
 

衆議院議員 
森山浩行    

大阪府第 16 区（堺市 堺区・北区・東区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

10 月 5 日（金） 
堺市駅 

4：50～0：52 
恒例の始発終電キャンペーン 

ぜひお声がけ下さい。 

 

元気モリモリ!!!通信 
       2018 年秋号 
 

 
◆衆議院議員（2 期目） 

立憲 

民主党 

大阪府連合代表 

副幹事長 

選挙対策副委員長 

政治改革プロジェクトチーム 座長 

【衆】倫理選挙特別委員会 筆頭理事 

【衆】内閣委員会 【衆】国土交通委員会 

【衆】消費者問題特別委員会 

◆堺生まれ、堺育ち 
妻・長男・次男と向陵西町在住 

昭和 46(1971)年 4 月 8 日 

金岡病院で生まれる 

・堺市立新金岡小学校入学/錦西小卒 

 月州中卒/府立三国丘高卒 

◆明治大学法学部卒（雄弁部所属） 

◆関西テレビ放送（営業企画部・報道部記者） 

◆堺市議会議員(1 期 1999～2003) 

◆大阪府議会議員(1 期 2003～2005) 

◆芦屋大学元客員教授 

◆羽衣国際大学 元客員助教授 

プロフィール 

公 式 サイト
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森山 浩行 事務所 
[堺 事 務 所] 〒590-0078 
堺市堺区南瓦町1－21 宏昌センタービル2階 
TEL 072‐233-8188  FAX 072‐233-8185 

[国会事務所] 〒100-8982 

東京都千代田区永田町 2－1－2 
衆議院第二議員会館 613 号  

TEL 03-3508-7426   FAX 03-3508-3906 
Mail  o f f i c e @ m o r i y a m a . c l u b  

立憲民主党 
 

大阪第 16 区総支部 
堺市北区市政対策委員長 

 

しのはら香 

「もっと噛み合った議論をすべき」「野党の対案も審

議しないと！」国民の皆さんから国会のあり方につい

てご意見をいただきます。 

「国会の議論を活性化し、チェック機能を高めるべ

き」というのは当たり前のことですが、日本の国会は

細かいルールや規則でしばるのではなく、議員同士

で冷静に話し合って与野党で協力して落とし所を決

める形で長い間運営されてきました。ある意味「議員

性善説」に立ったルールであったと言えます。 

ところが、今年の国会の体たらく。ウソの答弁。偽の文書。改ざん。これまでであれ

ばこのような恥ずかしいことが起きれば大臣が辞任して責任を取ることが一般的でした

が、現在の安倍自「公」政権では大臣が責任を取らず、部下に責任を押し付けて平気

で答弁を変える、具体的な通告がなかったからと基本的な質問にも答えない、など「議

論をする土台が崩れている」と評されました。対決

法案について野党が対案を出していることさえ知ら

れないまま、審議なしで強行という景色が当たり前

になってしまいました。 

森山と同期初当選の小泉進次郎衆議院議員

（自民党）が事務局となり、超党派の若手議員で

国会改革案を作る勉強会を重ねられてきま

したが、「若手が騒いで執行部が取り上げ

ない」というのが永田町の論理です。 

今回、立憲民主党では後戻りせず国会改

革を堂々と議論するべきと考えました。 

森山が政治改革プロジェクトチームの座長として 18項目の国会改革案を取りまと

め、7/17に発表しました。正式に議院運営委員会に各党に先駆けて提案し、秋の国

会で各党案を出すように促し、全会一致できるものから実現します。 

与野党越えて国会改革を。 

 

【立憲民主党国会改革案 18 項目】 

1．議員提出法案の審議活性化 

2．国会における虚偽答弁や国会提出資料の改ざん・ねつ 

  造の防止 

3．国会審議を通じた法案修正の活性化 

4．国会に招致する政府参考人の範囲の拡大 

5．国会の資料要求の適正化 

6．予算委員会および決算行政監視委員会の委員長ポスト 

7．国会議員間の自由討議の活性化 

8．女性議員が活躍しやすい環境の整備 

9．国会に独立性のある財政機関を設置 

10．国会に防衛監察委員（防衛オンブズマン）制度を創設 

▲立憲民主党政治改革 PT  

11．国会の原発事故調査委員会の再設置 

12．党首討論のあり方の見直し 

13．首相の解散権の制約 

14．臨時国会の召集期限の法制化 

15．国会の調査局や法制局の職員のさらな 

る能力向上   

16．質問の事前通告の適正化について 

17．国会の歳出削減 

18．請願制度の改善 
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※個人情報保護の観点より、ハガキではなくFAX通信用紙の形式でお届けさせていただいています。ご協力の程宜しくお願い申し上げます。       （内部討議資料） 

森山浩行ホームページもご覧ください。過去の活動報告書もご覧いただけます。www.moriyama.club/  

 

 （フリガナ） 

お名前                                              お誕生日      年   月   日 

ご住所（〒            ） 

TEL E メール 

FAX 
FAX 

 

実は国会議事堂には毎日、修学旅行生など全国各地から多くの見学の方がお見えです。 

大阪の方は国会見学をした方が少ないです。この機会にぜひ！  

① 10月 16日(火) ②11月 13日(火) 
※現地集合 10：00～13：00（昼食実費）となります 

 

国会議事堂・議員会館見学、議事堂内での昼食(実費)や、 

本会議・委員会の傍聴（開会時のみ）も可能です。 

お誘い合わせの上ぜひご参加ください！ 

（お一人でもご参加いただけます） 

詳しくは森山浩行 国会事務所 03-3508-7426 牧井 まで 

 

 

9 月 24 日（祝） 17：00～ 

地下鉄 新金岡駅ロータリー 

 

9 月 1 日(土) 

18：00～ 

八下西校区地域会館 

（堺市東区引野1丁7−83） 

 

9 月 16 日(日) 

19：30～ 

サンスクエア堺第３会議室 

（堺市堺区田出井町２−１） 

 

9 月 24 日(祝) 

18：30～ 

大泉地域会館 

（堺市北区新金岡町5-10） 

 

10 月 14 日(日) 

1５：00～ 

堺市立青少年センター 

第２研修室 

（堺市堺区柳之町西1-3-19） 

 
においでください。 

●5年間の浪人時代とは全

く違う盛り上がりに、実行委員

一同、心より感謝申し上げると

ともに、ご期待に応えるべく、

森山本人はもちろんスタッフ 

一同、しっかり取り組みます！ 

 

元気モリモリ!!!座談会  

開催情報 

皆さんの暮らしと国政をつなぐ場

です。お気軽にご参加ください！ 

※ 

 

21 世紀政経フォーラム in 堺 
 ●枝野幸男代表を迎え、7月 29日に予定していたも

のの、台風直撃の報を受けて延期した「森山浩行立憲

民主党大阪府連合就任記念 21世紀政経フォーラム in

堺」を 8月 19日に開催。  

●延期の影響で参加者が減るのではないかと大変気

を揉んで準備をしていただいた実行委員やボランティア

のみなさんの心配を吹き飛ばす大盛況となりました。 

●当日は経済産業大臣の経験のある枝野代表ととも

に森山が堺の中小企業の視察と若手経営者の皆さんと

の意見交換。「中小企業、それも中堅よりも零細とされ

る企業の振興こそ日本にとって大事」との方向性で、今

後も森山を窓口に意見交換を継続することとなりました

（今後の参加者大募集！）。 

●熱気あふれるアゴーラ 4階での枝野代表講演と森

山が会場の声を受けての Q&Aでは「草の根からの民

主主義」政治のあり方を変える立憲民主党の立ち位置

と具体的な諸問題の対応についてのやりとり。会場に

入りきれない方も、入り口付近で聞き耳。 

●懇親会には政界、経済界、自治会、各種団体など各界から多くの皆さんにおいで

いただき、大盛況となりました。枝野&森山で各テーブルでの集合写真撮影しましたが、

個人でも欲しい！と舞台で順番に撮影会となりました※写真ご希望の方は森山事務所

ＦＡＸ返信：０７２-２３３-８１８５ 森山浩行･立憲民主党へメッセージ 

 

台風 21号で被災された皆様へ 

9月 4日に上陸した台風 21号で亡くなら

れた皆さまのご冥福を心からお祈りする

とともに、被災されたすべての皆さまにお

見舞い申し上げます。 

 

森山浩行は立憲民主党大阪府連合の 

「災害対策本部長」として、指揮にあたっ

ています。 

国や自治体・関係機関へのご要望やお困り

ごとがございましたら 

森山浩行事務所までお寄せください。 

 

国会を見学したことがありますか？ 

http://www.moriyama.club/
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