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まっとうな政治。

宮城県連合体制
力を合わせて
ボトムアップの政治を！

衆議院議員
立憲民主党宮城県第 1区総支部長岡本あき子

岡本あき子の活動にご協力ください！

1964年8月生まれ。仙台向山幼稚園卒園、青森、秋田、会津などで過ごす。
宮城県第二女子高（現仙台二華高）、東北大学卒業。NTT（株）社員、仙台市議会議員を経て、
第48回衆議院選挙で初当選。
現在、衆議院内閣委員、東日本大震災復興特別委員、立憲民主党政調会長補佐、
内閣部会事務局長、子ども・子育てプロジェクトチーム事務局長、立憲民主党
宮城県連合代表。超党派旧優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連
盟事務局次長。趣味：テニス、空手、スポーツ観戦

　平成から新しい時代に変わる年となりました。日頃からのご支援に心から感
謝申し上げます。
　昨年の国会はまさに「異常」の連続。政府による●調査データの改ざん　●根拠
資料が嘘と隠ぺい　●答弁も虚偽、にもかかわらず強行採決。一強政権のもと
に国会の矜持さえも失っています。さらにまた新たな統計調査の改ざん・隠ぺ
いが発覚しました。
　官邸主導の「今だけ、金だけ、自分だけ」の政治から、『まっとうな政治』へ。
また憲法改定、消費税増税など、国民の生活と子どもたちの未来に大きく影響
を及ぼす重要な課題にも立ち向かいます。
　新しい時代に対し、★介護や保育士など福祉職、現業や非正規などの所得
格差の是正　★中小企業・地域経済を守り抜く　★子どもの育ちを全力支援
　★専守防衛の徹底など誰も置き去りにしない社会を創ります。

誰も置き去りにしない社会へ！

発行元 立憲民主党宮城県第1区総支部（兼 宮城県連合・東北ブロック連絡所）
〒980-0802 仙台市青葉区二日町2-1-4F TEL.022-393-7761 FAX.022-393-7236
okamotoakiko.sendai@gmail.com
太白事務所：〒982-0011 仙台市太白区長町4-4-29-1F

　岡本事務所では岡本あき子の活動にご協力いただける皆さん
を募集しています。ご協力いただける方は右のチェック項目に
マークし、お手数ではございますが事務所までご返信ください。

□ 岡本あき子に友人を紹介できる
□ 岡本あき子のポスターを掲示できる（室内・室外）
□ 岡本あき子とお茶会をひらける
□ ボランティアでお手伝いができる
□ お住まいの地域のイベント情報を提供できる
□ ご近所に本ニュースをポスティングできる
□ 岡本あき子に寄附することができる

022-393-7236岡本あき子事務所FAX番号

●下記内容をご記入下さい。

お名前

TEL. （　　　　　　）

FAX.

ご住所　〒

E-mail.

ご職業（　　　　　　）

198回通常国会のポイン
ト

消費税増税は、地域経済に大ダメージ
　消費税増税よりも法人税や金融資産課税を公正にし、格差是正を図る
ことが先。賃上げ以上に社会保険料等の負担増など、可処分所得が
十分に増えない
現状は、消費税
を上げられる環境
ではない。
　安倍内閣の看
板政策である「増
税による幼児教育
無 償 化」よりも
「保育所・学童保
育の待機児童解
消と質の確保」を
優先すべき。

勤労統計の不正・隠ぺいの徹底追及
　国民生活・経済ほか、あらゆる政策判断の基
礎となるもの。他の統計も合わせ隠ぺいや政策
判断を歪める政府の姿勢に喝！！

改憲目的の憲法改定に反対
　立憲民主党の基本姿勢は、「あらゆる国家権
力は憲法によって制約、拘束される」という立
憲主義を貫く立場。時の権力者による改憲が目
的化した議論には乗らない。集団的自衛権の行
使を、解釈容認する安倍総理9条改憲案は、「こ
れまでの専守防衛の考えから逸脱し、米軍とと
もに海外で武力行使することに歯止めがきかな
くなる」と考え反対。

※2018年9月10日　現職に加え、仙台市議会議員選挙に新人3名を党公認に決定しました。

副代表
衆議院議員

阿久津幸彦
あくつ  ゆきひこ

副代表
県議会議員
【青葉区】

遊佐美由紀
ゆさ　みゆき

幹事長
選挙対策委員長
第２区総支部長
【宮城野区・若林区
・泉区】

鎌田さゆり
かまた　さゆり

幹事長代理
組織団体委員長
仙台市議会議員
【青葉区】

村上一彦
むらかみ  かずひこ

政調会長
青年局長
県議会議員
【気仙沼・本吉区】

境　恒春
さかい  つねはる

財政委員長
ジェンダー平等推進
本部長
仙台市議会議員
【青葉区】

佐藤わか子
さとう  わかこ

広報委員長
青年局副局長
公認予定候補者
【仙台市泉区】

細野たかし
ほその　たかし

組織団体副委員長
青年局副局長
公認予定候補者
【仙台市太白区】

貞宗けんじ
さだむね　けんじ

県連事務局長
公認予定候補者
【仙台市宮城野区】

山下　純
やました　じゅん

代表
衆議院議員
【青葉区・太白区】

岡本あき子
おかもと　あきこ

子どもの笑顔が
輝くまちへ

誰も置き去りに
しない社会へ

地域にやさしい
福祉のまちに
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世帯実収入 可処分所得 非消費支出 総務省「家計調査」
を基に作成

2人以上勤労世帯の収入と支出（農林水産業を除く）
〔収入・所得額〕 〔非消費支出〕

消費税 5→8％へ



　当事者をはじめ関係団体、支援団体、弁護団などからヒアリングを行い、旧優生保護法に基づく優生手術等の問題について、
超党派による議員立法で法案を作成中。主な内容は、

●「われわれは、真摯に反省し、心から深くおわびする」と前文に盛り
込む
●国として誠実に対応することを記し、被害者に一時金を支給する
●一時金の対象者は手術を受けた本人。なるべく幅広いケースを救済
●一時金支給権利の認定は、都道府県を通じて、厚生労働省に置か
れる「認定審査会」に請求する

など。障がい者差別を反省し、本法律の一日も早い成立を待っている方々のためにも、早期に国会提出をめざす。

「障がい」などを理由とする強制不妊手術被害者への
「おわびと一時金支給の基本方針」をとりまとめ（超党派議員連盟事務局次長：岡本あき子）

子ども・子育てプロジェクトで政策立案（事務局長：岡本あき子）
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岡本あき子の提言

　「立憲民主党子ども・子育てプロジェクトチーム」は、昨年３３回開催、８月には立憲民
主党の「子ども・子育て政策集（就学児前編）」を取りまとめた。

　●保育所・学童保育待機児童解決と質の確保　　●児童虐待ゼロへ
　●産後ケアセンターの設置推進　　●格差社会の固定化の解消
　●ひとり親家庭支援　　●仕事と家庭の両立支援　　●保育士の月給5万円アップ

など、当事者、有識者、各省庁や関係団体などからヒアリングを重ね、議論を積み上げ
た成果。特に、産後ケアセンターは「まちなかの実家」としてママと赤ちゃんがゆったり
と過ごしながら、新たな生活に移行できるよう、議員
立法（共同提案者：岡本あき子）を策定。現在継続審
議案件となっている。
　「子ども・子育て」は大きなテーマ。子どもを中心
に「家庭・地域・行政・教育」がしっかりとつながるよう、
今後も学齢期・若者と議論を深めていく。

写真で見る2018年後半

国会活動
　第196回は予算委員会、
第197回は内閣委員会・
復興特別委員会に所属。こ
れからも国民目線で全力を
尽くします。

地域活動
　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
報告を行っています。また、
NPO・ボランティアなどの
地域活動も積極的に行って
います。

郡和子仙台市長から要望を受けました

子ども・子育てPTは33回を数え、タウン
ミーティングも開催

仙台では常に街頭活動

平成最後、天皇陛下主催の園遊会にお招
きいただきました

収穫した野菜で美味しいピザ！！

各種勉強会、フォーラムでも積極的に発言

「学童保育の基準緩和の中止を求める要望書」
を厚生労働副大臣に申し入れ

太白区坪沼地区で野菜を収穫

内閣委員会で質問

1格差是正を前面に掲げ、2016年米国大統領選挙の民主
党候補選びで若者の圧倒的支持を集めたサンダース上院
議員との会談。若者と政治、格差と貧困、気候変動、中
国及び北朝鮮情勢について意見交換。サンダース氏は
「支持を集めたカギは国民の声に寄り添い、若者の学費
負担問題をしっかり受け止めたこと」と語り、本来の民主
主義を取り戻すことが重要との認識を共有。
2国立公文書記録管理局（NARA）は、①公文書の保管基
準の判断②管理・監査③市民への情報公開、の管理監
督権限を持つ独立機関。公文書の改ざんが大問題となっ
た日本にとって学ぶことが多く、立憲民主党は帰国後「公
文書記録管理院設置推進法案」を提出。
3共和党・民主党の多くの国会議員とも面談。アジア情勢・
TPP・日米同盟など率直な意見を交換。

1

3
2

「強い者だけがより強く」よりも
「暮らしの底上げで幸福が実感できる」経済を経済

保育・介護・現業職の処遇改善により地元で働き続けられる社会へ
地産地消と地元優先発注で農業・中小企業支援
子育て・年金・介護の安心など社会政策を経済政策へ
ICT・AIなど地元で次世代・新事業を徹底応援

誰も置き去りにしない社会
～すべての人に居場所と出番を～

人材

奨学金拡充や雇用のミスマッチ・非正規労働の処遇改善など若者を支援
未来への投資で、子ども・子育て政策へ重点特化
女性・障がい者・高齢者・LGBTなど多様性を認める共生社会へ

ふるさとを愛し、
「平成」の次の時代も戦争のない日本へ

地域と
平和

いのちの源である食・里山・海を守る農林水産業の強化
地域の足と必要な地域医療の確保
立憲主義に基づく民主主義を貫く
専守防衛に徹して日本と平和を守る

大企業
富裕層

中小企業
中間層

零細企業
庶民層

アベノミクスの問題点

中小企業・
地域の
生活者に
直接支援

大企業／富裕層のみが優遇

内部保留
446兆円

人件費に回らず
6年連続過去 最高

（2017年度
  法人企業統計）

立憲民主党訪米団に参加


