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新しい年 岸田政権の暴走を止め、生きることを支え続ける政治を目指し頑張ります！ 

衆議院議員 近 藤 昭 一 
1958年、名古屋出身。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

後、9期連続当選。環境副大臣、立憲民主党副

代表等を歴任。現在、党ネクスト環境大臣、

立憲フォーラム代表、原発ゼロ・再エネ 100

の会共同代表、交運労協政策推進議員懇談会

会長等。 

「黄金の三年間」、2022年夏の参院選挙後、2025年まで国政選挙はなく、岸田政権

は自由に政権運営に取り込める時間を手にするという趣旨で使われました。しかし、

国民の声に耳を傾けない岸田政権の横暴ぶりを見れば、これ以上続けさせるわけ

には行きません。2023年、厳しいせめぎ合いとなる通常国会に向けての近藤昭一

議員の意気込みを語ってもらいました。 

 

拝啓 新しい年が明けました。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、統一自治体議員選挙の行わ

れる年ですが、国民の声に耳を傾けず法人税、所得税、たば

こ税の増税を決める岸田政権の暴走を止めなければなりませ

ん。本年が良い年になりますよう仲間とともに頑張ってまい

ります。 

さて、昨年の臨時国会は、三人の大臣が辞任し、29年ぶりに

最終土曜日に衆院本会議が開かれ閉会するという異様なもの

になりました。しかし、そんな中、政府与党が年明け通常国

会への先送りを考えていた「旧統一教会による被害者救済法」

を野党が結束することによって成立をさせることが出来まし

た。また、いくつかの法案でも成果を上げることができまし

た。残念ながら、救済法の内容は十分ではないところもあり

ますが、法案を早期に成立させ被害者救済につなげることが

大切であり、与野党協議を経て、寄付の勧誘を行う法人など

が配慮義務を怠った場合、勧告や法人名の公表を行うなどの

法案の修正が行われたことや、こうした配慮義務の規定につ

いて「配慮」という文言が「十分配慮」に修正されることに

なり、その範囲や効力はかなり高まると判断しました。一歩

前進であることは間違いなく、今後も実効性の高い法律や 
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前進であることは間違いなく、今後も、実効性の高い法律や運用となるよう努力を続けたいと考えます。

なお、この問題の本質を明らかにするため、立憲民主党では「旧統一教会問題」に関する（野党合同）

ヒアリングを重ね、その回数は34回に及びました。また、地元でも、この問題に早くから取り組んで来

た有田芳生元参院議員を招いての講演会を11月20日に開くなどしました。有田氏の「この問題が、警察

庁で取り上げられなくなったことに政治の力が働いていたようだ」の発言は、マスコミでも注目されま

した。旧統一教会と政治との癒着の問題は引き続き取り上げていかなければなりません。 

政府は、23日の臨時閣議で、一般会計の総額が過去最大の114兆3812億円となる来年度・令和5年度予算

案を決定しました。2022年度当初予算を6兆7848億円上回り、初めて110兆円を超えて過去最大となって

います。歳出が大幅に膨らんだ主な要因は防衛費の増加です。防衛力の抜本的な強化のための「防衛費」

が6兆7880億円と過去最大となるほか、将来の防衛力強化に充てる「防衛力強化資金」として3兆3806億

円を別に計上しました。借金に当たる新規の国債の発行額は、今年度の当初予算より1兆3030億円減りま

すが、歳入の3割以上を国債に頼る構図は変わらず厳しい財政状況が続いています。なお、新型コロナの

影響で収入が減少した人に生活資金を貸す「特例貸付」は、その返済が年明け１月から始まります。ま

た、新型コロナウイルス禍で、苦境に陥り実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）を借り入れた中小

企業の返済も始まってきます。 

こうした諸課題にしっかりと取り組み、来たるべき自治体議員選挙では、身近な地方自治による 

生活改善実現のために頑張ってまいります！ 

 

 
衆議院議員 近藤昭一 

 

http://www.kon-chan.org/
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  臨時国会と閉会後を振り返って    

原発運転期間延長と軍拡のための大増税    
会期中から岸田政権の暴挙は際立っていましたが、

閉会後は更にエスカレートしました。 

一つは、2011年の東電福島第一原発事故を受けて決

定した原発依存の低減政策を大転換し、原則40年最

長60年を上限としてきた運転期間延長と原発の新規

建設を盛り込んだ「GX（グリーントランスフォーメ

ーション）実現に向けた基本方針」を来年閣議決定

するというのです。 

8月24日、岸田首相はGX実行会議で運転期間延長の検

討を指示しました。すると、9月28日、数日前に原子

力規制委員会委員長に就任したばかりの山中伸介委

員長は、その見直しについて経済産業省から説明を

聴取する方針を表明します。この行動は、実は大問

題です。つまり、原子力規制委員会は、東電福島第1

原発事故の教訓を受け、それまで「推進」も「規制」

も共に経済産業省のもとにあった反省から、「規制」

を同省から分離し、国家行政組織法第三条に基づく

「三条委員会」として強い独立性を持って2012年9月

に発足しました。ところが、その委員長が10月5日の

定例会合で経済産業省と意見交換し、現行規定の撤

廃を容認し、新規制のあり方を事務方に指示するの

です。これは、12月22日の環境委員会で、私も厳し

く追及しましたが（右の写真）、独立した強い地位

を持つ委員長が、まるで、経済産業省の下請けのよ

うに意向を確認し、それを形にするということなの

です。実は、山中委員長の就任前に、規制庁職員3名

が、法案作成を担当する原子力規制部規制企画課併

任となっていたことや、経産省とやり取りをしてい

たことが明らかになりました。この人事は、規制庁

長官の専決決済だということですが、規制庁は規制

委員会の事務局を担っているのであり、トップであ

る委員長が知らない間に人事が動かされ、規制変更

の話し合いが行われていたというのは大問題です。

しかし、山中委員長は「頭の体操は仕方ない」と発

言をしました。更には、21日、NPO法人・原子力資料

情報室が入手した内部文書（8月時点で作成）には、

最長60年の運転期間の上限廃止や、来年通常国会に

提出予定のエネルギー関連の「束ね法」（経産省主

管）により、炉規制法に規定されている運転期間制

限を電気事業法に移管すること等が書かれています。

規制庁は、今のところ内部文書の存在を認めていま

せんが、山中委員長は、こうしたやり取りを批判す

る姿勢は全くないばかりか、運転期間の延長は政策

機関の決めることで、自分たちはそれに合わせて審

査をするだけだと。そして、12月21日の定例会合で、

これまで出来ないとされてきた60年超の運転を可能

とする規制制度案を了承したのです。岸田政権は、

自らの意向に従う人事を行い、国会議論もなく、国

民合意もなく強行していく安倍元首相の政権運営を

踏襲しているということです。 

さらには、政府の防衛三文

書が閣議決定されました

が、「戦争したいのか？し

たくないのか？」戦争にな

らないために必要なのは、

武力ではなく外交努力で

す。我が国は、あの戦争へ

の反省から日本国憲法を

制定し、戦後77年、専守防衛、平和外交を基本に、

外交・安保政策を進めてきました。それを、国葬に

続き国会審議も経ず、国民の合意もなく、一方的に

変更するというのです。大切なことは、戦争を回避

することです。始まった戦争を止めることは容易で

はありません。戦争は外交の失敗であり政治の問題

です。大切なのは、課題をテーブルに上げて、直接

対話ができる環境を作り込んでいくことです。敵基

地を攻撃する反撃能力の保有が戦争の抑止になるの

か。2022年国防費支出の推計で、日本は474億ドルで

既に世界7位に位置しています。一方で、2倍に増や

しても、1位の米国（7700億ドル）や2位の中国（2300

億ドル）とは遠く離れています。今回、岸田政権は

防衛費・関係費をあわせて、これまでの２倍のGDP

２％とすることも決定しました。それも、所得増税

や賃上げ抑制につながる法人増税、さらには、原発

の被害をうけた人たちのための復興財源の流用によ

ってです。国民の生活を守るというのなら、増税す

べきではなく、もっと異なる使い方をすべきです。 

日本の教育費は、2019年GDPに占める割合は2.8％で、

データのあるOECD加盟国37か国の中で下位から2番

目です。年金を含む社会保障関係費の比率も欧州各

国に比べ少ないです。国民生活を支え、人を育て、

平和な世界構築のための仕組みづくりこそが求めら

れています。日本が軍事大国化すれば、周辺アジア

でも緊張が高まります。戦争放棄した日本の平和憲

法は大きな評価を受けています。平和憲法を基礎と

した外交・安全保障政策が大切です。通常国会でし

っかりと追及してまいります。 



 第100回国会エネルギー調査会  
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フリースクール等、多様な学びを支援  
11月11日、超党派・多様な学びを創る議員連盟総会

に出席しました。これまで、超党派フリースクール

等議員連盟として、不登校の児童生徒を国や自治体

が支援することを明記した教育機会確保法の成立や、

課題解決に取り組んできました。同法施行から約6年

がたち、コロナ禍の影響やGIGAスクールの進展など、

子どもたちを取り巻く環境が変わる中で、さらに多

様な学びを支援していきます。 

入管施設での死亡事案の調査を求める  
11月 22日、第 17回難民問題に関する議員懇談会役

員会を開催し、東京出入国管理局内において 11月

18日に被収容者のイタリア人男性が死亡した事案

について説明を受けました。 

調査は継続中とのことで、現時点では自殺の可能性

が高いとのことですが、昨年 3月の名古屋入管にお

けるウイシュマさんの死亡事案を含め、これまで入

管施設内では数多くの被収容者の死亡事案が発生

しています。きちんと対応していれば今回の案件は

防げたのではないか、しっかりとした調査の実施を

要請しました。 

アイヌヘイトを許すな 意見交換チャランケ 

11月 22日、アイヌヘイトをめぐる意見交換会チャ

ランケに出席しました。「チャランケ」とは、アイ

ヌ語で秩序維持のための談判で、秩序に反したと決

まった者に責任を負わせる意味があります。 

先住民アイヌの声実現！実行委員会から「アイヌ政

策の見直しを求める要求書」を前回政府に提出し、

文科省、国交省北海道局、内閣官房アイヌ総合政策

室はじめ関係各省の担当者から回答を聞き、意見交

換を行いました。 

2019年 5月にアイヌ施策推進法が施行されて以降、

アイヌ民族に対する差別、ヘイトが逆に増えており、

国はその実態を調査し、適切な措置を講ずるべきで

す。 

「水俣病患者を切り捨てるな」院内集会  

12月6日、水俣病患者を切り捨てる国の在り方を問う

院内集会があり、水俣病被害者とともに歩む国会議

員連絡会のメンバーと共に参加しました。 

水俣病は、水俣湾周辺を中心に熊本県から鹿児島県

にまたがる八代海(不知火海)沿岸地域で発生したこ

とにより、この病名が付けられましたが、新潟県で

も1965年に阿賀野川流域で発生が確認されており、

この連絡会の会長を新潟一区選出の西村智奈美衆院

議員が、事務局長を鹿児島三区選出の野間健衆院議

員が務めています。 

また午後には、党の企業・団体交流委員会として、

ノーモア・ミナマタ被害者・弁護団全国連絡会から

特に新潟水俣病に関する要請を受けました。2009年

施行の水俣特措法が求めた健康測定の実施を含め、

全ての被害者を切り捨てることなく、救済する仕組

みづくりのために頑張ってまいります。 

 
12月6日、第100回目となる「国会エネルギー調査会

（準備会）」を開きました。同会は、国会にエネギ

ー政策見直しを総合的に議論する場がないことを憂

慮し、2012年4月から、原発ゼロの会(近藤昭一は共

同代表)が有識者とともに自主的議論の場として継

続開催しているものです。 

今回は「電気料金高騰、原子力は解決になり得るか」

をテーマに、竹村英明・グリーンピープルズパワー

代表取締役と高橋洋・都留文科大学教授にご報告を

いただき、意見交換を行いました。  

化学物質PFAS規制 会見と委員会で訴える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月16日、私が会長代行を務める日本プログレッシ

ブ議員連盟(中川正春代表)と新外交イニシアティブ

(猿田佐世代表)が共同記者会見を行いました。 

米連邦議会で審議中の国防権限法案をめぐり、日米

の国会議員が連名で、同法に化学物質PFAS規制条項

を盛り込むことを支持する共同書簡を米議会の軍事

委員長と軍事委員会筆頭理事へ提出したことを報告

しました。化学物質PFASは、米軍が使用する泡消火

器等に使われており、発がん性等の健康リスクが指

摘され、沖縄や東京多摩地域等の米軍基地周辺で汚

染が広がっているものの、これまで十分な規制が行

われていません。 

12月22日の衆議院環境委員会では、PFASが水質汚濁

防止法の「指定物質」に追加されたことを受け、こ

れまで以上に在日米軍に対して、きちんと対応する

よう求めました。 
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◇近藤議員の国会内外での活動報告(11月～12月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

党 員 ・ 協 力 党 員 ・ 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。詳細などお気軽に近藤事務所までお問合せ下さい。 

 

 
11月3日、3年ぶりに開催されたみどり

農協まつり。愛知産の新米を購入。 

 

11月2日、地元の保育士の皆さんが来

室。現場の課題など意見交換。 

 
11月13日、地域交流で活躍するカラオ

ケ喫茶うさぎのいえの10周年。 

。 

 
11月5日、「緑区防災フェスタ2022」。 

  

 
11月5日、晩秋の有松を楽しむ会。 

竹田邸前にて。 

 
11月30日、日比谷野音で行われた平和

集会で党を代表して挨拶。 

 

 
11月22日、第17回難民問題に関する議

員懇談会役員会。 

 
11月20日、私学助成オータムフェス天

白会場。緑、昭和の会場にも参加。 

 

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！  

https://lit.link/shoichikondo 
近藤議員の最新情報はこちら！ 

右記のQRコードをお読み取り下さい。 

HP、YouTube、FBなどのSNSがご覧いた

だけます。 

 

 
11月24日、近藤議員が幹事長を務める

党税理士制度推進議員連盟総会。 

 

 
12月3日、昭和文化小劇場で行われたなご

や芝居の広場「いつか来る季節」鑑賞。 

 
12月17日、24日、定例の国政報告会。緑、

昭和、天白の3会場で行う。 

 
2022年も街頭に立ち続け累計2667回達成

(12月28日)。本年もしっかり行います！ 

mailto:konchan@kon-chan.jp

