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草の根民主主義をカタチにするタウンミーティングを開催！
立憲民主党副代表

近藤昭一 衆議院議員は、まっとうな政治を取り戻すため頑張っています。現在予算審議が進め

られている通常国会について、問われている国政課題と立憲民主党をめぐる現状について語ってもらいました。

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、
1996年衆議院議員初当選。以後8
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、立憲民主党副代
表、立憲フォーラム代表、原発ゼ
ロの会共同代表、日中友好議員連
盟幹事長、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

いつも会報を読んでいただきありがとうございます。早朝街頭活動は 2070 回に、会報も 151

号となりました。これからも、しっかりと活動や情報をお伝えしてまいります。
ところで、国会が召集されて、1 ヶ月以上が過ぎました。政府与党が今国会の目玉として来た「働
き方改革関連法案」に関連して、とんでもないことが発生していました。政府が、裁量労働制拡大
のため、根拠データに作為を加えていたのではとの疑惑が浮上したのです。安倍総理はデータを撤
回し、裁量労働制の部分は提出をあきらめました。しかし、同じデータを使った「高度プロフェッ
ショナル制度」の部分は撤回していません。作為的ととれるデータを用いて法案説明した上、裁量
労働制と長時間規制と相反するものを一本の法案にまとめた元々スジの通らない法案でした。この
データは、過労死事件が起きたこの間の 2015 年から使われていました。
「働き方改革」は真に働く
人のためのものでなくてはならず、健康で安心して安全に働くことができ、安定した生活ができる
ようにすることが必要です。
なお、南相馬市長選挙、名護市長選挙の結果はショックでした。しかしながら、この間行われた
福岡県糸島市議選挙では、立憲民主党の徳安達成さんが定数 20 人中 2 位で、東京都日野市議選で
は、立憲民主党初の女性自治体議員候補となる森沢美和子さんが同 24 人中のトップで、東京都町
田市議選では、東友美さんが 36 人中 2 位で、智田伸也さんが 5 位で当選を果たしました。草の根
民主主義を実践していくため、地域でしっかりと住民の皆さんの声を受け止めていきます。 敬具
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原発稼働をすみやかに停止し、原発ゼロを実現します！
近藤昭一は立憲民主党エネルギー調査会の会
長代理を務めています。立憲民主党は、今国会で
重要議員立法法案として「原発ゼロ基本法」に取
り組んでいます。政治は政治家のためでも政党の
ためでもなく、皆さんのためにあるものです。皆
さんの暮らし、現場のリアルな声に根ざした政治
を実現する。それが私たちの描く、日本の未来で
す。そのため、皆さんとの開かれた議論を通して、
その内容を深め、まとめていくこととしていま
す。これまでの政党がなし得なかった全国的な運
動が始まっています。この法案の策定に当たって

立憲民主党が行っている各団体との対話集会の様子

は、前文に盛り込む文言を会長である逢坂誠二衆
議院議員のホームページから聞かせていただくとともに、全国 15 箇所（3 月 1 日時点）でタウンミーティン
グを開きました。名古屋でも 2 月 10 日に栄の名古屋市教育館で開催し、100 名を超える方にご参加いただき、
挙手された 30 名全ての方に発言いただきました。本法案は、2 月 22 日党の政策調査会で承認され、今後は更
なるブラッシュアップと、他の野党との共同提出に向けての協議を進めます。法案の要綱は下記の通り。

・原発稼働をすみやかに停止し、原発ゼロ（廃炉決定）を実現。
・原発ゼロを実現するため、省エネルギーを徹底（2030 年に 2010 年比電力消費 30%削減）
。
・政府に内閣総理大臣を本部長とする「推進本部｣ を設置。
・新増設、リプレースは認めない。
・再生可能エネルギーの最大限導入（2030 年に電力の 40% 以上)。
・年次報告（白書）を発行。
・使用済み核燃料について再処理は行わない。

アジアの平和を大切にした二人の先輩を偲ぶ
野中広務先生が亡くなられました。平和なアジアの実現は私の大きな政治テーマであり、初当選後、｢東ア
ジアの平和を考える会｣という学習会をつくって活動を始めました。その講師を野中先生にお願いしたのです
が、違う党の新人議員(当時２期目)の依頼を二つ返事で了解してくださいました。戦争を体験され、平和の大
切さを体で知る野中先生は、アジアの国々との関係を重視され、二度と戦争を起こしてはならないと発言し行
動されていました。政界にはかって、そうした先輩政治家が多くみえました。ご勇退されてからも、何度か平
和に関する集会でご一緒させていただき、お話を聞かせていただきました。体調を崩されて以降、お目にかか
る機会にあずかれず、本当に残念でした。
また、もう一人、あの戦争の歴史を直視し、日中関係の大切さを忘れるなと教えてくださった日中協会の白
西紳一郎理事長も昨年 10 月に亡くなられました。訪問先での突然の逝去でした。等身大の中国を知るべしと
全国を講演して回られ、東京や名古屋でよくご一緒させていただき、エールをいただきました。拙い私の中国
語でも、相手の国の言葉で話すんだと、いつも背中を押してくださった素晴らしい先輩でした。今年は日中平
和友好条約 40 周年です。戦争を直接知る先輩たちが、少なくなっていきます。その遺志を大切にして頑張り
ます。
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ジェンダー平等推進本部 －女性議員が活躍しやすい環境の整備に向けて
立憲民主党は、ジェンダー平等を政策の大き
な柱にしています。昨年 12 月 26 日には立憲民
主党「ジェンダー平等推進本部」の第 1 回総会
を開き、
「性犯罪、次の刑法改正位に向けて～
50 年の遅れを取り戻そう～」というテーマで、
被害者支援を行っている NPO 団体などから刑
法改正をめぐる要望や、ジェンダー法の専門家
から刑法改正に関する具体的提言等をいただ
きました。また年が明けた 1 月 17 日の役員会
では、今後の活動について意見交換をするとと
もに、野田聖子女性活躍担当大臣・内閣府特命
担当大臣（男女共同参画)を迎え、
「政治分野における女性の活躍促進について」の要請を受け、意見を交わし
ました。要請内容は、第４次男女共同参画基本計画に基づくもので、女性議員が活躍しやすい環境の整備につ
いて、党員・役員に占める割合や、国政選挙や地方議会選挙での女性候補者の割合が高まるよう、積極的な取
り組みも求めています。
「ジェンダー平等」とは、男女の違いを含め、「あらゆる場で、バランス、多様性を確保することが社会に
とって重要なんだ」ということと考えます。その意味で、政治の場面にもっと多数の女性議員が必要なのだと
立憲民主党は考えます。党の昨年の衆院選挙での女性候補者比率は 24％、所属国会議員も現在 23％を超えて
いますが、
「この分野で先頭に立っていきたい」と考えています。ジェンダー平等推進本部では西村智奈美衆
院議員が本部長を務めますが、副本部長は党の選挙対策委員長である近藤昭一が務めています。

米軍機事故や辺野古新基地建設をめぐり、超党派議員懇談会で省庁交渉
昨年 12 月 13 日、沖縄県宜野湾市の私立普天間第二小学校の校庭に米軍ヘリから窓枠が落下した事故が大き
く報道されたが、今年になってからも「不時着」事故等、沖縄における米軍機の事故は後を絶たない。近藤議
員が会長を務める超党派沖縄等米軍議員懇談会では、12 月 19 日、26 日、1 月 17 日に、防衛省等の関係省庁
に対してヒアリングを行った。また、1 月 26 日には翁長雄志知事を招き、意見交換を行った。2 月 13 日には、
沖縄選出の野党議員らで結成する「うりずんの会」と「なんでおそらからおちてくるの？」子どもたちの空を
守る父母会院内集会を共催し、昨年 12 月に米軍ヘリのものとみられる部品が落下したにもかかわらず、
「自作
自演だ」などと誹謗中傷を受けている保育園の園長や父母からお話を聞いた。2 月 4 日には、辺野古新基地建
設反対を訴える稲嶺進氏が名護市長選で敗れたが、沖縄に集中する基地負担の軽減を求める沖縄の皆さんと共
に活動を続けたい。立憲フォーラムでは『沖縄はつきつける』
『安倍改憲は許さん！』などの関連するパンフ
レットを発行しています。お申し込みは、
「立憲フォーラム」のホームページからできます。

こんちゃんの読書：片山和之『対中外交の蹉跌－上海と日本人外交官』
（日本僑報社）
著者は在上海総領事の片山和之氏です。近藤昭一より二歳若い現役の外交官です。日中戦争
において、日本の外交官はなぜ軍部の暴走を防げなかったのか。現代の日中関係に教訓と視座
を投げかけています。第二次大戦前、日米、日英双方の思惑は、ワシントン会議を経て調整さ
れますが、米国との決定的対立の原因は、中国問題を巡る両国の国益の深刻な衝突であった。
マスコミによる中国の弱点を集めれば、｢中国崩壊論｣になり、強みを集めれば｢中国脅威論｣に
なると。かつての日本は｢協調｣を選ばず、｢対立｣を選んでしまった。かつての｢中国通｣には中
国が｢他者｣であるという認識がかけていたことに警鐘をならしています。
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近藤昭一 2018 新春のつどい
1月28日、近藤昭一議員は、年のスタートにあた
り、安倍一強政権のもとでの改憲は絶対に阻止し
なくてはならない、立憲民主党の旗をしっかり立
て、野党間協力を推し進めると訴えました。
また、2月17日には、16年前から続けている｢旧正
月を祝う会｣も開催しました。日本は明治維新で
脱亜入欧を図り、暦をはじめ、西洋の仕組みを取
り入れました。旧暦で言えば、2月16日が元旦であり、まさしく春を迎える季節です。アジアの一員である
ことを忘れず、自然の動きを重視してきた人々の知恵を大切にしていきます。

要請活動

地元の成人式
1月8日、地元の成人式

３月１日、全日本交通

におじゃましました。

運輸産業労働組合協議

恩師の方からもメッセ

会に政策推進議員懇談

ージがあり、タイムス

会会長として同行し、

リップしたような感じ

内閣府に「シェアリン

でした。社会はどんど

グエコノミーの問題」

ん変化していきます。

に関わる要請文を、厚
に関わる要請文を、厚労省に「長時間労働の問題」に

原動力は、若い人たち

関わる要請文を手渡しました。 労省に「長時間労働の
問題」に関わる要請文

です。

第９回立憲カフェ

月刊「東海財界」
の取材を受けま
した。インター
ネットでもご覧
いただけます。
http://www.tokaizai
kai.com/

2月7日、平成30年北方領土返還要求全国大
を手渡しました。
会に出席しました。昨年夏は沖縄及び北方
問題に関する特別委員会のメンバーとし
て北方領土の上陸視察に参加しました。

日時：4月22日（日）
13：30～15：30
場所：近藤昭一事務所２階
内容：安倍改憲に物申す
参加費：100円
Facebook 近藤昭一と近藤昭
※どなたでも参加可能。
一事務所の２つがあります。
申込：近藤昭一事務所まで ぜひ、のぞいてみてください。

こんちゃんサポーター
倶楽部会員大募集中！
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円で、会報
や近藤昭一事務所が主催するイベント等のご
案内をお届けします。問い合わせ・申し込みは
近藤事務所まで。

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
法律相談受付中！詳細は近藤昭一事務所まで！

