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政策や法案を発信し、まっとうな政治を取り戻す！
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政策や法案を発信し、まっとうな政治を取り戻す！
議員外交を展開 「米国・ベトナム出張報告」
チャイナフェスティバル２０１８開催！ 大盛況で終幕　　　　　　　　　　　　　
子どもたちの活動を応援！ 「第８回 COOL JAPAN DANCE SHOWCASE」開催
地元に根差した政治を実践！ 地元のみなさまと交流 国会見学 地元集会 随時開催
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」 「ミニ集会」　　
ともに新しい政治の形をつくる 「立憲パートナーズ」募集中！
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衆議院議員三期 あおやぎ陽一郎 「地域に根差し まっとうな政治をつくる」

国民の声に耳を傾け応えていく。経済は実感できる景気
回復を、社会には多様性を、地域には温かさを、そして
外交・安全保障は現実的に。
安倍自民党公明党政権の一連の不祥事やデタラメな国会
運営に厳しく対峙しまっとうな政治を取り戻すために、
私は国会・政党・地域・社会活動に全力を尽くします。
大島衆議院議長は安倍政権下で発生した公文書改ざんや
虚偽答弁、不適切データを指し「民主主義の根幹を揺る
がす問題」「立法府の判断を誤らせる」「議院内閣制の
基本的な前提を揺るがす」とした談話を発表しました。
さらに公約違反の参議院定数6増とカジノ解禁法を強行
に推し進めたことは言語道断、絶対に国民の理解は得ら
れません。
私は党行政改革部会長として「公文書改ざん防止法案」
「会計検査院機能強化法案」「公文書管理法改正案」
「情報公開法改正案」を取りまとめ行政監視機能の強化
と再発防止に向けて国会で議論を進めていきます。加え
て野党は批判ばかりという間違ったイメージをきっちり
払拭してまいります。（※法案成否表参照）
国会では、政権の都合で遅れた災害対策予算の早期実施、
実感なき景気回復の実情と消費増税の凍結、軽減税率の
問題点、労働力不足に対する外国人財受け入れなどきち
んと審議し必要な政策を手当てします。私は現在、決算
行政監視委員会筆頭理事、安全保障委員会、拉致問題特
別委員会に所属、党においては筆頭副幹事長として現場
感と大局観を持って国政に取り組んでまいります。
国会での質疑はインターネットでご覧いただけます。是
非ご覧ください。http://www.shugiintv.go.jp/jp/

議案に対する対応
（第196回通常国会）

議員立法提出実績
【195国会】
提出
本数

党の
政策 対案 委員長提案

・超党派

5 4 １ 0

【196国会】
提出
本数

党の
政策 対案 委員長提案

・超党派

４７ ２９ ３ １５

【合計】
提出
本数

党の
政策 対案 委員長提案

・超党派

５２ ３３ ４ １５

賛成 反対

閣法
・予算
 ・条約

５９ ３
（可決＝１
否決＝２）
　

うち修正案
を提出
したもの

７６％

１９ ２
（可決＝０
否決＝２）
　

うち修正案
を提出
したもの

２４％

2018.7.22（会期末現在）

議員
立法

（委員長提案含む）

１９ ０
８６％

３

承認
・承諾 ４ ０

0
１４％

合計 ８４ ３
７５％

２８ ２
２５％

決算 ２ ６

〒100-8982 東京都 千代田区 永田町 2-1-2
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TEL：03-3508-7245  FAX：03-3508-3515

〒240-0003 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 天王町 1-9-5
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● １９６９年８月２９日生まれ　家族 妻一男一女
● 衆議院議員三期　神奈川６区　(保土ケ谷区・旭区)選出　
● 党筆頭副幹事長　党神奈川県連幹事長　
● 衆議院決算行政監視委員会筆頭理事　
安全保障委員会　拉致問題特別委員会　委員

● 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

info@aoyagy.net
メールでのお問い合わせ

www.facebook.com/aoyagy.net
Facebook ページ

https: //aoyagy.net
ホームページ

@aoyagy (AOYAGI YOICHIRO)
Twitterアカウント

あおやぎ陽一郎の日々の活動や最新情報はWEBやSNSでチェック！

地域の課題やご意見を積極的に伺い、現実に即
した政治、現場に必要な政策を手当てする。
政治家に必要なことです。
地域で開催されるイベント、高齢者施設や子育
ての現場など様々な施設を時間のある限り訪問
しています。また街頭活動も続け、大小さまざ
まな集会も企画・実施しています。
地元のみなさまとの国会見学会も５０回を超え、
毎回心を込めてご案内しています。

また今年は 6 月に初の試みとして地元でパー
ティーを開催させていただきました。多くの皆
さまにお越しいただき大盛況で開催できました。
さらに９月には保土ケ谷区で活動する川島囃子
のホーチミン公演も実現し多くのベトナムの
方々に日本の文化を体感していただきました。
世界から注目されている日本文化を海外に紹介
する事業を具体的に進めています。
すべてのお申し込み・お問い合わせは、あおやぎ陽一郎
事務所まで（045-334-4110）

あおやぎ陽一郎の政治活動には、み
なさまのご協力やご支援が必要です。
どうか力をお貸しください。
応援よろしくお願いします！
地元の事務所はコミュニティカフェ
として一部開放しています。どうぞ
お気軽にお立ち寄りください！
各種お問い合わせは、あおやぎ陽一郎事務所まで

草の根民主主義をつくる、ボトムアップの政治
をつくる、そのための国民と党が連携する仕組
み、それが「立憲パートナーズ」です。
地域の課題、くらしの課題をみんなで議論し政
治を変える。

新しい政治の形をつくるチャレンジにあなたの
声を聞かせてください。
詳しくはあおやぎ陽一郎事務所（045-334-4110）
または立憲民主党公式HPまで cdp-japan.jp/partners

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」「ミニ集会」募集中！！

「立憲パートナーズ」募集中！ともに新しい政治の形をつくる

AED設置AED設置

秋祭秋祭

防災訓練防災訓練

ふれあい給食会ふれあい給食会

町内運動会町内運動会

夏祭夏祭

川島囃子ホーチミン公演川島囃子ホーチミン公演
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日々の街頭演説日々の街頭演説

ポスター掲示
場所のご提供
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地元に根差した政治を実践！
地元のみなさまと交流 国会見学 地元集会 随時開催

ミニ集会ミニ集会コミュニティカフェコミュニティカフェ
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