自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

らしと営業を守るため全力をあげます。

拡充は急務。都民の命と健康を、そして暮

案することが大切です。さらに医療体制の

るものとするためにも、補償とセットで提

感染拡大防止ための自粛要請を実効あ
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自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。
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自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

大山とも子

おおやま・ともこ

都議会議員（新宿区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓
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ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

藤 田 りょう こ

ふじた・りょうこ

都議会議員（大田区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
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自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

白石たみお

しらいし・たみお

都議会議員（品川区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を
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自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

星 見 てい子

ほしみ・ていこ

都議会議員（目黒区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
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自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

里 吉

ゆ み

さとよし・ゆみ

都議会議員（世田谷区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を
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自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

原田あきら

はらだ・あきら

都議会議員（杉並区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

米 倉

春 奈

よねくら・はるな

都議会議員（豊島区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

とや英津子

とや・えつこ

都議会議員（練馬区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

あぜ上 三 和 子

あぜがみ・みわこ

都議会議員（江東区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

福手ゆう子

ふくて・ゆうこ

都議予定候補（文京区）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

と く とめ道信

とくとめ・みちのぶ

都議会議員（板橋区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

そね はじめ

都議会議員（北区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

斉藤まりこ

さいとう・まりこ

都議会議員（足立区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

和泉なおみ

いずみ・なおみ

都議会議員（葛飾区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

原

純 子

はら・じゅんこ

都議予定候補（江戸川区）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

清水ひで子

しみず・ひでこ

都議会議員（八王子市選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

尾崎あや子

おざき・あやこ

都議会議員（北多摩１区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

原

のり 子

はら・のりこ

都議会議員（北多摩４区選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

自粛
に伴う

共産党都議団が
東京都 に 緊急要請
日本共産党東京都議団は 月 日、新型コロナウイルス
感染症への全庁を挙げた対策強化を小池百合子知事、藤田
裕司都教育長に申し入れました。
26

申し入れでは︑消費税増税に加え新型コロナ感染
症の打撃で︑中小企業や非正規雇用労働者︑
フリー
ランスの人びとから﹁いつになったら収束するか先が
見えない﹂ と悲鳴があがっていると強調︒小池知事
が 日夜の会見で︑イベントや外出の自粛を要請し
た際︑
休業・損失補償策を示さなかったことについて︑
﹁都は４月中に第４弾の対策を発表するとしている
が︑今すぐにでも積極的な対応が必要だ﹂と述べま
した︒その上で︱︱

3

︱︱などを求めました︒
応対した多羅尾副知事は﹁感染拡大防
止と医療の正常な機能が大きな課題︒都
民︑
中小企業が困ることのないよう対応した
い﹂と答えました︒

▽大型の第２次補正予算の編成
▽保健所︑
健康安全研究センターの人員拡充
▽医療・介護施設︑
学校への衛生資材の供給支援
▽消費税減税を国に求め︑都税︑上下水道料
金の減免
▽中小企業︑フリーランス︑アルバイト等の
方々の休業補償と都独自支援
▽授業時間確保のために都のいっせ
い学力テストの中止

25

池 川

友一

いけがわ・ゆういち

都議会議員（町田市選出）

感染拡大防止ための自粛要請を実効あるものとす
るためにも、補償とセットで提案することが大切で
す。さらに医療体制の拡充は急務。都民の命と健康
を、
そして暮らしと営業を守るため全力をあげます。

命・くらし守る都政を

緊急要請の
全文はＨＰで↓

感染防止、
医療体制、
休業や
型
新
コロナ 損失補償…今すぐ 踏み込んだ 積極策を

2020年３・４月号外
日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 / 東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、ＦＡＸ 03-5972-1590

