
渋谷区から国に発信！
●消費税10％に反対の意見書を
●憲法改悪反対、９条まもれの声を
●最低賃金1,500円の実現を

渋谷区で暮らすひとりひとりを大切に
●もうやめよう! 大企業のための街づくり
●国民健康保険料の引き下げを
●４つのゼロを実現
 ・保育園待機児ゼロ　・特別養護老人ホーム待機者ゼロ
 ・高齢者医療費ゼロ　・高校生医療費ゼロどんなことでもお気軽にトマ孝二事務所

笹塚３丁目十号坂商店街に事務所があります。お気軽にご相談にお立ちよりください。
毎月1回、無料の生活・法律相談会を開いています。
ホームページ●http://toma-to-fan-9love.net/ 

トマ孝二トマ孝二
201９年2・3月号 発行：しんしぶや社／渋谷区本町5-7-15
●日本共産党渋谷地区委員会はトマ孝二議員の政策と実績を発表しました。
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〈緊急連絡〉
警察への通報 110
火事・救急 119
電話故障 113
天気予報 177
お話中調べ 114
休日診療の案内（渋谷区医師会） 3462-2200
医療機関の案内（渋谷消防署） 3464-0119
東京都医療機関案内サービス 5272-0303
東京消防庁救急相談センター 3212-2323

〈公共施設〉
渋谷区役所 3463-1211
笹塚出張所 3376-1428
幡ヶ谷保健相談所 3374-7591
水道局・渋谷営業所 5970-8391
渋谷清掃事務所 5467-4300
渋谷年金事務所 3462-1241
渋谷税務署 3463-9181
代々木警察署 3375-0110
渋谷消防署 3464-0119
代々木郵便局 3467-9213
東京電力カスタマーセンター 0120-995-001
東京ガスお客さまセンター 0570-002-211

〈図書館・社会教育館・区民会館〉
笹塚図書館 3460-6784
本町図書館 5371-4833
西原図書館 3460-8535
幡ヶ谷社会教育館 3376-1541
笹塚区民会館 3377-1060
幡ヶ谷区民会館 3377-6203

〈医療・介護施設等〉
はたがや協立診療所 5304-0621
代々木訪問看護ステーションサテライトほんまち 3379-4650
笹幡地域包括支援センター 5365-1611
笹幡鍼灸接骨院 6276-3299
この町の介護相談所 6300-0647
渋谷生活と健康を守る会 3377-1642

〈自宅・家族〉 必要な番号をお書きください

自宅

〈ひとりでも入れる労働組合〉
コミュニティユニオン東京
渋谷支部(CU渋谷)
〈スポーツ施設〉
西原スポーツセンター 3468-9051
中幡小学校温水プール 3376-1069

〈幼稚園・保育園〉
私立笹塚幼稚園 3466-0378
私立小鳩幼稚園 3378-6600
区立笹塚保育園 3376-6842
区立笹塚第二保育園 3377-3102
区立幡ヶ谷保育園 3377-7595
区立幡ヶ谷第二保育園 3378-0876
区立幡ヶ谷第三保育園 3376-1650
私立保育園 うさぎとかめ 3376-1663
私立保育園 うさぎとかめ分園 3374-2070
私立保育園 酒井保育室 3376-6683
私立保育園 フジキ保育室 3378-0283
私立保育園 保育室ポッポ 3320-8163 

〈障害者施設・高齢者施設〉
生活実習所 つばさ 3378-1150
むつみ工房 5351-9395
ワーク・ささはた 3376-8924
幡ヶ谷のぞみ作業所 3377-3251
幡ヶ谷授産場 3378-3637
はつらつセンター幡ヶ谷 3374-0785
笹塚敬老館 3466-5207
シルバー人材センター 5465-1876

〈建築・リフォーム〉
東京土建渋谷支部 6304-2315

〈商売・法律のことは〉
渋谷民主商工会(民商) 3357-5401
代々木総合法律事務所 3379-5211

2019年1月1日 現在

3356-4755
sibuyaku.roudoukumiai@gmail.com

日本共産党
渋谷区議会議員

とまこうじ
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家計を助ける新聞少年
1950年（昭和25年）5月31日、北海道・
白糠（しらぬか）町の炭鉱住宅で生まれる。
3歳の時一家６人で小樽に移住。8歳の時父
母が離婚。兄とともに父の元に、妹と弟は
母に引き取られる。貧しい家計を助けるた
め、小学３年生の時から新聞配達。社会の
「あたたかさ」「冷たさ」の根源を見る目を深
めていく。働きながら定時制高校へ。

変革に燃える青年記者
1969年、「あたたかい政治」をつくる働き手
になろうと日本共産党に入党。翌年3月、「小
林多喜二のような作家」を志して上京。光陽
印刷で働きながら、民青同盟や沖縄返還同
盟の活動に打ち込む。1975年、「もっと共
産党で働きたい」と赤旗記者に。日曜版編集
部、四国駐在、暮らし家庭部などに所属。

トマ孝二　プロフィール
・ 1950年北海道白糠町生まれ、68歳
・ 小樽潮陵高校(定時制)卒
・ 1987年から渋谷区区議会議員８期
・ 区議会福祉保健委員、
 交通・公有地問題特別委員会副委員長
・ 渋谷生活と健康を守る会副会長
・ 日本民主主義文学会渋谷支部長

頼りになる区議会議員
赤旗記者を天職と思っていたが、区議に立
つように請われる。悩んだ末「あたたかい政
治」をつくるために決意。1987年（昭和62
年）4月、36歳で初当選。以来、8期（32
年）連続当選。特別養護老人ホームの設置、
高齢者住宅の建設、保育園の増設、笹塚
駅・幡ヶ谷駅のエレベーター設置、1万
6000件の生活相談など、一貫して、安心
して住み続けられる「あたたかい街づくり」に
邁進している。

トマ孝二ものがたり
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消費税　  ％ は　  められる2019年10月

全国の自治体で
「2019年10月の消費税増税やめよ」の
意見書採択が進んでいます。右はその一部です。

●北海道 北斗市、江差町 ●岩手県 奥州市 ●神奈川県 葉山町
●秋田県 仙北市、潟上市、八郎潟町、東成瀬村  
●長野県 中野市 ●滋賀県 大津市 ●京都府 長岡京市

消
費
税

景気対策なら、増税ストップが一番

「10月の10％増税阻止」の一点で共闘を！　
「消費税増税中止」の署名を進めましょう

消費税導入からの30年で、消費税総額は372兆
円。この間に大企業からの税収は291兆円も減。徴
税の基盤が大金持ち・大企業から庶民に変えられて
きました。

消費税総額
372兆円

大企業からの税収
▲291兆円

ホントの使い道は
大企業の税負担減

安倍政権の7年間で社会保障費は4兆3千億円も削
減(自然増カット1兆7千億円、給付引き下げ2兆6
千億円)。さらに、今後も高齢者医療費の負担増、
介護保険での介護サービス削減など、社会保障費
を削る計画ばかりです。

▼年金削減(2兆円)
▼医療費の診療報酬引き下げ
▼医療・介護の自己負担上限引き上げ
▼後期高齢者医療保険料値上げ
▼介護施設での自己負担増額
▼生活保護費削減
　など

実際の計画は
社会保障の削減

削減・負担増の主なもの

●精米、野菜、精肉、鮮魚、
　乳製品、パン類、菓子類など
●食用の氷
●ミネラルウォーター
●ノンアルコールビール、　
　甘酒・みりん風調味料 (アルコール分 1%未満 )

飲食料品

10%標準税率
飲食料品に該当しない
●家畜用動物、観賞用の魚
●保冷用の氷、ドライアイス
●水道水
●酒類
　( ビール、ワイン、日本酒、みりん、調理酒など )

消費税増税は

やめろ！

それは国政の問題だから
(意見書は上げません )

消費税増税は社会保障の
充実のために必要

全国で意見書を上げ、
選挙と署名で
増税NOを示そう

消費税を増税すれば国民生活

の貧困化が加速します。今

なすべきは消費税増税ではなく、

累進税を強化して法人税率を

引き上げることです。

10％への増税中止は
充分ありえます。
カギは国民世論です

消費税が８％になってお客さんの財布のヒモ

が固くなった。それまで定期的に内装替えしてきた

家でも少々の汚れはいいか～、っていう感じでお金を
つかわない。消費税が10％になったら仕事はもっ
と減ると思う。

「合見積」とか言って見積書だけ書かされて仕事は大

手にもっていかれる。ますます商売は厳しくなる。

トマさんが議席を守って、共産党６人の議員団で
「消費税増税反対意見書」、ぜひ採択して欲しい

ねぇ。死活問題だよ。
内装業
斉藤真生

元内閣官房参与
京都大学大学院教授
藤井 聡

そうだ、そうだ

複数税率で困惑、混乱
8%軽減税率

かぎは国民世
論

しんぶん赤旗日曜版
2018年11月18日号より(               )

1010
消費税は、所得が少ない人ほど負担率が
重い悪税です。今上げれば消費を落ち込
ませ、経営を悪化させて、貧困と格差が
拡大します。

渋谷区として、国に対して
消費税10％への増税に
反対する意見書を上げよう！

止止

その他景気対策と称してポイント還元など持ち出しメチャクチャ
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国民健康保険は、都道府県単位にした
（広域連合化）。区の一般会計からの繰
り入れ(独自助成)は解消せよ

26％が保険料滞納(2017年度実績）

自分の健康は自分で守る。
保険料は自分で負担するのが当たり前

国保料は
下げられる！

「再開発」が進んだとき、
あなたはここに住み続け

られるのでしょうか？

渋谷区のため込み金は総額922億円。
この4年間で288億円も増えています。

各鉄道の乗り換えが
遠くなって不便

周辺の地価高騰で家賃も上昇。
とても住み続けられない 住民が減る上に、固定資産税や

相続税も大幅アップ。
大型商業施設はできるっていうし、
小さな店は大ピンチ

バリアフリー化って言うけれど、ずっと工事中
でバリアいっぱい。何年工事が続くの？

区の一般会計からの繰り入れ(年間約11億円)で、2018年度の
国保料値上げ分をただちに下げて元に戻せ！さらに、国に１兆円の
支出を働きかけ、保険料を協会けんぽなみに引き下げを！

全国知事会も国に、国保のために１兆円の支出を要請。日本共産党も大賛成

再
開
発

国
保
料

渋谷駅周辺の
再開発には
こんな声が 何隠してるんだ？

今ここに、住んでいる、営業している、
区民のための街づくりに切りかえよう

重病化してからでは、医療費は余計にかかる

国政での国保政策はＰ14、15をごらんください

  と言って

14年連続値上げ

爆発的感染が起これば、全住民が被害を受ける

いま、渋谷駅周辺をはじめ、
区内の各地で「再開発」が進められたり、
計画されたりしています。

千代田区などは独自の助成で、値上げを
回避。岐阜市、旭川市などでは、一般会
計からの繰り入れで値下げしている

退職すればみんな国保。関係ない人なんていない

現在渋谷区では、
全世帯の25％(4万5千世帯)が
国保です

保険料が高すぎる。払いたくても払えない

もうやめよう
大企業のための
街づくり

世界一企業の活動しやすい街に

にぎわいのある街

きれいな公園

活力のある街、
人の集まる商業施設

渋谷区庁舎建て替え
渋谷区庁舎建て替えでは、区の土地
を三井不動産に格安で貸し出し、高
級マンション（プライベートプール
付きの部屋も)建設・販売で大もうけ

宮下公園再開発
宮下公園再開発でも、三井不
動産に区の土地の借地料を総
計191億円値引きの疑い。都
有地を借りて又貸し、ホテル
を建てるのに便宜を図る。三
井不動産はボロもうけ

次は笹幡？
2019年賀詞交歓会で
区長が示唆

一般会計からの繰り入れは、国保とは
関係ない人にも負担をかける(だから
繰り入れは減らして国保料を値上げ)

国保険加入者には、
経済的に苦しい人が多いのに

年間で、1ヶ月の収入に匹敵する
ぐらい払わされてる

国保料（年額）
年収311万円（月給25万円）二人世帯
40歳未満、夫非正規雇用、片働きの場合

多くの場合、国保料は「協会けんぽ」など
他の健康保険料の約2倍
になっています。
お金がないから、という理由で病院に
行けない人をつくることは許されません

260,800円

256,400円

240,600円
230,900円

150,500円

2008

15万円

20万円

25万円

2015 2016 2017 2018
年度

6 7

「宮下公園整備事業の疑惑を正す会」として再鑑定

を要求しています。宮下公園は区民の財産。しゃにむに「再

開発」を進めるのでなく、再鑑定を機に,一度立ち止まって

考えてほしい。区議会を舞台に、きちんと区民の声を聞
きながら、住み続ける区民のための使い方を議論し
てほしい。そしてその区議会には、区民の声を聞いて届
けるトマ区議の議席が絶対必要だと考えます。弁護士

久保木亮介

日本共産党東京都委員会・政策部の試算による



●暗きょの舗装

●電車の騒音防止のため尽力

笹塚駅 幡ヶ谷駅

甲　州　街　道

中

野

通

り

笹塚一丁目

笹塚二丁目

目

笹塚三丁目

幡ヶ谷一丁目

幡ヶ谷二丁目

水　道　道　路

幡ヶ谷三丁目

京　王　線

●認知症の
　グループホーム実現

●ワンルームマンション
　低層部をファミリー用に

●玉川上水の保全の
　ための改修実現

●下水道の整備

●笹塚児童遊園地の
　トイレ改善

●十号通りのカラー舗装
　すべらないタイルへ

むつみ工房

●街路灯の設置

●障害者施設むつみ工房の
　補助金アップ
　実現移転のため尽力

●住友笹塚ビル
　建設問題の解決

●高架下ひろばを
　集会室に

●笹塚小裏に井戸のある公園
の新設

●はたがや協立診療所の
　実現

●都営住宅の敷地内通路を区道に
　都営住宅の建て替え問題では住民と奮闘

●中村屋高層ビル
　住民の立場で奮闘

●ビル・マンションの
　紛争解決

●笹塚駅駐輪場の有料化に
　反対し、二層化を実現

●水害防止・
　下水道改修を
　実現

●高齢者
　借り上げアパート

●幡ヶ谷区民会館に
　エレベーター設置

●中野通り延長に伴う
　被害の縮減に奮闘

●中野通り街路樹
　の剪定

●幡ヶ谷はつらつセンターの設置

●笹塚区民会館に
　エレベーター設置

●信号機の設置 ●道路整備

●水害防止・
　下水道改修

●幡ヶ谷、本町の
　水害対策工事の実現

●甲州街道と中野通り交差点に
　駐輪場と保管場所実現

●渋谷で最初の
　ワンルームマンション阻止

●ゲートボールの
　できる公園に

●京王重機ビルの建て替え
　問題では近隣住民の環境
　を守るために奮闘

●ワンルーム
　マンション
　阻止へ

●電波障害の解決

●区立高齢者
　単身住宅の建設

●6号通り公園の街路整備

●公園設置実現
●バス停に屋根を実現

●

●駅前道路の舗装

●募金活動

●甲州街道緑地帯
　の整備

●青年の要求「区ニュース」
　スタンドを幡ヶ谷駅に 

●高齢者の
　住宅改造

図書館

●私道舗装

●マンション紛争
　の解決

笹塚小

笹塚中

富士見ケ丘中・高校

新宿→

中幡小

●カーブミラーの設置

●幡ヶ谷社会教育館に
　障害者用手摺り設置

●中幡小体育館の
　温水プール実現

●駅前道路の舗装

●青年の要求「区ニュース」
　スタンドを笹塚駅に

●駅にエレベーター設置●高齢者借り上げ
　アパート

●私道舗装

●私道舗装

●私道舗装

●マンション
　紛争の解決

●マンション
　紛争の解決

●マンション
　紛争の解決 ●カーブミラー

　の設置

●街路灯の設置

●カーブミラーの設置

●街路灯の設置

●駅にエレベーター設置

バス停に屋根を実現

●
バス停に屋根を実現

幡ヶ谷１丁目の都営住宅跡地に
単身高齢者住宅設置
高齢者の住宅難解消のため都営住宅
跡地を取得し高齢者住宅を提案し、
実現しました。

●全小学校の体育館にクーラー設置実現 ●就学援助の新入学用品費を入学前支給に
●子ども医療費中学生までの無料化実現 ●図書館の開館時間の延長、貸し出し制限撤廃
●青年の要求「区ニュース」スタンドを笹塚駅・幡ヶ谷駅に実現
●商店街街路灯の補助金アップ実現 ●区立保育園の保育時間延長。産休明け保育実現
●保育料の大幅引き下げ実現 
●西原と代々木に区立特別養護老人ホーム設置
●23区初の公契約条例の実現 ●住宅リフォーム助成制度実現
●精神障害者に福祉手当実現

実
績

渋谷区議団で取り組みました

法 律 相 談生 活・ 1万6千件 区議8期実績のトマさん

●東日本大震災の被災者救援募金活動など
　毎月やってきました。これまで7年10ヶ月で110回、
　115万９７３３円の募金額となっています。

●笹塚区民会館で
　月一回無料の生活・法律相談

●
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懇
談
会 労働組合・コミュニティユニオン東京渋谷支部（ＣＵ渋谷）※の

みなさんとトマ区議が懇談しました。
※「ＣＵ渋谷」は一人でも、だれでも入れる労働組合。
　働くみんなの「駆け込み寺」として活動中。

働くみんなの渋谷に

私も毎月「生活・法律相談会」をやってるけど、
深刻な相談が増えたなと感じてます。倒産で退
職金どころか未払給与すら払われないとか。Ｃ
Ｕ渋谷の方は、どう？

最近だと、「残業代が払われない！」というアパ
レル（衣料品関係）の女性のケースとか、パワハ
ラで追いつめられていた若い女性のケースと
か。

年収200万円以下の「ワーキングプア」は全国
で1132万人。その多くが非正規雇用労働者で
す。「ブラック企業」「ブラックバイト」だと分かっ
ていても、立場が弱いから何も言えない。

だからこそ労働組合なんですけど、非正規雇用
のかなりの人が「労組は正社員のもの」「自分は
助けてもらえない」と思い込んでる。

私も、ＣＵ渋谷にも関わる中で、同世代で大変
な目にあっている人が沢山いる、なのに権利に
ついてあまりにも知らない、知らされていな
い、って改めて思いました。

だからはじめから諦めちゃう。でもＣＵなら解
決の道がある。さっきのアパレルの人の残業代
も払わせたし、パワハラも団体交渉で和解を勝
ち取りました。

「非正規」と「正規」で分断されてるなって。過酷
な労働条件で働かされているのは同じなのに。
「労働組合」ってよく分からない、っていう人で
も、とにかく一度ＣＵに相談してみて、って言い
たい。

だからこそ労働組合

最後に、みんなが区に要望することは？

家賃の問題は切実ですね。

幡ヶ谷1丁目や笹塚は7割が単身世帯。若い人
も多い。以前は渋谷区の家賃補助制度があっ
た。共産党区議団は毎年、家賃補助の予算要
望を出してるよ。

渋谷に住む働く人、特に若い労働者の実態調
査をやって欲しい。賃金はどのくらいか、残業
代は払われているか、ブラックな働き方をさせ
られていないか。

春闘共闘で「権利手帳」っていう働くものの権
利や相談先を紹介したパンフを配ってるけど、
自治体としてもこうしたものを成人式・卒業式
などで配って欲しい。

「最低賃金を1500円に」と国に意見をあげる、
渋谷に本社を置く会社に正規雇用をすすめる、
そういう渋谷区になって欲しい。

働くみんなが輝ける渋谷区に
していくために一緒にがんばりま
しょう。

区に要望することは？

ふだん、ＣＵ渋谷はどんな活動をしてるの？

労働相談受けてると、本当に胸が苦しくなる。苛
酷な環境で働いている労働者が多すぎて。

でも、ＣＵの活動は楽しいこともいっぱいあるん
ですよ。宣伝行動のとき…

最低賃金1500円を求める宣伝とか、ＣＵの加
入を訴える宣伝とかのときにね、

バレンタインだったらチョコレートをつけたり、ク
リスマスのときはサンタクロースやトナカイに変
身したりして、

宣伝行動自体を楽しんでやろうっていうことで。
お揃いのオレンジジャンパーをつくったり、音楽
作ってラップ調で最賃アップを訴えたり。

最低賃金の問題は重視してます。東京の最低賃
金は985円(2018年10月改定)。健康で文化的
な生活にはとても足りない。

文化は大事。

だからボーリング＆忘年会やお花見＆バーベ
キュー、カラオケなんかのレクリエーションもた
くさん企画して、みんなで楽しんでます。

2017年11月の「みつめてみよう、ボクらのシゴ
ト『はたらくみんなの渋谷集会』～人間らしく・自
分らしく～」は良かったね！

CU渋谷以外の団体、個人にも呼びかけて、み
んなの力でできました。

約100人の参加、労働弁護士の講演「労働者は
ドレイではない」、たくさんの働く仲間の交流、実
行委員による労働問題「あるあるコント」と「団
結マーチ」。大好評でした。

みんなで力合わせて作り上げたっていうのがよ
かった。他の人が頑張っているのをみると、励ま
されて頑張ろうって思う。

達成感ありましたね。時間をかけて準備して、プ
レ企画なんかもやって、自分だけじゃない、ぼく
ら今の労働者全体に共通する思いを、確かめな
がら準備できたと思います。振り返ってみて、改
めて「見つめてみようボクらのシゴト」だったな、
と。

私も「応援しなきゃ！」と思ってＣＵ渋谷に加入し
ました。

ＣＵ渋谷

田辺勝彦
渋谷区労連議長
ＣＵ渋谷組合員

海崎治代
ＣＵ渋谷書記長

トマ孝二
渋谷区議会議員

Mさん
ＣＵ渋谷組合員

●「ＣＵ渋谷」連絡先　電話3356-4755　メールsibuyaku.roudoukumiai@gmail.com

M

海崎

田辺

トマ
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子
育
て

高
齢
者
福
祉

高齢者が楽しく暮らせる渋谷区に！ 子どもが安心・のびのび育つ街 に！
安倍政権はこの7年間で社会保障費を実質4兆3千億円切り下げ、70歳～74歳の医療費
の自己負担分が１割から２割に。介護保険利用料も2015年から２割負担、2018年から
は３割負担が導入されました。

2018年４月、渋谷区でどこの保育園にも入れなかった子どもは151人。
認可保育園を希望しながら入れなかった子どもは485人。
決定的に足りないのは、安心して預けられる認可保育園です。

ホントは
認可保育園に
入りたかった

毎日10時間以上の勤務、事務仕事が
多すぎる　残業手当もなし
過労死ライン越えてる人も

授業準備の時間が取れない～
生徒ひとりひとりと丁寧に
接する時間がない～ !!

子どもたちに向き合って、
ひとりひとりを大事にして
欲しい

都・国有地や民間空地を活用し
認可保育園の増設で
待機児ゼロに！
特に０歳、１歳、２歳の受け入れ増加を！

先生を増やして負担を減らし、生徒に向き合う
時間を増やそう。35人学級実現のための
教員の増員は、年間６千万円でできます

食育も大事！うちの子は
アレルギーがあるから

12 13

渋谷区 介護保険制度
今、先生がピンチ！

高校生の医療費もゼロに！
年間8700万円の予算で
実現できます。
保護者のみなさんと共産党区議団が手をつな
いで、子どもの医療費ゼロを進めてきて、今、
渋谷区では中学生までの医療費はゼロになっ
ています。次は高校生の医療費もゼロに！

＊厚労省、国税庁などの調査によれ
ば、介護労働者の平均年収は全産
業平均の50~100万円くらい低い。
　「介護従事者処遇状況等調査」「民
間給与実態統計調査」

特養待機者442人。

待ちきれなくて地方に

行けば、遠くて大変

＊区の独自支援が
　あったが
　カットされた

区民アンケートより

ケアマネ

事業所

事業所が存続できるだけの
収入保障を！

高額保険料を徴収されているのに
サービスを受けることができない

自宅で無理なので施設に
お願いしているが負担も生活へ
重くのしかかる

特養ホームに入居しやすく
してほしい

力をあわせて75歳以上の医療費ゼロに！

国・自治体の
支出の増額を

独自支援の
復活・強化を

区の予算から年間６億５千万円支出で
75歳以上、住民税非課税世帯の医療費が無料に

国からの「報酬」
規定が低すぎる～

ここを太く

もとにもどせ

生活できるだけ
の賃金を！

介護福祉士

ヘルパー

給料が安すぎる＊

給食は教育の一環。無償にするべき。
年間3億4千万円の予算でできます。
また、栄養士も調理者も生徒にきちんと責任が
持てる「自校・直営・正規雇用方式」
で運営を。年間２億5千万円の予算で
実現できます

困っている人の声に必ず応えてくれるトマさん。

知り会って30年以上たちますが、いつも私たちの保

育室のことを気にかけてくれています。親身に相談に

乗ってくれる強い味方です。渋谷区は、この数年、区

議と住民が結んだ運動で、保育園は増えてきました。

でもまだまだ待機児がいます。また数だけでなく保育
の質の問題もとても重要です。保護者が安心して預けら
れ、子どもたちの笑顔が曇らないように、トマさんには、

ますますがんばってもらいたいと思っています。

私はトマさんを推薦します。

トマさんと知り合って間もなく20年になります。私

がトマさんに感心するのは、困った人に寄り添い、その人の

願いをすぐに実現させようと頑張っていくところです。

じっさい私の知るかぎりでも、何人かの高齢者が住まいと

生活を確保され、安心して生きれるようになっています。特
に医療制度や介護制度が年々改悪されて高齢者が困って
いるだけに、トマさんにいっそうがんばってほしい
と思っています。 認証保育園園長

柏田まるみ
はたがや協立診療所所長
園田久子

特養ホーム増設で、
待機者ゼロに！
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国
政
で
も

市民と野党の共闘でアベ暴 走政治ストップ！
その先頭に立つ日本共産党！

消費税10％増税中止、
「暮らし第１」で経済を立て直す

国民健康保険料を
「協会けんぽ並み」に引き下げよう

憲法9条改憲阻止

原発ゼロ、
再生可能エネルギーの
大規模普及を

教職員を増やし、
異常な長時間労働の是正を

国民健康保険料は、加入者の所得が低いにもかかわらず、保険料が
一番高くなっています。共産党は、全国知事会も求めている「1兆円
の公費負担増」を実現し、「均等割」「世帯割」廃止で、国保料をせめ
て「協会けんぽ並み」に引き下げるよう全力をあげます。

消費税は、所得の少ない人に重くのしかかる悪税です。増税す
れば消費不況を深刻にし、貧困と格差の拡大に追い打ちをかけ
る破局的な影響をもたらします。共産党は10％増税中止の一点
での共闘を呼びかけています。

2016年の参議院選挙では、野党共闘により、32の一人区のうち11選挙区で勝利しました。
この7月の参議院選挙で、すべての一人区で野党共闘を組んでたたかい、参議院で過半数の
議席を獲得できれば「衆参のねじれ国会」となり、安倍政治にサヨナラすることができます。
そのために日本共産党は、市民と他の野党に、互いの力を十分に発揮できる共闘＝「本気の
共闘」をつくることを呼びかけています。みなさんのご支援・ご協力お願いします。

原発の再稼働反対が世論調査で 6 割を超え、「原発即時ゼロ」、
「将来ゼロ」をあわせると 75％に達します。世界の流れは、脱炭
素、再生可能エネルギー活用です。共産党は、4野党共同提出の
「原発ゼロ基本法案」の速やかな審議を求めています。

世界で尊敬される「９条」や「基本的人権条項」を逆行させる自民党の改憲
案に国民の８割が反対しています。違憲の戦争法を強行し、憲法を守らな
い安倍首相に憲法を語る資格はありません。共産党は国民の世論と運動
で断固阻止します。アベ改憲反対「3000万」署名にご協力ください！

いま、教職員の長時間労働が社会問題になっています。
その打開に向けて、共産党は
①教職員の持ち時間上限を定め教員定数を増やす。
②学校業務の削減。
③働くルールの確立。
④非正規職員の正規化と待遇改善。
などを提言しています。

沖縄県民の声を尊重し、
辺野古新基地建設ストップ
沖縄県知事選で県民の反対の意思がハッキリした
辺野古新基地建設の強行は許せません。日本共産
党は国民の世論と運動で断固阻止します。

プロフィール●1982年高知県生まれ。早稲田大学卒。都内企業
に勤めたあと、2013年参院選で「ブラック企業ゼロ」などの公
約をかかげ初当選。当時マスコミで企業名を告発した演説が取
り上げられ「ブラックキラー」と話題に。総務委員会を経て、
現在、文教科学委員、憲法審査会委員、決算委員。

プロフィール●1960年世田谷区生まれ。東北大学医学部卒。
医師。学生時代、日本共産党が命がけで戦争反対を貫いたこ
とを知り入党。患者さんを守るために「政治の病気」を治さ
なければと国政の道へ。98年参院選当選。04年党政策委員
長。15年から書記局長。わかりやすく痛快な「小池節」はテ
レビでもおなじみ。

今年は、安倍政治の暴走をとめる絶好のチャンス。私自身、
ブラック企業名公表の実現など、現場であきらめずに声を
上げる人々と手をつないでたたかえば政治は変えられる
ことを実感してきました。
統一地方選挙、参院選で必ず躍進を。私も二期目を必ず勝
ち抜く決意です。一人ひとりの命と人生がキラキラ輝く政
治をご一緒に！

国会と国民を愚弄して暴走を続ける戦後最悪の安倍政権
は退場させるしかありません。今年は、国民の願いを実現
する政治に転換する大チャンスです。統一地方選挙とそれ
に続く参議院選挙で、市民と野党の共闘の勝利と日本共産
党の躍進で、自民、公明と補完勢力を少数に追い込みま
しょう。そのために私もがんばる決意です。

日本共産党参議院議員
（東京選挙区選出）

吉良よし子
日本共産党参議院議員
（比例区選出）
書記局長

小池　晃

詳しくは、日本共産党のホームページをご覧ください。
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