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衆議院議員

　昨年10月31日に行われた第49回衆議

院議員総選挙におきまして、多くの皆様か

らご支援いただいた結果、61,373票を得て、目標であった小選挙

区当選を果たすことができました。皆様からいただいたご助言や温

かい激励に対する感謝を心に留めながら、一票一票に込められた

有権者からのご期待に応えるべく努力を重ねてまいります。

　我が国では新型コロナウイルス感染症の拡大によって、国民の

間では防疫体制への不安が広がっています。令和4年中にはワク

チンの3回目接種が予定されていますが、これらとセットでコロナ

検査の無償化や経口治療薬の全国的な配備も進めていく事が

必要であり、これらの円滑な実現に向けて引続き取組んでいきます。

　また今回の選挙期間中にいただいた声の中には、コロナ対策以外にも地方における雇用経済対策や高齢化福祉の充実、

地場産業の創出などに期待する声が多くありました。お寄せいただいたご期待に応えるためにも、これからも「現場主義」を

貫き、このような課題に真摯に向き合い、国民の皆様の生活向上と日本社会の持続的発展に向けて全力を尽くす覚悟です。

　また本年は、第26回参議院議員選挙や茨城県議会議員選挙などが施行される予定です。いずれの選挙も大切な仲間

が挑戦する重要な選挙であり、皆様には今後とも多大なるお力添えをいただきたいと思っております。皆様のご健勝とご多幸を

祈念申し上げるとともに、引続き、浅野さとしに対するご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。　

▲当選後初登院、国会議事堂前にて（11/10）

これからも をめざします!

浅野さとし議員の所属委員会と
党内の主な役職

■議院運営委員会

■内閣委員会

■原子力問題調査特別委員会

■国会対策委員長代理
■国民運動局長 兼 青年局長
■エネルギー調査会長
■税制調査会 事務局長

「一言芳恩」

所属
委員会

党内の
主な役職



浅野さとし後援会会報  『あさの通信』 vol.11  2022.1 浅野さとし後援会会報  『あさの通信』 vol.11  2022.12 3

ⓒ　2022　浅野さとし後援会　All Rights Reserved.ⓒ　2022　浅野さとし後援会　All Rights Reserved.

茨城県も「いばらきカーボン
ニュートラル産業拠点創出推
進協議会」を発足しました。
私も、茨城県沿岸部を主戦
場に、カーボンニュートラル
時代を切り拓く次世代産業
の育成を進めます。

カーボン
ニュートラル
ポート

2050年
カーボン
ニュートラル

地域
経済振興 雇用創出

国民民主党「矢田わか子副代表、しんば賀津
也幹事長」が激励に来県！（10/19）

雨の中の街頭演説会でしたが多くの支援者が
応援に駆け付けました（10/22）

第49回総選挙を振り返るフォトショット

－ C h a l l e n g e  t o  c h a n g e －
月19日公示、31日投開票の日程で
施行された第49回衆議院総選挙

において、多くの皆さまのご支援により

61,373票を託していただき、念願の小選
挙区当選を果たす事が出来ました。

　ご支援いただきました皆さまに改めて

感謝申し上げるとともに、今後も現場主

義を貫き一つ一つの課題解決に全力を

尽くす覚悟です。

10

2050年までのカーボンニュートラル社会の実現にむけ、脱炭素燃料
（水素やアンモニアなど）のサプライチェーン構築と港湾物流及び周辺

産業の高度化を進め、港湾域のカーボンニュートラル化と雇用創出、

地域経済振興を推進。

信頼と責任。
変革への挑戦！

選挙戦初日　出陣式＠日立シビックセンター 選挙戦4日目＠高萩市内

最後の最後まで諦める事なく走り抜きました
（10/24）

選挙戦6日目＠日立市内

日本、そして県北発展に必要な政策を訴えさせ
ていただきました（10/26）

選挙戦8日目＠日立駅前

多くの支援者が街宣打上げに駆け付けました
（10/27）

選挙戦9日目＠高萩事務所

肌寒い中地域の方々が街頭演説に来てくださ
いました（10/23）

選挙戦5日目＠東海村内

選挙戦最終日、最後の必勝ガンバロー三唱の
様子（10/30）

選挙戦最終日＠選挙事務所前

国民民主党　玉木雄一郎代表から激励をいただきま
した！（10/30）

選挙戦最終日＠北茨城市内 

選挙戦を
支えていただいた

仲間

スタッフの皆さまのお陰で12日間の選挙を戦う事が出来ました。本当にありがとうございました。

念願の小選挙区当選を果たし、2期目議員活動スタート!念願の小選挙区当選を果たし、2期目議員活動スタート!

大切な一票を託していただきました皆さま、
本当にありがとうございました。（10/31）

当選後、初登院（11/10）

皆様に託された票の重みをしっかりと受けとめ、現場主義を貫き活動をしてまいります。

浅野さとしが注目している政策分野
「カーボンニュートラルポート」



インフォメーション

■団体・個人を問わず見学を歓迎します
■土日の見学もご相談に応じます
■平日に限り、議員会館内の食堂利用可（予約制）
■所用時間は、約1時間・バス無料駐車場有り
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浅野さとしの政治活動は、皆さまの
お力によって支えられています。
広報物の発送、国政報告会のご案内をして
おります。皆さまのご入会をお待ちして
おります。

←ご入会はこちらから
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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

地域の情報や
話題のニュース
についてわかり
やすく解説する
「浅野さとし
公式チャンネル」
はコチラから！

〈Twitter〉

〈LINE〉 〈YouTube〉

要チェック!!
Facebook・Instagramもチェック!

皆さまのご参加をお待ちしております

浅野さとし
《略　歴》
1982年 9月生まれ
2005年 3月 青山学院大学理工学部卒
2007年 3月 青山学院大学大学院
   理工学部研究科修了（理学修士）
2007年 4月 株式会社日立製作所 日立研究所入社
2013年 8月 日立製作所労働組合研究所支部執行委員
2015年 9月 衆議院議員大畠章宏秘書
2017年 10月 衆議院議員初当選（第48回衆議院選挙）
2021年10月 衆議院議員2期目当選（第49回衆議院選挙）

《略　歴》
1982年 9月生まれ
2005年 3月 青山学院大学理工学部卒
2007年 3月 青山学院大学大学院
   理工学部研究科修了（理学修士）
2007年 4月 株式会社日立製作所 日立研究所入社
2013年 8月 日立製作所労働組合研究所支部執行委員
2015年 9月 衆議院議員大畠章宏秘書
2017年 10月 衆議院議員初当選（第48回衆議院選挙）
2021年10月 衆議院議員2期目当選（第49回衆議院選挙）

浅野さとし事務所オリジナ
ルデジタルパンフレットは
こちらの
URLより
ご覧くだ
さい。

国会議事堂
周辺散策ガイド

国会
見学
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衆議院議員 浅野さとし事務所

衆議院本会議場

国会議事堂（正面） 衆議院本会議場　※議事堂内で唯一の撮影可能エリア

本会議場の天井

衆議院本会議場の広さは 774 平方メートルで 450 畳分もの広さがあります。

正面中央の議長席を中心として、左右に2列続いている席は、総理大臣や国務大臣の

座席となっています。本会議場の天井は美しいステンドグラスとなっており、自然光が会議

場を照らしていて電気をつける必要がない構造となっています。

16 年の歳月をかけて完成
歴史を感じる重厚かつ圧巻の建物。

国会議事堂は昭和11年（1936年）に16年の歳月をかけて完成した国内屈指の建築

物です。その姿は重厚にして豪華絢爛。美しい建物を目的に訪れる人々が後を断たな

い素晴らしい施設です。

国会議事堂の見所 日本における政治の中枢「国会議事堂」。
国会議事堂はだれでも見学でき、ひと目見たら記憶にきざまれる名所が満載。

国会は政治の歴史が凝縮

! "

国会議事堂を見学しませんか？浅野さとし後援会は、

新規会員を募集中！

INFORMATION

一口1,200円/年よ
り

各種SNSで
浅野さとしの最新情報発信中!!

日時：2022年2月5日（土）午前10時～12時終了予定
場所：ホテル天地閣（日立市旭町2-6-13）
内容：①浅野さとし後援会総会

　　　②記念講演会（講演者調整中）

※後援会会員の皆さまには、別途ご案内させていただき
　ます。

第5回浅野さとし後援会総会の
お知らせ
第5回浅野さとし後援会総会の
お知らせ

プロフィール


