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衆議院本会議場

国会議事堂（正面） 衆議院本会議場　※議事堂内で唯一の撮影可能エリア

本会議場の天井

衆議院本会議場の広さは 774 平方メートルで 450 畳分もの広さがあります。

正面中央の議長席を中心として、左右に2列続いている席は、総理大臣や国務大臣の

座席となっています。本会議場の天井は美しいステンドグラスとなっており、自然光が会議

場を照らしていて電気をつける必要がない構造となっています。

16 年の歳月をかけて完成
歴史を感じる重厚かつ圧巻の建物。

国会議事堂は昭和11年（1936年）に16年の歳月をかけて完成した国内屈指の建築

物です。その姿は重厚にして豪華絢爛。美しい建物を目的に訪れる人々が後を断たな

い素晴らしい施設です。

国会議事堂の見所 日本における政治の中枢「国会議事堂」。
国会議事堂はだれでも見学でき、ひと目見たら記憶にきざまれる名所が満載。

国会は政治の歴史が凝縮
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中央広間
赤絨毯

板垣退助銅像 大隈重信銅像 伊藤博文銅像

吹き抜けで法隆寺五重塔がすべて収まる高さとなっており、
天井部分と窓にはすべてステンドグラスがあしらわれています。衆議院本会議場を出ると赤じゅうたんが敷かれた廊下が続きます。

この赤絨毯は国会内約 4キロメートルにわたって敷かれています。

銅像御休所
議会政治の礎を創ったとされる「板垣退助」、「大隈重信」、「伊藤博文」の
三体の銅像が中央広間の四方に配置されています。　　　　　　天皇陛下は開会式の当日にこの御休所に入られます。

最高の材料ですばらしい装飾がほどこされ、部屋全体が美術

工芸品のようです。

あかじゅうたん

ごきゅうしょ
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明治を訪ねる
議事堂見学・昼食 ▶ Ⅰ. 迎賓館 ▶ Ⅱ. 明治神宮

Ⅰ. 迎賓館 Ⅱ. 明治神宮

国会見学と周辺スポットへの観光。
心も体もリフレッシュするオススメの
観光コースを紹介します。

※議事堂以外の見学は、各自でご手配いただくか、ご利用する旅行会社等へご相談ください。

議事堂見学・昼食 ▶ Ⅰ. 手漉き和紙体験 ▶ Ⅱ. 江戸風鈴絵付け体験 ▶ Ⅲ. 飴細工体験議事堂見学・昼食 ▶ Ⅰ. 浜離宮 ▶ Ⅱ. 水上バス乗船 ▶ Ⅲ. 浅草散策

議事堂見学・昼食 ▶ Ⅰ. 日銀 ▶ Ⅱ. 国立印刷局東京工場

日本の手仕事

Ⅰ. 手漉き和紙体験【小津和紙】 Ⅲ. 飴細工体験【アメシン】

Ⅱ. 江戸風鈴絵付け体験
    【篠原まるよし風鈴】

隅田川水上散策

Ⅰ. 浜離宮 Ⅲ. 浅草散策

Ⅱ. 水上バス

お金を知ろう

Ⅱ. 国立印刷局東京工場
　 ☎03-5567-1102

写真提供：日本銀行

写真提供：国立印刷局

写真提供：小津和紙

写真提供：篠原まるよし風鈴

写真提供：アメシン

Ⅰ. 日銀
1909（明治42）年に東宮御所として建設された宮殿建築物
☎03-5728-7788

潮入の池と二つの鴨場をもつ江戸時代の代表的な大名庭園

中央区日本橋本町3-6-2
☎03-3662-1184

台東区台東4-25-10
☎03-3832-0227

台東区花川戸2-9-1
☎080-9373-0644

我が国唯一の中央銀行を見学
☎03-3277-2815

モデルコース
国会議事堂から足を延ばし小旅行

激動の明治時代の息吹を感じるスポットを散策

職人の技が息づく体験スポットにチャレンジ水面を眺めながら、東京のオアシスや名所を巡ろう

普段、何気なく使用しているお金の歴史を知ってみよう

6 7
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東京近郊にはオススメの観光スポットが満載！
地図を片手に話題のスポットに行ってみましょう！モデルコースMap

東京観光

公
園

体
験
ス
ポ
ッ
ト

社
会
科
見
学

公
共
ス
ポ
ッ
ト

　・議事堂から車で約5分❶ 警視庁本部　・議事堂から車で約5分
東京都千代田区霞が関２丁目１－１　☎03-3581-4321

　・議事堂から車で約10分❷ 気象庁　・議事堂から車で約10分
東京都千代田区大手町１丁目３－４　☎03-3212-8341

　・議事堂から徒歩10分❸ 最高裁判所　・議事堂から徒歩10分
 東京都千代田区隼町４－２　☎03-3264-8151

　・議事堂から車で約20分❷ 東京消防庁防災館（本所）　・議事堂から車で約20分
東京都墨田区横川４丁目６－６　☎03-3621-0119

　・議事堂から車で約20分❸ 国立科学博物館　・議事堂から車で約20分
東京都台東区上野公園７－２０　☎03-5777-8600

　・議事堂から徒歩5分❶ 憲政記念館　・議事堂から徒歩5分
東京都千代田区永田町１丁目１－１　☎03-3581-1651

モ
デ
ル
コ
ー
ス

近
隣
ス
ポ
ッ
ト

❶ 和船乗船体験　・議事堂から車で約 25分❶ 和船乗船体験　・議事堂から車で約 25分
江東区海辺 海砂橋際（横十間川親水公園）　☎03-3647-2538
 （江東区土木部河川公園課）

❷ ZAKUROらんぷ屋　・議事堂から車で約 30分　❷ ZAKUROらんぷ屋　・議事堂から車で約 30分　
東京都荒川区西日暮里３丁目１５－５　☎03-3822-0610

❸ SKY CIRCUS サンシャイン60展望台 ・議事堂から車で約15分❸ SKY CIRCUS サンシャイン60展望台 ・議事堂から車で約15分
東京都豊島区東池袋３丁目１－１　☎03-3989-3457

❶ 新宿御苑　・議事堂から車で約10分
東京都新宿区内藤町１１

❷ 小石川後楽園　・議事堂から車で約15分
東京都文京区後楽１丁目６－６

❸ 六義園　・議事堂から車で約25分
東京都文京区本駒込６丁目１６－３

明治を訪ねるコース

明治を訪ねる
議事堂見学・昼食 ■ 約 10分 ■▶ Ⅰ迎賓館 ■ 約 10分 ■▶ Ⅱ明治神宮

議事堂見学・昼食 ■ 約 10分 ■▶ Ⅰ浜離宮 ■ 約 5 分 ■▶
 Ⅱ水上バス乗船 ■ 約 40分 ■▶ Ⅲ浅草散策

隅田川水上散策

隅
田
川
水
上
散
策

議事堂見学・昼食 ■ 約 15分 ■▶ Ⅰ日銀 ■ 約 30分 ■▶ Ⅱ国立印刷局東京工場
お金を知ろう

お金を知ろうコース

議事堂見学・昼食 ■▶ Ⅰ小津和紙 or Ⅱ篠原まるよし風鈴 or Ⅲアメシン
日本の手仕事

東京

新宿

池袋

上
野 ❷
❸

❶

❸❶

❷

❸

❶

❷❸

ⅠⅡ
Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

❶

皇居

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

❷
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憲政記念館
議会制民主主義に関する日本の歴史を収めた記念
館です。

□予約
　不要
□開催日
　毎日（除：毎月末日・年末年始）
□所要時間等
　自由参観　30分～ 1時間
☎03-3581-1651

国立科学博物館
日本で唯一の総合科学博物館で、「日本館」「地球館」
の2つの展示場があり、体験コーナーもあり大人も子ど
もも楽しめます。

□予約
　団体は要予約
□開催日
　原則として、毎週火曜日～金曜日
　（年末年始・特別展開催時を除く）
☎03-5777-8600

警視庁本部
東京の安全を守る警視庁の通信指令センター（110
番受理）などを実際に見学できます。

□予約
　事前予約制
□開催日
　月曜日～金曜日
□所要時間等
　1時間 15分
☎03-3581-4321

東京消防庁防災館（本所）
模擬災害を体験しながら学ぶことで、もしもの時の防
災行動力を身につけましょう。

□予約
　事前予約制
□開催日
　毎日 (除：年末年始）
☎03-3621-0119

気象庁
広報室職員が説明する現場見学は完全予約制です
が、1階の気象科学館は予約なしで見学できます。

□予約
　事前予約制（５～ 15名）
□開催日
　月曜日～金曜日
□所要時間等
　30分
☎03-3212-8341

最高裁判所
裁判の仕組みや役割などに関する説明の後、最高
裁判所の大法廷を見学できます。

□予約
　事前予約制
□開催日
　火曜日・木曜日
□所要時間等
　50分
☎03-3264-8151

国会議事堂近隣で足を運べる
「博物館」「公共スポット」「公園」「体験スポット」を紹介します。
※最新情報はホームページなどでご確認ください。

近隣スポットのご紹介
国会議事堂近隣には見所が満載！

社会科見学 公共スポット

写真提供：憲政記念館
尾崎行雄像

写真提供：東京消防庁

地震体験

フタバスズキリュウの化石
写真提供：国立科学博物館 写真提供：最高裁判所

写真提供：気象庁

大法廷

マスコットキャラクター：はれるん
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☎03-3581-1651
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日本で唯一の総合科学博物館で、「日本館」「地球館」
の2つの展示場があり、体験コーナーもあり大人も子ど
もも楽しめます。

□予約
　団体は要予約
□開催日
　原則として、毎週火曜日～金曜日
　（年末年始・特別展開催時を除く）
☎03-5777-8600
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東京の安全を守る警視庁の通信指令センター（110
番受理）などを実際に見学できます。

□予約
　事前予約制
□開催日
　月曜日～金曜日
□所要時間等
　1時間 15分
☎03-3581-4321

東京消防庁防災館（本所）
模擬災害を体験しながら学ぶことで、もしもの時の防
災行動力を身につけましょう。

□予約
　事前予約制
□開催日
　毎日 (除：年末年始）
☎03-3621-0119

気象庁
広報室職員が説明する現場見学は完全予約制です
が、1階の気象科学館は予約なしで見学できます。

□予約
　事前予約制（５～ 15名）
□開催日
　月曜日～金曜日
□所要時間等
　30分
☎03-3212-8341

最高裁判所
裁判の仕組みや役割などに関する説明の後、最高
裁判所の大法廷を見学できます。

□予約
　事前予約制
□開催日
　火曜日・木曜日
□所要時間等
　50分
☎03-3264-8151

国会議事堂近隣で足を運べる
「博物館」「公共スポット」「公園」「体験スポット」を紹介します。
※最新情報はホームページなどでご確認ください。

近隣スポットのご紹介
国会議事堂近隣には見所が満載！

社会科見学 公共スポット

写真提供：憲政記念館
尾崎行雄像

写真提供：東京消防庁

地震体験

フタバスズキリュウの化石
写真提供：国立科学博物館 写真提供：最高裁判所

写真提供：気象庁

大法廷

マスコットキャラクター：はれるん
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新宿御苑
イギリス風景式庭園と日本庭園を巧みに組み合わせ
た西洋近代公園です。

□所在
　新宿御苑前駅
□入園料
　一般 200円、30名以上 150円

小石川後楽園
水戸徳川家の屋敷跡の回遊式築山泉水庭園です。
季節の花々が楽しめます。

□所在
　JR・メトロ飯田橋駅
　メトロ後楽園駅
□入園料
　一般 300円、20名以上 240円

六義園
柳沢吉保・岩崎弥太郎屋敷跡の回遊式築山泉水庭
園で、しだれ桜が有名です。

□所在
　JR・メトロ駒込駅
□入園料
　一般 300円、20名以上 240円

和船乗船体験
和船ならではの風情を味わえ、希望者は櫓漕ぎも体
験できます。

□所在
　江東区海辺
　海砂橋際（横十間川親水公園）
□料金
　無料
□開催日
　開催日はHPにて確認
☎03-3647-2538
（江東区土木部河川公園課）

ZAKUROらんぷ屋　
オスマントルコ時代から伝わるトルコの伝統工芸品、
モザイクランプを制作します。

□所在
　西日暮里（谷中銀座商店街）
□料金
　3,500 円～
□所要時間
　2～ 3時間
☎03-3822-0610

SKY CIRCUS サンシャイン ６０ 展望台
眺望を楽しみながら、VR（バーチャルリアティ）と
最新4Ｄ体験ができる「遊べる展望台」です。

□所在
　池袋・サンシャインシティ
　サンシャイン 60ビル・60F
□料金
　大人 1,200 円　子ども 600円他
　VRコンテンツ別料金
□所要時間
　体験コンテンツによる
☎03-3989-3457

公園 体験スポット

写真提供：江東区土木部河川公園課

写真提供：ZAKUROらんぷ屋　

写真提供：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台
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右）衆議院シャープペン
左）衆議院ボールペン

議事堂メモ帳

限定焼き（饅頭）

せんべい

国会議事堂で購入することができるお土産は非常に品揃え豊富なので
お土産を探すのも国会見学の楽しみの一つです。

日本における政治の中枢「国会議事堂」。
国会議事堂はだれでも見学でき、価値あるスポットが満載。

まずは「浅野さとし国会事務所」にお気軽にご相談ください。

※日程があえば、浅野さとし本人もご一緒させていただきます。
※参議院では、小中学生向けの体験プログラムも実施しています。
　詳細は参議院ホームページからご確認ください。（www.sangiin.go.jp）

衆議院議員 浅野さとし 国会事務所
〒100-8981
東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第一議員会館 406 号室
TEL:03-3508-7231　FAX:03-3508-3231

h17398@shugiin.go.jp

お問い合わせ・お申し込みは下記までお気軽にご連絡ください

歴代首相のクリアファイル

議員バッジあめ

国会議事堂のお土産一例
遊び心あるお土産を手に入れよう

国会見学のお申し込み方法
日本の政治の中心である国会議事堂が見学できます（所要時間：約60分）

浅野さとし
ホームページ

食堂：国会議事堂内・議員会館内で
食事をとることもできます。（平日のみ）

議員バッジネクタイピン

お茶

国旗ピンバッジ 日本酒「衆議院」

国会議事堂限定
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