
吉田万三の都政改革プラン

税金は、大型開発ではなく

くらし・福祉一番に
◎出産・妊娠から中3まで医療費を無料に

◎65歳からの、新たな医療費助成制度を

◎若者の雇用。生活を応援。ワーキングプアをなくす

憲法を都政に生かし言
みんなが元気になる東京を

憲法9条を守り、東京を平和の発信地に

◎中小企業振興条例 と、業種別、分野別の特別支援計画 をつ くり

ます

―

を低和万ものに改署τ ます。
~~~ ~

◎地震災害から都民を守る予防の立場で都の震災を抜本的に転

換 します。

◎都立小児病院 (梅 ヶ丘、八王子、清瀬)の廃止計画を撤回 し拡充

させます。

◎都市の成長を管理する方向にきりかえ、二酸化炭素の排出をお

さえるとともに、緑の保全につとめます。

◎築地市場の豊洲移転計画を中止 し、現在地での整備 を含め再検

討 します。

◎「日の丸・君が代」強制や学校現場への干渉をキッパリ改めます。

◎「お出かけ知事室」、「街かど相談会」を実施 します。

◎知事の退職金を4分の1に します。

◎海外視察や交際費のあり方を抜本的に改めます。

◎現知事が トップダウンですすめたワンダーサイ ト

の乱脈をただします。

◎新銀行は都の出資金と預金者保護を前提にして処

理 します。
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くらし・福祉 番に
税金は大型開発ではなく

予算に

盛り込み

実現します

財源は……
オリンピックの年間積立をやめる ………1000億円

不要不急の大型開発の見直しなど ・…………288億円

都が本来負担する必要のない事業の見直し……197億円

東京都の予算は6兆円以上、07年度は5000億円の増J又見込みです。税金の使い方をきりか

えれば実現できます。(項 目はいずれも都の年間予算として。07年度予算をベースに計算)

中学3年まで医療費無料に  ………………115億円

妊婦健診の無料化  …0… …………………・0100億円

認可保育所増設へ用地費助成を創設  ………25億円

65～69歳の医療費、1割助成から開始 ・…00160億円

重度要介護高齢者に月 1万円手当 ・………0・60億円

障害者自立支援法にともなう利用者負担の軽減 … 0̈20億円

シルバーパスの負担軽減へ、3000円パスも導入 0̈40億円

特養ホームの建設数 3倍化 。…………………300億円

都営住宅を毎年1000戸新規建設 …0… ………55億円

新・元気を出せ !商店街支援事業の拡充 ・…0040億円

若者の正規雇用の促進  0………………………23億円

30人学級をまず小学 1、 2年生から ・…………63億円

私立学校助成の充実 ………………・…………47億円

木造住宅耐震補強工事への助成 (ぷ√)………50億円

公園整備、緑地保全、C02排出量規制調査など 0̈60億円

生活応援手当 (月 1万円)制度をつくる ………・60億円

合計・…001218億 円

大型開発のムダづかいと

キッバリ手を切ねるのは 吉田万三です
現都政のすすめるオリンピック計画は、競技施設整備などに 1兆円以上の資金がかかるだけでなく、

オリンピックをテコに、大型幹線道路など含め合計 8・ 5兆円もの投資をしようというものです。くら

しが大変なときに、こんなお金を使うオリンピック計画は白紙にもどし、都民参加で再検討すべきです。

私は足立区長時代に区のホテル誘致計画をキッパリ中止させ、予算をくらし。福祉優先にきりかえま

した。土木などの予算をおさえ、新たな借金を大幅に減 らし、財政再建にも道をひらきました。ぜひ私と

一緒に都政を改革 しましょう。



吉田万三の「都政改革プラン」

トップ |お約束 |万三発言 1奮整ユ |二重墜劃 旦_己組企 1昼援皿_1担丞五 |」壁立

吉田万三の「都政改革プランJ

3つの転換と6つの重点政

憲法を都政にいかし、税金のムダづかいをやめて、
くらし・福祉最優先の東京をめざします

07年 2月 14日 更新

都民本

1_都                         政に縄換墜
す。

開艶 躙 Ⅸ全二塁塁L       L転 墨_墜麹L_

■墨量趣壁己2回匠都菫力≧二    重い    都政L転換_しま九 _

(写真をクリックすると大きくなります)

J_.二塁型 工菫璽ユ三    塑生とムダづかい、ガラスばりの都政を実現し、税

全ΩttLl五劉 二本位幽 _りかえま立

量

嘘

2_.負壁 _と狙差社金1二五L奎郡民_のくら□亜聾塾主_安:LL【働きく_ら二る東京を2
くります

(                  童止止堡_障嘘

◇石原知事がこわした福祉をたてなおし、新たな福祉の第
一歩を踏み出します
◇介護施設をととのえ、孤独死をなくします

12連量』壁望
=妊

望並 主主1主かります

(3)                   院の強化をめざしま

立

世
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/ 8:種彗蔦  鉗鯖窪誂喜&費酬化
噴 鴬乱 廃止を中止し、安心できる医療体制をめ

8駆籠證重嘆誕鍾haF駆蛎墓牟板たすす
8賣菫相談所を充実させるなど、親が相談に馬区け込める場

を増やします

普
――k」圭⊇く上――

◇雇用対策室をつくり、労政事務所を復活させるなど、都の

L虻   
直医 文

玉β塗 生±1全_Q]18TIJL2とめます

■三廻里量圭』ご二士壼童成長をは    二改革し雄

(_1_)_ど の_孟1二もゆ_きとどい_と_豊かな教育条件_の整備を緊急に立す_めま

す

◇緊急に30人学級を実施し、子どもの豊かな成長と安全を

守ります
◇「勝ち組」「負け組」にふるいわける競争主義教育をあら

な朧 時制高校をはじめ都立高校の統廃合をやめ、希

言1:曇手ぎ:lFfil[弔ヨi   の
意  鴇 」の強制や学校現場への干渉をき引測

と改め、憲法にもとづいた教育行政を推進します

‡認  戯澤お為摯趙埒騒単
｀

の改善・充実をはかります

(_2)_文Jヒニ_スポ
=2_二

_社 _会_教育_行政査充実主せます_

◇スポーッ・文化予算を大幅に増やします

◇都立図書館の拡充をはかります

型 上企主主血旦L理 経澄Ω活性三Lを主主難 立

ω 立 上企     遠‐塗 _Lふ艶 t⊥J整墜二発_陣 Jじ支 援

左」巳基立

◇中小企業振興条例をつくり、緊急実態調査をおこない、

分野別、業種別の特別支援をおこないます

◇制度融資を抜本的に改善・拡充します

◇モノづくりへの支援を拡充します

◇商店街を地域コミュニテイの核として活性化させます

◇建設業など地元業者への仕事を増やします

(2)__農業を基盤産業の_=2として_位置づ1土、都童農生の振_興、_林業_I_漁

業全二屋量登22と金菫

http://www.manzo― yjp/pledge/o70214_plan.htm 2007/03/16
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/万三の「都政改革プラン」

5_.量と環境を優先Li■豊二2よLl東京全、_都市政策節 換鵡 _

1l I左:星ど望 Ω三二墨 大型開発量回主掘祖狙二見直_堕主

◇2016年 のオリンピック招致計画は自紙にもどし、スポーツ

予算を拡充します

(2)水と                土Ω昼立登ω止め

ざL主主

◇緑の都市づくり、オフイスビルや自動車走行量の規制と

誘導で、地球温暖化、ヒートアイランド現象をおさえます

◇三環状道路などの

◇「都民の台所」とい           準をはるか

に超える有害物質で           移転させよ

うとしている計画は見直します

(_1)_lll立型災豊_か_ら _、 都_民_の _L上のちと財政 宣五_緊_急総全対策村 _す

嘘

◇地震被害を最小限にするという予防の立場で、東京都の

震災対策を抜本的に転換します

◇防災に不可欠な消防力を強化します

(_1)郡営l■ _宅の増_設など_皿適_で住_憂よL主4■環境_を_とと_の_えます_

0_多座二島L上地域Ω整差解消壼 主 _め主主

重 法空主生退製堕塑止二王型奎量立墓重

(1        壺劃「J   重壼趣塾三」齢 聖生し並

期撒去_盤め主主

駆 上生壁型工二!墨壁⊇う国際   二慮

いま、国政からは、憲法改悪をはじめ、庶民への増税と負担増、ただ働き残業の

合法化をねらう労働法制改悪など、平和と民主主義、くらしをおびやかす危険な大

波が押しよせてきています。こういうなかでたたかわれる今度の政治戦は、都民のく

らしを守るうえでも、国の悪政を打ち破るうえでも重要な政治戦となつています。

石原都政の8年間は、住民のくらしや福祉を守るという自治体の仕事をあとまわし

にして、さまざまなゆがみを広げています。

私は、憲法を都政にいかし、税金のムダづかいをやめて、くらし・福祉最優先の都

政への転換こそ、大多数の都民の願いにかなうものだと確信しています。そのため

に、吉田万三の「都政改革プラン」-3つの転換と6つの重点公約一をかかげ、その

実現のために全力をあげる決意です。

都民本位で元気な東京へ3つの転換

1_都政の私物化、税金のムダづかいを許さず、都民の声が生きる都政に転換しま

す。

都政の私物化、税金のムダづかいを許さず、都民の声を大事にする都政が必要

です。

石原知事の超豪華海外出張や税金を使つた飲み食い、ワンダーサイトという都の

文化事業を利用した知事の四男重用問題が明らかになり、「都政の私物化は許せ

ない」という都民の批判の声がひろがつています。

住民に奉仕すべき地方自治体の長が、自分と身内には税金を惜しげもなく使う一

方、寝たきり高齢者のための福祉手当や盲導犬のえさ代補助など数十万円単位の

http://www.manzo― yjp/pledge/o70214_plan.htm 2007/03/16
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     ′月 三 の 1帝収 頭 早 フフン 」
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磐瞑理製蕩勇曇慮ぼヤ群缶理覇l然
としている。私は、こういう硼鱒には細

私は、都政の私物化と税金のムダづかいを一掃し、なによりも都民の声を大事に

する都政をつくる決意です。

2_大型開発中心の都政から、くらし・福祉優先の都政に転換します。

税金の使い方は、くらし・福祉優先に使うべきです

石原知事は、「何が贅沢 (ぜいたく)かといえば、まず福祉」と公言し、この間、福祉
を次つ

関係費
ま4害1

ぎ廃止
こヽと

躍高 滋  、 摘  糊 叢
Ь、福祉やくらしを切りすてる理由はなかつ

たのです。

ノ|;::li]:;1:霧辮鵠■鰹 Iξ塞
=晨

ぽ 糀脳獣凩踊

役百墓製 蹴 踏恣 削 雲署望8  縞静 譲

躙飾製脚酬弩H肇事鯖翻驀ξ
やくらしに使わず、もつぱらオリン

もうとしています。

をつくる、これが私の信念です。

3.憲法否定の石原都政から、憲法を都政の中心にすえる都政に転換します。

憲法をいかし、悪政からくらしを守る新しい政治を東京からつくりましよう

層鮎厳    誕紺IF葬子Fが
都政に持ちこまれて8年。

石原知事は、国連憲章を否定し、女性や障害者、アジアの人々を蔑視する発言を

がくだされました。

石原知事にこれ以上都政をゆだねたら、都政も都民生活も取り返しのつかないこ

とになります。

」萎覗言三路兵″調 礎嘉膚員論
明、民主、ネットなどが支える状態が続いて
1の根本的な改革ではないでしようか。

く]じ藁師撃異管波督哲鶏鰈朝君製魔課落写牲h塁釘可蟹馴
の

むけ、都民の声
私は、強弓|で

都政を都民本
をくみ上げる真

ち破ろうではあ
位に転換させ、

りませんか。

くらしやすい東京をつくる6つの重点政策

1_“黙つていられない"都政の私物化とムダづかい、ガラスばりの都政を実現し、税



J万 三の「都政改革プラン」
5/11ページ

/

金の使い方を都民本位に切りかえます

(1)都政の私物化・トップダウン政治を改め、ガラスばりの都政を実現します

溜聾黒轟攣廃罫『潔彗暮
方を全面的に見直し、知事の公務

「をホームページで公開します。

「お出かけ知事室」や「街かど相談会」を開き、都民の声を都政に反映

するようにします。

石原知事がトップダウンですすめたワンダーサイト事業の乱脈運営を

ただし、若手芸術家育成や都民の芸術活動を支援する事業を再構築し

ます。

(2)税金の使い方を抜本的に転換し、都民のための行財政改革をすすめます

大型開発や臨海副都心関連第ニセクターなどに抜本的にメスを入

れ、オリンピックの積立金や税収の増加分の使い方を転換し、くらし・福

祉・環境口まちづくりなど都民本位の予算編成を大胆にすすめます。

新銀行東京は、金融庁の検査をうけ、都の1000億円の出資金と預金

者の保護を前提に処理をすすめます。

知事の退職金は4分の1に引き下げます。

公共サービスのはたすべき役割を明確にし、なんでも民営化するとい

こ暫ξ畠賃:鍮贄8計言1諄鍵嘉ゴ議躍基嘉:翼V夏与事
をはかる

史上最高の利益を上げている大企業の法人事業税の超過課税を制

限税率まで引き上げるなど大企業への適正な課税を検討します。

2_負担増と格差社会に苦しむ都民のくらしを応援し、安心して働きくらせる東京をつ

くります

東京の貧富の格差はとりわけ深刻です。ところが、石原知事はフリー

ターやニートを「ごくつぶし」「甘え」と言い放つなど、格差を正当化してき

ました。

都民のくらしをまもることこそ、都知事の役割だとの立場から、国にた

いし、貧富の格差をひろげる間違つた政策をやめて、ワーキングプアの

解消をはじめ庶民のくらしをまもるよう強く働きかけていきます。格差社

会が広がるなか、だれもが東京において健康で文化的な生活を営める

都独自の基準 (「 安心して生活できる東京基準」)をつくり、国にも責任を

果たさせ、この基準を達成するための総合的な支援制度を確立します。

(1)医療・介護・くらしへの応援で、安心できる老後を保障します

◇石原知事がこわした福祉をたてなおし、新たな福祉の第一歩を踏み

出します

都独自の新たな医療費助成制塁3卍鷲t責苦又議£窯轟歳の高齢者の医療費自己負担を2

改悪で来年4月 から実施される予定の70歳以上の高齢者の医療費値

上げを中止するよう政府に働きかけ、実施された場合は負担増になら

ないよう助成します。

鵬 h諜層葡進凩冬ず逃げ誓f堪遊
をめざL介護保阻 利用料

者のための新たな福祉手当を月1万

円からスタートします。

住民税課税者は1000円から一気に20510円 にはねあがるシルバーパ

ス制度は、3000円 、5000円パスを導入するなど所得に応じた負担制度

とし、多摩都市モル ールなども対象にします。

◇介護施設をととのえ、孤独死をなくします

http://wwW.manzo― yjp/pledge/070214_plan口 htm 2007/03/16



J万三の「都政改革プラン」
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介護予防のとりくみをつよめるとともに、要支援や軽度要介護高齢者
の福祉用具、家事援助、通所介助などへの支援を充実します。4万人を
こえる待機者解消をめざし、緊急計画をつくつて特別養護老人ホームや
老人保健施設などの整備を3倍化します。グループホームの家賃助成

をおこないます。孤独死ゼロをめざし、区市町村や住民と協力し、「ひと

りぐらし見守リネットワーク」づくりを支援します。

(2)生活保護の改善・拡充をはかります

憲法25条にもとづく「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を
保障するため、国にたいし老齢者加算の復活、母子加算打ち切りの中
止など生活保護の水準の拡充をつよく求めます。都独自の法外援護を
拡充します。

(3)がん口難病対策など医療対策の充実と都立病院の強化をめざします

緩和ケアなどのがん対策、脳卒中専用病床の整備、リハビリテーショ
ンの強化をすすめます。人気汚染による健康被害については、メーカ
ー、国とともに、被害を受けたすべての人を対象に健康被害救済制度を
つくります。ウイルス肝炎に対する医療費助成、難病医療費助成を拡充
します。都立病院や福祉施設の統廃合をやめ、都立看護学校を拡充
し、看護師の確保をめざします。

(4)障害者のいのちとくらしを守ります

障害者自立支援法による利用者の原則1割応益負担の中止を政府に
働きかけます。国の制度改正まで都として負担増をおさえ、住民税非課
税の人の負担はなくします。障害者施設への都の助成を拡充し、サー
ビス水準が低下しないようにします。精神障害者も障害者福祉手当の

対象にするなど、身体障害者・知的障害者との福祉水準の格差是正を
すすめます。

(5)安心して子育てできる環境をつくります

女性が一生に生む子どもの数をあらわす合計特殊出生率は、1.00と

全国の1.26を大きく下まわり、東京の少子化問題はとりわけ深刻です。
しかし、東京の子育て条件は石原知事のもとでは改善されないばかり
か、廃止された母子保健院につづき都立小児病院3院 (清瀬、八王子、
梅が丘)の廃止計画がすすみ、私立保育園への補助が削られ、経験豊

富なベテラン保育士の削減など保育の質の低下がすすんでいます。石

原知事は認可保育所には「金がかかる」と言つて背をむけているので

す。

次世代育成支援計画は「子どもの権利条約」を実行する立場で抜本
的に見直し、子どもの医療費助成の拡充をはじめ東京を「子育て安心

都市」にしていきます。

◇中学生までの子どもの医療費を無料にします

「安心して子どもを医者にかからせたい」これは都民共通の願いです。
そのために、中学3年生までのすべての子どもの医療費を所得制限な
しで無料化します。

◇出産費用・妊産婦検診を無料にし、妊産婦医療費無料化をスタートさ
せます

◇都立小児病院の廃止を中止し、安心できる医療体制をめざします

都立小児病院の廃止計画を撤回します。地域ごとに24時間、365日 対
応できる小児救急病院を確保します。不足している小児科口産科などの

医師の育成・確保対策を強化します。妊娠後期から新生児早期まで総
合的な医療体制を備えた周産期医療センターを増やし、産科医療や助
産師外来への支援をおこないます。

◇保育の充実、育児休業の保障の改善をはかります

6/11ページ
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認可保育園への補助を大幅に引き上げて、新増設と保育水準の向

上、延長保育や産体明け保育を充実する緊急5ヵ年計画をつくり、待機

児ゼロをめざします。私立幼稚園の保護者負担を大幅に引き下げま

す。認定こども園は、認可保育所と認可幼稚園の基準を満たした基準

にします。

育児・看護休業や妊娠・出産による不利益な取り扱いの禁止などにつ

いて、都の基準をつくり、企業に遵守を働きかけます。中小企業には必

要な助成をおこないます。気軽に子育て相談ができる窓口をたくさんつ

くります。

◇学童保育・児童館を増やし、子どもの居場所づくりをすすめます

◇児童相談所を充実させるなど、親が相談に駆け込める場をふやしま

す

(6)雇用・賃金などの条件について、都独自の「東京ルール」をつくり、働く人の仕

事・くらしを守り、ワーキングプアをなくします

ワーキングプアの原因になつている時給719円 という低すぎる東京の

最低賃金を大幅に引き上げ、国と巨額の利益を上げている大企業にリ

ストラ規制などを強力に働きかけます。残業代をゼロにし、労働者を過

労死・過労自殺に追いこむ「ホワイトカラーロエグゼンプション」などの労

働法制の規制緩和に反対します。

◇雇用対策室をつくり、労政事務所を復活させるなど、都の労働行政を

強化します

最低賃金の引き上げ、不当な解雇、異動などの規制、非正規雇用に

対する差別や男女差別の是正を企業に働きかけます。都の公共事業

の一部が「安かろう、悪かろう」で安全性や品質の悪化、劣悪な労働条

件の原因になつています。すでに他県で実施されている派遣労働、偽

装請負などの実態調査をおこない、是正にとりくみます。異常な低入札

を改善し、下請け、労働者の適正な単価、賃金などを保障するために公

契約条例をつくります。

◇若者の雇用と生活を応援する緊急対策をおこないます

教員、消防隊員、看護師をはじめ都職員を積極的に採用し、とりわけ

若者雇用の拡大に努めます。若者を採用した中小企業に助成をおこな

います。都が採用するアルバイト、派遣職員などの賃金、待遇を大幅に

引き上げます。若者に「ポケット労働法」を無料で普及します。若者への

家賃助成や都営住宅建設をおこないます。

◇ワーキングプアや無(低 )年金者など生活保護基準以下の生活を余

儀なくされている人の生活を応援します

ワーキングプアなど、生活保護基準以下の収入を余儀なくされている

人の中で、とくに困難な人に、月1万 円の「緊急生活応援手当」を支給し

ます。

(7)労働、福祉、教育などすべての施策を男女平等の視点で見直し、女性と男性の

平等を保障するために全力をつくします

女性副知事の実現をはじめ、都の行政委員会、審議会への女性の参

加機会を増やし、意思決定への参加を積極的にすすめます。

(8)公共料金の引き下げにつとめます

都立の大学、高専、高校などの授業料を2割程度引き下げ、上下水道

料金の引き下げや減免制度の拡充など公共料金の引き下げにとりくみ

ます。看護学校の授業料を大幅に引き下げます。

3_子どもたちのすこやかな成長をIまぐくむ教育に改革します

石原知事のもとで、東京の教育は、教育基本法の改悪を先取りして大
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きくゆがめられています。30人学級の実現など全国でおこなわれている

教育条件整備を拒否するだけではなく、学校と教育の格差をひろげる

競争主義教育をあおり、夜間定時制高校をはじめ都立高校を減らすな

ど教育条件を悪化させています。その一方、やつてはならない「日の丸・

君が代」の強制など学校への干渉をすすめています。

(1)ど の子にもゆきとどいた豊かな教育条件の整備を緊急にすすめます

◇緊急に30人学級を実施し、子どもの豊かな成長と安全をまもります

すべての子どもの基礎学力を保障するためにも、いじめ自殺や不登

%        琴貫記:孝尋孔尋範鰐梶茸ラ
す。校舎の耐震化を支援します。

◇「勝ち組」「負け組」にふるいわける競争主義教育をあらためます

学校間格差を広げる「一斉学カテスト」と、その結果の公表は中止しま

す。子どもの心を傷つける習熟度別授業の強制はやめさせます。

◇夜間定時制高校をはじめ都立高校の統廃合をやめ、希望するすべて

の子どもの高校全員入学をめざします

学校間格差をなくし、子どもたちが身近な地域で学べることができるよ

うにします。

◇障害児学校を増設し、教室不足の解消やスクールバスの増発などに

とりくむとともに、小中学校の障害児教育への支援を拡充します

◇「日の丸・君が代」の強制や学校現場への干渉をきつぱりと改め、憲

法にもとづいた教育行政を推進します

「日の丸・君が代」の強制を「違憲・違法」と断じた東京地裁判決を受け

入                       式を大切にしま

菖                      婁績し妻摯L
校の教育と運営に介入している都立学校経営支援センターは、廃止し

ます。

◇私学助成を拡充します

g配[柔畢房累野績:」譜轟閲皐樋駄≧理II原り智
(2)文 化ロスポーツ・社会教育行政を充実させます

◇スポーツ・文化予算を大幅に増やします

イベント中心のスポーツ行政ではなく、
の設置率を脱却するため、都民が気軽 |

を増やします。老朽化した施設を建て替えるため市町村を支援します。

多様な文化・芸術活動への支援を強化します。

◇都立図書館の拡充をはかります

蔵書の廃棄処分を中止し、1タイトル2点購入にもどします。区市町村

の図書館への協力貸し出しをもとにもどし、連携と支援を強めます。

4口 中小企業を応援し、地域経済の活性化をすすめます

もとで、東京の産業構造

、製造業や地域小売業
ます。しかし、石原知事
んどの中小企業対策

宗基嗜』訂藻勇」〕ゴ寝F鷹纂素鷲起望蟹讐賠 Iごく忌堪翼庁詮騨摯だ名を
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めざします。

(1)中小企業が地域経済の主役にふさわしい役割を発揮するよう支援をつよめます

◇中小企業振興条例をつくり、緊急実態調査をおこない、分野別、業種

別の特別支援をおこないます

◇制度融資を抜本的に改善・拡充します

制度融資は、融資限度額を引き上げるとともに、使いやすいメニュー

に拡充し、1.5%程度の低利におさえます。借り換え融資は、民間からの

債務もふくめ対象とするなど拡充します。

◇モノづくりへの支援を拡充します

機械金属、印刷・製本、アパレルなどの集積した工業地域を地場産業

と位置づけ、活性化事業をすすめます。中小企業や商店街・個人経営

者の相談にのれる体制と機能を強化するために、商工指導所を再開し

ます。産業技術研究センターは直営とし、拡充をはかります。

◇商店街を地域コミュニテイの核として活性化させます

地域商店街は、大型店や駅中店などの出店ラッシュ、消費税課税の

強化などに苦しんでおり、大型店・チェーン店などの規制をつよめ、商店

(会 )への支援を拡充します。ショッピングセンターや量販店、大型店、

駅中店の身勝手な出店・閉店をおさえ、商店街に協力させる「大型店規

制東京ルール」をつくります。

「新・元気出せ !商店街事業」を拡充するとともに、区市町村が策定し

た振興プランを支援するしくみをつくり、空き店舗の活用、駐車場設置、

共同宅配などへの助成、支援をつよめます。

「輝け個店事業」を復活・拡充し、店のレベルアップや業種転換を支援

します。

新規事業のたちあげなどへの創業支援をつよめます。

◇建設業など地元業者への仕事を増やします

公共事業を福祉施設の建設をはじめ都営住宅や公園、歩道整備など

生活密着型に転換します。住宅の耐震工事助成や1戸 10万 円のバリア

フリー化助成などで町場の仕事をふやします。東京都の公共事業への

中小企業の入札の参加を拡充し、下請けや建設労働者へのコスト、賃

金の不当な切り下げをおさえます。

(2)農業を基幹産業の一つとして位置づけ、都市農業の振興、林業・漁業への支援

をつよめます

5“ 緑と環境を優先し、災害につよい東京へ、都市政策を転換します

石原知事の都市政策は、超高層ビルを乱立させ高速道路網を幾重に

もはりめぐらせる、超過密、経済効率至上の東京づくりです。このため、

地球温暖化の原因となる二酸化炭素の発生量は減るどころか、ふえつ

づける一方です。また、住宅やマンションの耐震・不燃化、総合治水対

策など防災対策はきわめて不十分で取り残され、なおざりにされていま

す。

東京とりわけ都心への過度の集中をおさえ、環境に優しく、都民が安

全・快適にくらせる街づくりを最優先した都市づくりにかじを切りかえま

す。

(1)オリンピックの名による大型開発計画を抜本的に見直します

都民のくらしがたいへんなときに、莫大な税金を使うような石原知事の

すすめるオリンピック計画はやめるべきです。それは、競技施設の整備

などに1兆円以上の資金がかかるだけでなく、オリンピックをテコにし
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て、首都圏中央連絡道、外郭環状道路、首都高速中央環状品川線の

ほか、羽田?築地間のトンネル道路や臨海部の広域幹線道路などの7

兆円を超える基盤整備事業を、一気に完成しようという計画だからで

す。また、地震にもつとも弱いと言われる臨海部地域に競技施設を集中

させることは、防災上きわめて危険であり、無謀だからです。

◇2016年のオリンピック招致計画は白紙にもどし、スポーツ予算を拡充

します

石原知事のオリンピック招致計画を自紙にもどし、都民の参加で再検

討します。オリンピックのために毎年積み立てるという積立金はとりや

め、都民のくらし応援、都民が気軽につかえるスポーツ施設の充実のた

めに使います

(2)水 と緑、大気などの自然環境を改善し、環境優先の都市づくりをめざします

◇緑の都市づくり、オフイスビルや自動車走行量の規制と誘導で、地球

温暖化、ヒートアイランド現象をおさえます

ヒートアイランド現象や集中豪雨対策、地球温暖化対策はまつたなし

です。ところが、石原知事は、ディーゼル規制にとりくんだものの、超高

層ビルや幹線道路建設の推進でヒートアイランド現象を激化させ、地球

温暖化の原因である二酸化炭素は減らすどころか24%も増やすありさ

まです。

都市の成長を管理する方向に切りかえ、二酸化炭素をおしあげている

オフィスビルや自動車などの排出削減計画をつくり、強力にすすめま

す。再生可能エネルギーの活用を促進します。立ち遅れている都市計

画公園の整備、市街地の緑地保全と植栽の推進、里山の保全などを抜

本的につよめます。

◇三環状道路などの建設を抜本的に見直します

三環状道路を凍結し抜本的に再検討するとともに、道路の右折レー

ン、鉄道との立体化、公共交通と水上交通の整備などを優先させた交

通政策をすすめます。町なみや景観に配慮した修復型まちづくりを重視

するとともに、緑の宝庫である高尾山の自然を守ります。

◇「都民の台所」といわれる築地市場を、環境基準をはるかに超える有

害物質で汚染されている豊洲地域へ移転させようとしている計画は見

直します

(3)都市型災害から、都民のいのちと財産を守る緊急総合対策をすすめます

◇地震被害を最小限にするという予防の立場で、東京都の震災対策を

抜本的に転換します

東京直下型地震の発生の確率は、10年 以内に30%、 30年以内に

70%と予想されています。震災対策はまつたなしの緊急対策が求めら

れています。

耐震診断をおこない、毎年1万 戸の木造住宅耐震化をすすめます (上

限1戸 75万 円助成)。 マンションの耐震助成をすすめ、低利の融資をお

こないます。長周期地震動対策、大規模複合施設、地下鉄、地下街、臨

海部埋め立て地対策、帰宅困難者対策などを確立します。

◇防災に不可欠な消防力を強化します

ハイパーレスキユー隊の増強、消防団の施設や処遇の改善など消防

体制を強化します。雨水浸透対策、河川改修の抜本的強化など、集中

豪雨にそなえます。

(4)都営住宅の増設など、快適で住みよい住環境をととのえます

都営住宅に50倍以上の応募が殺到しているのに、石原都政は都営住

宅の新規建設は8年間ゼロでした。石原知事の住宅政策は、住宅供給
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における公共の役割を否定するところまで踏みこんでいるのです。

都営住宅を1年に1000戸増やすことからスタートし、大幅な新規建設

をすすめます。高齢者、障害者にとどまらず青年や若年ファミリー向け

の都営住宅を計画的にふやします。都営住宅の家族への使用承継制

度を存続し、家賃の減免制度を拡充します。都民住宅・公社住宅の市

場家賃制度をやめ、高い家賃を引き下げます。民間賃貸住宅の高齢

者、青年、若年ファミリーヘの家賃助成制度をつくります。

(5)多摩・島しょ地域の格差解消をすすめます

23区と多摩・島しょ地域の税収には大きな格差があり、それが子ども

の医療費助成や学校の耐震対策など都民サービス水準の格差につな

がっています。ところが、石原知事は「格差はない」といいはり、手を打と

うとしません。

都民がどこでも一定水準の文化的生活をおくれるよう振興計画をつく

り、財政力の弱い多摩・島しょ地域への援助をつよめ、福祉や医療、くら

し、教育、消防、交通網などの23区との格差を解消します。多摩地域の

文化ロスポーツ施設の整備を支援します。多摩・島しょ地域の観光対策

と産業を応援し、三宅島の噴火災害の復興支援を強化します。

6.憲法を守り、基地のない、平和な都市東京をめざします

(1)東京都「憲法都市宣言」「非核・平和東京都宣言」をおこないます

石原知事の「私はあの憲法認めません」「命がけで憲法を破る」などと

いう発言は、それだけで知事の資格がないと言わなければなりません。

憲法改悪に断固反対し、憲法を守り都政にいかします。

「憲法都市宣言」「非核・平和東京都宣言」をおこないます。建設計画

が中止された「東京都平和祈念館」(仮称)はすみやかに建設をすす

め、都民がとりくむ平和事業への支援をおこないます。

(2)米軍基地の強化や永久化に反対し、早期撤去を求めます

戦後60年以上たつのに、3500万 人という密集した人口をかかえる首

都圏に、いまなお横田、横須賀などの米軍基地があることは異常です。

韓国でもドイツでも、世界の流れは米軍基地の縮小・撤去です。私は、

横田など米軍基地の早期撤去に全力をあげます。また、政府の米軍と

自衛隊による共用化であれ、石原知事の米軍と自衛隊、民間機の共用

化であれ、基地機能の強化・永久化、爆音被害のさらなる深刻化につな

がるいかなる計画にも反対します。

(3)アジアと世界から人々がつどい、にぎわう国際都市をめざします

東京は36万人を超える外国人が登録され、都心3区の人口を超える

人々が住んでいます。様々な国の人々がつどい、多様な文化が交流す

る都市をめざします。
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以 上

L豆杢三二全 墨抱東企 ページの先頭へ 壁 ュ前全

ご意見、ご感想、お問い合わせは吉阻五二主ニム全二望まで
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