
衆議院議員 近藤昭一 

 

 

 

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。 

1月 28日から始まった通常国会と、4月 7日に行われる県・市会議員選挙について、問われている

課題と新たな決意を語ってもらいました。 

 

立憲民主党は、草の根民主主義で、あなたの声を代弁し、あなたの望む社会と町づくりをどう形に

していくのかを常に考えて実行していきます。 

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名古屋、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が整備された名古屋、安心して子育てが出来、仕事にも取り組め

る生活環境の名古屋、自然環境を大切にし温暖化対策にも力を入れる名古屋、そんな、あなたの声

を実現する議員をぜひ選んでください。 

なお、国会は 1月 28日に召集されましたが、議論の根本になる資料調査に作為が加えられている

というとんでもないことが起きています。「統計の日」に関して総務省が募集した標語に「不景気

も統計一つで次第で好景気」という川柳の応募があったそうです。毎月勤労統計の調査対象につい

て、懸念が生じていたにも関わらず、官邸からそのままでいいという指示が出ていたと言われてい

ます。 

沖縄の問題(2面に記事)にも象徴されますが、主権在民、法治主義の危機です。その意味で、統一

自治体議員選挙でも、「まっとうな政治」実現のため頑張る立憲民主党の候補者にご注目ください。

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。ぜひ投票に出掛けていただきたい

です。                                       敬具                                                           
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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、党

エネルギー調査会会長、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、交運労協政策推進議員懇

談会会長、北方領土返還要求愛知実行委員会代表等。 

本紙 第3金曜発行 通常号 1部 100円 年間購読料 3000円 

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。今年は選挙の年であり、夏には参議

院選挙も行われますが、いよいよ統一自治体議員

選挙が迫って参りました。 

私たち議員は皆さんの声を議会に届ける代弁者で

す。地方自治は民主主義の学校と言われています。 

地方自治は民主主義の学校です。ぜひ投票におでかけください！ 

        

http://www.kon-chan.org/


辺野古「反対」72％ 沖縄県民投票が問うもの 
2月 24日、沖縄県辺野古の米軍新基地建設に必要な埋め立ての賛否

を問う県民投票が実施され、即日開票されました。埋め立てに｢反対｣

が 7割を超えた県民投票の翌 25日、玉城デニー知事は｢はっきりと民意

が示されたと思う｣と述べました。一方、辺野古沿岸部にはこの日も土

砂が投入され、キャンプ･シュワブのゲート前では、座り込む人たちが 

強制排除され、大型車が資材を運び込んだのです。 

当初、この県民投票には県下の 5市が不参加を表明しまし

た。しかし、憲法学者の木村草太教授が、県民としての権利

が奪われることになり憲法違反になると論じたばかりでなく 

「辺野古」県民投票の会の元山仁士郎代表（27歳）が宜野湾

市役所前でハンガーストライキ(105時間たったところでド

クターストップ)を行うなどしたこともあり、大きな世論が 
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動き、当初「賛成」「反対」の 2択だったものが 3択となりましたが、全県下で実施されたのです。 

2月 19日には、その元山さんを招いての院内集会が開かれ、さらに翌 20日には、沖縄等米軍基地問題議員

懇談会として、辺野古新基地建設問題でホワイトハウスの請願サイトを利用して埋め立て工事の一時停止を求

める署名を呼びかけた日系 4世、ロブ・カジワラさんを迎えて意見交換を行いました。この署名は、開始 11

日で 10万筆を突破、「クイーン」のブライアン・メイさんやローラさんも署名するなど国内外の広がりをみせ、

大きな話題となりました。なお、カジワラさんは、関西国際空港から入国する際に、2時間にわたり拘束され

ました。 

県民投票の結果については、投票前から、菅官房長官が、結果に関わらず、工事を続行すると断言していま

した。その意味でも、この投票が問おうしているのは、沖縄県民の意思ではなく、日本政府の姿勢であったと

思います。沖縄の人たちは、辺野古への「新基地建設」と呼び、政府は普天間の「移設」だと言います。先の

大戦では、沖縄県民の 3～4人に 1人の人が命を奪われました。戦争は常に弱い普通の人々に犠牲を強いる。

武力では平和を作れない。だから、どこにも基地を作って欲しくないというのが沖縄の人々の気持ちではない

でしょうか。そもそも、海兵隊を運ぶ強襲揚陸艦は佐世保に配備されており、沖縄から出撃するわけではあり

ません。日本を防衛するのは自衛隊であり、米軍は「自衛隊の作戦を支援し及び補完するための作戦を実施す

る」と「日米防衛協力のための指針（日米ガイドライン）」で定めています。また、代替基地建設を決めた SACO

合意から既に 22年経っており、朝鮮半島情勢なども変化しています。沖縄の皆さんは、こうした情勢を踏ま

えた上での見直しを日本政府に求めているのです。 

 

｢未来への対話｣民主党政権時代の政策の評価と今後の日本の課題 
2月 26日、私が世話人を務める「未来への対話」プロジェクト第 5回研究会が開かれました。立憲民主、

国民民主、無所属の仲間が集う勉強会です。同日は研究者の方から民主党政権時代の政策について話していた

だきました。政権交代は失敗だったという声にかき消されがちですが、①年金改革:非正規労働者への適用拡

大、被用者年金の一元化、年金生活者給付制度②子ども手当③生活困窮者自立支援制度④子ども子育て支援法

など、重要な制度改革が実現され、｢マニフェスト｣と全く同じではないですが、その方向に向かって動いては

いたと思います。日本は今後、①長寿社会においていつまで働くのか②人口減少の中で、地域をどうするのか

④外国人労働者をどうするのか⑤高齢化する団塊ジュニア世代の抱える課題(非正規、未婚、低い持ち家率、

低い貯蓄率)を解決するのか⑥高齢化者が地域で生きていく基盤整備をどう構築するのか等、様々な課題があ

ります。民主党政権が取り組んだ｢税と社会保障｣をどう解決するのかが最重要課題です。 
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原発ゼロ基本法案の国会審議を強く求める決起集会 エネルギー調査会長に就任 

 

しかしながら、安倍政権は、野党に対案提出といいながら、本法案は、いまだに審議されたことはありませ

ん。2月 5日、国会審議を求める市民集会が開催され、新たに立憲民主党エネルギー調査会長に就任した近藤

議員が党を代表して決意を語りました。参院選挙に向けての立憲ビジョンの主要政策にも掲げる予定です。 

なお、本法案は立案プロセスも大切にし、各地で意見を聴取し、多くの人とそのプロセスを共有しました。

地元名古屋でも、昨年 2月 10日、名古屋市教育館で、タウンミーティングを開きました。草の根民主主義を

守るため、引き続き頑張って参ります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに生きる社会を!近藤昭一が掲げるテーマです 

2月 13日、議員会館で、車イスの青年の訪問を受けました。

彼はバリアフリー問題に関して活動しており、名古屋城の木

造天守閣建設でエレベーター設置しないことや、福岡市で段

差等のバリアの多いロープウェイが検討されていることには

問題が多いと訴えました。 

名古屋市緑区から市会議員に立候補予定の「おのざわ み

き」さんもよく知っていると、話が盛り上がりました。 

近藤議員が訴えるのは、障がいのある人にとっての優しい

社会をつくることは、すべての人にとっての優しい社会づく

りだということです。誰もが年をとれば、少しの段差にも躓

きやすくなります。また、誰もが怪我をしたりすることがあ

ります。小さな子どもたちにとっても同様ではないでしょう

か。誰もが好きなときに好きなところに移動できることほど

大切なことはありません。普通のことを誰もが当たり前に普

通にできる、そんな社会をつくるために頑張ります！ 

北 方 領 土 返 還 要 求 全 国 大 会 

近藤議員は北方領土返還愛知実行委員

会の代表を務めています。2月 7日、北方

領土返還要求全国大会に出席しました。北

方領土は、1875年、千島樺太交換条約に

よって平和裡に日本の領土となりました。

それを第二次世界対戦末期にソ連が占領

し、いまに至っています。2年前の 7月、

国後島、択捉島を視察し、現地に住む人た

ちと交流しました。かつて住んでいた島民

の皆さんの気持ちを考えると、一刻も早い

返還を望みます。歯舞諸島、色丹島の返還

だけで終わることになってはなりません。

しっかりとみていきたいと誓います。 

立憲民主党にとって、「原発ゼロ」は一丁目一番地の政策です。

昨年の 3 月 9 日、立憲民主、共産、自由、社民の 4 党と無所属

の会 2名で、「原発ゼロ基本法案（原発廃止・エネルギー転換を

実現するための改革基本法案）」を衆院に共同提出しました。 

この法案は、（1）施行後 5 年以内に全ての実用発電用原子炉

等の運転廃止（2）電気需要量を 2010年比で 2030年までに 30％

以上削減（3）2030年までに再生可能エネルギーの電気供給量に

占める割合を 40％以上――を目標としたものです。 

豚コレラ対策 農水省に申し入れ 

愛知県内豚飼養農場において、豚コレ

ラの患畜が確認されたことから、2月 8

日、近藤昭一県連代表が濱村進・農林水

産政務官を訪問し、立憲民主党として、

万全の防疫措置の実施を要請しました。 

 2月 19日、近藤議員

が会長を務める「立憲

フォーラム」と「戦争

をさせない 1000 人委

員会」共催の集会で、

金子勝先生が、公文書、

統計資料をないがしろ

にする政権の問題点を

糾弾しました。 

安倍政治を終わらそう！ 立憲フォーラム集会 



2月3日、アジアの仲間達が集う旧

正月を祝う会に参加。 
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♦近藤議員の国会内外活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主党と政策を広め、自民党の一強政治を打破する 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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！ 

 

 

2月19日、名古屋税理士会が行ってい

る確定申告の無料相談を視察。 

 

1月22日、恒例となった新春のつどい

を開催。 

 

 

 

2月2日、新舞子マリンパークで行われ

たふれあい花壇づくりで桜を植樹。 

 

1月4日、中日新聞に県連代表としての

インタビュー記事が掲載。 

 

 

1月8日、事務所近くのお店で大好きな

お好み焼き。

 

 

こ ん ち ゃ ん サ ポ ー タ ー    

・・・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

します。年間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。お問い合

わせ・申し込みは近藤事務所までご連絡ください。 

立憲パートナーズ集会！ 
立憲民主党愛知県連合主催のパートナーズ集会が行

われます。立憲パートナーズにご加入いただいてい

る方はどなたでもご参加いただけます。 

とき  3月9日(土) 14：30開始予定 

ところ 名古屋市教育館 

 

国政報告会・地域主権型社会を考える集い！！ 

近藤昭一国政報告会を行います。またゲストに天白

区選出の田中りか市議を招いて地域主権型社会をテ

ーマに対談を予定しております。 

とき  3月10日(日) 13：00～14：30 

ところ 天白スポーツセンター１F会議室 

※どちらも問合せ、申し込みは近藤昭一事務所まで 

  

 

 

 

2月15日、党エネルギー調査会長とし

て重点政策取りまとめを協議。 

 

 

1月7日、連合愛知新春交礼会に県連代

表として参加。 

 

 2月20日、学校図書館議連総会に出席。

学校図書館の充実を推進。 




