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だれもが大切にされる
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ピースウィンズジャパンのスタッフとして、主にインドネシア
のパプアで人道支援活動のため駐在／2003年より埼玉県議会
議員（4期）／2017年10月22日 衆議院議員選挙に初当選/常に
弱い立場の人々に光をあてる政治活動を展開中/特技は英語、イ
ンドネシア語／座右の銘：敬天愛人

しなやかに、まっすぐ。

#立憲民主党はあなたです。
立憲民主党は結党からずっと、「新たな時代にふさわしい政党のあり方」について考えてきました。
これまで日本の政党は、どこか政治家と国民との間に壁をつくってきました。
立憲パートナーズ は、 党員 や サポーター といった政党の応援団ではありません。
政治家と国民は、「民主主義を前に進める対等なパートナー」であるべきです。
さあ、ともに新しい政治を始めましょう。
立憲民主党はあなたです。

あなたも立憲パートナーズに登録しませんか？

立憲パートナーズが目指す
「大対話集会」でのスナップ

私は立憲民主党の電撃的な誕生に参画し、皆様の多大なお力添えで昨
さて、国民の皆様と政党の関係についても、立憲民主党は新しい
年10月、衆議院議員に初当選させて頂きました。
ビジョンを提言するべきだと私個人も考えてきました。そして、ようやく
日本の政治の流れを変えよう。この国の政治や政治家たちとの関わり 「立憲パートナーズ」
という新制度を4 月16日
（月）
からスタートさせます。
方を見直そう。もうだまってなんかいられない。
どうか、この機関紙のハガキに必要事項をご記入の上、是非とも参加し
そんな覚醒した皆様のパワーが生み出したのが立憲民主党です。
て下さい。
当選後初の通常国会では、既に外務委員会質疑、予算委員会分科会質
日本を変える。世界が変わる。―私たちと一緒に、民主主義を前に進め
疑、質問主意書も経験させて頂き、国会対応をしながら、党内では政務調 ていきましょう！
査会長補佐、外務部会事務局長、外交安全保障特命チーム事務局長とし
衆議院議員
て、党の外交安全保障基本政策を纏めるプロジェクトに参
画してきました。
この間、私を応援して下さった地元の皆様にはご無沙汰
をしていて、大変恐縮に存じております。
しかし、皆様の思いを思いとして、何とか国政に反映さ
せていきたいと懸命に働かせて頂いております。
パートナーズ登録料： 500円
機関紙購読会員： 2,500円

※パートナーズ登録料 500円＋購読料 2,000円
＊ ご登録は、この紙面の登録ハガキを切り取り、必要事項をご記入になって、
ファクスするか、ご投函下さい。
（切手不要）
＊ 登録料は立憲民主党埼玉県第3区総支部（山川ゆりこ事務所）に現金で
お支払いいただくか、後日郵送させて頂く振替用紙にてお支払い下さい。
＊ 機関紙購読会員にご登録いただいた方には、党本部より定期的に立憲民
主プレスを送付させて頂きます。
山川ゆりこのホームページ
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年間登録料

予算委員会第4分科会質疑 答弁者：文部科学省 林 芳正 大臣、他

外務委員会質疑

少子化対策としての
「不妊」
教育について
質疑／答弁 抜粋

答弁者：外務省 河野 太郎 大臣

「日米同盟」
とは何か？

２０１８．
２．
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（金）

質疑／答弁 抜粋

質疑

２０１８．
３．
２８
（水）

質疑

学習指導要領では、感染症予防の観点から
「避妊」
について長
年に亘って指導してきましたが、
「不妊」
というテーマに特化した項目はあ
るのかお伺いします。埼玉県では、
「不妊」
が少子高齢化の大きな原因の
ひとつであるとの私の指摘に応えて、県下市町村で婚姻届けを提出した
カップルに
「願うときにコウノトリは来ますか？」
という不妊啓蒙冊子を配布
し、今では県立高校でも配布しています。同様の取り組みを国策として
位置づけることについて、大臣のご見解をお伺いします。

かつて
「日米関係」
もしくは、
「日米安保体制」
と呼ばれた日米関
係が、今では当たり前のように
「日米同盟」
と表現されています。1902年
に締結された日英同盟条約とは異なり、日米同盟条約は存在しておらず、
日米安全保障条約は片務性が指摘されており、
「同盟」
の条件である双務
性が担保されていないとも言われています。平成17年に小泉純一郎総
理が施政演説で2回、
「日米同盟」
という表現を使用して以来、今年
（平成
30年）
に安倍晋三総理が4回使用するまで14年間連続で
「日米同盟」
は施
政方針に盛り込まれてきました。
「日米同盟」
を河野大臣はどのようにご認
識しておられるでしょうか。

答弁

学習指導要領の中には、
「避妊」
や
「不妊」
といった項目は明記さ
れてはいませんが、ご指摘のような
「避妊」
に関する指導は行ってきました。
また、妊娠適齢期と不妊についての副教材を用いていたことはあります
が、全中高生への配布及び指導の徹底には至ってはおりません。ご指摘の
趣旨については大事な視点であると考えますので、検討して参ります。

答弁

日米同盟は必ずしも同盟条約の存在を根拠とはしないと考え
ます。日米安全保障条約についても、日米両国がそれぞれの役割を担い、
必ずしも片務性が存在しているとは言えません。さらに、経済連携や文化
や芸術交流をを含む人的交流など多角的な関係を通じて、日米同盟と呼
ばれる同盟関係が成立しているものと考えます。

山川ゆりこ の
委員会質疑 を ご紹介
外務委員会質疑

答弁者：外務省 河野 太郎 大臣
のとおりだと思います。しかし、
「積極的平和主義」
と憲法9条の改正とは
まったく結びつかないと考えております。外交に失敗した結果が戦争であ
るとのご指摘もそのとおりですので、しっかりと取り組んで参ります。

「積極的平和」
と
「積極的平和主義」
について
質疑／答弁 抜粋

２０１８．
３．
２８
（水）

質疑

平和学における
「積極的平和」
とは、
「単に戦争や紛争が無い状
態ではなく、その社会に差別、抑圧、貧困、格差がない状態」
を意味しま
す。一方、
「単に戦争のない状態を維持する」
ことは、
「消極的平和」
と呼ば
れています。安倍政権の掲げる
「積極的平和主義」
は、
「自衛隊を増強して、
抑止力を高め、戦争のない状態を維持」
する
「消極的平和」
に変調してお
り、
「人間の安全保障」
などのような、本来の
「積極的平和」
にはもっと力を
入れるべきだと思います。外交に失敗した結果が、戦争でありますから、
外交はとても重要です。
「積極的平和主義」
という言葉が憲法9条改憲の方
便に使われることは許せません。河野外務大臣のご見識をお伺いします。

column
防衛省の情報管理システムについて

答弁

「積極的平和主義」
が、ヨハン・ガルトゥング氏の
「積極的平和」
と反しているというご批判は承知しています。また抑止力による平和より
もむしろ、山川議員がご経験のような人道支援活動などのような地道な
活動をもっと積極的に展開し、平和に資するべきだとのご指摘は私もそ

セキュリティ・クリアランスと
イラク日報問題を考える

きりとり

立憲パートナーズ & 山百合会 登録フォーム

※年間登録料は 500 円です。

□ 立憲パートナーズに登録します。

※立憲パートナーズ登録料500円 ＋ 購読料2,000円=2,500円

□ 機関紙購読会員に登録します。

□ 山川百合子後援会（山百合会）
に登録します。

歳代

※年会費は 500 円です。
※国会見学会、
シンポジウムなど楽しい国政イベントのご案内を
直接、
お送り致します。

〒
年齢層

※よろしければご記入下さい

＊ご希望の項目に 3
（チェック）
を入れて、宛名面に必要事項をご記入の上、
FAX下さい。折り返し、振替依頼書をお送り致します。

お名前

ご住所

FAX：

TEL：

E-mail：

※ご記入事項は個人情報保護法を遵守し、適正に管理いたします。

■ 国政報告会 ■ 国会見学会 ■ 後援会旅行 ■ 交流イベント

ご加入希望のものがあれば、✓を入れて下さい。
ご案内状をお送りします。

ご協力頂けるものがあれば、✓を入れて下さい。
ご連絡させて頂きます。

FAX：０４８
（９２７）
０３５３

■ 自宅（職場）にポスターを貼る ■ SNSでサポートする
■ ミニ集会を開く
■ 集会に参加する

ファクスで送信して下さい。

防衛省の秘密制度は、特定秘密保護法を根拠に4つの秘密区分に分けられてい
ます。
①特定秘密、
②特別防衛秘密、
③省秘、
④注意又は部内限りの順番に指定さ
れ、秘密をそれぞれに指定する根拠、漏洩した場合の罰則、その情報にアクセスで
きる対象者が決められています。
このように情報自体を区分して管理することと、その情報にアクセスすることが
出来る対象者の適正評価、情報公開制度上の開示、不開示の判断基準を組み合わ
せた秘密保全制度をセキュリティ・クリアランスと呼んでいます。
南スーダン日報問題を契機に、昨年8月から陸幕、海幕、空幕管理だった日報デ
ータは統合幕僚監部
（統幕）
で10年間保管され、その後に国立公文書館に移されて
永久保存されることになりました。
実はPKO派遣などの現地部隊からの日報は、上記の①〜④の内、最も軽い④の
「注意」
に指定されていた文書で、
「当該事務に関与する防衛省
職員」
ならばアクセスも可能、一定期間を過ぎると廃棄も可能と
されていた情報でした。
憲法第9条の平和主義を守りながら、若き自衛官を海外派遣
するのであれば、その現地情報が永久保存の対象にならない理
屈は通らないと思います。
米国では、セキュリティ・クリアランスを守らなければ、最悪死
刑判決もあり得る厳しい制度である一方、国家の機密でさえも
国民の財産であるとの考え方から、すべての情報が保管され、
年限が過ぎれば、開示されます。
情報は国民の財産である。情報文書は歴史の証人である。日
本でも、もっと真剣にこの国の公権力が時代の変遷の中で、何を
してきたのかに国民的な関心を向けていかなければならないの
ではないでしょうか。 （by せとけん）

あなたの声を私たちに
聞かせて下さい！

メールや電話、ファックスにて
皆様の声を聞かせて下さい。

国会事務所 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館907号室

03-3581-5111（衆議院代表番号）
048-927-0131
info@yamakawa-yuriko.jp

草加事務所 埼玉県草加市神明1-2-29

048-927-0353
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