
　

　立憲民主党宮城県連（東北ブロック連絡所）が本格的に始動しまし
た。役員人事は以下の通りです。

様々な方々とパートナーシップを組み、
ご期待に応えられるよう筋を通し前へと
進んで参ります。
「立憲民主党をつくるのはあなたです。」
左から阿久津、岡本、鎌田、山崎

立憲民主党宮城県連（東北ブロック連絡所）が始動（1/4～）

　12月16日枝野幸男代表を招き、全国初のタウンミー
ティングを実施しました。
　枝野代表から、①立憲民主主義、②立憲民主党が目指
す方向、③従来の党員・サポーター組織に変わるパート
ナーズ制度（仮称）について話をしました。続いて、学
生の奨学金制度、障がい者支援制度、安全保障など、会
場の皆様から様々なご提言をいただき、対等な意見交換
が行われました。

　仙台や東京で私を支えてくれるスタッフの
みんなです。
　皆様からのご質問やご相談、国会見学な
ど、何でも気軽に声をかけてくださいね。

▶平成30年度の政府予算案・税制改正大綱が閣議決定。総額 97兆7,128億円で過去最大
　を更新。
　・低所得世帯にあわせるため「生活保護費の切り下げ」「母子加算の減額」はより格差を広げることとなり本
　　末転倒。
　・年収850万円超所得税・たばこ税・出国税・森林環境税など増税ラッシュに疑問。

▶診療・介護・障がい福祉の3報酬が同時改定。
　 診療報酬の本体部分は0.55％up・介護報酬は0.54％up・障がい福祉の事業者に対する報酬は0.47％up。引き
　  続きサービスの安定供給、従事者の待遇改善には更に適正水準まで引き上げが必要。

▶働き方改革も議論がされます。「残業代ゼロよりも過労死ゼロ」が必要。

立憲民主党タウンミーティングin仙台　開催

1月から通常国会で論戦が始まります！
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昨年の「特別国会」を振り返り、
心新たに「通常国会」へ

1964年8月生まれ。向山幼稚園卒園、青森、秋田、会津などで過ごす。
宮城県第二女子高、東北大学卒業。NTT（株）社員、仙台市議会議員（5期）
を経て第48回衆議院選挙で初当選。
現在、衆議院予算委員、東日本大震災復興特別委員、立憲民主党幹事長
補佐、東北ブロック常任幹事、立憲民主党宮城県連代表。

　2018 年新春を迎え、心よりお慶び申し上げます。
　立憲民主党ならびに岡本あき子への活動にご協力を賜り、誠にあり
がとうございます。
　5期を務めた仙台市議の経験を活かし、働く者・高齢者・障がい者・
女性、誰も排除されることなく、地域で生活を頑張っている方が、報
われる社会こそ政治であるとの信念で日々仕事をしてまいります。そ
して何より、これまで築いてきた平和な日本を守り、立憲主義に基づ
く民主主義を貫きます。
　今年も皆様にとって、健康でご多幸な日々となりますことをご祈念
申し上げます。

衆議院議員 岡本あき子

は、上からの押しつけではなく、
市民の力による民主主義を
実現します。

また、立憲民主党の党綱領・基本政策を決定しました。ウェブサイトで
ご覧いただけます。
【党 綱 領】「立憲主義と民主政治」「ボトムアップの政治」
　　　　　　　https://cdp-japan.jp/news/667
【基本政策】　https://cdp-japan.jp/news/708
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予算委員会に出席（写真左）

疑惑を深めた「森友」問題　－会計検査院の検査報告公表－

 岡本あき子は選挙区で78,704
票を得るも惜敗。県内で立憲民
主党として217,832票を得て比
例復活。次こそ選挙区での勝利
を誓う。

ずっと参加している広瀬川の
清掃活動

朝夕問わず街頭
活動

市議会時代同じ会派の仲間と市長へ
当選後のご報告

市議時代に引き続きこれからも
学生インターン受け入れます

岡本あき子のポスターをご自宅、事業所のブロック塀にご掲示頂ける皆様、是非仙台事務所までご連絡下さい。 【年賀状の禁止】政治家がその選挙区内の方に年賀状等挨拶状を出すことは禁止されております（公職選挙法第 147 条の 2）

立憲の仲間に鎌田さゆりさんが合流

子どもたちの未来のために頑張ります

毎年行っているホームレスの方への
餅つき＆お雑煮提供のお手伝い

枝野幸男代表も二度応援に
来てくださいました

立憲民主党初当選の仲間と 初登院でマスコミからインタビュー

写真でみる2017年（衆議院議員選挙～） 特別国会（11月1日～12月９日）を振り返って　

衆議院議員選挙

国会活動

 衆議院議員として初めての委員会は予算
委員会・復興特別委員会に所属。これから
も全力で国民の為に尽力してまいります。

地域活動

多くの皆様からの
お励ましを受け選
挙戦を戦うことが
できました！

　多くの皆様に活動を知っていただくため仙台にいる時は極力街頭
に立ち国政報告を行っております。また、ボランティアなどの地域
活動にも参加させていただいております。

　会計検査院の報告では、これまで政府・与党が繰り返し「適正」
と主張してきた国有地売却時の巨額な値引きに関して「積算に十分
な根拠を確認できない」として、政府の主張を根底から覆す指摘が
なされました。中立であるべき行政のあり方を、大きく損なう「森
友・加計問題」を見過ごすことはできません。皆様の貴重な税金の
使われ方が、お友だち優遇・官邸の意向ありき、情報隠蔽のままで
よいのかどうかが問われています。

税金をはじめとした、国のお金が正
しく、有効に使われているかどうか
をチェックする行政機関。憲法によっ
て規定され、内閣から独立した地位
を与えられている。今回、国会から
の要請を受け、森友
学園の国有地売却プ
ロセスの適切性につ
いて検査を行った。

立憲民主党は疑惑を徹底追及　行政文書管理の対案提出
　会計検査院の報告を受けて、予算委員会を中心に厳しい追及を行いまし
た。特に問題となったのは、自衛隊の日報問題同様、
政府による「情報隠し」。今回、財務省が交渉記録を
「一年未満廃棄」の書類に分類して廃棄していたこと
から、電子データを含めた行政文書の保存期間を１年
以上にするほか、審議会などでも議事録を作成し、出
席者の記載を義務付ける「公文書管理法改正案」を提
出しました。

所属委員会は「予算委員会」「東日本大震災復興特別委員会」に決定
　岡本あき子は、衆議院の予算委員会と東日本大震災復興特別委員会の委員となりました。
　『予算委員会』は、国の予算に関するあらゆる事項、すなわち、国の行なう全てのことについて審議します。
『東日本大震災復興特別委員会』では、一日も早い被災地・被災者の復興のため審議を行ないます。国民の皆様か
らいただいた責任の重さを忘れることなく、1月から始まる通常国会でも、国民目線で真摯に議論して参ります。
　また、立憲民主党の中では、党の意思決定に直接かかわる『幹事長補佐』、『常任幹事（東北ブロック担当）』、
『宮城県連代表』を務めています。12月には枝野幸男代表を招いて、党内初の「タウンミーティング」を企画開
催。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
　そして、「ジェンダー平等推進本部」「森友・加計学園問題プロジェクトチーム（PT）」「座間市における事件
を考えるPT」などにも積極的に所属し、関係者・団体からのヒアリングや中間報告とりまとめにあたりました。

森友学園は「ごみ撤去費用」分として、大阪府豊中市の国有地の
大幅な値引きを要求。財務省は約８億2,000万円を「値引き」。

８億2,000万円の値引きの根拠となった、ごみ撤去
費用の積算は適正だったか？

９億5,600万円 ➡不動産
鑑定額 １億3,400万円購入額

検査
ポイント
①

財務省と森友学園の間の具体的な交渉の経過（総理
への忖度はあったのか？）

ゴミの埋まった深さや混入率など、
いずれも「根拠不十分」

財務省が関連文書を「廃棄」して
いたため明らかにならず

検査
ポイント
②

会計検査院とは？
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昨年の「特別国会」を振り返り、
心新たに「通常国会」へ

1964年8月生まれ。向山幼稚園卒園、青森、秋田、会津などで過ごす。
宮城県第二女子高、東北大学卒業。NTT（株）社員、仙台市議会議員（5期）
を経て第48回衆議院選挙で初当選。
現在、衆議院予算委員、東日本大震災復興特別委員、立憲民主党幹事長
補佐、東北ブロック常任幹事、立憲民主党宮城県連代表。

　2018 年新春を迎え、心よりお慶び申し上げます。
　立憲民主党ならびに岡本あき子への活動にご協力を賜り、誠にあり
がとうございます。
　5期を務めた仙台市議の経験を活かし、働く者・高齢者・障がい者・
女性、誰も排除されることなく、地域で生活を頑張っている方が、報
われる社会こそ政治であるとの信念で日々仕事をしてまいります。そ
して何より、これまで築いてきた平和な日本を守り、立憲主義に基づ
く民主主義を貫きます。
　今年も皆様にとって、健康でご多幸な日々となりますことをご祈念
申し上げます。

衆議院議員 岡本あき子

は、上からの押しつけではなく、
市民の力による民主主義を
実現します。

また、立憲民主党の党綱領・基本政策を決定しました。ウェブサイトで
ご覧いただけます。
【党 綱 領】「立憲主義と民主政治」「ボトムアップの政治」
　　　　　　　https://cdp-japan.jp/news/667
【基本政策】　https://cdp-japan.jp/news/708
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黄色いリボンニュース 2018年（平成30年）1月　vol.4（1）立憲民主「立憲民主党宮城県第１区総支部版」黄色いリボンニュース（4）2018年（平成30年）1月　vol.4 立憲民主「立憲民主党宮城県第１区総支部版」


