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立憲民主党の 近藤昭一 衆議院議員は、生活に密着したまっとうな政治を取り戻すため頑張ってい

ます。通常国会後半の課題と夏に行われる参議院議員選挙に向けて、決意を語ってもらいました。 

 

これから、国会はいよいよ後半戦に入っていきます。夏には参院選、もしかすると衆参同時選挙

ともいわれる状況です。平成から令和に変わりました。私が当時勤めていた中日新聞社を離れて政

治の世界に入ったのは、1993年、平成 5年でした。平成という時代は、日本がかつてのような右肩

上がりの時代から、そうでない時代に変わり始めた時であったと思います。一億総中流と言われた

時代から、格差が広がり始めた時でもあったと思います。そんな時だから、政治が変わらなければ

ならないと思いました。なかなか課題を乗り越えられていませんが、だからこそ、元号が変わる中、

生活者ファーストの社会づくりに努めていきたいと改めて思います。 

秋には消費税の増税が予定されています。立憲民主党はじめ野党は反対しています。日本は世界

３番目の経済大国です。しかし、たとえば教育に関する税の配分は、世界 40 番目で、個人の負担

がどんどん大きくなっています。長時間労働を強いられ、一部の会社は、かつてない多額の内部留

保を蓄えています。この 30 年間で法人税は 20％も下がっている一方で、消費税をあげていけば、

ますます、生活が厳しくなっていきます。医療、年金、子育て等生活に密着したところに税を配分

し、消費税にばかり頼るのではなく、大きな利益をあげている大企業の法人税率のアップも視野に

いれなければなりません。後半国会もしっかりと頑張って参ります。お互いを認めあい、ともに生

きる社会の仕組みをつくっていきます。                        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。かつてない大型連休を皆さんはどう

過ごされたでしょうか。連休中も仕事の方、ある

いは、あまりにも大型の連休にとまどわれた方も

多かったのではないでしょうか。私自身は、前半

は地元で活動し、後半はテレビ等でも報道された

日中友好議員連盟(会長は林芳正参院議員)訪中団

に参加しました。 

 

「政治は生活です」生活者ファーストの社会づくりに努めます！  

http://www.kon-chan.org/
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反対の理由の第一は、本法案のいう無償化では、幼稚園や保育園に通っている児童の家庭だけが恩恵を享

受し、3～5歳の待機児童家庭には恩恵がありません。無償化となる対象が限られているにもかかわらず、「無

償化」というのは、まやかしだと言わざるをえません。そして、無償化も重要ですが、まずは、保育士さん

らの待遇改善等を進めることが必要です。無償化をいちはやく進めた他の国では、教育の質が低下し、児童

虐待も増加しました。さらに、今回の一部無償化の財源は逆進性の高い消費税に求めましたが、所得制限も

なく、待機児童が給付の外では、格差の拡大と分断をももたらします。また安倍総理の肝入りで 2016 年か

ら開始された「企業主導型保育事業」をめぐる、突然の閉園や開園すらされずに転売される保育所の存在な

ど、「企業主導型保育所」が抱える問題が明らかになりました。立憲民主党は、子どもにとって最善の保育・

教育を実現する、待機児童の解消、保育の質の確保、保育士の処遇改善を中心とする修正案を提出したので

す（左上の写真は、3月 29日の内閣委員会で子どもの最善の利益について質問）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

よそ様相は変わったものになっていたに違いない。しかし、日本人はまったく理解を深めようとはしなかっ

た、と『歴史探偵 昭和史をゆく』（PHP）で書いています。私は日中友好議員連盟訪中団に参加して 6 日ま

で北京を訪問しました。複雑な歴史を抱えた中、相互理解を進め、アジアの平和と発展のために強調してい

きたいです。 

（写真は、5月 5日、人民大会堂で汪洋・中国人民政治協商会議主席と会談） 

 

大型連休 憲法とアジアの平和を考える 
5月 3日の憲法記念日、各地で集会が開かれました。「令

和」が幕開けして初の憲法記念日でした。新時代の 根

本となる憲法を考える機会にしたいと思います。 

また、5月 4日は中国の 5・4運動から 100年でした。半

藤一利さんは 5・4運動に触れ、―この時点で、日本人が

中国という国のこと、そして日中問題のあり方を改めて

考え直していたならば、歴史に「もしも」はないが、お

よそ 

欠陥だらけの仕組みでなく真の子どもファーストを！ 
「幼児教育・保育の無償化」と政府が喧伝している「子ども・子育

て支援法の一部を改正する法律案」は 4月 9日の衆院本会議で与党な

どの賛成多数で可決され、参議院に送られました。それに先立つ 4月

3日、逢坂誠二政務調査会長は会見を開き、立憲民主党は、なぜ同法

案に賛成できないのかを述べるととともに、立憲民主党が提出した

「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案に対する修正案」に

ついても説明しました。 

また、立憲民主党はじめ野党 5党１会派は、4月 26日、「児童虐待を防止し、児童の権利利益の擁護を図

るための児童福祉法等の一部を改正する改正案」（児童福祉法等改正案）も衆院に提出しました。2019 年 1

月に千葉県野田市で起きた児童虐待事件を重く受け止め、児童虐待の防止及び保護者への指導・支援強化を

行う子ども家庭総合支援拠点の市町村での設置や、児童相談所における加害者の再発防止プログラムの実施

を義務付ける内容で、児童福祉法、児童虐待防止法、DV 防止法の３つの改正を含んでいます。政府案と異

なっているのは、児童虐待の防止に加えて保護者への指導・支援を行う旨法案に明記している点です。虐待

の原因には親の養育力不足や、親自身が虐待を受けていて子どもの育て方が分からないといった問題があり

ます。親に対する支援をしっかり行うことで虐待そのものを減らすことを目指しています。同法案は、5月

10日から衆議院で審議が始まります。 

立憲民主党は、さらに幼児教育振興法案の提出も準備しています。子どもファーストでしっかり頑張りま

す！ 
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核軍縮・不拡散議連（PNND）総会 世界宗教者平和会議と共同提言案を協議   

 

 

東日本大震災から 8年  原発ゼロと災害に強いまちを目指します    

3月 11日、東日本大震災から 8年。2月 7日現在、東日本大震災による避難者は 5万 1778人(うち東京電力

福島第一原発事故による避難者は約 4万 1千人)、今なお、多くの方が生まれ住んだ故郷に帰れないでいます。 

立憲民主党では、災害対策部会を中心に、「被災者生活再建支援法」をはじめとする災害法制の諸課題や災

害ケースマネージメントについての議論を進めています。また、「原発ゼロ基本法」も策定し、他の野党と共

同提出していますが、政府与党は審議にすら応じていません。 

近藤昭一は、党エネルギー調査会長として、環境にやさしい再生可能エネルギーを中心とする災害に強いま

ちづくりを目指します。 

 

 

また、4 月 22 日は「アースデイ」でした。近年、プラスチック問題が世界中で注目されています。多くが

分解されないまま環境中に蓄積され、東京湾では調査したカタクチイワシの 8割の内蔵から検出されています。

2019年 3月の調査結果によれば、83か国がプラスチック製レジ袋の無料配布を、27か国がストローなど特定

の使い捨てプラスチック製品の使用を法律で禁止しています。 しかし、日本はリサイクルを行っているもの

の、燃やして熱エネルギーを得る熱回収が約 7割を占め、本来の姿とはかけ離れています。環境省でも、プラ

スチック資源循環戦略（案）が示され、議論もされていますが、法的措置はいまだ不明確で、企業や消費者の

努力にゆだねられています。個人的には、コンビニではプラスチックのスプーンやレジ袋をもらわないように

していますが、立憲民主党としても、過剰なプラスチック使用を抑制し、代替製品の利用促進を含む廃プラゼ

ロ法案（使い捨てプラスチックゼロ法案）を準備しています。 

4月 25日、近藤議員が副会長を務める核軍縮・不拡散議

連(Parl iamentar ians for  Nuclear  Non -prol i ferat ion 

and Disarmament＝ PNND 日本委員会 )の総会を開

きました。2020年の核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議

に向けて、その第 3回準備委員会が 5月 3日にニューヨーク

で開催されましたが、PNND 日本委員会と世界宗教者平和会

議(WCRP)日本委員会による核兵器廃絶に向けた共同提言を

行うため、その共同提言文案を関係者が集まって議論し、決

定しました。 

 

 

環境問題と平和構築がライフワーク   

国会では、環境に関わる問題に積極的に関わってい

ます。4月 16日には沖縄のジュゴン保護に関する省庁

交渉。3月 12日、26日、4月 2日(左の写真)、12日に

は、沖縄等米軍基地問題議員懇談会による辺野古新基

地建設に関わる軟弱地盤に関わるヒアリング。 

3月 28日には原発ゼロの会主催、4月 11日には FoE 

Japan 主催の院内勉強会「G20 大阪サミットに向けた

『インフラ輸出戦略』の課題～石炭火力支援に対し高

まる国際批判」に参加しました。 

 



 

 3月21日、野並交差点に枝野代表を招

いての街頭演説会で訴える。 
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♦近藤議員の国会内外活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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！ 

 

 

 4月27日、第90回愛知県中央メーデー

で県連代表として挨拶。 

 

 

3月16日、地元事務所の近所の公園の

清掃活動に参加。 

 

 

 

 

 

3月17日、地元学生企画の若者未来タ

ウンミーティングで挨拶。 

 

 

 

 

3月9日、第1回立憲民主党愛知県連大  

会で県連代表として挨拶。 

 

 

 

 3月11日、東日本大震災から8年。 

 立憲民主党は原発ゼロを目指します。 

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。 

こんちゃんのサマーパーティー！！ 

こんちゃんサマーパーティーを今年も開催します。

ぜひ皆様お誘いあわせの上、ご参加ください。詳し

いお問合せ、申し込みは近藤昭一事務所まで！ 

 とき  6月 2日 (日)16：00～ 

     6月16日 (日)16：00～ 

  ※二日間開催します。ご都合のよろしい日にご参加下さい。 

 ところ 柳橋ビアガーデン 

     中村区名駅4－15－2 

     マルナカ食品センター屋上 

 会費  大人3,900円 高校生1,500円 

     小、中学生1,000円 小学生未満無料 

 

4月21日。地元の緑区有松で行われた

藍流祭りで挨拶。 

 

 

 

3月10日、天白区で行われた草の根国

政報告会。 

 

 

 

 4月28日、地元事務所で行った第13回

立憲カフェ。 
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