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2021年9月8日～7日 

市民連合・野党政策合意 

 

消費税減税、原発ゼロを追求 4野党、衆院選へ共通政策合意 

2021/9/8 10:35 (JST)9/8 10:47 (JST)updated共同通信社 

市民連合の提言書を受け取る（左から）

れいわ新選組の山本代表、社民党の福島党首、共産党の志位委員

長、立憲民主党の枝野代表＝8日午前、国会 

 立憲民主、共産、社民、れいわ新選組の4野党党首は8日、安

全保障関連法廃止を求めるグループ「市民連合」と国会内で会合

を開き、消費税減税や、原発のない脱炭素社会の追求などを盛り

込んだ次期衆院選に向けた事実上の共通政策に合意した。合意後、

立民の枝野幸男代表は「次期衆院選で共通の政策を掲げ戦えば、

必ず政権交代できる。国民の命と暮らしを守る政権をつくる」と

語った。 

 共産党の志位和夫委員長も「共通の旗印が立った。選挙に勝利

し、政策を実行する政権をつくりたい」と強調した。立民、共産

両党は、これを契機に衆院選小選挙区の候補者一本化に向けた調

整を加速させる構えだ。 

次期衆院選に向けた事実上の共通政

策に合意し、ポーズをとる（左から）社民党の福島党首、共産党

の志位委員長、立憲民主党の枝野代表、れいわ新選組の山本代表

＝8日午前、国会 

 

野党 4 党、市民連合と政策合意 「コロナ禍に乗じた憲法改悪

に反対」 

朝日新聞デジタル2021年9月8日 11時07分 

市民連合と政策合意した文書には、社

民党の福島瑞穂党首、共産党の志位和夫委員長、立憲民主党の枝

野幸男代表、れいわ新選組の山本太郎代表が署名した=2021年9

月8日午前8時55分、国会内、上田幸一撮影 

   

  立憲民主党、共産党、社民党、れいわ新選組の野党4党は8

日、野党共闘を呼びかけている市民団体「安保法制の廃止と立憲

主義の回復を求める市民連合」（市民連合）との政策合意に調印

した。2019年参院選では当時の立憲、国民民主、共産など野党

5会派が市民連合と政策合意をしたが、政権選択を問う衆院選で

野党第1党が加わるのは初めて。 

 政策の柱は、①憲法②コロナ対策③格差是正④エネルギー⑤ジ

ェンダー平等⑥行政の透明化の6項目。具体的には、安保法制、

特定秘密保護法、共謀罪法などの違憲部分を廃止し、コロナ禍に

乗じた憲法改悪に反対する。消費税減税や富裕層の負担強化など

公平な税制を実現する。また、原発のない脱炭素社会や選択的夫

婦別姓の実現、森友・加計問題、桜を見る会など疑惑の真相解明

などが盛り込まれた。衆院選で4党が掲げる政策の土台となる。 

 国会内であった調印式には各党の代表が並んだ。立憲の枝野幸

男代表は「どんなに表紙が変わっても、この9年間で壊されてき

た立憲主義、民主主義、国民生活は、安倍（晋三）・菅（義偉）

両氏個人の問題ではない。与党全体の構造をひっくり返さない限

りは国民の暮らしを守ることはできない」と強調した。 

 共産の志位和夫委員長は「協力して選挙に勝ち、協力して、こ

れを実行する政権をつくるためにがんばりぬきたい」と語った。

国民民主党は欠席した。 

 市民連合は、安倍政権の安保法制の成立に反対する国会前デモ

をきっかけに結成された。17 年衆院選では当時の野党に政策要

望をするなどし、野党共闘を呼びかけてきた。 

 

消費税減税など衆院選へ共通政策 立憲、共産、社民、れいわの

4野党 

毎日新聞 2021/9/8 10:27（最終更新 9/8 11:32）  

「市民連合」の関係者から政策提言を

受け取る（奥中央左から）立憲民主党の枝野幸男代表、共産党の

志位和夫委員長、社民党の福島瑞穂党首、れいわ新選組の山本太

郎代表＝参院議員会館で2021年9月8日午前8時53分、竹内

幹撮影 

 立憲民主、共産、社民、れいわ新選組の4野党党首は8日、安

全保障関連法廃止を求めるグループ「市民連合」と国会内で会合

を開き、消費税減税や、原発のない脱炭素社会の追求などを盛り

込んだ次期衆院選に向けた事実上の共通政策に合意した。合意後、

立憲の枝野幸男代表は「次期衆院選で共通の政策を掲げ戦えば、

必ず政権交代できる。国民の命と暮らしを守る政権をつくる」と

語った。 

 共産党の志位和夫委員長も「共通の旗印が立った。選挙に勝利

し、政策を実行する政権をつくりたい」と強調した。立憲、共産

両党は、これを契機に衆院選小選挙区の候補者一本化に向けた調

整を加速させる構えだ。 

残り244文字（全文521文字） 

 

４野党が共通政策を締結、衆院選へ共闘強化 

産経新聞2021/9/8 11:42 
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立憲民主、共産、社民、れいわ新選組の４野党の党首は８日午前、

安全保障関連法廃止を求めるグループ「市民連合」が国会内で開

いた会合に出席し、市民連合が仲介する形で次期衆院選の事実上

の共通政策を締結した。消費税減税や憲法改正反対、新型コロナ

ウイルス対策強化などを盛り込んだ。 

野党４党はこれを機に衆院選での共闘を強化し、各選挙区での候

補者一本化の調整を加速させる構え。 

市民連合が作成した政策提言の文書に４党首が連名で署名した。

提言書では、コロナ禍に乗じた憲法改悪に反対▽消費税減税を行

い、富裕層の負担を強化するなど公平な税制を実現▽原発のない

脱炭素社会を追求－といった政策を盛り込み、４野党は「その実

現に全力を尽くす」とした。 

立民の枝野幸男代表は会合で「共通して掲げる政策が一致できた。

（野党が）それぞれの強みを生かして衆院選を戦えば必ず政権を

代えることができる」と語った。市民連合は日本維新の会を除く

主要野党に参加を呼び掛けたが、国民民主党は欠席した。 

 

立憲など野党 4 党と市民連合が衆院選共通政策で合意 れいわ

新選組も参加 

日刊スポーツ2021年9月8日11時54分 

立憲民主、共産、社民、れいわ新選組の4野党党首は8日、安全

保障関連法廃止を求めるグループ「市民連合」と国会内で会合を

開き、消費税減税や、原発のない脱炭素社会の追求などを盛り込

んだ次期衆院選に向けた事実上の共通政策に合意した。合意後、

立民の枝野幸男代表は「次期衆院選で共通の政策を掲げ戦えば、

必ず政権交代できる。国民の命と暮らしを守る政権をつくる」と

語った。 

共産党の志位和夫委員長も「共通の旗印が立った。選挙に勝利し、

政策を実行する政権をつくりたい」と強調した。共産はその後、

衆院選の運動方針などを議論するため、第 3 回中央委員会総会

をオンライン形式で開催した。立民との衆院選小選挙区の候補者

一本化に向けた調整加速方針を確認する。 

共通政策は、山口二郎法政大教授が運営委員を務める市民連合の

政策提言に 4 党首が署名する形で合意した。新型コロナウイル

ス禍に乗じた憲法改悪に反対し、科学的知見に基づくコロナ対策

の強化や倒産、失業を防ぐ財政支援を実施すると主張。 

森友・加計学園、桜を見る会問題などの真相究明や米軍普天間飛

行場（沖縄県宜野湾市）の同県名護市辺野古への移設中止を要求。

最低賃金の引き上げや選択的夫婦別姓の実現も明記した。 

日本維新の会を除く主要野党の共通政策に位置付けるため、市民

連合は国民民主党にも参加を呼び掛けていたが、国民は欠席した。

国民の玉木雄一郎代表は、国会内で幹部会合を開催。対応を協議

したとみられる。（共同） 

 

野党4党 衆院選で訴える共通政策 市民グループと締結 

NHK2021年9月8日 11時47分 

  

立憲民主党など野党 4党は 8日、衆議院選挙で訴える共通政策

を市民グループと締結しました。 

新型コロナウイルス対策の強化のほか、消費税の減税や原発のな

い脱炭素社会を追求することなどを盛り込んでいます。 

共通政策は、有識者や市民団体でつくるグループ「市民連合」の

呼びかけでまとめられ、立憲民主党、共産党、社民党、れいわ新

選組の野党 4党の党首らと「市民連合」の代表者が 8日、国会

内で顔を合わせ、締結しました。 

共通政策では、政府の新型コロナウイルス対策を通じて医療提供

体制のぜい弱さが浮き彫りになったとして、医療費削減の流れに

ある路線を転換し、病院や保健所などの整備を迅速に進めていく

としています。 

また、格差や貧困を是正するため、最低賃金を引き上げ、消費税

の減税と富裕層の負担強化によって公平な税制に改めるとして

いるほか、原発のない脱炭素社会を追求することや、選択的夫婦

別姓の実現なども盛り込まれています。 

野党4党は、共通政策を踏まえ、衆議院選挙での野党連携を前進

させたい考えです。 

一方、8日の締結に国民民主党は加わっていませんが「市民連合」

では、より幅広い連携の実現が必要だとして、引き続き、参加を

呼びかけていく考えです。 

立民 枝野代表「総選挙に向け さらにギアを加速」 

  

立憲民主党の枝野代表は記者団に対し「『市民連合』に尽力いた

だき、野党4党で共通政策を作れたことは大変よかった。それぞ

れの党の違いは認め合いながらも『自公政権』の問題点への対応

を一致して進めていかなければならない。総選挙に向け、さらに

ギアを加速し、しっかり結果につなげていきたい」と述べました。 

 

野党4党が共通政策 コロナ対策や消費税減税など 

ANN2021/09/08 12:17 

 野党 4 党は衆議院選挙に向けて新型コロナ対策の強化や消費

税の減税などを盛り込んだ共通政策を結びました。 

 立憲民主党・共産党・社民党・れいわ新選組の4党は、市民団

体と会談し、衆議院選挙で訴える共通政策をまとめました。 

 コロナ対策として医療従事者らの待遇改善や経済的な打撃を

受けた企業などに万全の財政支援を行うとしました。 

 また、消費税の減税や脱原発なども盛り込んでいます。 

 一方、野党が求めている臨時国会の開会を巡って与党は改めて

応じない考えを示し、来週、厚生労働委員会でコロナ対策などに

ついて議論することになりました。 

 

立・共など、市民連合と８日に協定締結 国民民主は不参加 

時事通信2021年09月06日22時54分 

２０１９年５月、東京・永田町の参院議員会

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021090601029&g=pol&p=20210906ds73&rel=pv
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館で「市民連合」との意見交換会に出席した立憲民主党の枝野幸

男代表（左から３人目）ら野党幹部。左から２人目は国民民主党

の玉木雄一郎代表 

 立憲民主、共産、社民の野党３党は、安全保障関連法撤廃など

を求める民間団体「市民連合」と次期衆院選に向けた政策協定を

８日に結ぶ方向で調整に入った。複数の関係者が６日、明らかに

した。２０１９年参院選では旧国民民主党も協定に加わったが、

今回は参加しない。 

 協定には、新自由主義的な経済政策からの脱却や新型コロナウ

イルス感染対策の充実などが盛り込まれるとみられる。国民幹部

は不参加の理由について「野党がまとまらなければいけない時だ

が、この内容では逆に分断されてしまう」と説明した。 

 

市民連合主導の野党共闘 立憲、共産、社民に加え、れいわも参

加へ 

朝日新聞デジタル2021年9月7日 22時02分 

臨時国会の召集を求める集会で発言

する立憲民主党の枝野幸男代表（右）。奥に共産党の志位和夫委

員長（中央）、国民民主党の玉木雄一郎代表（左から2人目）、社

民党の福島瑞穂党首（左）=2021年8月17日午後2時3分、国

会内、上田幸一撮影 

 野党共闘を呼びかける市民団体「安保法制の廃止と立憲主義の

回復を求める市民連合」（市民連合）は 8 日、立憲民主、共産、

社民、れいわ新選組の野党 4 党と次期衆院選の共通政策で合意

する。 

 調印式には、立憲の枝野幸男代表、共産の志位和夫委員長、社

民の福島瑞穂党首、れいわの山本太郎代表が出席する予定だ。 

 旧民主党の流れをくむ野党第1党と共産が「市民連合」を介し

た共通政策で合意して、衆院選に臨むのは初めてとなる。 

 共通政策には、科学的知識に基づくコロナ対策の強化や消費税

減税、原発のない脱炭素社会の追求、「コロナ禍に乗じた憲法改

悪」への反対、森友・加計学園問題や桜を見る会に関する疑惑の

真相究明などを盛り込む予定だ。 

 一方、国民民主党は「原発のない」や「安保法制の違憲部分の

撤回」の表現に党内に異論があるため、8日の調印式には玉木雄

一郎代表が参加しないことになった。市民連合と個別に合意を結

ぶかどうかの対応は、8 日の役員会で引き続き協議する予定だ。 

 

４野党共通政策、８日に締結 衆院選へ立共社れいわ 

中日新聞2021年9月7日 21時32分 (9月7日 21時45分更

新) 

 立憲民主党の福山哲郎幹事長は７日の記者会見で、次期衆院選

に向け、共産、社民、れいわ新選組の３党と事実上の共通政策を

８日に締結すると表明した。締結を契機に共産との候補者調整を

加速させる考えも示した。「野党が結集し、できるだけ小選挙区

は一本化する。（調整の）キックオフになる」と述べた。 

 共通政策の締結は、安全保障関連法廃止を求めるグループ「市

民連合」の政策提言に、４野党党首が署名する形を取る。 

 市民連合が参加を呼び掛けていた国民民主党とれいわのうち、

れいわが応じ、４野党の枠組みになった。引き続き国民にも参加

要請を続ける。 

 

野党4党 衆院選で訴える共通政策 市民グループと締結へ 

NHK2021年9月8日 5時13分 

  

立憲民主党など野党 4 党は、衆議院選挙で訴える共通政策を 8

日、市民グループと締結することにしています。 

新型コロナウイルス対策で、医療提供体制の強化などを盛り込む

ことにしています。 

有識者や市民団体でつくるグループ「市民連合」は、立憲民主党、

共産党、社民党、れいわ新選組の野党4党に衆議院選挙での共通

政策の取りまとめを呼びかけてきました。 

そして、これまでに調整が整い、野党4党の党首らは8日、「市

民連合」との間で締結することになりました。 

共通政策では、政府の新型コロナウイルス対策を通じて医療提供

体制のぜい弱さが浮き彫りになったとして、医療費削減の流れに

ある路線を転換し、病院や保健所などの整備を迅速に進めていく

としています。 

また、格差や貧困を是正するため、最低賃金を引き上げるととも

に、消費税の減税と富裕層の負担強化によって、公平な税制に改

めるとしています。 

さらに、原発のない脱炭素社会を追求することや、選択的夫婦別

姓の実現なども盛り込む方針です。 

野党4党は、共通政策を踏まえ、衆議院選挙での野党連携を前進

させたい考えです。 
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