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　新年あけましておめでとうございます。

　昨年の総選挙では、皆さま方からの力強いご

支援のおかげにより、初当選を果たすことがで

きました。また、12月の経済産業委員会では、

初めての質疑に立つことができました。改めま

して、皆さま方のご支援に心より感謝を申し上

げます。

　昨年の国会を振り返りますと、「共謀罪」法

案の強行成立や野党の分裂など、野党が国民の

皆さまの期待にしっかり応えることのできな

かった課題の多い年でした。

　しかし、政治への「不信・不安・不満」を「信頼・

安心・満足」に変えるための近道はありません。

私は今年も『現場主義』を貫き、皆さんの声を

いただきながら、信頼できる政治をめざし活動

にまい進してまいります。

　本年もよろしくお願いいたします。

初当選後に議員バッジを受けとった直後に撮影＝
11/1、国会議事堂内

週末はスポーツ少年団の活動状況を視察

第195回特別国会（11/1～12/9）で
浅野さとし議員が所属した委員会

●浅野議員が所属した
　3つの委員会について説明します。

経済産業委員会1

原子力問題調査
特別委員会2

災害対策
特別委員会3

衆議院議員

初冬、早朝に登校する高校生を

見た。そういえば気温が10℃以

下になると頭が冴えると知り、よく暖房を切って受

験勉強をしたものである。小さな工夫の積み重ね

が確実な成長をもたらす。新年を迎えるにあたり、

改めて肝に銘じたい。　　　　　　　　　　　（A）

編 集 後 記

浅野さとし浅野さとし

　11月1日から12月9日まで39日間で特

別国会が開かれていました。浅野さとし議員

はこの間、特別国会の対応が多く、ほぼ毎日、

茨城と東京を往復する日々を送っていました。

　地元の皆さんからよく聞かれる質問として、

「浅野さんの姿が見えないけど、国会議員に

なって何しているの？」に答える形で浅野さ

とし議員のある日のスケジュールから、「国会

議員の1日」をご紹介します。

　なお、週末も各種イベントやスポーツ少年

団の活動状況などを見させていただき、地元

の状況などを知るとともに、地元の皆さんと

意見交換をさせていただきました。
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電車移動（東京→日立）
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Time table

6：40 ～ 7：50 駅立ち

8：20 ～10：20 電車移動（日立→東京）

10：30 ～11：30

11：40 ～12：00

13：00 ～13：30

挨拶回り

同僚議員と面談

特別国会「開会式」

14：00 ～14：30 省庁担当者と打ち合わせ

15：00 ～17：00 地元政治団体と政策懇談会

1982年9月25日生まれ（35歳）

青山学院大学大学院修了、㈱日立製作所日立研究所、

日立製作所労働組合研究所支部執行委員、

衆議院議員大畠章宏秘書、2017年10月の第48

回衆議院議員総選挙において比例復活で初当選。

家族は妻と娘の3人家族。日立市在住。

プロフィール

1日1日 謹賀新年謹賀新年

浅野さとし後援会「発会式」のご案内
■と 　 き　 2018年2月3日（土）10時～
■と こ ろ　 ホテル天地閣（住所/日立市旭町2-6-13　電話/0294-22-0188）
■問合せ先　 浅野さとし後援会事務局  Tel.0294-21-5522

衆議院にある17の常任委員会の1つ。

主に経済産業省の担当分野について審査・調査する。

特別委員会とは衆議院において特に必要があると認められた場合に

設置される委員会。現在、衆議院においては9つの特別委員会が

存在する。本委員会では原子力に関する諸問題を調査する。

原子力問題調査特別委員会と同様の特別委員会の1つ。

災害対策を樹立する。

国会議員 の



ものづくりに携わる者の働き方が大き

く変化していく中にあっても、働く人

の「雇用と生活」は国が責任をもっ

て守っていくべきである。働く人を守

る法律やルールの見直しにむけて、

組織横断型の対策チームをつくり計画

的に検討をすすめてもらいたい。

初登院  第195回特別国会
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 浅野議員 初質問で経産大臣を質す!
「技術革新が進んでも『雇用』守る制度が必要」

　10月10日公示、22日投開票の日程で施行

された第48回衆議院総選挙において大畠章宏

前衆議院議員の後継として茨城県第5選挙区か

ら立候補し、多くの皆さま方のご支援のおかげ

で56,098票をいただき、比例北関東ブロック

で初当選を果たすことができました。

　11月1日に第195回特別国会が召集され、

その日だけ通ることが許される国会議事堂正面

から入場し、議員バッジを受け取りました。

　その後、初めての衆議院本会議に臨み、大島

理森衆議院議長（自民党）、赤松広隆衆議院副

議長（立憲民主党）、安倍晋三総理大臣（自民党）

が選出されました。

　また、所属委員会が決定され、経済産業委員

会、原子力問題調査特別委員会、災害対策特別

委員会に所属することが決まりました。

　誰もが安心して働き、安心して暮らすことの

できる共生社会の実現をめざし、働く者の声・

産業の声・地域の声を各委員会の中から届けて

まいります。

大畠前代議士から浅野代議士へバトンタッチ！

清々しい快晴のもと、国会議事堂噴水前にて

皆さまの負託にしっかりと応え、
新しい力で未来をひらいていきます！

初めての登院ボタン！緊張しました！

初心を忘れず、より良い社会の実現に全力で取り組んでまいります!

　改めて、ご支援をいただいたすべての皆さま

に心からの感謝を申し上げるとともに、ご期待

に応えるためにより一層の精進を重ねていくこと

をお誓い申し上げます。

●浅野さとしからのメッセージ

衆議院経済産業委員会

56,098票を得て初当選!  議員活動スタート!

【衆議院インターネット審議中継】
http://www.shugiintv.go.jp/jp/

　浅野さとし衆議院議員は12月1日、国会議員に初当選してから約1ヶ月で初質問に立ちまし

た。浅野議員は所属する衆議院経済産業委員会において、世耕経済産業大臣や宗像特許庁長官、

安藤中小企業庁長官などに対して、働く仲間の皆さんや地域の中小企業経営者の皆さんの声を

代弁することも考え、現場の実態を交えながら30分間質問しました。

▶ 開会日：2017年12月1日（金）

▶ 場　所：衆議院 第12委員室

▶ 答弁者：世耕弘成経済産業大臣

　　　　  宗像直子特許庁長官

　　　　  安藤中小企業庁長官など

浅野

今後は人工知能やロボットによって

様々な仕事が自動化されていき、働く

人が求められるスキルも変わっていく

と考えている。そういう中で、従来

のような省庁縦割りではなく、省庁

が連携しスピード感をもって取り組ま

なければいけない。

日本は特許の出願数などでアメリカや

中国に大きく遅れをとっている現状が

ある。優れたサービスとともに優れた

製品を生み出すため研究開発税制を

活用することが必要だ。ものづくり分

野の税制拡充も検討していただきた

い。

浅野

研究開発税制は企業が自分たちだけ

の努力で製品をつくろうとするだけで

なく、組織の枠組みを越えた技術の

結集を推進している。今後は税制の

利活用状況を把握するとともに、有

識者などの意見を聞きながら検討して

まいりたい。

事業承継税制の見直しは多くの中小

企業経営者が見守っている現場の状

況がある。是非とも中小企業の経営

者の立場に寄り添った制度にしていた

だきたい。

浅野

中小企業が抱える近年の人手不足問

題は、大変重要な問題だ。中小企業

や小規模事業者の方々にとって利用し

やすい制度になるよう検討し、実施し

ていきたい。

※下記サイトに動画があります。

　せ　こう

むなかた

浅野さとし衆議院議員 世耕弘成経済産業大臣

世耕
大臣

世耕
大臣

世耕
大臣
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