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7月

の 参院選について疑

問にお答えします② 
Q. 憲法改定と関係あるの？ 

A. 改憲発議に衆参両院の2/3が必要 

昨年の衆院選後、自民党や日本維新の

会などの国会議員らが、にわかに改憲を

急ぐと言い出し、国民民主党まで同調し

ています。 

憲法改定の手続きは、衆参両院の2/3

以上の賛成で改憲の発議をしたあと、国

民投票で過半数を得る必要があります。 

では衆参の議席配分を見てみます。 

衆議院の定数465のうち、改憲派の自

民261、公明32、維新41で334(国民11を加

えると345)となり、71%(〃74%)と2/3を超

えています。 

一方参議院は、定数245のうち、改憲派

の自民110、公明28、維新15だけなら153、

62%と、2/3を下回っています。が、国民

16を加える169となり、69%と2/3を超え

てしまいます。国民民主党が改憲派とし

てふるまうと、改憲発議をされてしまう

恐れがあります。危険な動きです。 

参議院選挙の前に、日本共産党への支

持を大きく広げ、改憲発議などしたら選

挙で大敗するぞ、と思わせる世論を形成

し、発議を思いとどまらせましょう。 

また参院選愛知選挙区の改選議席は、

自民・公明・立民・国民の4人です。改憲

派3対護憲派1でなく、護憲派2にするた

めにすやま初美さんを参議院に送り出

してください。 

どうかご支援の輪を広げてください。 

(前市会議員 柴田民雄)  
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岸 田

政権の無策でコロナまん延 
一月中旬、身近に陽性者が出て、私も

健康観察者になりました。PCR検査キッ

トが到着したのは、陽性者がでてから5

日目。結果がわかったのがその4日後。ド

キドキしながらの自宅待機でした。検査

キットの不足で、検査ができたのは私た

ちが最後だったとのこと。 

陰性がわかり次

の日、赤旗読者さん

の集金に伺うと

「(私も)濃厚接触者になって…」という方

や、自宅療養の人もいました。玄関越し

に差し入れをおき「困ったらいつでも電

話してね」とメモを挟んで帰りました。 

1月21日愛知県にもまん延防止重点措

置が適用されました。感染力が強いオミ

クロン株によって子どもが感染して家

族が濃厚接触者になったり、感染して自

宅待機になるケースが増加。学校ではク

ラス閉鎖、学校閉鎖、728か園ある名古屋

市の認可保育園では1月24日には138か

園、27日には169か園が閉所となり子ど

もたちにとっても保護者にとってもつ

らい大変な状況になりました。第6波の1

日の死者数は、すで

に昨年夏の第5波を

上回っているとの

こと。第6波を想定して

検査体制の拡充と3回目のワ

クチンの前倒しをと11月

中旬からずっと言われ

てきたのに「何をしてい

たの?」「検査の不足、高齢者

施設でのクラスター、医療の

ひっ迫や3回目ワクチンの遅れこの実態

をどう解決するの?」と、政権の無策ぶり

に怒りが湧きます。 

最前線で昼夜問わず献身的に頑張っ

ておられる医療関係者、保健所の方たち

には本当に頭が下がります。なりゆき任

せになっているコロナ対策ではなく科

学的見地にたって命と暮らしを守れる

政治を切に願います。 (鶴舞学区 E) 

道路が危険―その後 
先月号でお知らせした、広路と滝川地

域の改善要望を昭和土木に伝えた結果

の続報です。 

①「側溝の蓋がガタついて危険」 

「弁天前」バス停付近は、さっそくL字

溝の道路側の段差がなくなり、グレーチ

ングは撤去されました。（写真） 

2021/12/24 2022/2/16 
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②「舗装がボロボロ！なんとかして」 

八事霊園に通じる道路の劣化した舗

装の件。2024年に全面舗装の計画との回

答でしたが、痛みのひどい部分について、

早速補修されていました。 

「ごちゃまぜフェスタ」

一緒に参加しませんか? 
 チラシにありますように3月19日

(土)11:00～14:00、川名公園にて素敵

なベントがあります。「障害理解」を楽し

く広げたいと、昭和区の福祉課と障害者

団体などが一緒になり準備を進めてい

ます。パラリンピックで人気の出た「ボ

ッチャ」、今まであまりなかった知的・精

神的障害の体験コーナーも検討してい

ます。みな

さんぜひ

お友達、ご

近所お誘

いの上お

出かけく

ださい。 

(昭和区・

障害者の

家族) 

後援会総会とお花見 
昭和区後援会の活動を報告し参加の

皆様で意見交流をします。そして7月10

日に予定される参議院選挙、来年4月に

実施される地方選挙勝利に向けて後援

会活動の方針を確認します。どなたでも

参加し意見を述べることができます。 

日時 ：4月3日(土)10時～11時30分 

場所 ：吹上コミニティーセンター 

 総会の後       お花見は鶴舞公園にて実

施します。お弁当の(購入していただき

ます)用意を一定数します。各後援会で

注文していただけると嬉しいです。 

＊コロナ状況・お天気などで中止するこ

とがあります （後援会事務局） 

「平和がいいな  昭和

区の会」発足イベント 
憲法を通して身近な問題から、自民党

の改憲案の危険性まで幅広く学び合い

ます。お坊さんバンドの演奏もあります。

ご来場お

待ちして

います。 

 

日時：4月15日(金)19:00(18:30

開場)～20:45 

場所：昭和文化小劇場(川名公園内) 

会費：500円／内容：坊さんバンド「Gぷんだり

ーか」演奏と弁護士による講演 
 

2022/1/16 2022/2/6 
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第1

回 核
兵

器禁止条約締約国
会

議 
第1回核兵器禁止条約締

約国会議が、3月にオースト

リアで開かれることになっ

ていましたが新型コロナウイルス感染

拡大を理由に今年半ばに延期されます。 

国連加盟国

193か国中 59

か国が批准し

ています。128

か国の賛成で

採択された核

兵器禁止条約発効から1年が経ちました。 

被爆国の日本、また広島出身である岸

田首相は核兵器禁止条約に背をむけ「戦

争する国」へと9条改憲に意欲的です。使

命や、責任を感じないのでしょうか。 

（後援会事務局） 

 

 
 

昭和区

後援会街頭宣伝・署名
行動

予定 
※雨天中止です 

宣伝日 時間 場所 備考 

3/1(火) 
8:00～

8:30 
鶴舞駅 

早朝地下

鉄宣伝 

3/8(火) 
8:00～

8:30 
吹上駅 

早朝地下

鉄宣伝 

3/8(火) 
10:00～

12:00 

昭和区

内（雨天

決行） 
キャラバン

宣伝カー 

3/15(火) 
8:00～

8:30 

いりなか

駅 
早朝地下

鉄宣伝 

3/19(土) 
11:00～

11:45 

ヤマナカ

安田店 
スーパー前

宣伝 

3/22(火) 
8:00～

8:30 
桜山駅 

早朝地下

鉄宣伝 

3/28(月) 
8:00～

8:30 

鶴舞駅

北口 
いっせい宣

伝 

4/5(火) 
8:30～

9:00 

八事日

赤駅 
早朝地下

鉄宣伝 
 

〜〜〜 今後の予定 〜〜〜 
3/2(水) 

19:00～ 
後援会世話人会 

柴田たみお

事務所 

3/16(水) 

14:00～ 

後援会 

事務局会議 

柴田たみお

事務所 

3/19(土) 

12:00～

13:00 

集団的自衛権の行

使に反対する昭和

区の会スタンディング 

御器所 

交差点 

4/3(土) 

10:00～ 
後援会総会 

吹上コミュニ

ティセンター 

 


