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党を代表して本会議登壇

国会報告

立憲民主党を代表して 4 月 12 日に本会議に
登壇した森山浩行議員。冒頭、安倍･自「公」連
立政権のさまざまな“改ざん”“情報隠ぺい体
質”を質した上で、PFI 法改正案*1 について質問
に立ちました。

衆議院議員

森山 浩行
大阪府第 16 区（堺市 堺区・北区・東区）

プロフィール

◆衆議院議員（2 期目）
立憲
民主党

大阪府連代表
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

いのちの水と自治を脅かす法改正
この改正案は、公共設備の運営権を民間に
売却することを前提としており、海外企業の参
入を避けることができません。
特に上下水道の分野を狙い撃ちにした法改
▲＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
正で、私たちの暮らしの源である「いのちの水」
の管理が根こそぎ海外企業に落札される恐れ
▲「いのちの水」と自治を守ろうと訴える森山浩行
があります。
また、国による公共施設などの管理者への「助言機能
の強化」や、利用料金の設定に「地方公共団体の承認を
必要としない特例」が設けられるなど、地方自治体が実
施する PFI 事業への国の関与や「首相案件」の増加、地
方議会軽視などが懸念されます。

国を思い、水と自治を守る
「事業規模 21 兆円」という目標額ありきで進められて
いる今回の法改正。海外の水企業に対抗できる日本の
企業が存在しない現状での推進は非常に拙速であり、
▲登壇後、仲間に拍手で迎えられた
さらなる議論が必要です。
国会活動は
自治都市として栄えた「堺」出身の政治家として、
こちらから！
また「水政策」をライフワークとしている政治家とし
衆議院議員ホームページ
て、さまざまな懸念に答えることなく推進しようとす
インターネット審議中継
http://www.shugiintv.go.jp/index.php
る政府の姿勢を、今後も徹底的に質していきます。
＊1

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法案」
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衆議院第二議員会館 613 号
TEL 03-3508-7426 FAX 03-3508-3906
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立憲パートナーズの登録は

森山浩行事務所まで！

詳しくは裏面をご覧ください

参加
募集

大阪府連合代表就任記念フォーラムを開催へ

堺の皆さんの力強いご支援で、国会へ
送っていただいてから半年が過ぎ、森山浩
行は立憲民主党 副幹事長や大阪府連の
代表などさまざまな役職をお預かりし、日々
奮闘しています。
毎週末、堺に帰るたびに「森山も、立憲
も、頑張れ！」というお声掛けが多くなり、
皆さんからご期待いただいていることを肌
で感じています。
「草の根からの民主主義」を掲げ、ともに

社会を変えるまっとうな政治に向け、大阪
でも、堺でもこの半年さまざまな取り組み
を重ねてきました。
今回は、「森山浩行 立憲民主党大阪
府連合代表就任記念フォーラム」を開催
し、枝野幸男 立憲民主党代表を講師に
迎え、「立憲民主党のめざす社会」をテー
マに国会の報告から社会のあるべき姿、
共生と参加のあり方についてお話します。

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！
※

5 月 12 日(土)

15：00～
錦西校区地域会館
(堺市堺区桜之町西 3-3-5)

5 月 12 日(土)
19：00～
ふれあいプラザ新浅香山
(堺市北区東浅香山町 3-22-2)

森山浩行 立憲民主党大阪府連合
代表就任記念
～２０１８年・２１世紀政経フォーラム in 堺～
日時 2018 年 7 月 29 日（日）14 時 00 分～

5 月 26 日(土)
13：30～
萩原神社 参集殿
(堺市東区日置荘原寺町 75-1)

場所 ホテル・アゴーラ リージェンシー堺
講師 立憲民主党代表 枝野幸男
会費 2 万円(ペア券)
※参加とボランティアを募集しています。
詳細については事務所までお問い合わせください。
※政治資金規正法第 8 条の 2 に規定する政治資金パーティーです。

▲昨年のフォーラムも多くの皆さんにお越しいただきました

立憲パートナーズ登録方法

▲face to face で政治を語りあう座談会

今月の立憲きんき
★パートナーズ登録料は年間 500 円です。
機関紙もご希望の方は合計 2,500 円です。
下記のお申込み欄にご記入、チェックいただき
ファックス送信ください。

朝の駅頭活動実績

月イチ街宣

＊スタッフ･ボランティアさんで実施

不明な点は森山浩行事務所までお問い合わせください

〈ご入金方法〉※振込手数料は各自ご負担願います。
◇ゆうちょ銀行
口座名 立憲民主党大阪府第１６区総支部
口座番号 00960-9-141494
◇りそな銀行
金岡支店（店番 221）普通預金 0207615

5 月 19 日（土）

４
月

難波高島屋前
12 時 30 分～

立憲民主党大阪府第 16 区総支部 総支部長 森山浩行

２日
３日
６日
９日
１０日
１３日
１６日
１７日
２０日
２３日
２４日
２７日

中百舌鳥-南口
白鷺-府大側＊
初芝＊
三国ヶ丘-向陵側
堺市駅-橋の上＊
北花田-東側＊
百舌鳥
萩原天神＊
なかもず＊
堺東
北野田-東口＊
百舌鳥八幡＊

ＦＡＸ返信：０７２-２３３-８１８５
お申込日

平成３０年

月

日

□立憲パートナーズ規則及び党のプライバシーポリシーに同意します。
□１８歳以上である

※規則はこちら → https://cdp-japan.jp/about-cdp/partners-regulations

(フリガナ)

性別

お名前

ご住所 （〒

ご職業

TEL
Ｅメール

□会社員
□自由業

□男性

□女性

□その他

）

□団体職員
□公務員
□農林水産業 □自営業
□パート・アルバイト
□無職
□学生
□その他
□機関紙購読を希望する
購読料 2,000 円（お申込みの翌月から１年間）

※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/

