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憲法が、
希望。
くらしに、
平和に、
憲法いかす政治へ

軍事費2倍化、敵基地攻撃能力、9条改憲―ウクライナ危機
に乗じ、不安につけいり軍事的対抗を強める政治に、平和への
展望は見えません。戦争しないと誓った憲法9条をいかした外
交努力こそ政治の役割です。
物価高騰がくらしと営業を押しつぶそうとしています。
「アベノミ
クス」を転換し、消費減税と賃上げ、社会保障充実へ―憲法
が保障する自由と権利を充実させる政治こそ必要です。
岸田首相は参院選の結果を受け、
「できる限り早く改憲発議」な
どといいます。しかし、求められているのは改憲ではなく憲法を
徹底的にいかす政治です。
安倍元首相の「国葬」を閣議決定で決め、旧統一協会と自民
党との癒着の解明にも背を向ける。民主主義が問われています。
憲法が、希望。
世論と結んだ論戦で政治を動かす。
―2期目も全力でがんばります。
2022年8月

先制攻撃の
「敵基地攻撃能力」 消費税減税
保有は許されない
インボイス制度は
3月2日 予算委員会

岸田政権が進める「敵基地攻撃能力」は、

日本が攻撃される前に相手をたたいてし

中小事業者やフリーラン

まう能力をもつこと。
「憲法と国際法の範

スなどに多大な負担とな

囲内で」といいますが、憲法 9 条の下で

るインボイス制度。政府は、

絶対に許されない先制攻撃に踏み出そう

「複数税率だから必要」
と

というものです。
「政府が説明してきた『専

いいます。ならば消費税

守防衛』すら超えるではないか」とくり返

を一律 5％に引き下げれ

し迫り、防衛大臣はしどろもどろに。

ば、インボイスも不要とな

軍事的抑止力は緊張関係を高めるばか

ります。

りで平和を築けません。東アジアに友好

消費税導入 から 33 年、

協力条約の地域をつくる平和外交をと求

消費税収は法人税や 所

めました。

得税減税の穴埋めに使

中止を

4月21日 渋谷区内の商店街で聴き取り

われてきた ― 岸田首相はこの
明瞭な事実すら認めようとしませ
んでした。
「消費税は社会保障の
財源」というごまかしは、もうやめ
3月2日 予算委員会

るべきです。
物価高騰が深刻化するなか、最も
効果的な対策となる消費税減税

3月6日 新宿でウクライナ侵略を許さないとスピーチ
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6月14日 日比谷野外音楽堂で建設アクションのみなさんと

2022年・第208通常国会

とりくんだ国会論戦

くらしと平和の展望を示す論戦に臨む
3月2日

予算委員会〈TV 質問〉

敵基地攻撃能力の保有検討は憲法に反
すると追及
核抑止力論や敵基地攻撃能力について

3月17日 予算委員会〈TV 質問〉

消費税減税とインボイス中止を求めて論戦

6月3日 予算委員会〈TV 質問〉
学費半額、入学金廃止を求める

12 都府県へのまん延防止等重点措置の拡大を受け質問

2月10日 議院運営委員会

PCR 検査の目標数すら持たない姿勢を批判

3月9日 予算委員会

東京外環道・調布の陥没事故で国の責任を追及

4月18日 決算委員会

米軍横田基地、オスプレイの訓練中止とPFAS 汚染問題を追及

憲法守りいかす政治への
転換を求め論戦

3月22日 22年度予算案 反対討論
5月20日 刑法改正案 代表質問
5月31日 22年度補正予算案 反対討論

4月6日 憲法審査会

「オンライン国会」について参考人質疑

6月13日 刑法改正案 反対討論

4月13日 憲法審査会

「オンライン国会」を必要とする立法事実はないと意見表明

気候危機打開へ、
原発ゼロと脱炭素の政治決断を求める
参考人質疑「ウクライナ侵略の我が国エ
ネルギー環境・政策に与える影響」

東海第二原発の避難計画は不可能、放射性
廃棄物の輸出規制緩和は許されないと追及

原油価格高騰の新電力への影響を指摘

4月20日 資源エネルギー調査会

政党ビラ配布の弾圧事件を
紹介した質問に注目が集まる

参院選「合区」問題で参考人質疑

入管、
ジェンダー、
民訴法改正ほか
3月8日 法務委員会

5月17日 法務委員会

民事訴訟法改正案 オンライン口頭
弁論の問題点をただす

刑法自己堕胎罪の廃止、安全な中絶を求める

5月19日 法務委員会

名古屋入管死亡事件を追及

6月10日 法務委員会

3月29日 法務委員会

4月19日 法務委員会

AV 被害の救済を求める

厳しすぎる難民認定を批判

4月14日 法務委員会

裁判所職員定員法改正案 財務省による定員
「査定」を批判
ウクライナからの避難者への支援を求める

5月24日 法務委員会

堕胎罪廃止を求める質問が
SNSで話題に！

4月28日 法務委員会

侮辱罪厳罰化で不当逮捕が

「慎重な運用」とは
言えませんね？

6月2日 法務委員会

刑法改正案 北海道警ヤジ排除事件を追及

6月7日 法務委員会
刑法改正案

6月8日 憲法審査会

3月16日 法務委員会

参考人質疑「資源エネルギーの安定供給実
現への提言」

刑法改正案
広がる懸念

参院選の「合区」と合区解消の改憲論を批判し意見表明

名古屋入管死亡事件を追及

2月16日 資源エネルギー調査会

刑法改正、
侮辱罪厳
罰化と拘禁刑創設を
めぐり論戦

5月18日 憲法審査会

4月6日 資源エネルギー調査会

参考人質疑「資源エネルギー分野のイノベー
ション」

2月9日 資源エネルギー調査会

本会議代表質問1回・討論3回、
委員会質問32回・討論5回

1月19日 議院運営委員会

本会議で代表質問、
討論

2月2日 資源エネルギー調査会

計41回

合計260回！

コロナ、
外環道、
横田基地
―東京の課題にとりくむ

高等教育予算の増額を
求めた質問に岸田首相
は「財政の問題が…」と
消極的。軍事費2倍化
ではなく教育予算こそ倍
増をという論戦動画が
SNSで広がりました。

3月8日 予算委員会公聴会

6年間の国会論戦

参考人質疑

「こんな事件があったのか」
「（侮辱罪の厳罰化
で）
表現の自由を尊重するという答弁は信
月
日
法務委員会
6 10
刑法改正案 拘禁刑創設の問題点を批判、 用できない」とTwitterで共感が広がり、政
修正案提出
府はその後運用について通達を出すことに。

参考人質疑

民事訴訟法改正案
の問題点を追及

期間限定裁判

民事訴訟法改正案
引下げを求める

提訴の手数料

5月12日 法務委員会

者のみなさんと設置を急ぐよう求めてきました。西葛西駅で

予定を早めて設置が実現。安心して使える公共交通に。

5月6日

渋谷区内のテニスコートで航空機が頭上を通過した際に
氷塊が落下。国交省は羽田新ルートとの関連を認めず調

羽田新ルート︑氷塊落下の現場へ

東京メトロ東西線で起きた転落死亡事故を受け、視覚障害

心が弾みます。誰もが自分らしく生きられる、ありのままの

見られています！

個人を尊重する社会に！

憲法動画

す。もうけ優先で景観も環境も壊す計画は撤回を。

3

年ぶりのレインボープライドに参加

4月24日

多様性にあふれた熱気と活気、何より多くの人の笑顔に

4月30日

10代20代の利用者が
多いSNSのTikTokで
紹介されたこの日の質
問動画は200万回再
生。街頭でも「堕胎罪
の国会質問を見ました」
と声を掛けられました。

5月10日 法務委員会

再開発で超高層ビルを建設し、樹齢100年の銀杏をはじ

め1000本もの樹木を伐採する計画に怒りが広がっていま

ホームドア設置が前倒しで実現

と り くん だ 活 動

神宮外苑︑樹木を守れ

4月12日

民事訴訟法改正案

ハッシュタグ

#憲法ってなあに

で検索

気候アクティビストの eriさんと、
「憲法ってなあに？」
と題した10 本の動画を作成。Twitterやインスタグ
ラムなどSNSで発信し、合計 60 万回以上再生され
ています。
岸田政権が憲法改定へと動きを加速するなか、憲法
とはそもそも何か、自民党改憲案は何をどう変えよう
としているのか、改めて広げていきたい。

日本共産党は今年

創立100周年！

「自由と平和」を訴え続けて100
年。不屈に、しかし自己変革も
重ね、多くの人と力を合わせ、
社会を変えようと挑んできまし
た。引き続きがんばります。

査も行いません。徹底調査と新ルート中止を求めます。

7月31日 映画「百年と希望」トークイベントで発言

