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�おやつ！

�おさんぽ！

�もっと一緒にいたい！

命をモノのように扱わないで

�絶対、ワンちゃん、ネコちゃ
んの殺処分はやめて！

ジェイの主張

あな
たの
声を

きか
せて
下さ
い



もうホント、
いい加減にしてほしい

ワクチンを打ちたくても、電話
はつながらないし、日本語がわ
からなくてネットの予約もとれ
ていない。そのうち夫がコロナ
陽性になってしまった。

（外国人・女性）

虐待家庭で育ち、医療や福祉に
繋がれないまま孤立。体を売っ
て生きてきた。誰も助けてくれ
なかったし、他に方法もなかっ
た。同じような境遇の知人がコ
ロナ禍で自殺。男女賃金格差
をなくし、女性が個人として自
立できる政治にしてほしい。

（30 代・女性）

医療従事者の多くは、すでに限界ま
で頑張っている。低酸素の状態で苦
しんでいる人を入院させることもで
きず本当に辛い。こんな災害時に、
五輪やるのはどうかしてる。

（医師・女性）

自分も子どももコロナで仕事
やバイトがなくなって収入が
減り、大学の学費が払えず本
当に困った。お金の心配なく
学べるようにしてほしい。

（大学生の父親）

協力金は 5 月分がまだ出て
いない。予約が入ったときだ
け店を開けているが、もう限
界だ。コロナに無策の政権
は即刻退場してほしい。

( 居酒屋店主・男性 )

お金の心配なく
学べるように

災害時に
五輪やってる
場合ですか

　無策の政権
即刻退場を

誰も助けて
くれなかった日本語わからず

ワクチン打てない

ケアや医療から
無視される恐怖
昨日、コロナと告知され自宅療
養に。まだ 保 健 所から何の連
絡もなく… 完全にケアや医療か

ら無視されている恐怖。
「 軽 症 」 とは 名 ばかりで、

今 も 倦 怠 感 と味 覚
障害で苦しんでる。

（30 代・女性）

菅首相の政権投げ出しは、「こんな政治はもう我慢ならな
い」という国民の世論と運動に追い詰められた結果です。
無為無策のコロナ対応、辺野古基地建設強行や日本学術
会議への人事介入など無法な強権政治、数々の「政治と
カネ」をめぐる事件など、破たんしたのは安倍・菅政治そ
のもの。自民・公明の枠内では、誰が新しい顔になっても、
このゆきづまりを打開することはできません。

コロナ失政、強権政治、腐敗政治
今度こそ、自公政治を終わらせましょう

先の都議選では、「都営住宅

の民営化」 を公約に掲 げた

日本維新の会。国政では自

公政治を補完する勢力です。

日本維新の会自公政治
を補完

9 年間続いた安倍・菅政権。気が
ついてみれば、日本はどの分野で
も、世界の主要な国々から大きく
立ち遅れてしまっています。

自公政権の下で
世界から取り残される日本

経済  117位
政治  147位

ドイツイギリス フランス日本

120 位

最低賃金ランキング 年間の労働時間 国立大学初年度納付金

ジェンダー・ギャップ指数
アイスランドで実証実験

人口あたりの検査数

出典：OECD 2020 年

出典：世界経済フォーラム（World Economic 
Forum：WEF）2021 年出典：Worldmeter, September12, 2021

学費働き方賃金

PCR 検査 男女格差

1 位 オーストラリア 12.9ドル

3 位 フランス 12.2ドル

4 位 ドイツ 12.0ドル

5 位 ニュージーランド 11.8ドル

8 位 イギリス 11.1ドル

10 位 アイルランド 10.3ドル

14 位 日本 8.2 ドル

2021
時間

1697
時間

1652
時間

1425
時間

給与はそのままで

「週4日」労働

日本では長時間労働が当たり前。
一 方、アイスランドでは 政 府 が
2015 年から 4 年間行った「週 4
日労働」実証実験で、生産性向
上、労働者のストレス軽減など、
大きな効果があがっています。

教育  92位
健康  65位

分野別
では

156 ヵ国中
日本は総合

143位

日本

（2020年）

ドイツ 3.7万円

（2017年）

フランス 2.3万円

（2020年）

日本 82 万円



あなたの痛みを
政治に届ける
ジェンダー規範からくる、多様性の排除、沈黙と抑圧。

でも、私は黙らない。

言葉にして聞かせてくれたあなたとともに、

今も孤独のなかで声をあげられずに苦しんでいるあなたとともに、

暴力も差別も許さない政治を、

切り拓いていく。

私たちの未来に、分断はいらない。

共に生きていく。

誰も置き去りにしない社会を。

池内 さおり

LGBTQ（性的少数者）

の人権を守る
性差別・性暴力
の根絶を

当選後、初めての国会質問で
性的少数者の人権問題をとり
あげた。人を好きになるとい
う気持ちに変わりはないのに
同性愛というだけで無理解や
強い偏見にあい、苦しむ当事
者の声を紹介し「あらゆる差
別を許さない社会を」と訴え。

女子高生の性を売り物にする
「JK ビジネス」やアダルトビ

デオへの出演を強要された被
害女性の実態を告発し、性暴
力の根絶を迫る。この質問で
担当大臣に、「被害者に寄り
添った効果的な方法をつくり
上げたい」と答弁させた。

ジェンダー平等社会の
実現を提唱

国会
で

コロナから暮らしと営業守れ

人として生きる権利の保障を
シングルマザーや非正規労働者、外国人。苦労
を抱えて生きる人々の声に耳を傾け、誰もが生
きる権利を保障される社会をめざしている。

長引く休業要請で追いつめられる居酒屋店主、
医療現場の最前線で働く看護師らと懇談し、政
府や自治体へ、コロナから暮らしを守れと要請。

一人ひとりの声に
耳を澄ませて

地域
から

衆院予算委員会での初質問　＝2015年3月5日



私たちが変える

現状に満足しない人々の行動が
世界と日本を動かしています

市民と野党の共闘で
いまこそ政権交代

どうすれば政治や暮らしは変わるのでしょうか。これまで歴史を変えてきたの
は、いつもより良く生きたいと願う人々の声です。声をあげること、足を一歩
踏み出し行動すること―それが新しい世界を切り拓く力ではないでしょうか。

9 月 8 日、「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市
民連合」と野党 4 党が政権めざす共通政策に合意しました。

セクハラや性暴力に "No!" の

意志を示す「#MeToo」（私も）

のハッシュタグ。勇気ある告

発が社会のありようを変える。

黒人に対する暴力や構造的な

人種差別の撤廃を訴える「ブ

ラック・ライブズ・マター」は人

権擁護の国際的運動に発展。

グレタさんが危機打開を呼び

かけた「未来のための金曜日」

（Fridays for Future）の運動

が世界に広がっています。

気候危機 #MeToo 人権

いま 12 区で広がる
市民と野党の共闘

共通政策に合意した市民連
合と、日本共産党・志位和
夫委員長、立憲民主党・枝
野幸男代表、社民党・福島
瑞穂党首、れいわ新選組・
山本太郎代表

インターネット動画番組

情熱 12 区

Check it!

さあ、選挙に行こう
あなたの投じる一票が政治を動かします

東 京 12 区 は、 北 区 全 域・ 足 立 区
西部・豊島区東部・板橋区の一部
にまたがる選挙区です。

前回の総選挙では東京 12 区で、池
内さおりが自公連立の候補にあと
一歩まで迫りました。政治を動かす
のは、あなた。「どうせ変わらない」
とあきらめないで。東京 12 区の結果

2017 年
総選挙

自公候補

棄権 池内
さおり

その他
無効票

おさんぽ？



カラフルな政治を

● 医療・介護・障害福祉・保育など
「ケア」労働の待遇を改善

● 最低賃金時給 1500 円、雇用は
正社員に

● 消費税 5% への緊急減税

● 資産増の富裕層、大企業には 
応分の税負担を

● 石炭火力の計画的な廃止

● 再生エネルギー普及で、温室効果
ガスを 2030 年までに 50 ～ 60%
削減

● 原発再稼働ストップ。原発ゼロの
実現

● 核兵器禁止条約の署名・批准を

● 辺野古新基地工事ストップ、普天
間基地の無条件返還

● 「米国いいなり」やめ、自主・
自立の平和外交へ

● 臨時の医療施設と医師・看護師の
確保、医療機関への減収補填を

● ワクチンの迅速実施と大規模検査

● 営業と生活が立ち行く補償と支援を

● 危険な低空飛行
の羽田新ルート
をやめさせます

● 男女の賃金格差をなくす

● 選択的夫婦別姓制度の実現。
同性婚を認める法改正

● 性暴力の根絶

● 政治分野のジェンダー平等推進

なにより、いのち
ぶれずに、つらぬく

ジェンダー平等の
日本をつくる

気候危機打開
地球環境を守る

9条生かした
平和日本を

新型コロナから
命と暮らしを守る

池内さおりと
いっしょにつくろう

灰色の政治は

もうゴメン！



池内さおりは

なぜフェミニストになったのか

　なぜコミュニストになったのか

ほっと一息つけるのは、家で
愛犬のボストンテリア、ジェ
イと過ごす至福の時間。

歴史や国を越え、暴力や差
別に抗して闘う市民を描い
た映画がお気に入り！

愛犬は「ジェイ」 映画が大好き

PROFILE

1982 年松山市生まれ。中央大学法学部卒。2014 年、衆院比例で
初当選し、刑法改正、ジェンダー平等、LGBTQ など人権問題に
取り組む。17 年総選挙では東京 12 区で惜しくも議席に届かず。
現在、党中央委員、党都常任委員・ジェンダー平等委員会責任者。

女性や子どもを「下に見る」風土の中
で、ひとり身を粉にして働く母の姿に
心を痛めて育つ。女の子だから進学さ
せなくて良いという意見が親族内でも
強い中、母に背中を押されて大学へ進
学。

女だからとあきらめる
人生にはしたくない

「高学費、非正規雇用、ジェンダー差
別などの政治のゆがみを人生のゆがみ
にさせたくない。個人の対等な尊厳が
輝く社会をつくりたい」という思いを胸
に政治の道へ。

誰も置き去りにしない
社会をめざして

大 学で、 日 本 共 産 党の学
生党員に出会う。その真面
目さ、 真 剣さ、 正 義 感 … 
本気で関 わり成長し合う、
得がたい友人に。その友人
の紹介で知った、侵略戦争

理不尽な圧力に屈しない
生き方に出会った

に反対した党員作家・小林多喜二の生涯に衝
撃を受け、21 歳で日本共産党に入党。

池内さおりさんを推薦します

12 区から勝ち抜き
政権交代実現を

野党の政策協定も実現し、い
よいよ自公政権の存続を許す
のか、政権交代を実現するの
かの選択の時が来ました。東
京 12 区は池内さんが野党と
市民の候補者です。何として
も勝ち抜いて国会でみんなの
ために働いてもらいたいと思
います。

市民連合
法政大学教授

山口 二郎

あなたの声を聴き
行動する人

池内さんは何度も現場に足を運び、少女
や女性たちの声を聴き、痛みを分かち合い、
現状を変えるため行動してきました。差別
や暴力のない社会をつくるため、国政に必
要な存在です！

初めての市民と野党の共闘で、何としても
民主政治を取り戻したい今、本気の政治
家、池内さおりさんに夢を託しましょう！
みんなで選挙に参加して。

女子高生サポート
センターColabo代表 仁藤 夢乃

池内さんに
夢を託しましょう
ソーシャルコミュニティ
めぐりや 橋本 弥寿子

北区
区議会議員（立憲民主党）

佐藤 ありつね
北区
区議会議員（立憲民主党）

うすい 愛子
北区
区議会議員（新社会党）

福田 光一
足立区
区議会議員（無所属）

土屋 のりこ
豊島区
区議会議員（立憲民主党）

古堺 としひと 
豊島区
区議会議員（立憲民主党）

川瀬 さなえ
板橋区
区議会議員（社民党）

五十嵐 やす子

黄色の車がめじる
しです！

ぜひ手を振ってく
ださい！
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わたしたちの居場所がここにある

池内さおりにもっとアクセス！

池内さおりラジオ
コミュニストは
フェミニスト
隔週土曜の21時に
新しいエピソードを配信

※事務所では感染防止対策を徹底していますが、写真撮影時のみ、短時間マスクを外しています。

池内さおりラジオ

池内さおりチャンネル
YouTube

活動予定などの情報をお知らせします

公式アカウント

日本共産党衆議院東京 12 区・池内さおり事務所の見解を紹介します。

ご意見・ご要望をお寄せ下さい　池内さおり事務所  TEL 5939-6581  FAX -5939-6582

比例代表は、
候補者名で書くと
無効になります。

衆院選は2回
投票します
【選挙制度解説】

小選挙区は「候補者名」で投票1
回
目

2
回
目 比例代表は「政党名」で投票

衆議院議員

笠井 亮

私たちも、池内さんと
ともにがんばります

※池内さおりは、比例代表と重複予定候補です。

衆議院議員

宮本 徹
党中央地区副委員長

細野 真理
党都副委員長・医師

谷川智行
吉良・山添事務所事務局長

坂井和歌子

衆院比例
予定候補

（東京ブロック）

北区赤羽にあるTokyo12Hausは「みんなでつくる
みんなの事務所」。ここから情報を発信しています。


