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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。
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「ボランティア」「ポスター掲示場所」募集中！！

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）

公式HP https://aoyagy.net

● １９６９年８月２９日生まれ（５２歳）　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共同委員長　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

info@aoyagy.net
メールでのお問い合わせ

最新情報発信中！あおやぎ陽一郎インフォメーション

あおやぎ陽一郎 動画チャンネル 検索

 　 本数 賛成 反対 賛成率
 閣法 62 46 16 74.19%
 条約 11 10 1 90.90%
 合計 73 56 17 76.71%
　  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

あおヤギさん
からの手紙

神奈川県議会議員
（保土ケ谷区）

もちづき聖子 森ひろたか 須田こうへい 大岩まさかず

横浜市会議員
（保土ケ谷区）

神奈川県議会議員
（旭区）

横浜市会議員
（旭区）

市・県・国、一体となって、山中竹春横浜市長を支えます。

衆議院議員 立憲民主党神奈川県連幹事長
神奈川６区（保土ケ谷区・旭区）総支部長

あおやぎ陽一郎

● 政府・与党が野党の提案を後追い！もう批判ばかりの野党とは言わせない！● 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

あおやぎ陽一郎が掲げるビジョンと5つの主要政策

多様性を認め合い、ともに支え合う共生社会をつくる。
国民のくらしを底上げし、

尊厳ある健康長寿社会を実現する。

● 労働分配率の推移 ● 物価、名目賃金、実質賃金、消費支出の推移
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１ いのちとくらしを守るコロナ対策・災害対策
● 大胆な危機管理投資で安全安心な国へ
● 専門家とデータ重視の科学的知見に基づくコロナ対策・
 災害対策の強化
● 医療崩壊ゼロを実現（日本版家庭医制度の整備（中面提出法案
 参照）、治療薬の早期開発と緊急使用（中面提出法案参照）・
 治療法の確立、水際対策の徹底）
● 感染防止と事業者・生活者支援、子どもを守るための
 大型補正予算の編成

３ 格差を是正し分厚い中間層を取り戻す経済対策
● 行きすぎた株主資本主義から公益資本主義へ転換（中面参照）
● 消費を喚起する人への投資・戦略的財政出動（消費税減税、
 最低賃金引き上げ、住宅・教育・医療・子育て・介護など
 ベーシックサービスの充実）　　　
● 労働分配率・所得再分配機能の強化

４ イノベーションを喚起するデジタル戦略・
 原発に頼らないエネルギー政策

● 健全なネット社会の形成（ネット差別・誹謗中傷・著作権
 対策）、高齢者から若年世代までだれもが利便性を実感できる
 デジタル社会
● インターネット投票で民主主義をアップデート
 （中面提出法案参照）
● 社会のデジタル化と再生可能エネルギーへの成長投資

２ 公平公正な政治・機能する行政
● 情報公開の推進　
● 公文書管理の徹底
● 公正な公務員人事制度への見直し

５ 現実的な外交安全保障・あらゆる外交努力を
 行う戦略的国際協調主義へ

● 健全な日米同盟が基軸、「近くは現実的に、遠くは抑制的に、
 国際貢献は積極的に」が基本
● グレーゾーン事態、宇宙空間・サイバー空間など新たな領域へ
 の対処能力向上
● 高額防衛装備品の調達（FMS）見直し、ソフトパワーの強化

（図表①）
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（出所）厚生労働省「毎月勤労統計」、総務省「消費者物価指数」「消費動向指数」

ビジョン

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予断を許しま
せん。政府は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を発令
し、国民の皆さまや企業・事業者の皆さまに感染対策と人
流抑制を要請しましたが、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いました。
　私たちは政府与党に対し、人流の抑制策とともに、ワク
チン接種、検査、医療提供体制、治療薬・治療方法の確立、
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、
国会としての役割を果たしてまいりました。
　同時に事業者、働く方、学生、生活困窮者の支援策を積
極的に提案してまいります。

　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
軽に何でもご相談ください。
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コロナ支援策や最新情報はこちらから

横浜市の新型コロナウイルス
ワクチン接種について 衆議院議員3期9年 あおやぎ陽一郎 ごあいさつ

国民の声に寄り添う政治を。 政策を示し国民の受け皿となる。

8.22 横浜市長選 
立憲民主党推薦 山中竹春初当選！
“ヨコハマ”新時代 山中竹春さんと一緒に創りましょう！ 

　私あおやぎ陽一郎は、これまで地元の衆議院議員として３期９年、地
域を歩き地元の声を聴き国会での質疑、政策提言と立法化に取り組ん
でまいりました。（図表①）
　特にこのコロナ禍において、地域の飲食店や事業者の皆さま、働く
方々、学生、子育て世帯や生活が苦しくなった皆さま一人ひとりの声に
応えられるよう課題の解決に向け、国会で一つひとつ答えを出してき
ました。（図表②）
　危機の時こそ政治の出番、困っている人に寄り添うことが政治の役
割、この姿勢は私の政治家としての原点であり、これからも変わること
はありません。
　アベノミクスが始まって９年、自民党は成果を強調しますが、賃金、所

得、消費に伸びはなく、実感なき景気回復と言われ、普通の国民、中小
企業、地域経済に恩恵はありません。
　そしてこの間、二回の消費増税が行われ、行き過ぎた株主資本主義
が進み、格差が広がり貧困率が増加したのです。（図表③・図表④）アベ
ノミクスからの転換が必要です。
　さらに、政権は統計データのかさ上げ、公文書の改ざん、不都合な情
報の隠ぺい、意図的な法解釈の変更、国会での虚偽答弁など権力の乱
用と言える事態を発生させています。
　私はこの秋の決戦に向け、コロナ禍そしてコロナ後の日本社会のあ
るべき姿を見据え、ビジョンを示し、政策を掲げ、公平公正な政治・行政
を実現してまいります。
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