が豊かになる日本をめざします。

主義が発展する日本をめざします。

大阪革新懇のホームページ

http://www.kakusinkon.com/

③日米安保条約をなくし、非核・非同盟・
中立の平和な日本をめざします。

こういう連立政権を組みま

んとしているのです︒ひと
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への差別
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して生活できるように公営

日︑﹁安倍政権と維新政治を終わらせ︑
総選挙勝利・

すという姿を︑私の責任で

り親家庭の貧困率はデンマ

解消施策︑そして︑さまざま

大阪革新懇は 月

しっかりと示していく﹂と︒
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大阪﹂を大阪市で開

催し︑１００人の市民が集まりました︒
立憲民主党の村上史好衆議院議員

次の選挙はただ単に野党統

野党連合政権実現をめざす立憲野党シンポジウム

と日本共産党の清水忠史衆議院議員が︑総選挙勝利への野党共闘の発展
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を訴えました︒
国民民主党の玉木潤一大阪府連事務局長も出席しました︒

主催者あいさつ
大阪革新懇代表世話人

うだけではなく︑政権の構

一で選挙をすればいいとい

グラフには入らないほどあ

の中で最低ですが︑日本は

見る会﹂究明するというこ

な疑惑は解明をする︒﹁桜を

参加者の感想

▼野 党 共 闘 の 悩 み も 含 め

て︑ざっくばらんに語っ

ていただいたとてもすば

らしい集会︒衆院選や野

党統一政権にむけて希望

るか興味津々︒始まれば

▼ど ん な 感 じ の シ ン ポ に な

がもてるお話でした︒

道の自由を徹底するために

いい空気感︒石川先生の

監督を総務省から切り離す︒

とですね︒メディアも︑報

ふれている︒
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選挙の投票率は

したいということを自らの
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サインがされたわけです︒

おかげ？こういう取り組

さて︑こういう状況にな
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項目について︑

場させましょ う︒﹁桜を見る会﹂ で安倍政権は︑ 追い詰

ると立憲野党でどういう政

権者市民を増やしていきた

しっかりとやる︑２０５０

説明は参考になりまし

こういう

められ︑先日︑立憲民主党の枝野代表が解散の可能性に

治をするかが問われます︒

い︒今の市民と野党の共闘

年ＣＯ２排出はゼロ︑核兵

す︒日本でもこの国をどう

言及しました︒ただ大阪では﹁市民と野党﹂結束が最前

国連の国別・幸福度ラン

は︑そういう市民を育てる

では︑野党連合政権をど

ける総合的な税制の公平化

院選挙ではしっかりと政権

えるべきものです︒デンマ

れぐらいあるかを基準に考

間働いて生きていけるルー

死ぬまで働かなくても８時

賃金は１５００円をめざす︒

っと広い会場で︒

を痛感しました︒次はも

撃を︑ともに頑張る意義
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感じとれました︒野党
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大阪では︑維新の化けの
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にＰＲを︒

大事かと思う︒メディア

みは回数を重ねることが

線をいっているという状況ではありません︒今日が︑大

キング︒今まで７回発表さ

阪から政治を切り拓いていく契機となることを願い︑シ

た︒パネラーの発言は︑

位から︑２

日本は安倍政権成立直後
の２０１３年

とも大事です︒

同時に重要なことは︑な

うやって実現していくのか︒

実は市民連合が接着剤に

と思っていたザンネン︒

▼２党以外も勢ぞろいする

てきています︒この国を先

でも税金が高いのでは？

をはかる︒若い人が子育て

交代に向けたチームを組ん

ークの税収の３分の２は直

統的に聞けてよかった︒

府政課題でも一致点が多

かった︒

うな催しを連続して開催

て深まりました︒このよ

▼野党共闘の大事さが改め

大きい構えを全面に示して

す︒

す大きな役割︒期待しま
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ました︒新婦人の力強さ
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▼若い人を巻き込んで！

た︒

める必要性を感じまし

地元からの声を活動を強

▼野党連合政権をめざし︑

明確になりました︒

への準備を早く︑これが

くわかりました︒衆院選

しかないということがよ

も︑野党が団結すること

▼安倍政権にも維新政治に

してください︒

２面につづく

︵拍手︶

て︑問題提起とします︒
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たたかうこと︑それが大事

立憲野党が力を合わせ︑

立憲幹部の話を初めて系

れない無党派のみなさん︒

かなか選挙に足を運んでく

目合意︒２０１９年には

なって︑２０１７年は７項
す︒

進国ととらえるのは幻想で
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野党連合政権実現へ

器禁止条約の批准などの事
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問題提起

勝

さ
ん

野党連合政権へ︑
本気の構えを今すぐに
石川 康宏
ん で し た が︑ 全 国 で

全国革新懇代表世話人
神戸女学院大学教授

私の話は野党で力を合わ

項目に広がりました︒安倍

実は無党派︑支持政党なし
デンマークは学費は幼稚

層は︑世論調査ではカジノ

防衛予算は削減し他のこと

し︑東北が様変わりしまし

政権の改憲は反対︒安保法

奨学金が支給されます︒そ
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制︑共謀罪などは白紙撤回︒
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みたいになりましたね︒

挙で国政初の共闘の選挙が

共闘したことではるかに多

で す︒ も ち ろ ん 医 療・介 護
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いるのがデンマークです︒
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挙にするということを︑発
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２０１９年１２月１０日（火）
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大 阪 革 新 懇 だ よ り
２０１９年１２月１０日
（１）

安倍も、維新も大阪から倒す！
安倍政権と維新政治を終わらせ
総選挙勝利・野党連合政権実現をめざす立憲野党シンポジウムin大阪
総選

