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[国会事務所] 

衆議院議員

立憲民主党
◆副幹事長
◆災害・緊急事態局長
◆政務調査会内閣部会長
◆新型コロナ対策副本部長
◆企業・団体交流副委員長
◆国会対策副委員長

立憲民主党大阪府連
◆代表

衆議院
◆内閣委員会筆頭理事
◆政治倫理の確立及び
  公職選挙法改正に関する特別委員

◆堺生まれ、堺育ち
　 妻子と向陵西町（榎校区）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
  ・ 堺市立月州中学校卒（水泳部）
  ・ 大阪府立三国丘高卒（柔道部・生徒会）
 ◆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

　1月17日に開会した第208国会。
　目の前の新型コロナウイルス対策はもちろん最優
先の緊急課題です。
　それ以外で岸田政権が提案している最大のテーマ
が「子ども（家庭）庁」の設置【野田聖子担当大臣、
内閣委員会所管】で、今国会はまさに「子ども国会」と
言えます。
　「子どもたちの笑顔と未来のために」を基本理念に
政治活動をしてきた森山にとっても大事な国会となり

ます。今回の法案はそもそも
タテワリを打破し子ども政策を総合的に発展させよう！
という取り組みですが、まだまだ多くの課題や論点が
あり、徹底審議を尽くします。
　特に身近なテーマでもあり、皆様からのご意見をいつ
も以上に大募集！しています（詳細は2ページ）。

　森山は医療や検査の体制、生活や経済を支える支援など、総選挙前の前任期
より党コロナ対策事務局として多くの提案を実現してきましたが、副本部長に就
任してからは年末年始にかけても子ども世代への支援金を「半分は強制でクー
ポン券で配布することをやめさせる（最大900億円程度のムダ回避）」「直前離婚
世帯への確実な支給（約3万人）」など立憲民主党の議員立法で岸田政権のムダ
やヌケを撤回させています。また、与党だけでコロナ対策がゴテゴテに回る
中、1年ぶりにようやく「政府与野党連絡協議会」が再開されました。

　森山は「党新型コロナ対策副本部長」として活動しています。この間数多く
寄せられている「給付金や支援金の窓口が要領を得ない」「ワクチン対応が
悪い」「検査キットが足りない」などといったお困りごとや、「こうやったらええ
のに」というご提案を、引き続き
お寄せください！

「子ども国会」はじまる

「国民のいのちと暮らしを
守る」

新型コロナ対策副本部長と
して

新型コロナ対策副本部長と
して

「政治の役割」の大切さを今ほど痛感する時期はありません。

コロナアンケートはコチラ

ーーーーーー第257回

ーーーーーー第258回

ーーーーーー第259回

ーーーーーー第260回

2月16日(水) 19:00～　ZOOMのみ
2月27日(日) 18:00～　榎校区けやき会館（ZOOM併用）

3月  9日(水) 19:00～　ZOOMのみ
4月  9日(土) 15:00～　南八下校区地域会館

元気モリモリ!! ! 座談会 始発終電

ご意見をお寄せください！ 072-233-8185FAX返信

政治家の
仕事は、ま

ずは「聞く
こと」。 

皆さまのご
意見、お困

りごとなど

何でもお
聞かせくだ

さい。

〈お名前〉 〈ご住所〉　〒 〈TEL〉

YouTubeFacebook TwitterWeb
森山ひろゆきの最新情報はこちらのSNSから発信しています

Instagram LINE

早朝配布

駅頭での早朝配布は、森山総
支部長が堺市議になる前の
1998年からスタート。現在
は大阪16区内17駅を中心に
選挙のあるときもない時も継
続しています（コロナ禍では
感染状況に配慮）。

「誰でも参加し、発言できる」
森山総支部長のマンスリー
ミーティングを衣替えし、
2 0 0 9 年から「元気モリ
モリ！！！座談会」に。最近は
コロナ禍でZOOM併用が
中心となっ
ています。

早朝駅頭配布

16区内17駅を巡る「始発から
終電までマラソン街頭キャンペー
ン」。「移動事務所」的な機能も
果たしています。2022年1月15
日は中百舌鳥
駅南口にて実
施。沢山の方
に激励やご意
見をいただき
ました。

始発終電
座談会

元気モリモリ!!!座談会

堺での活動

活動
予定

始発から終電まで
マラソン街頭キャンペーン

※変更になる場合がございます。事務所へご確認願います。

参加希望の方は前日までに事務所へご連絡ください。

始発から終
電まで

マラソン街頭
    

     キャンペ
ーン

3月25日(金) 3月25日(金) 

白鷺ー金岡
側



　カジノについては、ギャンブル依存症など、さまざまな社会問題の温床に
なるとして過半数の国民が「反対」しています。歴史的にも日本では長らく
賭博が禁止されてきました。
　自公政権では「成長戦略の目玉」つまりそれでも儲かるから、と公明党
担当大臣のもと、反対の声を押し切って、2016年のカジノ推進法と
2018年のカジノ実施法を採決、「3カ所を上限」とする自治体からの立候
補を受け付けています。

　ところがコロナ禍で「ランド（施設型）カジノからオンライン（インター
ネット上の）カジノへ」と大きく世界のカジノマーケットの情勢が激変して
います。「それでも儲かるから」の前提が崩れており、手を上げようとして

いた横浜市では市長選挙の争点となり、カジノ誘致反対派の市長が就任しています。

　大阪ではそれでも以前にたてた１兆円規模の「カジノを誘致しての成長戦略」をいまだに修正せずに進ん
でいますが、「カジノ業者が負担するはずだった地下鉄延伸費用202億円が自治体負担に」「建設予定地の
土壌対策費に790億円の追加負担」などの追加負担が次々明らかになっています。

子ども政策、どうする？！
～子ども庁設置に向けた論点～

それでもカジノ（IR）
つくりますか？

ご自身で一度

確認してください!

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

賭博禁止法の例外適用… □賛成  □反対  □わからない

ギャンブル依存症対策…… □十分  □不十分  □わからない

海外からのマフィアやギャングなどの流入…… □不安  □許容できる  □わからない

資金洗浄（マネーロンダリング）の危険性…… □危険  □許容できる  □わからない

国に15%、地元自治体へ15%の納付率…… □低すぎる  □許容できる  □わからない

外資系企業の巨大な儲けになる…… □儲けすぎ  □許容できる  □わからない

ギャンブルの還元率が不明…… □許容できる  □許容できない  □わからない

大阪市内埋立地への立地…… □賛成   □反対  □わからない

地下鉄や土壌対策の過大な追加負担…… □許容できる  □許容できない  □わからない

ランドカジノはビジネスモデルとして時代遅れで儲からない…… □YES  □NO  □わからない

「家庭」を入れるかどうかも論点。100年前
ならまだしも、核家族やひとり親家庭が増加
し、近所付き合いも希薄になってきている現在、
「家庭教育」を柱にしてもすぐには機能しま
せん。庁の名称に入れるよりも、様々な家
庭状況を踏まえて地域コミュニティの
再生や教育のあり方を見直す

ことが先決です。

「幼稚園（文科省）」「保育所（厚労省）」「子ども園

（内閣府）」などのタテワリ行政を打破するための

「子ども庁」だったはずが文科省は、ほぼそのまま

残る今回の法案。

「文科省と子ども庁」の新たなタテワリを

防ぐため、文科省を含めた再編を。

日本の「家族
関係政府支

出」はGDP

比で欧州諸
国の半分程

度で、まずは

これを倍増
することが

「子ども

政策」を進
める最初の

一歩

です。

子ども「家庭」庁
にするの？

子ども「家庭」庁
にするの？

タテワリ最大の課題
「文部科学省」どうなるの？

タテワリ最大の課題
「文部科学省」どうなるの？

「基本法で子ども政策の進捗管理をする」ことは
与野党一致していますが、日本も入っている子
どもの権利条約で規定されている「子どもの意見
表明権」「子どもコミッショナー（権利擁護の独立
機関）の設置」については後ろ向きな意見も。
「決めるのは大人」でも子どもが意見

をいう機会は必要ですよね？

教育や子育ての個人負担が多い状態で「親の
経済力が子どもの将来に圧倒的な格差を
生む」現在の状況（2018年相対的貧困率
13.5%）を打破するため、子ども基本法
に現行制度にはない「子どもの（相
対的）貧困率を半減する」数値

目標を記載すべき！

子ども基本法は
どうする？ 子どもの貧困への

対応は？

予算は
増えるの？
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大阪へのカジノ（IR）
誘致に

賛成・反対・わからない

check!

カジノ（IR）についての
アンケートはコチラ

子ども庁についての
アンケートはコチラ


