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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 4日から始まった第 200回臨時国会について、課題と決意を語ってもらいました。 

 

することとなりましたが、温暖化と自然災害とについては、これまでとは違った角度からと、より

厳しい取り組みが必要であり、本号2ページでも書かせていただいています。  

さて、数の横暴で法治主義をないがしろにする安倍政権ですが、関西電力の「金品受領事件」に関

しては、野党は共同でヒアリングを行い、問題の追求を行っています。原価賦課方式で手厚く守ら

れた電気料金の中から多額のお金が幹部に還流されていたとすれば、大きな問題です。ご承知のよ

うに、関電は原子力発電所の数が他の電力会社に比べ圧倒的に多い特徴があり、そのこととこの事

件との関係を指摘する人も多いです。あるべきエネルギー政策のあり方を含め、この問題にもしっ

かりと取り組んでまいります。 

しかし、そういう中、あいも変わらない与党の状況であり、菅原一秀経済産業大臣が10月25日に、

河井克行法務大臣が31日に辞任しました。第二次安倍政権になって既に10人であり、その任命責任

は厳しく問われるべきと考えます。 

また、10月7日の代表質問では枝野代表は、あいちトリエンナーレへの補助金全額不交付問題につ

いて、議事録もなく審査委員の意見を聞くこともなく、突然、密室の中で決められたことは違法、

不当だと指摘しました。展示の中身が気にくわないから金を出さないということが前例とされるな

ら、表現の自由に萎縮効果をもたらし、事実上の検閲になると批判しました。これからも、開かれ

た政治を目指し頑張ってまいります。                         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、東日

本大震災復興特別委員会筆頭理事、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、衆議院環境委員、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。今年は夏に大型の台風が各地を襲っ

ただけでなく、10月に入ってからも、42年ぶりに

命名されることとなった台風19号や台風21号が東

日本に大きな被害を与えるなど、地球温暖化の影

響と見られる異常な気象状況が続いています。10

月4日に招集された今国会から、環境委員会に復帰 

「政治は生活です」ともに支え合うやさしい社会づくりに努めます！  

http://www.kon-chan.org/
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地球温暖化対策 今国会からは環境委員として取り組みます！ 

9 月 20 日、グレタ・トゥーンベリさんの行動で世界的な動

きに発展した地球温暖化対策を求めるマーチが、名古屋でも

市民団体「クライメット・アクション・ナゴヤ」の呼びかけ

で行われました。 

トゥーンベリさんは 15歳だった 2018年に、温暖化対策を取

らない大人に抗議するために、学校を休んでスウェーデン議

会の前に座り込む「学校ストライキ」を始めました。グレタ

さんは、このまま温暖化が進めば自分たちの未来はない。大

人たちはなぜきちんと対策を取らないのか。企業も人も利益

だけ考えて、子どもたちの未来を奪わないで欲しいと訴えます。私が政治の世界に入ったきっかけも環境問題

でした。誰もが、海や山などの自然を見ると癒されます。しかし、その大切な自然がどんどんと失われていま

す。これをしっかりと次の世代にきちんと引き継いでいかなければならない。そのためには、政治を変えなけ

ればならない。残念ながら、全くまだまだ変わっていないどころか酷くなっているのが実状です。今国会から

は、環境委員会に復帰しました。改めて、しっかりと頑張ることを決意しています。 

温室効果ガスを多量に排出する石炭火力発電の削減を   
10 月 10 日、原発ゼロの会主催の国会エネ

ルギー調査会(準備会)を開きました。先の

小泉環境相のインタビューでも注目されま

したが、世界的に地球温暖化対策が重要視

される中、現政権はあまりにも鈍感です。

世界各国が石炭火力発電所の廃止を決める

中、前のめりに新規開設を進め、このまま

では、2028 年には石炭火力発電の割合が 4

割に達してしまいます。 

2019 年 10 月現在、日本で稼働中の石炭火

力発電所は 15（大規模 4、小規模 11）です

が、建設中のものは 15あり、そのうち大規

模が 13もあります。パリ協定の目標と整合する各国の 2030年の①温暖化ガス削減②再エネ導入③石炭火力割

合目標を見ると、◇イギリス①90年比 57％削減②再エネ 30％③石炭 2025年ゼロ◇フランス①90年比 40％削

減②再エネ 20％③石炭 2022年ゼロ◇ドイツ①90年比 55％削減②再エネ 65％③2038年石炭ゼロ◇カナダ①05

年比 30％削減②水力 60％③2030 年石炭ゼロという高い目標をかかげています。しかし、日本は①2013 年比

26％②再エネ 22−24％③2030年石炭 26％という低い値なのです。 

小泉環境相が、海外メディアに日本がどうやって温暖化を防ぐのか「How？」と問われ、答えに窮した場面の

映像は記憶に新しいところです。一刻も早くエネルギー基本計画を見直し、再生可能エネルギー導入と石炭火

力発電削減の高い目標を掲げ、実行に移していかなければなりません。再度の政権交代が必要です。 

頻発する巨大台風と豪雨被害 地球温暖化問題の根本的な解決を  

自然災害の恐ろしさを忘れてはならないと思います。今年は、大型の台風がいくつも日本を襲いましたが、こ

このところの状況は、災害対策のあり方にも大きな課題を投げ掛けています。これまで日本においては、1日

に 800 ミリの雨量を観測したのは、馬路村（高知）、上北山村（奈良）と尾鷲市（三重）の 3 回だけでした。

いずれも年間降水量が多い地域です。ところが、今回それをいとも簡単に箱根が超えて 900ミリ以上の雨が降

ったのです。これまでの考え方では予測出来ない状況になって来ています。その原因の地球温暖化問題に真正

面から取り組むことと、新たな防災対策のあり方を考えなければなりません。 
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沖縄等米軍基地問題議員懇談会 宮古島弾薬庫建設現場等視察  
9月 22日～25日、沖縄等米軍基地問題議員懇談会は現地視察を行いました。 

今回は、辺野古新基地問題だけでなく、宮古島弾薬庫建設現場の調査も重要な

目的でした。そこで、住民の方から「法治主義って何ですか？」「日本は法治国

ですか？」と質問を受けました。この間の説明会で、千代田駐屯地の図面にあ

る「保管庫」と示された小さな部分について、防衛省は最後まで「弾薬庫」と

は認めなかったのですが、駐屯地発足後にはあっさり認めたのです。また、保

良地区に造られる「弾薬庫」には誘導弾が保管されるのですが、わずか 200 メ

ートルほどのところに住宅街があるにも関わらず、住民説明会は、昨年３月に一度あっただけというのです。 

辺野古新基地建設現場の大浦湾では、ボートで海上に出ました。台風直後のためか砂利運搬船の姿は見えませ

んでしたが、防衛局は、必要な沖縄県への申請を提出することなく、砂利の搬入を行なっています。その際、

赤土条例に違反しているとしかいえない粘土状の砂を岩ずりと言い張り、投入しているのです。 

沖縄防衛局を訪れ、次長と数人の担当者とやり取りを行いましたが、辺野古弾薬庫の下の斜面で、大雨のため

に起きた崖崩れの部分が、保護のためのブルーシートもかけられず、米軍の調査許可待ちで現況確認さえ行わ

れていないことがわかりました。あきれる状況です。 

最終日に、玉城デニ―知事を訪ね、関係者と意見交換も行いました。再度の窓枠落下と原因究明されていない

中での飛行再開、地下水の汚染源調査が米軍の許可待ちで未だ行われていないなど。全く沖縄県民に寄り添わ

ない、憲法で保証された権利を守らないのが現政権です。日本は独立した法治国家といえるのでしょうか。1960

年の締結以来、一度も改訂されていないのが日米地位協定です。この協定こそ、先ず変えるべきです。 

ＤＳＥＩ 世界最大規模の総合兵器国際見本市の開催に反対！  
10 月 10 日、「武器見本市はいらない」と訴える市民の皆さんと政府との

交渉に同席しました。事実上の武器輸出全面禁止を定めた「武器輸出三

原則」は、2014 年に安倍内閣が定めた「防衛装備移転三原則」により骨

抜きとなり、日本国内でも武器を「防衛装備品」と言い換える形で武器

見本市が既に開催されるようになっています。 

そして遂には今年 11月に幕張メッセで、世界最大規模の総合兵器国際見

本市 DSEI の日本版 www.dsei-Japan.com が開催されるのです。ここでは、世界各国のミサイル、戦闘機を含

む主要攻撃兵器から無人機など、ありとあらゆる兵器が展示され、秘密の商談も開かれるでしょう。 

10月 17日には、この武器見本市に反対する宗派を超えた宗教者による「殺すな！武器見本市はいらない」集

会が開かれ、私も参加し挨拶しましたが、戦争のできる国を目指すこの動きにストップをかけなければなりま

せん。 

れいわの二議員が呼びかけ 社会参加を実現するための集会  

10月 10日、介助をつけての社会参加を実現するための集会が、れいわ新

選組の木村英子、舩後靖彦両議員の呼びかけで開かれました。 

介助者をつけるための重度訪問介護制度は、主に自宅での利用を想定し

ており、就労・就学時の利用が認められていません。お二人については、

暫定的に参議院が費用負担をすることで合意し、この間は登院されてい

ます。 

しかし、誰もが働きたければ働ける、学校へ行きたければも行ける状況

に改めていくために、抜本的な改正で誰もが利用できる制度とすることが必要です。全国から多くの参加があ

り、名古屋からも「共同連」関係者が来ていました。ともに努力していきたいと思います。 



 
9月16日～9月18日、離島振興法に関連

して世界遺産の上五島を視察。 
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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！ 

 

 
9月15日、出身校の千種高校文化祭。 

写真はOB会ブースの様子。 

 
9月1日、地元の防災訓練へ参加。 

 

 

 
9月20日、「グローバル気候マーチ＠

栄広場付近」に参加。 

 

 

 

 

 

10月1日、名古屋駅前で行われた連合

愛知の街宣行動でマイクを握る。 

 

 

 

 

 

 

10月6日、立憲カフェを事務所二階で行

う。テーマは「国政の課題について」 
 

 

こんちゃんの国政報告会開催！ 
多くの国政課題が山積している中、野党の早期召集に

政府与党は応えず、10月4日の開会となりました。今国

会での課題、今後の展望などをお話しさせていただき

ます。ぜひご参加下さい。      

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     
参加費無料。どなたでもご参加いただけます。 

下記日時にも開催します。 

12月21日(土)14：00～15：30 昭和生涯学習センター 

12月22日(日)10：30～12：00 JAみどり徳重支店 

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開催！！ 
立憲民主党が結党2周年を迎えました。パートナー

の皆様と今後の立憲民主党について語りあいたい

と思います。 

日時 12月22日(日)13：30～15：00 

場所 JAみどり徳重支店 2階会議室 
当日パートナー登録もできます。 

 

10月14日、障害者と市民のつどいへ。後ろは、

シティハンディマラソンのスタートの様子。 

 

 

 

 

 

 

10月18日、地域医療研究会で、厚労省が地域実

情を無視して突然発表した「病院の再検証リス

ト」について検証。 

 

 

 

10月26日、27日と昭和、天白、緑の各

区で行われた区民祭りに参加。 

 

 

 

 

立憲パートナーズの登録料は年額500円です。 
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