
社民党党首 福島みずほ 
からのメッセージ



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 社民党は、平和憲
法の理念が活かされた、「人といのちが輝く社会」を目指します。 憲法
9条は変えさせません。 
社民党は、憲法を活かした平和な社会を実現します。 

はじめに



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 世の中には、すべて
を個人の「自己責任」に押しつけ、孤立させる言葉があふれています。 
ガマンも、ひとりで頑張り続けることもやめにしよう! 
安心して弱音をはける社会へ。 
あなたの弱音が政治の課題。 
社民党は、「支えあう社会」を実現します。 

はじめに



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 どんなに大きな変
化もひとりの違和感、ひとりの勇気から始まります。 社民党は、たった
ひとりでも「声を上げた人」に寄り添い、共に社会を変えていきます。変
えるって楽しい! 私たちには社会を変える力があります。 社民党ともに、
社会を変えていきましょう。 

はじめに



皆さん、こんにちは。私たちは、社民党、社民党です。 新型コロナウイル
スの感染が止まりません。感染力の非常に強い「オミクロン株」が広が
り、 医療・介護の崩壊が、きぐされています。 岸田政権のオミクロン対
策は失敗続きです。いのちを蔑(ないがし)ろにする政権はゴメンです!  
社民党は、新型コロナ対策に全力で取り組みます。 

新型コロナ 



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 私たちは日々、コ
ロナ感染への不安を抱きながら暮らしています。 コロナ禍によって、日本
の脆弱な医療体制が明らかになりました。社民党は、医療・介護従事者を
支援し、病床削減・公立病院の統廃合に反対し、地域医療を守ります。 
社民党は、新型コロナ対策に全力で取り組みます。 

新型コロナ 



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 コロナから命を守る
ためには、人と人との接触を減らし、感染拡大に歯止めをかけなけれ ばな
りません。いま、全国に「まん延防止等重点措置」の適用が広がっていま
す。「外出するな」、「飲食店は営業するな」と言っても、それでは生活で
きません。休業・時短要請は保 障とセットで行なうのが当然です。  
社民党は、新型コロナ対策に全力で取り組みます。 

新型コロナ 



皆さん、こんにちは。こちらは、社民党、社民党です。 岸田首相は「水
際対策」を徹底するとしてきましたが、全国の米軍基地で新型コロナのク
ラスタが次々発生し、感染源となっています。米軍人軍属の出入国に日本
政府は関与できず、水際対策と言っても米軍基地という大きな穴が開いた
状態です。この根本原因は、日本の主権を米軍に売り渡している日米地位
協定にあることは明白です。 社民党は日米地位協定の改定に全力で取り
組みます。 

基地とコロナ感染 



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 コロナ禍の影響を
受け、多くの人が仕事を失っています。 貧困が拡大する中、消費税10%
は、人々の暮らしに大きくのしかかります。 社民党は、コロナ禍からの
生活再建のために、まずは3年間、消費税をゼロにしようと提案していま
す。 社民党は、税金の取り方と、使い方をあらため、庶民のくらしをあ
たためる税制度を目指し ます。 

税制  



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 消費税は10%まで
引き上げられたのに、法人税は30年間で7回も引き下げられ、現在 
23.2%です。社民党は、不公平な税制をただすため、法人税の累進制を強
めます。富裕層 には応分の負担を求める税制改革を行ない、低所得者ほ
ど負担の大きい社会保険料の負担を見直します。 

税制  



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 現在、大企業の内
部留保はなんと484兆円です。 もしもの時の備えとしてため込んできたは
ずなのに、 コロナ禍で経済が冷え込んでいる今も、 大企業は多額の内部
留保を抱え込んだままです。 今使わずして、いつ使うというのでしょう。 
内部留保をため込む大企業には、もう少し税金を負担してもらいましょ
う。 

税制  



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 コロナ禍の影響を
受け、失業・倒産が相次いでいます。 消費税を3年間ゼロにし、負担を軽
減するとともに、 仕事を失った労働者や、中小企業への補償を確実に行
ないます。 社民党は、新型コロナ対策に全力で取り組みます。 

税制  



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 社民党は、長時間
労働を規制し、雇用のセーフティネットを強化します。 最低賃金を全国一
律1500円に引き上げ、くらしと雇用を立て直します。 8時間働けば、安
心して暮らせる社会を! 社民党は、働く人たちのくらしと権利が守られる
社会を実現します。 

働き方   



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 今、働く人の約4割
が非正規労働者となっています。 コロナの影響で多くの労働者が解雇・雇
い止めされました。  
中でも、真っ先にクビを切られたのが、女性の非正規労働者たちでした。
これ以上、不安 定な雇用を増やし続けてはいけません。 
労働者の使い捨てを許さない! 
社民党は、非正規労働の拡大にストップをかけます。 

働き方   



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 消費税は社会保障
のために使うと言いながら、実際に社会保障に使われたのは20%程度に
過ぎません。社民党は、負担増と切り捨ての社会保障からの転換を求め、
納得・信頼・ 安心の年金・医療・介護制度をめざします。 

社会保障    



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 昨年の国会で、一
定収入のある高齢者の医療費の窓口負担を1割から2割に引き上げる 健康
保険法改正が成立しています。今年の秋にも、75歳以上の多くの高齢者の
医療費が 2倍になる予定です。 社民党は、高齢者のいのちを脅かす医療
制度改悪に絶対反対です。 

社会保障    



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 社民党は被災地の
切り捨てを許さず、 一刻も早い被災者・避難者の生活再建に全力をあげ
ます。 社民党は、被災者に寄り添う「人間の復興」をめざします。 

復興     



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 社民党は、脱原発
で「持続可能な地域社会」をつくります。 農林水産業を再生し、食料自
給率を向上させ、食の安全と豊かな自然を守ります。社民党は、地域のく
らし、公共サービスと地域交通を守ります。 

地域      



皆さん、こんにちは。 社民党党首・福島みずほです。 社民党は、原発ゼ
ロ法案をつくり、自然エネルギーへの転換をすすめます。40年超えの老 
朽原発の再稼働は認めません。 福島原発のトリチウム汚染処理水の海洋
放出にも絶対反対です。 社民党は、脱原発社会をめざします。 

脱原発       



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 地球環境が大きく
変化し、世界中で自然災害が起きています。 気候危機を止めるためにタイ
ムリミットは迫っています。 2030年、原発・石炭火力ゼロ、2050年
100%再生可能エネルギーへ。 社民党は政策転換を行ないます。 豊かな
自然と安全な環境を、子どもたちに引き継ぎましょう。  

気候危機        



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 社民党は、党内の
役員・候補者の女性比率50%をめざし、自分たちの足元から男女平等に
取り組んでいます。あらゆる性差別やハラスメントを許しません。今こ
そ、選択的夫婦別姓を実現します。  
社民党は、女性の人生を応援します。  

男女共同参画         



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 コロナ禍の影響を
受け、全国で12万人以上の労働者が解雇・雇い止めされました。その中 
心が非正規労働者の女性達です。社民党は、男女の経済的格差の是正、雇
用における男女平等に取り組みます。社会保障制度や税制を、世帯単位中
心から個人単位に改めま す。   

男女共同参画         



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 コロナ禍の影響を
受け、女性の自殺率が深刻化しています。背景には、女性の貧困、子育 
て、介護の孤立化、DVや性暴力の増加などの問題があります。社民党は
女性の貧困問題や自殺防止に取り組みます。  

男女共同参画         



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 社民党は同性婚の
法制化を実現し、結婚の自由をすべての人に保障します。セクシャリティ
を理由とするあらゆる差別を根絶するためにLGBT差別解消法を実現しま
す。 社民党は、どこで生まれても、どこで暮らしていても、だれもが自ら
のセクシャリティや人生を「いいね!」と肯定して生きていける日本社会を
実現します。   

LGBTQ          



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 社民党は、性別、
国籍、人種、セクシュアリティ、障害のあるなしなどで人々が差別される 
社会を変えていきます。ヘイトスピーチを規制する法律を作り、外国人地
方参政権の実現を目指します。 社民党は、この国に暮らすすべての人々が
平等に扱われる社会をめざします。   

反差別           



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 社民党は、子ども
の貧困と、子どもへのすべての暴力をなくします。 保育の質の向上と量の
拡大を両輪ですすめます。 子どもの医療費を無料にします。 社民党は、
子どもたちや若者を応援します。  

子ども            



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 社民党は教育予算
をGDP5%水準に引き上げ、公教育の無償化を実現します。教科書や体操
服から給食まで、学校教育についてお金の心配をしなくていい社会をつく
ります。小・ 中学校では学校給食を完全実施します。 社民党は、子ども
と子育て世代の家族を応援します。  

教育             



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 今、多くの若者が
多額の奨学金返済に苦しんでいます。卒業後に借金としてのしかかる奨学
金を給付型中心にして、学費の引き下げで、全ての子どもたちの学びを保
障します。 社民党は、子どもたちや若者を応援します。   

教育             



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 2022年度の防衛予
算は5兆4000億円に達し、過去最高額となりました。昨年末の補正予算
分もあわせると、総額6兆円を超えます。10年連続の防衛費増で、こんな
巨額の防衛費 をいったい何に使おうというのでしょうか。台湾有事や沖
縄・南西諸島での戦争の危険が 心配されています。 社民党は巨額の予算
で戦争準備を米軍と共に戦おうとするのではなく、憲法を活かした平和外
交を強めることで、地域の安定を実現します。   

平和              



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 戦争をしないと誓
った憲法9条は私たちの宝です。 被爆国として核兵器禁止条約を早期に批
准し、 憲法を活かした対話による平和外交をすすめます。 社民党は、改
憲ではなく、憲法を活かすことで平和を実現します。    

平和              



皆さん。こんにちは。こちらは社民党、社民党です。 昨年秋の総選挙で、
自民、公明などの「改憲勢力」の議席が衆議院の3分の2を超えまし た。 
岸田首相も、露骨に改憲を目指す姿勢を示しています。 いま、かつてな
く、憲法改悪の可能性が高まっています。 社民党は、改憲ではなく、憲法
を活かす政治を目指します。    

平和              



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 社民党は、日米安保
条約を平和条約に転換し、 日米地位協定の全面改定を目指します。アメリ
カからの武器の爆買いをやめ、 沖縄の辺野古に新基地は作らせません。    

平和              



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 第2次安倍政権の頃
から続く、強引な憲法解釈の変更や、憲法を軽視する露骨な姿勢をあらた
めさせ、立憲主義の定着をすすめます。 憲法違反の法律である、安保法
制、秘密保護法、共謀罪法、重要土地調査規制法を廃止します。     

平和              



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 過疎化や公共交通
の合理化によって、無人駅や廃線が増加しています。社民党は、子どもや
障がい者、高齢者など、多様な人々の移動の権利が保障されるよう、バリ
アフリー設備の設置など公共交通を強化します。      

移動の権利               



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 今、選挙に行く人
たちは、有権者の約50%程にすぎません。 政治は変わらないと思うかも
しれませんが、 選挙に行かない50%が投票に行けば、政治は絶対に変え
られます。 変わるのは私たち、変えるのも私たち。 社民党は、市民と野
党の共闘で「生存のための政権交代」をめざします。       

選挙                



皆さん、こんにちは。社民党党首・福島みずほです。 まもなく、参院選
です。私たちのくらしを変える、自民党政治を変えるためには、選挙がな 
により重要です。コロナ禍から私たちのいのちとくらしを守るために、い
っしょに政治を変えましょう!  
社民党は、市民と野党の共闘に全力を尽くします。 皆さん、社民党党
首・福島みずほです。 本日は、社民党の訴えを聞いていただき、ありがと
うございました。 社民党、頑張ります。        

選挙                



ご清聴ありがとうございました


