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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。10月から始まる臨時国会について、問われている課題と新たな決意を語ってもらいました。 

 

山積しており、野党は長い開催を求めていました。残念ながら、早々に閉会してしまった政府与党

に対して、現在は早期の再召集を求めてきていますが、応じる気配はなく、10月４日が秋の臨時国

会招集日となりそうです。しっかりと現在の課題に向き合うため、引き続き早期召集を求めつつ、

頑張ってまいります。 

ところで、新聞などでも報道されていますが、現在、立憲民主党と国民民主党との間で、院内会派

をともにするための話し合いが行われています。先の参院選挙では、31全ての一人区で野党候補を

統一し、10の選挙区で議席を確保するという成果をあげました。その意味で、来るべき総選挙に向

けて、立憲民主党のアイデンティティーである「原発ゼロ」「立憲主義の回復など憲法に関する考

え方」を守りながら、先の参院選挙で注目されたれいわ新選組も含め、いかに大きなかたまりをつ

くっていくかが現在の課題だと思います。 

なお、最近しばしば報道されていますように、少子化と高齢化が進む中、医療、年金、介護などの

社会保障制度の改革が強く求められています。立憲民主党では、社会保障制度調査会(仮称)(会長：

長妻昭 議員  事務総長：山井和則 議員)を設けました。これらの課題解決に向け、皆さんの声を

受け止め、皆さんと一緒に頑張って参りたいと思います。変わらぬご注目をお願いします。 
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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。 
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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。まだまだ暑い日が続きますが、皆さ

んいかがお過ごしでしょうか。 

参院選挙も終わり、8月1日-5日という短い会期で

臨時国会が開かれました。選挙直後に行われ、会

派の確定と新人議員を含めた議員の議席指定が主

な目的とはいえ、年金問題や災害対策など課題は

山積しており、野党は長い開催を求めていました。 

「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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これからの日本 これからのものづくり 留学経験者訪中報告 
8月 20日－25日、中国を訪れました。この訪問は、昨年、安倍

総理が日中間で 30,000人の青年交流を行うと提案した企画の一

環です。中国留学経験のある 100名の団でしたが、20代から 30

代を中心に、60代までの様々な職種の方が参加する構成でした。 

私の思いは、日中関係というのは、しばしば、ぎくしゃくするけ

れども、アジアと世界の安定、日本経済にとって最重要な関係で

あり、しっかりしたものにしていきたいということです。 

改革開放による急速な中国の経済発展              （写真はテンセント視察） 

日本人と中国人の考え方は異なると思います。しかし、外見が似ていることから、しばしば誤解を生んでいる

と思います。あうんの呼吸というのは通じません。また、あの戦争は大きな傷跡を残し、今も影響が残ると思

います。しかし、それを乗り越えていかなければなりませんし、それを出来ると思っています。その中で、留

学経験のある皆さん、とりわけ、若い皆さんの果たす役割は大きいと思っています。 

私が中国に留学したのは 1981年 9月から 1983年 2月という、中国の改革開放政策が始まったばかりの頃です

が、鄧小平さんの改革開放政策で中国は大きく変わりました。正直言って、80年代初頭に留学した私からは、

想像もしないスピードで、想像もしなかった大きな成果をあげています。ご存じのように、2011年、日中の

GDPは逆転しただけでなく、今や、中国の GDPは日本の 2.7倍です。中国発展の背景には、日本の先人たちの

支援がありました。よく、そうしたことを中国の人は忘れてしまっていると言いますが、私は、そうではない

と思います。また、その原動力は、当時支援の先頭に立っていた新日鉄の稲山嘉寛さんの言葉をお借りすれば、

中国の人が自ら使う「自力更正」のパワー、自分達で開拓する精神と力の成果が出てきていると思います。 

深圳でテンセント、ファーウェイ等、世界最先端の開発技術現場を視察  

今回、中国深圳を訪ね、世界最先端の開発力で知られる、DJI(ドロー

ンで世界 70％の市場を持つ)、テンセント(世界最大のゲーム会社、2017

年にアジア企業で初めて時価総額 5000億ドルを突破し世界五大企業に

入る)、ファーウェイ(通信技術、とりわけ 5Gでは世界トップ技術を持

つ)を尋ねると同時に、日本企業の中国支社で仕事をしている皆さんの

話を聞かせていただきました。（左写真はファーウェイの任正非 CEOと） 

上記の中国企業が、大きな開発資金を投資し、世界をリードしている

のはご存じの通りですが、私は、日本も底力があるのに、いかされて

いないところに忸怩たる思いがあるのです。ただ、難しいのは、その原因が日本のいいところであるのも事実

です。つまり、日本人は慎重であり、丁寧であるということです。 

これからの世代で、さらなる日本の発展を！ 

私は、今回の訪中団で多くの若者が参加していたことを本当に嬉し

く思いました。皆さんには変えていく力があります。もちろん、そ

のために、我々世代のしなければならないことも、たくさんありま

す。人材を育てるために、国は何をバックアップすればいいのか。

若い人たちのチャレンジを実現させるために、社会は何をすればい

いのか。しっかりと取り組んでいきたいと思います。     （中山大学ではスーパーコンピューターを視察） 

8月 22日に面談したファーウェイの任正非 CＥOが「ファーウェイは、日本の品質管理とドイツの生産システ

ムに学んで発展してきた」と言及し、人工知能（AI）を活用した社会について「AIには全てのものを感じ取

るセンサーが必要であり、センサー技術で優位性を持つ日本は、大きな利益を得ることができる」と述べるな

ど、日本の技術がＡＩ社会に欠かせないことを強調し、協同していきたいと話されたことは印象的でした。日

中双方の得意とするところを合わせて、ウィンウィンの関係こそ構築していくべきと思います。 
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愛知国際会議展示場オープン 世界へ向けて発信を！ 

愛知県は昨年の製造品出荷額が 47兆円に上り、日本一のモノづくり

地域です。大企業はもちろん、中小企業のモノづくりも底堅いものが

あります。ただ、コスト競争力を含めた国際分業を主導する点で、日

本は受け身であり、大量生産を迅速に進めることが出来ず貴重な機会

を失ってしまいがちな課題もあるようです。検索サイトでは、「Made 

in Japan」ではなく「Japan Quality」が多くアクセスされており、「良質の製品」を「安く迅速に」が世界か

らの期待です。新しく愛知国際会議展示場もオープンしました。今回の訪中成果を含め、しっかりとこれから

の日本のモノづくりに生かしていきたいと思います。 

名古屋で玉城デニー沖縄県知事とトークキャラバン 
8月 19日、We love OKINAWA 玉城デニー沖縄県知事トークキャラ

バン in 名古屋 ―沖縄の声を聞き､皆で考えてみませんか？―の

パネルディスカッションにパネラーとして参加しました。会場(名

古屋市文化公堂)は 780人の参加者でいっぱいでした。冒頭、玉城

知事から、沖縄県民が辺野古になぜ反対するのか、安全保障の問題

は沖縄だけの問題ではなく、日本全体の問題として考えるべきとの

訴えがあり、その後、三人のパネラーが発言をした後、会場からの

質問に答えさせていただくという方式でした。 

米軍は、2001年の９.11テロを発端として、駐留(沖縄)による抑止から地球規模の機動展開を重視するように

なりました。また、中国軍の台頭を念頭に、「西太平洋におけるプレゼンス強化」をうたい、同地域の海上優

勢確保を目指しています。こうした状況下での米軍再編計画では、沖縄の海兵隊の大部分がグアム、ハワイ、

オーストラリアに移転することになっており、2024年時点で残るのは 2200人の戦闘部隊からなる第 31海兵

遠征隊(31MEU)とそれを支援する補給部隊とその上級部隊である第三海兵師団の司令部のみであり、辺野古規

模の新基地は要らないはずなのです。さらに、この部隊は、上記の目的もあり、地球規模でローテーションし

ており、一年の半分を沖縄以外で活動しています。沖縄の基地は、ミサイル攻撃への脆弱性も指摘されており、

また、埋め立て地を使う基地は極めて脆弱です。軟弱な地盤は、水面から 90メートルまであり、これまで工

事経験のない深さであり、１兆円を超える工事費がかかると言われています。 

今こそ、国をあげての議論と対話が必要です。 

 8.6広島、8.15千鳥ヶ淵戦没者墓苑での平和祈念式典  
8 月 6 日は、広島市の平和記念式典会

場に、15日には、千鳥ヶ淵戦没者墓苑

の戦争犠牲者追悼、平和を誓う 8･15集

会に参列しました。 

広島市の松井一実市長は、平和宣言で、

核兵器禁止条約の批准・署名を求める

被爆者の思いを受け止めて欲しいと要

請しました。また、インド独立の父ガンジーの言葉を引用し、「平和で持続可能な世界を実現するには『寛容』

の心を持たなければならない」と訴えました。 

私の母の兄は、サイパン島で戦死しました。さぞ無念であったと思います。家業を継ぐべく、鳴海にあった薬

学専門学校に学んでいました。二度と戦争を起こしてはならない。このアジアで二度と血を流してはならない。

武力では平和をつくることはできません。犠牲になられた内外すべての皆さんに心より哀悼の誠を捧げ、あら

ためて平和を誓いました。 



 

 

 

8月11日、夏の課題に「政治」をテー

マに選んだ小学生が事務所に来訪。 
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2019年参議院議員選挙 愛知県選挙区で党公認の田島まいこが初当選！ 

 国連職員だった田島まいこさんは、今年の1月3日に南アフリカ共和国から日本に帰ってきました。短い  

時間の中で、多くの方のご支援で 

初当選を果たしました。今後は、 

これまでの経験を生かし、子ども 

たちの貧困問題はじめ、あらゆる 

格差是正のため、平和な世界構築 

のためにがんばっていくと決意を 

新たにしています。 

  

♦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！ 

 

 

7月31日、2222回目となる早朝活動を

有松駅で行なう。 

 

7月6日、名古屋で行われたレインボー

プライドのパレードへ参加。 

 

 

 

8月18日、第37回昭和区の福祉まつり

に参加。 

 

 

 

 

 

8月18日、2019あいち平和のための戦

争展を見学。 

 

 

 

 

 

8月30日、恒例の映画会で「不都合な

真実２」を上映。 

 

 

 

 

 

6月22日、３区総支部パートナーズ集

会に田島まいこさんを迎えて開催。 

 
立憲民主党愛知県連代表として田島

事務所で支援者の皆さんに挨拶。 

 

 

第 1 4 回 立憲カフェのお知らせ        
 今回のテーマは「安倍政権の改憲案について」 

改めて皆さんと考えていきたいと思います。ぜひご

参加ください。 

日時 10月6日(日)14：00～16：00 

場所 近藤昭一事務所2階 
参加費100円 お申込、お問合せは近藤事務所まで 

こんちゃんの国政報告会開催！ 
 参院選も終わり、多くの国政課題が山積しているに

もかかわらず、政府与党は早期の国会召集にこたえて

いません。皆さんとこれからの国政を考えていきたい

と思います。ぜひご参加ください。  参加無料 

日時 11月9日(土)15：00～16：30 

場所 天白スポーツセンター会議室 
    

  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。 
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