
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。  

新型コロナウィルス感染症が収まりません。第４波が全国を

襲い、愛知県を含む全国９都道府県に緊急事態宣言が拡大さ

れています。社会のあらゆるところに影響が及び、多くの人

命が失われ、多大な経済的被害が出ています。政府の対策は

後手後手であり、人災と呼ばざるを得ないところが出てきて

います。 

 

 

衆議院議員 近藤昭一 

 

 

 

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。 

通常国会も終盤です。衆議院議員の任期満了まで 5月 21日で 5か月となります。コロナ対策はじめ、多数

の重要案件が議論されています。新型コロナ対策を中心に活動について語ってもらいました。 

 

います。 

立憲民主党は、経済も重要だが経済を維持するためにも、先ずは新型コロナウイルス対策を優先す

る「ゼロコロナ」を打ち出しました。2、3ページにこれまでの立憲民主党が他の野党とも協力して

取り組んだ法案などを紹介させていただいていますのでご覧いただきたいと思います。 

通常国会はいよいよ終盤ですが、衆議院議員の任期満了まで5月21日で5か月となります。コロナ対

策はもちろん、入管法改正案、デジタル庁法案、LGBT法案など重要法案が目白押しの国会でしたが、

問題の多い入管法は、名古屋入管でスリランカの女性が死亡した事件をきっかけに、国民の注目が

集まり、成立が見送られました。残念ながらデジタル庁法案は、立憲民主党はじめ野党がその問題

点を指摘し、その成立に懸念を示しましたが、5月12日に成立しました。今後は、法律が乱用され

ないようチェックしていきます。また、LGBT法案は野党側の修正要請に関してギリギリの攻防が行

われています。 

私たち立憲民主党は、与党の唱える改憲よりも、憲法の精神がきちんと具現化されていないことこ

そが問題だと思っています。憲法25条は、国が国民の生命と生活を守ることを規定していますが、

現政権は、オリンピック開催や一部企業の利益ばかりを優先しようとしているかの如くです。「宣

言、検査、ワクチン、全てが小出し。不明確な目標、不十分な補給、根拠なき楽観、最後はやれば

できるの精神論。それで国は一億総玉砕寸前までいった、戦時中と同じ。総理は、国民の命と生活

が第一という政治の基本を理解しなければならない」と小沢一郎衆院議員は指摘します。 

私たちは、憲法のうたう命と生活を守ることを最優先に頑張ってまいります。皆さんのご意見・ご

要望をお寄せください。                               敬具 
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新型コロナウイルス感染症対策にしっかり取り組みます！      

http://www.kon-chan.org/


金子勝氏(立教大学大学院 特任教授、

慶應義塾大学 名誉教授)らが世話人

を務める「ヨナオシフォーラム」では、

新型コロナウイルス問題に関しても、

貴重な情報提供行っています。ぜひ、

ご覧ください。 

URL：https://yonaoshi2020.jp/ 
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新型コロナウイルス感染症のワクチンに関する国会報告  
立憲民主党はじめ野党は合同部会を開催し、政府

の対策の問題点を指摘し、きちんとした対策の実

施を要請しています。変異株の感染力は、これま

でより強く、現在の感染者は、20歳代で全体の3割

前後、10歳未満、10歳代併せて4割を超え、明らか

に若い世代にシフトしています。そのため、社会

的PCR検査をさらに拡充し、変異株の調査を100％

行うことと、保育園や学校、大学等での無症状の

若年層の積極的検査が必要だと求めています。ま

た、オリンピック開催が医療現場に影響を与える問題点を指摘し、政府としてきちんと判断する時が来ている

と訴えています。また、ワクチン接種に関して、私達は自治体などの現場から意見集約していますが、菅総理

が希望的目標を発する度に現場が翻弄されています。ワクチン接種の実施状況は世界でも100位以下の状況で

す。十分なワクチン確保と自治体との正確な情報共有など、あらゆる支援策が必要です。 
 

立 憲 民 主 党 新 型 コ ロ ナ 感 染 症 対 策 本 部 の 活 動                  
立憲民主党は、皆さんの「声」を政府へ届けるとともに、その対策を「法案」として提出し、改善を迫ってい

ます。政府は十分に応えていませんが、実現したものも多くあります。立憲民主党のこれまでの提出法案です。 

 

04月28日：家賃支援法案 

04月29日：特別定額給付金差し押さえ禁止法案 

05月11日：学生への支援法案 

05月15日：ひとり親世帯への給付金法案 

06月05日：休業者、離職者等の生活支援法案 

06月08日：持続化給付金差し押さえ禁止法案 

06月08日：地方特定給付金差し押さえ禁止法案 

06月08日：地域経済活性化支援機構の対象に大企業追加法案 

06月10日：ひとり親世帯給付金差し押さえ禁止法案 

06月12日：コロナ禍で適切な法律支援を受けられるための法案 

06月15日：支援手続きの迅速化法案 

10月30日：休業支援金等を大企業非正規労働者への適用法案 

11月16日：ひとり親世帯への年内追加給付法案 

12月02日：要請事業者への経済支援などを明確化する法案 

12月02日：特定の流行国からの入国を制限する法案 

12月02日：新型インフルエンザ特別措置法及び感染症法改正法案 

 

01月18日：慰労金の医療・介護従事者への再給付と薬剤師・保育士 

等への対象拡大法案 

01月22日：子供のいる低所得者世帯への給付法案 

2月08日：失業手当の拡充法案 

02月08日：休業支援金・給付金の6月末まで延長と大企業労働者の昨 

   年4月までの遡っての対象化法案（非正規労働者救済法案） 

03月01日：生活困窮者（住民税非課税世帯など）への再給付法案  

03月19日：持続化給付金再支給法案   

04月02日：新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事

業者を事業規模に応じて支援するための給付金の支給等

に関する法律案 

4月09日：令和二年度特別定額給付金差し押さえ禁止法案 

（委員長提案）  

4月12日：観光産業持続化給金法案  

4月23日：茶業緊急支援法案 
 

4/5 新型コロナウイルス感染症による深刻な

影響を受けている観光産業で働く人たち約

48,000人が参加するサービス・ツーリズム産業

労働組合連合会（サービス連合）から「コロナ

感染症の影響に対する第7次緊急要請」に関す

る要請書を受け取り、意見交換をしました。 
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我々の提出法案が、政府の立法に大きな影響を与え、具現化されました。 

・特別定額給付金（減収世帯30万円→個人10万円） 

・ひとり親世帯臨時特別給付金 

・学生支援緊急給付金       ・入試実施のガイドライン策定 

・税や社会保険などの免除、猶予 

・家賃支援給付金 

・無利子無担保融資 

・地方創生臨時交付金（1兆円→4.5兆円） 

・緊急包括支援交付金の増額（1490億円→2.7兆円） 

・雇用調整助成金の拡充延長      ・企業の資本強化 

・休業支援給付金・支援金制度の創設 

・持続化給付金、家賃支援給付金の拡充延長 

・中小企業、大企業の再生支援  ・自粛に応じた場合の経済的支援 

・文化・芸術団体支援 ・政府のHPの改善・国会議員の歳費等の削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 と 今 後 の ビ ジ ョ ン  

目前にある課題への取り組みが最重要ですが、今回のウイルスが収まっ

ても、新たなウイルスがいつ再び猛威を振るうかわかりません。どうい

った公衆衛生体制の国をつくっていくのかという大きなビジョンが必

要です。今回の新型コロナウイルス感染症問題で露呈した課題は、以前

にも書きましたが、あらゆる事に先ずは｢自助｣を求め、個人の責任に帰

してきた政治姿勢にあります。この間、全国で保健所（1990年850箇所→2019年472箇所、職員数3万5000人→2

万8000人）や公立病院、感染症病床（1998年9060床→現在1869床）が減らされてきました。そのため、PCR検

査を実施し、迅速に専門病床で治療していただく仕組みが、スムーズではありませんでした。現場では、臨時

職員を増やし、不眠不休でがんばっていただきましたが、そこには限界があります。当初、相談窓口は帰国接

触者外来という名称で、｢37.5度以上の発熱が4日以上｣｢海外渡航歴がなければならない｣｢陽性者との濃厚接触

者でなければならない｣などの条件が課されていました。野党は検査推進法等も提出しましたが、更なる検査

体制強化と抗原検査の活用が必要です。また医療現場にマスク、防護服等をきちんと確保する仕組みとともに、

圧倒的に不足している人材の育成、プライマリ・ケアを担う「家庭医」制度の整備、さらには、医薬品の緊急

使用許可制度やワクチンを速やかに自国で開発できる体制作りなど、多くの課題克服が必要です。感染症が広

がる中、社会を保つために働く多くの皆さんに心から感謝申し上げ、私たちもしっかりと頑張ってまいります。 

 

 
4/7 陸海空の交通運輸・サービス産業に従

事する人たちが集う全日本交通運輸産業

労働組合協議会（交運労協）が2021年政策

制度要求および新型コロナウイルス感染

症対策に関する要請を国土交通省等に行

い、同席しました。 

【今後さらに拡充すべき対策】 

「医療」 

＊国の費用負担を前提に民間も含む病床の確保 

＊国が主導してOBも含む人材の確保 

＊医療機関の経営への支援 

＊自宅、施設療養者への緊急の対応 

 

「事業と仕事を守る」 

＊小規模事業者への持続化給付金の再支給 

＊無利子無担保融資 

＊一定の条件のもとでの返済免除とリスケジュール 

＊事業転換への支援 

＊雇用調整助成金の延長 

＊公共交通支援 

 

「感染防止」 
＊PCR検査、抗原検査の大幅拡充 

＊無症状感染者の検査の拡充 

（重症化リスク等の高い方々と接する無症状者への

定期的行政検査の実施） 

＊民間検査との連携の強化 

＊ゲノム解析の積極的実施と活用 

＊陽性者、海外からの入国者の確実な隔離 

＊変異株の徹底検査 

＊ワクチン接種の早期確実実施 

「暮らしを守る」 

＊困窮者への追加給付 

（生活保護制度に準ずる個人への追加給付） 

＊生活困窮者への定額給付金 
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  憲法がうたう命と尊厳を守る政治を実現する！  
5月3日、1947年に日本国憲法が施行されて74年です。地元2ヶ所で街頭に立ち、名古屋市公会堂での「市民の

つどい『憲法くん』がやってくる！」(1部「改めて憲法について考える」水島朝穂早稲田大学教授講演 2部 

松元ヒロライブ！)に参加しました。憲法の第何条が好きか。私は、第9条はもちろん、第25条が好きです。

憲法は国民が守るものではなく、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に守らせるもの(第99条の尊重

擁護義務)。そこが他の法律と最も違うところです。コロナ禍の中、国は全ての人の命と生活を守らなければ

なりません。第25条は、社会福祉・保障、公衆衛生の向上増進の国の責務を規定しています。 

昨年放送され好評を博したETV特集「義男さんと憲法誕生」のアンコール放送がありましたが、日本国憲法の

25条の生存権、17条の国家賠償請求権、40条の刑事補償請求権は、元々のGHQ草案にはありませんでした。こ

れらは衆議院の小委員会で提案され追加されたのですが、そこで先頭に立った鈴木義男議員の半生を見つめ

る内容でした 

◇この間、いくつもの集会に参加しましたが、どれも根本には憲法理念があります。 

○3月20日、障がい者団体のみなさんと高校のバリアフ

リー問題で意見交換。義務教育の小中と異なり、自治

体の責務となっており、愛知県は設置率が低いと、斎

藤嘉隆県連代表はじめ地元自治体議員と参加し、意見

交換をしました。 
 

○3月20日、イラク戦争から18年。現地には混乱が残り、

人々が苦しんでいます。米国は大量破壊兵器があると嘘

の報告を行い、日本政府は米軍兵士を運んでいたのに隠

し続けたことを忘れてはならないとリレートークが22

日に行われ参加しました（呼びかけ人＝高遠菜穂子）。

また、4月17日には、イラク派兵差止訴訟全国弁護団と原告団・市民をつなぐリモ－ト集会も、開かれました。

名古屋高裁民事３部（青山邦夫裁判長）において、「航空自衛隊がイラクで行っている武装した米兵の輸送活

動は憲法９条１項に違反する」との違憲判決が下されたのは2008年4月27日でした。3200名を超える市民が原

告団に参加し、団長の内河惠一弁護士、理論派の中谷雄二弁護士、若手事務局長の川口創弁護士ら100名を超

える弁護団の結集の賜物でした。翌日の外務委員会で質問に立った私は、その評価を当時の高村大臣に求めま

した。改めて裁判を振り返り、憲法の保障する「平和的生存権」の具現化を図っていきたいです。 
 

○3月25日、第3回緊急マリフォー国会院内集会「結婚の平等を伝えよう」に参加しました。3月17日、札幌地

方裁判所は、同性間の婚姻を認めていない現行法は憲法14条に違反するという画期的な判決を出しました。 

一般社団法人Marriage For All Japan結婚の自由を全ての人に（略してマリフォー）は、G7諸国で同性婚や

それに準じる制度がないのは日本だけと訴えています。 
 

○4月27日、性的指向・性自認（SOGI）に関する差別や

偏見により困難を抱えている当事者団体と、国際人権団

体による法整備を目指す「Equality Act Japan-日本も

LGBT平等法を」キャンペーン共催の第5回レインボー国

会「もう待てません！今国会で超党派のLGBT・SOGI法制

定を！」院内集会に出席しました。超党派の「LGBT に

関する課題を考える議員連盟」の馳浩会長はじめ、多く

の議員が参加しました。今国会でLGBT法案の審議が行わ

れていますが、あらゆる差別・偏見をなくし、一人ひとりが自分らしく生きられる社会実現のため、一日も

早い法整備を目指していきたいと思います。 
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○5月1日、第92回メーデー。地元二ヶ所でマイクを握りました。新型コ

ロナ禍の中、解雇や雇止め、シフト減や時短などによって、多くの方々

の雇用や収入が奪われ続けています。全ての皆さんの雇用とくらしを守

るため、雇用調整助成金の特例や休業支援金・給付金の拡充や延長、失

業手当の支給割合の引き上げと給付日数の延長などを、繰り返し政府に

求めてきました。政治の役割は、国民の命と健康を守ることです。今後

も、雇用についての更なる対策提案に向けて、頑張って参ります。 

 国民投票法改正案の修正合意  ＣＭ、資金規制等の導入が必須  

安倍政権下、自民党は、憲法の遵守義務をおろそかにし、改憲改憲の声でした。そして、衆議院憲法審査会

では国民投票法改正案について、強行採決さえ辞さずと言うところまで来ていました。そこで、前のめりに

なる与党にブレーキをかける狙いも込めて、改正案には漏れているCM規制や資金規制、最低投票率などの議

論を今後３年間で行うという「必要な法制上の措置を講ずる」と附則に明記する修正案を示し、与党がその

まま受け入れたため、採決に至りました。与党は「進める手はいろいろある」と考えているのかもしれませ

んが、これからの３年間が勝負です。 

 東京電力福島第一原発の汚染水海洋放出にＮO！ 現地も視察  

3月18日、東電福島第一原発事故の｢廃炉｣問題について、原発ゼロの会でヒアリングを行いました。事故を起

こした世界で3番目の炉ですが、他の二つの原子炉は、いまもデブリの取り出し作業に手をつけていません。

それは、放射線量が高く処理する方法が全く見えてきていないからです。もちろん、早期の処理が必要ですが、

それに伴う困難があまりにも大きく、二つの原発では、｢保安・防護｣措置をした上で、現在は手をつけていな

いのです。 

ところが、東電福島第一原発では、とにかく取り出すことを優先しています。汚染水海洋放出を急ぐのも、取

り出したデブリを置くスペースのためと言われています。技術開発を全否定するわけではありませんが、高い

線量の中での開発と作業は危険を伴いますし、そのための費用は莫大です。 

米国はじめ、他の国では、除せん費用や事故対策費用を含め、かかった費用(東電第一原発事故から、これま

での10年でかかった廃炉作業や被災者への損害賠償、汚染地域の除せんといった事故処理の費用は少なくとも

13.3兆円以上に上り、処理費の総額を政府は少なくとも21.5兆円と見込む)は、電力会社が負担しますが、日

本では、国が支払うか、電力料金に上乗せされています。他国では、原子力は経済的にも合わないと言われて

いるのに、日本では原発による電力は安いといまだに主張されるゆえんです。 

3月22日には、原発ゼロの会で東電福島第一原発の視察を行

い、双葉町の伝承館も訪問しました。あの事故から10年、し

っかりと過去と現実に向き合い、対応してまいりたいと思い

ます。 

そして、4月13日、政府は汚染水の海洋放出方針を正式決定し

ました。先立つ9日、原発ゼロの会で経産省に排出しないよう

要望書を提出し、12日には「汚染水を海に流さないで！」 運

動の皆さんが国際署名（世界各国から集まった署名6万筆以

上）を提出、官邸前でも抗議アクションが行われる中でした。 

我々が繰り返し提案してきた公聴会は開催されないまま、技

術者や研究者でつくる「原子力市民委員会」が提案した大型タンクによる長期安定的な保管、モルタル固化処

分などの代替案については、検討もされていません。漁業者や地元住民から断固とした反対意見が表明されて

いることに加え、国内外からも多くの懸念が示されています。引き続き、海洋放出しないよう求めていきます。 
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 デジタル監視を許さず、民主主義発展のためのデジタル化を   
デジタル庁等設置6法案は国民監視につながる問題ある法案であり、国会前で連日反対行動が行われ、私も党

を代表して何回も挨拶に立ちました。デジタル化は民主主義の発展のために進めるべきで、国家が全ての個人

情報を一元管理して恣意的に使えるようにすべきではありません。本法案は、マイナンバーカードと個人情報

がヒモ付けられて、あらゆる個人情報を内閣総理大臣が恣意的に利用できることが大きな問題です。これまで

各自治体が、条例制定で守ってきた個人情報保護をないがしろにするものです。法案は成立してしまいました

が、個人情報と個人の尊厳が守られるようにするため、しっかりチェックしてまいります。 

沖縄戦の遺骨が混入している土砂を辺野古新基地建設に使用する問題  
4月21日、戦争をさせない・9条壊すな！総が

かり行動実行委員会等の団体が共催する政府

交渉＆院内集会に参加しました。 

今回は、沖縄戦の戦没者の遺骨が含まれてい

る南部地区の土砂を辺野古新基地建設に使っ

てはならないという要請が主で、沖縄戦遺骨

収集ボランティア「ガマフヤー」代表の具志

堅隆松さんや沖縄戦を戦った軍人の孫の方な

どが「遺骨を含む土砂を米軍基地建設に使う

ことなど許せない」と涙ながらに訴え、防衛省および厚労省の担当者も「重く受け止めます」と回答しました。 

全てのアスベスト被害者の救済を  最高裁判決で国とメーカーの責任認定  

建設現場でアスベスト（石綿）を吸って肺気腫等を

患った元建設労働者と遺族が国と建材メーカーに

損害賠償を求めていた集団訴訟の上告審判決で、最

高裁判所第一小法廷は、5月17日、国の不作為を違法

と認定し、国とメーカーの賠償責任を命じる判決を

出し、原告側のほぼ全面勝訴といえる初の統一判断

を示しました。2005年のクボタショック以来、私は

一貫して環境委員会等で全ての被害者の救済を訴

えてきましたが、初提訴から13年たって原告の約

500人のうち7割の方が既に亡くなられました。被害

者のこれまでの総計は9000人にのぼり、今後も年間500人規模で被害者が増えるという予想もある中で、民主

党政権で解決できなかった自戒も込めて「やっとここまできた」との思いです。 既に与党のプロジェクトチ

ームでは、一人あたり最大1300万円の和解金を国が支払う内容の和解案を決定していますが、裁判を提起して

いない全ての被害者の救済実現には超党派での救済法の成立が必要であり、責任を問われたメーカーからの拠

出も含めた基金制度の創立を目指して取り組んでいきます。 

  名古屋での国際大会から世界が動いた ピンポン外交から50年    

米中関係正常化につながった1971年の「ピンポン外交」から今年で50年です。その記念シンポジウムが、4月

17日、きっかけとなった世界卓球選手権が行われた名古屋市内で開かれました。 

日本卓球協会会長だった故後藤鉀二氏らが決死の覚悟で行った招聘作業は、日中関係を変えただけではなく世

界を動かしたと称賛されました。当時の関係者の多くが亡くなられましたが、後藤会長の秘書として訪中され

た小田悠祐氏がご健在で当時のことを生き生きと話してくださいました。民間外交の重要性を指摘し、米中関

係が緊迫し国際社会に影響を与える中、改めて「懸け橋」として日本に大きな役割を求める声が参加者から上

がりました。 
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温暖化対策推進法案について質問 環境保全と再エネ促進の両立を 

4月23日、地球温暖化対策推進法改正について環境委員会で質問に立

ちました。立憲民主党は、地球温暖化対策は国際的課題であり、全

ての人に大きな影響があることから、地球温暖化対策本部に抽選に

よる200人の委員からなる気候市民会議を置き、あらゆる世代の広範

な声を受け止めて対策を講じていくことなどを主眼とする修正案を

提出しました。修正案と政府原案が一括審議され、私は、再生可能

エネルギーを促進する立場だが、国立公園等の自然環境を破壊する

ことがあってはならないとの観点から質問しました。2050年カーボ

ンニュートラル（脱炭素社会）の実現のためであっても、国立公園の核心部分での大規模な再エネ施設建設は

考えていないとする小泉大臣の答弁を引き出しました。自然環境も守り、温暖化対策も進めるという「二兎」

を追わなければならないと考えます。 

 労働者共同組合法の成立を機に 協同労働（ワーカーズ）を推進します  

労働者協同組合法という重要な法案が昨年12月の臨時国会 

で成立しましたが、その具現化をはかるため、4月6日、超 

党派の協同労働推進議員連盟設立総会が開かれ参加しました。 

この法案の考え方は、働く組合員自らが出資しそれぞれの意

見を反映した事業に自ら従事することを基本原理とするもの

です。利益を求めるばかり、真に必要とされている事業が蔑

ろにされているという現況の中、いかに共に支え合う社会を

つくっていくのかを求めて制定されました。 

この労働者協同組合を生かし、地域の需要に応じた多様な就労の機会創出のため、立憲民主党も協同労働（ワ

ーカーズ）推進に取り組みんでおり、4月27日には、党つながる本部（本部長：枝野幸男）、企業・団体交流

委員会（委員長：近藤昭一）共催で、オンラインイベント「ひとも、お金も、ノウハウも。みんなで出し合う

新しい働き方・労働者協同組合法の活用法」も開催しました。また、地元でも、5月14日付け中日新聞で紹介

された「協同ではたらくネットワークあいち」の設立記念フォーラムに出席しました。 

 戦争の課題解決を 韓国人元ＢＣ級戦犯の名誉回復 空襲被害者救済法   

戦後の戦犯裁判で死刑判決を受け、日本政府に補償を求める韓国人元BC級戦犯者でつくる「同進会」会長の李

鶴来（イ・ハンネ）さんが3月28日、外傷性くも膜下出血のため96歳で亡くなられました。李さんは、日本統

治時代の朝鮮半島全羅南道の出身で、17歳のときに日本軍属になりタイの捕虜収容所に派遣され、連合軍の捕

虜たちを泰緬（たいめん）鉄道建設に送り出したことなどから捕虜虐待の罪に問われ、BC級戦犯として死刑判

決を受けました。その後、懲役20年に減刑され、1956年まで巣鴨プリズンに収容されています。 

サンフランシスコ平和条約が調印され、1952年に占領下の日本が独立した際、李さんら旧植民地出身者は日本

国籍ではなくなり、元軍人や軍属に対して行われている補償や援護を受けられませんでした。そのため、救済

と名誉回復を求める活動を続け、ここ数年も車椅子で国会での集会に参加し続けていました。 

3月10日、超党派空襲議連（河村建夫会長）総会が開催さ

れ、特定戦災障害者等に対する特別給付金の支給等に関す

る法律案（空襲被害者等救済法）要綱案を了承しました（写

真は議連総会）。空襲及び沖縄戦の民間被害者を救済する

同法案の制定等、戦争の残された諸課題の解決に取り組ん

でまいります。 



新ポスター貼っていただけませんか 
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◇近藤議員の国会内外での活動報告(3月～) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

 
地元街頭活動は人との距離を取り、交

差点で実施。 

 

新型コロナウイルス感染対策へのご意見は 
新型コロナウイルス感染症による影響に対する支援の状況や

対応について、皆様のご意見、ご要望を聞かせていただきた

くアンケートを実施しています。ご協力ください。また、問

い合わせ等も含み、ぜひ近藤事務所までご連絡ください。 

 
4月9日、原発ゼロの会で東電福島第一原発

敷地内の汚染水海洋放出について、中止要

請と代替案提案の申し入れ。 

 

党員・協力党員（党サポーターズ）・ 

こ ん ち ゃ ん サ ポ ー タ ー 募 集 中 ！ 
立憲民主党愛知県第３区総支部（総支部長近藤昭一）は、

あなたの党員、協力党員としての参加を待っています。 

■党員：18歳以上、日本国籍要、代表選投票権あり、 

党費年間4000円（広報紙代含） 

■協力党員（通称：サポーターズ） 

：18歳以上、日本国籍要、代表選投票権あり、 

協力党員費年間2000円 

■こんちゃんサポーター (いわゆる後援会員) 

：近藤昭一議員を応援してくださる方、 

会費年間3,000円（会報やイベントの案内等をお届

けします。）   

詳細は近藤事務所まで。 

 
3月20日、立憲カフェ開催。テーマは「SDGs

～持続可能な開発目標～を学ぼう！」。 

 
4月23日、連合本部より新型コロナウイルス感

染症対策を含む重点政策説明・要請を受ける。 

 
3月31日、立憲民主党人権政策推進議員

連盟設立総会。近藤議員は会長に就任。 

※現在youtube内「こんちゃんチャンネル」近藤議員が様々なテーマで 

語ります。ぜひチャンネル登録していただきご視聴下さい。 
 

 
 4月15日、じん肺根絶をめざす「4.15

院内集会」に参加し、挨拶。 

 
4月9日、ミャンマーの民主化を支援する議員連

盟で、外務副大臣に迅速かつ果断な対応を要請。 

 
5月8日、元文部科学省事務次官前川喜

平さんのオンライン講演会に参加。 

 

 
4月14日、立憲民主党お茶振興議員連盟総

会。「茶業等緊急支援法案(仮称)」(議員立

法)について議論。 

 

 

 

近藤昭一総支部長と枝野幸男党

代表の新しいポスターを作成し

ました。昭和区・天白区・緑区で

「我が家に貼ってもいいよ」「貼

るところ紹介するよ」ぜひ、近藤

事務所にお声かけください。 

 
2021年こんちゃんのサマーパーティー 
例年6月に開催しています「こんちゃんのサマーパー

ティ」は、昨年はコロナウイルス感染症拡大で開催

を見送りました。今年も現在は難しい状況です。開

催できるようになりましたらご案内します。 

mailto:konchan@kon-chan.jp
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