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「タウンミーティング」
青柳陽一郎と「国会見学会」
若い世代と政治を考えるイベント
「My Policy Lab」
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国 会 事 務 所  
■第186国会の焦点
■衆議院所属委員会の活動報告
■結いの党神奈川県連が発足、会長に就任
■第2回クールジャパンフューチャーキッズダンスコンテスト2014開催
■国会見学会随時開催中
■My Policy Labを開催

私は、今国会から、衆議院外務委員会委員、
決算行政監視委員会委員、青少年問題特別委
員会委員、拉致問題対策特別委員会委員と四
つの委員会の委員として、また結いの党では
国際局長、国会対策委員会委員長代理、拉致
問題対策本部長として国会及び党で日々全力
で多くの課題に正面から取り組んでいます。
さらに政府与野党拉致問題対策機関連絡協議
会メンバーに就任しました。
外務委員会・拉致問題特別委員会では我が国の安全保障、国際情勢、
特に拉致問題、日本アセアン関係について問題提起を行い、決算行
政委員会では政府予算の適正化について厳しく質問、青少年問題特
別委員会では健全なインターネット環境の整備やダンス規制法改正
について取り上げ、さらに予算委員会、衆議院代表質問と連日連夜、
国会活動、国会質問を本格化しております。
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国政に全力で取り組む。
この国のかたちを変える。
国政に全力で取り組む。
この国のかたちを変える。

随時開催！！

「インターン」
ポスターを貼る場所を提供できる等の
「ボランティアスタッフ」

プロフィール

募集中！！

詳しくはあおやぎ事務所までお気軽にお問い合わせください。

特定秘密保護法を採択しました。現政権は、米国が懸念するほど、
中国韓国との関係で緊張をもたらしています。
私たち結いの党は、確実に暴走が始まった政権与党に対して、きち
んと歯止めを掛けていく責任ある野党として活動して参ります。

第１８６国会の焦点第１８６国会の焦点第１８６国会の焦点

第１８６回通常国会も平
成２６年度予算が過去最
大の総額９５兆８８２３
億円で戦後３番目の早さ
で成立し後半戦に入って
います。４月からは消費
税が８％に増税され、景
気の腰折れを大変心配し
ています。

政府与党の経済政策アベノミクス第一の矢、金融緩和は力強く放
たれたものの効果が切れつつあります。第二の矢、財政出動は公
共事業と基金頼みで未消化率が３～４割あり、効果が疑問視され
ています。肝心の第三の矢、成長戦略は具現化されていません。
法人税引き下げが決まらずＴＰＰ交渉も行き詰まり、さらに規制
改革は骨抜きで、矢は飛んでいません。政府与党は結局、私たち
の税金を取りやすいところから集め、自分たちのやりたいように
配る古い政治を相変わらず続けているのです。
必要な改革をきちんとやらなければ本格的・持続的な経済成長は
望めません。引き続き国会の場で政府与党の姿勢を問いただして
参ります。
後半国会の最大の争点は、集団的自衛権の行使を現行憲法下で可
能とするか、解釈改憲を実行するかが問われます。今の安倍政権は、
積極的平和主義を掲げ、国家安全保障戦略を策定し、新防衛大綱
を決定し、武器輸出三原則の見直しを閣議決定しました。さらに
昨年の臨時国会では、国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）を設置し、
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３月２９日（土）私が実行委員長を務める第２回クールジャパン
フューチャーキッズダンスコンテスト２０１４を全国から２２
チームの総勢２００名以上の参加で盛大に開催しました。中学校
でダンスが必修科目になりダンスを習う子どもが増加、通称ダン
ス規制法（風営法）の改正もいよいよ今国会で提案される可能性
が高まるなど、ダンスに対する社会の関心が高まっています。こ
のコンテストはダンス文化とダンスを習う子どもの健全な発展と
活躍の場を創造する目的で、多くの関係者のみなさまの協力を得
て開催しているダンスイベントです。
私は、国会で超党派のダンス文化振興議員連盟の発起人、そして
ＮＰＯ法人日本ダンスミュージッ ク連盟の顧問も務めています。
どのチームも練習の成果を発揮して素晴らしいパフォーマンスを
披露。参加してくれたチームのみなさんはじめ応援に来てくれた
みなさま、審査員やＤＪ、ゲストのみなさま、すべて笑顔で溢れ、
夏休みに開催予定の第三回に繋がる大きな成果となりました。
私も元気をもらいました！みんなありがとう！！

３月２８日（金）に、結いの党初の地方組織である神奈川県支部
連合会（神奈川県連）が国会議員３名、地方議員１６名で発足し、私、
青柳陽一郎が会長に、江田憲司代表が最高顧問に就任いたしまし
た。結いの党発祥の地、神奈川で一強多弱を打破する政界再編、
地域主権改革のうねりを興して参ります。県連会長として私に課
せられた最大の使命は、来年４月に迫った統一地方選挙で、現職
議員の当選はもちろん、有意な人材を発掘し党勢の拡大をはかっ
ていくことです。みなさまのご協力のもと、しっかり取り組んで
参ります。

こんにちは。衆議院議員 です。
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３月２８日　神奈川県連発足記者会見３月２８日　神奈川県連発足記者会見３月２８日　神奈川県連発足記者会見

１月１５日（水）、カルチュア・コンビニエンス・クラブコミュ
ニティフロアで、私が主宰する第５回 My Policy Lab「ゲーム ×
政治２.０」を開催しました。
若い世代と政治を考えるというコンセプトで毎回多彩なゲストと
旬なテーマで開催しているトークイベント。今回は、「選挙以外
で政治に関わるには？」をテーマにスペシャルゲストとして佐賀
県武雄市の改革市長、樋渡啓祐氏を迎えご講演いただきました。
参加者とのＱ＆Ａセッションも行い、毎回白熱した議論が展開さ
れます。
詳しいレポートはＷＥＢで発表しています。是非ご覧ください。
My Policy Lab は今後もさまざまなテーマで開催して参ります。

あおやぎ陽一郎事務所では、地元のみなさまとの交流を一層深め
るため、国会見学会を随時開催しています。数名の小規模なもの
から５０名程度の大規模なものまでご希望に応じて開催しており
ます。詳しくは、あおやぎ事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
みなさまのご参加を心からお待ちしております！
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