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国会議員として「この地に尽くす!」始動!
ご挨拶
　衆議院議員の国定勇人です。 
　先の衆院選では皆様お一人おひとりから真摯なる
ご支援を賜り、何とか衆議院議員という立場に就く
ことができました。心から御礼申し上げます。 
本当にありがとうございました。 
　初当選後、全く新しい環境の中にあって暗中模索
の日々が続いておりますが、皆様方との間に交わし
た唯一無二のお約束｢この地に尽くす！｣の実践のた
め、地元活動、国会活動、党内活動に精力的に取り
組んでまいります。 
　今般の選挙では私の力不足で小選挙区での勝利が
叶いませんでしたが、こうした｢この地に尽くす！｣
のための活動の積み重ね一つひとつが、次回総選挙
での捲土重来にも繋がることを固く信じながら愚直
に歩みを続けてまいりますので、皆様方におかれま
しては、変わらぬご支援を賜りますよう何卒、宜し
くお願い申し上げます。 
さて、大変遅くなってしまい、誠に申し訳なく思

っておりますが、この度、衆議院議員として初めて
の活動報告を作成致しましたので、ご笑覧いただけ
れば幸いです。 
　最後に、皆さまのご多幸、ご健勝を心より祈念申
し上げます。 

国会事務所（議員会館）開設!
衆議院第１議員会館の最上階 (12階 1220 号室 )
に国会事務所を開設し、国会 ( 東京 ) での活動
を支えるスタッフが加わりました！ 

中溝 篤司 政策秘書 （写真右）   
工藤 直美 秘　　書（写真左）   

年

号



・法務委員会　　　　　　　　  委員
・経済産業委員会　　　　　　  委員
・地方創生に関する特別委員会  委員
・政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 委員

・国会対策委員会　　　　　　委員
・デジタル社会推進本部　　　事務局次長
・競争政策調査会　　　　　　事務局次長
・情報通信戦略調査会　　　　事務局次長
・国土･建設関係団体委員会　 副委員長
・安全保障関係団体委員会　　副委員長
・地方総局･議員総局　　　　 次長

・ヘルス＆コミュニティ議連   事務局長
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地元からの要望を各省庁の幹部へ 
説明しお伝えしています。

～市長時代の経験を活かし、代弁者として奔走する毎日！～

＜ 衆議院 ＞

＜ 自民党 ＞

＜ 議員連盟 ＞

（撮影／農林水産省局長室にて）

地元の様々な団体の皆様から要望
をお受けしました。

（撮影／国会事務所にて）

自民党の様々な部会や勉強会に参
加し、これまでの経験を活かした
提言等をしております。

（撮影 / 自民党本部にて）

この地に尽くす!始動!「地方の声を国政に!!」国政活動

国会事務所の様子をご紹介
～国会見学と合わせて是非お越し下さい～

〒100-8981 東京都永田町 2-2-1
　衆議院第１議員会館 1220 号室
　　電話 / 03-3508-7131 
　　FAX/ 03-3508-3431

↑ 議員執務室

秘書執務室 →

応接室を兼ねております。 
写っていませんが、ミーティング
も可能なブースもあります

国会事務所の扉を開けると 
まずはこの部屋が現れます。

隣の隣は
岸田総理の
執務室。
さらに安倍元
総理の執務室
も有ります。
なかなか
緊張感漂う
12階です…。

て



　｢この地に尽くす｣ためには、その地域の
空気に直接触れることはもちろん重要です
が、地方行政と連携を取り合うこともとて
も大切です。 
　そこで、地元市町村と直接意見交換する
場を定期的に設けたいと思い立ち、お声掛
けさせていただいたところ、早速、三条市
の滝沢市長さんに快諾をいただき、記念す
べき第一歩を記すことができました。 
　三条市に続いて、田上町、加茂市とも地
域の抱える課題や今後の方針について意見
交換する機会を設けていただきました。 

選挙区内の各市町村との勉強会（意見交換会）で出されましたも
ののうち、個別具体の事案は国に繋ぎ、制度や運用を変えていく必
要のあるものは自民党内で議論を喚起するきっかけを作っていき、
或いは必要な人を結び付けるコーディネートをしてまいります。
　今回、快くご協力いただきました市長、町長をはじめとする各自
治体幹部職員の皆様に心から御礼申し上げます。
　今後は、新潟市、長岡市、見附市とも勉強会を実施する予定にし
ております。（次号に掲載予定）

　新潟市秋葉区は油田の井戸跡が多く、今でも油やガスが湧く場所があり、新潟
市は回収処分に毎年１６００～２０００万円の予算を充てて対処してきました。 
　しかし昨年から新たな場所からの噴出が確認され、信濃川など河川への流出を
防ぐため、油と水を分離する装置等、新たに約４０００万円の補正予算をつけて 
対応を強化するも、市職員から「このままでは年間７０００万円以上の処理費用 
が見込まれ負担しきれない」との声を受けて、地元選出の新潟市議会議員（阿部、 
栗原、林、東村）の皆様と現地を視察し、夏目久義秋葉区長をはじめ、市の担当 
職員と国の支援策を含めた今後の取り組み方法について協議しました。
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この地に尽くす!「地方自治体との勉強会（意見交換）」開催

滝沢　亮
三条市長

三条市の幹部職員の皆様との 
要望会の様子

田上町の幹部職員の皆様との
勉強会の様子

佐野 恒雄
田上町長

藤田 明美
加茂市長

加茂市の幹部職員の皆様との
勉強会の様子

お手持ちのスマートフォンを「カメラモード」 
にして下図の「ＱＲコード」を読み込むと、
日々の活動をブログで見ることができます！

国定勇人の活動はブログでも！

国定さんが
活躍している
場面が分かるわ！
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　皆様の負託に応える上で、党より課せられた最重
要課題があります。 
　それは国定勇人を通じての自民党員１０００名の 
獲得です。それを果たさなければ、党内で一人前と 
は見なされません。 
　国定勇人が党内から様々な政策を打ち出して実現 
させるには、国定勇人を通じて党員が増えていくこ 
とが必要なのです。それには、応援してくださる皆 
様にお頼りする他ありません。 
　　　　― 国定勇人にチカラをください ― 

「この地に尽くす！」いかなる時も皆様の気持ちに 
応えるという決意を忘れずに走り続けてまいります。
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党員登録（入党）のお願い
皆様のお力をお貸しください!
ー  皆様の負託に応える上で党より課せられた絶対使命  ー

国定勇人を通じての1000人の新規入党
■入党資格

■党員の種類

■入党方法（お申込み）について

政策や選挙区について動画で好評配信中!!

自民党の綱領や政策を詳しく知りたい方
は､自民党の公式サイトをご参照下さい。 

https://www.jimin.jp

まずは 自民党新潟県第４選挙区支部 または国定勇人事務所 まで ご連絡下さい
電話番号 ( 共通 )0256-47-1555 「入党申込書」を送付またはお届け致します

■一般党員

■特別党員

■家族党員 ■01 自民党総裁選挙投票権
　　 （有権者資格）
※総裁選挙の前年と前々年の２年継続
　して党員である必要があります。

■02 機関誌「自由民主」党員版
　　 をお届け

（※ 家族党員を除く）

■03 講演会等､各種イベント
　　 のご案内

満18 歳以上で 
日本国籍を有する方

「自由民主党のために、財政面で支援してあげよう」とお考えいただ
ける方のために、特別党員制度があります。 

家族に一般党員がいて、
同じ住所の方 

党費4,000円/年

党費20,000円以上 /年

党費2,000円/年

■党員特典

・わが党の綱領、主義、政策等に賛同される方
・満18歳以上で日本国籍を有する方
・他の政党の党籍を持たない方

一、 わが党は、民主主義の理念を基調として諸般の制度、機構を刷新改善し、 
　　文化的民主国家の完成を期する。 
一、 わが党は、平和と自由を希求する人類普遍の正義に立脚して、国際関係を 
　　是正し、調整し、自主独立の完成を期する。 
一、 わが党は、公共の福祉を規範とし、個人の創意と企業の自由を基底とする
　　経済の総合計画を策定実施し、民生の安定と福祉国家の完成を期する。

自由民主党「綱領」（立党時 /1955 年）

あなたのチカラが､この国のチカラになる。 
そして､国定勇人のチカラになる。 

※自由に決めていただけます

公 式 サ イ ト

国定勇人 公式チャンネル
「国 Channel」（くにちゃんねる）

チャンネル登録お願いします!

国定代議士の各種「SNS」や
「ホームページ」をチェックしよう!

＠kunisadaisato ＠kunisadaisato ＠kunisadaisato

国定勇人 公式サイト

https://kunisada-sanjo.com
（ホームページ）

広報板（ポスター）ご掲示にご協力いただける方は是非ご連絡下さい !
国定勇人事務所

（自由民主党新潟県第4選挙区支部）
〒955-0071 新潟県三条市本町４丁目９-２７  電話：0256-47-1555 FAX：0256-47-1544 
E-Maiｌ：officekunisada@sky.plala.or.jp
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