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あらためて初心を大切に、まっとうな民主主義実現のために頑張ります！
立憲民主党の 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。
10 月 24 日から始まった臨時国会について、問われている課題と新たな決意を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。笈瀬中学、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、立憲民主党副代表兼選対委員長等
を歴任。現在、衆議院内閣委員、憲法審査会委員、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。立憲民主党は 10 月 3 日で結党一周年
を迎えました。この間の皆さんのご支援に心から
感謝申し上げます。
さて、10月24日、国会が召集されました。私たち
野党が早期開催を求める要望を出していたにも関
わらず、やっとの開会です。安倍首相は、改憲問
題に前のめりですが、取り組むべき課題は、災害
規模事業者の課題解決、安心できる社会保障制度改革ではないでしょうか。
対策であり、深刻な人手不足に直面する中小・小
10月29日、所信表明に対する代表質問に立った枝野代表が冒頭指摘したのは、立法府のトップであ
る大島議長が通常国会閉会後に出した｢立法府と行政府間の基本的な信任関係に係わる問題につい
ての所感｣に対して何も答えていないということでした。談話で大島議長は｢裁量労働制に関する不
適切なデータの提示｣など具体的に指摘し｢運用改善や制度構築｣を強く求めたのです。限られた会
期ですが、しっかりと取り組んで参ります。
ところで、深くお詫びを申し上げなくてはなりません。この度、政治資金収支報告書の記載に関
して、事務処理上のミスがあり、ご指摘をいただきました。政治資金を集める目的で開催される、
いわゆる政治資金規正法第８条のパーティーではなく、後援者の皆さんが会費を負担する交流イベ
ントであったとはいえ、国民の皆さんに不信感を抱かれるような事態になったことに心からお詫び
申し上げます。きちんと訂正を行いますとともに、今般、責任をとって党の役職を辞しました。今
後は、立憲民主党所属衆議院議員として国会活動に精励し、信頼回復につとめます。
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再生可能エネルギーに力を入れる宝塚市を視察
9 月 12 日、立憲民主党エネルギー調査会で、再生可能エネルギーに力を
入れる兵庫県宝塚市(市長は旧知の中川智子さん)へ視察に参りました。先
ずは、西谷地区ソーラーシェアリング施設「宝塚すみれ発電」へ。再生可
能エネルギーの展開で「農業」を守っていくという取り組みです。農業が
衰退していくことは、命を守る土と水が失われていくことです。
太陽光発電による売電が、財政的補填に繋がるだけでなく、ソーラーパネルのつくる日陰は、黒豆をおいしく
し、葉っぱものの苦味をなくし柔らかくしていると。全国から多数の視察があるそうです。なお、すみれ発電
には別の工夫もありました。ソーラーシェアリングの各区画に非常用コンセント(スマホ充電など)を必ず設置
しており、100 個単位の携帯充電を賄えるそうです。北海道地震で、なぜ苫東厚真発電所の停止が全道にあの
ような甚大な影響を与えたのか、今後の検証が必要ですが、今回の視察で改めて、エネルギーの地産地消の必
要性を痛感しました。北海道はせっかく風力発電に適した地域であったにも関わらず、活かされてなかったの
ではないでしょうか。今回の北海道地震から学ぶべきは、原発などの大規模発電に回帰することではなく、何
かがあっても、被害を最小限に止めることが出来る分散型発電、とりわけ再生可能エネルギーによるものを推
進することではないでしょうか。

平和友好条約 40 周年にあたり党有志で訪中
海江田万里衆議院議員を団長とする有志グループ「日中
21 世紀の会」で 9 月 17 日から 21 日まで訪中しました。吉
炳軒・全国人民代表大会副委員長らと会談し、貧困問題の
解決に力を入れる貴州省の遵義・貴楊などを視察しました。

玉城知事と共に基地問題に取り組みます
10 月 19 日、沖縄等米軍基地問題議員懇談会で内閣府に申
し入れしました。翁長元知事の急逝にともなって行われた
県知事選挙で私たち立憲民主党も支援した玉城デニー候補
が明確に辺野古新基地建設反対を掲げて勝利し、安倍首相
も菅官房長官も玉城知事に対して丁寧な対応を約束したば
かりにも関わらず、防衛省が対抗措置をとったことへの抗
議です。今回、沖縄担当の内閣審議が我々の要請書を受け
取り、意見交換を行いましたが、驚いたことに、防衛省は事前にこの内閣審議官に相談することなく、今回の
対応(行政不服審査請求)をしたということでした。つまり、首相、官房長官が言ったことは全く無視されてい
た訳です。官房長官にきちんと伝えるとの答弁でしたが、これまでのことを考えると大きな懸念を持ちます。
沖縄等米軍基地議員懇談会は、10 月 12 日には当選直後の玉城新知事の出席も得、また、10 月 24 日国会招集
日の朝にも関係省庁ヒアリングを行いました。引き続きしっかりと取り組んでいきます。

原発ゼロ会 原子力規制委員会に申し入れ
10 月 2 日、
「原発ゼロの会」は原子力規制委員会に対し、再稼
働をめぐる無責任構造解消を求める二度目の提言書を出しまし
た。①原発事故に備えて半径３０キロ圏の自治体に策定が義務付
けられている住民避難計画を審査対象とすること。②電力会社
が、各地の原発周辺自治体と安全協定を締結し、原発再稼働への
事前同意を得ることを義務化すること。③放射線防護施設が危険
区
区域にある場合、電力会社の責任で区域外に移転すること、
できない場合は再稼働を認めないという内容です。
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立憲民主党大会 初めてのこころみ「立憲フェス」
立憲民主党は結党１周年を迎えるに当たり、8 月 28 日に
全国研修会を、9 月 30 日には初の立憲民主党大会「立憲フ
ェス」を開催しました。
フェス当日は、台風が接近しており、気象状況情報をにらみ
ながらの進行でしたが、これまでの、主催者が話し、来賓が順
次挨拶していくという形式ではなく、NPO 法人がブースを出し
たり、ステージで活動報告を行いました。また、｢原発ゼロに
向けて｣｢私らしく、あなたらしく生きるために｣等をテーマに
したトークやステージ。｢#立憲カメラ｣とハッシュタグされ
Twitter 上で話題となった結党以来の写真の展示ブースなど。
多くの方に参加していただき、一緒につくっていく充実の時間と空間でした。これからも、草の根で繋がり、とも
に生きる社会をつくるため、頑張ってまいります！

アスベスト被害者の救済へ！野党合同ヒアリング
10 月 3 日、野党 5 党 1 会派（立憲民主党、
国民民主党、共産党、無所属の会、自由党、
社民党）による「建設アスベスト被害者救済
へ！野党合同ヒアリング(厚労省、国交省、環
境省)」を開きました。アスベストによる健康
被害に関わる同種の訴訟は全国で 15 件あり、
9 月の大阪高裁判決で国は 10 回連続の敗訴と
なりました。亡くなられる被害者も多い中、
国は最高裁判決を待たずに一刻も早く、政治
責任で解決すべきです。我々は「建設作業従
事者にかかる石綿被害者補償基金制度（仮
称）
」創設を求めています。

全ての被爆者の救済を 原発政策問題で懇談

10 月 18 日、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）
との意見交換会に出ました。ひどく狭められた認定基準で
多くの被爆者が認定を受けられず苦しんでおられます。安

10 月 3 日、核拡散防止問題担当の米政府高官だ

倍政権は、唯一の被爆国といいながら、核兵器禁止条約に

ったブルッキングス研究所シニアフェロ－のア

も賛同せず、被爆者をはじめ多くの皆さんの大きな失望を

インホーン氏と日本の今後の原発政策の行方に

呼びました。野党協力して政府に解決を求めていきます。

ついて意見交換をしました。
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♦近藤議員の国会内外活動報告

9月14日、平成30年北海道胆振

9月16日、全国戦災傷害者連絡会会 10月2日、ロヒンギャ難民問題に

東部地震合同対策会議に出席。

長の杉山千佐子さんを偲ぶ会で。 ついて河野外務大臣に申し入れ。

10月3日、有楽町にて立憲民主党

10月9日、翁長前沖縄県知事の県

10月７日、14日、21日に地元で

結党一周年街頭活動。

民葬に参列。

行われた秋祭り。

♦立憲民主党愛知県連では来春の統一自治体選挙に向けて公認候補を決定しました！
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草の根国政報告会を開催します！！
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地方自治は民主主義の学校と言われています。立憲民
主党の理念と政策を広め、自民党の一強政治を打破する

① 天白会場12月8日（土）

13:30～14:40

天白生涯学習センター2階第一集会室にて
② 緑会場

12月9日（日） 13:30～15:30

ためにも、今回の統一自治体選は大事な選挙となります。
11月1日現在、３区総支部では5名の現職・新人の立憲民
主党公認が決定しています。

JAみどり徳重支店2階会議室にて
③ 昭和会場12月15日（土） 9:30～11:00

昭和生涯学習センター3階視聴覚室にて

事前申し込み不要、入場料無料です。
詳しいお問合せは近藤事務所まで！

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！

