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「熊谷市長に期待すること」

40

高齢者が安心して生活できる千葉市に

最成病院

043-258-1211㈹
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洲・藤本広樹）。読売新聞 たしました。千葉中心が ベーターを設置して下さ （長沼・桜井郁男）。区役 和に期待します（穴川・前
今月のアンケート
に千葉市は保育士不足で 淋しく感じられます。活 い（幸町・細谷敏子）。市 所の窓口も一度では用事 林勝美）。モノレールのイ
保育の定員が３３０人も 気ある街にして（あやめ の施設への赤字解消。モ すまず、なんとかして市 ベントをもっと増やした
三選を果たした熊谷市長。今回は「熊谷市長に期待すること」について読 減で待機児童 人と書か 台・後藤貞子）。住みよい ノレール、競技場、ホール 長さん（稲毛・森田美恵）。 方が良いと思います。孫
者のアンケートをお願いしたところ、やはり高齢者が安心して生活できる市政
れていました。娘も困っ
等（小中台・富永政美）
。
街づくり、
ゴミをゼロに。
と出かけたい
（穴川・志賀
スポーツに力を
を望む声が一番多く目立ちました。とくに福祉政策について、減少する年金だけで
友子）。基本健診をまたや
ています。子供は社会の 駅のホーム、歩道などき 企業と一体となった幕張
千葉県開催オリンピッ
は苦しく、病院等に通う交通費の補助や割引券などを発行して欲しいという切実
ってほしいです（花見川・
宝です。ぜひ保育園の充 れ い な 街 づくりを期 待 海浜公園一帯のスポーツ
クの大成功（真砂・榊原
な声や、子供の医療費無料化、中心街の活性化、安心して子供を育てられる保育
昼八マユミ）。市内に増え
実を （園生・吉野三香 （園生・戸澤幸代）。千葉 リゾート開発（磯辺・尾ノ
功）（高浜・住村直希）。
士の充実など、盛りだくさんありました。
子）。待機児童のいない市 市に魅力がなくなると都 口昭三）。千葉ポートタワ
る外国人、特にイスラム
千葉ロッテや千葉ジェッ
スポッ
民が総活躍できる千葉市 心に人が流れてしまいま ーのポケモン
教徒の方との協力関係の
ツ等スポーツに力を入れ
の実現（小深・山戸祐貴）。 すので三選目の課題とし トの復活、せっかくあれ
構築（天台・西村彰平）。
てほしい（花見川・相馬英
子育てに優しい自治体、 て ガン バ ッ テくだ さ い だけの人を集められるイ
治）。スポーツイベントの 市長さんに一言
か（千草台・川瀬弘実）。
高齢者の問題
と本当に助かります（さ 保育士の年齢制限をなく （蘇我・布施和子）。三越 ベントだったのに、ゴミ 活性化、例えば千葉駅伝 「若輩者ですがよろしく」
若い頃社会保険で高額を
元気な高齢者が社会に
つきが丘・塚野寿世）。高 する（長沼原・山口時江）。 とパルコの跡地を町の活 問題なんかで閉鎖はもっ などの復活（みつわ台・宇 と稲毛駅であいさつされ
支払って、高齢者になり
寄与したい方法等活動で
齢者が安心して幸せにく 子どもたちが住みやすい 性化のために市長さん次 たいないです（四街道・海 都俊一）。雨が降ると試合 ていました。謙虚さと初
年金が減少して手取りが
きることを（天台・藤田菊
らせる環境をつくってほ 町づくりを（桜木・岩井幸 の良い一手をお願い致し 保貴之）。
マリ 心をわすれないで下さい
が出来ない
少なくなるのが納得出来
江）。高齢者福祉や各区の
しい。施設の充実、その中 子）。市街地の活性化。待 ます（白旗・大工園義治）。 市の財政
ンスタジアム、千葉市に （園生・野口みね子）。市
ない。せめてバス乗車券
催し物、例えば区民祭り
に病気になっても安心し 機児童対策（朝日ヶ丘・横 千葉駅ビルが大変充実し 赤字財政をなんとかし もドーム球場があったら 長さんに若さで頑張って
や電車の補助ができない
等（幸町・中村春雄）。高
て入って暮らせる、入居 須賀和男）。小中学生の医 た形で全面完成も近いと て健全な財政に戻して下 いいな（美浜・マリン）。 ほしい（愛生・三ツ谷正
のか（真砂・魵澤久子）。
齢者にやさしい市になっ
するにも、誰もが心配な 療費無料化（東千葉・高木 いうことですが、中心市
さい。
（
小仲台・河内桃子）
枝）。二期で経験した事を
若いのであまり期待して
その他
てほしい（四街道・粟村道
く支払っていける金額に 一也）。子供の医療費と教 街地、三越パルコ跡地の （幸町・茂木亮介）。財政
三 期 で 実 績を残せる こ
いないがもっと年寄のこ
ここ ～ 年事件のニ
生）。老人を大事に思って
し、市も援助して欲しい 育費に税金を使用してほ 利 用方 法 に 期 待 し ます 再建（長沼原・山本英雄）
と、良くこの大変な市政
とを考えて欲しい。救急
ュースが千葉・埼玉の両
ほしい（仁戸名・高澤総
（真砂・関文子）。介護施 しい（小仲台・木村美樹 （朝日ヶ丘・岡田仁子）。
（朝日ヶ丘・岡田仁子）
。
を務めていると思います
車呼ぶ前の電話相談する
県で多発している印象が
子）。高齢者が安心して生
設に関する護事（介護福 夫）。子供たちに優しい施 住みよい街、誇れる街に 財政改善（高浜・住村直
（高浜・古川さつ子）。熊
所を作って欲しい（あや
ある。住民が安全、安心に
活できる住みやすい千葉
祉等）（長沼・南井誠史）。 設を、特に小学生以上の して欲しいです（作草部・
希）
。
千葉市財政の黒字化
谷市長は自分の考えとか
め台・一森万亀美）。市政
くらせる市政を （都町
市を（高洲・藤崎貞雄）。
福祉に血のかよった行政 子供たちの遊べるところ 立花裕司）。もっと海浜幕 （東千葉・川崎正毅）。財
行 動に 批 判 的 な 人 達 と
に期待、高年齢層市民の
・山田隆志）。動物愛護に
高齢者優遇はまだまだと
を期待しています（花見 がすくない。予防接種の 張駅の周辺を盛り上げて
政の立て直しをして下さ
「懇談」
しないときいてい
健康寿命の改善の具体的
力を入れてほしい（千種・
いう感じがする（朝日ヶ
川・鈴木活美）。三選した 費用負担額が大きいので ほしい。もうちょっとお い。場合によってはカジ
る。もっと広く聞く耳を
な推進を（船橋・平野澄
土谷よし江）。野良猫殺処
丘・那須親）（長沼原・山
こ と でマン ネリの 政 治 補助や無償化を（園生・植 もしろい街にしてくれな
もってほしい
（千草台・熊
ノも結構。早期に…。
（
小
子）。高齢者や身体障害者
分 ゼロを続 け て 下 さ い
口時江）。高齢者福祉をし
（毎年の行事の様に）をし 草妙）。小中高学校を 人 いかなあ（高洲・一ノ瀬明 深・北村勝）。隠された大
切敏雄）。目先も大事だ
など社会的弱者に温かい
（真砂・羽賀久雄）。５月
っかりやっていただきた
ないでほしい。働ける老 学級にし、教師を保育士 訓）。住みやすい街づくり 赤字絶対無くしてもらい
が、 年、 年先に希望を
施策を。住んで良かった
のアンケートの内容を市
（花
い（稲毛・宮原勝子）
人をどんどん使う。例、草 に補填すれば待機児童対 を期待します（朝日ヶ丘・
もてる政策ができること
たい（六方・阿部ちい）
。
と心から思える千葉市に
長に提出し、いかに生か
見川・石﨏笙子）（六方・
むしり、子育てを経験し 策に一石。 人学級がよ 福田幹子）。魅力的な観光 市財政の健全化（稲毛東・
に期待したい（千草台・羽
なってほしい（浜野・柳澤
し てくれ るか期 待する
泉谷正誼）（小仲台・服部
た婦人を保育園、幼稚園 いとは思わない（長沼原・ スポットを作って下さい 匿名）。財政建て直しを最
村祐）。
範光）。高齢者の住みやす
（椿森・上田晃之）。稲毛
明）（八千代・牧けい子）
に 見守り育 児 に 使 う と 原田敬子）。子供の教育環 （四街道・石山裕子）。 大の目標とすべき。それ
い町に（朝日ヶ丘・小林瑞
期待しない
新聞の「千葉に足りない
高齢者、特に年金生活者
か、老人自体子守を目的 境 支 援を強 力 に 勧めて 施設の改善・開発
には優良な企業誘致を推
恵）。高齢者無料バス券
期 待する こ と は 無 し
もの」をじっくり読んで
に対するもっと親切な対
として会社（そこに勤め （千草台・中山恭正）。若
中央 図 書 館は 別 と し し進めるべき。市が保有
（小中台・高須絹枝）。高
（幸町・関義男）
。特にあ
頂きたい。議員ばかりの
応を期待したい。東京と
るママのため）へ入れる。 い人たちに対する就職対 て、他の地区図書館はか している未使用の土地を
齢者に杖の配布を希望し
りません
（白旗・青坂美代
声よりもおじさんおばさ
比べると雲泥の差があり
コミニュティセンターに 策、結婚をして安心して なり老朽している。他市 利用しては如何熊谷市長
ます（花見川・文生）。老
（小中台・安田美枝子）
んの声を受け止めて頂き 子）
ます（高洲・鈴木悦男）。
高齢者ご用聞き、話し相 子育てできる具体的政策 町村では素晴らしい図書 はよくやっていると思う
人住居の充実及び年金増
（高洲・匿名）（桜木・小
たい。自分の足で市内を
高齢者の住みよい千葉市
手、相談を作ったり。まだ はありますか（小中台・中 館が街の自慢となってい （真砂・神崎俊光）。
額また福祉のある千葉市
歩いて頂きたい。早朝ゴ 野智子）（さつきが丘・新
（園生・丸山宗男）。高齢
まだエネルギーのある 島貴美子）。子供が遊ぶ公 る。児童からシルバーま
（園生・匿名）。私が介護
市議・市役所
ミが散乱、雨水マスの中 井郁子）。今のところ何も
者社会における施策（長
歳以上の丈夫で元気な人 園の整備（柏台・大岡康 で快適に読書できる環境
している母は「要介護 」
市会議員さんは沢山い にゴミが沢山。タクシー ありません。市長はきら
沼・南井誠史）。数年前体
を使う計画を立ててほし 臣）。
の 整 備をお 願 い し ます
で自力では立てずトイレ
るのにもう少し具体的に が交差点の角で駐車…ぜ い。この度の選挙はパス
調をくずしダンナの年金
い（幸町・上村秋男）。 住みよい千葉に
（千城台東・高田孝）。３
もできません。病院へ行
議会で何をしたかを聞き ひ市の中心を見て頂きた しました。他の人に入れ
生活に入りましたが、生
熊谷市長当選おめでと 選 おめで と う ご ざ い ま
く時は福祉タクシーを頼 子供の問題
たい（穴川・志賀友子）。 い。そしてもっともっと る 気もあ りません で し
活がとても苦しい。家賃
保育 園 の 待機 児 童 ゼ う。 期 年破綻寸前の す。期待というより要望 区役所の窓口を利用する 中高年の働く場所を与え た。ちなみに知事選は行
んでいます。毎回となる
が高くて食費を減らすし
と費用が嵩みます。割引 ロ。子育て世代に優しい 財政危機を乗り越えた実 ですが以前からお願いし 市民の立場に寄り添う窓 て下さい（貝塚・金子政 きましたよ（作草部・林田
かない。市営住宅なども
券など制度化してくれる サポート体制づくり（高 績がみとめられ 選を果 ている幸町公民館にエレ 口応対が必要と思われる 子）。穴川十字路の混雑緩 静江）。
以 上
う少し安くならないもの

043-270-0777

の移民大国である。だから
日本の若者の失業者や契約
社員は依然として増え続け
ている。
東京株式市場の ％を米
国資本が売買して、株価は
米国の意のままに操作され
る。この事実を財務官僚も
政治家もメディアも口を噤
んだままである。
米軍が依然として占領し
ている日本国はアメリカの
植民地なのである。アメリ
カが作った憲法を守れと言
うのは日本人ではない（穴
川・入野守雄）。
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新教育長への期待
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熊谷市長の三選が決まり
教育長職に新しく磯野和美
氏（稲毛区在住）が選任さ
れました。新教育長さんに
ついては本紙 月号今月の
人に紹介されており読んだ
人も多いと思います。

ショッピングセンターＰＩＡ3階

5

30

いた事には全く気付くこと ない。
もなく、舞浜駅で下車する プーチン氏は小さい国は
準備をしていたところ、私、 守るために核兵器を持つ以
娘、孫を描いた写真の様に 外手段がないと米国を批判
見える絵を手渡してくださ し暴力で支配する間は北朝
いました・突然の事で驚き 鮮で起きている様な問題が
お礼の言葉もそこそこにお 生じると指摘しており北朝
名前も伺えず降りてしまい 鮮と定期航路を開設したし
ました。富山に帰り、今もそ 米軍が関尾国で運用を開始
の絵を眺めながら、貴男の したミサイル防衛システム
優しいお気持ちと京葉ライ への懸念をしめしている。
ンで結んでくださったご縁 米国は北朝鮮を攻撃した
に感謝申し上げたくて、稲 いが反撃をくらえば軍事境
毛新聞様に投稿させて頂き 界線から約 キロの首都ソ
ました。あの時は、心配で ウルの人口約１千万人・日
暗い気持ちでいた私達に暖 本人約６万人・米人 万人
かいお気持ちと幸せな心を 以上が犠牲になるので先制
手渡して頂き、心救われ、 攻撃はできない。
感謝の気持ちでいっぱいで 原子力空母二隻・潜水艦
す。額に入れいつもあの日 が日本海に入り北朝鮮を脅
のご縁を思い出し大切にし かしているので北朝鮮はミ
ています。
サイルを何発も発射してい
その後弟もおかげ様で元 る。米国はいじめを止め核
気に快復して、社会復帰出 所有を認めれば世界は平和
来ました。投稿文を読んで になるし日本も核を持ち米
頂けたら幸いに思います。 国の奴隷から解放され た
ありがとうございました い。プーチン氏は北方領土
（富山県・稲田 美紀子）。 が日本の主権下になれば日
米同盟で米軍が駐留するの
安倍氏は目を覚ませ
で返還は困難と言っている
し北朝鮮も拉致を解決せず
中国は尖閣・韓国は竹島を
自国と言っている。これ等
を解決するには日米同盟を
止めれば米国への多額の支
出もなくなり赤字財政も解
決に向かう。安倍氏は早く
目を覚まして欲しい（花園
町・岩井 秀夫）。以上

千葉市美浜区真砂4-1-10

万円の所得はデフレで
物価が 千円に下がり、実
質所得は ％も上がったと
言う屁理屈だ。このような
無知が安倍政権の経済財政
から平成まで日本の財政は 諮問会議などのメンバーの
千 百万倍に増加して経 大半を占めている。
済は成長し国民の所得も伸 安倍政権は 年 ケ月後
びた。
黒字化は経済成 の平成 年 月、デフレを
黒字化政策
長をストップし所得を減ら 悪化させる
に転換し、消費税 ％を
すことだ。
） ％に上げた。
平成 年 月（
に、 年も続いた経済無知 当初、金融緩和と公共投
円
の民主党野田政権を崩壊さ 資で 円の為替は
せた安倍政権は、デフレ脱 の円安になりデフレ脱却か
と思われたが、公共投資は
却を旗印に登場した。
しかし、 年 ケ月経過 口先だけで実施せず、為替
円台
したがデフレ脱却は実現せ は元の木阿弥の
ず、むしろデフレは深刻化 の円高に戻り、株価も暴落
した。経済が成長しないの した。しかも人手不足だか
らと家事代行、農工業の技
で国民の所得は年収で
万円以上も減少した。し 術実習生、コンビニ、スーパ
かも年収が減ったのに、実 ー、居酒屋の店員になる留
質年収は減っていないと無 学生など海外からの移民を
知の経済学者は主張した。 合法化して今や世界第 位

↓タテのカギ

20

安倍氏が総理になり日本
中が無法地帯になった。
憲法学者が 条は違反と
言っているのに少しずつ米
国の言い成りになり戦時に
は米軍の弾よけに自衛隊が
第一戦で戦い死者が出れば
安倍・稲田氏はどんな責任
をとるのか。
自衛隊の家族は誰も戦争
にいくことを望んでいない
と思う。北朝鮮も米国と戦
争を望まず和平を結びたい
と思っている。
米国始め５ヶ月と米国好
みの国が核を持ち北朝鮮は
駄目では筋が通らない。
文句をいっているのは米
国だけで中露は表面上は米
国に合わせているが中国は
北朝鮮に漁業権を 億円も
払い金氏の崩壊は望んでい

白内障手術

7

2

新教育長は教育の質の低 いを知ることも大事です。 手するのもバカらしいと偉
下に危機感を持ち教育委員 盗撮・わいせつ行為等に そうなことを言ったが世論
会の改革に取り組むと所信 ついては社会モラルと法律 の批判に再調査で松野氏が
表明、そして事業のスピー （社会はそんなに甘くない） 文書があったと言い前川氏
ド化を図るため徹底した態 の内容を入れた講習が必要 が現役時になぜ反対しなか
度で臨んでいくと、
（千葉日 ですし、いじめ問題に対し ったのか不思議とのことだ
報 月 日号）で述べてい ては、先生方の指導力不足 が現役時に反対すれば解任
ます。質の低下のひとつに が根底にありますが、いじ させられるので言うわけは
教員の盗撮・わいせつ行為 めそのものに対する研修も ないだろう。天下り問題で
などの不祥事をあげていま 必要です。指導力不足は先 引責辞任されたので腹いせ
す。学校外でのこれらの不 生方の勉強不足と知識のな に意趣返ししたと思う。私
祥事に対し、学校内でのい さに基づいているのはいう は文書の有無より森友学園
じめへの対応力不足、これ までもありません。
の籠池氏と同様加計理事長
も質の低下の一端と言えま 教育委員会が出来る研修 とも長年の親密な交際でゴ
す。不祥事に対しては教員 は予算と時間に限りがあり ルフや食事も共に 万円も
の若返りもあり、これらの ますので、あれもこれもで 貰っている安倍氏の行動は
問題をおこさないための研 なく、今何が必要かの大局 やらなければ水くさいと言
修の充実を教育長はあげて 的判断が必要で、まさかな われるし魚心あれば水心と
いとは思いますが、趣味の 援助するのは常識だ。
います。
代の先生が殆どいない ような研修などに時間と予 菅氏始め安倍氏の子分は
時代もあり隔世の感があり 算を使わないことです。
同じ穴のむじなだからこの
ます。小中教員に共通なも 教育長の前述を具現化す 紋所が目にはいらぬかと安
のもありますが、小中また るのが教育委員会の学校教 倍氏に反対する人はいな
男の教員、女の教員とかか 育部です。教育長が児童・生 い。かりに安倍氏が便宜を
えている問題、その質の違 徒の模範たるべき教員と述 図ったのなら仲の良い友人
べていますが、これらの職 だから特別にの百万円は幕
務についている人は先生方 引きになったが国会での証
の模範たるべき存在だと言 人喚問は籠池氏だけで安倍
うことを自覚しているので 夫人は出てこないが両方の
しょうか。自己を律し研鑽 話を聞きたい。今回も前川
し各学校の要望に答えるべ 氏の喚問も政府は応じない
く内容を持って出向き、不 しテロ等準備罪法も強引に
遜にならず謙虚に教育者と 決めた。家計学園の納得で
で安倍氏の
して教科力を含め教員の質 きないは
も下り安倍
の向上に尽力して欲しいも 支持率は
氏はテレビで反省すると言
のです。
そして本紙 月号で新教 っていたが定かではない
育長さんが述べている。 （花園町・岩井 秀夫）。
小中学校の学校教育現場
お礼をつたえたくて
でいじめ、不登校などがな
い千葉市の教育をつくって 今年のお正月に弟が心筋
いただきたいものです（鎌 梗塞で救急病院に緊急入
ヶ谷・元教員・島津幸生）。 院、新年早々の出来事に大
変心配しました。
森友・加計学園の怪
お見舞いの為、富山県か
ら東京に向かい 月 日
（土）の夕方 時過ぎに東京
駅から京葉線に乗車、千葉
方面に向かっていた車内
で、向かい側の座席の中井
貴一さんに似た紳士が私達
の似顔絵を描いて下さって
安倍一強の権力で森友学
園の百万円の件と同様加計
学園の不当な働きかけは数
十日にも及ぶ国会での審議
もうやむやになるだろう。
○○に総理のご意見の文
書が出所不明の怪文書で相

午前10：00～12：45
午後15：00～17：45
土曜10：00～14：45

内科、外科、婦人科、循環器科
整形外科、胃腸科、呼吸器外科
麻酔科、放射線科、リハビリテーション科
●人間ドック
（日帰りコース、泊コース、専門ドック）
※療養病棟・回復期リハビリ病棟
居宅介護支援室を併設しております。
◆診療時間（月曜日～土曜日）
午前９時～12時、午後２時～４時３０分

診療時間

眼科診療・全般
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①砂浜で拾います
②貢献する。役に立つ。
③山に住む鼻が高い空想上の怪物。
④南米にある大瀑布。世界遺産。
⑤田んぼに立って雀からお米を守っている。
⑨野球の右翼手。
⑩70歳。○○の祝い。
⑪ハワイで首に掛けてもらう花輪の首飾り。

診 療 科 目 ご予約システムあり

眼科美浜クリニック
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子（花見川）、牧けい子（八千
あなたは毎日、何時 カード（２名様）
【クイズ応募方法】
左記のクロスワードパズ に寝て何時に起きま ☆アクアリンク賞＝スケー 代市）。
☆名古屋製酪賞・無臭ニン
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ すか。平均睡眠時間を ト無料券（５組様）
の順に文字を並べると言葉 教えてください。
☆吉本イオンモール劇場賞 ニクあほえん＝川瀬弘実
になります。その言葉とア 締切・平成 年 月 日
＝無料観劇招待券（ 組様）（千草台）、上村秋男（幸町）、
高田孝（千城台東）、山口時
ンケートの質問内容をハガ （当日消印有効）
月号の当選者
江（長沼原）、土谷よし江（千
キに書いて住所・氏名・年齢 今月の賞金・賞品
月号の答えは「マゴト 種）。
・電話番号を明記。〒２６３ ☆特 賞＝１万円（ 名）
‐００４３稲毛区小仲台２ ☆一等賞＝ 千円（ 名） オサンポ」でした。正解者多 ☆千葉市動物公園賞・無料
～５～２「稲毛新聞クイズ ☆名古屋製酪賞＝無臭ニン 数のため抽選の結果次の方 招待券＝小野智子（桜木）、
が当選しました。
【敬称略】 中山恭正（千草台）、槌谷智
係」宛。なお、応募はメール ニクあほえん（５名様）
☆千葉市動物公園賞＝入園 ☆特賞・ 万円＝立花裕司 敦（高洲）、茂木亮介（幸町）、
でも受付ＯＫです。
（作草部）。
吉岡保広（宮野木）。
※今月のアンケート
招待券（５組）
「あなたの睡眠時間」 ☆多田屋賞＝千円分の図書 ☆ 等賞・ 千円＝石﨏笙 ☆多田屋稲毛店賞・図書カ
ード＝羽村祐（千草台）、塚
野寿世（さつきが丘）。
☆アクアリンクちば賞・無
料滑走券＝河内桃子・服部
明（小仲台）、宇野悟（園生）、
岩井幸子（桜木）、石山裕子
（四街道）。
☆吉本イオン劇場賞・無料
招待券＝福田幹子（朝日ヶ
丘）、鈴木悦男（高洲）、小倉
喜代子（小深）、宇都俊一（み
つわ台）、戸澤幸代（園生）。
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→ヨコのかぎ
①兎と競争して勝ちました。
④愛媛の昔の地名がついている柑橘類。
⑥おもちゃのこと。
⑦箪笥、イス、下駄箱など。
⑧５人の男性アイドルグループ。
⑩湖の水。
⑫佐渡島に住む国際保護鳥で特別天然記念物。
⑬失意⇔。
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読 者 の 声

あなたは毎日何時に寝て何時に起きますか
平均睡眠時間はを教えてください。

3

黒字化でデフレは続く

「あなたの睡眠時間は?」

プライマリーバ ラ ン ス
（
）とは政府が国債発
行の借金をせず、歳入歳出
をイコールにして黒字化と
国民を洗脳する。
欧米や中国は国債を発行
し経済成長しているのに、
我国だけ発行しない安倍首
相は無知である。
国民は黒字の言葉に騙さ
れ、内容も理解せず良いこ
とだと思わされた。
国債を発行せず、歳出を
税収の範囲内で賄えと言う
ことは、歳出を削り経済成
長の公共投資をせず、増税
が正当化された。収入を増
やすなら増税でなく経済成
長である。
前にも述べたように明治
今月のアンケート・テーマ
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