労働者党と林候補は１９参院選に向
けて、基本的に、以下のような政治
路線や政策を柱に闘う予定です
落す るしか ありま せん 。

本は世 界でも 最低最 悪の 国家 に転

なくて は正義 と道徳 がす たり 、日

を山積 みする という ので 、２ 兆円

せりの 優遇措 置や事 実上 の補 助金

本や建 設資本 のため に至 れり 尽く

の増収 などた ちまち なく なり 、む

ら延 期 して きた ２ ％ の 消 費 増税 を 、 以 来 、 幼 児 教 育 無 償 化 の た め に 転

けでは なく、 消費増 税に よる マイ

１・７ 兆円を すでに 昨年 の総 選挙

しか も安倍 は消費 増税 のう ちの

しろ 足がで るよう な有 様。

詐取の 恐るべ き刑事 犯罪 であ って

今度 は 何が 何で も や る と い いま す 。 用 す る と 宣 言 し て い ま す 。 そ れ だ

億円も 出て、 県もそ のう ちの ３１

──罪 名はい くらで もつ きま す─

２、安 倍 消 費 増 税 の 茶 番

１、モリ・カケ事件は何
も終わっていません
それは、日本を最悪、最
─、官 憲や裁 判所が 安倍 を始 めと
しかし デフレ 脱却の 試み の「 腰折

億円を 負担す るとい うな ら、 公金

低の国に堕落させる国家
する多 くの関 係者を 無罪 とす る方

り巻き、政府組織と国家組織、トッ

モリ ・カケ 事件は 安倍 とそ の取

が、結 局は何 もしな いし 、で きま

し」 口
( 先だけで期待は持たせる

相変わ らず「 いうに 易く 行う に難

７千億は国債発行 国
( の借金 で
)

きも決 定した が、そ の財 源の 中の

第一次 の補正 予算１ 兆円 のバ ラま

れ 」 を 恐 れ て 腰 が 坐 っ て い ま せ ん 。 ナス効果を打ち消す必要があると、

プ官僚 と政治 家たち の多 くが 絡ん
埋め るとい います 。

かにし 、かつ て田中 角栄 を罰 した

と政権 の国家 ぐるみ の犯 罪を 明ら

権を一 掃する ことに よっ て、 安倍

守られ ている とする なら 、安 倍政

安倍 とその 政権が 権力 によ って

小に対 処しな くては と、 自動 車資

車や住 宅など の買い 控え や需 要縮

に２兆 ほど。 しかも 増税 後の 自動

という ので、 実際の 増収 はわ ずか

て、軽 減税率 やポイ ント 制を やる

増税批 判や、 選挙で の敗 北を 恐れ

新たな 国によ る国民 収奪 です が、

２％ の消費 増税は ４・ ４兆 円の

と継続 性自体 が問わ れ、 ５年 、１

ちゆか なくな り、ま さに その 存続

費増税 策動は 、安倍 の悪 政の 中で

にさえ も逆行 するよ うな 今回 の消

にも社 会保障 の充実 にも 経済 成長

働く人 々の利 益に反 し、 財政 再建

ろうというのです。広汎な労働者・

きをや り、政 権の延 命策 動に ふけ

き換え に何兆 円もの 新手 のバ ラま

税を悪 用して 、２兆 円の 増税 と引

何の ことは ありま せん 、消 費増

だ、 国 家ぐ る みの 大 犯 罪 で あっ て 、 せ ん と
) いう安倍の政治そのもの

がお かしい のです 。

安倍 は来年 、二度 にわ たっ て自

ぐるみの大犯罪です
安 倍政権 のもと、 日本 の政 治や
社会 道徳は 最悪のも のに なっ てし
まい ました 。
安 倍はモ リ・カケ 事件 で一 銭も
カネ を受け とってい ない 、「 政治

ように 、安倍 もまた 田中 以上 の悪

いるか にみせ かける ため に、 「全

です 。

徳政治 家とし て同様 に厳 しく 罰し

世代型 社会保 障」と った 、わ けの

安倍や 安倍政 権に罪 がな いと いっ

に異な る、ど んな学 説も 見出 して

０年の ちに崩 壊し、 解体 する こと

もな い」と うそぶき 、開 きな おっ
てい ますが 、森友学 園に ８億 円も
値引 いて土 地を売っ たの が安 倍夫
妻の 責任だ とするな ら、 そし て加
計学 園の獣 医学部開 設が 不当 に許
可さ れ、今 治市から 補助 金が ９３

にと って必 要なもの は全 面的 な保

とい います が、しか し〝 乳幼 児〟

「幼 児教育 の無償化 」こ そ重 要だ

者・働 く人々 の一顧 だに 値し ない

んだ〝 学説〟 であり 、健 全な 労働

的なブ ルジョ アたち に相 応し い歪

育〟論 の変種 であっ て、 ただ 利己

安倍 は消 費 増税 の 使 途 を 変 えて 、 〝 天 才 教 育 〟 論 や 極 端 な 〝 早 期 教

配階級 の中で 昔から いわ れて きた

幼児教 育〟論 等々の ドグ マは 、支

なり、 社会の 負担で 生き るし かな

病魔に 冒され たりし て労 働不 能と

致命 的 な不 慮の 災 難 に 遭 遇 した り 、 能を 隠そう として いる だけで す。

とって も、ま た年齢 を重 ねた り、

ないし 、あり えませ ん。 年金 一つ

未来も 、〝全 世代的 な〟 もの では

概念か らして 、かつ ても 今も また

しか しそも そも社 会保 障は その

と危機 に対す る無為 と無 頓着 と無

とし、 直面す る社会 保障 の諸 困難

己の政 権の防 衛と継 続だ けに 汲々

働く者 に目く らまし をく わせ 、自

いるという厳しい現実から労働者・

たこと になる はずも あり ませ ん。

いませ ん。人 間性や その 本質 に反

分から ないも のを持 ち出 して 安売

さえあ り得る ほどの 瀬戸 際に 来て

の世 界で問 題になっ てき た贈 収賄

も、 とびき りの悪政 とい う他 あり

する、 最近の ブルジ ョア たち の中

りし 始めて います 。

とい ったも のではな い、 何の 問題

ませ ん。

でもて はやさ れてい る〝 胎・ 乳・

護や 保育で あり、育 むこ とや 養育
俗説 です。

３ 、バ ラ ま き の 一 変 種 、
「幼児教育無償化」論

であ って、 そうした もの が、 いく

です 。どん な人類の 社会 も時 代も

のは 、人類 にとって 常識 的な 問題

識を 与える 〝教育〟 と区 別さ れる

らか でも組 織だった 、系 統的 な知

浅ま しいだ けです 。

心を買 おうと するの です が、 単に

媚び、 バラま きによ って 彼ら の歓

級や〝 中産階 級〟の エゴ イズ ムに

よって 、ブル ジョア 階級 や資 産階

安倍 は「幼 児教育 無償 化」 論に

デマゴ ギーや 空虚な ポピ ュリ ズム

せると いった 観念は ナン セン スな

両者に 同様な 社会保 障の 網を かぶ

泰然 と 区別 され て い る の で あっ て 、

らかな ように 、受給 者と 負担 者は

い高齢 者や不 幸な人 々の 場合 に明

限の実 力組織 』」と いっ たよ うな

日本を 防衛す るため の『 必要 最小

残しな がら、 そこに 、「 自衛 隊は

５、子 供 だ ま し の 憲 法
改定策動

両者 を区別 してきた ので すが 、今

ではあ り得て も、ま とも な政 治で

内容で 、「自 衛隊の 〝存 在〟 を憲

安倍 は現憲 法の９ 条を その まま

や頽廃するしかなくなったブルジョ
ア社 会は両 者を混同 して 、空 騒ぎ

法に書 き加え る」と いっ た策 動に

本気 でそん な無意 味な こと ──

ふけ ってい ます。
いった 偽りの 空論を 振り まく こと

国会の 発議等 々── をや るの か、

安倍 は「全 世代型 社会 保障 」と

はあ りませ ん。

によっ て、日 本の社 会保 障制 度が

や れ る の か は 分 ［４面に続く］

日 本では ──世界 的に も─ ─〝

や大 騒ぎを 演じ ていま す。

安倍 は目先 を変え て、 何か 社会

すでに 財政的 にも、 実際 的に も立

４、「全世代型社会保障」
のばか話

れて います 。人間の 成長 につ いて

保障の ために 重要な こと をや って

学齢 年齢〟 は満６才 以降 と定 めら

の科 学的な 知識は、 それ と基 本的

