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電機産業で働く者の代表として

ミライを語ろう！
電機産業で働く者の代表として、職場の想いを正面で受け止め、その想い
を届けつづけている3人の政治顧問。参議院議員としての任期が6年目に
なり国会での存在感がますます高まる石上議員、組織内議員として初の女性
国会議員となった矢田議員、2年前の衆院選で初当選を果たした新鋭・浅野
議員を迎え、今取り組んでいる政策をはじめ、働く方々の生活をもっと豊か
にするために今何をするべきかを語り合いました。
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矢田わか子

野中孝泰

国民民主党 参議院議員。大阪府大
阪市出身。松下電器労働組合中央
執行委員、パナソニックグループ労働
組合連合会副中央執行委員長を経
て、2016年に初当選。所属委員会
は、内閣委員会、決算委員会 ほか。
1962年生まれ、福岡県出身。松下
電 器 労 働 組 合 連 合 会（ 現パナソ
ニックグループ労働組合連合会）
副中央執行委員長、電機連合副中
央 執 行 委 員 長・書 記 長を歴 任 、
2016年より現職。

電機連合 政治顧問

浅野さとし

石上としお
国民民主党 衆議院議員。東京都八
王子市出身。
日立製作所労働組合研
究所支部執行委員、大畠章宏衆議
院議員秘書を経て、2017年に初当
選。所属委員会は、経済産業委員会、
原子力問題調査特別委員会 ほか。

国民民主党 参議院議員。新潟県柏
崎市出身。東芝労働組合副中央執
行委員長、東芝グループ労働組合連
合会副会長などを経て、2013年に初
当選。所属委員会は、経済産業委員
会、ODA特別委員会 ほか。

電機連合 政治顧問

統一地方選・参院選︱
変革の年 初心を新たに

つはやりたいことがあります︒ひとつ

明けましておめでとうございま

野中

は子どもに凧揚げを体験させてあげる

野中

みなさん︑正月の過ごし方はさ

なっている庭木の手入れです︵笑︶︒

こと︒もうひとつは最近サボリがちに

す︒本年もよろしくお願いします︒

わたしたち働く者のために日々奔走

していただいている三顧問にとって︑

お正月は骨休めができる貴重な時間か
と思います︒

することは多くはないですが︑そんな

いているので︑正月に家族全員で帰省

のは多くて年に2回です︒妻も娘も働

石上

が︑議員になった時の初心と現状はい

は議員として迎える6度目の正月です

すタイミングでもあります︒石上さん

気持ちを新たにしたり︑初心を思い返

いうのが共通点ですね︒さて︑正月は

まざまですが︑ご家庭でゆっくり︑と

時は家でゆっくり過ごすようにしてい

かがでしょうか？

わたしが地元・新潟に帰省する

ます︒

石上

この5年半はあっという間でし

野中

た︒とにかく︑働く方々や今の生活に

矢田さんはおせち料理を自分で
作ると聞いていますが？

込めて黒豆の煮物やごまめ︵田作り︶︑

せ んが︑﹁ ま め に 働 く ﹂ と い う 意 味 を

重箱すべてを埋めるほどは作っていま

矢田

国会で伝える機会は多くありました︒

いただきました︒みなさんの生の声を

ローガンを掲げてスタートを切らせて

で 聴 く ︒ 全 力 で 届 け る ︒﹂ と い う ス

て改善をしようと︑その一心で﹁全力

苦労されている方々の声を国政に伝え

あとは﹁先の見通しがよくなる﹂とい

それでもすぐに改善されることは難し

はい︒国会議員になってからは

うことでレンコンの煮物などはなるべ

く︑根気強く何度も伝えることで︑よ

うやく一歩前進するというケースがほ

く自分で作るようにしています︒もと

もと料理が趣味で︑作っている間は素

さを感じています︒

な仕事ですが︑伝え続けることの大切

とんどです︒たしかに粘り強さが必要

年末年始といえば︑街宣活動や

の自分に戻れる解放感がありますね︒
浅野

地元のあいさつ回りが中心ですが︑じ
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電機連合 政治顧問
中央執行委員長

矢田

法律改正でも予算審議の場でも︑

野中

当然ではありますが︑電機連合
万人の思いを背負い︑議

二人の姿です︒当選前の約束通り︑本

の声を真摯に国会に届け続けているお

国会でわたしが見てきたのは︑組合員

させていただきました︒この一年間︑

選挙中は組合の執行部の立場から応援

浅野

た︒労働組合であれば︑賃金を上げた

る﹂という一点であるということでし

には﹁生活者の暮らしをより良くす

国会議員としてめざす方向は︑最終的

それは︑労働組合としてめざす方向と︑

をしたときに思ったことがあります︒

石上

わたしは経済産業委員会で活動

3
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わたしたちのような働く者︑国民の声
はなかなか届かないのが現状です︒そ
の半面︑現場の声を大切にされる国会
議員の方々もいらっしゃると感じます︒
委員会での発言ばかりが注目されます
が︑各省庁の方々に個別に訴えていく
という手法も学びました︒今は︑わた
したちの政策の実現のためにはどう動
けばいいのかということを常に意識し
て︑あらゆる方法を模索しているとこ
ろです︒
の組合員約

当に︑わたしたちのために懸命に訴え

り労働条件の改善︑地域の生活環境の

員バッジを付けるという重責があると

一番新しく国会議員になられた

てきてくれていたんだなと︑当時のお

改善のために地域の議員と連携します︒

野中

二人に対する期待感を思い返し︑とて

同じように︑国会議員は各省庁と連携
野中

思います︒

も感動しました︒わたし自身︑現場の

を図り︑世の中にあるルールを時代に

未来への見通しがよくなり始めた事例

国会議員に挑戦することを決断

声を届ける︑組合員が安心して働ける

沿ったかたちに変え︑新しい仕組みを

などはありますか？

わたしは石上さんと矢田さんの

環境をつくるんだというモチベーショ

つくる︒突き詰めれば︑みなさんの暮

さに電機産業がかかわるＩＴ︑ＩｏＴ

質疑で感じた
伝えることの重要性

ンで挑戦しましたが︑初心に立ち返り︑

らしをより良くするという共通の目的
浅野

技術を世の中にどう生かしていくのか

職場の声を国政にぶつけて︑

3人で連携を取りながら実現に向けて

にたどり着きます︒そのために︑覚悟

していますが︑2018年はＳｏｃｉ

という論議です︒たとえば︑地方の医

はじめとする第4次産業革命が大きな

がんばらなければいけないとあらため

を持って国政と向き合わなければいけ

ｅｔｙ5・0︵ソサエティ５・０︶を

テーマとして取り上げられました︒ま

て思います︒

ないと考えています︒

浅野さんはどうでしょう？
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れば医師不足の問題を軽減できるので

こうした医療現場にＩＴ技術を導入す

師不足が深刻な問題になっています︒

このように一つひとつ改善していきた

いるからこそ気づける不完全な部分を︑

地域や現場に︑実際に足を踏み入れて

た結果︑改善の兆しが見えてきました︒

踏み出すことにつながります︒

が上がるようになれば︑解決に向けて

で︑わたし以外の議員からも次第に声

じますが︑石上さんはどのように思っ

い続けることの大切さをあらためて感

野中 ﹁現場・現物・現実﹂そして言

いと思います︒
わたしは昨年の通常国会では

はと考えていますが︑そのためには行

矢田

政支援が必要です︒そこで︑当時の経
済産業大臣︑厚生労働大臣に対して︑
経産省と厚労省の連携の欠陥を指摘し

部で︑隠れ待機児童が実は多く潜んで

まり︑表に出ている待機児童の数は一

てカウントされていませんでした︒つ

のお子さんは︑これまで待機児童とし

ません︒しかし︑育休を延長した家庭

に入れなければ期間を延長する他あり

が大勢います︒育休を取っても保育園

お子さんを入れられずに困っている方

問題です︒ご存じのとおり︑保育園に

野党として担う役割です︒さらに︑電

る部分にもその議論を反映させるのが

に控える政省令との連携や細則を決め

とによって法は決まりますが︑その後

質問して︑それに対して答弁させるこ

法案の条文ごとに一つひとつ取り上げ︑

つだと考えています︒また︑出てくる

態を知っていただくことも役割のひと

野党として︑他の議員の方々に今の実

石上

ていますか？

いたのです︒実態値を把握しなければ︑

機連合の政策・制度実現に向けた要求

矢田さんがおっしゃったように︑

予算がつくわけがありません︒そのこ

方針についても発言し︑電機産業で働

テーブルに乗せることも意識していま

とを当時の厚生労働大臣に訴えたとこ
野中

く方たちの支援のための予算を審議の

ベビーシッターの補助制度の実

入れないためにやむを得ず育休を延長

す︒あらゆるところからクサビを打ち

みなさんとともに︑職場で起き

というのが実感です︒

込み︑少しずつですが前に進めてきた

態は知りませんでした︒
矢田

た︒また︑ベビーシッターの補助制度
についても﹁3000人以上﹂という

会議員の中にもこういった実態を把握

野中

ている問題︑企業や産業で起きている

問題を正面から受け止め︑国政の場で

すから︑各省庁の大臣にお伝えするこ

企業の枠で一律の補助金しか出ません︒
万人の企業でも同額の補助で

されていない人は実に多くいます︒で
業でも

問題を知っていただくために発言する

伝えていただけているということをあ

問題︑または地域を回って見聞きした
についても︑少子化担当大臣や厚生労

ことも重要なんです︒みなさんに同じ

は︑従業員を支えきれません︒こちら
働大臣に訴えたことにより︑改善に向

らためて感じました︒

とも大事ですが︑周囲の国会議員にも

これには無理があります︒3万人の企

委員長だけではありません︒国

した方もカウントするようになりまし

ろ︑2018年の4月から︑保育園に

その中で手応えを感じたのが待機児童

回の質疑に立たせていただきましたが︑

25

ように問題意識を持っていただくこと

けて動き始めているところです︒
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国会で初めて〝ＩｏＴ〟を
取り上げた石上議員

がっていると感じます︒たとえば︑今

みなさんの存在感が高まる予感がしま

野中

たとえば︑マイナンバーを利用して医

対して︑医療現場の無駄を省くこと︒

政の中で膨らみつづける社会保障費に

石上

子力に不安を持つ方もいますが︑安全

うひとつは︑エネルギー問題です︒原

野中

ミックス﹂という政策を掲げている電

めた提案をするのは﹁電源別ベスト

は限界があります︒そこで︑電機産業

クスとしてこれまで取り上げてきまし

浅野

社会をつくり上げていくため︑電機産

人口動態です︒その中で︑持続可能な

年々減少するという︑世界に類のない

5
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あまりそういう認識はなかった

石上

後はデータが価値を生み出す時代にな

て価値が生まれます︒活用シーンの例

のですが︑周りの議員さんにも言われ

はまだ耳慣れなかったかもしれません

をあげると︑家庭の電気量を測るス

りますが︑データそのものに価値はあ

が︑ＣＥＳという世界最大の家電見本

マートメーターのデータを分析すれば

て︑ああ︑そうだったんだ︑と︵笑︶︒
として︑ぜひ紹介したいことがありま
市では当たり前のように行き交うワー

各家庭のライフスタイルに合わせた

りません︒それをどう生かすかによっ

す︒実は国会で初めて〝ＩｏＴ〟とい
ドでした︒電機産業にかかわる者とし

ＩｏＴというワードは︑当時の日本で

うワードを使ったのが石上さんなんで

サービスを創出できる可能性がありま

石上さんの大きな功績のひとつ

す︒
ては当然のように使っていたのですが︑
も っ と 自 慢 し て く だ さ い よ！
になり︑論議が始まったのならとても

わたしが構想していることはふ

す︒

野中
︵笑︶
うれしいと思います︒

すが︑今後どのようなシーンで電機産

療費分析を行えば︑重複した治療費や

たつあります︒ひとつは︑枯渇する財

業が社会に貢献できるとお考えでしょ

薬代を抑制することになり︑財政支出

ひとつが人口減少︑ひいては労働力人

性を追求した施設整備や廃炉に至るま

のスリム化につながると思います︒も

口の減少です︒日本は戦後の高度成長

でのプロセスを︑省エネ・再エネも含

老朽化したインフラの対応は急がれる

年︑

橋︑建物などのインフラを整えてきま

期を経て︑

年をかけて道路や

今︑日本が抱える最大の問題の

うか？

そういった意味では︑ますます

矢田

それを国会で発言することがきっかけ

浅野

日本は自然災害が多いだけに︑
した︒しかし︑それらは次第に老朽化

機産業だと︑最近強く思います︒
年︑

生かしていきたいですね︒第4次産業

しており︑今再び

改築しなければなりません︒世の中の

日本は〝超〟がつく高齢社会を

のセンサーやＩｏＴなどといった技術

たが︑議論すればするほど︑電機産業

業としてＩｏＴや第4次産業革命をう

迎え︑それを支える生産年齢人口が

を使って︑補修工事が必要なタイミン

が社会に貢献するチャンスは大きく広

チェックする目を〝ヒト〟に頼るのに

革命についてはいかがでしょうか？

60

労働力人口が減少する中で︑それらを

50

グを計ることも可能だと思います︒

第4次産業革命はメイントピッ

野中

事案です︒その際にわれわれの技術を

60

年をかけて

50
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第4次産業革命の進展により︑

野中

電機連合では第7次産業政策に

野中

り︑就業構造も変わるでしょう︒変化

確かにその通りです︒そういっ

というものはいつでも不安が付きまと

石上

命が進んだ先の社会や技術革新を想定

うものですが︑働くみなさんのために

まく融合すれば希望を見い出すことが

したうえで︑働き方や人材育成の方向

産業の壁がなくなり︑産業構造が変わ

性を検討しているところです︒この政

着手しています︒今は︑第4次産業革

浅野

た訴えを続けなければいけません︒

うのは︑美辞麗句ばかりで︑斬新さや

も︑ぜひ協力いただきたいです︒

できそうですね︒
浅野

策についても︑みなさんの今後の活動

1︶と声高に宣言した政府ですが︑企

﹁コネクテッドインダストリーズ﹂︵※

石上

ひとつです︒民家に設置されたソー

ル・パワープラントという考えもその

問題を取り上げましたが︑バーチャ

す︒たとえば︑矢田さんがエネルギー

ので︑ぜひ参考にさせていただきます︒

切り開いていくのがわれわれの仕事な

産業の向かう先が定まれば︑その道を

石上

経済産業省の資料を見てよく思

ています︒日本ももっと加速していか
夢がないんです︒そこを埋めるのはわ

の参考にしていただければと思います︒

世界はもうその方向に動き出し

ないといけません︒
たしたちの役目なのかなと考えていま

業と連携がとれていません︒日本政策

ラー発電や蓄電池︑ＥＶの電池︑地域

スピード感は課題のひとつです︒

投資銀行のアンケートでは︑4割近く

に点在するさまざまなエネルギーをＩ

もちろんです︒電機連合︑電機

が﹁そんな政策知らない﹂と答えてい

Ｔの力で連動させて︑バーチャルな発

いきたいと思います︒

提案は今後より力を入れて取り組んで

給できるかもしれません︒そういった

を最小化して安定してエネルギーを供

電所として機能させることで︑リスク

ます︒
※１ コネクテッドインダストリーズ 2017
年3月︑政府が発表しためざすべき産業の
在り方︒

スピード感を持って推進できな

電機産業出身のわたしたちが
電機産業の可能性を訴える
野中

ＩｏＴやＡＩという言葉ひとつ

い障壁は何なのでしょうか？
矢田

とっても︑深く理解している人がどれ
ほどいるのだろうかと疑問に感じます︒
電機産業出身のわたしたちが︑電機産
業の技術︑商品︑可能性を︑もっと各
省庁や国会議員に訴えなければ︑彼ら
に﹁技術革新はもうここまで来てい
る﹂﹁ こ の 分 野 に 投 資 を す れ ば グ ロ ー
バルに戦える﹂と意識づけできないの
だろうと思います︒
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働く者として︑2018年の大

いった新しい要素を十分な審議もせず

制や高度プロフェッショナル制度と

のはずなのに︑まったく逆の裁量労働

ん︒さらに︑労働者の権利保護の法律

タンを掛け違えた印象が拭い切れませ

題がありました︒入り口の段階からボ

数字にこだわるのではなく︑根本的な

の是正﹂を第一義にするべきなので︑

には反対です︒何よりも﹁長時間労働

すが︑﹁ 1 0 0 時 間 ﹂ に こ だ わ る こ と

キャップをはめる措置自体には賛成で

対して100時間というところで

動の延長でもあるので︑時間外労働に

※2 附帯決議 政府が法律を執行するにあたっ
ての留意事項を示したもの︒法的効力は
ない︒

帯決議︵※2︶を付けられましたね︒

からこそ歯がゆいのですが︑今回は附

になります︒現場を知っている立場だ

浅野

それが本当に民意に基づくものならば

し切られる法案は少なくありません︒

矢田

てから初めて罰則付きの時間外労働の

7
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問題残る働き方改革法
附帯決議で申し送り
野中
きなトピックになったのが働き方改革
関連法案でした︒しかし︑複数ある法
案の一つひとつが重要なのに︑最終的
には1本にまとめた論議になり︑

おっしゃる通り︑それぞれの法

﹁荒っぽい﹂印象を持ちました︒
矢田
案は趣旨が違うにもかかわらず︑束ね

に無理やり入れ込もうとしたことも問

課題解決が必要だと思います︒

て審議し採決を取ろうとしたことに問

題です︒本当に働く者の声に耳を傾け

かりとチェックできるかも課題ですね︒

問題ありませんが︑働き方改革しかり︑

たのか︑常に疑義を訴えてきましたが︑

そのことを後回しにして︑法律を成立

項目の附帯決議は︑組合活

動への申し送りとも考えているので︑

に付けた

すことに問題がある場合︑わたしたち

闘争で会社側と働き方を協議するとき

まさにその通りで︑数の力で押

させることを目的とした与党の対応は︑

ＩＲ法案しかり︑このまま世の中に出

は附帯決議を付けます︒ここにはまだ

には必ず役立つものになります︒附帯

労働監督行政が上限規制をしっ

浅野

非常に大きな問題だったと思います︒

明確な回答は得られませんでした︒

これだけ重要な法案を提出するにあ

われわれは︑成立したら終わりではな

欠陥がある︑こういう注意点があると

決議そのものの注目度は低いかもしれ

わたしも矢田さんと同意見です︒

たって実態を把握していなかったとい

く︑これから野党の行政監視機能を果

いうことを書き添えるのは︑立法府の

ませんが︑これを機にぜひ決議文を読

う事実も︑大きな問題です︒

たしていかなければなりません︒

責任においてやらなければならないこ

んで活用いただければと思います︒

一方で︑労働基準法が制定され

野中

とだと思っています︒働き方改革法案

石上

上限規制が設定されたのは画期的なこ

と思いますが︑そうなると与党が有利

国会は最終的には多数決になる

とでした︒長時間労働の是正は組合活

47

見もバラバラです︒それをぶつけ合う

いる地域によって環境は異なるので意

する責任があり︑だからこそ︑住んで

じですね︒われわれ3人は衆参で分か

衆 議 院 ﹂﹁ 熟 議 の 参 議 院 ﹂ と い っ た 感

ら︑わたしの認識としては﹁機動性の

けるのも参議院が多いんです︒ですか

という特長があります︒附帯決議を付

度とは別物と考えるのが当然ですが︑

であるならば︑これまでの技能実習制

すと︑前者だと答えられました︒そう

どちらが目的なのかを政府に問いただ

め諸外国に広げるハブを担う政策か︒

入口の衆議院
出口の参議院
のが衆議院なので﹁言論の府﹂と表現

中身を見れば技能実習制度と変わらな

することもあります︒

社会の制度が現場に大きな影響

れているので︑お互い連携をとって

い︒現在︑

万人くらいの技能実習生

やっていきたいと思います︒

野中

参議院は6年間解散がないので︑

の方がいますが︑使い勝手のいい労働

力ととらえて︑時給400円で働かせ

たり︑時間外労働が百数時間に及んで
野中

また︑社会保障費が膨張する中で︑外

たうえで次のフェーズに進むべきです︒

上あります︒そういった実態を検証し

じっくり腰を落ち着かせて議論できる

矢田

を与えることから︑わたしたちはもっ
と政治に目を向ける必要がありますね︒
法律を決めるプロセスのなかで︑衆議
院と参議院の役割の違いについての解
説をお願いします︒

結論を急ぎすぎた
外国人労働者問題

要性が各省庁で課題に上がったとき︑

したいと思います︒労働力不足の問題

国人労働者とその家族の方々をどうサ

是正勧告を受ける企業が1000社以

各省庁に紐づく審議会に諮問され︑課

に対して︑最近は外国人労働者が注目

ポートするかという議論も必要です︒

時代に沿ったルールづくりの必

題の解決方法が文章として表され︑法

されています︒これについての課題と

石上

というかたちでわたしたちの元に届き

は何でしょうか︒

社会政策についても意見交換を

ます︒果たして成立させるべきかの議

んと機能していくのかを細部にわたっ

方︑参議院は︑法律として社会できち

に認識してもらうのが衆議院です︒一

をつかみ︑課題を浮き彫りにして国民

の衆議院﹂といわれています︒全体像

から議論します︒このことから﹁入口

るので︑国民の代表として幅広い観点

ず衆議院は︑各地域から選出されてい

違った角度で議論をしていきます︒ま

彼らが日本でも安心して働ける︑暮ら

らにも家族があり︑人生があります︒

ないと思う場面が散見されました︒彼

人労働者を単なる労働力としか見てい

し︑2018年の臨時国会では︑外国

け入れる必要性は感じています︒しか

しているので︑より多くの労働者を受

どの企業も近年は人材確保に大変苦労

け入れている事業所は多くあります︒

に限っても︑外国人の技能実習生を受

浅野

の議論を重ね︑最終的に外国人の労働

さまざまな角度で検証した積み上げ式

ができるかもしれません︒そういった

高くなれば︑人手不足を解消すること

商品の販売単価を上げることで賃金も

極端に減っているのか︒もしかすると︑

の活躍が増える今︑果たしてそこまで

が減ったといいますが︑女性やシニア

の5年間で450万人の生産年齢人口

把握する必要がありますね︒政府はこ

石上

策を講じる前に︑実態を正しく

て議論します︒衆議院を通過しても附

者に頼るという結論に行き着くのなら

わたしの拠点としている茨城県

帯決議を付けることができる役割があ

せる環境整備まで含めた議論が必要な

論の場において︑衆議院と参議院は

り︑
﹁出口の参議院﹂ともいわれます︒

いいのですが︑乱暴に﹁とにかく外国

安や弊害が生じるのだと思います︒

人﹂という結論に結びつけるから︑不

のではないかと感じます︒
衆議院は︑より世論を反映した
矢田

浅野

院であるとされています︒国民は今ど

それとも日本の技能を東南アジアはじ

単なる労働力不足を補う政策か︑

のような意見を持っているのかを代弁
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社会保障問題は
根本的な論議が必要
す︒根本的な議論をしなければ︑立ち

軽減につながりますね︒健康保険組合

出が減るわけですから︑財政への負担

野中

神の欠如なのではないかと考えていま

を辿ると﹁ワン・フォー・オール﹂精

分断︑野党内での分断があり︑根っこ

浅野

政治の観点でいうと︑与野党の

行かなくなるときが本当に来てしまい

の財政も拠出金が大きな割合を占め

す︒また︑小選挙区制度導入以降︑目

プローチが有効だと思うんです︒電機

るよりも︑健康寿命を延ばすというア

が ︑ わたしは給付額にばかり目を向け

付を減らす議論などがされています

方︑出すお金を減らすには社会保険給

費増税などの税制改革が必要です︒一

のどちらかです︒入るお金としては消

を増やす﹂か﹁出すお金を減らす﹂か

中が分断されることはどこかで火種が

ると思います︒いずれにしても︑国の

も政治から心が離れる要因になってい

なくても暮らしていける︑という認識

のも一因でしょう︒また︑政治に頼ら

やっているんだ﹂とあきれられている

見 え 方 の 問 題 も あ り ま す が ︑﹁ 何 を

政治への関心の低さを反映しています︒

石上

に伝えて前に進める︒その繰り返しだ

課題を感じているのかを認識し︑国政

ていただき︑日頃どのようなところに

をはじめ︑生活者の方々と会話をさせ

石上

が大切だと思います︒

ことを組合員︑職場に伝えていくこと

めざすためにも︑国会で起こっている

の声が届くような真に開かれた政治を

9
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国民が健康でいれば医療費の支

ます︒

る ため︑現役世代の健康づくりの活動

国民民主党内でもこの論議が進

野中

の前の選挙にエネルギーを注ぎ込むよ

矢田さんから社会保障のお話が

にお金が回らないといいます︒こう

野中
んでいると伺っていますが？

うになり︑大衆迎合的な政策をメディ

出ましたが︑職場のみなさんは持続可

いったことも一つひとつ議論を積み上

アコントロールによって届ける傾向が

能な社会保障制度には強い関心を持っ

げて推進していっていただければと思

強まりました︒選挙に勝つことは大事

国民民主党には社会保障調査会

矢田

います︒

ています︒
があり︑負担と受益のバランスを整備

本当に難しい問題です︒社会保

石上
した政策を打ち出す予定です︒そもそ

ければならないのではないでしょうか︒

野党も包摂するような政治をめざさな

ですが︑同時に将来を見据えて与党も

障費は年間約120兆円かかるといい

新しい時代の幕開け
それぞれの挑戦

も消費増税は︑半分は財政健全化︑も

兆円も増える半面︑

う半分は社会保障の充実という方針で︑

ますが︑2040年には190兆円に
なる見通しです︒

わたしは︑職場と国会︑政治と

矢田

格差の是正も第一義的な目標でした︒

組合員をもっとつなげたいと思ってい

しかし︑政府が打ち出したのは幼児教

ます︒日本は民主主義の国だと信じて

生産年齢人口は減っていくという矛盾

いましたが︑国民の声が国会の中まで

海外に目を向けると分断社会が

ありません︒国がひとつにまとまるか

届くことは少ないのが実態です︒数の

野中

るよりも︑まずは保育園にも入れない

は︑ある意味政治のリーダーシップに

育無償化︒富裕層も含めた無償化をす
待機児童問題の解決を優先するべきだ

もよりますが︑今︑日本の政治は︑民

が生じています︒もう目をそらすこと
のできない時期に来たにもかかわらず︑
いまだに政府は﹁給付を抑制する﹂の
一辺倒で︑目先の対応に終始していま

という意見も出ています︒

力で押し通すような政治が本来の意味

産業の持つ技術がヘルスケアの分野で

上がっているからです︒国民のみなさ

と思います︒今後も全力で聴き︑全力

で民主主義と言えるでしょうか︒国民

貢献できる可能性は十分にあります

んに注目していただき︑きちんと方向

で届ける︑という政治スタンスを常に

財源を確保するには﹁入るお金

し ︑ 国会だけでなく︑産業界と連携し

付けできる活動を心がけ︑愚直にやり

忘れず活動していきます︒

浅野

ながら議論しなければいけないと思い

続けることが重要だと思っています︒

基本はとにかく職場のみなさん

ます︒

現在の投票率の低さは︑国民の

主性が失われているようにも感じます︒

目につきます︒日本も対岸の火事では

70
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に︑電機産業としてもさまざまな変化

が変わる年です︒新しい時代の幕開け

浅野

意をお聞かせください︒

のような年にしたいか︑みなさんの決

野中

みなさんが幸せな暮らしを送れるよう

機産業で働くみなさん︑地域で暮らす

間の議員とも連携した活動を続け︑電

た︑統一地方選挙に挑まれる多くの仲

信念をもって取り組んでいきます︒ま

らしを良くしたいという一心のもと︑

思っています︒とにかくみなさんの暮

事を引き続き担わせていただきたいと

矢田

ばっていただきたいと思います︒

んには引き続き︑組合員のためにがん

を実現するために︑何としても石上さ

業委員会所属でともに電機産業の政策

め上げる兄貴分として︑また︑経済産

きます︒これからの国民民主党をまと

ん︑議員からの信頼の厚さは本当に驚

つの時代が終わり︑まさに新しい時代

木々は文化や経済の象徴であり︑ひと

た 状 態 ︒ 逆に︑﹁ 亥 ﹂ は ま だ 種 が 芽 吹

味は︑生長した植物が整然と生い茂っ

支 の 最 後 に あ た る 年 で す ︒﹁ 己 ﹂ の 意

野中

ています︒

ろをこれからも追っていきたいと思っ

勝負の年となる2019年︒ど

が起こりはじめる一年になるのではな
力を合わせていきたいと思います︒わ

いますが︑同僚はもとより︑与野党を

の萌芽を迎える年になると期待してい

つちのと

さ︑公正さを持ち合わされた姿が多く

今の政治家に求められる実直さ︑正直

ました︒

ます︒本日はどうもありがとうござい

いていない状態をいいます︒生長した

い

２０１９年は己亥と書き︑十二

つちのと い

いでしょうか︒わたしとしてはきちん
たしもみなさんへのご支援︑応援を全

超えて石上ファンは本当に多いんです︒

の共感を呼ぶのだと思います︒何十万

2019年は何といっても元号

と現場の声を届け︑ルールに反映でき
力でさせていただきます︒
野中

当選以来ずっとお世話になって

るようにしていきたいと思います︒そ

く ︑ 実 直 な 人 ︒﹁ 全 力 で 聴 く ︒ 全 力 で

人もの負託を受けて活動する政治家と

して︑わたし自身がもう一皮むける一

届 ける︒﹂ と い う こ と を 足 元 か ら や り

して石上さんは〝こうありたい〟と思

末を持ち込めず︑紙の資料であふれて

あります︒みんなでともに挑み︑必ず

人の総力︑組織力が問われる戦いでも

大きな転換点となる年に︑新し

石上さんは議員からの信頼も厚

矢田

続け︑そこに共感する仲間がたくさん

う鑑でもあります︒そういう先輩の後

年にしたいと思っています︒

い理念を打ち出すことが必要だと思い

います︒この選挙は非常に厳しくなる

います︒国会そのものが変わる節目に

願いを実らせたいと思います︒
浅野

かがみ

ます︒政治は古い世界のままできてい

と予想されていますが︑電機連合

万

ます︒議場にはスマホやタブレット端

なればいいなと思います︒また︑統一

させてもらいましたが︑人柄はもちろ

地方選挙と参議院議員選挙が重なる政
治決戦の年でもありますが︑壊れた民

すぐそばで石上さんの活動を見

主主義を立て直し︑国民に主権が戻る
スタートの年にしたいと思います︒ま
た︑わたし自身は各組合から十数本の
政策提言をいただいており︑社会を変

参議院議員選挙に再び挑戦させ

えるパートナーとして国会でがんばり
ます︒
石上

ていただけることに感謝しています︒
ぜひみなさんの思いを国政に届ける仕
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