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一人ひとりの生活を守る！国民主役を取り戻す！ 
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。

参院選の結果を踏まえ、次の臨時国会に向けて、近藤議員に今後の抱負を語ってもらいました。  
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本紙 第1・第3金曜発行  

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。 

拝啓 会報を読んでいただきありがとうございます。 

夏の参議院議員選挙が終わりました。結果は民進党を含む野

党にとって、厳しいものでしたが、改憲の争点化を避け、年

金積立金運用の報告を選挙後に先送りし、公示後の党首討論

は一回しか開かないなど、安倍政権の手法は目に余るもので

した。 

皆さんが働いている時に払った年金保険料の一部は積立金

になり、給付が増えるように運用に回されています。これま

で、安全第一・元本確保のため、株で運用する部分を1/4に

留め、半分以上は元本保証されている国債などで運用してき

ました。ところが、安倍政権はこれを1/2に倍増させました。 

民進党はじめ野党は反対しましたが、安倍政権は強行し、現

実の被害も発生しました。昨年は秋からの株価下落で５兆円

の運用損失が出たと、6月30日に塩崎厚労大臣に報告されま

したが、政府は、参院選前には公表しませんでした。 

また、英国がＥＵ離脱を決めた際、株価が下落し、皆さんの

年金積立金が1日で２兆円以上失われたと分析されていいま

す。安倍総理は株への投資を倍増させ、株高を演出してきた

のです。マイナス金利で円安が誘導され、輸出する大企業は利

益をあげました。安倍総理は普通に生活する人のことを考えて

いません。 

今回、 

初の18才以上の選挙となりました。必ずしも高い投票率ではあ

りませんでしたが、全国的に市民連合が活躍する中、大学生に

よるSEALDs（シールズ：Students Emergency Action for Liberal 

Democracy – s）や高校生によるT-nsSOWL(ティーンズソウ

ル:Teens Stand up to Oppose War Law)の運動は、大きなイン

パクトを持ちました。政治は生活です。どんな社会を求めるか

を決めるのが選挙です。 国民不在の政治を絶対に許してはなり

ません。国民一人ひとりが幸せになる政策をきちんと進める当

たり前の民主主義を取り戻すため頑張り続けます。                            

敬具 

 

 2016年 7月 11

日 衆議院議員 近藤昭一  

Facebook 毎日更新中！ 

年金積立金が1日で２兆円以上失われたと分析されていいます。 

安倍総理は株への投資を倍増させ、株高を演出してきたのです。マ

イナス金利で円安が誘導され、輸出する大企業は利益をあげました。

安倍総理は普通に生活する人のことを考えていません。 

今回、初の18才以上の選挙となりました。必ずしも高い投票率で

はありませんでしたが、全国的に市民連合が活躍する中、大学生に

よるSEALDs（シールズ：Students Emergency Action for Liberal 

Democracy – s）や高校生によるT-nsSOWL(ティーンズソウル:Teens 

Stand up to Oppose War Law)の運動は、大きなインパクトを持ちま

した。政治は生活です。どんな社会を求めるかを決めるのが選挙で

す。 国民不在の政治を絶対に許してはなりません。国民一人ひとり

が幸せになる政策をきちんと進める当たり前の民主主義を取り戻す

ため頑張り続けます。 

                         敬具 

2016年7月11日 衆議院議員 近藤昭一 

 

http://www.kon-chan.org/
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 安倍政権はなぜ危ないか！ 改憲でなく今こそ憲法の具現化を   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  第一次安倍政権は、価値観を国民に強要しています。 

・改正教育基本法に「我が国と郷土を愛する」態度と道徳教育を明記しました。また、大学においては、教

授会に対する学長権限を強め、教育委員会への首長の関与も強化しました。国が価値観を強要することほど

危険なことはありません。教育は権力から独立していなければならないのです。 

② 第二次安倍政権は、国民主権をないがし

ろにし、平和を脅かしています。 

・特定秘密保護法は、国による秘密指定の範囲が広

大な上、議会のチェックも効かず、何が機密指定さ

れているかも分かりません。特に首相が指定すれば

永久に秘密にできるというのは大問題で、歴史検証

を不可能にし、国民の知る権利を大きく侵害してい

ます。 

・準備されている共謀罪は、未遂でも重大犯の構成

要件とすることが可能になり、おとり捜査や通信傍

受、デモや集会の監視が強化される恐れがあります。 

・安倍政権の横暴により日本の報道の自由度は、民

主党鳩山政権期の11位から72位へと急降下、NHKへの

人事介入、官邸とマスコミ要人の密室的な関係によ

る。報道の忖度（そんたく）が強まっています。報

道ステーションの古舘伊知郎さん、クローズアップ

現代の国谷裕子さん、TBSニュース23の岸井成格さん

など、何人もの著名なキャスターが降板し、マスコ

ミの権力監視機能は大きく低下しています。 

・安保関連法＝武力行使のハードルが大幅に低下。

集団的自衛権行使と恒常的な海外派兵が可能にな

り、後方支援活動の拡大による他国の武力行使との

一体化が進みました。集団的自衛権とは自国が攻撃

されていなくとも、相手国を攻撃することであり、

歴代自民党政権も、「日本国憲法では、行使はでき

ない」と言ってきました。それを安倍政権はわずか

25分間の閣議で解釈変更しました。衆参の特別委員

会では政府側が答弁に窮し、首相と防衛相の答弁が

食い違う等のため、各々100回以上も審議が止まりま

した。憲法違反の法律ですから当然であり、昨年8月

30日には国会周辺に12万人もの人々が集まり抗議の

声をあげました。それでも、安倍政権は9月19日に参

院で強引に採決を行ったのであり、このために立憲

主義(権力は憲法によって縛られる)の危機だと言わ

れるのです。 

③ 安倍政権は今後、改憲を強行してきます。 

・自民党は、憲法を改定して、国民の権利を大幅に

制限、国家に奉仕させる仕組みを準備しています。

緊急事態条項を創設して、内閣が法律と同等の政令

を出せるようにしたいと考えています。ドイツでヒ

トラーが台頭したのは、当時のワイマール憲法にあ

った「緊急事態条項」によって、ヒトラー政権が、

反対する人たちを次々に拘束していったからです。 

・憲法とは権力の暴走にブレーキをかけるために、

大臣や国会議員、公務員が従わなければならない規

範であるのにも関わらず、自民党憲法草案には「国

民はこの憲法を尊重しなければならない」と書かれ

ているのです。国民主権と基本的人権は否定され、

「積極的平和主義」や「原発推進」で平和的生存権

さえないがしろにされる内容です。 

④ 安倍政権は普通に生活する人をないがし

ろにしています。 

・安倍政権は、労働者派遣法を改悪しました。派遣

労働者受け入れ期間の制限撤廃により、不安定雇用

が常態化し、正社員から派遣への置き換えが進む恐

れが大きくなっています。 

・労働基準法改悪を準備していますが、これは労使

間合意なしで使用者は労働時間を永遠に引き延ばせ

るようにする上、裁量労働制の適用を拡大し、超長

時間労働を悪化させるだけです。 

・安倍政権の政策は、大企業優遇ばかりです。法人

税は2000年に42％であったものが、2020年までに

25％に引き下げられます。2015年、法人が納めた税

金が11.7兆円に対し、皆さんが納めた所得税は17.6

兆円、消費税は17.1兆円に上ります。アベノミクス

で増えたのは60歳以上の求人が殆どで、しかも、非

正規の仕事です。また、名目賃金は上がっても、円

安等による物価変動を加味した実質賃金は、2010年

の民主党政権時を100とすると、2015年には94.6に下

がっています。 
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第１９０回国会で成立した主な法案 
選挙制度改革関連法 衆議院の議員定数を１０削減（小選挙区６減、比例４減）、商業施設などで

の投票が可能になった。 

ヘイトスピーチ対策法 在日外国人や子孫らに対する差別と禁止事項を定義。国や自治体に対し、相

談体制の整備や人権教育の充実などを求める。 

改正刑事訴訟法 被疑者取調べの一部可視化を義務づけ。検察による司法取引が導入され、警

察による通信傍受の犯罪対象が拡大された。 

改正民法 離婚した女性の再婚禁止期間を現行の６カ月から１００日に短縮する。 

税制改正関連法 消費増税に際し、同軽減税率を導入。 

 

近藤昭一立憲フォーラム代表が開会挨拶を行った後、「選挙に勝って憲法を変えさせない」とのテーマで、有

識者・市民からアピールがなされた。 

 
議員の質問主意書に対する答弁の内容が5月18日の東京新聞の一面に掲載された。 

 

戦争法廃止を求める2000万人請願署名 

5月19日、「戦争法の廃止を求める2000万人統一署名」提出集会が衆

議院議員会館内で開かれ、岡田克也民進党代表、近藤昭一幹事長代理

を始め、各党代表と衆参の野党議員32人が出席し、市民代表から署名

が手渡された。会場の正面には全国から集まった署名を収めた段ボー

ル箱が高く積まれ、集会後には衆議院請願課に提出された。同日夕、

憲政記念館で、立憲フォーラムと戦争をさせない1000人委員会が主催

する「さぁ、安倍政治を終らそう！」集会も開催された。 

 

沖縄北方特で辺野古新基地問題を追及 

4月26日、衆議院沖縄北方問題特別委員会で、近藤昭一議員が辺野古新基

地用土砂搬出入問題について質問を行った。新基地建設用の土砂を沖縄

以外の本土から大量に搬入する計画について追及し、外来種の持ち込み

による生態系攪乱が心配される中、環境影響調査は誰が行うのか、その

対策等について答弁を迫った。また、5月25日には、シンポジウム「辺野

古新基地建設と沖縄の自治―辺野古が問う日本の地方自治のあり方」が

国会内で開かれ、近藤議員が挨拶に立った。さらに、近藤議員は、オス

プレイ配備の問題について、防衛省や外務省と交渉を重ねているが、同

質問主意書 

 

近藤昭一が熊本地震被災地視察－復興支援の加速を 

熊本を視察しました。5月27日、RQ

センター(市民災害救援センター)

の関係者と合流し、被害が大きか

った西原村に入りました。同28日

は阿蘇を中心に回りました、断層

帯の恐ろしさを実感しました。世

界で最も地震の多い日本で原発の

稼働は危険です。 
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普通に生活する人から幸せになれる社会を！ 

 
 

 
 

 

改 め て 皆 さ ん と 憲 法 を 考 え た い と 思 い ま す ！ 

 

 
 
 
 
 

映画「不思議なクニの憲法」上映会 
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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 

こんちゃんサポーター倶楽部会員大募集中！ 
 

年会費3000円で、会報のお届け、イベントのご案内

をします。お問い合わせ・申し込みは近藤事務所まで

お願いします。 

7月10日投票の参議院議員選挙、民進党公認で出馬し

た斉藤よしたか、伊藤たかえの両候補は、皆さんのご支

援をいただき、当選を果たしました。選挙中にいただい

た「教育」「子育て」「介護」「長時間労働」「不安定

雇用」等に関する不安と怒りの声をしっかりと政治に反

映させてまいります。アベノミクスは大企業の方は向い

ていても、普通に生活する皆さんに向いてはいません。

しっかりと頑張って参ります。 

今回の選挙、市民の皆さんの後押しで、全国32全ての

一人区で野党統一候補が実現しました。結果は11勝21敗

でしたが、候補統一でなければ、全くひどいものになっ

ていたと思います(三年前はわずか2勝です)。また、安

倍首相が重点選挙区として何回か応援に入り、野党共闘

を激しく非難した10の選挙区は、野党の９勝１敗という

結果でした。 

全体として本当に厳しい結果でしたし、アベノミクス

に対する批判は大きいにも関わらず、投票率が高まらな

かったことは、政治・政党不信の表れと捉え、さらなる

努力をして参ります。引き続きご支援賜りますようよろ

しくお願いします。 

 

「憲法って何？」憲法への理解を深めるドキュ

メンタリーです。ぜひ、ご来場ください。前売券

購入、お問い合わせは、近藤昭一事務所まで。 

日時：2016年8月7日(日) 上映13：30～ 

場所：東別院ホール(会館3階)  

名古屋市中区橘2-8-45 

会費：大人1000円（前売900円） 学生500円 

講演「アジアにこだわる 立憲主義にこだわる」 
近藤昭一が自著「アジアにこだわる 立憲主

義にこだわる」(5月22日八月書館発行)につい

て講演します。 

10月2日(日)10：00～吹上ホール4階第3会議

室。入場無料。ぜひご来場ください。 

 なお、著書は現在発売中です。書店または、

近藤昭一事務所までご連絡ください。 

かったことは、政治・政党不信の表れと捉え、さらなる努力をして参ります。引き続きご支援賜

りますようよろしくお願いします。 

 

自民、公明、おおさか維新、日本のこころの四党と無所属議員を会わせた「改憲勢力」といわ

れる議員の数が衆参で３分の２を超えました。安倍首相は、「憲法争点化」を避けながら、選挙

後は、「改憲」に早速言及しています。改憲発議は国会議員によってなされるのですから、その

議員を選ぶ選挙で「憲法」を争点にしないという手法は問題です。また、自民党憲法草案では、

基本的人権をうたった現行の 97 条を削除しているのです。国民主権が脅かされる中、皆さんと

憲法を考える企画を二つご案内します。 

 




