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「不寛容」と「寛容」で揺れる世界
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緑の党共同代表：長谷川羽衣子

決されました。そして、同時に
女性閣僚が５割を超える内閣、 各国に衝撃を与えた原発事故自
採択されたリバプール宣言では、
主避難者のスピーチ
同性婚の大統領候補、ベーシッ
トランプ大統領ら「悪質で独裁
クインカム導入
日本からは総勢 名の派遣団
主義的な指導者と右翼政治家」
が
が大会に参加しました。最大の
基調講演を行ったスウェーデ
成果は、福島からイギリスに避 「政治的かつ社会的な変化を求
ン 緑の 党の 代 表で 副 首 相のイ
める声」を悪用していると指摘
難・移住された園田美都子さん
ザベラ・レヴィン氏は、高らか
し、
「私たちグリーンズはその対
のスピーチを通して、福島原発
に「 私 たち は 世 界 初の、 女 性
極にいます。私たちは恐怖を希望
事故の経験と現状、
そして課題を
が過半数を占めるフェミニスト
に、憎しみを慈しみに、人種差
世界に訴えたことにあります。福
政府を実現した」と宣言しま
別 主 義 を 全ての人への尊 重に替
島原発事故の全容すらつかめな
した。また、フィンランドで同
えることを求めます」と、極右
いなか政府が原発の再稼働を進
性婚を公表した初の大統領候
に対抗する選択肢として、緑の
めていること、放射線被曝の調査
補であるペッカ・ハーヴィスト
党を位置付けました。
を行っていないこと、そして避難
氏は、
「ベーシックインカムを導
者への支援を打ち切ろうとしてい
入し、新しい経済のかたちを私
確かな希望の光を日本でも灯し
ることなど、日本の深刻な状況は
たちがつくっていこう ！」とス
て行こう
ほ とん ど世 界に知 られていませ
ピーチし、満場の拍手を受けま
日本ではまだ小さな緑の党で
ん。園田さんのスピーチは世界各
した。
国の参加者に大きな衝撃を与え、 すが、グローバル・グリーンズを
通じ、世界では多くの仲間が、同
私たちが起草した福島原発事故
じように原発に反対し、女性や
に関する緊急決議案に、 カ国
マイノリティーの権利を訴え、気
以上の署名が集まりました。
候変動や環境保全に取り組んで
いることを実感することができ
ました。GG2017 に灯った
確かな希望のひかりを、日本に
も灯して行きたいと思います。

地球ひとつぶで生きる
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左から：スウェーデン副首相、環境相、国際開発担当相を歴任するイザベラ・ロビン
（スウェーデン緑の党代表）／
マル・ガルシア
（欧州緑の党事務総長）／ 2012 年フィンランド大統領選で緑の党から出馬し、
決選投票で惜敗したペッ
カ・ハビスト元環境相／イギリス下院議員選挙
（6/8）
で再選を果たしたキャロライン・ルーカス
（英国緑の党共同代表）
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今、世界は揺れています。紛
争とそれがもたらした難民危
機、その要因のひとつである気
候変動、タックス・ヘイブン問
題、 格 差の拡 大、 環 境 問 題 な
ど、多くの政治的課題がグロー
バル化し、これまでのように国
民 国 家の枠 組みでは 解 決でき
なくなっています。そして各国
で、そんな行き詰った状況に不
満や閉塞感を抱く人々を取り
込み、排他的ポピュリズムが急
速に台頭しています。
アメ リ カの ト ランプ 大 統 領
はその象徴ともいうべき存在で
す。ヨーロッパでも、フランス国
民戦線党首のマリーヌ・ルペン
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世界のGREENSの決意を形
にしたリバプール宣言
大会最終日には、核廃絶や、気
候変動対策、そしてあらゆる排
斥への反対を含む、 の決議が可

リバプール宣言（前文）
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氏、オランダ自由党党首のヘル
オランダ、オーストリアでの勝
ト・ウィルダース氏、
「フィデス
利が示した希望
＝ハンガリー市民同盟」を率い
大会直前の 2017 年 月
るヴィクトル・オルバン首相ら
に
は、オランダで 歳の若き党
移民排斥を訴える極右の政治
首ジェシー・クラーベル氏が率
家が支持を集め、勢力を拡大し
いる 緑の党が 議 席か ら 議
ています。
席に躍進し、極右政党が第一党
私たちはこの「不寛容」な潮
になるこ と を 阻みま し た。ま
流にどのように立ち向かい、そ
た、2016 年 月に行われた
してグローバル化する課題にど
オーストリア大統領選挙では、
う取り組めば良いのでしょうか。 排外的な極右政党の候補を破
その答えは、緑の党にあります。 り、緑の党の元代表ファン・デ
ア・ベレン氏が大統領に選ばれ
ポピュリズムの 台 頭 を 阻 む 政
ました。
治勢力としての緑の党
大会では、オランダやオース
2017 年 月 日から
ト リアからの選 挙 運 動の報 告
月 日、 Ｕ離脱に揺れるイギ
が、熱意を持って迎えられまし
リスのリバプールで、第 回グ
た。特徴的だったのは、オース
ローバル・グリーンズ世界大会
トリア大統領選挙では、幅広い
が開 催され、 世 界 カ 国から
支 持 を 得る ためにあ えて保 守
2000人が参加しました。持
的な政策を打ち出したこと、オ
続可能な経済、気候変動、そ
ランダ 緑の党 は 詳 細 な 分 析に
して民主主義を守り強くする
基づいてスタイリッシュなＰＲ
という つの大きなテーマを柱
動画を作成し、SNS で発信
に、 様々な 政 治 的 課 題 を 議 論
したことが挙げられます。
し、情報を共有し合い、互いに
どちらも共通していたのは、
交流を深めました。1980年
若 者 を 中 心 とする ボ ランティ
頃に誕 生し た 新しい政 治 勢 力
アが各地で戸別訪問をはじめ
である緑の党は、誕生から 年
とする 草の根 運 動 を 積 極 的に
余りで世界中に根をはり、枝葉
展開したことで、地道な運動の
を広げたのです。今、緑の党は
大切さを改めて実感しました。
力 強い女 性や LGBT のリ ー 「寛容が不寛容に勝った」と評
ダーを次々と生み出し、ポピュ
されたこれらの勝利は、私たち
リズムの台 頭 を 阻 む 政 治 勢 力
に とって 大 き な 希 望 と な りま
として、存在感を高めています。 した。
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世界一高い供託金問題の当事者として、緑の党も応援して
木村真豊中市議（緑の党サポーター、写真中央）が原告とな
いる供託金違憲訴訟。6月9日に開かれた第四回公判では、 り、森友問題を世に知らしめた「国有地売却の公開を求める
弁護団の予想を上回る好展開に。※裏面に関連記事
行政訴訟」
。第四回公判は8/17, 10:30。終了後デモも予定。
共謀罪法案審議での不誠実な答弁をそのまま実演する
「コッ
カイオンドク」。新潟市では超党派の市議団によって開催。
写真左は安倍首相役で出演する緑の党共同代表、中山均。

地 球ひとつぶで生きる

日本からも総勢 20 名がグローバルグリーンズ大会に参加

候変動あるいは緊縮財政そして社会分裂
などの現実の問題に対して、ロシア大統領
プーチン、米国大統領トランプ、トルコ大
統領エルドアン、フィリピン大統領ドゥテル
テなどの指導者たちは、虚構の解決策を示
しています。私たちグリーンズはその対極
にいます。私たちは恐怖を希望に、憎しみ
を慈しみに、人種差別主義を全ての人への
尊重に替えることを求めます。
私たちグリーンズは実践的かつ理想的
な政治を提供します。多様性を尊重し、平
和を進め、真の民主主義を構築し、不平等
に疑問を呈し、とりわけ、自然と将来の世
代を尊重する社会を、私たちは信じます。
私たちのグローバル・グリーンズ憲章に掲
げられるこれらの緑の価値観は、地球上の
緑の党に共通しています。緑の党それぞれ
の多様性を尊重し、共通理念と実践的な
アプローチの両方を携えてアクションに活
※宣言全文は党 HP 参照
かします。

界は憂慮すべき危険な傾向にあり
ます。その傾向がもたらす課題に立
ち向かうために、多様な主体が団結し始め
ています。グローバル・グリーンズは、持
続的で公正、自由で民主的な変革の担い
手として、私たちに共通の価値観を追い求
める多くの戦いに参加してきました。世界
は私たちが未来世代から借りているに過
ぎません。その世界を未来の世代に返すた
めに必要とされる根本的変換を成し遂げ
るために、私たちはこの先も連携をより強
化することを誓います。
環境危機、不平等、武力紛争が増大し
つつあり、政治的かつ社会的な変化を求め
る声が上がっています。悪質で独裁主義的
な指導者と右翼政治家が、その不満の声
を利用しています。
ポピュリスト的手法を使
い、彼らは事実上全ての問題について、少
数派、反対派、
「よそ者」
、とりわけ移民と
難民申請者に責任を押し付けています。気
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答えは 緑の党 にある！
極右が台頭する世界情勢と希望としての緑の党

❶ ３０歳のジェシー・クラーベル率いるオランダ緑の党はオランダ第二院選挙
（3/15）
で４議席から１４議席へと躍進
❷ 無所属統一候補としてオーストリア大統領選挙に挑戦、激戦を制したファン・デア・ベレン
（オーストリア緑の党元党首）

東京都議選 自民党の歴史的敗北 市民との連携で野党共闘にさらなる広がりを
緑の党の推薦・応援候補 善戦するも届かず

自民、都民ファーストの二大政治勢力に「緑・リベラル」の対立軸を
緑の党副運営委員長：井奥雅樹
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都議選における政党別議席数
都民ファ

2017
2013

自民

民進
民主
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2009

5

54

35

53

22

54

1993

ネット

15

48

1997

共産

23

59

38

2005
2001

公明

44

25

26

23

23

その他

23

23

13

日本新党

15

無所属

19

17

23

24

＜国政選挙に大きく関連する都議選の選挙結果＞

みんな

13

12
社会

8
諸派
諸派
社民
民社

▼

▼

日本新党がゼロから20 議席を獲得
直後の衆院選でも勝利し、連立政権を樹立
小泉内閣発足後の自民党が 53 議席の大勝利
その後の小泉内閣の長期政権へ
民主党が 20 議席増 54 議席の大勝
直後の衆院選で政権交代
再政権交代後の安倍自民党が 59 議席の大勝利
その後の安倍内閣の長期政権へ
▼

▼

1993 年
2001 年
2009 年
2013 年

維新

最もマスコミ報道の影響が大きいのが都議選
と思うからこそ保守系メディアも「安心」 では救われません。
ここは「現実を踏まえつつ理念を追求す
1993 年の日本新党の躍進以来、都議
して自民党叩きができたということでは
選は「保守改革」主義者の全国デビューの
ないでしょうか。保守系メディアや経済人 る」リベラル勢力が二つの政治勢力に割って
場として使われてきました。浮動票が多く、 にはもともと「保守二大政党」論が強く
入るしかありません。次の総選挙及び都議
組織の締め付けが効かないがゆえに時代の
「緑・
あるのです。
都議選の結果は国政に広がっ 選では緑の党はリベラルの一翼を担い、
空気を反映し、地方選挙でもっともマスコミ ていくと思われ、更なる警戒が必要です。 リベラル」勢力で自民、都民ファーストの二
大政治勢力に対抗する必要があります。

A
vs
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「緑・リベラル」勢力で対抗を

29

報道の影響が大きい選挙ともいえます。
今年７月２日都議選で都民ファーストが

23

都議選でもう一つ注目すべきは民進党
の大苦戦でしょう。 議席はかろうじて
確保したものの、かつて 議席を獲得し
ていた政党の後継とは思えない惨敗です。
1989 年に 議 席まで獲 得し た 社

会党は、二大政党の一翼を民主党に奪わ
れた後、2001 年にはゼロ議席になり
ました。民進党にその姿がダブります。や
みくもな成長よりも福祉や働き方を重
視する「リベラル」勢の凋落傾向は確実
な状況です。

ち な み に 後 発 で 安 価 で 飲 み や すい
「 ジェネ リック 薬 品 」 を も じって 都 民
ファーストは「ジェネリック自民党」と
も呼ばれています。そんな「自民党
自民党 」の二大政党では都民にとって
あまりに選択幅が狭いと言えます。また、
復古的な要素も気になります。小池氏か
B

議席獲得の躍進、自民党は 議席の惨敗
となりました。自民党の大敗の原因は自民

党国会議員の暴言・失言・疑惑であったと
言われています。しかし、保守系メディアが
率先して選挙中に批判報道を繰り返したこ
とも大きいといえます。

なぜメディアは安心して自民党を叩いたのか

「都民ファースト」は情報公開や古い議会
の改革といった注目すべき政策はあります
が、
「成長し続ける都市・東京へ」といった
キャッチフレーズに見られるように根本は

都市間競争を重視する政策群を持っていま
す。連想するのは先行的に首長が代表とな
り地域政党を立ち上げた2010年設立の
大阪維新の会、減税日本です。特徴として
市民の「無駄づかい批判」を原動力に主に社
会保障分野での政府の役割を縮小する「緊
縮財政」を進める一方で、市場経済を重視

vs

ら代表を引き継いだ野田数氏の過去の言
動を見ても、市場経済優先と復古主義を
合わせた「保守以上の極右」的な要素も

あります。都民の選択肢が
「保守 極右」

小金井市選挙区の結果は、
都民ファース
ト公認候補16,039票、
漢人あきこ13,531
票、自民党公認候補11,298、共産党推薦
候補 4,879 票。漢人さんは惜しくも2500
票差の次点でした。
しかし、無所属の漢人あきこさんは、市
民の幅広い支援と多くの市議会議員、ロー
カルな政治団体の共同した闘いで大善戦、自民党でも都民ファーストでもない
第三の選択肢の可能性を示しました。自民党と都民ファースト
（公認・推薦）
を
合計した得票率は、42 選挙区のうち7 割強の 31 選挙区が 70％以上、10 選
挙区が 60％台でした。しかし小金井市選挙区は、58％と最も低く、唯一の50
％台でした。その健闘ぶりが特筆されます。
仮に共産党も含めた野党共闘が実現していれば、都民ファーストの候補者を
上回り、１人区で唯一の非自民・非都民ファーストの議席確保ができた可能性
が高く、その場合、野党共闘の「小金井モデル」として、全国から大きな注目
と希望を集めたはずです。市民的広がりと野党の広範な連携が実現すれば、１
人区でも勝てる可能性があることを示した選挙だと言えるでしょう。

市場経済を重視し、経済活性化に役立つ

第三の選択肢を示した小金井市選挙区での大善戦

して行政による投資や規制緩和を突き進め
てきました。

緑の党は東京都議会選挙で、6 名の候補を推薦・支持・応援しました。推薦
は生活者ネットワークの小松久子さん
（杉並区）
、岡本京子さん
（世田谷区）
、き
くちやすえさん
（練馬区）
の3 名と、民進党の松下玲子さん
（武蔵野市）
の計4名
です。支持は民進党の斎藤あつしさん（小平市）
、応援は無所属で立候補した
緑の党副運営委員長
（立候補のため休職）
の漢人あきこさん
（小金井市）
です。
しかし、残念ながら5名が次点、１名が3位でした
（詳しくは緑の党ＨＰ）
。安
倍首相の加計問題のうえに選挙中の自民党議員の失態が連続したことや「自
民党か都民ファーストか」というマスコミ報道もあり、自民党への大逆風が吹
き荒れ、最終的には投票率の大幅アップによって大量の自民党批判票が都民
ファーストに流れました。この影響を受けて、緑の党の推薦・支持・応援候補
は厳しい結果となりました。

49

声明
安倍強権政治に対する市民の怒りと閉塞感
集団的自衛権行使容認、特定秘密保護法、安
保法制や共謀罪など、強権的な政治を続けてき
た安部政権は、国会審議での傲慢な姿勢、
「森
友・加計学園問題」で次々と浮上する疑惑など
で支持率が低下し、先の都議選では歴史的敗北
を喫しました。
また、内閣支持率浮上のために取られる場当
たり的な経済政策は、一部の企業や業界を潤し
ても、出口が見えず、特に地方の地域経済、中
小企業や非正規労働者の不安定な状況は放置さ
れています。世界が脱原発と自然エネルギー拡大
へと転換する中で、福島原発事故の当事者であ
る日本は、原発再稼働と輸出を進めています。
国政も都政も「改憲勢力」が第一党に
安倍首相は在任期間中に改憲を実現すること
をあきらめず、自民党総裁と首相の座に引き続
き意欲を示しています。
「都民ファースト」勢力
も、国政に進出したとすれば明確な改憲勢力で
あり、当面、都政でも「改憲」勢力が「第一党」
である状況に変化はありません。

3

世界中で深まる分断や対立に対峙する政治勢力として

緑の党共同代表：中山均

一方、日本だけでなく世界でも、生活や経済、
社会への市民の不安は、社会保障を受ける貧困
層や移民に対する反感、
緊張高まる周辺国への反
発となって表面化し、市民社会の中に分断や差
別、他国の市民との間の対立を生んでいます。私
たちの歩む道には、
さまざまな困難や課題が待っ
ています。しかし、だからこそ私たちは、 月の
グローバルグリーンズ世界大会で世界の仲間た
ちと確認し合ったように、恐怖ではなく希望を、
分断や差別ではなく包摂と人権の尊重を求め続
けなければなりません。排外主義が高まる欧州
各国で、緑の仲間たちは大きな希望も生み出し
。
ています（※１面記事）
日本で垣間見えた希望
日本でも、先の都議選で私たちの仲間である
漢人あきこさんは大善戦を果たしました。多様
で幅広い人々によって支えられ、実現すべき社会
や政治のあり方、人間と自然とのあるべき関係
を訴えたこの選挙は、私たちの望む社会のあり
方そのものでもあると言えます。
安倍政治とは違う未来へ
間もなく衆院選が行なわれ、憲法「改正」国
民投票も行なわれる可能性があります。そして
今から２年も経ずに統一自治体選と参院選を迎
えます。他の野党や市民の仲間たちとの連携・協
力を一層強めつつ、その中でも私たちは、安倍政
権とは違う未来を広く示していかなければなり
ません。外国との戦争や放射能を心配すること
なく、
豊かな自然や地域の人びととのつながりの
中で、質素でも心豊かに暮らし、自由にものを言
い合い、どんな人も尊重される社会をめざし、私
たちは訴え、歩み続けます。

緑の未来に向けて 恐怖ではなく希望を、分断や差別ではなく包摂と人権の尊重を

自治体選挙結果（都議選をのぞく）
E-Mail greens@greens.gr.jp

〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-4 高円寺ビル601
TEL 03-5364-9010 FAX 03-3223-0080
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広島県庄原市議選

松本みのり

新

非会員
応援

残念

兵庫県宝塚市長選

中川ともこ

現

非会員
支持

当選

愛媛県伊方町議選

遠藤もと子

新

非会員
支持

残念

酒井はじめ

現

会員
支持

当選

田中じゅんじ

現

サポーター
支持

残念

森村さやか

新

会員
支持

残念

山崎けんいち

新

会員
支持

当選

中川賢俊

現

会員
推薦

残念

カンパにご協力を !
城南信用金庫 高円寺支店
（店番号036） 普通預金
口座番号:340392 名称:緑の党グリーンズジャパン
郵便口座 ゆうちょ銀行
口座番号:00100-9-262967 名称:緑の党
他金融機関からのお振り込みの場合 当座預金
店名:〇一九
（ゼロイチキュウ） 口座番号:262967

発行 : 緑の党 グリーンズジャパン

デザイン : TR. デザインルーム

印刷 : 株式会社ナポ
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兵庫県尼崎市議選

長野県下伊那郡
高森町議選

展望が開けてきた供託金違憲訴訟

緑

の党グリーンズジャパンは世界一高額な供託金の廃止を求める立場
から、供託金廃止キャンペーンを実施、街頭でのアピール行動や、各
自治体から「供託金を見直す意見書」を国にあげるアクションを進めていま
す。本訴訟には署名・傍聴・調査活動などで協力しています。去る６月９日
に東京地裁大法廷で開かれた第４回公判では原告被告双方に対して裁判長
から異例のコメントがあり、十分に主張立証を尽くさせた上で供託金制度の
合憲・違憲を判断しようという姿勢がうかがわれました。これはたった一回
の審理で合憲の判断を下した平成１１年判決とは大きく異なります。国政選
挙へ挑戦するために３００万円ないし６００万円の供託金が必要だったこの
制度が廃止されると、日本の民主主義は大きく前進します。ぜひ皆さんも供
託金違憲訴訟にご注目ください。
※詳しくは緑の党の特設サイト https://spue8y99.wixsite.com/justice をご覧ください。

この印刷物は鉱物油成分の一部を大豆油等におきかえた植物油インキで印刷され、環境に配慮した資材と工場で製造されています。

