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政治、変わってほしい―８８％。18歳選挙権

と を訴え て、 野党 共闘 を進
め ていま す。 また 、北 東ア
ジ アのも めご とを 話し 合い
で 解決す る「 北東 アジ ア平
和 協力構 想」 を訴 えて いま
す。

不 公正 な社 会に ウン ザリ
第４の テー マは 「公 正な
社会に―経済にデモクラシー
を 」です 。格 差と 貧困 のひ
ろ がりに 、だ れも が不 安を
感 じてい ます 。富 裕層 や大
企 業は富 んで いく のに 、庶
民 は普通 の暮 しが まま なら
な い。こ んな 不公 正な 社会
を正す必要があります。ルー
ル ある経 済社 会を つく るの
が 日本共 産党 の提 案で す。
税 金は払 える 能力 のあ る人
が 払うべ きで す。 軍事 費や
ム ダな公 共事 業で はな く福
祉 ・くら し・ 子育 て支 援こ
そ最優先です。

キミは選挙に行くか

その他 、２ ０１ ５年 から
２ ０１６ 年に かけ 共産 党や
市 民の闘 いの 模様 、ま た志
位 和夫委 員長 と上 智大 学の
中 野先生 との 対談 が掲 載さ
れ ていま す。 是非 お読 みく
ださい

今年の参議院選挙から 歳以上の人に、選挙権が付与されます。日本共産党では、
若者向け政策パンフＪＰＣマガジンを発行して、日本共産党の政策を訴えています。
そのテーマのいくつかを紹介したいと思います。もしパンフレットに関心ある方、
またお子さんに読ませたいと思っておられる親御さんは議員に連絡ください。子ど
もさんと一緒にお読みください。

１８ の春はな ぜツライ

テ ーマの 第１ は、 「若 者に
投 資を― 明日 の日 本の ため
に 」題し て、 学費 が高 すぎ
て 進学を 断念 、卒 業し たら
３００万円の借金返済・・・。
若 者たち が伸 びよ うと する
芽 をつむ 社会 に未 来は あり
ません。若者たちに投資を。
とし て、学費を 年 間で半
額 にする とし てい ます 。ま
た 「奨学 金革 命」 も提 案し
て おり、 欧米 並み の予 算で
可 能とし てい ます 。

モノ扱いはや めて
テーマ の第 ２は 「安 心し
て働ける社会を―モノ扱い、
使 いすて をな くす 」と して
い ます。 若い 世代 の２ 人に
１人が非正規。 ～ 代の
３割が年収２００万円未満。
長 時間労 働・ パワ ハラ によ
る 過労死 。若 者を モノ のよ
う に使い 捨て る雇 用の あり
方 を抜本 改正 する ため のブ
ラ ック企 業規 制法 を提 案し
て います 。ま た最 低賃 金を
時 給１５ ００ 円に 引き 上げ
ることを掲げています。

戦 争 は 絶 対 いや
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第４の テー マは ＮＨ Ｋの
若者 調査では ％の 若者が
政治に変わってほしいと思っ
て います 。夏 の選 挙は 政治
を 変える チャ ンス です 。そ
し てその 対決 構図 は与 党勢
力 ｖｓ野 党＋ 市民 のた たか
い です。 戦争 法廃 止・ 立憲
主 義の大 義に 立ち 、自 民・
公 明・お おさ か維 新を 少数
派 にして 、政 治を 大き く変
え ること を訴 えて いま す。
若 者自ら 、政 治を 選択 でき
るのが、夏の選挙です。

◆とき
５月 日（土 ）
午後７時から
◆ところ
米原公民館３階
会議室
米原市 議団 が参加 さ
せ ていた だき 、庁舎 問
題 や予算 をめ ぐって の
質 問等報 告さ せてい た
だ きます 。お 気軽に お
越しください。

日本共産
党米原市議団の

雑 感 パ ナマ 文 書 が 公開 さ れ て る そう で す 。 日本 共 産 党
は、 今回 の参 議院 選挙 で、 税金 の集 め方 、税 金 の使 い方 、 働
き方 を変 える こと を提 案し てい ます 。名 前の 上 がっ た大 企 業
や富 裕層 は正 当な 経済 活動 と言 って いま す。 そ んな とこ ろ で
どの よう な経 済活 動を して いた のか 大い に疑 問 です 。不 公 平
税制 を温 存し 、消 費税 を引 上げ を狙 う安 倍内 閣 こそ 退陣 を 願
いた いで す。
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http://www.jcp-maibarashigidan.com
テーマ の第 ３が 「平 和の
先 進国に ―戦 争す る国 づく
り ストッ プ」 を訴 えて いま
す 。日本 は憲 法９ 条で 、海
外 での武 力行 使は 固く 禁じ
て います 。昨 年強 行さ れた
安 保法は 海外 での 武力 行使
に 道を開 くも ので す。 この
戦 争法は 廃止 しか あり ませ
ん 。この よう な憲 法無 視の
暴 走政治 をき っぱ りと やめ
さ せ立憲 主義 を取 り戻 すこ
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