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離島を訪問し住民の意見に耳を傾ける

個人事業を営む皆様との意見交換

大野敬太郎 Profile

若手経営者と香川の未来を議論
（講師：木原誠二副大臣）

農業生産者との意見交換

大野敬太郎 ＷＥＢ
http://keitaro-ohno.com/

≪略歴≫
昭和４３年１１月１日生まれ。さる年さそり座Ｏ型。丸亀在住・本籍豊浜。座右の銘は先
憂後楽。好きな作家は塩野七生と司馬遼太郎。特技は楽器演奏。好物は子供の好きそ
うな食べ物。坂出附属中（ブラバン）・丸亀高校（テニス・器械体操）・東京工大卒・同大
学院修士修了、後に東京大学博士号取得。富士通研究所、米カリフォルニア大学バー
クレー校客員フェロー、東京大学産学官連携研究員などを経て、想いを持って政治の
世界に。防衛庁長官秘書官や議員秘書を経て自民党衆議院議員候補者公募に応募。
自民党香川３区支部長就任。２０１２年の第４６回総選挙にて初当選。現在当選２回。
≪現在≫
・ 【衆議院】外務委員会・財務金融委員会・地方創生特別委員会
・ 【自民党】農林副部会長（財務金融・国防副部会長兼任）をはじめ、国際局次長、中
小企業調査会会長補佐、雇用問題調査会幹事、国家戦略本部主査、科学技術イノ
ベーション戦略調査会事務局次長、知的財産戦略調査会事務局次長など。
・ 【議員連盟】人口減少対策議連事務局長。農村基盤整備議連ため池小委員会事
務局長。和の住まい議連事務局長。保険議連、証券議連、サービサー議連の各事
務局次長。フランス議連事務局次長やイスラエル議連事務局長など。
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自民党香川３区支部長

衆議院議員

大野敬太郎
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国家の品格の著者、
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育 改革の議 論をし ソン・キム米国務省北朝鮮
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ポスター掲示や新聞配布等につき、地域
でお世話頂ける方を募集中です。
ForumK の正規会員を下記の通り随時募
集中です（入会申込書有り）。
 法人特別会員 一口月１万円
 法人会員 一口年５万円
 個人会員 一口年１万円
ご協力賜れば誠に幸甚です。宜しくお願
いします。詳しくは WEB か事務所にご一報
下さい。スタッフがご相談に上がります。

地元は隈なく
歩くという現場
主義を徹底する。
アイディアと気付きの宝庫だから。

西讃地域は太宝会、中讃地域は大志会と
して、地域や日本のあるべき姿をご来場いた
だいた皆様と共に議論する会です。奮ってご
入会ご参加ください。
・ 開催：年 2 回（基本 7 月と 11 月）
・ 懇親会付きの勉強会
・ 年会費 1 万円
・ 現在 100 人前後が参加（会員数約 500）
・ 事務所までご連絡いただければ入会申
込書をお届けします。

時事問題や政治動向を大野独自の視点で
いち早く不定期で皆様にメールニュースとし
てお届けしております。入退会は自由で、も
ちろん無料です。ご関心のある方は是非お試
し下さい。
お申し込みは、ご氏名（必須）、ご住所、会
社名、メールアドレス（必須）を添えて、「メー
ルニュース希望」と題して下記のアドレスまで
メールにてご一報ください。

marugame@keitaro-ohno.com

