横浜市長選挙日程確定！ 争点はコロナ・カジノ

政策の対立軸を示し、国民の受け皿となる。
立憲民主党は、いのちとくらし、経済を守ることを政治理念、政策

本数

賛成

反対

賛成率

閣法

62

46

16

74.19%

条約

11

10

1

90.90%
76.71%

し、国民の新たな選択肢となるようその実現に向けて取り組みを一
歩一歩進めてまいります。

合計

73

56

17

本数

成立

うち委員長提案

議員立法提出

46

18

17

議員立法継続

17

特に、私あおやぎ陽一郎が積極的に進めている政策として「医療の
民主化・日本版家庭医制度の整備」、「公益資本主義の推進」の立
法化に取り組んでいます。

（令和3年5月18日）

あおやぎ陽一郎 立憲民主党

自民党

支えあい・持続可能な共生社会

自助・自己責任社会

分散・分権型社会

中央集権 官邸主導

格差を是正する公益資本主義

検索

https://note.com/aoyagy/n/nd1f0336ce52f

● 公益資本主義を提言、
賃金と所得を増やし
中間層を取り戻す！
（令和3年3月16日）

（顧客 従業員 取引先
環境・地域 経営者・株主）

株主・大企業・外資・
資本家重視

暮らしと人への投資

(トリクルダウンによる
格差の拡大)

（所得を増やし消費を喚起する
ボトムアップ経済政策）

消費減税 累進課税の適正化
逆進性緩和 所得再分配機能強化

消費税依存
複数税率（軽減税率）重視

脱原発・再生可能エネルギー

原発依存・原発ベースロード電源

横浜にカジノ誘致反対

横浜にカジノ誘致賛成

公文書管理を重視

内容は

n ote「あおヤギさんからの手紙」

立憲民主党 衆議院 神奈川６区 総支部長（保土ケ谷区・旭区）

● あおやぎ陽一郎と自民党の対立軸

● 医療の民主化を提言、
日本版家庭医制度を創設し
国民本位の医療制度を
取り戻す！
n ote「あおヤギさんからの手紙」

衆議院議員

菅政権との対立軸、ウィズコロナ・ポストコロナにおける政策を示

内容は

０２6号

204通常国会 内閣提出法案等の賛否結果、提出・成立議員立法の結果について

の基軸に据えて、コロナ禍の時代を国民と共に乗り越えていきます。

検索

https://note.com/aoyagy/n/n82260f3d1154

公文書管理を軽視

現実的な外交安全保障政策・
戦略的国際協調主義

集団的自衛権行使容認・
敵基地攻撃の検討

最新情報発信中！あおやぎ陽一郎インフォメーション
公式HP ht t p s://aoy ag y.net

立憲民主党
衆議院
神奈川６区総支部
機関誌

■ 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置発令 いのちとくらしを守るコロナ対策を
■ あおやぎ陽一郎 国会活動報告
■ 必要な政策をカタチ（法律）で示す！

■ 政策の対立軸を示し 国民の受け皿となる
■ 最新情報発信中！ あおやぎ陽一郎インフォメーション

横浜市長選挙日程確定！ 争点はコロナ・カジノ
市長選は8月8日告示 8月22日投票で確定
立憲民主党は横浜市長候補に
山中竹春さんを推薦決定！
私たちの暮らしはコロナ禍で一変しました。

私たちは横浜の価値と文化を守るため、横浜市長選挙

地元を歩くと多くの皆さまから政府や横浜市のコロ

を戦ってまいります。

ナ対応に危機感が足りないという声、医療体制やワ

立憲民主党は山中竹春さんを推薦候補に決定しました。

クチン接種に不満や不安の厳しいご意見をいただき
ます。林横浜市長はそうした状況にもかかわらず、
あおやぎ陽一郎 公式 動画チャンネル 検索
https://youtube.com/c/aoyagy

note「あおヤギさんからの手紙」https://note.com/aoyagy

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SNSで！あおやぎ陽一郎事務所は、コロナ相談窓口として開放しています。
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）

AED設置

コミュニティカフェ

ポスター掲示
場所のご提供

プロフィール

● １９６９年８月２９日生まれ
（５１歳）

● 元国務大臣政策秘書
家族 妻一男一女
NPO法人役員 社団法人役員
● 横浜市立常盤台小学校
神奈川６区(保土ケ谷区・旭区)選出
保土ケ谷中学校卒業
● 衆議院議院運営委員会理事
● 日本大学高校
日本大学法学部卒業
● 党国会対策委員会副委員長
● 早稲田大学大学院公共経営研究科修了
党神奈川県連幹事長
● ベトナムフェスティバル共同委員長 チャイナフェスティバル事務総長
メールで のお問 い合わせ
i n f o @ a oy a g y. n e t
● 衆議院議員三期

会

事

務

所

横

浜

それでも菅政権と林市長、自民党横浜市議団はカジ

「カジノの是非を決める横浜市民の会」は、林市長

あおやぎ陽一郎の政治活動には、皆さまのご支援とご協力が必要です。
どうかお力を貸してください。応援よろしくお願いします！
お問い合わせお申込みは、あおやぎ陽一郎事務所まで。

国

て赤字に陥り、今や三密リスク産業になっています。

浜で暮らす市民に大きな負の影響を及ぼす事業です。

「ボランティア」
「ポスター掲示場所」募集中！！

〒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
T E L：03 -3508 -7245 FAX：03 -3508 -3515

います。世界のカジノ産業はコロナのまん延によっ

ノ政策を見直すことをしません。カジノは私たち横

あおやぎ陽一郎を応援してください！

あおやぎ
陽一郎
事務所

未だにカジノ誘致やオペラハウスの整備に注力して

事

務

所

〒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
T E L：045 -334 - 4110 FAX：045 -334 - 4113

横浜市長候補 山中竹春 (48歳）さん
山中竹春さんは、データサイエン
ティストとして、米国NIHや国立
がん研究センターで活躍してきま
した。
横浜市大教授としてコロナ抗体研
究で、メディアから注目されてい
るスペシャリストです。
コロナ危機を乗り越えていくには、
彼のような専門知識を備えたリー

と横浜市議会に対し、法定署名数の3倍を超える

ダーが横浜に求められています。

193,193筆の横浜市民の署名を提出し、住民投票

山中さんの挑戦を応援します。

を求める請求を行いました。これに対し林市長は、
住民投票は「意義を見出しがたい」という意見を付

プロフィールはこちら

ＨＰ https://takeharu-yamanaka.yokohama

し横浜市議会に条例案を提出、横浜市議会自民党公
明党は、深い議論も行わず、条例案（署名）を否決

まっとうな横浜市政を取り戻す！それは私たち政治家

しました。これは横浜市民の民意を踏みにじる行為、

だけではできません。

民主主義の根幹を否定する行為で、断じて許されま

皆さまの声そして投票行動が必要です。横浜の未来を

せん。

決めるのは「あなた！」です。

衆議院 議員三期 あおやぎ陽 一郎 https://aoyagy.net

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置発令

● オードリータン台湾デジタル大臣を招き、
科学技術イノベーション議員連盟
（会長：青柳）を主催。
（令和3年3月10日）

いのちとくらしを守るコロナ対策を。
新型コロナウイルス感染症のまん延は未だ終息せず、変異

あおやぎ陽一郎事務所は、コロナでお困りの方の相談をお

株によって感染拡大のスピードと重症化リスクが大きくな

受けしています。コロナ支援策の内容や手続きなどお気軽

っています。政府は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置

に何でもご相談ください。

を発令し、国民の皆さまや企業・事業者の皆さまに感染対
策と人流抑制を要請していますが、総理のメッセージが届
かず短期的な効果が減少してしまっています。
私たちは政府与党に対し、人流の抑制策とともに、ワクチ

同時に事業者、働く方、学生、生活困窮者の支援策を積極

横浜市

国会としての役割を果たしてまいります。

note「あおヤギさんからの手紙」

的に提案してまいります。

検索

https://note.com/
aoyagy/n/n0795c3f071be

コロナ支援策や最新情報はこちらから
国

水際対策に危機感と緊張感をもって取り組むよう強く求め、

横浜市の新型コロナウイルス
ワクチン接種について

神奈川県

ン接種、検査、医療提供体制、治療薬・治療方法の確立、

内容は

2021年3月11日
神奈川新聞

必要な政策をカタチ（法律）で示す！
● インターネット投票法案（令和3年6月11日）

あおやぎ陽一郎

国会活動報告。

立憲民主党、国民民主党共同でインター

インターネットやブロックチェーン、様

ネット投票法案を衆議院に提出。

々な技術を活用して、全ての選挙人の投

コロナ禍でも、これから数か月のうちに

票の機会を等しく確保することを目指し
ます。

あおやぎ陽一郎は、衆議院議院運営委員会理

党においては、拉致問題対策副本部長、カジ

横浜市長選挙、衆議院総選挙が実施され

事、党国会対策副委員長として、国会の最前

ノ対策副本部長として大きな課題の解決に向

ます。全ての有権者が投票する機会を等

線で活動しています。国会で開かれる本会議

けて取り組みを進めています。さらに、党神

しく確保することは極めて重要です。

や委員会の設定、提出法案や条約のヒアリン

奈川県連幹事長として114名の国会・県会

グなど様々な仕事に対応しています。特に政

・市町村議会議員とともに地域の意見、政策

府の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置は、

要望、市長選挙や自治体議員選挙を取りまと

議院運営委員会で政府から内容を聴取し、国

めています。緊張感をもって全力で仕事をし

超党派の議員立法で宇宙資源法を提出

権が曖昧でした。

会としての責任を果たしています。

てまいります。

し可決。

こうした状況を打破すべく宇宙資源法

アルテミス計画への参画、民間宇宙事

を起案し、事業者の権利と国の責務を

業者の登場、宇宙飛行士の活躍、宇宙

明確にしました。

旅行への期待など宇宙分野の開発に期

私も提案者の一人として委員会で答弁。

待が高まっています。一方、法的担保

宇宙分野への民間の活動促進を期待し

がないために、宇宙資源の定義や所有

ます。

● 衆議院議院運営委員会理事として
国会の最前線で仕事を行う。
政府の緊急事態宣言に対する質疑
菅総理にコロナ感染対策を問う。

● 予算委員会で質疑に立つ。
赤羽国土交通大臣に
カジノ問題を問う。
（令和3年2月26日）

● 日本版ＥＵＡ整備法案（令和3年6月8日）

（令和3年2月2日）

● 経済産業委員会で質疑に立つ。
梶山経産大臣にコロナ支援策を問う。
（令和3年4月2日）

「新型インフルエンザ等治療用特定医薬品

が緊急時に未承認の医薬品の使用を許可し

の指定及び使用に関する特別措置法案」通

たり、既承認薬の適応を拡大する制度

称日本版ＥＵＡ整備法を衆議院に提出。

「Emergency Use Authorization：

新型コロナウイルス感染症のまん延に対し、

EUA」があり、有事の際、迅速に治療薬

イベルメクチンなど治療用特定医薬品の緊

が供給されます。

急指定と使用に関し、必要な法律上の措置

日本ではこうした制度がありません。今回

を定め、現在のコロナ治療の穴をうめるも

の措置で平時からパンデミック等の非常事

のです。

態を想定した対策が講じられるようになり

例えば米国では、食品医薬品局（FDA）

ます。

● 日本版家庭医制度整備法案（令和3年6月10日）

すべての国会質疑は
動画でご覧いただけます

日本版家庭医制度整備法案を国会に提出。 療養と医療のカベ、予防と医療のカベ、
国民一人ひとりが、かかりつけ医を持て

衆議院インターネット審議中継

介護と医療のカベを無くして国民本意の

るようにし、コロナ対応、ワクチン対応、 医療制度の再構築を目指します。

検索

https://www.
shugiintv.go.jp/jp/

● 宇宙資源法 衆議院内閣委員会（令和3年6月10日）

2021年2月3日
毎日新聞

2021年4月4日
神奈川新聞

2020年12月3日
神奈川新聞

生活習慣病対応などきめ細やかな医療を
受けられるようにする法案です。

