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「 現 場 」の 声 を 届 け た い 。
当選から１年。〜皆さまのご支援に感謝申し上げます！〜

ていくためにも、引き続き、国内産業の「現場の声」を
国政の中で代弁してまいります。
一方、所属政党については、野党再編の大きなうね
りの中において、新党「国民民主党」の結成を経験する
こととなりました。支援者の皆さまから多くの叱咤激
励をいただきながらの船出となりましたが、驕りや慢
心がはびこる現在の国会に健全な緊張感を取りもどし、
国民生活に寄り添う政治を実現するためにも、２年目
はより一層気を引き締めつつ、一所懸命に取り組んで
まいります。
最後に、これから各級選挙が続く期間が始まります。
本年 12 月の茨城県議会議員選挙をはじめ、来年４月の
▲衆議院本会議場に初登壇（4 月 3 日）

統一地方選挙、来夏の第 25 回参議院選挙では、多くの
仲間が挑戦をいたします。国民の皆さまからいただく

日頃の諸活動へのご理解とご協力に感謝申し上げま

「現場の声」を各級議会に届けるため、国民民主党が公

す。昨年の 10 月 22 日に応援いただいている皆さまの

認・推薦する候補者へのご支援を心よりお願い申し上

お力によって国政へ送り出していただいてから１年が

げます。

経過いたしました。これまで第 195 回国会（特別国会）
と第 196 回国会（通常国会）の２度の国会を経験させ

衆議院議員

ていただきましたが、その活動の途中でも多くの皆さ
まから温かい激励やご助言をいただき心より感謝申し
上げます。
この１年間、私は「ものづくり」の現場から国政に送
り出された身として、主に経済産業委員会を中心に活
動させていただきました。産業界が直面している人手
不足や中小企業支援策、そして将来にむけた開発投資
の促進など、現場で働く皆さまからいただいた声を、
政府に直接伝えられるよう努めてまいりました。国会
での議論を通じて感じたのは、中国をはじめとする世
界のものづくり産業が、非常に速いスピードで変化・
進化を続けている現実です。日本のものづくり産業が
グローバル社会の中でしっかりとした存在感を発揮し

▲日立市、海岸一斉清掃に参加
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第197回国会 開会！
10 月 24 日、第 197 回国会（臨時）が召集されま
した。会期は 12 月 10 日までの 48 日間です。所属
委員会は、前国会と同様に下記の通り拝命しました。
◆経済産業委員会
◆原子力問題調査特別委員会（理事）
◆災害対策特別委員会

第197回国会提出予定法案（一部抜粋）
1

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の
一部を改正する法律案

→外国人労働者の受け入れを拡大するために、新たな在留
資格を設け、一部の対象者に事実上の永住を認める。

2

漁業法等の一部を改正する法律案
（約70年ぶりの改正）

→漁業の生産性を高めるために、船のトン数規制から漁獲
量による管理に転換し、船の大型化を可能にする。漁業
の新規参入・規模拡大を促進し若者の参画を促す。

3

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る
海域の利用の促進に関する法律案

→洋上発電の導入拡大を図るために、促進する海洋区域を指
定し、長期にわたり海域を占有できる手続きを創設する。
▲外国人労働者受け入れについてのヒアリングの様子

今国会のテーマひとつひとつが大変重要で国民生活にも影響が大きいものですが、国民視点に立ち、
有意義な議論を進めていきます。

政府へ要請

外国人労働者問題

被災農業者支援の取組み

誰もが安心して働ける環境整備を

9 月末に発生した非常に強い勢力の台風 24 号は、
猛威をふるい、育成中の秋野菜やパイプハウス等へ深
刻な被害を受けました。10 月 9 日には茨城県から、
農業者の速やかな営農再開に向けて、再建・修繕への
助勢についての要望を受けました。
至急、農水省担当者に対し、現時点で検討している
対策方針を聞き、茨城県やＪＡ農協の方々の切実な声
を伝えました。

10月29日、自民党の厚労部会で出入国管理法改正
案が了承されました。一方で国民民主党内においても
連日真剣な議論を行なっています。
現在、国内にはすでに260万人以上の外国籍の人々
が暮らしておりその大半は働いています。今回の法案
は、新しく日本に来る人々のことばかりが注目されて
いますが、在日の外国籍の皆さんの事も考えていかな
ければなりません。
性別や世代はもちろん、国籍にも関係なく「誰もが
安心して働ける環境」の構築をめざして引き続き議論
に臨んでまいります。

▲国会事務所にて、農水省担当者へ要望を伝える浅野議員

結果、10月31日に「台風24号により被災した農業
者に対し、農産物の生産・加工に必要な施設の復旧及
び施設の撤去を緊急的に支援します。」との報告を受
け、被災農業者支援の一助となりました。
今後も「現場の声」大切に行動し、皆さんのご期待
にお応え出来るよう取組んで参ります。
2

▲プロジェクトチームで発言する浅野議員
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「浅野さとし君を育てる会」 記

念 講 演 会 開 催

9/29（土）日立市にあるシビックセンターマーブルホー
ルにおいて
「浅野さとし君を育てる会」
を開催しました。
第一部では、大畠章宏前代議士のご挨拶、そして国民
民主党の玉木代表をお招きし「日本と政治の未来」と題し
講演いただきました。
第二部のレセプションのオープニングは、地元の幸町
助川ばやし保存会の軽快な演奏で始まり、日頃より支援
していただいている皆さまと終始和やかな時間を過ごす
事ができました。

▲玉木雄一郎代表にお越しいただきました

▲幸町助川ばやし保存会の皆さんとの共演
（写真中央が浅野議員）
▲大畠前代議士のご挨拶

お忙しい中お越しいただいた皆さま、お越しいただけ
なかった皆さま、ご支援いただいている全ての皆さまに
感謝申し上げます。これからも、
「現場主義」を貫き、安
心と活力に満ちた日本をつくるために、精進を重ねて参
ります。

PHOTO NEWS

▲国道沿いで街頭活動を行いました。見
かけましたらお気軽にお声掛けくだ
さい。

▲地元の方々との意見交換会を定期的に
実施しています。
ご希望の方はお気軽
に日立事務所までお問合せください！

▲芸術の秋、
文化の秋。
東海村文化祭2018
に立ち寄りました。
出品者の方々のパ
ワーに圧倒されました。

▲BSの報道番組に初めて出演しました。
今後とも、物事を分かりやすく伝えら
れるよう努めます。

▲広島県に入り災害復旧ボランティア活動
を行いました。党を挙げて全力で支援活動
に取組んで参ります。
（写真左：浅野議員）

▲元職場(日立研究所)の、大先輩の皆さ
ま方。地方活性化について有意義な議
論をさせていただきました。

▲石上としお参議院議員に茨城県までお
越しいただきました。今後支援の輪を
広げる活動を一緒にしていきます。

▲日立市ふれあい運動会では視覚や聴覚
に障害をお持ちの方より貴重なご意見・
ご要望をいただきました。

▲FMひたち（82.2Mz）にて午前8：19と午後5：
49に収録内容を放送中です！事務所には9月
末までの間インターン生が実習に来ました。
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団体、個人問わず見学を歓迎します！
国会議事堂の内部を見学してみませんか？

ひら

■平日以外、土日の見学もご相談に応じます
■所要時間は約1時間・バス無料駐車場有り
■平日は、事前予約で議員会館内の食堂利用可
約1年間で、1,500名以上の方に国会へ来ていただいており
ます。学校や会社、町内会のイベントなどでお越しいただく
方も沢山いらっしゃいます。
▶お申込み・お問合せは、浅野さとし後援会事務所まで！◀

【参観順序（一例）】
ごきゅうしょ

集合ロビー

御休所

INFORMATION

新 しい 力 で
未 来 を拓 く

インフォメーション

中央広間

衆議院議員
法隆寺の五重塔が入る高さ！

国会議事堂へ出発！

天皇陛下のお部屋

記念撮影

前庭

本会議場

最後は国会をバックに
パチリ！

都道府県の木があります！
茨城の木を探してね

畳450枚分の広さ！
ここで法律が決まります！

あさ

の

浅野さとし
生 年 月 日 1982 年 9 月 25 日
経

㈱日立製作所日立研究所

浅野さとし後援会は、

日立製作所労働組合研究所支部執行委員

新規会員を募集しています！
浅野さとしと一緒に、地域に寄り添い、
明るい未来をつくっていきましょう！ 一口1,200円より
後援会入会をご希望の方は、氏名・ご住所・電話番号をTEL
又はFAX、メールにてお知らせください。
あらためて事務局から、会則・会費納入先などをご連絡させて
いただきます。 お申込み先⇒⇒浅野さとし後援会 日立事務所

広報板設置ご協力のお願い
ポスター（右）を掲示していただ
ける方を探しています。所有地（空
地や畑など）やご自宅の塀などに
設置してくださる方がいらっしゃ
いましたら、浅野さとし後援会日
立事務所までお気軽にご連絡くだ
さい。スタッフがすぐにお伺いしま
す。ご協力宜しくおねがいします。

第 48 回衆議院議員総選挙で初当選
所属委員会 経済産業委員会委員
原子力問題調査特別委員会理事
災害特別委員会委員
趣

味 ランニング、音楽鑑賞、
カフェ・書店めぐり

家 族 構 成 妻と娘の 3 人家族
日立市在住

ホームページ https://www.asanosatoshi.com/

〒317-0071 茨城県日立市鹿島町 1-11-13
友愛ビル 1 階
TEL 0294 -21- 5522
FAX 0294 -21- 3014
Mail：asano@asano-ofﬁce.net
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衆議院議員 大畠章宏 秘書

浅野さとしの活動は、
「浅野さとしホームページ」
や各ＳＮＳにて随時情報発信中！
ご覧ください。

広報板大きさ 90cm×90cm

日立事務所

歴 青山学院大学大学院

ご意見・ご要請

浅野さとし後援会

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
Mail：g17398@shugiin.go.jp
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