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新型コロナウイルスに対して、垣根を越えた徹底的な対策を！
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実現するため頑張ってい
ます。新型コロナウイルス対策など、現在の国会状況を語ってもらいました。

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。衆議院総務委員長、環境副大臣、
立憲民主党副代表等を歴任。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長等。

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。新型コロナウイルスによる肺炎が
拡大する中、私たち野党も、連日の対策会議を行
っています。重要な問題であり、与党も野党もあ
りません。ただ、クルーズ船ダイヤモンドプリン
セス号では、3,700人余りの乗員・乗客の中から
次々と発病。下船後も増えて706人(5人に1人の感
染率) となり、管理体制も含め、感染症防止対策
の誤りが明らかです。さらには感染疑いのある人の検査体制が不十分であり(立憲民主党は、他の
の誤りが明らかです。
野党と共同で、検査促進法案を3月3日に提出)、国民の皆さんの不安にこたえるべく、率直に意見
と要望を政府に伝えていかなければならないと考えています。
さる2月27日に、安倍首相は突然に小中高と特別支援学校の臨時休校を一律に要請しました。この
唐突な一斉要請に対して、感染拡大防止のためやむを得ないとする声、より狭い学童クラブでの感
染拡大可能性を指摘する声、共働きやひとり親の家庭、支援を必要とする子どものいる家庭などか
ら戸惑いの声が上がりました。党の新型コロナウイルス合同対策本部会議でも、この要請に関する
具体的な対策等の質疑応答を行いました。休業補償の対策を含め、発生する課題に対してきちんと
取り組むことが必要であり、政府においては、省庁の壁を取り去り、民間の力もしっかりと活用し
てもらわなければなりません、そのための予算措置も必要です。3月4日には、各党党首と安倍首相
との会談も行われましたが、十分な体制整備のため私たちもしっかりとがんばってまいります。国
会は、令和２年度の予算が衆院を通過し、参議院での審議に入ったところです(詳細は2ページに)。
消費税が上がる一方で法人税、所得税が引き下げられ、大量の国債発行を続行し、莫大な財政赤字
を抱えています。その中で、少子高齢化がすすみ、格差が拡大し、これからどういう社会を作って
いくのかが問われています。どうぞ、国難とも言われる状況に対処していくため、これからも皆さ
んの声を大切に頑張ってまいります!
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新型コロナウイルスの蔓延阻止に向けて あらゆる対策を
2 月 28 日、衆院本会議で来年度予算案の採決が行
われました。午前中の衆院予算委員会で、立憲民
主党など主要野党は、新型コロナウイルスの感染
拡大への対策費を拡充し、IR 関連予算を削除する
予算案の組み替え動議を提出しましたが、否決さ
れました。新年度予算にコロナ対策予算が組み込
まれていない上、現在は令和元年度予算の予備費
などから 153 億円しか組まれていません。他のア
ジア諸国・地域に比べても(シンガポール 6000 億
円、香港 3500 億円、台湾 2200 億円、韓国 2800
億円)、あまりにも少ないです。立憲民主党では、合同会派を組む他の野党と合同対策会議を連日開催し対策
を話し合っていますが、党としては、民主党の野田政権時に成立させた「新型インフルエンザ等対策特別措置
法」の要件に基づく節度ある運用を求めています。
近藤昭一議員も新型コロナウイルス合同対策本部会議に出席し、2 月 25 日には、以下の発言をしました。①
PCR 検査の処理数が増えていない。76 ある地方衛生研のうち、先の連休中に開いていたのは二十数ヵ所しかな
い。きちんと予算が回っていないこともあるのではないか。②対策本部が、十分に民間企業や、日本感染症学
会、日本環境感染学会、日本臨床微生物学会などの団体の活用を出来ていないのではないか。③子どもは、通
常のウィルス感染と同様に重症になりにくいという報告もある。しかし、それゆえに、高齢者に感染させてし
まうような状況をきちんと避けなければならないという指摘もある。
野党として、国民の皆さんの声を受け、その不安と要望を国に伝えていかなければならないと思っています。

アフガニスタンで銃撃された中村哲医師が残したもの
2 月 8 日夕、昨年、アフガニスタン・ジャラ
ラバードで銃撃され、亡くなられたペシャワ
ール会の中村哲医師の送る会が開催され、お
別れの言葉を述べさせていただきました。
中村医師とは、知人の勧誘でペシャワール会
名古屋に入会したご縁で懇談もさせていただ
きました。
本当に残念であり、ご本人の無念はいかばか
りであったかと思います。心からご冥福をお
祈りし、その遺志を多くの皆さんとともに繋
いでいきたいと思います。
【2001 年 10 月 31 日、衆議院テロ対策特別委員会で中村医師は何を語ったのか】中村哲医師は「余りに現実
を踏まえない図式に基づいた議論だけが先行、本当にアフガニスタンの実情を知って話が進んでおるのだろう
か」と厳しく当時の政府を批判されました。内戦に苦しみ飢餓と干ばつに苦しむ人々に国際社会は無関心であ
り、9.11.が起こると、ビンラディンをかくまうタリバン、一部のテロリストを捕まえると言って、無関係の
人々が殺されていくことに、本当の真実はなんなのか、何が正しく何が間違っているのか理解されていないと
訴えられました。
そして、テロという暴力に対しては力で抑え込まないと駄目だということが自明のことのように議論され、ア
フガニスタンを空爆する米国を日本が支持し、自衛隊を派遣しようとしていることが、いかに日本の信頼を失
わせることになるか、有害無益であるかを説かれました。
武力で平和はつくれない。暴力を使わないほうが勇気がいる。しかし、そっちの方がかえって強い自衛なんだ、
堂々として敵を作らないことだと訴えられました。
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超党派「気候非常事態宣言決議実現をめざす会」設立総会
2 月 20 日、
「超党派 気候非常事態宣言決議実現をめざす会」の設立総会に発起人の一人として出席しました。
地球温暖化が原因である異常気象による自然災害が世界各地で多発し、日本でも大きな被害をもたらしていま
す。温帯地方に属していたはずの日本の気候は亜熱帯地方のような気候になり、スコールのような雨が降るよ
うになりました。もはや、気候変動と言っている局面ではなく、まさしく気候危機であり、世界中が協力して
この状況に当たらなくてはなりません。
立憲民主党としては、エネルギー調査会（近藤昭一会長）を設置し、原発ゼロ基本法案だけではなく、分散型
エネルギー社会推進 4 法案を他の野党と協力して国会に提出し、更に今回、気候危機対策調査会（近藤昭一会
長代行）も立ち上げ、全面的に温暖化対策政策に取り組む体制を作っています。党として先鋭的に取り組んで
行くとともに、与野党を越えてこの問題に取り組んでまいります。

空襲被害者の救済を 戦没者遺骨収集について厚労・外務省に要請
2 月 21 日、76 回目の「東京大空襲の日」(3 月 10 日)を前に
開かれた全国空襲連総決起集会に空襲被害者救済の国会議
員連盟（会長＝河村建夫衆議院議員）の他のメンバーととも
に出席しました。
先の大戦中、空襲により傷を受けた民間人は、国との雇用関
係がなかったからと何ら国の援護を得られないでいます。東
條英機内閣によって戦時災害保護法は制定されていたのですが、戦局悪化によって執行されなかったのです。
また、空襲による火災を消化しなくてはならないとした防空法も存在していました。4 年前、101 才で亡くな
られた杉山千佐子さん(全国戦災傷害者連絡会会長）は、国にみすてられたと、いつも言っておられました。
彼女も願った空襲被害者救済法（仮称）の制定実現に力を尽くします。
また、戦没者遺骨収集推進法が成立して 4 年近くが経ちますが、このことに関わる課題も解決されておらず、
1 月 21 日に関係者と厚労省、外務省との意見交換の場を設けました。

HPV ワクチン薬害訴訟原告団 全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会の方と
2 月 5 日午後、HPV ワクチン薬害訴訟全国原告団、全国子宮
頸がんワクチン被害者連絡会の代表者の方が来られ、副反応
症状と治療、生活の実態についてお話をうかがいました。日
本では薬害が繰り返され、事件が起きるたび、被害者がやむ
にやまれず訴訟を提起するということが続いています。
今回も被害者側が国を訴えているのですが、製薬会社は症状
とワクチンとの関連は明らかではないと主張し、国の診療体
制も当事者の声にこたえていない状況です（厚労省が指定し
た全国 85 か所の協力医療機関があっても、ほとんどの病院
で詐病扱いされたり、有効な治療が行われていない）。何の責任もない子どもたちが被害を受け、苦しんでい
ることは看過できません。しっかりと対応していきたいと思います。

沖縄の辺野古新基地建設問題等について高校生と懇談
2 月 20 日、都内の高校二年生の皆さんが沖縄の基地問題につい
て話を聞きたいと私の部屋を訪問してくれました。昨年も彼らの
先輩たちと意見交換しましたが、現地にも足を運んでいる彼らは、
「教科書からだけではわからないことが多い。やはり現地の皆さ
んの声を聞き、なぜ沖縄の抱える課題が見えにくいのかを探求し
たい」と、鋭い感性で質問を繰り出してくれました。
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♦近藤議員の国会内外活動報告

1月14日、立憲民主党愛知県連合新年 1月14－18日、ワシントンD.C.訪問。 1月21日、名古屋の市民団体の関係者が短期間で
集めたネット署名「中東派遣を止める署名」4万
のつどいで県連代表として挨拶。
上・下院議員と意見交換。
1040筆を内閣府に提出。

1月28日、連合の政策要求実現院内集 2月2日、第2回公的病院再編・統合問 2月13日、障がい者・難病政策推進有
会に参加。
題ヒアリング。
志議連のヒアリング。

2月17日、確定申告無料税務相談会を税理士会
の皆さんとともに視察。確定申告は、コロナウ
イルス対策で4月16日まで延長。

～
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2月19日、交運労協の皆さんのコロナ
対策申し入れで国交省などに同行。

せ

～

2月22日、第15回立憲カフェを事務所
2階で開催。

こ ん ち ゃ ん サ ポ ー タ ー
・・・ 募 集 中！・・・

新型コロナウイルス(COVID19)の感染拡大を防御
するため、近藤昭一事務所でも例年開催していま こんちゃんサポーターへのご参加をよろしく
す催し物（令和2年度予算通過後の国政報告会、立 お願いします。年間3,000円で会報や近藤昭一
憲民主党愛知県第3区総支部パートナーズ集会）、 事務所が主催するイベント等のご案内をお届
また、今後予定するもの（立憲カフェ、こんちゃ けします。お問い合わせ・申し込みは近藤事務
んのサマーパーティー）は、状況を見ながら開催 所までご連絡ください。
日などを設定してまいりますので、どうぞよろし
くお願い致します。
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
恒例の「こんちゃんのサマーパーティー」ですが、

こんちゃんのサマーパーティー！

今年も実施の方向で６月13日(土)、14日(日)に計
画中です。詳細決まりましたらご案内します。

法律相談受付中！詳細は近藤昭一事務所まで！

