
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。愛知

県へのまん延防止等重点措置は解除されましたが(県独自の厳重警

戒宣言が出されました)、五輪の開催される東京都には、再度の緊

急事態宣言が発出され、感染者数の増加は止まりません。政府は最

後まで有観客にこだわったのですが、専門家は断固同意しませんで

した。そして、安倍政権(当時)が掲げた復興五輪でしたが、肝心要

の福島県が無観客開催へと舵を切りました。内堀雅雄知事は「コロ 
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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実現するため頑張っています。 

通常国会が 6月 16日に閉会し、衆議院議員の任期満了まで 3ヶ月余となりました。命と暮らしを守るため

の新型コロナウイルス対策に関わる問題等について語ってもらいました。 

 

ナとの戦いで形が変わった。骨格は残っているが、思い描いた全体像とは違うものになった」と、北海道が

無観客に舵を切ったことを念頭に首都圏以外の統一的な対応を求めていたことを明かしました。また、「ど

ういう流れになるか、事前連絡がないまま、本番を迎えている」とも指摘しました。 

私自身もそうですが、多くの人が五輪開催を楽しみにしていましたし、何とか開催できることを祈ってきま

した。しかし、直近の緊急事態宣言も五輪準備のためであったと思われますが、あまりにも、五輪ありきの

政府の姿勢が、コロナ対策を後手後手の小出しのものにし、かえって、五輪を理解しにくいものにしてしま

いました。開催の背景に、福島の復興も含めて、政権浮揚のきっかけに利用しているのではないかとの疑念

も与えました。 

誘致の際、安倍政権(当時)は、東電福島第一原発の汚染水を「アンダー・コントロール」と言い放ちました

が、全く事実と異なりました。「復興五輪」の理念だけでなく、五輪そのものの理念は大きく揺らいだので

はないでしょうか。7月10日、安倍前首相は、新潟で「オリンピックは世界に夢を与える。人と人の距離が

離れてきた今こそ、お互いに絆を確かめ合う」など、大会開催の意義を熱弁したと報道されました。「４年

に１度、人類が集まって平和の夢を見る。それが五輪の理念だ」と、前回東京五輪で記録映画を撮った故市

川崑監督は述べています。しかし、今は現実を直視する時ではないでしょうか。 

さらに暗い気持ちをより暗くさせる発言が政府から飛び出しました。お酒の提供停止を拒む飲食店には金融

機関を通じて働き掛ける。そんな耳を疑う方針を示した閣僚は前言撤回に追い込まれました。 

競技者を含む、これまで準備に奔走してきた関係者にとっては、ある意味、辛いものになってしまっていま

すが、商業主義に過度に偏りすぎてきた五輪の本来の意義を考える機会となればと思います。 

また、憲法25条の保障する「国の責務は国民の命と健康を守る」ことという理念をしっかりと具現化するこ

とへの警鐘としたいと思います。                               敬具  
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命と生活を守る！新型コロナウイルス感染症対策に引き続き取り組みます！ 
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      先の通常国会を振り返って          
現在の最大の問題は、憲法に基づく政治が行われていないことです。「国家主義」が前面に出るとともに、「新

自由主義」が跋扈(ばっこ)し、国が一番、お金が一番となり、安倍政権時代には、憲法に違反していると多く

の憲法学者が問題視した「安保法制」を強行成立させ、「秘密保護法」で、総理が秘密と言えば、国が持つ情

報を永遠に秘密にできる法律を制定し、「共謀罪法」では、共に謀る、いわば話し合っただけで処罰すること

のできる法体系もつくりました。更に、この国会では、膨大な個人情報を国が一元管理する一方、国民が自ら

の情報を管理する権利を保障していない「デジタル庁法」や、国防の組織である自衛隊が、国民生活を調査し

監視する組織に変わってしまいうる「土地規制法」も成立させました。憲法の保障する「国民主権」は、どこ

へいってしまったのでしょうか。 

日本国憲法は、その第25条で「国は国民の命と生活を守る」という根本理念をうたっています。しかし今の政

権はそれを軽視し、オリンピック開催にまっしぐらに進んでいます。変異株の感染力はこれまでより強く、ワ

クチン接種が進んでも、感染を抑えられるかどうか専門家委員会は懸念を表明していました。 

我々立憲民主党はじめ野党は医療現場が逼迫し、きちんとした対策が打てない中、開催すべきではないと訴え

てきました。しかし、政府はオリンピック委員会が決めることだからと取り合わなかった一方で、先進国首脳

会議で菅首相は開催を表明しました。そして、政府が決め手とするワクチン接種に関しては、現実に可能な供

給量とその速度を無視し、自治体に早期の接種を迫り、職域接種で拡大を図ろうとし、かえって、混乱を生み

ました。菅総理が希望的目標を発する度に現場が翻弄されました。 

こうした課題が山積する中、我々は会期延長も求めましたが、それも受け入れられませんでした。その結果、

やむを得ず内閣不信任案を提出しました。枝野幸男代表は、なぜ提出するのかの理由とともに、私たちの目指

す政治を提案しました（約1時間半の演説ですが、YOUTUBE内 THE PAGE(ザページ)で配信されています。「菅

内閣不信任案 枝野幸男代表」で検索すれば見つかりますので、ぜひご視聴いただければと思います)。 

感染症がいまだに広がる中、社会基盤を守る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。 

 

原発に前のめりな菅政権  美浜原発再稼働、上関原発ボーリング調査   
 

現政権は原発再稼働に前のめりですが、私は原発ゼロ・

再エネ100の会の共同代表として、脱原発社会を目指して

日々奮闘しています。運転開始から40年を超える原発で

初の再稼働となる関西電力美浜原発３号機（福井県美浜

町）が、24日午前1時37分、核分裂反応が「臨界」に達し

たとの報道がありました。 

老朽化した原発の危険性を考慮し、民主党政権時に40年

原則をつくりました。これを入れた法案成立のためには、

当時野党であった自公の「一度だけ延長できる」という

文言を入れるべきという要求に妥協せざるを得ませんで

した(参院では、野党が多数でした)。しかし、「原則」を設定することが大事だと思いました。また、今回課

題になっている「テロ対策」などのバックフィット工事をすれば膨大な費用がかかり、延長する事業者はない

だろうと見られていました。 

しかし、事業者は何がなんでも再稼働させてきました。原子力規制委員会の検査を受け、7月27日から営業運

転に入っても、設置が義務付けられているテロ対策の特定重大事故等対処施設（特重施設）が期限(10月25日)

までに完成しないため、同23日には停止せざるを得ず、特重施設の完成は未定にもかかわらずです。合理性を

超えた動きです。使用済核燃料の行き場所さえ決まっていない原発の再稼働に、今後もしっかりと、反対して

まいります。 
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新型コロナウイルス感染症対策  野党提出の法案実現も    
国会は閉会してしまいましたが、野党合同

でのヒアリングを継続し、問題点をチェッ

クするとともに、「こうすべきだ」と提案

し続けています。 

そもそも、安倍前首相は「野党は反対ばか

りしている」「対案を出せ」と野党攻撃を

してきましたが、立憲民主党は政府提出法

案の8割以上に賛成しています。どうしても

容認しがたい問題のある法案について追及

していますが、こうした法案はマスコミに

取り上げられるので、そういう印象になっ

てしまうところがあるかもしれません。しかし、対案を提出しても審議さえしないのが与党側ですし、一度出

した法案の修正も頑なに拒み、やむを得ず附帯決議で留意点を残しているのです。 

今回の「新型コロナ対策」では、私たち野党は、昨年、「検査拡充法案」（提出3月3日）、「家賃支援法案」

（同4月28日）、「学生への支援法案」（同5月11日）、「ひとり親世帯への給付金法案」（同5月15日）、「休

業者、離職者等の生活支援法案」（同6月5日）、「テレワーク促進法案」「支援手続きの迅速化法案」（同6

月15日）、「特定の流行国からの 入国を制限する法案」（同12月2日）など17法案を提出し、この通常国会で

も、「慰労金の医療・介護事業者への再給付と薬剤師・保育士等への対象拡大法案」（1月18日）、「失業手

当の拡充法案」（2月8日）、「休業支援金・給付金の延長と非正規労働者救済法案」（2月8日）、「生活困窮

への再給付法案」（3月1日）、「持続化給付金再支給法案」（3月19日）、「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法案」（4月2日）、「観光産業持続化給付金法案」（4月12日）など、

合わせて27本の法案を提出したのです。 

残念ながら、与党は、野党の法案は審議さえしようとしないのですが、国民の皆さんが注目する法案は、政府・

与党が、自分たちの法案として提出・成立することに大きな影響を与えます。「特別定額給付金」「ひとり親

世帯臨時特別給付金」「学生支援緊急給付金」「家賃支援給付金」など多くの法案実現に影響を与えました。 

ただ、残念なことに、どこで感染したかわからない「市中感染」により感染患者が増加することに対して、法

案も提出し繰り返し求めた「PCR検査」の拡充は、ついに十分には行われませんでした。何が、それを止めて

いたのか、今もってあきらかではありません。そうした中、政府が「切り札」と考えていた「ワクチン接種」

は、突然「ワクチン供給不足」となり、期待された「職域接種」は進まなくなりました。7月7日、この問題に

ついて、衆院厚生労働委員会の閉会中審査が開かれましたが、政府は陳謝こそしましたが、米モデルナ製の供

給量が予定の3割と大幅に減った経緯を説明しませんでした。一体、何が起こっているのか。政権の支持率回

復のために、実態を無視し、強引に接種計画を立てた結果、混乱を生んでいます。 

これまで、経済の低迷を懸念し、かえって経済に大きな影響を与え、オリンピックの聖火リレーを意識し、「緊

急事態宣言」の発令や解除を繰り返して後手後手で中途半端となってきた政府の感染防止策、それを多くの

人々が衛生観念や道徳観の高さでカバーしてきたのが実情ではないでしょうか。 

未だ感染が収まらない中、オリンピック開催のために、6月21日に緊急事態宣言を解除し、まん延防止等特別

措置にしながら、21日しかたっていない7月12日からの4度目の緊急事態宣言を政府は発しました。何故、この

中でオリンピックを開催するのか。飲食店をはじめ、営業制限を続ける皆さんばかりか、多くの人々が自粛を

強いられる場当たり的な対応に苦しんでいます。 

「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。こうした状況を改善するため、私たち立憲民主党は、しっかりと頑張ってまいり

ます。 
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  あらゆる差別のない社会を  改正障害者差別解消法成立   

5月28日の参議院本会議で、障害者差別解消法の改正法案が、全会一致で可決成立しました。民間企業の合理

的配慮が法律として義務化され、附帯決議にも、差別の定義の明記、ワンストップ相談窓口の設置をはじめ、

当事者の皆様からのご提案を多く盛り込むことができました。本法案については、2月28日に立憲民主党とし

て、関連団体へのオンラインヒアリングも行い、法改正へのはずみとしました。そして、5月28日夕も、報告

もかねて、再びオンライン意見交換をさせていただきました。私は、党の企業・団体交流委員長として、冒頭

の挨拶と、名古屋市における、民主市議団の取り組み(障がい者手帳をもつ皆さんへのワクチン優先接種)を報

告させていただきました。引き続き、多くの皆さんの声を政策につなげていきたいと思います。 

    半数を女性議員に  改正候補者男女均等法成立      

5月18日、候補者男女均等法改正で議席の半分に女性を！候補者均等法施行3周年記念 Qの会 院内集会《主催：

クオータ制を推進する会(赤松良子代表)》が開催されました。 

当日は、法制定時の担当大臣  野田聖子自民党幹事長代行や、中川正春 衆議院議員(議連会長)らも参加し、

各党から総選挙の女性候補者擁立の状況も報告されました。法案は会期末ギリギリで成立しましたが、女性議

員の数値目標の設定を義務化していません。私たち立憲民主党も改善に力を入れていますが、更なるジェンダ

ーギャップ解消に努力しようと話し合いました。新型コロナの影響による雇用の問題では、真っ先に雇用を切

られたのが女性でしたが、女性が首相を務める国で、うまく対策が進んだという報告もあります。引き続き、

私たちは改革に向けて頑張っていきます(前回2017年の衆院選挙での女性候補者の割合は立憲民主党が一番高

かったです)。 

  今通常国会で環境問題を主に 6回委員会質問を行いました    

2月26日、衆議院予算委員会第二分科会（総務省所管）で原発事故における消防組織の対応について質問しま

した。原子力災害対策特別措置法（原災法）では、原発の敷地内であるオンサイトの事故対応は事業者である

電力会社が行うことになっています。しかし、10年前の原発事故の際は、東電だけでは対応ができずに、使用

済み核燃料プールへの放水活動は、東京消防庁をはじめとする大阪市や横浜市等大都市の消防本部に属する

260名の消防隊員によって成し遂げられました。今後、同じような原発事故が発生した場合、オンサイト内の

放水活動を消防は想定しているのかを尋ねたところ、山口消防庁次長は「想定していない」と明言しました。 

3月9日、環境委員会では、昨年11月の環境委員会、2月の予算委員会分科会でも取り上げた原発における重大事故へ

の消防や自衛隊等の対応と東電柏崎刈羽原発におけるＩＤカード不正使用問題に関して質問しました。 

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

策は全ての人に大きな影響のあることから、地球温暖化対策本部に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る等を主眼とする修正案を提出しました。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、

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 

5月21日、ライフサイクル全般で包括的なプラスチック資源循環を促進するため政府提出の 「プラスチックに

係る資源循環の促進等に関する法律案」と、立憲民主党が対案として提出した「プラスチック廃棄物等の削減

等の推進に関する法案」について、環境委員会で質問しました。 

5月 28日、環境委員会の一般質疑で、福島県の甲状腺検査サポート事業について質問しました。福島県内で

280人もの甲状腺ガンまたはその疑いのある方がいますが、放射線との因果関係を否定したり、過剰診断だと

する意見があることに対して、大臣の見解を問い、サポ―ト事業の継続を訴えました。 

6月 1日、環境委員会で瀬戸内法改正案に関する質問を行いました。高度成長期に工場排水が原因で赤潮が頻

発した瀬戸内海は、その後の規制で水質が改善したものの、海洋生物の栄養となる窒素やリン等の栄養塩類が

不足し、ノリの養殖などに影響が生じており、排水基準を緩和し、窒素やリンの排出量を調整できるようにす

るのが法改正の内容です。私が強調したのは、一度こわれた生物多様性を回復することは容易ではなく、生物

多様性の現状を厳格に把握し、総合的対応をとるべきだということです。 
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全てのアスベスト被害者の救済を  賠償給付金法が成立   

6月16日、日比谷野外音楽堂で開催された建設アスベスト訴訟

の全面解決をめざす全国総決起集会に党を代表して出席し、

挨拶を述べました。私は初当選以来、この問題に取り組んで

きました。政治家を目指した目的の一つに、水俣病問題など、

経済成長を第一として人の命を蔑(ないがし)ろにしてきた政

治を変えたいという思いがありました。 

5月17日の最高裁判決を受け、この通常国会で「特定石綿被害

建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律（建

設アスベスト被害賠償給付金法）」が成立し、未提訴の被害者も裁判をすることなく国から賠償金相当の「給

付金」を和解基準と同じ金額で受けられる基金制度が創設されました。13年以上に渡る長い戦いであり、多く

の被害者が亡くなられる中、関係者が粘り強く続けてきた大きな成果です。 

ただ、最高裁でも責任を問われた建材メーカーは、いまだに謝罪と賠償、補償基金への拠出などを認めていま

せん。全ての被害者の全面救済に向けて取り組みます。 

福島第一原発事故から 10年  子ども被災者支援法の具現化を   
6月11日、子ども・被災者支援議連の総会が開催され、出席しました。民主党政権時代に成立した「子ども被

災者支援法」ですが、政権が代わり全く機能していません。当時、国会に設置され出された「国会事故調査会

設置」の提案も実行されていません。この間、政府は「福島を忘れない」と言いますが、その施策は薄まるば

かりです。総会では、石橋哲さん(元国会事故調調査統括補佐、東京理科大学大学院教授)から、お話を伺いま

したが、現況に対する厳しい指摘がありました。私も、「子どもの甲状腺がん」について、何回も質問に立っ

ていますが、この法案の趣旨が活かされていないことは大きな問題です。 

   激甚化、頻発化する豪雨災害にどう対処していくか    

5月31日、第2回流域治水シンポジウム｢何が生死を分けたのか?｣住民主体の流域治水を提案する(令和2年球磨

川流域豪雨被災地域からの発信)をZoomで行いました(私も実行委員会副会長)。 

防災対策は私の取り組む重要テーマであり、仲間の議員とともに、勉強会をつくり、被災地にも足を運んでき

ました。このシンポジウムでは、令和2年に発生した球磨川流域豪雨から、何を学ぶのかをテーマに行いまし

た。ご承知の通り、最近の豪雨の更なる激甚化と長期化は、地球温暖化と密接な関係があります。そして、豪

雨による被害の甚大化は自然破壊と密接な関係があると言われています。 

各講演者が共通に指摘するのは、地上に降った大量の雨が、森林の伐採あるいは手入れの不足による地表の保

水機能低下の結果、一気に下流とその支流に流れ込み、溢れた水が流域の住宅を襲ったというものでした。そ

して、それに追い打ちをかけたのが、住宅地の乱開発です。以前なら、人が住まなかったような場所まで開発

が進んだだけでなく、高齢化社会が進む中、避難することができなかった側面があります。私たちの作る議員

勉強会では、これまでも、そうした危険な地域の開発にきちんと規制をかけることと、避難場所の確保を提言

してきました。今回のシンポジウムでは、球磨川流域豪雨の被災状況とそこから見えた課題を貴重な現場写真

を使いながら、それぞれの発表者が話されました。大変重要なシンポジウムでした。 

なお、7月3日に静岡県熱海市伊豆山地区で発生した「土石流」は大きな被害をもたらしました。上流の盛り土

が、この災害の被害に関連しているという指摘があります。詳細な調査が必要ですが、本来の自然環境に手を

加えたことが原因ではないかと思われます。これからも、こうした議論を施策に活かしてまいります。 

 新型コロナウイルス感染症対策に関するアンケートを実施   

5月末に、愛知3区（昭和・天白・緑）内の事業所の皆さんに向けて、コロナ対策に関するアンケートを実施し、

多くの方から回答をいただき、御礼申し上げます。昨年の同時期と比較しての経営状況については、168件の

有効回答のうち、「非常に悪化」が29件、「悪化」が83件、「変わらず」が44件、「良い」が11件、「非常に

良い」が1件という結果で、約66％が悪化したと答えておられ、その厳しい状況を改めて実感しました。アン

ケートでは、期待する政策についての回答もいただきました。皆さんの声の実現に向けて努力してまいります。 



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(5月～6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！ 

 
6月20日、顧問を務める中日書道会の

第70回記念展。 

 

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。 

 
6月5日、世界環境の日。環境保全への関心を高め

るため国連が制定。 

(写真は環境委員会で質問に立つ近藤議員) 

 

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。詳細は近藤事務所まで。 

 
5月30日、あいち総がかり行動・デジタル監視法、

重要土地調査規正法反対緊急集会で挨拶。 

 
6月18日、「日本の未来を創る勉強会」

藤井聡京都大学院教授の講演と質疑。 

 
6月4日、JR連合、サービス連合、航空

連合からの合同要請を受ける。 

※youtube「こんちゃんチャンネル」では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。 
 

 
 6月16日、150日間の通常国会会期末

にあたり、両院議員総会開催。 

6月4日、LGBT 声を集めるプロジェク

トアンケート結果報告会に出席。 

 
6月18日、第20回「ワクチン進捗フォローア

ップ野党合同チーム」によるヒアリング。 

 
6月9日、日本プログレッシブ議連勉強会(近藤議

員は副会長を務める)。オンラインでマイク望月

ジョージワシントン大准教授と、意見交換。 

 

 

 

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。 

 

近 藤 昭 一 国 政 報 告 会 を 開 催 し ま す ！ 
感染状況を見ながら国政報告会を開催させていただきます。 

(中止の場合もあります) 

昭和会場 7月 31日(土) 14:30～16:00 

  昭和生涯学習センター 視聴覚室   定員25名 

緑 会場 8月 1日(日)  10:00～11:30 

JAみどり徳重支店     2階会議室  定員50名 

天白会場 8月 7日(土) 10:30～12:00  

 天白生涯学習センター 第一集会室 定員40名 
※いずれの会場も入場無料です。ご都合のいい日にご参加いた

だければ幸いです。詳しいお問い合わせは近藤昭一事務所まで。 
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