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(写真左から)カーブミラー設置（戸塚町） 道路舗装（上倉田
町） 遊休施設が学童保育所に（柏尾町）

市営原宿住宅駐車場料金２０００円値下げ
アンケートに応じる人
「賛成」はゼロ。
たち。
１４日、東京都板橋区

に回すなんてウソだ。
●お昼代も上がっている。友
達に一緒に食事しようと誘
われたら断れないし。
●交通運賃が上がっている
のを見ると増税を実感する。
でも給料はあがらない。高校
生と浪人生を抱えて家計は
大変です
●アベノミクスというが、大
企業を優遇して、商店街は衰
退している。 ％に増税さ
れたら廃業を考えてしまう
●ハローワークに行っても
求人状況は良くなっていな
い。安倍首相は、増税にみん
な怒っていることを知って
ほしい

市営原宿住宅駐車場(写真右)料金値下げを住民の代表の方と
2010 年 9 月２４日、市の建設局に申し入れ(写真左)。今年４月
に横浜市から 10,000 円から８,000 円に、2000 円値下げすると
の返事がありました。

消費税増税シールアン
ケートから

●給料なんて上がっていな
い。上がったのは消費税だけ
だ。いい加減にしろよ。
● 歳になっても医療費窓
口負担が一割にならないじ
ゃないか。消費税は社会保障
70
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6 月 27 日（金）18 時 45 分 ～
戸塚区民文化センターさくらプラザ

安倍政権の暴走ストップ!！

◆フリートーク広場◆
5 月 17 日（土）午後１時

市田忠義
副委員長

◆無料法律相談◆

入場無料

今年１月に開かれた第 26 回党大会
で、現在の情勢を「自共対決時代の本
格的なはじまり」と特徴づけました。
それから４ヵ月、
「自共対決」はます
ます鮮明になっています。
安倍自民党政権の危険な暴走と、そ
れと真っ向から対決する日本共産党の
姿を、市田副委員長が分かりやすくお
話しいたします。ぜひおいでください。

戸塚駅西口ペデストリアンデッキ
なんでも街頭相談と同時進行

◆５月の早朝駅前宣伝◆
東戸塚駅
7・21 日
戸塚駅東口 14･28 日
戸塚駅西口 毎週金曜日
各駅とも朝 7 時～８時

5 月 21 日（水）18:30～ 事前予約が必要です。協力：横浜みなみ法律事務所

◆なんでも相談◆ 常時受付け

弁護士・税理士・社会保険労務士・看護師・建築士など専門家スタッフの協力があります。

日本共産党戸塚区後援会ニュース

横浜市は、新横浜市
庁舎整備基本計画につ
いて意見募集を行って
います。
「基本計画」は、現
庁舎が老朽化し、狭く
なったため、市民への
対応、社会状況への対
応、災害対策の課題な
どを解決するために、
中区北仲通南地区に新
庁舎を建設するという
ものです。
建設期間を当初の８
年から東京オリンピッ
ク・パラリンピックま
での６年に短縮、約
ｍ ( 階建 、)延床面積
万平米強。事業費は
６３０億円です。

日本共産党は
こう考えます。
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長は「今後 年は使え
る」と太鼓判を押して
います。
②北仲通南地区の土地
取得の経緯に疑問―な
ぜ超高層ビル建設が義
務付けられた土地を
都市機構から購入した
のか、何らかの背景が
あって押し付けられた
可能性があります。
③莫大な建設費用がか
かる巨大・豪華庁舎―
採用された案は、当初
の４案のうち、現庁舎
敷地を使う案より２０
０億円高いものです。
④白紙に戻して再検討
をー当初予定のオフィ
ース床の賃貸をやめる
ことで、収入がほとん
どなくなります。人口
減少時代を迎え、コン
パクトな市役所、現庁
舎の建物、敷地を活か
した新たな計画をゼロ
から考え直すべきです。

①ハガキを出す(切手不要)
区役所や地区センター、図
書館などで配布の意見公募
チラシのハガキを投函。
②ファクシミリーを送る
（Fax045-671-4670）
③郵送、または持参する
〒231-0017 横浜市中区
港町 1-1 横浜市庁舎 3 階
横浜市 総務局 管理課
④ホームページ、電子メール
で意見を出す。
⑤問い合せは
横浜市総務局管理課
(電話)045-671-2215

①市庁舎再整備は急ぐ
必要なしー 年に５０
億円かけて現庁舎の耐
震工事をおこない、市

5 月 12 日までに意見を
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改憲反対の運動に弾み

戦争放棄をうたう憲法９条が、
２０１４年ノーベル平和賞の候
補になりました。ノルウェーの
オスロにあるノーベル委員会か
ら、「憲法９条にノーベル賞を」
実行委員会の神奈川県内の事務
局に文書が届きました。
ノーベル賞は、個人か団体に
限り、憲法は受賞できません。
憲法９条を保持し続けた「日本
国民」を受賞者と提案しました。
ノーベル委員会からの文書は、
「ノーベル委員会は、あなたの
提案をうけとりました」「こと
しは 278 の候補者が登録されて
います。受賞者の名前は 10 月 10
日に発表されます」とあります。
「憲法９条にノーベル賞を｣実
行委員会は､神奈川県座間市に住
む女性が昨年１月“戦争はよく
ない、平和憲法を守りたい”と
インターネット上で呼びかけた
のがきっかけ。座間市や相模原
市で活動する地域９条の会が協
力して８月に実行委員会を結成。

ネット上だけでなく、実際に
署名用紙をつくり、街頭から
呼びかけました。
この運動に賛同する人た
ちも全国に広がりました。９
条をノーベル平和賞にと、推
薦する人が学者ら４３人にの
ぼりました。
座間市・相模が丘９条の会
事務局長の落合正行さんは
「安倍内閣の暴走政治スト
ップの運動をしたいと思って
いました。願いは、９条を守
ること。ノーベル賞候補にな
ったことで、広く憲法９条に
関心をもってもらい、改憲を
許さない運動の弾みにした
い」と抱負を語りました。
このニュースは、テレビな
どでも取り上げられ、「テレ
ビ朝日・報道ステーション」
では、キャスターが「受賞し
たら、安倍首相が代表して受
け取るの?」と首を傾げる場
面もありました。

……………………………………………………………………………………

憲法９条がノーベル平和賞候補に
オスロから受諾連絡
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新市庁舎整備について意見を
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８％増税の夜…
首相と番記者 ほろ酔い懇談
消費税大増税が強行さ
れた４月１日夜、安倍晋三
首相は東京都新宿区の居
酒屋で報道各社の首相番
記者と１時間ほど懇談しま
した。
午後８時５２分、首相の
乗った公用車が新宿通り
と外堀通りの交差点を猛
スピードで走り去った店先
の路上。ほろ酔い気分で出
てきた番記者の１人は、
「１
５人ほどで総理を囲んだ。
雑談ばかりだった。総理は
冗談も口にした。消費税の
ことには一言も触れなかっ
た」といいます。
消費税増税をあおってき
たマスメディア。首相と番
記者との単なる「飲み会」
だったのでしょうか。雑談
であっても記者側から消費
税率８％への引き上げに対
する庶民の不安、怒りを首

相に伝え、質問する機会
もあったはずです。首相
のごきげんうかがいだけ
でジャーナリストの仕事
がすむはずがありませ
ん。
安倍首相とマスメディ
アの会食が依然として続
いています。３月２７日
に東京都千代田区にあ
る日本料理店で共同通
信社社長と会食したばか
りです。２日夜も東京・
赤坂の日本料理店で報
道各社の政治部長経験
者と会食しました。

…………………………… 岩崎ひろし事務所からお知らせ ……………………………

会費 300 円。初参加大歓迎
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俳句を楽しむ会

問合せは「ほっと戸塚」へ

日時 ５月 日
（金）
午後２時～

話題の歌も練習します

今月は第５金曜日です

フレンズ戸塚

場所「ほっと戸塚」

社会福祉協議会

5 月 10 日（土）
午後２時～3 時 30 分
「ほっと戸塚」にて

7 日 21 日
午後６時から７時半
会場

みんなで歌う会

助言者 有馬五浪（あり
まごろう） 谺｢ 副
｣主宰。
俳人協会会員、横浜俳話
会幹事長

5 月度の相談会

●今月の題 「鰹」
「鏡」。
５句つくってください。

横浜南クレサラネット

