４月１日から消費税が５ 仕事▼仕事をしない市長や
％から８％に引き上げられ 議員は許しません︒来年春
ました︒来年 月から ％ の名古屋市議選は︑消費税
に引き上げることがもくろ 増税ストップの市民の声を
まれています▼河村市長や︑ 上げるチャンスです▼市民
自民党︑公明党︑民主党︑ の今年度公共料金負担増は
減税日本は︑消費税に抵抗
億円︒金持ち優遇で福祉
することなく︑増税分をバ 削減の市民税減税の財源は
ス・地下鉄︑水道・下水道 １１７億円︒市民税減税を
料金な
消費税増税路線 スト ップ
ど公共

料金に
市議選勝利で 江上ひろゆき
転嫁し
ました▼景気が悪いのに増 やめれば市民の負担を抑え
税なんてとんでもない︒福 ることができます▼働く人
祉が削られさらに負担とは︑ のふところを温める景気回
もう生活できない▼この声 復と︑税金の使い方あり方
にこたえて︑安倍政権暴走 を変えて︑お金があるとこ
の悪政の﹁防波堤﹂となっ ろから税金を集める別の道
て市民生活を守るのが名古 を示し︑消費税大増税路線
屋市の仕事︒そして︑その 反対の声を上げる議員めざ
仕事を監視するのが議員の し全力尽くします︒

10

市会 議席 必 ず奪 還 しよ う
あり︑一か月あたり５００
円という内容で消費税増税
の負担額に到底追いつかな
いお粗末さも暴露しました︒
５千万円で失職した猪瀬
都知事と︑８億でも議員を
続けるみんなの党渡辺喜美︑
どこが違うのか︑﹁向こう
は現金︑自分は振込みだか
ら違う﹂との回答の話には
笑いが起こりました︒
数多くの政治家を描いた
イラストレーター山藤章二
さんや自民党の閣僚経験者
の︑戦争への危惧の声を紹
介しました︒︵２面下へ︶

10

る大企業です︒﹁庶民に増

税︑大企業には減税﹂﹁黙っ
ていては︑来年 ％も強行
されてしまいます﹂と訴え
ました︒

ふところ豊かに

10

働く者のふとこ
ろ温める景気回復︑
高額所得者から税
金を集める税制の
改革を提案しまし
た︒
﹁困ります﹂
﹁黙っていたらだ
めね﹂と声がかか
りました︒

榎津のスーパー前で宣伝する江上元市議

消費税８％に抗議
４月１日から︑消費税が
５％から８％に強行されま
した︒日本共産党は︑全国
で︑抗議行動を呼びかけ︑
中川区でも︑榎津︑野田︑
春田︑八熊︑五女子のスー
パー前で行われました︒
％止めよう
江上ひろゆき元市議も訴
えました︒庶民には増税の
一方︑復興特別法人税は１
年前倒しで廃止︒恩恵にあ
ずかるのは︑黒字企業であ
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30

佐々木衆院議員︑江上元市議訴える

会場からの拍手にこたえる江上元市議と佐々木衆院議員（右）

４月 日︑佐々木憲昭衆 ﹁消費税の値上分が社会保
院議員と江上ひろゆき元市 障に回っていないと国民は
会議員を弁士に迎えて日本 感じているが︑麻生財務大
共産党演説会が中川区役所 臣はどう思っているか﹂と
ホールで開催されました︒ 質問したら︑﹁事前の通知
小雨降る肌寒い日でした がない質問には答弁書が無
が︑１５０名が参加しまし いので答えられない﹂との
た︒
珍答弁だったことを話すと
会場が沸きました︒
国会での自共対決
低所得者への一万円支給
佐々木憲昭議員が国会で︑ は市役所への申請が必要で
20
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員が負担増に賛成︒日本共
産党は反対しました︒消費

消費税から市民守れ
来年春の市会議員選挙勝
利めざし︑毎月丸１日かけ
て︑中川区内の各所を回る
日本共産党江上ひろゆきキャ
ラバン宣伝が︑４月 日取

税増税の転嫁で市民負担は ︵１面から︶
今年度 億円︒金持ち・大
悪政の﹁防波堤﹂を
企業優遇が明らかとなった
江上元市会議員は︑河村
市民税減税の財源は１１７
億円です︒市民税減税をや 名古屋市長は︑国の悪政か
めれば︑負担は抑えること ら市民を守るどころか︑国
ができます︑と江上元市議
は訴えました︒
次はがんばれよ
今回は︑午前中︑伏屋フィー
ル前や新家アズパークなど
富田地域︑午後は︑荒子ビッ
グ︵写真︶や市営たかはた
荘など高畑周辺︒がんばっ

り組まれました︒
４月からの消費税増税に
伴い河村市長は︑バス・地
下鉄︑水道・下水道料金な
ど公共料金に市民負担を押
し付けました︒議会では︑
自民︑公明︑民主︑減税日
本︑新政会は賛成しました︒
ての声もかかりました︒
速道路をつなぐと言います︒
名古屋西インターから︑飛
島インターまでの キロ︒
環状線の中央に高速道路を
１３５０億円かけて建設を
始めています︒

若者の悩み︑大学生の考
えを聞こう︑と４月８日︑
もとむら伸子参院愛知選挙
区予定候補︑江上ひろゆき
元市議︑日本共産党中川区
委員会のメンバーは︑愛知
大学名古屋キャンパス︵あ
おなみ線ささしまライブ駅
南︶で宣伝を行いました︒
しんぶん赤旗号外を渡しな

若者の声を聞こう
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の企業参入促進で︑市民サー
ビスを削りに削っているこ
とを告発しました︒

護の保険料を増やし︑公立
保育園廃止の行政責任放棄

と一緒になって︑国保や介

いる︒安心して住み続けら
れる名古屋をどうしてもつ
くっていきたいと訴え︑参
加者から拍手が起きました︒

いるのは大企業と銀行で︑
借金は全部市民に回されて

型公共事業で結局儲かって

大型開発

前回選挙と様変わり

３年前に第１党だった
﹁減税日本﹂は 人から

な税金投入︑大

分というが誰
が利用するのか
とリニア新幹線
批判︑名古屋駅
前再開発に莫大

が減っている事
や︑地震国で危
ない地域にトン
ネルを掘って︑
名古屋︲品川間

議員が丁寧に答えました︒

力をお貸しくださいと結ん
で終わりました︒
参加者から︑秘密保護法
の現段階や集団的自衛権に
ついて質問があり︑佐々木

人に激減し︑維新と合流し
て乗り切ろうと画策する中︑
住民こそ主人公の立場で奮
闘する共産党の議席を何と
しても大きくしたい︑ぜひ

また︑中部国
際空港は小牧空
港時代より利用

がら︑授業内容︑奨学金な
ど学生生活︑ブラック企業
などについて対話を試みま
した︒
はじめてのとりくみで対
話は限られましたが︑大学
の様子や︑生活を聞くこと
ができました︒
愛知大学の学生との対話
に引き続き取り組んでいこ
う︑と参加者は話していま
した︒
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中川区では︑７人の議員全

環２ 高速 道路 で 質 問提 出
地震や津波に対する対策 境を守る会﹂︵内川朝夫代
へどんな役割を果たすのか︑ 表︶は︑建設する国土交通
環境影響評価の問題点︑再 省に質問書を４月 日提出
度の説明会などについて︑ しました︒また︑都市計画
﹁名古屋環状２号線から環 担当の名古屋市に対しても︑
回答を促し︑地域住民への
丁寧な対応を求めました︒

江上元市議も同席し︑
﹁現在の平面道路は渋滞し
ていません︒それだけに高
速道路建設に疑問の声が地
元にあります﹂と丁寧な説
明を求めました︒
国は︑震災対策のため高

住民に丁寧な説明を

14
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５月の早朝宣伝
２日 金
近鉄戸田
９日 金
高畑
日 月 あおなみ線小本
日 火
ＪＲ春田
日 金
近鉄伏屋
日 月
金山北口
日 火
名鉄山王
日 金
昭和橋
日 火
万場小橋
日 木 あおなみ線荒子
日 金
ＪＲ尾頭橋
７時半から８時過ぎ
憲法記念日︵３日︶宣伝
時
尾頭清水屋前
時 分 五女子

40
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無料相談 ︵子育て・教育問題も︶毎週月・木 午後６時半から８時
弁護士相談 毎月第３木曜 江上ひろゆき事務所まで 電話 ３６３ １
-４５０
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