
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。 

菅さんの突然の総裁選不出馬会見に驚きました。そして、その理由

に更に驚きました。新型コロナ対策に専念したいと。そうするとこ

の間は何だったのでしょうか。そもそも、新型コロナ対策にきちん

と取り組み、それをもって総裁・総選挙に挑むというのが本来の姿

ではないでしょうか。 

それを、この時期の総裁・総選挙を前提にオリンピック・パラリン

ピック開催を決定し、その祝祭気分で選挙に乗り込もうとしていた

のだと思います。 

しかし、この時期の開催が、コロナ対策における緊急事態宣言の発

出や解除に影響を与え、対策が中途半端になったり、後手後手とな

ったとおもいます。こうして、しっかりと取り組んで来なかったことが、

総裁選挙不出馬に追い込まれた理由だと思います。 

この状況を変えていかなければなりません。生きることを支える政治

を実現したいと思います。 

 

 

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、まっとうな政治を実現するため頑張っています。衆議院議員の任期満

了は 10月 21日です。命と暮らしを守るための新型コロナ対策問題等について語ってもらいました。 

 

のだと思います。しかし、この開催が、新型コロナ対策における緊急事態宣言の発出や解除に影響を与え、対

策が中途半端になり、後手後手となったのです。しっかりと取り組んで来なかったことが、総裁選挙不出馬に

追い込まれた理由なのです。総裁・総理が変わっても、この間の政治状況をつくったことに政府・与党関係者

は連帯責任があると思います。 

安倍さん菅さんの政権は、物言う官僚や民間の人たちも排除しました。日本学術会議の新会員任命では、安保

法制に反対の立場で意見を言った人たちを説明もなく任命しませんでした。政権に反対する官僚の人たちも人

事で抑え込みました。森友学園問題では、公文書が改ざん隠蔽され、犠牲者さえ出ました。新型コロナ対策が

うまく回らなかった原因に、こうした恐怖政治もあったのではないでしょうか。行政府と立法府の関係を歪め

てしまったのです。もちろん、桜を見る会の説明も未だになされていません。 

人は誰も一人では生きていけません。「社会」という仕組みの中で支え合って初めて生きていけるのです。し

かし、この間、「自己責任」という言葉で、全てのことは個人で解決しなさいという風潮をつくり、格差の是

正に心が動かなくなってきていました。今回のコロナ禍で、日本の公衆衛生、医療体制の脆弱性だけでなく、

社会を支える公共資本（住宅、教育、保育、年金、環境等）や、生活保障のための公的支援の不十分さがあぶ

り出されました。健康問題も自己責任だと、公衆衛生を支える保健所と職員の数は減らされ、感染症病床を持

つ公的病院が減らされてきたのです。感染症が与える影響から企業や組織、個人を守ることができない体制に

なってしまっていたのです。 

この状況を変えていかなければなりません。そのためには、逆進性の強い消費税減税を含む公平な税制を実現

し、社会的公共資本にこそ税を配分し、一人ひとりの生活を支え続けていく政治を、政権を変えることによっ

て実現したいと思います。                                   敬具  
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 国会閉会中も新型コロナウイルス感染症対策に取り組む    

通常国会は閉会しましたが、新型コロナウイルス感染症対策は

最重要な課題であり、党では関連の対策会議を開催しています。

私も地元の皆さんの声を反映すべく、積極的に出席しています。

(8月10日、24日、新型コロナウイルス対策本部/厚労・文科合同

会議)(8月10日、ワクチン接種に関する課題検討PT総会。) 

 いのちを守れ  名古屋入管のスリランカ女性死亡事件報告    

8月 13日、難民問題に関する議員懇談会総会。名古屋出入国在留管理局に収容中のスリランカ人女性ウィシ

ュマ・サンダマリさんが死亡した問題に関する「最終報告書」の説明を入管庁より聞き、質疑応答を行ないま

した。前日に、監視カメラ映像の一部が遺族に開示されましたが、代理人の同席を認めず日本語を解しない遺

族に公開した経緯と問題点などを代理人の指宿昭一弁護士からお聞きしました。なぜ、今回の事件が起きたの

か。どうして、死因が特定できないのか。開示された映像から遺族が受けた印象と当局の説明の乖離は何なの

か。それらを明らかにしなければ入管行政の改善はありえません。 

     「食の安全を守る人びと」の映画会で挨拶      

8月9日、名古屋シネマテークで「食の安全を守る人びと」を見ました。弁護士でもある山田正彦元農水大臣が

プロデュースした映画で、国内外で農と食の持続可能な未来図を模索する人々を取材し、メディアが伝えない

食の裏側に迫ったドキュメンタリーです。なぜ、国は食の安全を守らないのか。種子法廃止、種苗法改定、ラ

ウンドアップ規制緩和、表記なしのゲノム編集食品流通への動きなど、TPPに端を発する急速なグローバル化

により、日本の農と食はこれまで以上の危機にさらされています。上映後のトークイベントに、国会にある「食

の安全・安心を創る議員連盟」メンバーとして私も登壇し、国会の状況などをお話しさせていただきました。 

戦後 76年目の夏、千鳥ヶ淵戦没者墓苑での追悼集会に参列    

常に忘れてはならないことですが、8月は戦争の記録と記憶を継承していくため、多くの事業が行われます。 

7月31日、緑区生涯学習センターで、第32回「戦争体験を語り継ぐ集い」が開かれました。上演された紙しば

い「有松俘虜収容所のお話」では、有松(緑区)にあった収容所において、連合軍兵士の診療に当たった医師と

俘虜(捕虜)側の医師との交流が描かれていました。この交流が後のBC級裁判で医師を救うことになるのですが、

平和な世界をつくるためには何が大切なのかを考えさせてくれました。 

8月6日には広島に、9日には長崎に原爆が投下されました。多くの尊い命が奪われ、今なお多くの方が苦しん

でみえます。この原爆被害の実相を語り続け、弛むことなく「核兵器の非人道性」、「核兵器廃絶」を訴え続

けていこうと、第15回「東別院 原爆と戦争展」が東別院会館（名古屋市中区）内の教室で8月5日から9日まで

開催されていました。 

8月12日から15日まで、市民ギャラリー矢田で2021あいち・平和のための戦争展も開かれていました。 

8月14日、サイパン島で戦死した叔父（母の兄）の墓参りに行きました。森田という姓でしたが、森田家で唯

一残る母も足腰が弱り、今年は行くことができませんでした。もう誰も森田を名乗る人はいません。家業の薬

局を継ぐべく鳴海にあった薬専に叔父は通っていました。本人はもちろん、家族はどれだけ無念であったこと

か。 

8月15日は、毎年参加している千鳥ヶ淵の戦没者墓苑で行われた追悼集会に、党を代表して出席し、枝野代表

の談話を代読するとともに、私の思いを話しました。式典後、激戦地となった沖縄県で遺骨収集を続ける市民

団体代表の具志堅隆松さんが、ハンガーストライキをしておられるというので激励に行きました。政府が辺野

古に造る新基地用の埋め立て土砂調達先に、今も遺骨が見つかる沖縄本島南部を加えたことに抗議するためで

す。国が戦没者の尊厳を冒すこの問題に具志堅さんは強く反対しています。平和な世界をつくるため、二度と

戦争を起こさないため、きちんと戦争に向き合っていきたいと決意を新たにしました。 

 



 

 
事務所2階で行われた立憲カフェ 

◇街頭活動 

早朝の駅頭を中心に交差点などで街頭活動を続けています。お陰

さまで1993年5月から始めたこの活動は9月6日で2447回となりま

した。私たちは、皆さんの代弁者として国会で議論します。です

から、国政報告会もそうですが、しっかりと皆さんの声を聞き活

動を報告をして行くことが大切だと思っています。 
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    「協同労働」  労働者協同組合法の活用にむけて        
8月 26日、党つながる本部と企業・団体交流委員会（委員長=近藤昭一）が合同で「労働者協同組合法」を活

かした地域づくりのための実践講座をオンラインで開催しました。「労働者協同組合法」が昨年 12月に成立

したことを受け、「協同労働」が地域での課題解決に役立つとの視点で、これまでにも 2度、オンラインイベ

ントを開催してきました。協同労働を広げるために、どのような準備を進めたらいいか、すでに取り組みを開

始している自治体や立憲民主党自治体議員の実践例など、より具体的な実践講座となりました。 
 

       近藤昭一が続ける日常活動         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇立憲カフェ                       

会費（100円）をいただき、近藤事務所2階で気

軽に語り合おうと2016年からはじめました。8

月28日に第19回目として「立憲主義に基づく総

選挙を語ろう！」と題し、私がお話をさせてい

ただきましたが、8月21日には、番外編として

大学の先生をお招きして「枝野ビジョンを学ぶ 

(その1)」を、また8月30日には、立憲カフェwith大学生と題して、「みんなで繋ぐ若者SDGs未来会議」と謂う

テーマで、大学生の皆さんと現場会場とオンラインで語り合いました。これらは、みな人数を制限しての開催

となりましたが、コロナが落ち着いたら、ぜひ、多くの方に参加していただきたいです。 

◇ＳＮＳ 

多くの方に情報を発信したいと、ホームページ（基本的政策、プロフィールなど）、 

フェイスブック（日々の活動を紹介、近藤昭一個人と近藤昭一事務所の2つのアカウ 

ントがあります）、ツイッター（あまり多く発信していません）、インスタグラム 

（地元の風景などを時々）を利用しています。ぜひ、のぞいてみてください。 

◇会報 

街頭活動同様、私の活動を報告させていただくために、2か月ごとに（途中、記事を刷新しながら）発行して

います。定期購読したいという方には、こんちゃんサポーターになっていただき、年間3000円ですが、イベン

トのご案内なども含めてお届けしています。 

 党の窓口として、さまざまな団体からの要請を伺ってます   

さまざまな団体からの要請を受ける党企業団体交流委員長として、この間も多くの団体から要請を受けました。

eシフト（7.20）、ティグレ（7.27）、交運労協（7.29）、退職者連合（8.3）、日教組（8.3）、日本私立学

校教職員組合（8.23）、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会（8.26）日税連・日税政（8.31） 

各区で行う国政報告会 

 
街頭活動は9月6日現在2447回！ 

◇国政報告会 

毎国会終了後、その国会を振り返る形で開催するとともに、大きなテーマ

が論議されている際に開いています。今国会閉会後も、7月31日、8月1日、

7日に、昭和、緑、天白の各区で国政報告会を行いました。また、新型コ

ロナウィルス感染症で緊急事態宣言の出ていた際には、ウェブ配信でも行

いました。 

 



 

小山さん写真 
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◇近藤議員の国会内外での活動報告(7月～8月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 選 に 挑 戦 ！ ！ 
2021年11月14日告示のみよし市長

選挙に小山たすく愛知県議会

議員が立候補を表明しました。小山県

議は2007年の初当選まで近藤議員の秘

書として近藤議員の活動を支えてきて

くれました。ぜひご注目下さい！ 

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。 

 
7月3日、石綿対策全国連 第33回総会にオンライ

ンで参加。 

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。 
 

 
7月3日、緑区の有松で行われたゆかたまつり。

有松絞のシャツを着て参加。 

 
7月4日、ミャンマーの民主化を求める市民の抵

抗を記録した写真展が久屋大通公園で開催。 

 
7月24日、天白区にある世界の植物と昆虫のお店「アペ

ロヒューレ」(就労継続支援B型事業所)4周年祭。 

 
7月27日、東日本大震災復興本部会議に参加。 

復興へ向け、議論を交わす。 

 
7月17日、第32回愛知サマーセミナー。毎年素晴

らしい講師陣による講義が行われる。 

 
7月31日、地元事務所のある天白区植田商店街協

同組合夏まつりのオープニングに参加。 

 
8月1日、障がいのある人もない人も一緒に音楽を楽し

もう！とオアシス２１でとっておきの音楽祭が開催さ

れる。 

 
8月8日、南生協病院だんらん市＆地球(ほし)の

子マルシェ。 

 
8月12日、野宿者の皆さんと支援者の皆さんのこ

の一年で亡くなられた方の追悼集会に参加。 

 
8月29日、古川美術館で行われたあいちアール・ブリュ

ットパートナーシップ事業 自由から世界が始まるア

ート2021愛知展。 

 
8月30日、「近藤昭一と大学生の皆さんとの意見

交換会」をハイブリッド方式で開催。 

小山たすく県議 
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    医療へのアクセス状況を早急に解決する         
東京など感染者数が激増している地域で、多くの人が感じている不安は、PCR 検査で陽性になっても、待

てど暮らせど保健所など公的機関から連絡が来ないという現実です（名古屋市では保健センターですが、

かなり厳しい状況になっています）。陽性となり発症した「患者」さんのその後の（入院）対応も、先ず

医療機関から保健所（保健センター）に報告され、その保健所（名古屋市の場合は市役所の中にある新型

コロナ課）が、都道府県の入院調整センターと連絡を取り合います。 しかし、東京などでは、その保健所

がパンクしているのです。フォローの電話はこないだけではなく、かけてもなかなかつながらず、パルス

オキシメーターも届かない等（名古屋市もギリギリの状態か）、重症化を判断する仕組みが崩壊している

のです。さらに、重症化しても入院先がなかなか見つかりません。つまり、医療とつながること自体にハ

ードルがあるのです。このアクセスが取れない状況を早急に解消しなければなりません。 

 ◇政府のコロナ対策のそもそもの問題点 

人流を減らし、密を避けなければなりませんが、現在のコロ対策の最大の問題点は、リテラシー（情報を

入手、理解、評価して適切に意思決定できる力）が欠けていることです。上から要請するばかりで「何が

起きているから、どうしなければならず、だからどのように協力してほしい、行動してほしい」というこ

とがありません。また「営業自粛」などを要請するならば、経済的損失に対して、きちんとした補償が必

要です。先のアジア太平洋戦争で、日本は感染症対策でも米国に負けたと言われています。つまり、米軍

では、司令官と医療の専門家が同等の発言権を持っていたが、日本軍ではそうではなく、精神論が先に立

ったのです。その反省が、今もないところに大きな問題があるのです。相変わらず情報の差を利用して国

民に言うことを聞かせようとしている。この現状を変えなければなりません。 

◇いま早急になすべき新型コロナ対策 

1 必要かつ十分な追加経済支援と集中的な人流抑制 

・新たな持続化給付金の支給、家賃支援給付金の再支給 

・感染拡大地域では、広範な事業者に、経済的再支援を前提に休業等を要請 

２「救えるはずの命を救う」ための医療・保健所の体制整備 

・臨時の医療・宿泊療養施設の設置促進 

・自宅等で療養する患者の急激な容体悪化に即応できる体制を整備 

・「カクテル療法」の拡大 

・医療従事者確保のための特別就労支援金、新型コロナ患者に対応している医療従事者等に慰労金を支給 

・新型コロナ患者受け入れ医療機関に対する減収分と負担増分の全額事前包括払い 

３ 子どもと親の命と健康を守るための措置 

・休校や学級閉鎖に関するガイドラインを国が作成。臨時休校等は各地教委等が判断 

・休校措置を行う場合の子どもや親への支援  ・学校等休業助成金・再開のための支援金を給付 

・子どもの居場所づくりと感染防止策の徹底  ・給食など昼食の提供体制構築 

・授業時数の柔軟な取り扱い、進級・進学等に不利益が生じないよう配慮 

・関係者（教職員・学生・生徒）への定期的な検査（唾液PCR）を実施 

・学習指導員等の増員 

・緊急事態宣言発出地域におけるリモートやハイブリッド型授業のための支援 

・子育て世帯支援特別給付金の再支給 

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のハローワークでの求職等要件と資産要件をなくす 

４ その他、充実させなければならないこと 

・水道費・光熱費の減免、文化芸術関連補償、社会保険料負担軽減、最低賃金引き上げ、農家の個別保障 
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◯ コロナで仕事がなくならないか⁉  

どこへ相談したら 

経営難を理由に解雇すると言われた。会社

が休業することになり、正社員には休業手

当が出るのに、アルバイトには出ないと言

われた。小学校などが臨時休校になって、

仕事を休まざるを得なくなった場合の賃金

は？会社が感染防止対策を取ってくれな

い。など「働くこと」に関わる相談は。 

 

① 仕事を探す時など 

最寄りのハローワークにおかけください。 

ハローワーク名古屋中 052-855－3740 

ハローワーク名古屋南 052-681－1211 

ハローワーク名古屋東 052-774－1115 

 

② 労働問題（解雇・雇止め等）について相

談したいとき 

 

◇愛知労働局 総合労働相談センター 

052-972－0266 AM9:30～PM5:00（土日・祝日除く） 

 

◇連合（日本労働組合総連合会）相談窓口 

※全国共通フリーダイヤル 0120-154-052

お近くの連合（地方連合会）に繋がります。 

◯近藤事務所へも気軽にご相談ください。 

電話.   052-808-1181  

FAX. 00 052-800-2371 

E-mail  konchan@kon-chan.jp 

新型コロナウイルス感染症に関する各種情報は、 

愛知県ホームページ   https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/  

名古屋市ホームページ  https://www.city.nagoya.jp/ 

政府 新型コロナウイルス感染症対策本部 http://www.kantei.go.jp/ 

内閣府            https://www.cao.go.jp/others/kichou/covid-19.html 

厚生労働省         https://www.mhlw.go.jp/index.html 

経済産業省コロナ支援策 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

NHKコロナ特設サイト  https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/ 

立憲民主党の相談窓口 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyZbgYUxJisHCBvUpsmIIiMgqxen6L

Lqn5fiGgdYMkSHXLLA/viewform 

コロナ禍のなか、立憲民主党には様々な声が届いています。 

第三波以降、コロナ禍に苦しむ方々の姿は一層見えにくくなっており、「制度のはざま」にいる方や、声

を上げられずにいる方の不安はさらに深刻なものとなっています。補償も支援もいまだ十分ではありま

せん。この困難を乗り越えるため、みなさまが利用可能な支援策を活用できるためのお手伝いをすると

ともに、立憲民主党はさらなる支援策の拡充に全力を尽くしてまいります。一人で悩まないで、わから

ないことがあれば、ご相談ください。声を寄せていただくことで解決できることもあります。 

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口  https://cdp-japan.jp/ 

◯ コロナかも⁉ 発熱したら 

 

愛知県も 8 月 27 日から、緊急事態宣言の対象となり

ました。もしもの場合、どのようにすればいいのか。

チャート図でお知らせます。 

052-249-3703 
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