有数の財政力（全国２位）を
県民生活にいかせ！

日、

隠蔽・改ざん・口裏 合わ
せ、安倍内閣は総辞職を！

国 民 健康 保険 は４ 月か ら

先週の民主安城で「リニア・ジェット・ＦＣＶ ３大
公約は失速」というタイトルで愛知・大村県政に対する
記事を掲載しましたが、今回、わしの恵子県会議員の報
告を載せます。（重複事項省略あり）

愛 知県議 会で３ 月
２０ １ ８年 度一 般会 計 予算
（２ 兆 ４９ ４０ 億円 ） が決
まり ま した 。大 型開 発 推進

財政権限が県に移されます。
年度 に打ち切 った 市町 村
への 県 単独 補助 金を 復活 し
て保 険 料値 上げ を抑 える べ
きな の に、 そう なっ てい ま
せん。

特養ホーム待機者は
７３３９人も！
特 別 養護 老人 ホー ムの 入
居待 機 者数 が７ ３３ ９人 も
いる の に、 介護 施設 等整 備
事業 が７割（ 億円 ）も 減
額されています。

ます。県立高校の老朽化
対策が遅れ、エアコン設
置をＰＴＡなど保護者に
依拠。問題山積のリニア
新幹線事業に期待して
「名古屋スパーターミナ
ル化」「中部国際空港２
本目滑走路」「保守基地
用地取得」など不要不急
の事業を推進しながら、

中小企業や農家への施策
は後回しになっています。
党県議団は県民と運動
し、自然災害の被災世帯
が１世帯（最大３００万
円）からでも利用できる
県独自の補助制度が実現。
特別支援学校教室への
空調設備は３年間で実現
できます。
付記
（４月６日、市立刈谷特
別支援学校の開校式が行
われ、刈谷・知立・高浜
の各市の肢体不自由児が
障害に応じた教育を受け
ます）（県の児童・生徒
１人当たり特別支援学校
費は全国第 位です）

弁護士による
無料法律相談

◆毎週土曜日
午前 時～ 時
◆場所 日本共産党
知立事務所
◆申し込み 市議団まで

古井町一本木
ＴＥＬ（７５ー８０３３）

宮川かねひこ

日 本共産党安 城市議団

12

日本共産党
安城市委員会

と大 企 業応 援の 一方 、 県民
の暮 ら し、 福祉 を犠 牲 にす
る予 算 だと して 、党 県 議団
は反対しました。
自 民 、新 政あ いち （ 旧民
進な ど ）公 明は 賛成 し まし
た。
県に求められているのは、
安倍 政 権の 悪政 から 県 民の
暮ら し や福 祉・ 医療 ・ 子育

14

10

№1654
2018.4.15

看 護 師の 確保 では 、看 護
職員 修 学資 金の 新規 貸与 を
２０ １ ９年 から 廃止 する こ
とに し 、貸 付金 が６ 千万 円
足ら ず とな り、 人手 不足 の
中小 病 院は 一層 困難 にな り

39

池浦町池浦 ３
ＴＥＬ（７７ー１３４５）

ふ か や 恵 子

45
11

95

日曜版
て・ 教 育を 守る 防波 堤 の役
割です。と
ころが県予
算はそうい
う立場に立っ
ていません。

46

TEL・FAX
75－2903

26

民主安城

2018年 愛知県予算（２）

働くものの団結で生活と権利、
平和と民主主義を守ろう！
5月１日（火）午前9時30分開催（雨天決行）
（9時15分よりうたごえを予定）
安城市１号公園（旧安城更生病院跡地南側）集合
メーデー大会後市内をデモ行進10時20分開始
メーデーは今から132年前、1886年にアメ
2018年度の賃上げも大手企業の一部のみで
リカのシカゴで労働者たちが「８時間労働制」 す。「規制緩和」を推進する安倍政権もとで、
を求めた集会が起源だといわれています。19 限定正社員の導入や労働者派遣法の「改悪」
17年のロシア革命で生まれたソビエト連邦が によって生涯派遣労働者という人も出ていま
８時間労働を定めると、資本主義諸国も国際 す。残業ゼロ法案も過労死を増やすだけです。
労働機関（ＩＬＯ）を設立し、1919年に1日
メーデーの闘う伝統を引き継ぎ、働く仲間
8時間・週4８時間労働を定めた１号条約を採 の皆さんをはじめ多くの方々が、今年も元気
択しました。日本はＩＬＯ設立時の加盟国で、 に参加されることを訴えます。
１号条約採択にも賛成しましたが、いまだに （参加される方は要求を書いた手作りゼッケ
批准していません。
ン、プラカードなどを持参し、メーデーを盛
今、「アベノミクス」は一部の人への利益 り上げましょう）
をもたらすのみで、格差を拡大させています。

ー審議会等の傍聴に出かけようー
市では私たち市民に関連する様々なこと
について、市担当部局のもと、関係諸団体
責任者や公募市民等が集まって1年間審議を
します。市のホームページや広報に「協議
会」「審議会」などの名称でお知らせして
います。
例として、7月5日（木）2時～４時災害対
策本部で「地域福祉計画策定協議会」があ
ります。身近な計画です。傍聴してみましょ
う。（傍聴不可もあります。人数制限も）

・・・・・・・・・・このまちの片隅で・・・・・・・・・・・
名鉄新安城駅近くのイトーヨーカドー内に「ポッ
ポ」というタコ焼き・ラーメン・アイスクリーム・
大判焼きなどの軽食のお店が2月28日で閉
店していました！！ すぐ横にはマクドナルドもあ
り老若男女、赤ちゃん連れなどの人々でにぎ
わっていたのに。 特に平日の昼間、高齢者が
友人らと談笑する姿が目につきました。
１人でも気軽なので人気の場所でした。採算
が取れなかったのでしょうか。 気持ちの良い
空間で、ほっとする店が無くなったことは寂し
い限りです。働いていた人たちはどこへ？（ふ）

