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日本共産党の見解を紹介します

日本共産党 北陸信越ブロックニュース 2018
年

（部内資料）

　公文書の改ざん、隠ぺい、虚偽答弁が繰
り返される異常な国会となりました。野党
は一致結束して安倍政権に対峙。予算委員
会は昨年より６回多い19回の集中審議を
開催させました。野党の共同提出法案は
20本に。予算の一部組み替えの共同提案
も実現しました。
　この国会共闘の要が日本共産党です。
憲法改悪阻止、参院選・統一地方選での躍
進に向けて全力を尽くします。

国政史上初めて原発
ゼロを掲げた法案を
日本共産党、立憲民
主党、自由党、社会民
主党、無所属議員が
共同提出しました。

質問・討論105回 安倍総理と対決10回

原発ゼロ基本法案を
野党が共同提出しました

共謀罪廃止法案を
野党共同で提出し
ました。

憲法違反の共謀罪を
廃止せよ

藤野やすふみ

安倍総理に、野村不動産などで行われていた違法な裁量労働
の実態を突きつけ、労働者を守る規制強化を求めました。

働き方
改革

トランプ政権の核戦略（NPR）と
日本の非核３原則や安保法制と
の矛盾、核持ち込みの密約につい
て追及しました。

核兵器廃絶
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８時間働けば
まともに暮らせる社会に

核兵器持ち込みは
許さない

北陸信越ブロック 比例代表選出（２期） 予算委員・法務委員・原子力問題調査特別委員



東電のごまかしを暴く
東電は柏崎刈羽原発の再稼働審査では
「地盤は大丈夫」と主張。ところが審査に
「合格」したら「実は地盤の補強が必要」と
言い出しました。再稼働の前提が崩れた
「合格」は取り消すべきです。

豪雪時の原発避難は困難
記録的な豪雪を受け、原発事故対応や住
民避難がきわめて困難になると指摘。原
発再稼働は許されません。

えん罪を許さない
多くのえん罪事件がなぜ起きたのかを検証し、無実の人が罪
に問われない仕組みを求めました。

外国人の入管収容中の自殺事件、医療体制の不備について追
及。法務大臣から「被収容者の健康管理は国の責任」という
答弁をひきだした質問がネットやメディアで大反響です。

人権問題

外国人の人権保障を

原発問題

地方選挙応援災害対策

　参院国対委員長として野党の共同に奮闘。西日本を襲った豪
雨被害では直ちに現地調査。予算委で安倍政権が米トランプ
政権の核兵器開発・使用方針を高く評価したことを追及。「あな
たはどこの国の総理か」との被爆者の声を示して核兵器禁止
条約への参加を迫る。外交防衛委員会で
は自衛隊のイラク日報隠ぺい問題、北朝
鮮での平和プロセスを前に進め
る外交への転換を求めた。
　参院選・統一地方選での勝利
に向けて全力疾走しています。

豪雪被害への支援強化を！
予算委員会で質問し、防災大臣から重要
な答弁を引き出す。田村貴昭衆院議員と
連携して取り組み、福井のビニールハウス
への援助が大幅にアップしました。

北朝鮮漁船による違法操業の対策を求める
日本の排他的経済水域内で急増している北朝鮮漁船による違法操
業について、石川県能登町・小木漁協で聴き取り調査。水産庁長官
と海上保安庁に申し入れを行い、取り締まりの強化を求めました。違
法操業が減少し、関係者に喜ばれています。

日本農業新聞に初登場！
長野県原村で、国内で初めて発見され
た病害虫テンサイシストセンチュウにつ
いて、農民組合の皆さんと力を合わせ
て質問。侵入経路の早期解明と農家へ
の支援を求めた質問が注目されました。

漁業問題

地方から安倍暴走政治にストップを
市民と野党の共闘であと一歩に迫った新潟県知事選挙、各地の
中間選挙でも共産党の躍進を期して応援。富山では昨年から砺
波市で空白克服、入善町、高岡市、射水市で議席増をはたし4議
席増を勝ち取りました。

農業支援

参院選・統一地方選
勝利で安倍政権
打倒へ!
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市民と野党の共闘で
9条改憲を阻止しよう！

秋の臨時国会は憲法が焦点に

日本農業新聞2018年2月24日

参議院議員 井上さとし　

参院3期（比例）、参院国対委員長
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