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引き上げられます。消費税の

増税は、社会保障の安定と拡
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に変えるのが私達の仕事です。

非常に高く、その期待を現実

きます。景気回復への期待は

来ていないという話をよく聞
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通しとなりました。
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国会で成立したプログラム法
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今 国会で公明 党は、議

間の交流が実現できる
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