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民主党のいまがわかる月刊誌

拝啓 いつも会報を読んでいただき、ありがとうございます。
2月19日の民主党愛知県連大会において県連代表に就任しました。不祥事が続いた厳
しい中での登板ですが、民主党が担うべき役割は大きいと確信しています。
「耐震強度偽
装問題」
「ライブドア事件」
「アメリカ産牛肉輸入問題」
「官製談合事件」
「サラリーマン大増
税」など、小泉流「弱肉強食」型社会では不安が増すばかりです。効率は高めつつも、や
るべきことはやる。しかし、バラマキはしない「中ぐらいの政府」をめざしてがんばります。
敬具
衆議院議員
最近、マスコミで取り上げられ
ることが多くなりました。
「リベラルの会」
（近藤昭一は設

1月14日付
読売新聞
「リベラルの会に
関する報道」

立代表世話人の一人）
は政策集団
です。9月に行われる民主党代表
選挙とからませて報道されることが
多いですが、私たちは、あくまで政
策理念（①集団的自衛権の行使を
容認せず、集団的安全保障をめざ
す②市民に開かれた政治で、あら
ゆる人が安心して自由に暮らして
いける社会の実現を目指す）
を重
視し、2004年の発足以来、大学教
授や研究家をお招きして、政策研
究を重ねてきました。日本が国際
協調の中で重要な役割を果たすこ
とこそ、日本の安全と発展につな
がると確信しています。
また、木俣参院議員の事件につ
きまして、心からお詫び申し上げま
す。同議員は2月21日、鳩山幹事
長に離党届を提出し、受理されま
した。この間、緊急の役員会、幹
事会、倫理委員会の開催など、徹
底した再発防止策のために努め、
県連大会では、新代表として、倫
理委員会拡大強化や候補者選考・
議員候補者のあり方などについて
の改革方針、および刷新プロジェ
クトチームのパワーアップ委員会
への拡大強化方針などを発表しま
した。県連一丸となって信頼回復
に努めます。

1月21日付 中日新聞
「県連新代表内定に関する報道」
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青少年問題に関する特別委員会を早期開催

弱肉強食型・小泉流政治の無責任さ①（中川農水大臣）

参考人でお招きした横矢真理ＮＰＯ法人子どもの危険
回避研究所長、森田ゆりエンパワメント・センター主宰ら
4名の方からそれぞれ意見陳述していただき、各党代表
が質問を行う。①危険なところに近づかない。危険なと
ころは、どういったところかを子どもが自ら判断する力を
つける②道具、特に防犯ブザー
（忘れたり、電池が入っ
てなかったり、すぐに作動させられなかったりする）等に
は過度に頼らず、自らの力（一番は自分の大きな声）で
危険を回避する等、色々聞かせていただいた。子ども
たちの安全のため、最大限の努力を国会でも行いたい。
しかし、2月17日（金）
に園児の母親が別の園児二人を
刺し殺すという事件が滋賀県長浜市で起こった。一体
どうしたら、子どもたちを守ることが出来るのか。
「弱いも
のがどんどん孤立化していき、さらに弱い者をいためつ
ける」社会をつくりだしてしまった責任は私たち自身の中
にもあるのかも知れない。

中川農水大臣の閣議決定（米国産牛肉輸入再開にあ
たっての事前検査）違反は、大問題。①日米首脳会談用
の政府内資料は、既に査察団派遣を輸入再開後として
いた②元々、川内博史衆院議員（民主）の質問主意書
は、
「米国の検査が、いかにズサンであるか」を指摘して
おり、それゆえ、どう対応するか心配であるというもので
あった③政府は、閣議決定は臨機応変に変更すること
もあり得ると開き直っているが、良い方向ならまだしも、
自らの無責任さの言い訳するために使うのは間違ってい
る。いずれにせよ、根本は「小泉政権は日米関係を重視
し、国民の安全をないがしろにした」
ということである。

2月14日（火）、青少年問題に関する特別委員会参考人質疑

アスベスト対策

本当の救済を

環境委員会で、アスベスト救済法案について質問に
立つ。1970年代以降、政府はアスベストの危険性を知
りながら、十分な対策を怠ってきた。本法案は、仕事上
以外で、中皮腫を発症された方たち(例えば、工場付近
の住民、アスベストの付着した衣服を洗濯した家庭の
女性)に対する補償は、因果関係が特定しにくいという
理由（しかし原因はアスベストである）から、しないとい
うものである。その代わりに、
「救済」(国には責任はな
いという意味)とし、不十分な療養費、見舞金を支給す
る。ただし、遺族年金、教育資金援助はない。傍聴席
で関係者のみなさんの見守る中、厳しく質問させてい
ただいた（残念ながら、民主党は修正案を出して、対決
したが、1月31日に委員会を通過し、2月3日の参院本
会議で可決・成立した）。

1月24日（金）
、環境委員会で政府の責任を追及する

弱肉強食型・小泉流政治の無責任さ②（ホリエモン）
「ホリエモン旋風」がマスコミを賑わした頃、いつも危
うさと釈然としないものを感じた。
「自己責任という名の
下で、一発勝負にかけることがもてはやされるような風
潮」でいいのだろうか？まじめに働く労働者や中小企業
主、商店主の皆さんはどうなってしまうのだろうか？何よ
り、日本の良き伝統を風化させていってしまうのではな
いだろうか、と心配した。
もう一度「ライブドアの評価」を全国民あげてやり直す
べき時機だと思う。
しかし、
「なんでもお金で解決がつく」
という風潮を「勝
てば官軍」的局面にまで祭り上げていった責任が、先の
総選挙での「ホリエモン擁立劇」にはある。
個人攻撃というものを好まないが、少なくとも「わが息
子」
と豪語した武部さんや選挙情勢にも多大な影響を与
えた「ホリエモン応援弁士」の竹中さんは、きちんと国民
の前で釈明すべきであると思う。それはご本人たちの良
心の問題であり、
「日本人本来の良心」を取り戻すため
の、政治家としての責務であると思う。

NPO局長として
１月３０日、
「第5回民主党 平成18年度NPO関連予
算・公開ヒアリング」で、NPO局長として、代表挨拶。約
80団体・100名以上の参加があり、毎年高い評価を得て
いる。
NPOというのは、これからの社会で重要な役割を果
たす存在。しかし、時に行政などの下請け的に位置づけ
られたり、財政的基
盤が弱く、困難を抱
えている。民主党と
して、税制改正を含
めて出来る限りNPO
のサポートをしたい。
12月9日（金）
、県産業貿易館にて、市民
政策・課題別意見交換会「災害とNPO」
を主宰する。
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「リベラルの会」と民主党の今後

2月8日付 朝日新聞

1月26日付
朝日新聞

恒久平和議連の幹事長に
２月２１日（火）
、超党派の「恒久平和のために真相究
明法の成立を目指す議員連盟」
（鳩山由紀夫会長）の幹
事長に就任。総会を開き、韓国政府の強制動員被害真
相究明委員会の全基浩（チョン・キホ）委員長による記
念講演や市民団体からの報告をお聞きしました。

1月25日、今年初めての「リベラルの会」
を開催し、
「今
年一年の活動方針」について打ち合わせをする。テレビ・
新聞合わせて10社ほどの取材が入った。
この会は、2004年8月にイラクでの邦人人質事件の際
に「緊急アピール」
を出したメンバーが中心になって設立
された。積極的な改憲論でも、まったくの護憲論でもない。
しかしながら、先のアジア太平洋戦争の教訓から、二度
と戦争という人殺しをおこしてはならないと考えており、日
本をかえって危険に陥れる集団的自衛権の行使には反対
であり、集団的安全保障体制をつくることによって平和を
守っていこうと考えている。
私はこの日、
「地元で、民主党と自民党と変わらなくなっ
てしまったと言われる。代表選挙を控え、前原さんが外
交・安保政策で従来の方向とは違った方向へ転換しよう
としている。リベラルの会としては、活発できちんとした議
論と対応をしていきたい」
と発言した。
なお、代表世話人の一人である平岡秀夫議員と私で
「民主党のめざすべき外交・安保政策と中国脅威論につ
いての反論」
をとりまとめ、3月8日発売予定の月刊『世界』
（岩波書店）
に発表する。
以下はその要旨である。
「集団的自衛権の行使」容認は、専守防衛・自衛権発
動３要件の原則を放棄し、米国の軍事的世界戦略に巻き
込まれていく危険が大。前原代表が「集団的自衛権の行
使」
を検討すべきケースとするミサイル防衛や周辺事態
は、
「集団的自衛権の行使」
をすることに色々問題あり。
我が国が目指すべき安全保障は、アジア諸国との「地
域的集団安全保障」
、延いては「EU憲法条約」の教訓を
活かした「アジア憲法条約」の確立。
中国は、国内貧富の格差解消のためにも、周辺諸国と
の「協調外交」
を希求。人民解放軍は、近代化を行ってい
るものの、技術的・能力的に１０〜２０年の遅れ。
「敵意」が
なければ「脅威」
とはならず、日中相互理解が最大の外
交・安全保障政策。日中関係は主張すべきは主張する成
熟した関係を目指すべき。

インターネットテレビ「VIPテレビ」に出演
1月26日(木)、友人でもある河野太郎衆院議員（自民）
とＶ
Ｉ
Ｐテレビに出席する。この番組は唯一、i-PODでも
ダウンロードできる番組である。インタビューの中身は、
「今年の民主党の代表選、自民党の総裁選について」
「今年、力を入れている政策目標」
「姉歯事件、ホリエモ
ン事件」など。

永田議員の「メール問題」について

恒久平和議連の幹事長に就任し、総会の進行をする

ライブドア送金指示メールニセ事件に関して、永田氏
自身も、党執行部の対応についても、国民の皆さんの
期待に反したことを心からおわび申し上げます。また、執
行部はもっと大きな視点、
「弱肉強食型社会」を作ってし
まった小泉・武部・竹中流政治を攻めることこそ考える
べきであったと思います。

④
民

あなたの税金 今すぐチェックを！
「連合」のホームページでは、小泉政権の公約違反の定
率減税廃止でどれだけあなたの課税が増額されているか
計算できます。年収・家庭情報を入力するだけ！
下記のQRコードからもアクサセス可能です。
●HPアドレス http://www.jtuc-rengo.or.jp/daizouzei/
●携帯サイト http://www.jtuc-rengo.or.jp/m/
「２月２０日（月）、税理士会の皆
さんと名古屋税理士政治連盟の
無料税務相談の現場を視察す
る。今年は、小泉政権による、

主

「東アジアの仲間とともに旧正月を祝う会」
１月２９日（日）
、中区大須のローズコ
ートホテルにおいて「東アジアの仲間
とともに旧正月を祝う会」
を開催。旧
暦の元日にあたるこの日、中国、韓
国、タイからの留学生や在日の方な
ども含め総勢約２００名が参加し、親
睦を深めた。会場では、和太鼓演奏
や内モンゴルの踊り、朝鮮歌舞など
が披露され大いに盛り上がった。４回
目となるこの会は、東アジアの多く
の人々と同じこの日に、旧正月を日
本でも祝うことによって、友好交流を
推進していこうというものである。

高齢者控除の廃止などのため、
相談に訪れる方が多い。」

「緑の友好訪中団募集」

植田・植田南小分離新設校のこと
天白区は名古屋市内でも人口
増加の著しい区。そのため、
2009年度に新たに植田・植田
南小分離新設校が新設され
る。青少年問題特別委員長と
して、環境委員として、子ども
たちの「安全」
と
「環境」に配慮
をした、良い学校が出来るよ
う取り組んでいく。

新小学校建設現場を視察。

「中国黄土高原を緑に」
を合言葉に
続けてきた植樹活動も今回で１０回
目を迎える。
過去に植えた木々は背丈以上に成
長し、確実に成果が実っている。環
境と友好のためにできること、みなさ
んもこの機会にぜひご参加ください。
と
き ２００６年４月１４日（金）
〜４月１８日（火）
と こ ろ 中国陝西省西安市近郊、黄土高原
参加費用 １４８,０００円
募集人員３０名
詳しくは地球倶楽部事務局（TEL０５２−８０８−１１８１）
まで
※相談をご希望の方は、必ず3日前迄に
近藤昭一事務所にご予約ください。

法律相談

税務相談

毎月第4土曜日
午後4：30〜
渥美裕資 弁護士

毎月第1土曜日
午後2：00〜
藤井治良 税理士

（名古屋弁護士会）

その他の相談
経営相談

三

健康医療相談
社会保障相談

天 竺 桂 尚 穂
伊 藤 光 保
後 藤 俊 樹

澤

た ぶ の き

俊

夫

た か お

氏
氏
氏
氏

子育て相談会
郵便振込先 番号：00850-4-115309
名称：21世紀の国づくりを考える会

絵画に描かれた色・構図などから子供たちの本
当の気持ちを解ってあげましょう。
●と き 毎月第1土曜日
●時 間 午後1：00〜2：30
●講 師 米山 郁生 先生
お子様の絵を持参してください！絵を見てアドバイスします！

近藤昭一事務所
蛔

〒468-0058

名古屋市天白区植田西3-1207（地下鉄塩釜口・植田駅下車徒歩5分）

お気軽にお立ちよりください。TEL：052-808-1181

FAX：052-800-2371

