
立憲民主党、国民民主党、社会保障を立て直す国民
会議、無所属フォーラムの四党派による衆参国会
議員150名による新党「立憲民主党」が新たに発足
しました。
新党の代表には選挙の結果、枝野幸男衆議院議員
が選出され、政権交代を目指す決意を力強く宣言し
ました。
新型コロナウイルス感染症被害の拡大は世界に大
きな衝撃を与え、経済や社会の根幹を揺さぶり、資
本主義やグローバリゼーションの概念そのものの
変容を余儀なくされつつあります。この影響は広い
範囲で私たちの暮らしや仕事のあり方を根本から
見直す契機となっています。こうした危機に対して、
これまでの政府与党は、アベノマスクやＧｏＴｏキャ
ンペーンのタイミング、検察庁法の改正などに代表

される国民の声とかけ離れた対策を続け、多くの
国民の怒りと失望を生みました。　コロナ危機発
生後、我々野党は国民の日々の生活を支援するた
めに解決策を示し、政府与党に具体的な支援策を
働きかけてきました。例えば、定額給付金の対象を
国民一人10万円に拡大し、雇調金申請手続の書類
を大幅に簡略化し、助成率も引き上げました。さら
に緊急事態宣言発令後直ちに家賃支援の法案を野
党共同で提出するなど、いくつもの政策実現に尽
力してまいりました。
危機の時こそ政治の役割がある。有事の時こそ政治
の出番がある。
今こそ私たちは、国民に寄り添い「国民の共感」を
得られる政治、「国民の命と暮らし」を大切にする政
治を実現しなければなりません。そして国民のため
の新たな選択肢を創らなければならないのです。 
政党再編、新党結成は、まさにそのための行動です。
私は、この新党「立憲民主党」にすべてをかけて政府
与党を超える国民の危機の受け皿になる政党を創
ることを誓います。

立憲民主党 衆議院
神奈川６区総支部
あおやぎ陽一郎
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衆参150名で新党結成。
党名「立憲民主党」
代表「枝野幸男」に決定！

国民の命と暮らしを
大切にする政治を実現し、
国民の受け皿となる。

政治の責任で国民の暮らしと経済を守る！

立憲民主党 衆議院議員 
神奈川６区 総支部長（保土ケ谷区・旭区）
立憲民主党 衆議院議員 
神奈川６区 総支部長（保土ケ谷区・旭区）

❶提言「国民の共感と世代創造」 
若手議員の声をまとめ代表候補に手交。

❷第202国会開会
衆議院議院運営委員会理事・党国会対策委員会副委員長、
神奈川県連幹事長に就任。

衆参150名で新党結成。
党名「立憲民主党」 代表「枝野幸男」に決定！
あおやぎ
陽一郎
活動報告
あなたの声を国会に。 

横浜の未来のために。 
コロナ 支援策一覧・コロナ相談をお受けします。

カジノの是非は市民の声で　署名活動実施中！

公式HP SNS・動画チャンネル「あおチャンネル」発信中！
あおやぎ陽一郎インフォメーション



これからの時代に求められるのは、
大胆な意識改革と行動力、過去の
成功体験に縛られることのない柔軟な
判断力とリーダーシップ、多様な国民の想いを
受け止める想像力と共感力を持った政治家と政党です。
目指すは、世代を超えた「世代創造」による新しい政治の実現。
私たちが「世代創造」の先頭に立ち、日本の危機に立ち向かう覚悟です。
そのための政策、そのための党のあり方を示します。

第202国会が開会し、私あおやぎ陽一郎は、衆議院議院運営委員会
理事、党国会対策副委員長に就任しました。
また新たに11１名で発足した党神奈川県連幹事長も引き続き担いま
す。重責を担うことになりますが、すべてに於いて全力で取り組み、一
つひとつ結果を生み出してまいります。応援よろしくお願いします！

❶提言「国民の共感と世代創造」

❷第202国会開会

1. 政策
① 危機下での国民のくらしと事業を守るため、消費税を5％以下に減税する。
② 社会的機能を維持するための社会的予防的PCR検査の導入と財政措置及び
 コロナ感染者の入院医療体制の整備。
③ エッセンシャルワーカーに対するILOが提唱するディーセントワーク
 (働きがいのある人間らしい仕事)の促進。
④ 格差是正と持続可能な経済成長を実現する「日本版ベーシックインカム」の導入。
⑤ リーズナブルで質の高い医療を受けられる「日本版家庭医制度」の導入。
⑥ 出産・子育て・教育の基礎的費用の無償化。

2 .  党のあり方
① ベテランの経験を活かし、若手にチャレンジの場を。　
② デジタル変革を統括するチーム「DX推進本部」の設置。
③ 代表選挙のボトムアップ化とインターネット投票の実施。

3 .  選挙
◆ 政権に対し明確な対立軸を示し、その旗のもとに野党を結集する。
 現政権を超える新たな選択肢を創る。

あおやぎ陽一郎 ～活動報告～あおやぎ陽一郎 ～活動報告～

～新しい「くらし」の創造へ 

～世代創造による新しいコミュニティへ 

～政権交代を目指す

若手議員の声をまとめ代表候補に手交　

　　　　　　　　　衆議院議院運営委員会理事・
　党国会対策委員会副委員長、神奈川県連幹事長に就任。



事業主が休業させ、休業期間中の賃金の支払いを受
けることができなかった中小企業の労働者に対し、
当該労働者の申請により、月額賃金の８割を支給
(1日当たり支給額11,000円上限)給
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新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金・
給付金コールセンター
0120-221-276

持続化給付金事業
コールセンター
0120-115-570
03-6831-0613

全国商工会連合会
03-6670-3960

日本商工会議所
03-6447-5485

新型コロナウイルス
感染症
対応休業支援金

離職等により経済的に困窮し住居を喪失している方、
住居を喪失する恐れのある方を対象として給付金を
支援。 
支援期間： 3ヶ月間
（最長9ヶ月間、場合により2度延長可能）

各区役所生活支援課
生活支援係
旭区：
045-954-6104
保土ケ谷区：
045-334-6314

住居確保給付金

今年に入り、ひと月の売り上げのみでも、前年同月比
50％以上減少した事業者（フリーランスも対象）
法　　　人：上限200万円 
個人事業者：上限100万円

神奈川助成金センター 
045-650-2801 
雇用調整助成金
コールセンター 
0120-60-3999

一時休業等により労働者の雇用維持を図った場合、
休業手当等を一部助成 
１人１日：上限15,000円 
助成率：10/10（中小企業、非解雇等の場合）

一般社団法人
サービスデザイン
推進協議会 
0570-666-424 
042-303-9749

中小企業等が感染症の影響を乗り越えるためのハー
ドウェア（PC、タブレット端末等）のレンタル等も含
めた、ITツール導入を支援 
補助額：最大450万円 
補助率：類型により2/3、もしくは3/4

持続化給付金

持続化補助金

雇用調整助成金

その他の支援策や
最新情報はこちらから

IT導入補助金

家賃支援給付金
家賃支援給付金 
コールセンター
0120ｰ653ｰ930

月の売上が前年同月比で50％以上減少、または連続す
る3ヶ月の売上が30％以上減少したテナント事業者
給付額：6か月
　　　 月上限　法人100万円、個人事業者50万円
給付率：2/3～1/3

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を
乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援
【特別枠】
上限100万円
補助率：類型により2/3、もしくは3/4
【事業再開枠（通常枠・特別枠の上乗せ）】
上限50万円  補助率:定額（10/10）
【追加対策枠(通常枠・特別枠・事業再開枠の上乗せ)】
上限50万円  補助率：2/3、3/4 又は定額（10/10）

個人の皆さまへ

事業者の皆さまへ

あなたの声を国会に。 
コロナ 支援策一覧・コロナ相談をお受けします。

ご意見・お問合せは、衆議院議員あおやぎ陽一郎事務所まで何でもご相談ください。
　TEL: 045-334-4110　FAX: 045-334-4113　Mail: info@aoyagy.net



横浜の未来のために。
カジノの是非は市民の声で
署名活動実施中！

〒100-8982 東京都 千代田区 永田町 2-1-2
衆議院第２議員会館1013号室
TEL：03-3508-7245  FAX：03-3508-3515

〒240-0003 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 天王町1-9-5
第７瀬戸ビル1F
TEL：045-334-4110  FAX：045-334-4113

あおやぎ
陽一郎
事務所

info@aoyagy.net
メールでのお問い合わせ

www.facebook.com/aoyagy.net
Facebook ページ

https: //aoyagy.net
ホームページ

@aoyagy (AOYAGI YOICHIRO)
Twitterアカウント

あおやぎ陽一郎の日々の活動や最新情報はWEBやSNSでチェック！

instagram.com/aoyagy416
ins tagram アカウント

横 浜 事 務 所  国 会 事 務 所  
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● １９６９年８月２９日生まれ　家族 妻一男一女
● 衆議院議員三期　神奈川６区　(保土ケ谷区・旭区)選出　
● 衆議院議院運営委員会理事　
● 党国会対策委員会副委員長　党神奈川県連幹事長
● ベトナムフェスティバル事務総長
 チャイナフェスティバル事務総長
● 元国務大臣政策秘書　NPO法人役員　社団法人役員
● 横浜市立常盤台小学校　保土ケ谷中学校卒業
● 日本大学高校　日本大学法学部卒業
● 早稲田大学大学院公共経営研究科修了

コロナ禍で国民の暮らしは一変しました。今、政治の責任は
国民の命と暮らしを守ることです。このコロナ禍で、カジノは
リスク産業になりました。しかし、菅政権と林市長はカジノ政
策を見直すことをしません。カジノ誘致は、横浜の街の価値、
子どもの教育など各方面に大きな影響を及ぼす事業です。
カジノ誘致を止めるには、私たち政治家だけではできません。
市民の皆さまの声（署名）が必要です。
皆さまの声を集めるため、9月4日から11月4日までの二か
月間、カジノの是非を決める住民投票実施請求のための署名
活動が正式にスタートしました。
署名集めのためのサポーター＝受任者を中心に6万人超の
署名を集めます。
すべては横浜の未来のために。
青柳陽一郎事務所は署名スポットとして開設しています。
是非ご協力ください！

あおやぎ陽一郎 検索

あおやぎ陽一郎 公式 動画チャンネル 検索

国会質問は動画でご覧いただけます。公式HP https://aoyagy.net

チャンネル登録お願いします！【公式】青柳陽一郎 あおチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCTEGULXzBphDSUbUfqpi_DQ　

あおやぎ陽一郎インフォメーション
公式HP  SNS・動画チャンネル「あおチャンネル」発信中！

あおやぎ陽一郎事務所は、カジノ署名スポット・コロナ相談窓口として
開放しています。署名やお困りごとは、何でもお気軽にご相談ください！
お問い合わせは、あおやぎ陽一郎事務所まで 
（ＴＥＬ：045-334-4110 Ｅ-ｍａｉｌ：info@aoyagy.net）

コロナウイル
ス支援策

あおやぎ陽一
郎の活動

最新情報はS
NSで！


