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能市委員会は東飯能駅通

に呼応し、日本共産党飯

びかけました。呼びかけ

一斉宣伝・署名活動を呼

日、全国主要駅頭での

がかり行動実行委員会は

戦 争 法廃 止 を め ざ す 総

党を勝たせたいですよね」

ですよ。戦争法反対の野

院選挙から投票できるん

署名します。今年の参議

ちに関係することだから

ある高校生は、「私た

くれました。

力するよ」と署名をして

は、戦争はいやだから協

ろだという若者は、「俺

３人で遊びにいくとこ

言います。

会にも行ってきたよ」と

争にならないよう私も国

も恐ろしい気がする。戦

んがすすめる政治はとて

ある女性は、「安倍さ

「野党を勝たせた
い」 と 歳 高校 生

れました。

次々と署名に協力してく

物帰りの主婦など多くの
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日現在、

飯能市委員会と共同セン
ターでは、３月
６０００筆を超えました。
地域を一戸一戸訪問し
て３００筆以上集めてい
る人やハンドマイク宣伝
をしながら署名を訴える
支部、知人や友人に郵送
でお願いする人、グラン
ドゴルフや子どもの持久
走大会、バザーで集める
人、返信用封筒を付けて
各戸に届ける行動などが
「 ２ ００ ０ 万 署 名 」 が

広がっています。

総が か り 行 動 実 行委 員
人署名は、目標とする５
月３日まで一ヶ月あまり
となりました。全国の地
域、学園、団体が取り組
んでいます。日本共産党

安 倍 首相 の 意 向 を 受 け
て、経済情勢について意
見を聞く「国際金融経済
分析会合」が開催されま
した。
国内総生産（ＧＤＰ）
の成長率がマイナスに陥
％への再引き上げ

る中、首相周辺からも消
費税

民・公明安倍政権を激し
く追いつめています。こ
の運動をさらに、大きく
広げていきましょう。

支部結成７周年
記念講演会

あなたならどうする？
ナチスのユダヤ人迫
害問題を考える授業

講師 菅間正道さん
自由の森学園教員
４月 日（日）
午後１時 分開会
富士見行政センター
一部 記念講演
二部 楽器演奏
資料代 ２００円

主催・埼玉アジア・アフリ

カ・ラテンアメリカ連帯委

％導入はやる

員会飯能支部

の消費税

足後、５回目のＧＤＰマ

めています。安倍政権発

済は、景気悪化基調を強

内需低迷の中、日本経

崩壊期に似ている。この

近の消費を動向はバブル

営に携わっているが、最

は、「長引く小売業の経

ディングの鈴木俊文会長

セブン＆アイ・ホール

相が浮かび上がってきて

需を冷え込ませている実

担増が家計を圧迫し、内

８％増税や社会保障の負

安倍政権による消費税

日付）と指摘しています。

べきではない」（日経

イナス成長、とりわけ低

・７となっています。

主催：日本共産党飯能市委員会・同後援会

います。

見直しを求める声が上がっ

４月24日（日）
消費環境では、来春予定

ています。

時を１００とした場合、

消費 税 ％再 見送 りの 声
首相 周 辺か らも

野党共闘を後押しし、自

pluto.plala.or.jp

会が提起した２０００万

目標 の過 半数
市民がチラシを受け取り、
６０ ００ 筆超 える

総がかり実行委に呼応し、宣伝行動

戦争法廃止、憲法守ろう

９７３－１０９１

と嬉しい言葉を残して改

野党協力で
戦争法廃止
安倍暴走政治ストップ

調なのは個人消費。発足

10

路で、「とめよう戦争法！
戦争法廃止の新しい政府
を！」の横断幕を持って
のスタンディング、チラ
シ配布と署名に取り組み
ました。
西武線と八高線の乗り
換えのサラリーマンや高

弁士 塩川てつや衆院議員
あいさつ
伊藤 岳 参院埼玉予定候補

30

発
行
日 本 共 産 党
飯 能 市 委 員 会

札に向かいました。
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これはＳＦの世
界のできごとで
す。近未来の日
本は、学校の先
生も国会議員も
みなロボットが
その仕事に就くことに
なりました。裁判官も
そうです。憲法や法律、
学校で勉強することや
規則をインプットして
おけば、ロボットは人
間よりも正確に、きち
んと、厳格に職務を遂
行することができ、間
違ったことをする心配
がないのです▼学校で
も教師が生徒指導に悩
むということがなくな
りました。ロボットの
教師は廊下で生徒に
「アナタハマンビキヲ
シタコトガアリマスネ」
と囁くのです。「…」
と生徒は黙っています。
いくら弁明してもムダ
なことを生徒は深い絶
望のなかで知っていた
のです▼テレビでキャ
スターが叫んでいまし
た。「ロボットには何
者かによって『日本暗
黒党改憲案』がインプッ
トされていたことが判
明し、混乱を回避する
ためにウソベ首相は非
常事態を宣言しました。
これからの日本はどう
なるのかを専門家が詳
しく解説します」。

行政の支援があれば、

係課、社協等との連携、

援となる。今後、庁内関

ができれば実現可能な支

こと。運搬等の負担軽減

リアの拡大は難しいとの

舗で注文販売を実施、利
用者は重宝しているがエ

栗地域のみだった。数店

いと言うもので実施は名

が増え、日高市でも導入

ラジオを導入する自治体

く耳にする。近年、防災

けでなく、市街地でもよ

いという声は、山間部だ

が聞き取りづらい、何か
あったときに役に立たな

に起きている。防災無線

近年、大きな災害が頻繁

を集中して弱小自治体の

拠点自治体に財源と権限

なっている。

は独自性を持った事業と

更に地方自治体を再編し、 てきた。それぞれの施策

機感・不安感を煽り立て、 生目指し取り組みを進め

能市から始まる日本の創

創生なしとの思いで、飯

とも言えることから、本
市の創生なくして日本の

な特性を有し日本の縮図

間地域、山間地域と様々

山間地域の切実な課題取り上げ

などを実施してほしい」
すぐにでもできることも

しているようだ。検討状

等との連携会議、懇談会

する」となっている。

新井たくみの一般質問

と求めましたが、「設置

ＩＣＴの活用も含めて研

面倒を見させる「高次地

多い。事業メニューによっ

況について伺いたい。

した協議会のなかで検討

究していきたい。

ネットワーク」論を持ち
込もうとしているのでは

滝沢おさむの一般質問

滝沢

２０１４年

月

の総選挙に向けた自民党

の政権公約では道州制の
導入を進めるとしながら、

かり持って、一年一年を

やる気という気持ちをしっ

を整理し、住民に一番身

府県、市町村の役割分担

の視点に立ち、国、都道

図るとしている。基礎自
治体の合併が進まない中

近な市町村の機能強化を

大成にもっていきたい。

たことは紛れもない事実。 導入までの間は地方創生

で、デジタル化に向けて まったく分からない。し
の準備の中で検討したい。 かし、レッテルを張られ

経緯は、私には

危 機 管 理 監 防 災 行 政 方都市連合で機能分担・ 「地方創生」、国の
無線が聞き取りづらい点 連携」や「コンパクト＋ 真の狙いは道州制の
導入
を補完するものとして、
防災ラジオも有効ではな

ないか。
このことについ

いく」との答弁でした。

ては、何度か取り上げて
きましたが、「研究して

新井

防 災無 線 の 聞 こえ
な い家 庭 に 防 災ラ
ジオの貸与を

いかと考えられる。国で

市長

ては、国の支援も受けら
れる。地域のお店やコン
ビニ、生協、個人事業主
による宅配業者等との連
携などで、買い物支援事
商工会、商

業を検討してほしい。

福祉部長

店連盟に聞き取り調査を
行った。採算性があわな

も推奨する動きがあるの

したい」などと明確な答
弁はありませんでした。

公 共交 通 計 画 の目
高校 生 のバ ス 代 補
に見える具体化を
助せめて３割を

代の３割の補助、対象者
を大学生まで広げ、地域
も拡大してほしい。
来年度消費

教育部長

滝沢

％増税が予定され

で、連携中枢都市圏を指

市長室参事

税の

国の進める「地方創
計 画 の 中 で も 消 きな出来事だった。それ 生」「飯能市地域創
生プログラム」とは
により、飯能市をしっか

「飯能市地域創生プログ
ラム」は国の「まち・ひ

は本市の魅力を最大限に

滅可能性都市から発展可

としている。消滅可能性 という私の意気込みは最
都市の問題だが、一昨年、 高潮に達した。第５次総

と・しごと創生総合戦略」

定し道州制に進めるのが

年！変わ

生かした地域の創生に向

り発展可能性都市にする

振で「変える

を勘案し、人口減少の克

けた取り組みを積極的に

飯能市第５次総合振興計

年」という題名をつ
「地域のニーズを捉えた

国の狙いではないのか。
市として
日本創成会議の人口問題

る

服と地方創生の推進を目

推進し、発展可能性都市

ているので、その際に増

山間地域で
移動販売振興事業

検討分科会が２０４０年

けた。中身は「変える１

的に策定するものとして

能性都市へ飯能を変える

年間の

倍

画が始まります。国の進

実施計画では、

までに８９６市町村が消

年！変わる１年」の

移動支援の検討や流通事

表した。飯能市もその一

という気持ちが変える

新井

滅する可能性があると発

を目指すことが最優先す

める地域創生プログラム

つとなった。この問題に

のいかんを問わず、全力

本市では

市長室参事

いるが、飯能市としての

業者等と連携した買い物

も総振計画に盛り込まれ

国の狙いは、危

で取組んで行きたい。

である。１年１年変える
支援など地元、企業、団

年になると思っている。

滝沢

ついての受け止めは。
市長就任前の大

ます。市の考え方を質し

市長
ました。

市街地、田園地域、中山

べきことと考え、道州制

額等総合的に検討したい。

年度から

実施している３ヶ月定期
国に惑わされず真の「地域創生」

に重要。多くの自治体が

代助成制度の拡充は非常

て支援としても通学バス

ヶ年の公共交
新井
新井 山間部に住み続
通計画も３年目を迎える。
けられる定住政策、子育
本格的な具体化、目に見

える変化が期待される。
全国では交通計画が大き
く動き出している実証実
験として動き出してほし
い。特に、バス路線がな

年度

い地域での具体的な検討
を聞きたい。

企画総務部長
は、本市の公共交通を考
える場として、市民をは
じめ、関係機関で構成す
る協議会を設置したいと
考えている。

タクシー業者と
懇談会や連携会議を

「県内ではデマンドシス

12

独自の施策は。
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28

テムが進み、秩父、北本

10
体等幅広い連携のもと、
地域に適した方策を検討

10
10

10

10

10

など 近い自治体が開始
している。タクシー業者
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