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原発、憲法などでも、自らの政

【比例代表の結果】中央区 東京全体 議席数

中央区では、比例得票数が前

回（２０１２年３６１５票）の

「総選挙で訴えた日本の政治の5つの転換をめざして
これからもがんばります」と訴える東京2区石沢のり
ゆき氏（左）。旗を持っているのは私（おぐり）。
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【質問項目】
１．暴走する安倍政権がすすめ
る「亡国の政治」について
２．安倍政権の悪政から区民を
守る行政の役割について
３．「小規模企業振興基本法」
をいかした施策について
４．中央区都市整備公社とＮＰ
Ｏ「築地食のまちづくり協議
会」の関係について
５．築地市場「移転」問題につ
いて
６．中央区のまちづくりの問題
点について
７．教育委員会改革について

暮らしと経済を悪化 況感が広がっていない」と述
させている」「安倍 べつつ、消費税増税は「法律
月 日から 月４日の日 政権と、３党合意で増税を進 で定められているので、国に
程で、第４回定例会が行われ、 めた自民・公明・民主の責任 中止を求める考えはない」な
月 日に、日本共産党を代 は 極 め て 重 い 」 と 指 摘 し 、 どと答弁しました。
表して、志村たかよし議員が 「消費税増税中止を国に求め
一般質問を行いました。
るべき」と質問しました。
区民や中小業者へ支援を
志村議員は、消費税増税、
また、消費税に頼らない財
志村議員は、経済状況の悪
格差を広げる「アベノミクス」、 源として●景気回復による税
集団的自衛権の行使容認、原 収の増加、●大企業・大資産 化の中、懸命に頑張っている
発再稼働、沖縄の新基地建設 家の応分の負担でまかなう― 中小企業や商店への経済的支
など、暴走を続ける安倍政権 という日本共産党の考えを示 援や、区民への生活支援を強
の「亡国の政治」を具体的に し、区長の見解を問いました。 化するよう求めました。
示しながら、区長の見解を問
区長は「すみずみまでは好
特に「敬老買物券」は、
年に始まった後期高齢者医療
いました。
制度によって高齢者の負担が
増えることから、それを補う
消費増税の中止を求めよ
目的で増額されたのに、昨年、
対象者を 歳以上に引き上げ、
贈呈額は８千円から３千円に
引き下げてしまいました。志
村議員は、区の冷たい姿勢を
追求し、「敬老買物券」を
年度までの水準に戻すよう求
めましたが、区長は、高齢者
の人口が増えていることなど
を理由に、前の水準に戻すと
は答弁しませんでした。
12

月 日、内閣府が発表し
たＧＤＰ７～９月期の速報値
はマイナス１・
６％で２期連
続のマイナス
となりました。
志村議員は、
「４月からの
消費税増税が
消費を冷やし、
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新連載 日本共産党Ｑ＆Ａ

Ｑ…共産党は、約束をまもって
くれますか？

Ａ… 年間、国民を裏切らずに、
スジを通してきた政党です。

万人余の党員、２万の党支
部、２７００人の地方議員が、
草の根で国民とむすびついて活
動。企業や労働組合からの献金
も、政党助成金もいっさい受け
取らず、国民のみなさんに支え
られ た政 治 活 動を し て
いる から 、 ぶ れず に モ
ノを いう こ と がで き る
のです。
（ 日本共産党ＨＰより転載）

日本共産党は、１９２２年の
創立のときから、「侵略戦争反
対」「主権在民」をかかげ、国
民を裏切ったことのない政党で
す。その歴史と、未来への理想
が、党の名前にも込められてい
ます。
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