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　あさの通信をお読みいただいている皆さまに新春
のお慶びを申し上げます。2020年は新型コロナウイ
ルス感染症に多くの人々が悩まされましたが、昨年
は、医療現場や中小企業のほか、人々の暮らしを底
支えするため57兆円もの大規模な補正予算を成立さ
せました。医療現場等で不足していたマスク等の医
療資機材の補てんや企業の運転資金などに効果が発
揮されましたが、全体として感染症の収束には至っ
ておらず、本年はワクチン接種や抗ウイルス薬の実
用化と国全体への普及を何としても前進させなけれ
ばなりません。そのためにも財政は機動的に、対策
は集中的に実施するよう政府に働きかけてまいる
所存です。
　また昨年は、産業界に大きな影響を及ぼす脱炭素
化にむけた新たな挑戦が始まりました。茨城５区に
もエネルギーに関係する施設や事業拠点が集積して
おり、現場で働く方々の声にも耳を傾けつつ、将来
を見据えた現実的な視点から議会活動を進めてまい

ります。加えて、アフターコロナ社会では健康と教
育がきわめて重要な課題になっていくと感じてお
り、過度な医療費負担を防ぐ総合合算制度の実現や
デジタル教育の推進、教育政策の充実に向けた取組
みをこれまで以上に進めてまいります。
　さて、衆議院の任期も残すところあと10か月を切
り、２期目への挑戦が近づいてまいりました。本誌
２ページ目以降では、過去３年間の印象的な出来事
を掲載させて頂きましたが、これまで支えていただ
いた皆さまのご期待に応えるためにも、残り10か月
間は全身全霊のラストスパートで頑張りたいと思い
ます。皆さまのご健勝とご多幸を祈念申し上げると
ともに、共にラストスパートを駆け抜けていただけ
ますことを切にお願い申し上げます。

衆議院本会議での質疑に臨む（2020.4.3） 臨時国会での登院（2020.10.26）
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衆議院議員

コロナを乗り越え、２期目に向かってラストスパート！
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2017年～
　　2020年

浅野さとし
（56,098票　北関東比例）

̶ 緊張しましたが国会での第一声！ ̶
　私は、これまで電機産業の一企業で研究
者として働きながら、日本のものづくり、そ
してグローバル市場における厳しい競争現
場に身を置いてきました。また同時に、労働
組合の活動や国会議員の秘書としての仕事
を通じて、懸命に働く人々の生の思いを聞
いてまいりました。こうした現場の声を政治
に反映させて、誰もが将来展望とやりがい
を持って働き、安心して暮らせる社会実現
に貢献していきたいと考えております。

初代会長には大畠前議員が就任しました。

11月1日（水）
第195回（特別会）がはじまり

国会初登院！

\  　　　　　/
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皆様に支えられて
あっという間の
３年間でした。
活動内容を抜粋し
てご紹介します。

議員活動をスタート！

浅野さとし議員 世耕経済産業大臣

見解を求める
浅野さとし議員

原子力規制委員会
更田委員長

\12月1日（金）/
経済産業委員会にて初質問

　医療従事者の
皆さまより労働
環境改善や医療
体制強化などに
関する要望書を
受け取り、政府
に届けました。

　当選から半年、
初の代表質問に
登壇！ IoT投資促
進のために人材
確保・育成につい
て具体的な支援
を求めました。

\ 4月3日（火） /
初の本会議登壇

\ 2月3日（土） /
浅野さとし後援会が設立

\  　　　　　/10月22日（日）

第198回国会 平成最後となる第198回国会が
150日間の会期で召集されました。

\ 1月28日（月） /

衆議院本会議場で発言する
浅野議員

\ 6月8日（金） /
地域医療の充実をめざす

　茨城県と
の意見交換
会に出席。
今後も県と
連携しなが
ら取組んで
まいります。

\ 6月20日（水） /
茨城県との意見交換会

国と県との連携の在り方に
ついて意見を述べる浅野議員

　西日本豪雨の被害を受けた地域に出向
き、復旧ボラ
ンティア活
動に参加。
迅速な災害
対応に全力
を尽くしま
した。

\ 7月21日（土） /
復旧ボランティア活動

広島市において土砂撤去の
ボランティア活動に参加

要望書を受け取る浅野議員
（右手前から3番目）

　働き方改革関連法案の対案などの法案提
出者として国民の皆さんに新たな選択肢を
提示するため積極的に取組みました。

\ 5月8日（火） /
初の議員立法提出

夏休み国会見学会

多くの皆さ
ん

にご参加い
た

だきました
。

　北海道胆振東
部地震の影響で
大規模な停電が
発生。自然災害
にも耐えうる強
靭な連携線確保
など原因究明と
対策を議論しま
した。

\ 9月6日（木） /
自然災害対策を議論

　当選から1年が経過しました。国民生活に寄り
添う政治を実現するため、より一層気を引き締

め活動する事を誓いま
した。

\ 10月24日（水） /
第197回国会

　原子力規制委員会より報告を受けた上で、使
用済核燃料の低害化・減容化に向けた取組みに
ついて質問をしました。

\ 11月29日（木） /
原子力問題調査特別委員会

\ 3月2日（土） /
全ての納税者の声を代弁！

\ 5月1日（水） /
「平成」から「令和」へ

経産省、北海道電力からのヒアリング
の様子

　地元日立市に
て「浅野さとし
君を育てる会」
を開催。参加者
の皆さまより多
くの激励をいた
だきました。

\ 9月29日（土） /
「浅野さとし君を育てる会」を開催

地元支援者との共演（写真中央が浅野議員）

－国民生活に寄り添う政治の実現－

　衆議院本会議において代表質問に臨み、医療体制の
整備について※トリ
アージの促進と財政
支援を訴えました。
→政府は「軽症者は
自宅やホテルで療養
とする」基準通達を
自治体へ通知。

　マスク不足解消に向け、マスク製造装置における国
内生産能力強化策として、設備導入補助金の引き上げ
を求めました。
→政府から「補助金上限額 3 千万円を最大 2 億円に引
き上げる」方針を引き出しました。

　150日間の会期で、第201回国会が召集され、1月末には
新型コロナ感染症の対策が急務となりました。

　新型肺炎の影響
で業績が悪化した企
業への支援、検査機
器の開発加速、マス
ク供給体制の強化を
訴えました。

\ 10月4日（金） /
第200回国会 

自然災害により被災した
農業者の営農再開に向
けて農水省に対し要望を
伝える浅野議員

党税制調査会の役員と
して、2019 年税制改
正に向けた税制要望の
ヒアリングを実施

　外務・農水・
経産連合審査
において、計3
回質疑に臨み
ました。

国務大臣へ質問
をする浅野議員

　国会が始まり間
もなく、東日本を中
心とし台風による
水害が発生。茨城県
内の状況把握と被
災された方々への
支援を行いました。

外国人労働者受け入
れについてのヒアリ
ングの様子

　国会が閉会すると、地元に戻り各地域にて国
政報告を行いご意見、ご要望を聞いて歩きます。

\ 12月 /
各地域にて国政報告会を実施

駅前で報告をして
いると立ち止まっ
て聞いてくださる
方やご意見をくだ
さる方もいらっしゃ
います。

地域・現場の実態把
握のためには、地域
コミュニティへの参加
も欠かせません。

世耕経済産業
大臣、関経済
産業副大臣と
激論を交わす
浅野議員

支援者の方々との意見交換会
を地元協力議員の皆さんと開
催しています。

\ 2月27日（水） /
予算委員会第5・7分科会

　今後の高齢者
雇用のあり方、幼
児教育の無償化
など地域から寄せ
られる声を代弁し
ました。

　全ての納税者のために！
100兆円を超える新年度予
算が可決されましたが、「所
得税法等の一部を改正する
法律案」に対し、税金を納め
ている方々の想いを込め反
対討論を行いました。

　元号が平成から令和へと移り変わりました。

　令和初仕事は、現場に足を運び、見て、聞いて、
伝える事でした。これが政治の原点であり、こ
の先も変わりません！

　国が積極的な姿勢を示さないバイオマス燃料
の推進と自動走行車両の実用化に向けた取組み
について質問しました。

浅野さとし議員 根本厚生労働大臣

衆議院本会議場で発言する浅野
議員（奥：麻生副総理）

被災翌日、協力議員とともに
被害状況の確認を実施

外務・農水・経産連合審査
\11月7日（木）/

\ 4月3日（金） /
第201回国会
\ 1月20日（月） /

予算委員会第7分科会
\ 2月25日（火） /

梶山経済産業大臣 浅野さとし議員

浅野さとし議員 加藤厚生労働大臣

衆議院本会議において代表質問
\ 4月17日（金） /

経済産業委員会 －設備導入補助金の引き上げを求める－

※トリアージ： 同時に多数の患者が出た時に、手当ての緊急度に
 従って優先順をつけること。

－会期中に台風による水害が発生－
\ 10月10日（土） /

新しい国民民主党茨城県連が設立！
\ 9月15日（火） /
新しい 国民民主党設立！

\ 10月10日（土） /
玉木雄一郎代表、来県！

\ 6月15日（月） /
電子署名法改正案を提出

\ 4月15日（水） /
国土交通委員会 －運輸業界の利便性の向上に向けて－

　現行の特殊車両の運行許可制度について、未採択
道路の登録更新頻度を高め、運輸業界の方々の利便
性を向上に向けた配慮を求めました。
→政府は「データーの更新頻度を高めていくよう見直
しを図っていく」との回答を引き出しました。

　日立市内にて玉木代表同席のもと国民民
主党茨城県連の設立大会を実施しました。

　市民参加型のイ
ベント「浅野さとし
君と語る会」を開催、
会場にお越しの地域
の方々から様々なご
意見ご要望をいただ
く事ができました。

　電子署名法改正案（テレワーク促進法案）を衆議院
へ提出しました。

ウィズコロナ時代に
おいて、テレワー
クの促進や手続き
のデジタル化が今
後より一層求めら
れてきます。
（左端 浅野議員） 玉木代表を囲んでのワンショット トークセッションの様子

2017
年

第48回
衆議院
総選挙
初当選！初当選！

2018
年

小規模の政党で
すが正直で偏ら
ない現実的な政
治を前に進めて
いきます。

第195回国会
●会　期
　2017年 11月1日～
 　　12月9日
●所属委員会
　経済産業委員会
　災害対策特別委員会
　原子力問題調査特別委員会

●質疑回数（1回）
　経済産業委員会　1回

第196回国会
●会　期
　2018年1月22日～
 　　7月22日
●所属委員会
　経済産業委員会（理事）
　災害対策特別委員会
　原子力問題調査特別委員会
●質疑回数（11回）
　衆議院本会議 1回
　経済産業委員会 8回
　厚生労働委員会 1回
　予算分科会 1回

第198回国会
●会　期
　2019年 1月28日～
　　 6月26日（会期150日間）

●所属委員会
　経済産業委員会
　原子力問題調査特別委員会（理事）

●質疑回数（17回）
　本会議  1回
　予算委員会分科会 2回
　経済産業委員会 7回
　内閣委員会 2回
　環境委員会 1回
　科学技術特別委員会 2回
　原子力問題調査特別委員会 2回

第199回国会
●会　期
　2019年 8月1日～8月5日
　  （会期5日間）

●所属委員会
　経済産業委員会
　原子力問題調査特別委員会（理事）

第197回国会
●会　　　期 2018年10月24日～12月10日
●所属委員会 経済産業委員会
 災害対策特別委員会
 原子力問題調査特別委員会（理事）
●質疑回数（2回） 経済産業委員会 1回
 原子力問題調査特別委員会 1回

第200回国会
●会　　　期 2019年10月4日～12月9日（会期67日間）
●所属委員会 経済産業委員会
 議院運営委員会
 原子力問題調査特別委員会
●質疑回数（3回） 経済産業委員会 2回
　 外務・農水・経産連合審査 1回

2019
年

2020
年
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インフォメーション

SNSや動画で
浅野さとしの活動をチェック!!

最新情報をお届けしています！
ぜひ一度ご覧になってみてください

その他の活動については
SNSなどでご覧になれます

LINE公式アカウント

INFORMATION

日立事務所
〒317-0071
茨城県日立市鹿島町1-11-13
友愛ビル 1階
TEL 0294-21-5522
FAX 0294-21-3014
Mail：asano@asano-office.net

国会事務所
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館406号室
TEL 03-3508-7231
FAX 03-3508-3231
Mail：g17398@shugiin.go.jp

浅野さとし後援会ご意見・ご要請
広報板設置ご協力のお願い

　ポスターを掲示していただ
ける方を探しています。所有
地（空地や畑など）やご自宅の
塀などに設置していただける
方がいらっしゃいましたら、浅
野さとし後援会日立事務所ま
でお気軽にご連絡ください。
　ご協力宜しくおねがいし
ます。

広報板大きさ 90cm×90cm

C

M

Y

K

掲示責任者：齋藤英彰　日立市かみあい町2－13－11

東海・大甕・常陸多賀・日立・小木津
十王・高萩・南中郷・磯原・大津港毎週月曜日早朝 駅前政治報告実施中   

浅野さとし公式HP

浅
野
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野
浅
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し
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あ 

さ
あ 

さ

のの

くらしを守る、地域をかえる！くらしを守る、地域をかえる！
現場主義をモットーに現場主義をモットーに

「人口減少」「少子高齢化」「格差の拡大」。いま日本は多くの国民が日々のくらしや地方の将来に不安を
感じている国。しかし、平成の３０年間、国は「大都市重視・株価重視の政治」を続け、これらの社会問題を
解決することはできませんでした。だから私は、皆さんの不安をなくすため「地方重視・生活重視の政治」
をめざします。まずは「教育と子育て」「福祉と医療」「産業と技術」「地域主権改革」に取り組み、皆さんの
くらしと地域経済を守ります。特に地域を活性化させるため、情熱を燃やす人々や、ものづくり、農林水産業を
応援し、地域の底力を引き出します。「ひと」と「地域」が主役の安心・活力社会の実現に向けて、浅野さとしは
まじめに、まっすぐに、全力で働きます。

浅野さとし後援会は、

　後援会入会をご希望の方は、氏名・ご住所・電
話番号をTEL又はFAX、メールにてお知らせく
ださい。あらためて事務局から、会則・会費納入
先などをご連絡させていただきます。
お申込み先⇒⇒浅野さとし後援会 日立事務所

浅野さとしと一緒に、地域に寄り添い、
明るい未来をつくって
いきましょう！

新規会員を
募集しています！

皆さまの
ご入会を
お待ちして
おります

一口1,200円/年より

5
秒
で
登
録
完
了
！

友
達
登
録
方
法
は
こ
ち
ら

 LINEアプリの「友達追加」で
このQRコードを読み込んで
ください。

追加をタップ

\ お友達登録完了! /

STEP STEP

1 2
活動報告、イベント情報などをお届けします。お友達登録お願いします!!

を開設しました!を開設しました!「浅野さとし応援団」「浅野さとし応援団」

追加を
タップ
してネ!

Facebook
YouTube

Twitter
LINE

Facebook

ほかにもSNSや公式ホームページにて
メッセージ・活動報告などを発信して
いますので、ぜひご覧ください。

Twitter Instagram

浅野さとし応援団

https://www.youtube.com/channel/UCPyFaCFzmr4UXlJmg4RJBnQ

YouTube

浅野さとしチャンネル

https://www.facebook.com/asanosatoshi.ibaraki5/

その他SNSにて情報発信中 !　日々活動内容を更新しています!


