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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。通常国会が閉会し、参議院議員選挙に向けて、決意を語ってもらいました。 
 

 

昨年の通常国会は、長時間労働が大きなテーマとして取り上げられましたが、この国会は、子ども

たちのことが主なテーマとなりました。子育て支援、児童虐待防止、教育支援など、日本は先進諸

国の中でも、あまりにもこうした分野への予算配分が少ないと言われています(このことは詳しく

２ページに書きました)。 

また、社会保障の分野への配分も先進諸国の中では少ないと言われており、現在、大きな問題とな

っている年金制度もそうです。2004年の改正の際、当時の与党である自民党・公明党は「100年も

つ」と言っていましたが、当時から私たち野党は、制度としてはもっても、受けとる年金が少なく

なる仕組みでは、そこで生活する人がもたない、もっと予算の配分をと主張してきたのです(この

ことも２ページ書きました)。 

いよいよ、参院議員選挙です。4党１会派は、既に共通政策の合意文書に調印し、全国で32ある一

人区で候補者の一本化を実現しています。違いを残しつつ、協力していく、政権に対して問題点を

攻める野党合同ヒアリングも、森友・加計問題はもちろん、辺野古新基地建設問題、年金問題など

で、ガッチリと連携して行っています。 

ここ愛知県では、元国連職員である田島まいこの公認を決定しています！市民の皆さんと立憲野党

の協力で安倍政権打倒を目指してがんばります。ぜひ、ご注目ください。選挙は皆さんに意思を示

していただく重要な機会です。是非、投票にお出掛けください。 

                              敬具                                                                            

                   2019年7月1日       
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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 200円 年間購読料 2000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。国会は 26日に閉会しましたが、政

府与党は参議院選挙を意識してか、与野党対決の

見せ場となる予算委員会を、3 月 1 日以来全く開

きませんでした。また、提出する法案も、当初か

ら過去最低の 57 本にしぼりこむという最初から

最後までおかしな国会でした。 

「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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しかしながら、5 月 10 日に成立した「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案」には、立憲民主党

の求めた修正案は、取り入れられませんでした。我々は、保育士さん達の処遇改善をしなければ、人材が集ま

らず、待機児童も解消されない。元々の法案では、一部の人だけの無償化になり、公平ではないと訴えました。

また、補助金不正受給問題も出てきました。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」は、インターネットで設立申請ができるうえに事業者との面談もなく、条件さえ満たせば助成金が支払わ

れ、突然の閉園や開園すらされずに転売された保育所の存在なども明らかになり、厳しく追及したのです。 

私たち野党 5 党１会派は、1 月に千葉県野田市で起きた小 4 女児虐待死事件を重く受け止め、「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」（虐待防止法改正案）を

提出しました。内容は、児童虐待の防止及び保護者への指導・支援強化のため、市町村への子ども家庭総合支

援拠点の設置や、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法案の改正を含んでいました。野党案の特徴は、児童虐待の防止に加えて保

護者への指導・支援を明記している点でした。この法案は与野党修正協議が整い、6月 19日に成立しました。 

 6 月 12 日に成立した「子どもの貧困対策推進法の改正案」では、わが党の阿部とも子衆議院議員らが主張

した「児童の権利条約（子どもの権利条約）」を明記し、さらに、「現在」との文言も追加しました。将来への

悪影響を回避するだけではなく、現在の子どもたちの生活面でも、健やかに育成する環境が保障されることを

掲げたのです。 

なお、政府が「大学の無償化」と喧伝する大学俢学支援法も成立しましたが、大きな問題があります。同法

の学費免減の対象が全学生の 12％にすぎず、高すぎる学費の値上げは容認し、支援対象とする大学等と学生

に機関要件と成績要件を課し、選別を強める内容だからです。立憲民主党は、高すぎる大学や専門学校の授業

料を引き下げ、希望するすべての子どもの高等教育の機会を保障しなければならないと訴えましたが、取り入

れられませんでした。今後も、憲法で保障する学ぶ権利、教育基本法で規定する教育の機会均等と大学自治の

尊重を基本とした高等教育の漸進的無償化に向けて全力で取り組みます。 

親の所得格差が子どもの教育格差につながってはいけません。子どもの教育の機会均等を保障することは、

最も大切な政治の役割の一つです。 
 

  参院選政策 「立憲ビジョン 2019」 多様性を力にする社会への転換    
6 月 24 日、枝野幸夫代表は「立憲ビジョン 2019」を発表しました。消費税 10％への引き上げを凍結し、中小零

細企業への支援を拡充しつつ、最低賃金を 1300円に引き上げることを目指し、介護・医療・保育などの分野での賃

金を引き上げるなどのボトムアップ経済ビジョンを前面に掲げています。以下は、5重点政策の抜粋です。 

１ 暮らしからはじまる経済成長へ  家計所得を引き上げ、老後の安心を高め、子育て・教育に投資します 

２ 個人の可能性が芽吹く社会へ  LGBT差別解消法を制定し、障がいのある方等への支援を強化します 

３ 原発ゼロを実現し、新エネ・環境立国へ  原発再稼働を認めず、分散型エネルギー推進 4法案を成立させます 

４ 透明性の高い「まっとうな政治」へ  公文書管理法と情報公開法を強化し、「共謀罪」等を廃止します 

５ 平和を守る現実的な外交へ  安保法制は廃止し、日米地位協定の改定を提起し、沖縄の民意を尊重します 
 

 

通常国会をふりかえって 子どもファーストこそ大事！  
第 198 回通常国会は、子どもに関する法案が多く審議されました。

幼児教育・保育および大学の一部無償化、児童虐待防止、子どもの貧

困対策等、子どもをとりまく環境や子育てに関連する法案です。児童

虐待防止法改正では、野党の主張も受け入れた修正法案が成立し、子

どもの貧困対策推進法では、当初から与党と野党が一緒になった議員

連盟で協議が行われ、議員立法として成立しました。ひとつの成果だ

と思います（左の写真は、内閣委員会で子どもの最善の利益を質問）。 
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改めて税を考える 「老後 2000万円不足」あるべき「税の再配分」とは？  

 

二人以上の世帯において、約 3割が貯蓄ゼロというのが現実です。そうしたことの議論の元となるのが今回の

報告書でした。しかし、政府は、これを受け取らなかったのです。 

 日本の税は再配分機能が弱いと言われています。だから、格差も広がるばかりです。税というのは応能負担

によるべきであり、その配分先は、より生活に密着したものでなければなりません。しかし、消費税という逆

心性の強いものに力を入れ、所得税や法人税の税率を下げているのが現在の政権です。 

 維持費用も含めると二基で 6000億円もするミサイル防衛システムのイージス・アショアや、一機 116億円、

維持費を入れると 307億円の F35戦闘機を、2018年末の防衛計画で 105機の追加購入をするというのはいか

がなものでしょうか。あまりにも、優先順位がおかしいのではないでしょうか。 

 多くの皆さんの声に耳を傾けるのが政治です。税は応能負担を貫き、低くなりすぎた高所得者の所得税や大

企業法人税の税率をもどし、金融資産の総合課税制度を進め、生活に密着した、子育て・教育支援、医療・年

金・介護を含む社会保障費への配分を増やし、日本の予算構造を変えていかなければなりません。 
 

 いま必要なことは最低賃金を上げること 年収５％アップへ   

年収 200～300万円で働く人は、およそ 1000万人で、支払われている賃金総額は約 25兆円ではないでしょ

うか。この 25兆円を 5％上げるのに必要なのは 1兆 2500億円です。これを、介護士さんや保育士さんの報酬

など国がアップすることができるものには直接当てるとともに、中小企業などで働く人に対しては、中小企業

自体を総合的にバックアップしつつ、会社の支払う社会保険料を国が補填するという方法等で、各個人の給与

を上げるということを推進すべきではないでしょうか。国の予算としては少なくはありませんが、複数年かけ

て実行し、これで国内消費が上がり、税収が上がれば賄うことも出来ます。 

日本の最低賃金(874円)は、購買力平価換算しても低すぎます。これが消費を鈍らせ、デフレを招いていま

す。日本 7.55ドル、米国 7.3ドル、英国 9.6ドル、仏 11.7ドル、ドイツ１0.8ドル (2015年)です。最低賃

金と労働生産性はかなり相関していると言われ、最低賃金が上がると相関して平均賃金も上がる。GDPが 1％

上昇すれば、税収が 1兆円は増え、5％の成長で約 5兆円増加するのです。立憲民主党は、5年以内にまず 1300

円に引き上げることを目指します。 
 

分散型エネルギー社会促進４法案を提出 原発ゼロで新エネ・環境立国へ  
近藤昭一は、現在立憲民主党エネルギー調査会長を務めていますが、この間、30 回に上るエネルギー調査

会を開きました。福島第一原発事故の反省を踏まえ、災害に強く、地球温暖化対策にも貢献し、持続可能なエ

ネルギー政策策定が目標でした。 

 6 月 14 日には、他の野党と協力して、分散型エネギー利用促進法案、熱エネルギー利用促進法案、公共施

設省エネ再エネ義務化法案、エネルギー協同組合法案の分散型エネルギー社会推進４法案を衆議院事務総長に

提出しました。立憲民主党は、昨年原発ゼロ基本法を提出しました。残念ながら、安倍政権は全く審議しよう

しませんが、地産地消の分散型エネルギー社会を実現し、原発ゼロを具現化するのがこれらの法案です。 

 

私たちが税や保険料を国に払うのは、何のためでしょうか？ 

それは、豊かな生活のために、個人で出来ないものをみんなの

お金で国につくらせるためです。そこには、公園や道路などの

インフラだけでなく、年金、医療、介護などの社会保障制度の

仕組みもあります。もちろん、教育もです。 

 しかし、今回の麻生大臣の発言はそうした国の責任を放棄す

るものです。年金では生活できない、貯蓄せよではなく、生活

できる年金制度をどう構築していくかが政治の役割です。 



 
 5月26日、社会福祉法人AJU自立の家 

「第34回わだちまつり」。 
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ボトムアップ型政治で、ともに生きる社会を一緒につくろう！            

立憲民主党愛知県第 3 区総支部（総支部長近藤昭一衆議院議員）では、第 2 回「パートナーズのつどい」

を開催しました。「立憲民主党はあなたです」のボトムアップ型の政治実現のため、参議院選挙にむけて参

加者の皆さんと議論しました。 

会の冒頭、近藤昭一総支部長が「政治の今、国会の今」を話し、その後、愛知県選挙区の公認候補予定者

の田島まいこと語ろうということで、参加者からいただいた質問に彼女が答えていきました。当日は、パー

トナーズに登録された多くの皆さんで

活気にあふれ、さまざまな政策課題につ

いて自由な意見交換が行われました。 

そして、後半では、政治活動に参加し

てみようというテーマで、知り合った人

と政治の話をしてみたり、機関紙号外の

配布活動してみようといった提案がな

されました。 

あっという間の時間でしたが、一人ひ

とりが無理なく可能な形で参加するこ

とが大事です。ぜひ、みなさんも「立憲

パートナーズ」に登録してください。 

 

♦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！ 

 

 
6月8日、枝野代表が来名し、大須と栄

で街頭演説会。 

 

 

 

 

 

5月26日、愛知学童保育連絡協議会  

第50回の記念の定期総会。 

 

6月2日、天皇陛下をお迎えして全国植

樹祭が愛知県で開催。 

 

 

 

5月12日、八事交差点街頭アピール 

 市民アクション＠愛知3区 

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。 

 

6月1日、有松絞まつり 「有松」は今

年、日本遺産に認定。 

 

 

立憲パートナーズの登録料は年額500円です。 

mailto:konchan@kon-chan.jp



