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チャンス!
東京を変える

議会改革！
都民の多様な声が届く、ひらかれた都政に

きっぱり！生活者宣言
働きやすい暮らしのまち東京へ

福祉優先のまち
待機児ゼロ！  女性、子ども、高齢者にもっとやさしく

豊洲反対／原発ゼロ
食・住・エネルギー　安全・安心の東京

オリンピック・パラリンピック
負の遺産を許さない！

生
活
者
ネ
ッ
ト
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ー
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7月2日は、東京都議会議員選挙の投票日です。（期日前投票は、6月24日～7月1日）検索東京・生活者ネットワーク
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女性のちから・市民の知恵を都議会に！
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生活者
ネットワークを
応援します

私も応援します

都民ファーストも結
構だが、ごく普通の
都民が都に何を求
めているか、都の未

来にどんな夢を重ねているか、それが
為政者に伝わるまっとうなシステムが
あっての話。それなしに都民ファース
トなんてあり得ない。大政党である必
要はさらさらない。一般都民の声を拾
い上げ反映する真の「都民ファースト
都政」の担い手として、僕は東京・
生活者ネットワークに期待している。

杉田　敦
政治学者／法政大学教授
生活者の立場か
ら、日々 の暮らしの
中にある貧困や差
別といった具体的
な問題を取り上げ、

地道に活動しているのが、東京・生
活者ネットワークです。表面の豊かさ
の裏に、貧弱な防災体制、子ども
の貧困、急速な高齢化などの矛盾
を抱える東京。生活者ネットの出番
です。

三浦まり
上智大学教授
生活者ネットワーク
は、長い間、地域
に根ざした市民参
加の活動を実践
してこられました。

私たちの社会の多様な声を議会に
届けるには、地域に基盤のある信
頼のおける人を送り出すことが必要
です。東京都がすべての人の人権
を尊重し、一人ひとりに寄り添うよう
になるために、生活者ネットワークを
応援します。

古賀茂明
フォーラム４提唱者
東京都の危機は
日本の危機。世界
中で市民の分断
を煽る政治勢力
が増えています。

東京も一歩間違えば、ポピュリズム
に支配されるかもしれません。〈改
革はするが戦争はしない「フォーラ
ム４」の基本理念〉に賛同される「生
活者ネットワーク」の皆さんを応援し
ます。生活者ネットの力で、都政を市
民の手に取り戻しましょう。

都政を変える情報
公開も公文書管理
も、制度をつくる
だけでなく、それ

を実行して組織を変えていかなけ
ればなりません。東京都が都民の
ための組織になるためには、都政
と私たちをつなぐ人が必要です。都
知事にお任せではなく、都政と私た
ちとつなぐ存在として、生活者ネット
に期待しています。

東京都の政治の
主人公は、知事で
はなく都民です。
民主主義と自治

は、市民が創り出します。大規模開
発による「東京改造」で地域を破
壊するのではなく、生活者の暮らし
と環境を守り、格差と差別の解消
に向けた政策を足元から進めてい
くセンスを持つ仲間を送りだしてい
きましょう。

鏡　諭
淑徳大学教授
政治の基本は、暮
らしやすさをいか
に実現し、維持し
ていくのかである。
そのためには、生

活者の視点は最も重要といえる。
今日の社会保障における給付の縮
減と負担の増に対して、市民はど
のように考えているのか、声を上げ
ていく必要がある。皆で議論し、
行動できる生活者ネットワークの皆
さんに期待している。

金子匡良
神奈川大学准教授
政治が生活者の
視点を失うとき、
社会には格差と断
絶が生まれます。
政治が自治の視

点を失うとき、民主主義は形骸化
していきます。政治が弱い者の声
に耳を傾けないとき、上から目線の
国家論が幅をきかせます。そのよう
な今だからこそ、東京・生活者ネッ
トワークの躍進に期待します。

竹村英明
脱原発政治連盟
「緑茶会」代表

いま大きな政治の
変革期。多様化す
る政治のニーズに、
どの政党も応えら

れない状況です。だからこそ、コツ
コツと市民の暮らしの現場から、市
民の声に耳を傾け、政治に反映さ
せる力が求められています。生活者
ネットワークは、まさに、それを実現
する東京の地域政党。候補者全員
の当選をめざし、応援します！

世界ではたった八人
が地球上の下から半
数の資産を持つよう
になった。日本でも中
間層がいなくなり、貧

困層に転落した。大学生の半数が奨学
金がなければ通学できない状態にある。
このような社会を変えていかなければなら
ない。そのためには自主的で自発的な活
動をしていかなければならない。それを実
現しているのが「生活者ネット」の活動では
ないか。彼女たちを「代理人」として議会
に送り出すことは一つの希望だと思う。

伊藤久雄
認定NPO法人まちぽっと理事
「改革者」を名乗っ
て首長になったも
のは、往 に々して暴
君になります。石原
しかり、橋下しかり。

小池知事を生活者の側に繋ぎ止める
ためには、生活者ネット4人の全員当
選がどうしても必要です。豊洲、子
育て・高齢者支援、オリンピック・パ
ラリンピックなど、山積する課題に果
敢に挑戦することを期待します。
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［国立市・国分寺市］ ［杉並区］ ［世田谷区］ ［練馬区］
議会改革を前へ！
変える！一強勢力が暴走するブラック議会から、多様な民意を映す都議会へ

1議員報酬は〈市民の政治活動資金〉に
生活者ネットワークの活動はカンパで支えられています。議員も報酬に応じた
寄付を行い、市民の政治活動に生かします。お金の流れは公開し、政治資金
の透明化をはかっています。

2議員は交代制〈ローテーション〉
生活者ネットワークの議員は、最長でも3期12年で交代します。議員を職業化、
特権化せず、世代交代を進めることで参加の層を広げます。任期を終えた議
員は、市民政治を広げるための活動や地域活動などに、その経験を生かします。

3選挙は〈カンパとボランティア〉で
みんなでお金（カンパ）と、知恵や労力（ボランティア）を出し合い、選挙を行
います。

生活者ネットは実現しました
●都有地活用で民間福祉施設の整備が進む
●認知症グループホームへのＮPO参入が拡大
●子どもの権利擁護の電話相談を改善
●都立小平霊園に樹木墓地開設
●防災計画作成や避難所運営に女性の参加を明記
●若者の自立支援、就労支援が充実

●知的障がい者の庁内雇用の推進
●放射能測定の拡充
●周産期医療の充実
●水銀の使用量削減や廃棄管理の徹底
●議員報酬の減額と費用弁償の全廃
●政務活動費のインターネット公開
●公文書管理条例の制定、など

Chance  ChangeTokyo！

生活者ネットのルール

議会改革！
都民の多様な声が届く、ひらかれた都政に
     ●情報公開を促進し、議会基本条例を制定する
     ●公用車、海外視察を見直し、議員特権を廃止する
     ●自由・人権・平和、立憲デモクラシーを回復する

きっぱり！生活者宣言
働きやすい暮らしのまち東京へ
     ●働き方改革は、ワークライフバランスの推進で
     ●コミュニティビジネスやソーシャルビジネスを支援し、
     　地域に、障がい者や若者の多様な働き方をつくる
     ●シェアリングエコノミー　シェアによるセーフティネットで、
     　支え合い、分かち合う地域社会をつくる

豊洲反対／原発ゼロ
食・住・エネルギー 安全・安心の東京
     ●都市農業を進め、食の安全を脅かす規制緩和に反対する
     ●グリーンインフラで水循環を進め、
        街なかを涼しい風が通る快適な東京をつくる
     ●東京をエネルギー自立都市へ　
        自然エネルギー推進条例を制定する

オリンピック・パラリンピック
負の遺産を許さない！
     ●ハード・インフラ投資偏重から脱し、高齢者、障がい者、子育て世代にやさしい都市づくりを進める

2017東京政策
東京構想2016

受動喫煙防止対策について
豊洲移転は抜本的見直しを

くわしくはこちらから
http://www.seikatsusha.me

http://yourvoice2020.net

いぬねこ殺処分ゼロ

人と動物が
共存できるまちを

つくる2017東京都議会議員選挙

生活者ネットの

提案
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都議会改革を前へ！
公用車・海外視察も特権だ！
□実現した議会改革
●議員報酬20％削減（年間約4億4200万円削減）
●政務活動費10 万円減額（年間約1億5200万円削減）
●政務活動費使途のインターネット公開（2018年から）
●費用弁償の廃止（年間約5000 万円削減）

□まだまだある議員特権！
●海外視察を廃止すれば、約3000 万円の削減効果が見込める。
●公用車の廃止で、人件費を含む経費約2億円が削減できる。
□｢議会基本条例｣を整備し議会を変える！
●問われているのは厳格な二元代表制に向けた都議会改革の遅れだ。
●市民意思の反映を第一義に、議員同士が意見を闘わせ合い条
例の議員提案を行う、討議制民主主義の体現の場へと都議会を
変えていくことこそが必要だ。

福祉優先のまち
待機児ゼロ！ 
女性、子ども、高齢者に もっとやさしく
     ●認知症になっても安心のまち、「看取り」に対応できる
     　地域医療・介護、住まいの確保を促進する
     ●空き家・空き室・空き店舗を活用し、
     　地域福祉の拠点をつくる
     ●子どもの貧困をなくす　　　　　　　　　　
     ●子どものＳＯＳを受け止める
     ●子どもを受動喫煙から守る条例をつくる　　
     ●生きる基本・セーフティネットを確立する


