参院選にむけ反転攻勢スタート

決意語る

日本共産党中川区委員会
は 月 日、参院選へスター
トを切ろうと、すやま初美
参院愛知選挙区予定候補を
迎えて街頭演説会を高畑交
差点で行いました。
すやまさん

総選挙での日本共産党へ 権合意、選挙協力と画期的
のご支援、ご協力ありがと な確認ができましたが、選
うございました。本村伸子 挙直前で遅かった。さらに、
さんは再選、しかし、全国 その意義、魅力を語る力が
で 議席から 議席へ後退 弱かった▼対等平等、相互
しました。なぜ、議席が減っ 尊重による本気の共闘にま
たのか▼「選挙に勝てば何 でできませんでした。自公
をやってもいい」という自 勢力は必死のデマ共闘攻撃、
民党公明党政治を許すこと 共産党攻撃。それに立ち向
はできません。変えるには、 かう野党が共同して反撃し、
小 選挙 区 制
選挙に勝てば何をやっても
の もと で は
市議 江上博之
いいのか
野 党候 補 一
本化で政権交代しかない、 追い詰めるまではできませ
この方針で選挙に臨みまし んでした。有権者から見れ
た▼小選挙区では 選挙区 ば魅力を感じません▼小選
で共闘勢力勝利。 選挙区 挙区候補を立てないと宣伝
以上で１万票以下の惜敗。 カーも出せない困難もあり
野党共闘は前進しています ました。それをも乗り越え
▼問題は比例代表。立憲民 て政治を変えたい。来年７
主党も日本共産党も総選挙 月の参院選で再チャレンジ
直前より減。政策合意、政 です。
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闘を貫く日本共産党への支
援を訴えました。

！

統一署名行動。 月 日に
は「 アクション」を地下
鉄高畑駅口で行いました。
自民党は、「憲法改正推
進会議」を「憲法改正実現
会議」と名称変更して改憲
を急いでいます。「岸田政
権に対し私たちの草の根の
運動・改憲反対署名を進め
世論をリードして改憲を許
さない」と、参加のみなさ
んは意気込んでいました。
「今後も引き続き地道な
運動を展開して岸田政権の
改憲に歯止めをかけよう」
と呼びかけていました。
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撃には『共闘がもっと発展 と、力強く決意を語りまし
すれば次は勝てない』との た。
支配勢力の強い危機感がに
そして、岸田政権の補正
じみ出ている」、「参院選 予算は、コロナ禍で苦しい
でも共闘を発展させていく」、 庶民、事業者への支援が不
「憲法９条を壊す危険な局 十分で、軍備拡大だと告発
面を迎えているなか、来年 しつつ、日本共産党の暮ら
７月参院選で定数４の愛知 し・福祉・医療最優先の政
選挙区を改憲勢力に独占さ 策、気候危機打開、ジェン
せるわけにはいかない。今 ダー平等実現の政策を、自
度こそ壁を突き破って国会 らの経験や地域からの声を
へ駆け上がり、憲法が生き 示して縦横に訴えました。
る新しい政治を実現します」
本気の共闘で実現を
司会兼弁士の江上博之名
古屋市議は、総選挙での共
闘経験も紹介し、本気の共
闘を行えば有権者の大きな
期待を集め、共産党の躍進
も可能と語り、ブレずに共

９条改憲
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総選挙の結果、改憲勢力
が衆院の三分の二を超え、
国会の改憲発議が可能とな
り、憲法９条を改悪する危
険性が非常に高まっていま
す。
９条改憲 ！中川区総が
かり行動のみなさんが、行
動に立ち上がっています。
月９日高畑で「９の日
宣伝」。 月 日には荒子
ビッグ前で９条改憲反対の
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ジャンボプラスター 枚
を支援者、サポーターが立
て並ぶ中、すやまさんは冒
頭、「『野党共闘は失敗だっ
た』というメディア等の攻

20枚のプラスターを掲げる支援者の前で訴えるすやま初美さん

月 日（木）午後６時半電話連絡３６３‐１４５０江上事務所
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弁護士相談
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めています。暮らしの安心・
安全を求め、「２０５０年
ＣＯ ２実質排出ゼロと原発
ゼロ」を掲げてちょうちん
デモは、続きます。

原発ゼロでＣＯ ２削減を
「毎週水曜日午後６時五
女子」を合言葉に、２０１
１年の福島第一原発事故を
機に、「原発ゼロ」を求め
る「ちょうちんデモ」が続
いています。江上市議も参
加しています。「原発再稼
働反対」に加え、異常気象
から私たちの暮らしを守る
ために二酸化炭素排出削減
もテーマに掲げています。
自公政権は、原発事故の
反省もなく、ＣＯ ２削減を
理由に、原発再稼働をすす

天守閣木造化中止を
河村たかし名古屋市長が
強引に推進してきた「名古
屋城天守閣木造復元事業」
は「今どうなっているのか」
との声が聞かれます。建設
費５００億円以上の事業の
現状はどうか。来年 月木
造化竣工予定の基本協定書
はどうするのか。その後９
年で、石垣工事も行う協定
はどうなっているのか。

る女性の割合の目標値につ
いては、令和２年４月の現
状１・４％を踏まえ、５％
といたしました」と回答し

和７年４月の管理職に占め

に、子育てしやすい職場づ
くりの推進をすすめながら
これから 年後、 年後を
見据えて目標数字を明らか

続けられる職場づくり、特

石垣保存の方針立たず

江上議員は「市石垣部会
メンバーから、再建時の石
垣の保存が『ひどいことを
やったなあ』と指摘される
ほどの大問題。修復をどう
すすめるのか」と質問。市
担当者は「指摘の通り、現
天守の再建時に人の手が入っ
ている。不明な点が残って
いるので、調査を終えてか
ら具体的に考えたい」と。
江上議員は御深井丸（お
ふけまる）側内堀石垣につ
いても 質問。市担当者 は
「戦災で劣化し文化庁から
指摘されている。調査のう
え年内にとりまとめたい」
と説明。外堀などの石垣も
修復が必要と認めました。

月早朝宣伝

約を解除すべき」と河村市
長に強く求めました。

市民合意のない協定は解除を

員会は 月９日、名古屋城
江上議員は、史跡として
天守閣等整備事業の進捗状 の価値が高い石垣の修復・
況に関する審議が行われ、 保存について、「この夏に
江上博之市議は、出席した 保存方針を発表すると市は
河村市長に対して、改めて 言ってきたが、来年５月以
木造復元計画の中止を迫り 降に延期したのはなぜか」
ました。しかし、河村市長 と質問。市担当者は「文化
は、「現天守の解体と木造 庁からの『宿題』が残って
復元を一体化した全体計画 いるため」と述べました。
（基本計画書）を２０２３
年３月末までにまとめる方
針」を示しました。審議で、
完成のめどが立っていない
ことが明らかになりました。

ました。
江上議員は、女性が働き

名古屋市議会経済水道委

基本計画のめど立たず
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にすることを求めました。
総務部長は、「更なる目
標値を設定し、目標達成に
向けた取組を継続すること
により、管理職に占める女
性の割合を計画的に高めて
いけるよう努めてまいりま
す」と回答しました。
江上議員は、最後に、
「人員削減や専門職の削減
を求めてくる国の動向に対
し、港湾行政の将来を見据

木造天守を支える基礎構
造と石垣のあり方もはっき
りしません。建設のめどが
立たないのに事前に買った
木材の保管場所、保管料も
問題です。
木造復元事業の設計から
施工までを一 括発注する
「技術提案・交渉方式」に
よる基本協定の木造天守完
成期限は来年 月末。江上
議員は「事業を中止し、契
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荒子観音南大門

新春１日午前０時

３日 金
近鉄戸田
６日 月 あおなみ線小本
７日 火
下之一色
日 金
地下鉄高畑
日 火
ＪＲ春田
日 金
万場小橋
日 火
名鉄山王
日 木 あおなみ線荒子
日 金 あおなみ線中島
日 火
近鉄伏屋
朝７時半から８時
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えて対応することを求め」
質問を終わりました。
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ジェンダー平等求めて

76

す。
女性が個性を生かし、能

11

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

した『女性活躍・子育て支
援プログラム』における令

力を発揮して活躍できる職
名港管理組合の女性登用
場は、男性も含めて働きや
名古屋港管理組合議会が すい職場です。そのことに
月 日開催され、江上博 よって、港湾利用者や地域
之議員は、ジェンダー平等 住民のニーズにこたえた港
の視点から「女性職員の管 湾行政につながることを管
理職への登用推進について」 理組合も認めています。
質問しました。
女性登用推進を求める
名古屋港を管理する名古
屋港管理組合は、正規職員
そこで、江上議員は、管
が本年４月現在６２２人で、 理職の女性比率を正規職員
そのうち女性は１２８人の の女性比率と同率に高める
・６％です。課長級以上 ことを求めました。
の管理職は 人で、そのう
総務部長は「令和３年
ち女性は２人で２・６％で （２０２１年）３月に策定
11
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