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者の医療
費ゼロの
３つのゼ
ロ実現の
ために全
力を尽く
します。

公正な議会運営の
要請書提出

午後１時～３時
場所 大竹辰治事務所（西蒲田大城通り）
事前にお電話ください℡（3735)２６１１

日 本共産党９名全員 当選
公約実現のため全力でがんばります
日 投票 。 翌 日 開 票 で 行 わ れ
た大田区 議会議 員選挙で 、日本 共
産党大田 区議団 は前回比 １議席 増
改
( 選比２議席 増 の
) ９名全員当 選
を果たし 、大田 区議会議 員選挙 で
の全員の議 席獲得は 年ぶりと な
りました 。私は ２６３４ 票を獲 得
し６期目 の当選 となりま した。
選挙後、 皆さん との約束 である ○
認可保育 園増設 で待機児 解消○ 特
養ホーム 増設で 待機者解 消○高 齢

６月８日

としていません。
日本共産 党区議団 は１２ 日、公
正な議会運 営につい て、少 数会派
と懇談しま した。翌 日１３ 日に、
懇談で確認 した内容 を要望 書にし
て、日本共 産党区議 団９名 と少数
会派７名、 合計１６ 名が連 名で、
自民、公明 、民主の 会派代 表者宛
に提出しました。
・議会の運 営の議論 には、 すべて
の会派の意 見が反映 出来よ うにす
ること。
・委員会の 正副委員 長等は 、会派
議員数に応 じて選出 し、交 渉会派
以外も適宜配分すること。
・その他、質問時間制限を見直し、
割り振りは個々の裁量に委ねる。

顧問弁護士による無料法律相談です。
お気軽にご利用ください(毎月第２水曜日)

日本共産党 大田区議 団は、 新議
会のスタート にあたり 、地方 自治
法の精神にた ち大田区 議会が その

役割を発揮す るため、 少数会 派も
含めすべての 会派の意 見が反 映で
きる議会にす ることを はじめ とし
た「大田区議 会におけ る議会 運営
についての提 案」をお こない まし
た。
しかし、改 選後の議 会の運 営の
大枠を決める各会派代表者会議が、
６日から４回 行なわれ ました が、
自民、公明、 民主の各 党は、 議会
役職から少数 会派や日 本共産 党を
排除する、全 国に例の ないこ の４
年間の異常な 議会運営 を改め よう
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第 回メ デ
２万１千人

に
代(々木公園

５月１日、第 回メ‐デ‐が東京・
代々木公園で２万１千人が集い
ました。東日本大震災の被災地、
岩手、宮城、福島の被災県や被
災地をはじめ全国各地で開催さ
れました。

大震災をのりこえ新しい社
会をめざす国民的運動を

国民運 動です。 被災地の実 態を無 「ルー ルある経 済社会」め ざすた
)視した 「上から の押し付け 」の復 たかい をあらゆ る分野で発 展させ
興で は なく住民 合意で 実施 は 市町 ること。
村と県 ・国が連 携をしてす すめる
これ から皆さ んと力を合 わせ、
ことが大切です。
復興に 全力をあ げるととも に働く
２ 、 原 発 事 故 の 収 束 に 総 力 を あ げ ル ー ルを 強 化 し て 、 賃 上 げ を 行 い 、
ると共 に、原発 政策の根本 的転換 「普通 に働けば 普通にくら せる社
を求 め る国民的 運動を 発展 さ せる。 会」にするためにがんばります
３、国民の暮らしと権利を守る
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察しました。
東松 島市では 、日本共産 党長谷
川市議 の仲介で 、阿部市長 、総務
部長と 懇談する ことができ 、市長
が「職 員削減を したバチが あたっ

だ瓦礫 の山が残 っている現 地での
光景は、想像を絶するものでした。
大震災 を教訓に 区の防災計 画を抜
本的に 見直させ るため全力 でがん
ばります。

臨時会・定例会日程（案）

５月 日 臨時会（１日目）
５月 日 連合審査会（１日目）
５月 日 連合審査会（２日目）
５月 日 常任委員会
５月 日 臨時会（２日目）
６月２日 請願陳情締切
６月９日 本会議（１日目）
６月 日 本会議（２日目）
６月 ・ 日 常任委員会
６月 日 特別委員会
６月 日 本会議（３日目）

宮城県東松島市・福島県いわき市
党議員団が被災地へ視察
日本 共産党大 田区議団（ 大竹、
清水、 佐藤区議 、梶谷事務 局員）
は 、 ５月 ・ 日 の ２日 間 、 宮 城
県東松 島市、福 島県いわき 市を視
10

被害の大きかった大曲地域(東松島市)

たと思 っている 」と語って いまし
たが、 「災害時 に大きな役 割を果
たすの が、市職 員のマンパ ワーで
あるこ とが今回 の大震災で 痛感さ
れてい る。大震 災から約１ ヶ月間
職員は 家や家族 を失った職 員も大
勢いた 中で庁舎 に泊り込み で対応
をして きた。市 ではこの間 ４２人
の職員 を削減し たが、現在 大田区
を初め 他自治体 から４３人 分の職
員を派 遣しても らっている 」と言
われたことが印象的でした。
大震 災から２ ヶ月を過ぎ てもま
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志位和夫委員長が共産党を代
表してあいさつをしました。３
つの国民的運動を呼びかけまし
た。
１、被災者支援と復興のための

瓦礫を分別している集積場(東松島市)
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