
結愛ちゃんの痛ましい虐待事件。
議員として、一児の母として、心
が痛んでなりません。児童虐待を
二度と繰り返
さないよう、
児童相談所
の更なる体
制整備など
を強く要望！

国光あやの
衆議院議員

国政報告国に光を！
輝くいばらき！ 5

衆議院茨城県第6選挙区
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初当選、初国会を振り返って
日頃より大変お世話になっております。昨年の衆院選で、皆様のご支援で初当選して以来、
与党衆議院議員として、地域経済、医療介護福祉、子育て、農業、インフラ整備、安全保障・・・
少しでも皆様のお力になるべく、地域、国政の課題に寄り添い、日々全力で駆け回っています！
はじめての国会では、働き方改革はじめ重要法案が多く成立。
一方で、政権に対する様々なご意見も寄せられており、謙虚に誠実に対応しなければなりません。
若さと情熱、行動力。女性の感性でしなやかに。一歩一歩着実に頑張ります！E-mail :  in fo@kunimitsu -ayano . jp

詳しくは、下記事務所にお問い合わせください！

国光あやのオフィシャルサイト http://kunimitsu-ayano.jp

【茨城事務所（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
TEL／029-886-3686　FAX／029-893-2022
【国会事務所】
〒100-8982　東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第二議員会館304号
TEL／03-3508-7036　FAX／03-3508-3836

国光あやの事務所

国光あやの事務所からのお知らせ

国光文乃／昭和54年3月20日(満39歳)
□家族構成 ： 夫、長男(小学生)
□資格等 ： 医師、公衆衛生学修士、医学博士
□趣味・特技 ： 柔道、剣道、読書
□信条 ： 至誠、敬天愛人
□好きな食べ物 ： そば、納豆、梨
□現住所 ： つくば市

国光あやのプロフィール

国光あやの 検索

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
の機会にご入会はいかが
でしょうか？会費無料です！

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！

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、ご賛同頂け
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）

地域の貴重なお声をもとに、各政策課題に全力で頑張っています！

国民に寄り添う政治。

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！

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。

▲自民党の税制調査会（税調）で議論！ 

安心の医療介護福祉を！
診療・介護・障害報酬（30年はすべ
て前回よりプラス改定！）、消費増税
における医療機関の損税問題へ
の対応、介護職の処遇改善加算な
どについて、国でしっかりと議論！

地域の活力を支える豊かな農業へ！
「地域政策」としての農業。農政は、
農業の成長産業化のための「産業
政策」、農村地域の活力維持向上
のための「地域政策」を両輪として
進める必要があります。持続可能
な地域社会に向け、多面的機能、
営農継続や所得向上支援、鳥獣被
害対策など、地
元の思いに寄り
添い、予算確保
や法整備を進め
ます！

▲国会で齋藤農水大臣、地元茨城の上月政務
　官に、地域政策としての農業の支援、地元の
　農産物の輸出促進などを質問！

地域を支える郵便局の
取り組みを支援！

国民の安心安全を守るため、
自衛官の確保・環境整備を！

地域の安心拠点・
消防団の活動への
支援を！

現場主義！　
医師として診察も

ストップ！ 児童虐待！

地元企業の事業承継を支援！
「後継者に事業を承継したいけれ
ども税負担が重い・・」そんなお声
に応え、30年税制改正大綱で、今
後１０年間、株式にかかる贈与税・
相続税がゼロに！さらに、先代経
営者から、最大３名まで承継が可
能に！地元企業の発展を支えます！

野田総務大臣に、郵政政策を質
問！議員連盟に参加し、今国会で、
郵便局のユニバーサルサービス
を支えるための法律が成立！また、
郵便局長の皆様に国政報告！国政
での活動を報告し、貴重なご意見
をいただきます！

地域の防災・救助活動のフロント
ラインの消防団。消防団員の確保
に向け、若手・女性の入団促進、
処遇の改善などを進めます！

増加する大規模災害、北朝鮮によ
る弾道ミサイル攻撃などへの安
全保障、国際平和協力などに十分
に対応できるよう、自衛官の確保
と環境整備を進めます！

小泉進次郎議員とは、
国会で席がお隣！

黄金に輝く稲穂と筑波山とともに

討議資料



▲二階幹事長と昼食を囲みながら懇談！

▲小泉議員とご挨拶！
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つくばの更なる飛躍を！

▲つくばで「G20大臣会合」開催決定！

地元の悲願『国立病院機構霞ヶ浦医療センター』の
早期整備に全力！

駅周辺整備着々と。 土浦のお祭り

▲自民党の宇宙開発関係部会で、ＪＡＸＡを視察！

▲産総研で介護用ベッドの開発現場などを見学！

▲農研機構が開発した
　アレルギーのお子様でも食べられる
　「グルテンフリー米粉パン」を試食！

▲無人の自動運転田植え機

▲茨城県庁でのＧ２０準備会合でご挨拶。
　各国の大臣を安心安全にお迎えし、
　つくば、茨城を世界にＰＲするためにも、
　地元の与党衆議院議員として、
　しっかり対応します！

ＴＸ（つくばエクスプレス）の延伸と
混雑緩和、沿線開発の促進を！

イノベーションの推進を！

八郷の待望「上曽トンネル」事業再開へ！

石岡のお祭り

『国道６号千代田石岡バイパス』
早期完成を国会で要望！

ＴＸの茨城空港への
延伸に向けて

地域のお祭り

産科医の確保を国に要望⇒
医師不足対策の法制化を実現！

▲安倍総理と「筑波山梅まつり」をＰＲ！

◀石岡で妊婦さんと。
　ご不安の声に
　寄り添います！

▲石井国交大臣に
　地元の思いを伝える！

▲梶山地方創生大臣に要望。
　事業の再開が決定！ 国の交付金を活用し、
　早期の完成を目指します！

土浦駅
アルカス土浦、歩行者デッキ、
りんりんスクエアなどが完成。
47億円《事業費116億円》
の国費を確保
神立駅
屋根付き歩道橋などが完成。
42億円《事業費111億円》
の国費を確保

道路など必要なインフラ整備を！

農業の原点―田植え・稲刈り

「つくばみらいスマートＩＣ（仮称）」の
早期整備に向けて！

歴史と自然を守ります！

▲茨城空港

▲神社のお祭りで、地域の皆様にご挨拶！
　五穀豊穣と安寧を祈り、
　玉里のために尽くす決意を申し上げます。

▲地域の思いを伝え、
　国に説明を聞きます！

▲帆引き船をはじめ素晴らしい霞ヶ浦の
　自然と伝統文化を守ります！

▲かすみがうらマラソンで完走！

▶ＴＸ同盟会設立総会

▲物質材料研究機構（NIMS）で
　最新の物質材料研究を学びます！

▲国会で、齋藤農水大臣に
　農家の皆様のニーズを踏まえた、
　農研機構のイノベーション支援を要望！

▲イノベーションの深化に向け、
　地元つくばで教えて頂いた知見をもとに、
　党の科学技術部会に積極的に参加！

▲国会で「ＴＸ利用・建設促進議員連盟」の
　メンバーとして、全力で対応！

▲田植えのお手伝い
▶稲刈りを終えて

▲連日国と
　ディスカッション！

▲駅でご挨拶！ ▲国道125号 ▲国道354号▲都市計画道路「北進道路」
　（東光台～国立公文書館まで６㎞）

▶福岡堰の桜並木。桜は日本の心。
　地域の皆様と美しい桜を守ります。

▲麻生財務大臣

▲地元自治体首長、関係議員の皆様と
　石井国交大臣へ要望書を提出！

▲国会で早期整備を
　要望

▲美味しいれんこんを頂きます！

◀戦国時代から400年以上続く、
　あやつり人形と仕掛け花火が結合した
　綱火（つなび）。壮観です！遠方、さらに
　海外からもお客様が。
　地域が誇る綱火の伝統をＰＲ！

日本最大のサイエンスシティ・つくば。
そのイノベーションを支えることは、
地元の与党国会議員の使命です。
自らも、ヘルスサイエンスなど研究に
携わっていた国光。
国立研究所、製薬企業など民間研究所…
多くの研究所を往訪し、最新の技術を直に学び、
国会でイノベーションの推進を働きかけます！

茨城県は「医師数（人口あたり）ワースト２」で医師不足対策は喫緊の課題です。
特に石岡市をはじめ、産科医が不足し、出産や子育てのご不安の声が出ています。
国会で「医師の偏在にはオールジャパンで取り組むべき」と主張。
その後、実際に医師不足対策の法案が国会に提出、可決されました！

本年、来場者1000万人を突破した茨城空港！
成田、羽田につぐ首都圏の第３空港として、
来たるゆめ国体、ゆめ大会、
オリンピック・パラリンピックなども控え、
経済・物流・観光などの拠点として、
その役割がさらに期待されます。
ＴＸの茨城空港への延伸とその振興は、
地元の大きな希望。
地元の取り組みを
しっかりと支援します！

霞ヶ浦二橋
地元の大きな期待「霞ヶ浦二橋」。
地元でも関係市町村の皆様が
期成同盟会を結成し
積極的に活動を重ねています。
市と県との検討状況を見守りつつ、
災害時などの基盤的インフラといった
地域の想いを伝え、国益の観点からも、
実現の道筋をつけるべく、検討を重ねています！

地元と国をつなぐ―。
土地改良のさらなる未来へ！

霞ヶ浦の
美しい自然・文化を
守り、地方創生へ！

土地改良区の皆様が国会にお越しくださいました！
なんと、二階幹事長（全国土地改良事業団体
連合会会長でもあります）がスペシャルゲストで登場！
ご一緒に昼食を囲み、
地元の状況にじっくり耳を傾けてくださいました。
さらに・・小泉進次郎議員にもご挨拶いただき、
和気藹々と意見交換させていただきました！
豊かな農業は、農地の基盤整備から。
二階幹事長や小泉議員とご一緒に全力で頑張ります！

20年来の懸案『千代田石岡バイパス』。
市民生活、物流、観光、救急搬送などで
大きなボトルネックであり、
茨城空港へのアクセス上も
大きな問題になっています。国光あやのは、
国会で早期開通を求める発言に立ち、
地元関係者の皆さまと
「なんとしても早期の完成につなげたい」との
強い思いを石井国交大臣に伝えました！

企業立地、宅地開発などが進み、県内第２の都市として、人口増が続くつくば。
その一方で、足元の道路はじめインフラ整備は、残念ながらまだまだ遅れがあり、
市民生活や地域経済などに影響が大きく出ています。
必要な整備は、市・県・そして国の責務。国の直轄事業はもちろん、
つくば市、県の整備事業予算など、国政の場でしっかりと対応します！

常磐道の「つくばみらいスマートＩＣ(仮称)」
（谷田部～谷和原ＩＣ間）設置に向けて、
国による調査が進行中。
昨年事業化が決定した
「つくばスマートＩＣ（仮称）」に続き、
つくばみらいでも、早期に事業化を進めるべく、
市や地元関係の皆様と連携し、鋭意取り組んでいます！

「地域に愛され、誇りとなる病院」へと蘇り、
地域医療に貢献する国立病院機構霞ヶ浦医療センター。
地元土浦市や筑波大学の協力で医師確保が進み、
経営改善も着実にはかられてきました。
その一方で病棟の老朽化は一目瞭然。
施設管理や療養環境上の問題が生じています。
地域の患者さんのために国会で
同センターの早期整備を強く要望！

『国道６号牛久土浦バイパス』、
全区間の事業化決定！
30年度に新区間（牛久～つくば市高崎）の
事業化が決定し、全区間が事業化！
地域の混雑緩和や安全確保、
圏央道へのアクセス強化など
大きく期待されます！

美しく豊かな水田が広がるつくばみらい市。
皆様にお世話になり、田植え、稲刈りを
お手伝いさせて頂きました！
自ら植えた苗が、どんどん緑が濃く大きくなり、
黄金の稲穂へと実っていく風景に、
改めて感動しました。
農業の喜び、食の安全保障。原点を心に刻み、
農業政策にしっかり活かしてまいります！

地域のために、国のために・・・。地域の様々な課題に寄り添い、
みなさまの思いを国政につなぐよう、全力で取り組んでいます！

▲完成した歩道橋でご挨拶！

▲御神輿をご一緒に担がせて頂きました！

▶国道６号の沿道で
　早期完成を訴え！


