
　平素より大変お世話になっております。
　昨年2月、丹羽雄哉前衆議院議員の後継と
して決定頂いて以来、選挙区内を歩き、地元
の皆様から多くの叱咤激励を頂きながら活動を
続けてまいりました。
　10月に突然の総選挙となりましたが、全力
で戦い抜いた結果、10万2,820という貴い票
をいただき、小選挙区で当選させて頂きました。
　ご理解・ご支援を頂いた皆様のご期待に応
えるべく、政権与党の地元衆議院議員として、
誠心誠意取り組む決意です。
　1月下旬からの通常国会では、地域経済、
働き方改革、子育て支援、緊迫する北朝鮮情
勢への対応など、数々の国難を突破し「実行す
る一年」として、予算はじめ重要法案などの審
議が目白押しです。地元でも、中心市街地の
活性化、国道はじめインフラ整備、医師不足
対策、待機児童対策など、課題解決は待った
なしです。
　本年は、明治維新150周年。若い力と志で、
皆様の思いをしっかりと国政に届けて参ります!

国民に寄り添う政治。衆議院茨城第6選挙区
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検 索国光あやの 国光あやのオフィシャルサイト

【連絡先】国光あやの事務所　

かすみがうらの剣道場で剣士の皆様
とともに。「心技体」！

神立で、神立かすみがうら空手道場
の元気いっぱいの子どもたちと！

つくばで桜川流域の皆様と環境保全
活動。美しい桜川の自然を次世代に！

「くきざき夢まつり」で茎崎の皆様ととも
に！

つくばみらいでのJAみなみ年金友の
会。一曲唄わせていただきました！

つくばみらいの神社で元旦祭。地域
の今年一年の安寧を祈ります。

八郷が誇る「献上柿」。最高です！

玉里の皆様に新年会でご挨拶！
石岡で一軒一軒ご挨拶。「頑張って
ね！」うれしいです！

農家の皆様とともに。農業政策へのご意見を拝聴。

かすみがうらで地域や立浪部屋（つくばみらい）力士
の皆さんと年越しのお餅つき！

街角でのご挨拶。直接皆様のお声が
聞ける貴重な機会です！

「日本最大のサイエンスシティつくば」
のイノベーションをサポート！

つくばで子育て中のお母さんからお話を
伺い、子育て支援に活かします！

皆様の熱いご声援を支えに臨んだ選挙戦！

地域を回り、ご意見をお聞きしています！

土浦の国立病院機構霞ヶ浦医療セ
ンターで、ご近所の皆様と草刈り！ 
安心して受診できますように。

衆議院議員

医師・医学博士
【衆議院役職】 厚生労働委員会 委員／決算行政監視委員会 委員／東日本大震災復興特別委員会 委員
【党　役　職】 茨城県第6選挙区支部長／女性局・青年局 次長、厚生関係団体委員会副委員長

丹羽雄哉前衆院議員の後継として出馬を表明 安倍首相と石井国交相が応援に！ 小泉進次郎筆頭副幹事長が応援に！ 当確を受け、支援者の皆様と万歳！！

国光あやの事務所からのお知らせ

国光あやのプロフィール

「実行する一年」

つくば事務所 （自民党茨城県第6選挙区支部）　
 〒305-0022 茨城県つくば市吉瀬1851-1
         029-886-3686          029-893-2022
E-mail  info@kunimitsu-ayano.jp

TEL FAX

国会事務所 〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2  
 衆議院第2議員会館304号
         03-3508-7036（直通）          03-3508-3836TEL FAX

国光あやのと語る会
国光あやのとお話してみませんか？ 地域
経済、医療介護、年金、子育て…、日々の
悩みや思い
をお聞かせ
ください！

個人献金
国光あやのの活動は、多くの方の
ご支援に支えられています。皆様の
ために積極的な活動を続けさせて
いただくため、ご賛同いただける方
に個人献金をお願いしております。
（一定の控除の対象になります）

ポスター設置
国光あやののポスター（自
民党の広報掲示板）をご敷
地に掲示させて頂けないで
しょうか？ 設置に参ります！

国光あやの後援会
国光あやの後援会では、定期的に活動報
告や座談会などを
行っています。この
機にぜひご入会は
いかがでしょうか？ 
（会費無料です！）

国会見学
国会を見学してみませんか？ 見学の受付
やルート相談も承ります。お知り合い、ご
家族などと
ぜひ！  少人
数でも大歓
迎です。

詳しくは
下記事務所に
お問い合わせ
ください！

Facebook Twitter Instagram

討議資料

つくばみらい市

つくば市 土浦市 かすみがうら市

石岡市
小美玉市
（玉里地区）

国政報告
第1号

子育て中!（小学生の母
） 特技：柔道、剣道

自由民主党  衆議院議員

ホームページ  http://kunimitsu-ayano.jp



 国会質問 ―現場の声をもとに政策をチェック！― 国会活動 ――地元の思いを国へ

国では来年度予算をめぐる議論の真っ只中！
与党衆議院議員として、予算要望の地元の声を国にしっかり届けます！
地元市長・議会・関係団体の皆様、衆参国会議員の先輩方と要望活動に奔走！

国光委員　地元つくばは日本最
大のサイエンスシティで、多く

の製薬企業はじめ研究所があります。
治療薬を待ち望む患者さんに新薬開発
のイノベーションは欠かせません。国
では、薬価改革が議論されていますが、
イノベーションの薬価上の評価に十分
な配慮が必要ではないでしょうか。

鈴木政府参考人　「薬価の抜本
改革に向けた基本方針」に基づ

き、国民皆保険の持続性とイノベー
ションの推進の両立を実現する観点か
ら取り組みます。
　イノベーションに関しては、新薬創
出の加算制度について、革新的新薬の
創出を促進するために、効果的な仕組
みに抜本的に見直す方向としています。
　関係者の御意見をしっかり伺いなが
ら進めてまいります。

国光委員　平成30年の報酬改定
は、介護報酬・障害福祉サービ

ス報酬とのトリプル改定であり、団塊
の世代が75歳以上となる2025年に向
け、地域で切れ目ない支援を構築する
ためにも、非常に重要な改定です。
しっかりとプラス改定を目指すことが
重要ではないでしょうか。

加藤厚労大臣　今回の報酬改定
に当たっては、地域医療、地域

包括ケアシステムをどう進めていくの
かを念頭に置きながら、薬価調査、医
療機関の経営実態調査、そして物価賃
金の動向などを踏まえながら検討して
まいります。
　国民お一人お一人にとって必要な
サービスがしっかりと提供される、そ
れに必要な財源を確保すべく努力して
まいります。

医師不足・偏在対策

国光委員　地元茨城は、人口あ
たり医師数ワースト2の医師不足

県であり、県内の偏在も大きい状況で
す。これまで医学部定員の増加など、
様々な対策がなされてきていますが、
根本的な解決にはまだ至っていません。
医師確保は、各地域の努力はもちろん
のこと、国として責任を持ち、オール
ジャパンで考える必要があるのではな
いでしょうか。

加藤厚労大臣　医師の不足、偏
在の解消のため、平成20年度以

降、医学部定員の大幅な増加を図って
まいりましたが、いまだ解決に至って
おらず、さらに総合的に取り組むべき
と考えています。
 このため、厚労省で検討会を開催し、
県における医師確保対策の実施体制の
強化（医師確保対策の策定など）、医
師養成過程における医師の定着策、医
師の地方勤務を促す環境整備の推進な
どご議論いただき、年内、取りまとめ
をする予定です。
　その取りまとめを踏まえ、次期通常
国会には法案も提出したいと考えてお
ります。医師不足地域での医師確保が
しっかり図っていけるように、精力的
に取り組んでいきたいと思います。

国光委員　地元でも、新生児医
療の進歩などに伴い、たん吸引

や胃ろうなど医療的ケアが必要な子ど
もさんが増えています。通所やレスパ
イト施設などサポート体制は、お子さ
ん、ご家族にとって喫緊の課題です。
また、県内で施設の地域偏在が大きく、
大きな問題となっています。国として、
どのように進めるのか、お聞かせくだ
さい。

宮嵜政府参考人　30年障害福祉
サービス等報酬改定では、医療

的ケア児の支援のため、児童発達支援
事業所や短期入所事業所などにおいて、
看護職員を配置した場合に報酬上の評
価を検討しています。
　また30年度からスタートする「障害
児福祉計画」の基本方針に、30年度末
までに各地域において、医療的ケア児
の支援に係る関係機関が連携を図るた
めの協議の場を設けることを盛り込ん
でいます。
　これにより、各地方自治体が、地域
でのニーズを把握し、計画的に支援体
制の整備を図ることとなっています。
　厚生労働省としても、医療的ケア児
とそのご家族が地域で安心して生活を
送れるよう、支援を続けてまいります。

12月6日  衆議院 厚生労働委員会 （医療介護、子育て、雇用など厚生労働政策を議論！）
国光あやのが、初めての質問に立ちました！
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質問の様子が、地元茨城新聞に掲載さ
れました！

昨年末、プラス改定が決定しました！
地域に必要な医療、介護、障害福祉
サービスの裏支えとなります！

厚生労働委員会での隣の席は、土浦駅前の選挙応
援に駆けつけてくださった小泉進次郎筆頭副幹事
長。若い力でともに頑張ります！

平成27年9月の関東・東北豪雨により、鬼怒川下流域では多くの被害を受け、
復興途上にあります。麻生財務大臣に鬼怒川下流域整備促進を要望しました。

石井国交大臣（同じくつくばがご地元！）に、地元の悲願「国道6号バイパスの
早期完成」を要望しました。
渋滞の緩和は、企業活動、救急搬送の上でも喫緊の課題!

自民党女性局次長、青年局次長、厚生関係団体委員会副委員長として党務にも
全力投球。部会をはじめ各会合にも積極的に参加し、先輩議員のご指導を頂き
ながら、研鑽してまいります!

予算委員会に初参加。経済、財政、医療福祉、子育て、農業、外交安全保障……
国の幹たる施策をめぐり熱い議論が交わされます。未来の岐路に直面する今
こそ、謙虚に誠実に、政策を深めるとき!

地元の皆様が国会見学に!
地元だけでなく国会でお会いするのも嬉しい時間。国会議事堂内部をご紹介!

菅官房長官、麻生財務大臣、加藤厚労大臣に診療報酬・介護報酬のプラス改定
の要望を行いました!
その後、プラス改定を達成!!

国光

国光加藤厚労大臣

国交省から状況を聞き、
現場を確認します!

安倍総理大臣

報酬改定率の推移

障害福祉
サービス等報酬

介護報酬

診療報酬
（本体）

前回 今回

±0％
（平成27年）

＋0.47％

－2.27％
（平成27年）

＋0.54％

＋0.49％
（平成28年）

＋0.55％

（平成30年）

（平成30年）

（平成30年）

イノベーションの推進
診療・介護・障害報酬の改定

医療的ケアが必要な
子どもたちへの支援

本会議場です! 日本の将
来のため、深夜まで議論
が繰り広げられることも。

天皇陛下の御休所です。

議員食堂で食事ができま
す!


