解すること」
「高齢者の介護の基礎に関する
体験的な活動ができるように留意すること」など、介護の重要性が
授業で取り扱われることになります。

グテーレス国連事務総長と

シャープ戴正呉社長と

〈 岡山市で！玉野市で！瀬戸内市で！〉

3. 再犯防止

議員立法提案者として国会で答弁した結果、
「再犯防止
推進法案」が全会一致で可決。法案成立報告会では
法務省特別矯正監杉良太郎先生にもご挨拶頂き、
山下たかしが新聞コラムでも取り上げられました。

4. チケット転売
グラウンド・ゴルフ大会

大賀島寺 大智明権現祭り

各所で街頭演説

自民党岡山県連 街頭演説

について考える
題」
「チケット高額転売問
徹底追及第7 弾!!

www.tenbai-no.jp #転売NO

ライブ・エンタテインメント議員連盟事務局長を交えて
山下貴司さん

（自由民主党 衆議院議員、
ライブ・エンタテインメント議員連盟事務局長）

野村達矢さん

（一般社団法人 日本音楽制作者連盟理事、
株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション常務取締役執行役員）

中西健夫さん

インターネット等でのコンサート・チケット転売問題について
プロジェクト・チームを座長として立ち上げ、
その取組みが報道
されました。
コンサート業界も定価での転売を仲介するサイトを開設。
多くのファンが適正な価格でコンサート等のチケットが手にすること
ができるようしっかり対応をとっていきます。

（一般社団法人 コンサートプロモーターズ協会会長、
株式会社ディスクガレージ代表取締役社長）

今回は、
ライブエンタテインメント産業の健全な発展を国家施策として推進する
「ライブ・エンタテインメント議員連盟」
（会長：石破茂衆議院議員）
の事務局長、
山下貴司衆議院議員をお迎えし、
ネットダフ屋やボットによる大量買い占めを防ぐための
法的規制の必要性や、
その立法化に向けた動きの現状などをお聞きした。
t e x t：君 塚 太 p h o t o：小 松陽 祐（ O D D J O B LT D.）

チケットによる収益はアーティストや、次の世代を
育てる役割を担っている方に還元されるべき。
新たな法律が必要だという認識が
議員の間でも急速に広がっている

広く一般的に認知されたのは、昨年の 8 月

自身も変わっていかなきゃいけないという

くない。それを徹底的に知ってもらうこと

に 4 つの賛同団体（日本音楽制作者連盟、

ことが明確になってきました。それがまだ

が大事でしたが、これは意見広告の発表に

日本音楽事業者協会、コンサートプロモー

まだ完璧ではないですけれど、今回の「チ

よって、かなり浸透させることができたと

―これまで本誌でもたびたび取り上げて

ターズ協会、コンピュータ・チケッティン

ケトレ」のスタートにつながりました。

思います。

きたチケットの高額転売問題への具体策と

グ協議会）、アーティスト、フェスなどの

野村 チケット高額転売問題に取り組む

―確かに活動の第一歩としては大きな

して、6 月 1 日に公式チケットトレードリ

音楽イベントが連名で意見広告を新聞で発

にあたって、3 つのテーマを掲げました。

成果を得られたと思います。

セール「チケトレ」のサイトが正式オープ

表してからだと思います。その後、いろい

1 つは啓蒙活動。チケットの高額転売によ

野村 次は、やむを得ない理由で会場に足

ンしました。
「チケトレ」は、公的な書類

ろなメディアでも取り上げられて、日頃ラ

って、アーティストやライブの主催者、エ

を運べなくなった方々に対する対策。公式

で本人確認を受けたうえで、ファン同士が

イブエンタテインメントを楽しんでくださ

ンタテインメントに携わっている人々み

のリセールの環境はなかったわけですが、

券面額でチケットを取り引きできるサービ

っている方々からも幅広い意見が寄せられ

んなが本当に大きなダメージを受けてい

購入いただいた方がそのチケットを無駄

スですが、まずはサイトのオープンに至る

るようになりました。それらの声を、是非

るんだということを知ってもらう活動で

にしないように、どなたかに譲れるプラッ

経緯をおうかがいできればと思います。

も含めて受け止めたうえで、やはりどうし

す。高額で転売されているチケットは買っ

トフォームは必要だったわけです。これに

中西 最初にチケットの高額転売問題が

ても現状を見過ごすことはできない、我々

てほしくないし、もちろん出品もしてほし

ついては公式の「チケトレ」の運用がスタ
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その他
勉強会で現場のご意見を聞かせて頂いています！

尻海だんじり祭り

おかやま西大寺マラソン2017

千手山弘法寺 踟供養

たかしま音楽祭

第21回たまの・港フェスティバル

上南さつき展「山下貴司賞」

クールジャパン記者会見

憲法審査会

茂木政調会長申し入れ

司法制度調査会山本大臣申し入れ

