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近づく参院選挙 格差是正にしっかり取り組む！
近藤昭一衆議院議員は、引き続き党幹事長代理として、立憲主義を守り、共生社会を創造するためにたたかいます。
選挙権年齢が18歳以上になった中、近藤議員に今後の抱負を語ってもらいました。

いつも会報を読んでいただきありがとうござ
います。通常国会は6月1日に閉会し、いよいよ参
議院議員選挙です。この選挙の争点は、安倍首相
の唱えてきたアベノミクスを総括し、日本経済を
どう建て直すのかということと、世界的にみても
大きくなった日本社会の格差をどう是正するの
かということです。
もちろんその中で、安倍首相は改憲問題も取り
上げてくるでしょう。戦後ずっと守ってきた平和
国家日本が壊されかけていると、昨年9月19日に
安保関連法案が強行可決された後も、同法制を廃
止すべきという運動は根強く継続されています。
さらには、原発の問題も問われると思います。4
月14日から熊本・大分県を中心に広い地域を襲っ
ている群発地震ですが、予想もしなかった揺れ方
をし、九州全体の断層に影響を及ぼすこともあり
得ないことではないと指摘する研究者もいます。
そのため、私自身は、有志の皆さんがインターネ
ットで集めた10万筆を超える「川内原発を一旦停
止し検証を」という要望書提出のために内閣府に
同行しました。近藤昭一は、民進党結党後も引き

教育の格差是正を唱える斉藤よしたか参議院候補予定者とともに

続き幹事長代理として、党務全般に当たっています。こ
の国会では、所属する総務委員会で報道の自由に関して
質問に立ち、新たに所属した沖縄北方問題特別委員会で
は、北方領土問題と辺野古新基地建設にともなう環境破
壊の問題について質問しました。
国民の皆さんの声にきちんと耳を傾け、今後も頑張っ
て参ります！
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Facebook 毎日更新中！
近 藤 昭 一

プ ロ フ ィ ー ル

1958年、名古屋出身。千種高校、上智大
学卒。中日新聞社を経て、96年衆議院議
員初当選。以後7期連続当選。衆議院外
務委員会筆頭理事、総務委員長、環境副
大臣等を歴任。現在、党幹事長代理、立
憲フォーラム代表、原発ゼロの会共同代
表、交運労協政策推進議員懇談会会長、
党エネルギー環境調査会副会長、沖縄等
米軍基地問題議員懇談会会長、北方領土
返還要求愛知実行委員会代表等。
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近藤昭一の「思い」と「姿勢」
近藤昭一は1958年生まれ。高度成長期に育ちましたが、小学校低学年時は給
食に脱脂粉乳が出され、まだ貸本屋さんも残っていた時代です。愛知県立千種
高校を経て、上智大学法学部に学びました。学生時代に北京に留学し、そこで
発展途上国の留学生とも親交を持ちました。当時日本は既に世界第2位の経済大
国でしたが、世界では多くの人が貧困にあえぎ、平和も確立していないことを
実感しました。その後、中日新聞社で9年間働いた後、政治の世界に入りました。
尊敬するのは石橋湛山であり、その流れを汲む武村正義・新党さきがけ代表で
す。同氏の提唱した「小さくともキラリと光る国日本」(バラマキばかりの大き
な政府でも、行き過ぎた競争主義の小さな政府でもない、競争はするが、安心
安全のセーフティーネットをつくる中ぐらいの政府)を目指しています。政治姿
勢は、新聞社時代から培う「一人ひとりを大切に、社会のために」。きちんと
活動を伝えたいと、22年間ずっと街頭活動(4月25日現在1858回)、会報の発行(本
号で139号)、報告会の開催、FacebookなどのSNSを行っています。

近藤昭一の議員活動と取り組み －いつも人が真ん中の政治を！

原発ゼロに向けて

国境を越えて若者の交流を

立憲主義を守る

超党派議連で「国会エネルギー調査会 アジアと世界の平和のために次世代の 大臣や国会議員は憲法にしばられてい
準備会」を主宰。政府が隠してきた資 交流を進めています。第15回目となる ます。立憲民主主義を守り、集団的自
料を提出させる。原発再稼働に厳しい 「Kids’AU Camp」を2015年8月、沖縄 衛権行使に反対し、平和な世界をめざ
規制を課すための議員立法等を準備。 で開催。今年は韓国で開催。

再生可能エネルギーで経済再生

幅の広い外交を推進

す先頭に立ちます。

民進党はじまる。3月27日

「国会エネルギー調査会（ 準備会）」 米国、ロシア、ドイツ、フィンランド、 民進党は「自由」「共生」「未来への
（これまで52回開催）では、再エネを着 ベルギーなどを訪問、国会議員や有識 責任」を結党の理念とし、野党共闘の
実に導入し、日本の環境技術を活かし 者を交えて安保政策や社会保障政策に 大きな核を作り、国民とともに進む政
た経済再生を実現する議論を続ける。 ついて積極的に意見交換しています。

治をつくります。

③

1997年4月25日第三種郵便物認可

「民進」号外

2016年5月1日

経済をよくするために、まず一人ひとりが元気になる社会を！
生活を支える経済の活性化は最重要課題です。景気の半
分は企業の投資ですが、もう半分は個人の消費です。個人
消費が伸びなければ、景気は回復しません。そのための課
題として、①将来不安による買い控え、②所得低下による
買い控え、③人口減少による消費減、があります。
日本の税制度は、所得再分配機能が弱いと言われていま
す。年収３００万円の暮らしを比較すると、フランスやチ
ェコでは相当な暮らしができますが、日本では将来への見
通しも立たないという報告があります。日本の予算配分で
は、子育て、教育、医療、年金、介護などへの支援が他の
先進諸国に比較して少なく、本人の負担が重いからだと言
われています。また、正規雇用者と非正規の所得格差が大
きい上に、働く人の４割が非正規というのが日本の現状で
す。さらに、先進諸国の中でも最も急速に少子化が進んで
いることも、絶対的な消費を減少させています。
民進党は、こうした分野への税の投入(厚生年金や健康保険の適用拡大、住宅費支援、家族向け給付の拡充、
返済しなくてもいい本当の奨学金)が優先されなければならない

教育

と考えています。党として格差を是正し、安心して安全に暮らせ
る「共生社会創造」をめざす政策を発表しました。民進党愛知県
連でも、独自の共生社会創造本部を立ち上げ、近藤昭一が本部長
に就任しました。同本部は、５月中旬から６月中旬にかけて、名
古屋、尾張、三河の三地域において、「教育」と「保育・介護」
の分野別に、計６回のフォーラムを開催します。詳細その他につ
いては、近藤昭一事務所までお問い合わせください。

5月21日（土)
13:30～15:00
豊橋商工会議所
6月5日（日）
14:00～15:30
尾西生涯学習センター
6月14日（火）
18:30～20:00
ナディアパーク6F

保育・介護
5月22日（日）
14:30～16:00
メルパルク名古屋
6月4日（土）
13:30~15:00
岡崎勤労文化センター
6月4日（土）
16:00～17:30
春日井市総合体育館

総務委で報道の自由度に関連して質問 野党が協同して法案を提出
近藤昭一議員は、３月１７

野党連携を重視する民進党は、各種法案
日、衆議院総務委員会で質問、 についても他の野党（日本共産党、生活の
高市総務大臣の「電波停止発 党と山本太郎となかまたち、社会民主党）
言」を追及した。まず近藤議

と共同して国会に提出しました。２月１９

員は、放送法第４条１項の政

日に、安保関連法を廃止するための二法案

治的公平性の原則が、ＮＨＫ

を提出したことを皮切りに、ひとり親家庭

から民放、さらに衛星テレビ

への児童扶養手当を拡充する改正案、保育

やケーブルテレビにまで拡大

士の給与を月額５万円引き上げる保育士処

適用されている現状に危惧を

遇改善法案、長時間労働や過労死をなくす

表明。インターネット動画配

ために、残業時間の法規制などを盛り込ん

信に対する放送法の適用について、政府が検討しているか確

だ労働基準法改正案（長時間労働規制法

認すると、高市大臣は「少なくとも現時点で」と前置きしつ

案）、畜産物の価格安定に関する法律およ

つ、検討していない旨を明言した。また、近藤議員は高市大

び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部

臣の放送法の解釈について、「行政権の肥大化と拡大解釈の

を改正する法律案等を提出しました。一人

温床になりかねない」と危険性を指摘した上で、放送法を改

ひとりが元気になる社会をつくるために、

正して４条１項を撤廃するか、同条の解釈を倫理規定にしな

安倍政権に対案を示し、国会でしっかりと

ければ、報道機関の萎縮は避けられないと糺しました。

論戦を挑んでまいります。
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近藤昭一『アジアにこだわる、立憲主義にこだわる』
21世紀半ば、世界のGDPの半分をアジアが占めると言われます。日本の最大貿
易相手国は中国であり、対米貿易の約３倍です。しかしながら、中国やアジアの
国々に関われば、中傷を受けることも多くあります。初当選以来、アジアの問題
に取り組んできた近藤昭一が、石橋湛山首相や幣原喜重郎首相の論述を引用しな
がら、なぜアジアの国々との関係が重要なのか、どう付き合っていくべきか等を
論じました。一冊1,500円税別。お問い合わせは近藤昭一事務所まで。

参議院比例代表選挙に２２人を公認内定（４月２７日現在）
氏名

主な経歴、役職

氏名

主な経歴、役職

有田 芳生

ジャーナリスト

轟木 利治

大同特殊鋼社員

石橋 通宏

全電通中央本部職員

なたにや 正義

小学校教員

江崎 孝

三橋町役場職員（福岡県）

なんば 奨二

郵便局員

大河原 雅子

東京生活者ネットワーク代表委員

西村 まさみ

歯科医師

小野 次郎

総理秘書官、鹿児島県警察本部長

白 眞勲

内閣府副大臣、新聞社員

鎌谷 一也

鳥取県畜産農業協同組合理事

濱口 誠

トヨタ自動車社員

川合 孝典

帝人社員

藤川 慎一

ジーエス・ユアサ社員

小林 正夫

東京電力社員

藤末 健三

総務副大臣、通産省職員

柴田 巧

富山県議会議員

前田 武志

国土交通大臣、建設省職員

田城 郁

ＪＲ東日本社員

森屋 たかし

西東京バス社員

田中 直紀

防衛大臣、新潟県バス協会会長

矢田 稚子

パナソニック社員

熊本地震被災者救援募金活動
4月14日から熊本・大分県を中心に地震が群発し、甚大
な被害をもたらしています。被災された皆さんにお見舞い
申しあげます。民進党では、被災者の皆さんの生活再建と
被災地の復興を支援するための募金活動を行っています。
通学中の学生の方、買い物中の方など多くの皆さんに感謝
しています。街頭で見かけられましたらよろしくお願いし
ます。

～お知らせ～
近藤昭一国政報告会
とき：6月4日(土)
13：30～15：00
会場：JAみどり徳重支店
２階会議室
入場無料、事前申込不要
どなたでも参加できます

こ ん ち ゃ ん サ ポ ー タ ー
愛知県選挙区では、現職の斉藤よしたか氏と
新人の伊藤たかえ氏の公認が決まっています。 倶 楽 部 会 員 大 募 集 中 ！
斉
藤
よ
し
た
か

現
職
１
期
・
元
教
員

伊
藤
た
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え

新
人
・
会
社
員

こんちゃんサポーターへのご参加をよろしく
お願いいたします。年会費3,000円、会報をお届
けします。近藤昭一事務所が主催するイベント等
のご案内をします。問い合わせ・申し込みは近藤
事務所までお願いします。

衆議院議員

近藤昭一事務所

名古屋市天白区植田西3-1207
TEL: 052-808-1181 FAX: 052-800-2371
Email: konchan@kon-chan.jp

法律相談（毎月第４土曜日）、詳細は近藤事務所までお問い合わせください

