総選挙特集

コロナ禍で苦しむ国民
の怒りの声に追い詰めら
れ︑菅義偉首相が政権を

す初めてのたたかいとな

ります︒
提言書では︑野党各党

に共通政策を﹁実行する

政権の実現をめざすこと

を求める﹂と明記︒志位
政府が２０３０年ま

さ
ん

Ｆｒｉｄａｙｓ Ｆｏｒ
Ｆｕｔｕｒｅ Ｋｙｏｔｏ
代表

寺島美羽
年比︶
︒ 年にＣＯ２ゼ

球環境問題が入ったの

野党の共通政策に地

のです︒

と緊急性を増している

動が今までよりもずっ

する中︑思い切った行

たオンライン・タウン

都１区予定候補を招い

穀田恵二衆院議員・京

を訴え︑日本共産党の

﹁立憲野党で政権交代﹂

市民連合を立ち上げ︑

同人を中心に京都１区

問に真伨に答えられ︑

穀田さんは参加者の質

ウンミーティングでは︑

穀田さんだけです︒タ

中で︑１区の候補者は

的に応援できる野党の

トの結果︑現在︑政策

は歓迎ですが︑数値目

でに温室効果ガスの削

ロの目標はあっても︑

委員長は︑﹁市民と野党の

安保法制の廃止をはじ
標がないのが残念︒共

め政策も一致点が多く︑
産党がだした﹁２０３

命を守る新しい政権へ

の地球温暖化対策推進

京都市の環境審議会

温暖化の原因であるこ

にて︑人間活動が地球

ル︶第 六 次 評 価 報 告 書

に関する政府間パネ

た︑
ＩＰＣＣ
︵気候変動

要だと感じています︒

よくしていくことが必

困をなくし︑暮らしを

開と同時に︑格差と貧

ます︒私も気候危機打

ており︑大事だと思い

改革を具体的に提案し

すべき時に五輪を強行

ロナ対策に全力を尽く

には嘘をつき続け︑コ

制度を作ることが大事

とりの生活を保障する

化を考えると︑一人ひ

コロナ禍や社会の変

ました︒

し︑感染爆発を招きま

給付金を配るなど︑手

だと痛感しています︒

厚い生活保障制度が必

した︒市民の怒りで辞

総選挙が近づく中︑

要です︒野党連合政権

社会保障制度を維持・

市民連合が野党と共通

実現へ︑無党派層への

任に追い込まれたのだ

政策で合意しました︒

呼びかけを強め︑支持

拡充しつつ︑定期的に

早く立憲野党で候補者

女性に対する性暴力根

成立させるとともに︑

６

権力の私物化を
許さず︑公平で
透明な行政を実
現する

する︒

に取り組みたいですね︒

を一本化し︑１区で勝

齢︑障がいなどによる

政党の枠を超えた選挙

差別を許さないために

利したいと思います︒

の拡充により︑石炭火

京都の市民連合﹁ユ

力から脱却し︑原発の

選択的夫婦別姓制度や

エネルギー転換を軸

絶に向けた法整備を進

ＬＧＢＴ平等法などを

としたイノベーション

自然災害から命とく

雇用制度などに関する

ざす視点から家族制度︑

ジェンダー平等をめ

ついて︑真相究明を行

た権力私物化の疑惑に

倍︑菅政権の下で起き

を見る会疑惑など︑安

森友・加計問題︑桜

らしを守る政治の実現︒

法律を見直すとともに︑

める︒

農林水産業への支援

日本学術会議の会員

を強め︑食料安全保障

の対人サービスへの公

意思決定の場における

を見直し︑公正な公務

内閣人事局のあり方

任命する︒

女性の過少代表を解消

員人事を確立する︒

同数化︵パリテ︶を推進

するため︑議員間男女

政治をはじめとした

を同会議の推薦通りに

う︒

を確保する︒

５

ジェンダー視点
に基づいた自由
で公平な社会の
実現

ジェンダー︑人種︑年

的支援を拡充する︒

保育︑教育︑介護など

産業を育成する︒

と地域における新たな

する︒

ない脱炭素社会を追求

野党への政策アンケー

立憲野党で政権交代を

ナイトきょうと﹂の賛

と思います︒

ケ・サクラなどの疑惑

本当に良い集いになり

ミーティング等を開催

目標達成のための具体

危機に対する課題意識

省エネ・再エネをすす
める社会システムの大

の政策的﹁旗印﹂が示さ

委員会の委員に入り︑

とに疑う余地がないこ

所得︑法人︑資産の税

菅政権は︑モリ・カ

してきました︒

的な道筋が見えませ

ロと言われても中身も

が低すぎます︒

年比︶

０戦略﹂ではＣＯ２

％︵

としたことに落胆しま

ん︒国も京都市も気候

減目標を

政策的旗印が立派に立っ
年にＣＯ２ゼ

ぶ安倍・菅自公政治に対
重みもない︒このまま

％削減︑脱炭素︑

した︒

する総決算︑チェンジの
では私たち若者の未来

若者の未来守るために

今年８月に公表され

審判を下す選挙︒提言に

はそのチェンジの重要な

政策がしっかり盛り込ま

れている﹂と強調しまし

れたことに︑府内の幅広

６日に開かれた令和３

とが明らかになりまし

は守れない︒

い市民から期待と歓迎の

年度第１回会議で発言

希望ある未来のために︑

護について公的支援を

た︒異常気象︑それに

拡充し︑子育て世代や
若者への社会的投資の

制︑および社会保険料

充実を図る︒
失業などの打撃を受け

負担を見直し︑消費税

再生可能エネルギー

４ 地球環境を守る
エネルギー転換
と地域分散型経
済システムへの
移行

の再分配を強化する︒

た低所得層や中間層へ

平な税制を実現し︑ま

負担を強化するなど公

減税を行い︑富裕層の

た人や企業を救うた

教育︑医療︑保育︑介

活を送れるよう︑
住宅︑

誰もが人間らしい生

なくす︒

り︑ワーキングプアを

ランスの処遇改善によ

や非正規雇用・フリー

最低賃金の引き上げ

３ 格差と貧困を是
正する

行う︒

め︑万全の財政支援を

コロナ禍による倒産︑

急ぐ︒

とするエッセンシャル

Ｏ２削減目標は国より
％以上﹂︵

境を破壊する沖縄辺野

ワーカーの待遇改善を

政治を変えたい︒
も低い﹁

野党共通政策の提言
バー参加に向け努力す
る︒
安保法制︑特定秘密

古での新基地建設を中

地元合意もなく︑環
保護法︑共謀罪法など

医療従事者をはじめ

進める︒

衆衛生の整備を迅速に

策を転換し︑医療・公

従来の医療費削減政

２ 科学的知見に基
づく新型コロナ
ウイルス対策の
強化

止する︒

１ 憲法に基づく政
治の回復

50

伴う自然災害が深刻化

しました︒京都市のＣ

た︒

〜

た︒総選挙は９年間に及

総選挙をたたかう共通の

50

投げ出しました︒日本共
産党︑立憲民主党︑社民
党︑れいわ新選組の野党
４党と﹁安保法制の廃止
と立憲主義の回復を求め
る市民連合﹂
は８日︑
目前
に迫る総選挙で自公政権
を倒し︑命を守る新しい
政権の実現を目指す野党
共産・志位和夫委員長︑

共通政策︵別掲︶に合意︒
立民・枝野幸男代表︑社
民・福島瑞穂党首︑れい
わ・山本太郎代表が共通

13

声が寄せられています︒

13

藤井悦子さ ん

京都１区市民連合呼びかけ人、
アジェンダプロジェクト

60
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50

の法律の違憲部分を廃
止し︑コロナ禍に乗じ
平和憲法の精神に基

た憲法改悪に反対する︒
づき︑総合的な安全保
障の手段を追求し︑ア
ジアにおける平和の創
出のためにあらゆる外
交努力を行う︒
核兵器禁止条約の批
准をめざし︑まずは締
約国会議へのオブザー
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政策の提言書に署名しま
した︒総選挙で日本共産
党を含む野党各党が野党
第１党を含めて共通政策
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総選挙で勝利し︑新しい政治を実現しよ
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京都民報
㈱京都民報社

40

京都民報Web⒡www.kyoto-minpo.net
発行所／〒604‑0003 京都市中京区衣棚通夷川上ル吉田ビル ☎075(256)0901／㉙075(223)2033 ⒪kyoto-minpo＠nifty.com

９月号外
2021年

週
刊

外
号
（1962年３月８日第３種郵便物認可）

（１） ２０２１年９月

市民と野党の共闘で政権交代を目指
す 歴 史 的 総 選 挙 が 目 前 で す︒ ４野 党 と
﹁ 市 民 連 合 ﹂が 共 通 政 策 で 合 意︵ ８ 日 ︶
し︑新しい政治への﹁旗印﹂が示された
も と で︑ ど う 選 挙 戦 を た た か う の か ︱
﹁本気の共闘﹂への課題や京都での選挙
協 力 の 現 状 な ど に つ い て︑ 日 本 共 産 党
京都府委員会の渡辺和俊委員長に聞き
ました︒

同時に︑
自民党は
﹁い
の間の国政選挙にはな

が合意したことは︑こ

実現をめざす﹂と４党
の合意をつくりあげ︑

挙協力について前向き

かに行い︑
政権協力︑選

が必要である︒同時に︑

の本部間の協議と合意

協力は︑それぞれの党

らない﹂︵泉健太府連会

れに応じることには至

が﹁現時点では申し入

党へ﹂と強く呼びかけ

ある﹂﹁比例は日本共産

には﹁あなたには２票

得で︑わが党は比例で

すれば︑８５０万票獲

率でシミュレーション

クしますね︒
よいよ共産党が政権取

議席以上獲得でき︑

たいです︒

策合意という新しい局

しかし︑４野党の政

挙の共産党獲得議席

です︒２０１４年総選

ち︑比例選出は１７６

衆院定数４６５のう

れば︑国会はもっと面

党になります︒そうな

立憲民主党に次ぐ第３

らも﹁次期衆議院選挙

席のうち

出︒２０１７年は

議
都でも野党共闘を﹂の

も届いており︑京都で

挙 協 力 の 要 請 ﹂︵ ７ 日 ︶

での当選はいずれも沖

選 出 で し た︵ 小 選 挙 区

５の衆院定数のうち２

その通りです︒４６

はなく︑﹁閣外協力﹂も

は﹁閣内協力﹂だけで

﹁政権協力﹂について

これに対して︑同党

議を申し入れました︒

京都府連に︑政党間協

月４日︑立憲民主党

力します︒

きるよう︑いっそう努

も政党間協議を開始で

のみ︶︒

縄１区・赤嶺政賢さん

﹁ドント方式﹂で各党に

議席配分する仕組みで

３区や６区では︑

交代・野党連合政権実

気度の証であり︑政権

党の熱意と真剣さ︑本

﹁８５０万票︑ ％以上﹂

全国の比例得票目標は

例して議席に実ります︒

えば︑ほぼ得票率に比

﹁共産党﹂と書いてもら

が︑府民の中に広がっ

たわが党への深い信頼

党の共闘﹂を貫いてき

の首長選で﹁市民と野

闘を守った共産党︑府

２０１７年総選挙で共

と逆流が持ち込まれた

りも︑野党の中に分断

られます︒それは何よ

は共産党﹂と訴えてお

の支持者も含め︑﹁比例

ていた方や︑他の野党

以前は自民党を支持し

登場された保守の方々︑

この間︑京都民報に

格段に進みます︒

白くなり︑野党共闘は

面 の も と で︑市 民 連 合

ています︒

長︶と述べ︑今日に至っ
を進めるべく︑協議開

京都段階でも話し合い
始を呼びかける﹂と表

本気の共闘の体制をつ
くるために力をつくす﹂

かった画期的な前進で
と表明しました︒

明しました︒
その後︑学術会議会

における立憲野党の選

議席が比例選
振るう菅内閣のもと

のうち
で︑多くの府民から﹁京

﹁ユナイトきょうと﹂か
勝ち︑野党が過半数を

員任命拒否など強権を
獲得する可能性が出て

選
｢挙協力 と｣ 政｢権協力 ｣

﹁政党間の協議を速や

す︒
志位和夫委員長は︑

りに乗り出す︒なんと
しても阻止しなけれ
ば ﹂︵ 京 都 ６ 区 候 補 ︶と
危機感をあらわにして
います︒激しい選挙に
なるでしょう︒
野党の
〝本気度〟
が

きます︒この
﹁選挙協力﹂

声が上がり︑
私たちは︑

議席が比例

伝わるには︑﹁選挙協
力﹂と﹁政権協力﹂

には︑政党間協議が必

こうしたもとで︑
野党共闘は今後どう

が欠かせませんね

８９は小選挙区選出で

ありえます︒志位委員

ブロックに分けて
す︒前回２０１７年総

要です︒

進みますか

﹁実行する政権
目指す﹂と合意
政策の面で﹁与党＋

すので︑多少誤差は出

﹁小選挙区候補がい

現の大義に立つ提起で

ますが︑全国どこでも

ないとたたかいにく

す︒

共闘への本気度の証
長は︑﹁協力の形態は協

よい﹂︵第３回中央委員

い﹂との意見もあり

以上︶です︒直近の２０

躍進のチャンスです︒

ている証拠です︒比例

知事選をはじめ︑京都
会 総 会 ︶と 明 確 に 述 べ

ます

切にして決めていけば

ています︒政権協力の

万票︑ ％

統一戦線の力で議会の

１９年参院選比例得票

︵京都は﹁

多数を獲得して連合政

単独政権ではなく︑
京都では必ず全小選

権を目指す︒これが︑わ

て野党に投票すること

挙区で候補者を立てて

が党綱領の一貫した方

区・６区は検討中﹂と

人の候補者を決め︑﹁３

せて︑﹁市民と野党の共

に﹂という主張と合わ

穀田氏を野党統一候補

という発信は︑﹁１区・

﹁３・６区は検討中﹂

けにはいきません︒

だけは例外﹂というわ

課題となった今︑﹁京都

を担う野党共闘が現実

針です︒共産党が一翼

たせたいですね

１区で穀田さんを勝

今度は︑小選挙区の

比例躍進とともに︑

その際︑﹁他の野党の

闘﹂に対する日本共産

法政大学教授は﹁誰も

重要になってきます

代表選挙がますます

そうすると︑比例

す︒有権者のみなさん

議席を伸ばす主舞台で

例代表選挙こそ共産党

なしにかかわらず︑比

小選挙区候補のある

の野党の国会共闘はも

ライン演説会︶
︒この間

ました
︵８・ 京都オン

田必勝﹂を訴えてくれ

統一候補﹂と︑﹁１区穀

が認める事実上の野党

ね

比
｢例は共産党 が｣主舞台

みなさんに︑１区では
穀田議員を野党統一候
補とすることを強く求
める﹂とともに︑﹁１区
をはじめ野党間の選挙

市民連合の山口二郎

発表しました︒

ができます︒
すれば︑自・公に打ち

きたので︑その気持ち

こそ︑有権者は安心し

姿をあらかじめ示して

議のなかで一致点を大

％

の得票率
︵比例︶
なのに︑

選挙で自民党は︑

＋野党﹂の二極対決の

％の議席を占有した︒
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