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衆議院議員

　2023年が始まりました。皆様はどの様な年初を過ごされているでしょうか。私自身、いつもであれば人心一新し、

ゼロから再スタートするつもりで新年を迎えますが、今年は少し違う心持ちで新年を迎えました。2022年は世界や

日本にとって「受難の一年」でした。ロシアのウクライナ侵攻は国際政治経済の対立・混乱を引き起こし、我が国の

物価急騰は長期化の様相を呈しています。4年目となったコロナ禍は私達の社会経済に大きな影響を与え、国民

生活を守るための国の支援は本年も「待ったなし」の状況です。

　しかし、明けない夜はありません。昨年12月に行われた茨城県議会議員選挙では、国民民主党籍を有する候補者

全員の当選を勝ち取ることができました。日本・世界が置かれている状況を好転させるため、物価高対策やコロナ

対策、我が国の経済安全保障環境の強化、私達の未来を背負う子どもや若者への支援充実等を進めるべく、本年も

全力で臨む決意です。年頭にあたり皆様のご健勝とご多幸を祈念するとともに、本年も皆様からのご支援をお願い

申し上げ、年頭の挨拶といたします。

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

■エネルギー調査会長
■国会対策委員長代理
■政治改革本部事務局長
■税制調査会  事務局長

所属
委員会

党内の
主な役職

10/25　衆議院本会議登壇の様子9/10　全国キャラバンの様子（玉木雄一郎代表来県）

一陽来復の年を願って一陽来復の年を願って ※一陽来復…良くない事が起こった後に、

　　　　　　良い事が巡ってくる事。
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PHOTO NEWS

党エネルギー調査会長として検討を重ね
てきた、再エネ賦課金の徴収停止法案の
提出（10/24）

日立市小川市長、蛭田議長、日立商工会議所
秋山会頭より国道6号整備促進に関する要望
書を国会事務所で受け取りました。（11/2）

児童手当の所得制限撤廃について小倉大臣
と議論を交わしました。（11/4内閣委員会）

街宣活動やポスティング活動のボランティ
アを募集しております。お手伝い頂ける方
は事務所までご連絡ください。

報告会を行い地域の皆さんの意見や要望を
お聞きし参考にさせていただいています。
（写真は11/13）

地元においてもイベントが行われるよう
になり賑わいを取り戻しつつあります。
写真は日立市産業祭の様子（11/12）

・国民民主党は3年前から年間5兆円
の教育国債を発行し我が国の教育
基盤を根本的に強化していく事を
提案している。
・岸田総理は先の予算
委員会で「将来
的に倍増をめ
ざしていきた
い」と明言して
いる。

　9月 17日、日立市内において、後援会臨時総会及び浅野
さとし君を育てる会を開催しました。臨時総会では、次期衆
議院選挙に向け後援会ならびに浅野事務所体制の強化を
図りました。浅野さとし君を育てる会では、これまでの活動報
告や一橋大学教授の中北浩爾氏による講演など、有意義
な会となりました。また、1 1月2日には、東京都内で時局セ
ミナー Powering Japan!を開催し、公益財団法人国際文
化会館グローバル・カウンシル・チェアマンの船橋洋一氏
を講師にお迎えし、日本の経済安全保障の最前線について
ご講演いただきました。今後も地域の声をしっかりと国政に
届け、安心・安全に暮らせる社会を実現するために汗をか
いてまいります。

　12月19日、日立市内にて第3回エネルギー政策研究セミナーを開催し、

日頃よりご支援頂いている会社や団体、地域の方々に参加いただきまし

た。当日は、経済産業省　原子力政策課長の遠藤様を講演者として

お招きし、日本の原子力政策の最新動向についてご説明いただきました。

2050年カーボンニュートラル目標達成に向けて、再エネや原子力再稼働

など議論を加速していく必要があります。

「国民民主党が提案している教育国債
について、政府内でも実現に向けて取
り組んでいただきたいが、総理の考え
を伺う。」

子ども政策に関する予算について 2022.4.19（火）衆議院本会議

現状・課題意識 委員会での浅野の発言要約 政府の答弁要約

奨学金の所得制限について 2022.11.16（水）内閣委員会

◆ 国 会 質 疑 報 告 ◆

浅野議員浅野議員

「財源については、国民各層の理解を
得つつ、社会全体でどのように負担し
ていくのかという観点から幅広く検討
していく事が重要。教育国債について
は財政の信
認確保の観
点から慎重
な検討が必
要。」

岸田総理大臣岸田総理大臣

後援会体制の充実を図り、
次期衆議院選挙に備える

原子力政策について学ぶ ～政策研究セミナーを開催～

　12月11日、茨城県議会議員選挙が行われ、国民民主党のさいとう英彰

議員、高安ひろあき議員（日立市）、二川ひでとし議員（ひたちなか市）が

見事再選を果たしました。また、高萩市・北茨城市で初挑戦したおおあし

光司議員も初当選を果たしました。ご支援いただいた皆さま、誠にありが

とうございました。これからも全員で力を合わせて気持ちを新たに活動を

進めてまいります。

国民民主党現職全員が再選を果たす!

・日本学生支援機構「平成30年度学
生生活調査」によると大学生、大学
院生の約半数が奨学金を利用して
いる。
・親の所得に
よる線引きを
つけることな
く、安心して
学べる環境を
整えるべき。

「奨学金の借り手も返済するのも学生
本人であるのに、なぜ貸与条件が親
の年収で決められてしまうのか。」

現状・課題意識 委員会での浅野の発言要約 政府の答弁要約

浅野議員浅野議員

「判定については、学生は定職に就い
ておらず、学費については親が負担し
ていることを踏まえ、奨学金貸与に係
る家計基準は原則父母の年収で審査
している。」

西條政府参考人西條政府参考人

浅野議員浅野議員 中北氏中北氏 船橋氏船橋氏

遠藤氏遠藤氏

2期目の議員活動を展開!2期目の議員活動を展開! 地域に寄り添う政治家として、現場主義を貫き活動して参ります。

奨学金

130名を超える方々に
ご参加いただきました。

茨城
県議選

齋藤
県議

高安
県議

二川
県議

大足
県議



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

発行者・編集／衆議院議員 浅野さとし事務所　発行／ 2019 年 4月
無断複製・無断転載禁止

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!!

第7回浅野さとし後援会総会の
お知らせ

プロフィール

2023年2月4日（土）10：00～12：00日時

場所 久慈サンピア日立（茨城県日立市みなと町6-1）

※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。

①浅野さとし後援会総会
②記念講演会（講演者調整中）

内容


