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公 式 サ イ ト

h t t p :/www.mor i yama .c lub  

森山 浩行 事務所 

 

[[[[堺 事 務堺 事 務堺 事 務堺 事 務 所所所所]]]]    〒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 

[[[[国会事務所国会事務所国会事務所国会事務所]]]] 〒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  

衆議院議員 

森山浩行   

大阪府第 16 区（堺市 堺区・北区・東区） 

    

    

◆◆◆◆衆議院議員衆議院議員衆議院議員衆議院議員（（（（2222 期目期目期目期目））））    

    

立憲立憲立憲立憲    

民主党民主党民主党民主党    

常任幹事（近畿ブロック） 

政治改革副部会長 

災害対策局長代行 

大阪府連合代表代行 

【衆】倫理選挙特別委員会 理事 

【衆】外務委員会 委員 

 

◆◆◆◆堺生堺生堺生堺生まれまれまれまれ、、、、堺育堺育堺育堺育ちちちち    

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 

プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

大阪府第 16 区版 

日本を良くしたい。子どもたちに誇れる社会を残したい。

世界に貢献する国にしたい。 

当然ながら、政治を志す者は誰もが理想を胸に歩みを進めます。ところが

「権力は腐敗する、絶対的権力は絶対に腐敗する(アクトン卿)」の格言通り、

長く続きすぎた自「公」連立政権の「政策以前」の問題点が次々と明らかに

なってきています。 

「情報公開度ランキング(世界の通信社や 

ジャーナリストによる格付)」で’１９年の日本は 

不名誉なことに「顕著な問題あり」とされる 

世界６７位。いわゆる「先進国」は世界で 

３０数か国なのでとても先進国とは呼べない 

状況です。第 2 次安倍自「公」連立政権の 

スタートまでは 10 位台であったことを考える 

と、その急落ぶりに驚きます。 

説明責任を果たさないまま出来の悪い法案は数の力で強行採決し、数々の

政治腐敗やスキャンダルの証拠書類は廃棄する。国会答弁や記者会見でも  

まともに応えない。この政権の隠蔽体質のせいで、国会の審議でも資料請求に

膨大な時間を費やさざるをえませんでした。 

自「公」連立政権では外交面で特筆すべき成果がなくボロ負けの日米 FTA

交渉を「WIN-WIN」といい、対露交渉で「北方領土は日本の領土」という 

記述を削除し、北朝鮮に交渉を呼び掛けても応じてもらえないという失態。ま

た国内の経済振興ではなく、手っ取り早く「国や国民の財産(農業･漁業権･

森林伐採権･上下水道事業・企業など)を切り売りする」ことで GDP の数字 

を上げるいわゆる売国政策（その最たるものは公明党 

が主導したカジノ法）に軸足を置く現状。さらに災害 

時に内閣改造していて初動対策が遅れるなど基本的な 

「政権担当能力」への疑問が露呈しています。「安倍 

首相に代わる人材がいない」キャンペーンだけでは、 

これをごまかしきれなくなっています。 

大学入試への民間試験導入にあたってお金がかかって機会が不平等だ、 

といった批判に対し「身の丈に合わせてがんばって」という文科大臣発言 

(結果としてこの発言が元で制度自体が見直し･延期  

となりましたが)は、どんな環境に生まれ育ってもあらゆるどんな環境に生まれ育ってもあらゆるどんな環境に生まれ育ってもあらゆるどんな環境に生まれ育ってもあらゆる    

子どもたちが教育を受け、活躍できる居場所と出番のある子どもたちが教育を受け、活躍できる居場所と出番のある子どもたちが教育を受け、活躍できる居場所と出番のある子どもたちが教育を受け、活躍できる居場所と出番のある    

社会へ社会へ社会へ社会へをあきらめる政権のスタンスを表しています。 

「親がお金持ちかそうでないかは子どもの責任ではない 

のに、大きくそこで機会が閉ざされる現実」とたたかう 

ことこそ、政治家共通の使命であります。また、子どもたち 

に責任をもって未来を譲り渡すための地球環境問題に  

後ろ向きな国に対し非難と皮肉をこめて授与される 

「化石賞」を再度日本が受賞するなど「今さえ、自分さえ 

よければいい」という発信を世界にしてしまっています。 

 これらの先進国として恥ずかしい「政策以前」の問題をさっさと解決し

て本来の国会の機能を取り戻し、あらためて政策を競う「まっとうな政治」

を目指します。本年もどうぞよろしくお願いします。 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（フリガナ） 

お名前                                              お誕生日      年   月   日 

ご住所（〒            ） 

TEL E メール 

FAX 

※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。 

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！ 

 

 

 

 

 

１月 19 日(日) 

14：00～    

榎校区けやき会館 

(堺市堺区向陵西町 1-1-16) 

 

１月 19 日(日) 

16：30～    

北野田自治会館 

(堺市東区北野田 350-1)  

元気モリモリ!!!イベント  

開催情報 

元気モリモリ!!!座談会 マラソン街頭キャンペーン 

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/  

ＦＡＸ返信：０７２-２３３-８１８５ 森山浩行＆立憲民主党へメッセージ 

堺区 

東区

１月 25 日(土) 

13：00～    

百舌鳥校区地域会館 

(堺市北区百舌鳥赤畑町5-743-2)  

 

２月８日(土) 

13：00～    

三宝地域会館 

(堺市堺区海山町 5-195) 

 

２月８日(土) 

17：00～    

五箇荘校区地域会館 

(堺市北区新堀町 2-126-2)  

堺区 

北区

北区 

１月 24 日(金) 百舌鳥八幡駅 

２月 21 日(金) 北野田駅 

始発から 

 終電まで 

誰でもご参加いただき発言 

出来る会です。 

月例で 16区内の 17駅を順番にまわり

ながら活動。食事やトイレ、どうしても

の会議以外は本人が駅前にいます。 

激励・市民相談など大歓迎！ 

 

この２年余で森山が提案に関わった議員

立法は 115 本。その内、全会一致が 46 本、会派提出

69 本。内4 本は森山が提出筆頭者。同時期の政府提出

法案は159 本。 

「立法府」である国会議員の仕事のひとつ。担当の

政治改革分野では筆頭者として提出。 

 

 

ライフワークの「水」や「子ども」のほかにも日本の財産

を次々切り売りする数々の売国政策についても質問。

本会議では公明党の「石井カジノ担当大臣（当時）不信

任」提案理由説明（55555555 分）なども担当。 

 

「始発から終電まで」もこの秋から月例で復活 

 

「代議士（衆議院議員の俗称）」とは、国民ひとりひとりの

「代わり」に審議する人という意味があります。 

 

国会開会中も基本毎週末堺に戻って各種イベント（土日

は一日 10101010 か所以上のことも）や集まりで「堺のみなさんの 

ご意見」を充填して国会審議に臨んでいます。 

 

衆議院「災害対策特別委」党「災害対策局」としても 

各地へ。 

災害時には現場作業最優先で完全自己完結型。現場確認

だけでなく現地ボランティア作業も。 

（大阪、岡山、広島、鹿児島、福岡、千葉、静岡、福島、長野、新潟） 
議員立法議員立法議員立法議員立法 4444 本本本本    

質問回数質問回数質問回数質問回数 35353535回回回回（（（（906906906906分分分分））））    

災害視察災害視察災害視察災害視察 10101010回回回回    

駅頭駅頭駅頭駅頭でのでのでのでの早朝配布早朝配布早朝配布早朝配布 384384384384回回回回    

各校区単位各校区単位各校区単位各校区単位のののの森山主催座談会森山主催座談会森山主催座談会森山主催座談会 39393939回回回回    

[座談会｜令和元年 12 月 14 日開催] 

[始発終電｜令和元年 12 月 1 日開催] 
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