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３月 日︑東日本大震災 は︑こんなことがまかり通っ
から４年目を迎えます▼４ ています▼高浜原発が再稼
年前の名古屋市会議員選挙 働し事故を起こしたら︑冬
投票日の前々日午後２時
の伊吹おろしで︑放射性物
分︑私は︑高杉町で街頭宣 質は間違いなく私たちに降
伝中でした▼今なお 万人 り注ぎます▼原発だけでな
の方が避難生活︒その中で︑ く︑福祉も︑景気も︑そし
福島県民は 万人が故郷に て︑憲法９条も安倍暴走で
帰りたくても帰れない悲惨 ないがしろにされています
な生活
３・ から４年
です▼
特に︑
江 上ひろ ゆき
未来あ
る子どもたちの苦しみはい ▼しかし︑４月の選挙で︑
かほどでしょうか︒なのに︑ 中川区での市会議席奪還︑
安倍暴走政治は︑鹿児島の 名古屋市で 議席以上︑愛
川内原発︑福井の高浜原発 知県議４議席以上︑そして︑
と再稼働の動きを強めてい 全国でも大きく日本共産党
ます︒原発の海外輸出推進 の議席を伸ばせば︑政治を
まで行っています︒お金よ 変えることができます︒変
り人の命が大切だ︑と誰で わります︒変えなければな
もわかっているのに︑現実 りません︒がんばります︒
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中川 で 日 本 共産 党 市 会 議席 を
中川区の日本共産党と後
援会は２月 日︑中川区役
所講堂で地方選の躍進めざ
す﹁つどい﹂を開催︒
佐々木前衆院議員応援

日本共産党はブレないのか
と理由を２点挙げました︒
①日本共産党は企業︑団体
献金をもらわないから︑国
民の立場にしっかり立てる︒
②戦前︑戦後一貫して侵略
戦争に反対してたたかって
きた党だから︒
安倍政権は地方選挙が終
われば集団的自衛権行使容
認の法制化を一気にやろう
としています︒﹁地方選挙
で共産党を躍進させ︑安倍
暴走政治を追い詰めよう︑
中川区で共産党の議席を回
復させよう﹂と呼びかけま
した︒

12

３月 日で︑東日本大震
災から４年を迎えます︒川
内原発︑高浜原発を再稼働
させる動きがある一方︑福

島では︑ 万人が故郷に帰
りたくても帰れません︒

原発ゼ ロち ょうち んデ モ続く

12

私たちはあきらめない

12

各界から期待の声
続いて︑年金者︑中小業
者︑女性︑子育て︑医療・
福祉などの関係者が切実な
要求と躍進の期待を語りま
した︒なかでも白浪５人男
を模した︑白浪６人女の口
上には会場︑爆笑と拍手喝
さいでした︒

八幡本通りを歩くみなさん
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11

毎週水曜日午後６時︑五
女子交差点を出発し︑尾頭
橋交差点までの﹁ちょうち
んデモ﹂が続いています︒
２月 日も行われました︒
﹁原発ゼロへ﹂﹁再稼働反
対﹂﹁私たちはあきらめな
い﹂尾頭橋交差点での︑
﹁いっしょに歩こう﹂のコー
ルも続いています︒

11

地域要求実現へ
富田地域の環状２号線か
ら環境を守る運動や戸田へ
のバスルート改善を求める
運動に取り組む風岡邦昭さ
ん︑︵２面下につづく︶

11

11

当選し倍返しでバトンタッ
チできました︒６期 年で
８０５回︵週１〜２回︶質
問に立ち歴代総理や委員会
で論戦してきました︒なか
でも流行語大賞にノミネー
トされた﹁ムネオハウス﹂
の追及は有名です︒
﹁すじが通った日本共産
党に期待が高まっています﹂
と語り始めた同氏は︑なぜ
会場からの声援にこたえる佐々木憲昭前衆院議員（左）と江上博之元市議

３５２−７８０１
FAX
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佐々木憲昭前衆院議員が
応援に駆けつけました︒同
氏は︑ 月の総選挙で勇退
し︑比例東海ブロックで本
村伸子︑島津幸広新議員が
12

弁護士法律相談３月 日︵木︶午後６時半電話３６３︲１４５０江上事務所
19
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戸田バス停にも停車を
介護報酬削減で︑施設訪問

13

62

15

16

12

10

名古屋市会新年度予算審議中

56

富田地区の戸田バス停に
﹁地下鉄高畑﹂左回り︑右
回りのバスを停車させてほ
しい︑という要望が寄せら
れています︒昨年４月︑榎

４月３日告示︑ 日投票
の市会議員選挙に向け︑２
月８日︑江上ひろゆき元市

市議 選に 向 け 事 務 所開 き

︵１面から︶下之一色の
正江橋︵仮称︶架橋での
改善を求める運動で服部
光橋と供米田三丁目を結ぶ
江上ひろゆき元市議は︑ 修で消えてしまいます︒介
繁治さんが当局交渉等に
新道︵大型店新設︶にバス 介護報酬を減額する問題で︑ 護報酬が減額されたら改修
力を貸してくれた江上ひ
路線が開設されましたが︑ 介護施設を訪問し︑実情の もできない﹂﹁職員給与加
ろゆき元市議への期待を
戸田バス停の北２００ｍの 聞き取りをすすめています︒ 算といっても施設に入るわ
述べました︒
交差点で折り返します︒戸
けでなく︑介護職員分だけ
収益は改修に消えます
改革ビジョン実現を
田バス停の南側にある地域
で︑事務職やケアマネージャー
では大変不便になりました︒ 区内のある特別養護老人 分は施設の持ち出し︒介護
﹁つどい﹂の最後に江
ホームでは︑﹁年間収益が 報酬削減は介護レベルの低
上元市議が決意を述べま
９２５筆の署名集まる
あっても︑浴槽や建物の改 下です﹂と訴えられました︒
﹁戸田バス停にもバスが停
車するようにしてほしい﹂
という９２５筆の署名を集
名古屋市新年度予算案が ８２１４万１千円 前年度
め︑交通局に提出しました︒ 市議会で審議中です︒議会 当初予算比△１６１億円余
江上ひろゆき元市議も立ち は︑２月 日開会︑３月
公営企業会計４３８１億
会い︑交通局は︑検討を約 日︵本会議 時︶閉会です︒ ８５２万６千円 前年度当
束しました︒要望の実現が ︵議員任期は３月 日︶
初予算比△１５８億 百万
待たれます︒
新年度予算案の概要
円余
一般会計予算１兆７２２ ︵１︶社会保障削減
億 百万円 前年当初予算 ○介護保険の改悪 保険料
会議員の事務所開きが行わ 比１４８億円余増
の値上げは４２億円にも
れました︒底冷えの雨にも
特別会計１兆１５２２億
保険料基準額 月(額 )
○あおなみ線ＳＬ走行のた
かかわらず︑ 人を超える
５４４０円↓５８９４円 めの設計２千万円
人たちが駆けつけました︒
値上げ４５４円
︵３︶民営化・営利化
○介護報酬△２・ ％改定 ○公立保育園廃止
団結して議席を取るぞ
特養ホームとデイサービ ○職員定数△ 人
ス狙い撃ち
そのほか﹁市民税５％減
︵２︶ハコモノ推進
税﹂継続
○リニアと名駅 ﹁リニア 要求運動と論戦で前進させ
開業を見据えたまちづくり たもの
の推進﹂１億 百万円
○ 国保料の引き下げ
用地取得に職員派遣
○ 保 育料 の据 え 置き
○笹島交差点南へ地下通路 ○ 地域巡回バスの運行時
百万円 総(額１３４億円 ) 間帯拡大など
各分野と地域の後援会の
代表が︑江上ひろゆき市会
議員実現と日本共産党躍進
の期待と決意を語りました︒
江上元市議は︑﹁対決︑
対案︑共同の先頭に立つ﹂
と決意表明︒団結がんぼろ
う︑で締めくくりました︒
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した︒４年前力不足で議
席を失い︑市議団も５人
となりましたが︑保育料
を６年間値上げをさせな
い︑敬老パスを守るなど
実績を上げてきたこと︒
減税が売りの河村市政
はバス︑地下鉄など公共
料金にあっさり消費税増
税を転嫁︒中川区の７人
の議員も全員賛成︒自民
２人︑公明２人︑民主１
人︑元減税２人︒反対し
たのは共産党市議団のみ
であること︒大型開発︑
リニア頼みの河村市政か
ら安倍暴走政治の防波堤
となり市民生活を守る市
政にする﹁なごや改革ビ
ジョン﹂を語り︑４月の
市 議 選で 名以 上 の 市 議
団へと躍進させてほしい︑
とを訴えました︒

日 火

日 月

日 金

下之 一 色

近鉄戸田

近鉄烏森

ＪＲ 春 田

高畑

金山北口

名鉄山王

近鉄伏屋

万場 小 橋

ＪＲ尾頭橋

ＪＲ八田

昭和橋

日 木 あおなみ線荒子

日 火

日 金

日 火

日 月

日 金

日 火

９日 月

６日 金

３日 火

２ 日 月 あお な み線 小 本

３月の早朝宣伝

12

朝７時半から８時 分

10

12

80

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
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