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参院本会議より

政治 で救える
いのち がある。

自分らしく
輝ける社会を

国会質問

230回
（2019 年 5 月末時点）

「セクハラが
女性差別だという
認識があるのか」
2019/5/8

本会議

「財源と言うなら

アベノミクスで

もうけている人にこそ

負担してもらうべきだ」

動画はこちら

▲

共産党が提言

なぜ、女性に個性や
自己表現が認められず、
自由に出歩く権利が
制限されるのか。
悪いのは加害者であって、
被害者ではありません。
人権侵害であるハラスメントを
明確に禁止する法改正を
強く求めます。

2019/2/7

予算委員会

「過労死した医師の
遺族の声を
直接聞いたのか」
2019/3/14

ジェンダー平等社会 

1 （性差による差別のない社会）
を推進します。
2

かなり画期的 かも

同志社大学教授

岡野八代 さん

この提言、かなり画期的かもなんです。

社会のあらゆる場面で
ハラスメントに苦しむ人をなくします。

4

えっ、共産党が？ と
わたしの偏見だったかもと反省ですが、

高い国保料が支払えず、
医療にかかれなかった 『手遅れ死』。

「本来なら

性暴力を許さない社会をつくります。

3
もっと詳しく



ＬＧＢＴ／ＳＯＧＩに関する差別の
ない社会をつくります。

5

素晴らしい驚きの決断だと思う。

厚生労働委員会

在日外国人の権利を守り、
ヘイトスピーチを根絶します。

救えたはずの命
ではないか」

2019/2/7

予算委員会

「弱いものいじめはゆるさない」
国会に送っていただいて６年…府民の願いを国会に届けてきました。
２期目の国会へ送っていただき、消費税の増税中止、国保料の大幅値下げ、

原点は、いのちの尊さ。
● 明るく、メゲない
1960年 福 島 県 の 西 会 津 生ま

● 看護師は天職

子育て応援、学費値下げ、原発ゼロ、何としてもやらせてください。

倉林明子

● 赤ちゃんを救え

と決意するも金 銭 面で断 念。

もある」の言葉に励まされて政

の危険がある中、幼い頃から

学費の安い京都市立看護短大

治の世界へ。初質問は「赤ちゃ

農作業、家事と一家の働き手。

へ。食事や歩行…患者さんの

んを救え」とNICU（新生児集中

旅 館でア ル バイトしながら、

変化が嬉しく、そのお手伝い

（1994 年
治療室）の増床を要求

学費も生活費も自らまかなう。

ができる看護師は自他ともに

12 月府議会）して実現。以来、

認める天職。

議員歴は 25 年に。

2019 年 6 月号外

Webまんが

「医者になって、おらが治す」 「政治家になって助けられる命

れ。兄と妹、弟が弱視で失明

発行 : 日本共産党京都府委員会
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日本共産党京都府委員会は、以上の見解を発表しました。

倉林明子
参議院議員 京都選挙区

く

倉林明子が
サクッとわかる！

JCPサポーター・ボランティア募集 !

ら

ば

や

し

あ

き

こ

プロフィール 1960 年福島県西会津生まれ。看護師11年。京都府議1期、京都市議 5 期。
京都医療労働組合連合会役員、京都府看護協会会員委員、党京都市会議員団幹事長などを
歴任。2013年7月参議院京都選挙区で当選。党中央委員。
倉林明子
2016年8月以降、厚生労働委員会、行政監視委員会に所属。

7
参議院
月

選挙

希望ある政治を京都から

希望ある政治を京都から

安倍政治にサヨナラ

国政

参院京都 日本共産党の議席があってこそ

でも

倉林明子

草の根のみなさんの声を、安倍政権にぶつけ、
国政を動かしてきた 6 年間―。

麻生大臣
あやまる

消費税

2016 年 3 月 財政金融委員会

福島出身の思いこめ

「差し押さえ」ストップ10万件

原発質問 54 回
➡ 委員会が一変

滞納した消費税を分納できる制度の周知徹底を迫り、麻生
副総理・財務大臣から「すべての窓口で周知されていないの
は、こちらの落ち度」との答弁を引き出しました（2016 年 3 月
財政金融委員会）
。質問の翌日から税務署の窓口にリーフレット

われわれの
落ち度でした

が置かれ、これまでに10 万件以上の分納が認められました。

員
アッコ議

高すぎる国保料（税）が
命をうばう

安倍首相
認める

「本来なら救えたはずの命では
（高すぎる国保料）

構造的
問題がある
2019 年 2 月 参院予算委員会

ないか」
。保険証を取り上げら
れた滞納者の「手遅れ死」の
実態を安倍首相に突きつけ、
高すぎる国保料の引き下げを
要求。（2019 年 2 月 予算委員会）

消費税増税の中止

くらしに希望を
3つの提案

1
2
3

痛み感じ
ないのか

あっては
ならないこと

かった経済産業委員会。倉林議員

タ改ざんを追及。野党共闘の力で裁

は高浜原発の避難訓練を示し、
「住

量労働制の拡大を削除させました。

死から何を学んだのか」と涙で声を詰まらせ

そして、
「原発ゼロ法案」を野党共

5

野党・会派の
党首合意

にいてくれるから働く者の命が守れると心強
く思いました。

梶川憲
（京都総評議長）
さん

京都の代表 府民の声を国政に届ける

年金の過少支給問題を追及。

●保
 育所のブロック塀改修の

るよう税制改正を実現しました。

市民連合と13 項目「共通政策」

5月29日参院議員会館
（
「しんぶん赤旗」提供）

●西
 日本豪雨、台風、地震…

でも税率は10%でなく5%とな

参議院1人区で一本化

は撤回せよ」
「電通の高橋まつりさんの過労自
て迫った。あの質疑を聞いて、この人が国会

同で提案へ。

2018 年知事選挙で市民と日本共産党が共同、福山和人弁
護士が 44.1% の得票を獲得する大善戦。
5 月 19 日の事務所びらきには、知事選の中心を担った方々、
統一地方選で奮闘された無党派市民の方々が参加。市民の
みなさんとの共同が大きく広がっています。

「遺族の会に会って説明できないような法案

の声を委員会に持ち込みました。

年金の過少支給を改善
「扶養親族等申告書」が未提出

8時間働けば
ふつうにくらせる
社会を
「働き方改革」
法案反対の論戦で、
デー

民が避難できない、こんな計画あ

安倍首相、麻生大臣をしかる！

過労死遺族の無念をぶつけて

原発問題で対立的な議論がされな

り得ない」と指摘。
「再稼働 NO」

でも

自民・公明の政治と対決
市民との共同に力つくす

2013 年、定数 2 の京都で 15 年ぶりに実現した日本共産党の議席。
看護師 11 年、府会・京都市会議員 19 年の経験を生かし、

京都

ただちに災害現場へ

補助実現（2019 年度予算）

●漁
 業者の願い、定置網に対する

補助を実現（2019 年度予算）

8 時間働けばふつうにくらせる社会を
「残業は週 15 時間、月 45 時間まで」と法律で規制。
中小企業への支援と一体に最低賃金を全国一律 1500 円に引き上げ。非正規労働者の正規化。

くらしを支える社会保障を
高すぎる国民健康保険料に公費 1 兆円を投入し抜本的に引き下げ。就学前の子どもの医療費無料化。
年金のマクロスライド制を廃止し「減らない年金」の実現。

お金の心配なく、学び、子育てができる社会を
大学・専門学校授業料を直ちに半減、段階的に無償に。70 万人に月 3 万円の給付制奨学金の創設と
すべての奨学金の無利子化。給食を含めた義務教育の完全無償化実現。認可保育所を増設し待機児童を解消。

●集
 落営農への悉皆（しっかい）調査と

使える補助制度への改善を要求。

（2019 年 5 月行政監視委員会）

日本共産党、立憲民主党、国民民主党、社民党、衆院会派
「社会保障を立て直す国民会議」の 5 野党・会派は 5 月 29 日
に党首会談。参院選 1 人区 30 選挙区で野党統一候補の一本
化に合意。同時に、「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求
める市民連合」と 13 項目の「共通政策」に署名しました。

●違
 法民泊の取締強化を要求
（2017 年 12 月 厚生労働委員会）

● 丹後ちりめんの最低工賃を

13 年ぶり

に引き上げ（2013 年 11月 経済産業委員会）

財源は

「消費税に頼らない別の道」で
大企業への優遇税制を改めるとともに、
富裕層優遇の証券税制を改め最高税率
を引き上げます。また、米軍への「思い
やり予算」を廃止すれば、消費税 10% を
中止し、3 つの提案を実行するのに必要
な財源 7.5 兆円を確保できます。

と 個人名でも投票できます

「全国はひとつ」参院比例代表で 7 議席をめざします

参議院選挙は
2 票あります

7.5兆円

政
 党名で

参議院
比例代表は

比例代表は政党名で
選挙区は候補者名で

政党名
で投票

候補者名
を記入

比例代表

選挙区

（記載例）
※個人名でも投票できます

参議院議員・党国会対策委員長

比例代表予定候補

井上さとし

制度解説

