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日本中を駆け回った第４８回衆議院総選挙
○政策責任者である
自民党政務調査会長として

１０月に行われた第４８回衆議院議員総選挙において、岸田文雄は自民党政務
調査会長として自民党三役として、
自民党の立候補者の応援のため全国を飛び回り
ました。公示後から数えてその数、都道府県数で言うと２８都道府県、候補者数だと
４８人にものぼります。
このため岸田文雄が自分の選挙区に入ったのは決起大会と最終日のマイク納め
の時だけで、合計３時間程度でした。
しかしこの努力の甲斐があって自民党の多くの候補者が当選しました。
これは今
後の岸田文雄の国政活動において大きな力となるでしょう。
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衆議院第一議員会館1222号室

昭和32年生まれ。早稲田大学法学部卒業後、㈱日本長期信用銀行等を経て、平成５年の衆
議院議員総選挙において初当選。以後８期連続当選中。
自民党青年局長・商工部会長・経理局長、建設政務次官・文部科学副大臣、衆議院厚生労働
委員長などを歴任後、平成19年の第一次安倍改造内閣において内閣府特命担当大臣（沖縄
担当など）
で初入閣。初代消費者行政推進担当大臣として消費者庁新設の土台を作る。
平成23〜24年にかけて党国会対策委員長として国会最前線で指揮をとり、与党に対して
厳しい国会追及を行い、解散に追い込む。
平成24年には保守本流の政策集団である
「宏池会」
の会長に就任する。
平成24年発足の第二次安倍内閣において外務大
臣として入閣。以降４年８ヶ月の長期間外務大臣を務
www.facebook.com/kishdafumio
め、その間オバマ米国大統領広島訪問などを実現さ
日々の活動写真を中心に更新しています
せ、連続期間・専任期間としては戦後最長の記録を立
てる。
また憲政史上初の外務大臣と防衛大臣を兼務。
平成２９年自民党政務調査会長に就任。党の政策
責任者として大きな期待と責任を担う。

岸田文雄フェイスブック

ケータイ

１１月２０日臨時国会での自民党代表質問で登壇し、安倍総理に質問をする

愛知県・熊田裕通
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