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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の新たな一年に！
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。
新しい年が明け、新たな気持ちで、現在問われている課題と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、交運労協政策推進
議員懇談会会長等。

新しい年が明けました。昨年は、通常国会にお
ける、森友・加計学園事件、裁量労働制に関わ
る虚偽データ疑惑に始まり、臨時国会では入管
法改正案調査誤り問題、辺野古土砂投入など、
現政権による民主主義、法治主義を揺るがすと
んでもない国会の一年でした。
2019年は元号が変わりますが、選挙の年でもあ
り、愛知県知事選挙、統一自治体議員選挙、
参議院選挙と続きます。衆参同日選挙の予想さえ
参議院議員選挙と続きます。衆参同日選挙の予想さえあります。これは、政治を変える、社会
あります。これは、政治を変える、社会を変える
を変える重要なチャンスでもあり、心を新たに頑張っていきたいと決意しています。
重要なチャンスでもあり、心を新たに頑張ってい
昨年末21日、安倍内閣は2019年度予算案を閣議決定しました。総額は初めて100兆円を超す101
きたいと決意しています。
兆4564億円となりました。選挙を意識してなのか、消費税を上げる一方でそれに備えた対策費
(2兆280億円)などを膨らます矛盾を抱えています。また、負担を伴う改革を避け、バラマキも
続け、防衛関係予算では、米側の提示する「言い値」で購入する有償軍事援助（FMS）費が、2911
億円増の7013億円(旧民主党政権時の12年度1381億円の5倍)に達するなど、過去最大になってい
ます。社会保障費も過去最大になってはいますが、高齢化に伴う自然増を6000億円から1200億
円に圧縮しています。暮らしに関わる予算こそ守っていかなければならないのに、そうはなっ
ていません。
市民の声に寄り添うのが政治であり、市民の声を代弁するのが政治家です。草の根民主主義
を実現するために、選択権を有するあなたと私たち政治家がともに行動するのが選挙です。
皆さんと一緒に新しい希望を実現する年にしたいと思います。
敬具
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衆議院議員

近藤昭一
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辺野古新基地建設をめぐる攻防

2019 年 1 月 1 日

「立憲民主」号外

主権在民を守れ！

辺野古新基地建設問題は沖縄だけの問題ではなく、国民全体の問題で
す。11 月 28 日、沖縄等米軍基地問題議員懇談会として、藤田幸久会
長代行とともに米軍シュワブ基地を視察しました。玉城デニー沖縄県
知事は就任後、直ちに埋め立て工事撤回を遂行しました。それが、選
挙で示された民意でした。ところが、安倍政権は、本来個人の権利を
守るための行政不服審査を独自解釈で利用し、撤回を退け、埋め立て
工事を早々に再開しました。その工事の状況と警備のあり方などを視
察したいということでしたが、許可に 1 か月半程かかりました。さら
に、受け入れ日程が直前
に、受け入れ日程が直前に変更され、また一切の写真撮影も禁止でした。視察中、幾つか確認しましたが、二
年以上前の軟弱地盤調査(マヨネーズ状とも言われ、地盤強化にどれ程の費用がかかるのか)の結果公表時期な
ど、明らかにならないことばかりでした。その 17 日後の 12 月 14 日、政府は、沖縄県名護市辺野古沿岸部で
土砂投入を始めました。法治主義にもとる暴挙であり、大きな怒りを覚えます。埋め立てに５年、軟弱地盤対
策に５年、施設整備に３年、それらの費用は 2 兆 5 千億円を超えるという試算もあるのです。普天間基地はい
つ返還されるのでしょう？
このやり方に、12 月 19 日は防衛省前で抗議のマイクを握り、20 日朝８時半には、沖縄等米軍基地問題議員懇
談会を開き、内閣官房長官、防衛大臣あて辺野古新基地建設のための土砂投入の即時停止を求める文書を担当
者に手渡しました。さらには年末 26 日に、石橋みちひろ沖縄等米軍基地問題議員懇談会事務局長とともに辺
野古土砂投入の現場に行きました。年内に先ず駆けつけなければならないという思いからで土砂投入現場を海
上から視察し、キャンプシュワブゲート前と土砂の積み出し現場前に座り込む皆さんの激励をし、沖縄県庁を
訪問しました。
２月には、県民投票が行われます。二度と沖縄を戦場にしてはなりません。今後も引き続き頑張って参ります。

原子力損害の賠償に関する法律（原賠法）改正

立憲民主党の譲れないところ

11 月 22 日、原賠法の一部を改正する法律案の採決が衆議院本会議でありました。我が党は修正案を提出しま
した。原賠法は原子力災害の被害者を保護するための法律ですが、目的規定に「原子力事業の健全な発達」と
いう文言が残っています。これでは、原子力事業発達の為には原子力災害に対する責任を有限責任にする、
賠償措置額を減額するなどという方向に繋がりかねません。東電福島第一原発事故で東電が支払った賠償額が
８兆円を超えているにもかかわらず、賠償措置額を 1200 億円に据え置いていることも看過できませんでした。
さらに、ADR センターの和解案への東電の拒否が続いている状況も問題です。残念ながら、これらを修正する
こちらの案は否決されましたが、無所属の会、社民、共産が賛成しました。同法案は 12 月 5 日に参議院で可
決・成立しました。

非常勤職員の待遇改善と障害者雇用問題を委員会で質問
11 月 14 日、衆議院内閣委員会で質問に立ち、国の政府機関で働く非
常勤職員の待遇改善と障がい者の雇用水増し問題に関する質問をしま
した。国で働く非常勤職員の処遇の改善は進みはじめました。しかし、
制度的な格差は残っており、休暇の取り方などでも合理的説明のでき
ない事項については是正すべきだと糾したところ、休暇要件を削除す
る予定など検討を進めており、各府省が処遇改善にしっかり取り組む
ことが重要だという宮腰光寛国家公務員制度担当大臣からの答弁を引
き出しました。障害者の雇用についても、障害のある方が加入する労
き出しました。障がい者の雇用についても、働く障がい者が加入する労働組合や、病気の治療を受けている方
働組合や、病気の治療を受けている方などの当事者や関係者ともよく
などの当事者や関係者ともよく協議をして取り組みを進めるように求めました。
協議をして取り組みを進めるように求めました。
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立憲民主党愛知県連合（代表：近藤昭一衆議院議員）は、今
春に行われる統一自治体選挙（愛知県議会議員選挙、名古屋
市議会議員選挙）に昭和区、天白区、緑区で計６名の候補予
定者の公認を決定しました。
今年は、２月３日には愛知県知事選挙、4 月７日には統一自
治体議員選挙、夏には参議院選挙が行われます。
厳しい選挙が予想されますが、有権者の皆さんが、政治にモノを言っていただく重
要なチャンスです。1 票で変わるのかというよりも、1 票でしか変わらないのですか
ら、是非投票に出掛けていただきたいです。
特に、地方自治は民主主義の学校と言われています。立憲民主党は、草の根民主主
義を標榜しています。あなたの声を代弁し、あなたの望む社会をどう形にしていく
のか。誰もが行きたいところに自由に行くことができる交通網の整ったまち、家族
連れや仲間たちと安心してゆっくりと散歩できる公園整備がされたまち、安心して
子育てが出来、仕事にも取り組める住環境のまち、自然環境を大切にし、温暖化対
策にも力を入れるまち、そんな、あなたの声を実現する議員を是非選んでください。
立憲民主党は、市民、県民の皆さんの側に立った政治を行うため力を合わせて進ん
でまいります。

今年の夏には参議院選挙が行われます。愛知県選挙区（改
選定数 4 名）で、立憲民主党は新人の田島麻衣子（たじま
まいこ）さんを擁立する方針です。田島さんは、国連世界
食糧計画の職員として南アフリカを拠点にして活動して
きました。この経験を活かし、子どもたちの貧困や教育格
差など社会の格差是正に力を注いでいきたいと選挙に挑
戦する決意を固めています。
元国連職員。新日本監査法人国際部（KPMG）を経て、国連世界食
糧計画（WFP）勤務。オックスフォード大学院修士課程修了。青山
学院大学国際政治経済学部卒。
ツイッター（＠maiko_tajima）のフォロワーは多く、著書なども若
者に強く支持されています。
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立憲民主党愛知県第 3 区総支部所属の統一自治体議員選挙の公認決定者を紹介します。
昭和区
昭和区
天白区

谷口 ともみ
ともに未来へ！

おくむら 文悟
志を行動へ！

田中 りか
小さき声を確実に届ける！

現職 3 期 愛知県議会
略歴:名古屋市立中学校教員
教員経験を活かし、子どもたち
の笑顔と可能性が輝く愛知を
目指します！

新人 名古屋市議会
略歴:斎藤嘉隆議員秘書
おくむら文洋(父)市議の後継と
して、「声を聴く、すぐ動く、
いつも身近に！」の政治を。

現職 6 期 名古屋市議会
略歴:赤松広隆議員秘書
子供たちを取り巻く環境の改
善、「安心・豊かさ・平和」を
将来に引き継ぐ政治を。

緑区

緑区

緑区

松本 まもる
すべては生活者目線で

岡本 やすひろ
緑区を、もっと豊かに

おのざわ みき
ともに生きる街を！

新人

現職 3 期 名古屋市議会

新人

略歴:近藤昭一議員秘書
すべての人に身近なところか
らやさしさと温もりを届けら
れる政治を。

略歴:社会福祉法人職員
子ども、高齢者、障害者、LGBT、
若者など個性を大切にした、
一人ひとりを認め合う社会を。

おくむら文悟
新人 名古屋市会

愛知県議会

略歴:名鉄社員、市会議員
公共交通に携わった経験を活
かし、中村友美県議の後継とし
て、人にやさしい愛知県を！

名古屋市議会
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3 区総支部で パートナーズのつどい/タウンミーティング
11 月 25 日、初めての「立憲パートナーズのつどい」を開催し
ました。近藤昭一総支部長と田中りか市議の対話で始まり、参
加者との有意義な意見交換会となりました。
12 月 9 日は、統一自治体選・参院選に向けて党の政策をボトム
アップ型で作りあげていく「立憲ビジョン 2019」タウンミーテ
ィング＆国政報告会を緑区内で開催しました。長妻昭党代表代
行兼政調会長から、党の取り組みと政策の柱の説明を受けた後、
テーブルごとにディスカッションを行いました。政策課題は、
年金問題、医療問題、外国人労働者、非正規労働、水道法、種
子法など多岐に渡っていました。この会には、中村友美県議、
岡本やすひろ市議、松本まもる市議はじめ多くの自治体議員も
参加しました。

議員会館での｢立憲フォーラム集会｣とその後の国会前での集会で挨拶
11 月 19 日、立憲フォーラム：
「安倍政治を終わらせよう院
内集会」で挨拶しました。集会は、国民投票における広告の
役割と規制の必要性で、講師の本間龍氏（作家）は、9 条改
憲を狙う勢力は莫大な資金で改憲賛成のテレビ CM を流し
続けてくる。そのことを想定したこちら側の戦略が必要だと
訴えました。その後、毎月 19 日に行われる総がかり行動の
『安倍９条改憲 NO！辺野古新基地建設は断念を！安倍政
権退陣！11.19 国会議員会館前行動』で挨拶に立ちました。
小雨の中でしたが、議員会館前に 2000 人以上の方の参加が
ありました。

深夜国会で改正入管法を強行採決 第一次大戦終結 100 年レセプション
「 独 仏 か ら 学 ぶ べ き こ と 」

12 月 7 日、23 時 55 分に衆院本会議が開かれ、その直
後、参院法務委員会で、改正入管法が十分に審議され
ることなく採決されました。きちんとした受け入れ環

11 月 6 日、第一次世界大戦終結 100 年レセプショ

境を整えないで、海外からの｢人｣が来てくれるのでし

ンがドイツ大使館とフランス大使館との共同で開

ょうか。わが党議員の質問で、3 年間で 69 人もの実習

催。大変な戦闘を繰り広げた独仏両国の大使に加

生の溺死等の不審死があったことが新たにわかりまし

え、EU 大使が並んで挨拶し、二度と戦争を起こし

た。これらの検証を行わず、多くのことを法案成立後

てはならない、そのために両国は協力していかな

の政令にゆだねるやり方は許せません。

くてはならないと強い意思を述べられました。
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♦近藤議員の国会内外活動報告

11月3日、憲法公布72周年の日に行わ

私鉄政策、税理士制度推進、建設技能 11月18日、緑区の岩の上教会で行われ

れた「あいち1万人アクション」。

者育成等各種党議連の発足会に出席。 た「憲法カフェ」で講演。

11月、12月に昭和区、天白区、緑区で 11月27日、アジアの核不拡散政策に関 11月28日、連合フォーラム政策勉強会
行われた「消防団連合観閲式」。

する韓国・米国有識者との懇談。

「児童虐待のない社会の実現」。

12月、昭和区内で行われた「餅つき大 12月7日、学費の公私格差・自治体格 昨年末2051回だった街頭活動は12月
会」。

差是正を求める院内集会。

2019近藤昭一新春のつどい

12日で2163回になりました！

こんちゃんサポーター倶楽部
主党と政策を広め、自民党の一強政治を打破する
・・・大 募 集 中！・・・

毎年恒例行事となりました近藤昭一議員を囲んでの 。
こんちゃんサポーターへのご参加をよろしくお願い
新年のつどいを本年も行います。ぜひ、ご家族、 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。お問い
ご友人などお誘いあわせの上ご参加下さい！
合わせ・申し込みは近藤事務所までご連絡ください。

と き：2019年1月20(日)11：30～13：00
ところ：シルクロード名駅店

名古屋市中村区名駅3丁目8-13
会

費：３，７００円

衆議院議員

近藤昭一事務所

１月14日（月）までに、お願いいたします。

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

お問合せ・申し込みは近藤昭一事務所まで。

法律相談受付中！詳細は近藤昭一事務所まで！

※ 着席で開催しますので、必ず事前の申し込みを

