
■ ごあいさつ
神奈川県連代表に就任 理念と政策を共有し一丸となって闘う県連に
みなさん、こんにちは。青柳陽一郎です。
この度、立憲民主党神奈川県連に所属する議員による県連代表選
挙が行われ、私が新代表に選出されました。100名を超える議員
が所属する大きな組織を預かる事になり、その職責の重さに身の
引き締まる想いです。統一地方選挙を迎える多くの仲間を支援し
ていきたい、自分にその役割があるのであれば、それは挑戦すべ
きと決断しました。
党内の活力を高め、統一地方選挙の勝利に向けて先頭に立つ覚悟
です。
野党の役割は与党を目指すこと。この意識を共有していく。
そのために理念と政策、対立軸を示し、一人でも多くの国民の皆
さまに届けていく。国民の皆さまの声を聴き、政策を磨き、共有し、
ともに歩んでいく。それが党勢拡大につながる道だと思います。

立憲民主党 衆議院
神奈川６区総支部長
（保土ケ谷区・旭区）

衆議院議員 よういちろう

私が目指す神奈川県連とは
○理念と政策の共有と行動  ○クリーン・フェア・オープンな運営
○皆さまの提案を実現していくチームづくり

政策の対立軸を示し、国民の受け皿となる
「あらゆる世代の幸せをつくる」政策の3本柱
○ 健康長寿社会をつくる！
 ● 必要なときに必要な医療が受けられる安心の医療体制を構築
 ● 予防・医療・介護の壁をなくし、健康で長生きできる医療体制を構築
 ● かかりつけ医の役割やプライマリケアを医療の中心にきちんと位置付け、
 不安を解消する医療体制を構築

○ 積極財政・人への投資で所得と賃金が上がる経済政策に転換する！
 ● 株価優先、株主優先の経済政策から従業員、取引先、下請け、地域、環境を大事にする
  公益資本主義（所得格差の是正とゆがみを正す分配）へ
 ● 物価高・消費不況・暮らしの底上げのための時限的消費税減税
 ● 国内産業の多様性の確保、中小企業や地場産業の支援強化、価格転嫁できる仕組みを構築
 ● 最低賃金引き上げ、保育士・介護職員の確保充実のための処遇改善

○ 教育と子育てへの徹底投資を実現する！
 ● こども子育て政策を一元化し、子育て世帯、ひとり親世帯への支援拡充、児童の安全確保、
  教育費の負担軽減（教育無償化・まなびの保障）を実現
 ● 将来世代委員会を設置し、環境、財政、教育など必要な政策を提言
 ● 基礎→応用→実用→普及→社会還元の好循環（イノベーション）を生み出す科学技術に
  徹底投資、研究者への支援強化
 ● 教員の環境改善（やりがい）と人材確保
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● １９６９年８月２９日生まれ（5３歳） 家族 妻一男一女
● 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

● 衆議院議員４期　党神奈川６区（保土ケ谷区・旭区）総支部長　
● 党神奈川県連代表
● 衆議院内閣委員会筆頭理事
 科学技術・イノベーション特別委員会委員
● 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

info@aoyagy.net
メールでのお問い合わせ

■ あおやぎ陽一郎インフォメーション■ あおやぎ陽一郎インフォメーション
あおやぎ陽一郎の活動・最新情報はHP/SNSで！

■ 写真で紹介する地元活動

日中国交正常化５０周年記念　
日中交流フェスティバルを事務総長として開催。
今年は日中国交正常化50周年の記念の年です。50周年を
記念して9月24日25日、東京代々木公園で、日中交流フェ
スティバル2022を実行委員会最高顧問の福田康夫元総
理、実行委員長の宮本雄二元大使とともに事務総長として
開催いたしました。日中の人的往来や交流は二年半にわた
りコロナウイルスの影響で、その機会を失ってきました。
またそれ以上に両国間には政治課題をはじめ様々な問題
や懸案があることは事実です。両国の国民感情も良好とは
言い難い状況です。
しかしそれでも隣国である日本と中国が交流を通じて、お
互いを知る機会をもつことはとても大事で必要です。

50周年を節目に外務省はじめ多くの関係者の皆さまのご協
力をいただき、また出演者や出店者の皆さんの熱意をささ
えに、大型の記念イベン
トが実現できたことは大
きな意義があると思い
ます。私も微力ながら自
身の役割を自覚し、日中
の交流と関係改善に力
を尽くしてまいりたいと
思います。

地元企業オープニングイベント

駅前街頭活動

地元まつり

地元企業視察

国会見学会 相鉄・東急 レール締結式

参院選

愛知視察 八丁味噌の角久

防災訓練 地元の方とのBBQ 地元の方との意見交換会 世話人総会



衆議院議院運営委員会筆頭理事から内閣委員会筆頭理事へ
議院運営委員会筆頭理事として国会の最前線で与野党交渉の先頭に立ち質疑を行う
新たに内閣委員会筆頭理事として内閣の重要法案、重要課題に対応する

ベトナムフェスティバル２０２２を共同委員長として開催。

私はこれまで議院運営委員会筆頭理事として
仕事をしてまいりました。議院運営委員会は国
会の会期や本会議の議題、提出法案審査、コロ
ナにおける政府の基本的対処方針（まん延防
止等重点措置・緊急事態宣言）の聴取、国会議
員の身分に関する件などあらゆる重要事項を
決定する委員会の責任者を務めてきました。
また、筆頭理事として具体的な成果と実績（ウ
クライナ大統領国会オンライン演説、ロシア
に対するウクライナ侵略非難決議、ＩＰＵ国会
ジェンダー配慮意識調査、官報のペーパーレ
ス化）を残すことができ、国会内外から評価を
いただきました。さらに決算行政監視委員会
では、鈴木財務大臣と物価高問題と円安につ

いて、萩生田経産大臣と物価特にエネルギー
価格、中小企業の価格転嫁対策について有意
義な議論ができたと考えています。
今国会からは、新たに内閣委員会筆頭理事に
就任しました。内閣委員会は政府・内閣の重要
法案を審議する委員会で、所管省庁は、内閣
府・内閣官房・人事院・国家公安委員会・デジタ
ル庁・こども家庭庁と幅広く、加えて所管事項
は、経済安保・女性活躍・新しい資本主義・コロ
ナワクチン等々多岐にわたり、松野官房長官
はじめ７大臣と質疑論戦を行います。引き続き
大役重責を担うことになりますが、精一杯頑
張り役割を果たしてまいりたいと思います。

新型コロナウイルスがまん延して二年半、私
たちの暮らしや仕事、コミュニケーションの
カタチは変わりました。特に海外との交流は
人の往来が停滞し、大きな打撃となりました。
日越関係も例外ではありません。日本で暮ら
す外国人、ベトナム人の皆さんも不安が続き
ました。しかしそうした中にあってもベトナム
フェスティバルは「食」・「伝統芸能」・「音楽」・
「観光」など様々なベトナム文化の「今」を紹介
するイベントとして、多くの皆さんの熱意に
よって開催を続けてまいりました。
今年は２年ぶりに代々木公園で開催、３年ぶり
にベトナムからトップアーティストが来日、３

年ぶりに１００ブースを超える出店でご来場の
皆さまをおもてなし、開会式には多数のご来
賓の皆さまにお越しいただき激励を頂きまし
た。会場に溢れた活気と笑顔は私たちにとっ
て何よりの喜びです。
コロナの収束に光が見えてきたいま、日越文
化交流の象徴として、新しいスタイルのフェス
ティバルを示すことができました。
来年は日越外交関係樹立５０周年のアニバー
サリーイヤーです。一層の交流の深化に尽く
していきたいと思います。来年またお会いし
ましょう。シン カム オン!

ベトナムに出張してまいりました。今回は①運
営と設立にかかわっているホーチミンの大学
HUTECH（ホーチミン工科大学）とVJIT（日越
工科学院）の理事会評議会への出席と特別講
義②日越関係５０周年に向けてベトナム外務
副大臣との面談③国際教育機構が実施する
JICA草の根支援事業「日本型幼児教育確立プ
ロジェクト」の開始式典での講演という三つ
の目的でホーチミン、ハノイを訪問。短い滞在
でしたがとても有意義な出張となりました。
まずホーチミンではHUTECHでベトナムの高
度産業人材育成に向けた取り組みを確認し、
日本の教育機関や企業との提携、政府の方針
と入管政策について意見交換を行いました。
またVJITの特別講演として日本社会の現状と
課題、ベトナムの若者に期待することとして
講義を行いまいした。好評？のため、学長から

特別客員教授の辞令をいただきました。
ハノイに移動し、ベトナムVu外務副大臣と面
談。来年の日越外交関係樹立５０周年に向けて、
文化交流、経済交流、政党間交流を加速してい
くことで合意。日本とベトナムの戦略的パート
ナー関係を確認し、さらに深化させていくこ
とを約束。有意義な会談となりました。
また、学校法人国際教育機構が実施するJICA
の草の根協力支援事業「日本型幼児教育確立
プロジェクト」のスタートを記念して、ベトナ
ムの子どもたちにベトナム語に翻訳された日
本の絵本４０００冊の贈呈式で祝辞を述べまし
た。絵本と読み聞かせはベトナムではまだ馴
染みがありません。読み聞かせは読解力を深
め、想像力を高め、情操教育に有効です。プロ
ジェクトが成功し子どもたちと一緒に育って
いくことを祈念します。

認定NPO法人 ICA文化事業協会会長に就任
ICA文化事業協会（ICAジャパン）は、1980年
より、世界の途上国を中心に貧困消滅、自然
環境保護、女性と子どものエンパワメントな
どの事業を外務省やJICA、現地の政府と協
力して実施している国際NGO団体です。
世界48か国に支部やメンバーがいて、地域
の人々が主役となって、活力となる経済、生
きがいのある生活、平和な地域を目指した活
動を行っている歴史と実績、国際ネットワー
クのある団体です。
この度、私が会長に就任することになりまし
た。

今後ICAの活動を持続可能なカタチにする
ために尽力してまいります。国際活動、国際
支援、ボランティア活動にご関心のある方、
ぜひご連絡ください。

ベトナムを訪問、HUTECH大学 VJIT校で講演（２０２２年９月２２日 ホーチミン）
外務副大臣と面談 JICAプロジェクト式典であいさつ（２０２２年９月２３日　ハノイ）

ゼレンスキー ウクライナ大統領 
国会オンライン演説を初めて実現

あおやぎ陽一郎 新聞記事掲載情報

決算行政監視委員会委員で質疑
物価高・円安・中小企業対策を問う

ナンシーペロシ米国下院議長と面談  流動化する国際情勢を共有

立法活動を推進　衆議院に法案（コロナかかりつけ法案・インターネット投票法案）提出

神奈川６区（保土ケ谷区・旭区）統一地方選挙候補予定者の紹介
神奈川６区

（保土ケ谷区・旭区）
統一地方選挙候補予定者

の紹介。 

保土ケ谷区 県議会議員

もちづき聖子
旭区 県議会議員

須田こうへい
保土ケ谷区 市会議員

森ひろたか
旭区 市会議員

大岩まさかず

県政 県政 市政 市政

保土ケ谷区 県議会議員 もちづき聖子
旭区 県議会議員 須田こうへい
保土ケ谷区 市会議員 森ひろたか
旭区 市会議員 大岩まさかず

■ 国会活動報告

■ 国際交流活動を積極展開！

日本議会初 IPU（列国議会同盟）
ジェンダー意識調査を実施 報告書公表

議運で質疑 政府のコロナ対策を問う




