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■ ごあいさつ　2016年の政治を展望する　
■ 維新の党　代表選挙で松野代表再選　新執行体制発足　
　 国際局長　財務局長　拉致問題対策本部長に就任
■ 国政報告会開催　ご参加ありがとうございました！
■ 国会活動　地元活動に全力！　
■ 国際交流活動を積極的に実施！
■ 子どもたちの挑戦を応援　キッズダンス大会を開催！
■ 若い世代と交流　「Ｍｙ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｌａｂ」を開催！　
■ 地元のみなさまと交流　国会見学会随時開催中！
■ あおやぎ陽一郎を応援してください！
　 「ボランティア募集」　「ポスター掲示場所募集」

〒100-8982 東京都 千代田区 永田町 2-1-2
衆議院第２議員会館1013号室
TEL：03-3508-7245 FAX：03-3508-3515

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 天王町 1-9-5 第 7 瀬戸ビル1F
TEL：045-334-4110 FAX：045-334-4113

横 浜 事 務 所  

国 会 事 務 所  

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
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募集中！！

タウンミーティング
My Policy Lab

国会見学会
随時開催！！
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● 衆議院議員２期
● 維新の党衆議院神奈川６区(保土ケ谷区・旭区)支部長
● 党神奈川県総支部代表　党国際局長　党財務局長　
党拉致問題対策本部長

● 衆議院安全保障委員会理事　拉致問題特別委員会理事　
● 2020東京オリンピック・パラリンピック
大会組織委員会顧問会議メンバー

● 元国務大臣政策秘書
● 横浜市立常盤台小学校　保土ケ谷中学校卒業　
● 日本大学高校　日本大学法学部卒業
● 早稲田大学大学院公共経営研究科修了

初当選から二期３年、一貫して政界再編を訴え、国民目線の政治、地
元とともに歩む政治家、身近で信頼できる政治家を目指し活動して参
りました。
「現場を歩き、地元の声、有権者の声を聴く」姿勢も貫いてきました。

維新の党は２０１４年９月、改革勢力を結集し自民公明に挑戦する受
け皿をつくること、日本にも政権交代可能な本格的二大政党政治を確
立することを目標に結党しました。
税金のバラマキや無駄遣いを排し、社会を硬直化させる規制を改め、
必要な新陳代謝を促し、将来への希望・社会の活力を生み出していく、
既得権と結びついている政治ではできない改革を実現するための政党、
それが維新の党であり私の政治活動の原点です。
昨年党が分裂したことは大変残念で申し訳ない事態ですが、私はこの
党を立て直し、政治活動の原点、維新結党の原点と信頼を取り戻し政
界再編に向けてこれからも行動して参ります。

昨今、自民公明政権の暴走ぶりが目立ってきました。緊張感を欠いた
政治は国民の利益につながらない。そして何よりアベノミクスで景気
回復の実感はありません。国民にとってより魅力的で期待感ある力強
い政治勢力・改革勢力を政界再編によってつくり上げる時がまさに来
ていると思います。

２０１６年は政界再編の再スタート。簡単な道のりではありません。
しかし何とかこの道を進めて参ります。安全保障、経済、財政、税制、
ＴＰＰ、社会保障など課題は山積しています。皆様の期待を取り戻し、
引き続き国会、地元、党、ライフワークである国際交流や子どもの活
動支援、スポーツ振興など全力で取り組みます。

ごあいさつ
　　2016年の政治を展望する　

国政報告会開催
ご参加ありがとうございました！
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維新の党　代表選挙で松野代表再選　新執行体制発足　
●国際局長  ● 財務局長  ● 拉致問題対策本部長
に就任

国会議員も地方議員も一般党員も一人
１票。維新の党初、政党史上初の代表
選挙を実施しました。松野代表が再選、
新役員も決定、私は国際局長、財務局
長、拉致問題対策本部長そして神奈川
県総支部代表として国会・党活動に臨
みます。
政党や政治家にとって大事なことは国
民との約束。維新の原点であるイノベ

ーション・既得権益を打破する改革を
成し遂げていきます。
「まず隗より始めよ」政治家自らが
「身を切る」覚悟が必要。国会議員定
数削減や給与カット、行政改革の断行
は待ったなしです。　改革に党一丸と
なって取り組んで参ります。
そして政策を掲げ改革勢力を結集し政
界再編で結果を出していきます。

１１月、岩間市民プラザで国政報告会
を開催いたしました。多くの方にお集
まりいただき、支えていただいている

ことをあらためて実感いたしました。
心より御礼申し上げます。今後も議員
としての説明責任を果たして参ります。

維新の党 衆議院
神奈川６区支部
あおやぎ陽一郎

機関紙

０13号

衆議院議員 Yoichiro AOYAGI

衆議院議員2期目　あおやぎ陽一郎

維新の党 衆議院 神奈川６区（保土ケ谷区・旭区）支部長

２０１６年　新春号

政治改革  行政改革  

構造改革　を断行する

「本気の改革政党」として
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あおやぎ陽一郎を応援してください！
「ボランティア」「ポスター掲示場所」大募集！

古い政治から新しい政治の流れに変えていく。今年は政界再編の再出発であり正念場。しっかりと役割を果たして参ります。

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！

昨年安倍政権は過去最長の通常国会で安
全保障関連法を強行採決しました。これ
ほどまで国民の理解が深まらない法律を
押し通したのは、まさに政権の暴走と言
えます。
その後、内閣改造をしながら臨時国会を
開かないというこれも憲法違反にあたり
ます。
私は衆議院平和安全法制特別委員会委員
として政府与党に対し国会質疑を通じて

積極的な論戦を挑んで参りました。今年
は安全保障委員会理事、拉致問題特別委
員会理事として単に審議拒否や反対を叫
ぶのでなく、責任政党の一員として対案
作りを行い、選択肢を示し、役割を果た
して参ります。

※質疑の動画は公式ホームページ
http://aoyagy.net
でご覧いただけます。

若い世代と共に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
で開催するトークイベント「Ｍｙ　Ｐｏ
ｌｉｃｙ　Ｌａｂ」。昨年は5月にシリ
ーズ第6弾「アイドル×政治」を開催。
選挙権年齢が18歳に引き下げられた今、

若い世代と政治をつなげるために、今年
も様々な取り組みを行って参ります。　

詳細はフェイスブックページで
https://www.facebook.com/mypolic
ylab

「地域のことは地域で決める、民間にで
きることは民間に任せる」を掲げる上で
地元をまわり、地域の意見をダイレクト
に聞くことはとても重要。地域で開催さ
れている様々な行事やイベント、お店な

どを積極的に訪問しています。
祭、神輿、餅つき、防災訓練、運動会、
スポーツ大会に文化祭、街頭活動など様
々。地域の皆様、これからもよろしくお
願いします。

おあやぎ事務所では、事務所作業のお手
伝い・ポスティングなどボランティアを
やって下さる方、ご自宅やお店の外壁、
駐車場のフェンスなどポスターを貼らせ

ていただける場所のご紹介、学生インタ
ーンを募集しています。応援よろしくお
願いします！　
詳しくはあおやぎ陽一郎事務所まで。

国会活動　地元活動に全力！

こんにちは。衆議院議員

若い世代と交流　
　　「Ｍｙ Ｐｏｌｉｃｙ Ｌａｂ」開催中！

地元のみなさまと交流　
　　　国会見学会随時開催中！　

私はライフワークである国際交流活動、
とくにアジアの地域との文化交流活動を
続けています。昨年６月は「ベトナムフ
ェスティバル２０１５」を開催、１８万
人の来場者を迎え大成功を収めました。
９月に「ワンアジアフェスティバル２０
１５」、１０月に「ベトナムフェスティ
バルｉｎ東北」、１１月には「日本ベト
ナムピアノフェスティバル」と多くの交

流事業を責任者として実施。経済や政治
の交流が一段と進む日本とアジアの友好
と理解を深める取組は多くの皆様から評
価をいただき、また楽しんでもらってい
ます。今年も多くの交流事業を開催しま
す。皆様是非ご参加ください。

詳細は公式ＨＰで　
http://www.vietnamfes.net/

大規模な国際交流活動を積極的に実施！
●ベトナムフェスティバル2015
●ワンアジアフェスティバル2015
●日本ベトナムピアノフェスティバル2015
などを開催。

フィリピン ガズミン国防大臣を表敬
【平成２７年８月】

中学校でダンスが必修科目になり地域で
もダンスを習う子どもたちが増えていま
す。
昨年の通常国会でダンス規制法（風営
法）が改正され、ダンスに対する社会の
関心や理解が高まっています。私は国会
でダンス文化振興議員連盟の発起人を務
め、ＮＰＯ法人日本ダンスミュージック
連盟の役員として、自ら中心となってダ
ンスを習う子どもたちに活躍の場を創造

するためキッズダンス大会を開催してい
ます。
昨年は７月に４回目の大会を横浜で開催、
１０月に５回目の大会を川崎で開催し、
どちらも大盛況でした。今年も子どもた
ちの熱い挑戦をお待ちしています！

詳細は公式ＨＰで
http://cooljapandance.com/

子どもたちの挑戦を応援　
　　　キッズダンス大会を開催！

です!


