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民メインはすべてのカテゴリの共通価格です価値、中国共産党は生産党と中国の始まり終わり揺るぎない強い彼らが持っている重要なアイデア。

今年は中国共産党です生産ダンチェン100記念日。100数年前、中国共産党生産パーティ経生、置くだけにとって中国人民求める幸せ、にとって真ん中壮大民家族求める復活の確認

にとって自発的で使命、達成するために人民家のマスター入力行執拗な探検と熱意斗。100何年にもわたって、パーティーリフト人民民メインフラグ旗、リーダー人民千年の封建社会でカ

レンダー歴史、近代史にとって半植民地、半確執の国達成国のマスターとして、中国は本当に成功しましたにとって国、社会、そして自己運命のマスター。

中国のマスターはマスターであり、中国のマスターは中国のマスターの基盤です品質そして核。パーティー開始以来、パーティーは深まりました右中国民政治送信エキシビション規制法的知る、完全に提案する

合格チェン民民はコンセプトに焦点を当て、それを推進しています入力、民主な価格価値そして哲学入力ワンステップ変化する変化するにとって科学的かつ効果的な制度的取り決めと具体的現実民マスターの現実練習。

完了合格チェン人民民マスター、達成NS合格プロセス民マスターと結果民マスター、プログラム民マスターと物質民メイン、ダイレクト民メイン、の間に主、主、そして国家の意志を受け入れる統一する一つ、それはす

べてです鎖記事、すべての位置および完全な報道は最も一般的で真実です現実、最も有用なソーシャルマスター正義民マスター

民メインはカレンダー歴史的、具体的、送信開発され、各国民は自国に根ざしていますカレンダー歴史文化伝統、なる長さあなたの母国で現実探求と知恵を実践する作成民幹線道路が違う、民幹線道路州変化。

コメント国の政治システムが支配的で効果的であるかどうかは国によって異なりますリーダーシップ法律に従って整然と取り替えることができるかどうか、そしてすべての人が法律に従って国政を管理できるかどうか

サービスそして社会問題サービス、管理経済調和業界、人民大衆はできますかスムーズ関心の要件を表明することにより、さまざまな社会集団が国の政治活動に効果的に参加できるかどうか、国の意思決定ができ  るか

どうか達成科学と中央集権化、それぞれの側が互いに通信することができます合格公平競争争う入力国リードそして管理システム、持続するパーティーはフォローできますか憲法法規制もちろん正しく実現する国政サー

ビスのリード、権利の使用を効果的に管理できますか？予約すると監督する監督する。

民マスターは衣装ではありません飾る作るためではなく、製品家具はい、しかしそれは人々のニーズを解決するために使用されます問題の。国はマスターではありません、それはオフです鍵それは、あなたが投票する権利を持ってい

るかどうか、そしてあなたが一般的に参加する権利を持っているかどうかに依存します。それはあなたが参加する権利を持っているかどうかに依存します。選出その過程で何を得ましたか？頭は約束します、もっと見る選挙後方これいくつか

のコミットメント約束どのくらいシステムと法律に依存します規制注文するものサンプル政治プロセスと政治ルール、もっと見るこれこれらのシステムと法律は本当に得られていますか？持続する行︔それは正しい操作に依存しますルール権

利と手続きがマスターであるかどうかは、権利が実際に影響を受けるかどうかによります。監督する監督予約する。

民マスターは各国の人々の権利であり、少数の国ではありません専門にする利益。国はマスターです、したほうがいいによるこれ国からコメント文ですが、そうではありませんしたほうがいい少数の外指でコメ

ント判決。国機会社会のどの国がマスターではないか、したほうがいいゆくに機会社会が集まるコメント文ですが、そうではありませんしたほうがいい自分でにとってはい、いくつかの国が来ますコメント判決。達成民

本体にはさまざまな方法があり、万能になることは不可能です。使用する一一つマーク世界の豊かでカラフルな政治システムを測定する定規単調ヴィジョン診る人カラフルカラフル国の政治情勢が主要なものではないこ

とは明らかです。

民メインはもっとサンプルはい、世界はカラフルです。世界の百の庭園で、中国の主な花見事な花置く。中国は他の国々と積極的にコミュニケーションをとっていますジェン、あなたと協力するために、にとって政治送信エキシビ

ション入力ステップトリビュート知恵と量に貢献します。

‛中国共産党生産パーティリード人民達成完了合格チェン人民民マスター

真ん中壮大民家族はカレンダー長い歴史と勤勉労働賢い民家族、作成作る明るい明るい素晴らしい政治的明確化。存在5000長年カレンダー歴史長さ川の真ん中で、中国の探検によって形成された元の考えは、ユ

ン民主な要素、ボディが豊富に含まれています今中国人民右民主の単純さ認識知識と絶え間ない追求。しかし封建制では専門にするシステムの下で、大きい労働人民開始終わりにプレッシャー強制搾取の底床。現代以

来、中国は徐々ににとって半植民地および半封建社会、国家は注ぐ、家族は死ぬでしょう、そしてマスターのようなものはありません。にとって救い写真保存、中国人民熱意戦い、あらゆる種類の生活変化する次平はじ

めに、さまざまな救いの計画車輪ファンが紹介されましたが、どれも成功しませんでした。死後、中国は模倣した議論会議システム、マルチパーティシステム、大統領さまざまな政治システムモデル試すすべて失われま

した敗北教えて終わり。「民メイン」と「サイエンス」から始めましょうにとって基本番号の新しい文化的輸送動くロシアの台頭、ロシアの生活勝つリー、五四運動動くバースト髪、馬Kers Lord正義中国では合格ブ

ロードキャスト入力中国から素晴らしい大きい寝る目を覚ます、中国が最初入力ポイント右民主はより深い思考と新しいものを持っています認識知る。

1921年年、中国の合計生産党の成功は中国の領主の光に火をつけた。新規民マスター正義人生時間期間、パーティーリード人民にとってマスターのために戦い、抵抗するプレッシャー強制と搾取入力行



NS難しいKu Zhuo絶対戦い、新しいマスターを手に入れよう正義人生勝つ利益、新しい中国になるために、達成中国の封建制専門にする政治志向素晴らしい大きい飛躍、それ以来、中国民は立ち上

がってきました、中国民送信エキシビション入力新しい規律元、人民夢のマスターになる現実になります。ソーシャルマスター正義生活と建設時間を設定する期間、パーティーリード国家権力を構築し

統合するために、右生資産材料入力行社会主義者正義再処方賞新しい中国の最初の部分憲法法律、代表委員会制度、中国共産党を確認する生産パーティリード複数政党の協力と政治協会ビジネスシステ

ム、地域自治システム、マスターの政治構造、経済ベース財団、法的原則しかし、制度的枠組みは基本的に確認され、継続的です送信展示会、中国の本館は雄大ですそびえ立つ起きる。開放性と社会主

義を変える吉源Huajianに代わって推定新着時間期間、パーティーリード人民強い常にプッシュ入力ソーシャルマスター正義民法の支配を維持する設定中国の特別社会の所有者正義政治送信エキシビ

ションロード、強いパーティリード、人民家の主人になり、法律に従って国を統治します。統一する一つ、製品ポール安定適切に押す入力政治システムの改革、統合、送信展示会代表会議システム、入

力中国共産党を改善するための段階的な生産パーティリード複数政党の協力と政治協会ビジネスシステム、民族地域自治システム、基本床大衆の自治制度などの基本的な政治制度民メイン送信政治シス

テムと社会的財産の発展品質ベース財団もっと個体。

パーティーの開始以来、中国の特別な社会よしじん新しい時間世代。に癖同志習近平にとって核党中央委員会、しかし新しいカレンダー歴史的地位、中国社会の主要な盾の深い把握送信生新規変化する変化す

る、製品ポーラーバック答え人民右民主の新しい要求と新しい期待、古代と現代の中国と外国の統治の興亡を深く吸収する経験教えるトレーニング、満杯要約する中国民メイン送信展示会から入手見せる成果とともに、

団結してリードする人民送信Zhan Quan合格チェン民民マスター、中国の民マスター送信エキシビション入力入カレンダーShi Xin時間予想。強い党全体を支援し強化するリード、党と国家機関、党の改革を深める反対の

髪Zhan Quan合格チェン民民メインでつながるステップバイステップ。押す入力国家統治システムと統治能力今近代化、確認、強い中国の特別社会の所有者正義基本的なシステム、基本的なシステム、重要なシステム、

そして国をマスターするシステムは、より完全になりました。フルプッシュ入力民メイン選挙、民メイン協会ビジネス、民マスター決定、民マスター管理、民マスター監督する監督、協会同じプッシュ選挙に参加する民

メインと協会事業主、法律に則った秩序ある政治参加拡大民民の主な活動は豊かでカラフルです。完了合格チェン民民マスター、マスターになることをより思いやりのあるものにする今国の政治的および社会的活動にお

いて、中国の特別な社会的正義ポリシー優れたセックスが多ければ多いほど良くなります演奏する、生動く住むスプラッシュ、安定団結Politburoは統合されます送信展示送信そして中国を団結させる人民熱意新しい時

間世代の威厳。パーティ団結してリードする人民、抵抗を得る打つ新しいクラウン肺炎の流行は深刻です戦争要約結果、カレンダー歴史的に解決絶対に貧しい眠いです問題、全面的に健全な社会を構築し、一連の大物を

解決する危険、フルビルドをオンにする推定ソーシャルマスター吉源すべての人の共通の繁栄に向けて、国を近代化するための新しい旅入力、完了合格チェン民民真ん中の主壮大素晴らしい機会と強い人生を広範に示

し、中国の人々の自信はさらに高まります強い修正済み、中国の主要道路はどんどん大きくなっている幅广。

完了合格チェン民民マスター、中国共産党生産パーティ団結してリードする人民追跡民メイン、送信展示会民メイン、達成民メイン素晴らしい大きい作成パーティー製入力中国民マスター作成

時新しいシステム作成新着、現実練習作成新着結び目を体験する結晶。中国共産党生産パーティ熱意歴史、はい団結してリードする人民探索、形成、送信Zhan Quan合格チェン民民メイン熱意歴史。完

了合格チェン民民主よ、現代からのパーティーです団結してリードする人民長さ予想熱意斗カレンダー歴史論理、理由論理と現実について練習論理避けられない結び目果物は強い党の基盤を握る品質帰

属、党の基本的な目的を達成するための必然的な要件。完了合格チェン民民主よ、完全に称賛します見せるソーシャルマスター正義国籍品質、完全に明確にする見せる人民人民の意志をよりよく具現化

できるように、本体の位置今、人民権利と利益はよりよく保護されます人民作成生計を立てる入力ステップバイステップ送信。完了合格プロセス民民マスター、フォーム、送信パーティーで見せてリー

ド民族の独立、解放、そして達成国は繁栄し、幸せです熱意斗、広大に根ざした壮大大規模に、吸う壮大民クランマンチャンフェン斗製品培養栄養素にうんざりして、学ぶ癖かりてジャンクラス優れた

中国の国家情勢に沿った結果を示し、心からサポート、深いと現実ベース財団と広い髪開発の見通し。完了合格完全なシステム手順と完全な参加を備えたプログラムマスター現実練習して選挙民メイン

と協会事業主これ2つの重要な民メインフォームの方が優れています結び目一緒に取られて、カバレッジを構築します9601万平方メートル以上、141億多くの民、56各家族の主なシステム、達成最も広

範な一般的なサポート続く参加。完了合格チェン民民マスター、既存新鮮な明の中国の特徴だけでなく、今すべてのカテゴリの共通価格の値金持ちと送信展示会の政治トリビュート献身的な中国の知恵

と中国のプロジェクト。

中国共産党生産パーティリード、中国です送信Zhan Quan合格マスターの基本的な保証証明書。中国でそれで本当に置く国141億多くの願いがうまく表現されています、達成良いことは簡単では

ありません、しなければなりませんしなければならないもつ強い強い統一する一つリード。中国共産党生産パーティーの始まり最後のしばらくお待ちください民にとって中央、強い本当に支配的な地位

を維持するにとって人民持続する政治と信頼民持続する政治的︔適切概要を再生するグローバル、調整様々リード核機能、保証証明書パーティリード人民国を効果的に統治し、証明書人民民主なアイデ

ア、民針、ポリシー埋め込む国の政治的および社会的活動に行く︔強いいつもにとって大衆を助けるために、大衆から大衆まで、常に大衆に頼りなさい弦、人々と閉じるユナイテッドシステム、最も重

要なの知恵と量を凝縮する︔強いパーティーの民所有者を保持し、現実行民メイン選挙、民マスター決定、民マスター管理、民マスター監督する監督、ドライブそして促進する入力人民民メイン送信展

示会︔サウンド選択する人々はシステムメカニズムを使用してそれぞれの側を作ります優れた見せる入力パーティリード党と国のリード忠誠心馬Kers Lord正義、党に忠実で中国人に忠実な人強い法に

従う持続する法律に従って国を統治する政治、リード法律、保険証拠法律、正義への支援、誘導して法律を遵守し、合格合格法の支配は、党の政策が効果的であることを保証します現実実装し、人々が

マスターであることを確認します。

二、科学的かつ効果的な制度的取り決め

中国では、各国アイテムシステムはその周り人民国家統治システムはマスターによって構築されます実現の周り人民所有権変化する全部の合格プログラムの所有者は、完全なシステム手順を

持っています。これこれらの制度的手続きは、包括的で包括的かつ有機的なものを形成しました題名担当マスターのシステムシステム親切でスムーズオープンで整然とした民メインチャンネル、効果的

に保証証明書パーティーのマスター開いた、国民の意志、意志統一する1つの効果的な保証証明書家の主人になりなさい。

（一つ）現実行人民民メイン専門にする政治状態

中国は工人クラスのリーダーシップの農業連合同盟にとってベース財団人民民の専門にする政治社会主義者正義国家。人民民メイン専門にする政府今中国の国家的ファンダメンタルズ品質。

中国強いホルダーと専門にする政治的有機的統一する1つ、保証証明書家の主人になりなさい。片側、始まり最後のホルダー民民メイン専門にする政治における「主」、Jian国のすべての権利を保持します



人民に属し、保証証明書人民によると憲法法と法規制セット、パス合格国政を管理するためのさまざまな方法と形式サービス、管理経済調和業界、社会問題を管理するサービス︔別の側面、始まり最後のホルダー民民メ

イン専門にする政治において」専門にする政府」、州の権力を完全に発揮する専門にする政治ポジションはい、法律に従って戦います打つ社会の破壊者正義システム、バンプ国家権力の転覆、国家安全保障や公安の危機

など、さまざまな犯罪。のために、維持する法的な尊重厳しいそして法的秩序、保証守る国と人間の利益。民メインと専門にする政治はシールドされていません、それらはすべてですにとって保証証明書人民は家の主人

です。ビート打つ非常に少数ですにとって保証守る大多数、現実行専門にする政治にとってNS達成民マスター

（二）現実代表的な政府システム

代表者会議のシステムは適切です答え人民民メイン専門にする政治権力組織フォームは中国の基本的な政治システムであり、中国人がマスターになるための基本的な方法であり、最も進んだ方

法です。達成フォーム、はい達成完了合格プログラムの重要なシステムロード体。代表会議のシステム、強い国のすべての権利を保持することは人々に属し、最も多くを保証しますリード、人民家の主

人になり、法律に従って国を統治します。結び目一緒に取られて、効果的に保証します証明書国家統治は混乱の上昇と下降から飛び出しますカレンダー履歴サイクル率。代表会議のシステム、正しい場

所国の未来と運命に関連する一連の政治的関係、達成国家統一する効果的組織各アイテムもの産業、メンテナンス国家統一する民と民家族団結、効果的な保証証明書国政は健在です満杯人生は安定して

いて秩序があります。

人民通合格代表機関は効果的に国家権力を行使します。議会の代表者統一する国に権限を与えるために、全国代表評議会は国の最高権威であり、地方代表評議会は州の地方当局で

す。各クラス国家政府機関、監督する検察庁、検閲量刑機関、チェック検察官はすべて人々によって代表されています生産生、右人大責任者、受け入れられました監督する監督する。代

表者には法的権利があり、監督する監督権、意思決定権、任命および解任権。国民会議とその定期サービス任命するメンバー会議は国の法的権利を委ね、国の代表者は会議を修正します

憲法法律および刑事、行政、州の機関およびその他の基本法を制定および改正する権限。全国代表会議右大統領、副大統領、州サービス病院合計李、副合計経営陣等グループなるメン

バー、中央軍隊委員会メンバー会長他グループなるメンバー、国家監督する監査役会メンバー会議のディレクター、最高裁判所長さ、最高民チェック検察官チェック観察長さ人員を任命

および解任する権利︔全国代表会議右それは国についてです送信開発と利益の重要性問題、国を含む民経済そして社会送信エキシビションカウント作成するカウント描く持続する状況報

告レポート、全国予見和予見計算する持続する状況報告教えてレビューそして、承認する権利など。︔国民会議とその定期的なサービス任命するメンバー作る予定です憲法法現実実施、

「1つの政府、1つの委員会、2つの家」など。監督する監視。それぞれの場所クラス人民代表会議とその定例会議サービス任命するメンバー法律に従って行動します関税右。代表会議の

システム、達成それぞれを作るためにクラス民代表者は保護するための高度な力を持っています証明書国を支配し、力を与えるために、国と国の未来と運命はしっかりと人々の手に委ね

られています。

人々の代表は人々の呼びかけを完全に反映しています。大規模な代表者は、各地域、各家族、各側、それぞれから、水平方向に1人の人から来ていますクラス︔垂直上向き、全国、地方、地方自治

体、郡、タウンシップ五クラスそれらのすべては、広く代表的な会議の代表です。切り落とす2020今年の終わりには、全国に多くの代表者がいました2621万、うち郡と郡区2クラス人大規模な代表者が代

表者を占める合計カウント94.5％。適切なことを表します演奏する根付いたアドバンテージ、法律によると認識本物の靴ポジション疲れ果てた責任、合格合格大衆の意見を聞いて反映するためのさまざま

な形式とチャネル見る設立する議論。毎年毎年クラス人民代表会議提案、タウンシップ、郡、市、県、全国クラス大衆の願いと声が本当にあるように開催されました現実上向きに反射する移行。改革開放

以来、年次全国大会議論上、近く3000国の全国代表送信展示カウント、一般議論民生ホット点問題、パーティーと国リード現在注ぐ聞く見る設立する交渉しましょう人民の考えと希望は国に統合されて

います送信エキシビショントップレベルのデザイン。法律に従った州の機関認識真の研究管理代表者による提案議論ケース、構造ええ、徐吸い込まれます取り入れて進行中のポリシー決定。

代表会議のシステム、にとって中国共産党生産パーティリード人民国の効果的な統治は、重要な制度的保証を提供します。ダントン合格民代議員会議のシステムは党の指導者を作る開いた合格合格法的手続きに

とって党を作る国の意志組織おすすめされた選択する合格合格法的手続きにとって国家権力の機関のリード人メンバー、合格合格州当局現実シーダン右国家的および社会的リードし、維持する党および州当局、維持パー

ティーと国団結一つ。現実適切に練習する証明書明らかに、代表的な会議システムは中国の国家条件に沿っており、実際、体今ソーシャルマスター正義国籍品質、保存する証明書人民マスターになって保証する達成真ん

中壮大民家族素晴らしい若返りのための良いシステムはしなければなりません口ひげ予想強い持続的で包括的な埋め込む、続けて送信エキシビション。

（三）強い中国共産党の維持と改善生産パーティリード複数政党の協力と政治協会商システム

中国共産党生産パーティリード複数政党の協力と政治協会ビジネスシステムは中国の1つですアイテム基本的な政治システム。これ中国に根ざしたシステム見せる中国の知恵、又製品非常に借りたジャンそして個

人政治の同化優れたショーの結果は、中国の新しい政党制です。憲法法規制修正済み、中国共産党生産パーティリード複数政党の協力と政治協会ビジネスシステムは長さ期間が存在し、送信エキシビション。

中国では、中国共産党に加えて生産パーティ、戻るメインパーティがあります（注➀）。人民民の主の共通の旗国旗ダウン、中国共産党生産党と主要党長さ共存と相互監督する監督し、お互いを気遣い、名誉と恥

辱を分かち合い、中国共産党を結成する生産パーティリード複数政党の協力と政治協会商システムこれもつ新鮮な明中国の特徴と見せるNSアドバンテージ新しい政党制。中国共産党生産パーティーは持続する政党、主な

党は中国共産党を受け入れることです生産パーティリード、中国と生産パーティ親愛なる緊密に協力している参加者は中国共産党です生産パーティーの良い参加者求める、良い助け、良い同僚。中国では、反抗はありませ

ん右党、野党はありません。中国はどちらの党でもない専門にする複数政党制ではなく政治競争喧嘩、車輪フロー持続する政治的生産パーティリード、マルチパーティ協力、合計生産パーティ持続する政治、政治への複数

政党制」。

中国共産党生産党と主要政党および非政党が会合する議会協会仕事、面接協会仕事、本面協会国および地域の政策および重要事項を強調するビジネスおよびその他の形態呉京行協

会仕事。中国共産党生産パーティ寝る各パーティと非パーティのホストを受け入れる監督する監督する。中国共産党生産政党と主要政党および非党派政党は州の権力で協力し、主要政党

はメンバーそしてそれぞれの無党派の人々クラス代表者、常任委員会グループなるメンバーと専門任命するメンバーとなりますメンバー一定数の中規模政党、一部の主要政党



なるメンバー無党派の人と一緒に州の機関を務めたリーダーシップの位置。各民主要政党、非政党所属しっかりと周り国立中央工場、製品政治に参加する議論政治と建設の提案、にとって国家送信エキ

シビション演奏する関数。

中国の政治協会商工会議所議論はい現実行中国共産党生産パーティリード複数政党の協力と政治協会ビジネスシステムの重要な機関。人民政治協会NS専門協会の場合事業組織、協会事業推進入力広範囲団結、押

す入力複数政党の協力、現実主を実践し、カレンダー歴史伝統、又反射時間世代特性、全身今中国の社会主義者正義民特徴とアドバンテージ、国家統治システムの重要な部分ですグループ部分的および中国固有の制度的

取り決め。人民政治で協会制度的プラットフォームでは、すべての関係者グループ体、すべての人種、すべての人生の歩み士演奏するセクターにおける大衆の代表的な役割合格プレナリーミーティング議論、常任委員会

議論、会長会議ディスカッション、特別任命するメンバー会う予定ディスカッション、テーマ別合意商工会議所交渉ビジネスシートトークできる議論等、提案、委託を行うメンバービュー検査、テーマトーン社会情勢や

意見等を調査・反映する。使って定期的な仕事、右国政針、経済社会襟ドメインは重要です問題、決定を下し、決定を下す前に現実過程の中で入力広範囲協会ビジネス、平等協会商、整然とした協会商、本当成西商見る

設立する議論。中国共産党生産パーティーカイナそして彼に焦点を合わせるNS意味見る設立する議論、すべての関係者グループあらゆる分野、国籍、あらゆる分野の人々がパーティーを受け入れます開いたそして、あら

ゆる分野の人々の間で宣言されました合格解くリリースパーティ針ポリシー、信用補完リリース疑惑、意図の最も一般的な反映、完全なブレーンストーミング、最もまとまりのある知識、統合団結して一生懸命働く共通

の思考基盤財団。国政協会プレナリーミーティング議論全国人民代表大会との会合議論毎年同時開催、協会任命するメンバーしないそれだけ欲しいです議論する政治協会の問題も全国会議に出席するには議論、加入右関

連する法改正、「1つの政府と2つの家」が機能する報告有益なこのように話し合う制度的取り決めは本当に達成NSさせて起きる責任者、人人監督する政府の仕事を監督し、中国の特徴を備えた「2セッション」スタイル

のリーダーを結成しました。

中国共産党生産パーティリード複数政党の協力と政治協会商システム、真現実、一般的で長続きする代表者と達成最も重要な基本的利益、すべての民族グループの基本的利益、および国のすべての人生の歩み

は、少数派を代表する古いスタイルの政党制と少数派の利益の集中を効果的に回避しました。グループ︔すべての政党と無党派政党の不利な点きつい密集団結立ち上がる、にとって共通の目標マーク而熱意罃、パー

ティーの不足を効果的に回避する監督する監督または複数政党車輪Liuzaozhuang、悪のセックス競争紛争の不利な点︔Tong合格制度化、手続き化、規制標準化された配置は、さまざまなアイデアを集中させます見る河

間議論、押す動く科学的意思決定民習得、旧式の政党制が政党の利益に限定されることを効果的に回避し、クラス興味、面積、セットグループ意思決定ガバナンスのメリットガイド社会的涙を引き起こす不利な点。

（4）統合と送信最も広範な愛国統一する一つフロント

統一する一つフロント中国共産党は生産党の団結、両替集中力のための重要な魔法の武器。人民民mainで現実実際には、中国共産党生産パーティーの始まり終わりバンドル統一する一つフロン

ト振り子重要な位置で、強い持続する団結大きいユナイテッド混ぜる、強い一貫性と複数サンプルセクシュアリティ統一する一つ、統一するメインパーティと非パーティパーティの準備をする知識サブ

ワーク、エスニックワーク、宗教的ワーク、非公開所有権に分けます経済的な首輪範囲統一戦線仕事、新しい社会クラス人士統一戦線仕事、香港、マカオ、台湾統一戦線海外で働く統一する一つフロン

ト仕事と華僑仕事、団結すべてができます団結の量動員するすべてができます動員するの製品極端な要因、広くまとまり知るために最大のものを探す予約する最も一般的なものを数えて描く円形、押し

まくれ入力党関係、民族関係、宗教関係、クラス関係、国内外の同胞との関係、そして調和、最も凝縮された壮大民家族のすべての知恵と強さ。

中国の政治協会商工会議所議論中国人民ですか愛国統一する一つフロントの組織。国政共同設計34セクター、中国人による生産パーティー、メインパーティー、非パーティーグループさまざまな

コミュニティ、さまざまなマイノリティ、すべての職業の代表者、香港特別行政区の同胞、ドア特別行政区の同胞、台湾の同胞、戻る国華僑代表者と特別招待お願いします人士のグループなる。国政協会

◯3セッション1セッション議論共通委員会メンバー2100多くは、中国共産党ではありませんメンバー取り上げる60.2％。それでの組織構成今以上団結大きいユナイテッド統合の重要な機能は、愛真ん中

壮大人民共和国、サポート中国共産党生産パーティリード、に達成真ん中壮大民家族素晴らしいリバイバルの政治的基盤財団違いを残しながら共通点を探す、違いを変えるための共通点を最大限に集める

動員する全て製品極端な要因、団結すべてができます団結人々の中で、最も凝縮された団結して一生懸命働く強力です。

（五）強い地域の自治制度を維持し、改善する

中国は統一する多民族の国、キャスト刑務所で壮大民民族コミュニティ知識、始まり終わり国を無傷に保つ統一する一つ、達成すべての民家族に共通団結して一生懸

命働く斗、共通の繁栄送信展示会は、中国共産党です生産党の家族政策針目的。民族地域の自治制度とは統一する一つリード下、各少数派が住む場所現実地域の自主規制、

推定自治機関と自治権力のシステム。民族地域の自治制度は憲法民族地域の法律と自治法は、中国のアイテム基本的な政治システム。

中国現実民族地域における自治、襟土誠実さ、国統一する一つにとって前提と根拠財団、体今NS統一する自律型結び目組み合わせ、民家族要因および地域要因結び目中国の国家

情勢に沿って実際。中国の民族地域は国によって自律的に統治されています統一する一つリード自治区の下では、すべての民族グループの自治区は中国の不可分の一部であり、自治区の

自治区は中央政府ですリード次クラス地方自治体はしなければならない中央に従う統一する一つリード。

現実システムと政策からの民族地域における自治床マイノリティ国籍の平等で自由な権利を保証し、経済、社会的および文化的権利。155自治区の個々の人種の代表者はしばしば

サービス任命するメンバー会議中に、現実地方自治氏族の国民は、局長または副局長を務めます。地方自治政府の議長、州頭、県長またはフラグ長さ、すべてによって現実地方自治の官公

庁を務めた。各マイノリティの特性とニーズに応じて、中国はさまざまなマイノリティ地域の加速を支援しています経済調和送信エキシビション。

民族地域の自治制度は、すべての民族グループの主人の誇りの感覚を大いに高めます責任責任感、非常に大きい動員する全体として作成真ん中壮大民家族の明るい未来、共有壮大民家族素晴ら

しい栄光製品極性の優位性動くセックス作成クリエイティブ。存在これ制度的枠組みの下で、中国壮大民家族団結状況は常に統合されており、すべての民族グループの交流と交流は有益です。



パンとディープ、平等団結相互支援と調和ソーシャルマスター正義民継続的な民族関係送信エキシビション、56家族のイメージ民ユリの種きつく一緒に、壮大民民族コミュニティ知識メリットはしっかりしています。

（六）強い基盤の維持と完成床大衆自治制度

中国は人口が多く、地理的地域も広く、床ガバナンスの違いは大きいです。中国現実村の自治制度、住宅の自治制度、ポジション代表会議システムにとってメインコンテンツの基本床大衆、基

地の大衆による自治のシステム床パーティ組織のリードそして、法律に従ってマスターの権利を直接行使し、サポートし、達成自己管理、セルフサービスサービス、独学、独学監督する監督し、人々が

正式に権利を有することを効果的に防止し、実際許可されていない今象。

村（住宅）民自治。村（住宅）民基地内床パーティ組織のリードダウン、Chengcun（住宅）委員会メンバー会議、法律に従った直接の使節権、および財団の管理床広報サービスそして福祉業

界。現実行民メイン選挙、ユービレッジ（家）民選挙村（住宅）委員会メンバーできるグループなるメンバー︔現実行民メイン協会村（住宅）がさまざまな形で行う事業民協会仕事議論もの︔現実行民

村（居住者）からの主な意思決定民合格村（住宅）民議論または村（住宅）民代表会議口論地域の広報サービスそして福祉業界決定を待つ︔現実行民村による主な管理（住宅）民議論する村を決める

（住宅）民自治規制、村規制民予約する、家予約する待って入力自己管理︔現実行民メイン監督する村に押された監督（住宅）民選択生村（住宅）監督監査役会メンバーできる、監督するドゥクン（コ

ミュニティ）事務サービスヘクン（住宅）サービスオープンシステム現実。切り落とす2020年末に、50.31万の政治村すべてが村の委員会として設立されましたメンバーできる、11.21万のコミュニ

ティがすべて近隣委員会を設立しましたメンバーできる。

会社の業務ジョブリスト少しポジション法律に従ってマスターの権利を行使します。会社の業務ジョブリストに構築ポジション代表会議にとって主な管理システムの基本形、ポジションビジネスでジョブリスト意思決定と関与ポジ

ション興味などの重要事項に焦点を当てるアイテム優れました積極的な役割を果たす非常に便利︔エンタープライズジョブリストビットプッシュポジション工監督、ポジション工監督する情事システム、フル現実行厂サービスオープンシステ

ム、探索リードレセプション日、労使協議できる、リードメールボックスおよびその他のフォーム、反映ポジション工不平をいう物乞い、調整された労働関係とセキュリティポジション工法的権利、独身ポジション生産そして管理見る設立す

る交渉、シングルの場合少し送信展示カウント提案。企業業界委員会メンバーになりますポジション会議の作業組織を表し、現段階中国が共有する段落280.9ワンゲジ床意思組織、カバー

655.11万の企業ジョブリスト少し。

ベース床民メイン作成新生活ジャンプ。街からタウンシップコミュニティの村（家）民議論評議会、村（住宅）民フォーラム、民メイントークウィル、民主は耳を傾ける証明書党代表、代表、政治との会合協会任

命する連合混ぜる入力コミュニティ、から議論ものホール"「ベンチ民マスター」へ、から弦下"円形テーブルミーティング」弦優れました"議論物事のグループ」、中国人は民にいますホットベース床ライブ、手探り作成

リチャージしました満杯煙の主な形態。人NS合格これを渡すいくつかの接地され、集められたホスト現実練習、その周り自己利益を伴う実際の問題、送信表意文字見る設立する交渉し、前進する広範囲協会商調整、シール

ドは効果的に解決し、促進します入力ベース層の安定性セットして調和。ベース床民メイン5月なんて素敵だ経験に練習するにとって国家政策、にとって中国民メイン送信展覧会は新しいことに焦点を当て続けています動

く力。

ベース床大衆による自治制度は基盤を強化した床大衆のアイデア知識そして民マスターの能力は、基盤を育てました床大衆の主癖、完全に明確にする見せる中国人の普遍性と真実現実セック

ス。ベース床大衆の自治は社会を作る薄いすべての細胞が生きていますジャンプ「マイクロガバナンス」をより活発かつ効率的にするために、にとって設立する推定人人はい責任、全て責任、人人楽し

みの基本床ガバナンスコミュニティが提供する個体システム保証。

3つ、具体的に現実民マスターの現実練習

中国送信Zhan Quan合格プロセスのマスターには、完全なシステム手順と完全な参加の両方があります現実練習。完了合格チェン人民民主よ、選挙民メインと協会事業主結び目ま

とめて民メイン選挙、民メイン協会ビジネス、民マスター決定、民マスター管理、民マスター監督する監督する駆け抜けるそれを渡してカバーする経済、政治、文化、社会、州物語など

あらゆる側面、国に注意を払う送信展示会、社会的ガバナンス難しい物事、人々はしばしばささいなとのこと時間上連続性別、コンテンツの完全性、運用協会同性、一般性、参加への固

執続くセックス、国の政治的および社会的活動を異なるものにするリンク、すべての側面は体です今意欲、他人の声を聞く、効果的な予防選挙時空中約束、選挙後ろ介入するの今象。

（一）民メイン選挙

人民通過去の選挙、選挙権、選択する自らの意志を代表する人々が権力を握り行使することは、中国の指導者の重要な形態である。達成マスター

の重要な体今。

中国の選挙一般的には、国立機関があります選挙、村（近隣）委員会選挙、会社の業務ジョブリスト少しポジション代表会議選挙など、国の政治的および社会的活動のすべての側

面をカバーしています。中国の選挙は同じ選挙正しく、選挙権利は完全に保護されており、1票、1票などです。価値︔中国の選挙本当です現実、 影響を受けませんお金操作、選択する

民ご希望に応じて選択する信頼できる人︔中国語から選挙はい送信発展した、選挙正式な段落は次のとおりです経済ソーシャル送信継続的開発作成新しくて豊か。

国立機関選挙。国立機関選挙参照、選挙財産民代表者と場所の全国会議クラス人民は総会を表し、それぞれクラス人大選挙財産同じクラス州機関リード人メンバー。中国では、そ

の年満杯18週年、ミディアム付き壮大人民共和国の国籍、法律に従って剥奪されていないつかむ政治的権利の公民権、すべてが持っています選挙正しく、選挙右。から



全国タウンシップレベル人⤤、5クラス民代表者総会のすべての代表者は民によって率いられます選挙財産生、各用語5年。普遍的、平等、直接によると選挙との間にキャッチ選挙互いに結

び目調和と違い選挙、ↆ覚えて名前投票の起源次に、民直接選挙財産生郡と郡区2クラス代表、郡レベル上記は次を表しますクラス人大選挙財産生。各クラス州機関リード人メンバーすべ

て同じクラス人大選挙財産生または予定を決定します。

ベースレイヤー選挙。ベースティア選挙中国で最も広範で最も広範です動く民マスターの現実村（住宅）委員会を含む実践メンバーできる選挙そして企業ジョブリスト少しポジション代表会議選挙。村（住宅）

委員会メンバー会議は、取締役、副取締役、委員会で構成されていますメンバーグループチェン、村（住宅）委員会メンバーできる選挙と郡と郡区人大選挙同期する入力行。村（住宅）民法律に従って定期的に選挙財産

生村（住宅）委員会メンバーとなりますメンバー。ビジネスでジョブリスト位置している、ポジション代表者はポジション家のマスターであり、経営のマスターである組織、ポジション工全員が代表ポジション合格合格

民メイン選挙財産生。

中国の民マスター選挙中国の国家情勢に沿っており、中国に沿っている送信エキシビション注文Duan Xiangshi答えと一緒です経済社会送信展示会と時間全て入力の。過去数年間

で、中国は時間改訂選挙法、選挙全国代表時間、農業村と市の各代表者が代表する代表者の数8：1、到着1995年年4：1、 その後2010年年1：1、 徐々に達成都市タウンシップ人口平等選

挙。人NSアイディア知識継続的に強化し、参加する選択するレートは増加し続けます。改革開放以来、中国は次々と入力行12二流タウンシップレベル人⤤は直接の略です選挙、11二流郡

レベル人⤤は直接の略です選挙民高麗人参選択する料金はで維持されます90％だいたい。

（二）民メイン協会仕事

議論することがあり、国民の問題が人々によって議論され、社会全体の最も一般的な意志と要件が見つかります。予約する数は主の真実です意味。人民Zaitong過去の選挙、投票は同じ権利を作

ります時間、重い決断をし、決断を下す前に合格プロセス入力満杯協会共通性について可能な限り商問題褒め言葉をもらう見る。協会事業主は、中国人の所有者のユニークでユニークな、そしてユニー

クな形です。

深い基盤を持っています財団。協会主な事業源壮大民家族長さ時代によって形成された世界にとって共通、包括的、相違点を確保しながら共通点を模索するなど。優れた現代以降の中国の政治

に端を発する政治文化を示す送信広大現実の進歩チェン、中国共産党出身生産パーティリード人民入力疲れ知らず熱意斗長さ予想現実さまざまな関係者やさまざまなグループ体、各家族、それぞれクラ

ス、あらゆる分野の人々が政治システムを共有しています達成の素晴らしい大きい作成改革開放以来、中国の政治体制は作成新しい、文化の深い基盤を持つ財団、理由NSベース財団、現実ジャンジ財

団、制度的基盤財団。

多くの形態サンプル。それぞれに襟各ドメインレベル、質量が変化します送信エキシビション安定体重を設定する問題そしてそれは自己利益についてです問題、合格合格提案、会

議議論、シート話して、実演して、聞く証拠、評価見積もり、相談問い合わせ、网通信網、民意味調査そして他の方法と方法、決定を下し、決定を下す前に現実実装中に広範囲に開発す

る協会仕事。全国のすべての民族の利益を含む問題は、国民全体および社会全体と話し合う必要があります。これ特定の場所の大衆の間で広範な協議があります︔大衆の一部の利益、特

定の大衆の利益を含む問題は、これ広く議論された大衆の一部︔は基本的なものを含んでいた床基地における大衆の利益床大衆の間で広範な議論がありました。

システムは改善を続けています。中国は改善を続けています協会事業主送信開発パス、探検は政党を形成しました協会商協会ビジネス、政府協会ビジネスと政治協会商、人民グループ体協会商、基礎レイヤーア

ソシエーションビジネス、社会組織協会商協会ビジネスチャネル、プッシュ協会多くの事業主床制度化する送信エキシビション。政治団体協会商は、中国共産党です生産中国共産党全国大会および中国共産党中央委員会

に対する党の意見メンバー会議の重要な文書、憲法法律の改正、関連する重要な法律の制定と改正、国内リード建てる議論人選択する、国民経済そして社会送信現像長さ予想規制計画と年間経済社会送信開発状況、人間

関係の改善送信エキシビション安定重要な評価問題、システム一つフロントマルチパーティ協力の重要性問題等、メインパーティと協会ビジネス︔人大協会商はそれぞれですクラス人々は法律に従って行動していますポ

ジション権利と関連する州の機関、社会組織、専門分野学者と大衆によって協会ビジネス︔政府協会商はそれぞれですクラス政府は実行していますポジション疲れ果てた責任中央および人民代表、政治協会任命するメン

バーそして民メインパーティ、非パーティパーティ、関連パーティ民グループ体、社会組織そして大衆の代表とのコミュニケーションを強化する協会ビジネス/政治協会商、中国共産党に所属生産パーティリード次に、

政治に参加します協会締約国グループ体、すべての人種、すべての人生の歩みポジションできる、その周り変化する送信エキシビション安定固定重量問題待って、決定を下し、決定を下す前に現実一般に協会商、結束知

識︔人民グループ体協会商、は人民グループそれは大衆の当面の利益を含みます実用的な問題、特に特定の団体の権利と利益の保護に関連するものは、政府関連の省庁を強化するドアの協会仕事、製品政治に参加する協

会の協会仕事動く︔ベースレイヤーアソシエーション商が基本です床パーティ組織、ベース床政府、基地床大量の自治組織、経済社会組織大衆と一緒に待ってください、ただベース床社会送信開発と大衆の当面の利益に

関連する問題発展協会ビジネス/社会組織協会商は、あらゆる種類の社会です組織ちょうど良いにとって社会福祉仕事極端な開発と参加協会仕事。これ7種類協会メインフォーム、エクステンションを大幅に充実させたビ

ジネスチャネル幅民メインチャンネルとメインの意味を深めます。

中国の協会事業主は、道を開き、ブレインストーミングを行い、宣伝します入力別の考え方意見相互の尊重と平等を達成するためのポイントの完全な表現と詳細なコミュニケーション協会ビジネスは他人に課せられません、フォロー

してくださいルール、整然とした協会別のビジネス言う各トーク、体許す寛容、真成西ビジネスは極端ではありません持続する、両方を形成スムーズあなたが望むものは何でも、それぞれを表現する見る、又合理的、法的、そしてよく組織さ

れている協会ビジネスの雰囲気周囲、満杯繰り越す主の霊を実現するために、それは社会全体を凝縮しました知識、促進入力社会と調和もちろん。

（3）民主な決定

民主な決定はすべてです合格プログラムの重要な部分指輪。適切な決定は、人々の希望を反映し、人々の権利と利益を保護し、増加します入力人民幸福。中国では、愛を観察するために、声に耳を傾け、シュン民意図、チームワー

ク、ブレーンストーミング、成功にとって頻繁州、ますます自己ベースになります床音はそれぞれに直接行きますクラス意思決定床、ますます多くの大衆ターンを参照してください変化するにとって党と政府



政府の重要な意思決定。

人⤤ "開くドア紴法」。クラス人民代表会議とその定例会議サービス任命するメンバーできる、強い所有にとって民民法、民主法、人々のアクセスを保護する合格さまざまな方法で違法行為に参

加する動く、麻痺させて毎日アイテム人々の願いを反映し、人々を獲得する方法サポート。法アイテム、合格合格招集席トーク聞いて証明書できる、口論待って聞くほら、人民の意志は法の始まりにあ

ります注文セグメント今︔法案が起草され、世論は一般的に耳を傾ける見るとプロ人士ビルド議論、法律や法律の草案を作成するために委託された第三者を探索する規制下書き、させて人民的不平をい

う十分であるように努める今︔法案が発表され、合格网通信網そして新しい匂いメディア、あらゆる分野の意見を募る見る。ベース床マスコミ合格ベース床方法ユナイテッド法案の起草に直接関与する

関係、法曲調査、変更口論、法律の後コメント見積もりなどリンク。

政府は「ドアへの扉ポリシー」。それぞれクラス人民政府はもうすぐ現実それぞれによって提案された再意思決定と再意思決定の提案の実施議論、アイデアを完全に聞く見る、保証民市民コミュニケーション合

格さまざまな方法と形式で意思決定に参加します。意思決定においてリンクの移動、代表者、政治協会任命するメンバー合格合格設立する議論、提案およびその他の方法議論、公共、フランス語、その他組織提案する本

建てる議論、意思決定機関動く意思決定手順︔意思決定研究においてリンク、合格合格シートトーク会議、公募見る、聞く証明書できる、聞くロール調査、実際土地訪問同様に、社会のすべての人生の歩み、特に直接関

係する人々の意見に耳を傾けてください見る河間議論︔意思決定草案の公開リンク、合格合格政府のウェブサイトやさまざまなメディアが決定案とその言う意思決定において最も明確な資料︔終わりもちろんリンク、民

メイン集中システムの原則によるとしかし、集合で議論するベース財団決定後、︔を決定しますコメント見積もり注文段落、世論に耳を傾ける見る、代表者を吸収する、政治協会任命するメンバー、人民グループボ

ディ、ベース階層化された組織、社会組織と専門にする家庭参加コメント見積もり。

大量参加ベース床意思決定。ベース床マスコミ合格村（住宅）民議論、村（住宅）民代表会議議論、村（住宅）民小グループできる議論フォームを待つだけです経済社会送信展示会、財団インフラストラク

チャーShi Jian推定、社会包括的統合ガバナンス、基盤床カルチャーサービスサービス、生状態ループ国境警備局守る、自治規制策定の基盤床ガバナンスの強調問題提案する見る設立する議論、意思決定に参加し、現実

市。

（4）民主な管理

人民の問題人民管理、人民の問題人民管理。中国では、香港若いマスターの精神、演奏する主観的行動、製品マスターの権利を極端に使用します合格国政を管理するためのさまざ

まな方法と形式サービス、管理経済調和業界、社会問題を管理する事件、出来事。

国の政治的および社会的活動の管理に参加する。人民行憲法法与えるそれぞれを与えるアイテム権利とコミットメント憲法法与える一般に責任レンヘ義務エクストリームマスター動く加入選

挙、協会ビジネス、意思決定、監督するそれぞれで、監督して待つレベル、各襟国の政治的および社会的活動の管理に参加する、知る権利、参加する権利、表現する権利、監督する監督力が保証されて

います。

市タウンシップコミュニティ民マスター管理。によると憲法法律および関連規制もちろん、農業村と都市コミュニティ民結び目ローカル実際、ユービレッジ（家）民議論する村

（住宅）を策定する民自治規則、村規制民予約する、家予約する待って、クリア規制村を定住する権利（住宅）民と義務、村（コミュニティ）の種類組織のの間に関係と作業手順、およ

び経済管理、社会保障、火災安全、指輪地域ガード生、結婚と家族、隣接里関係、カウント教育の計画、精神的な発達推定一般的に、自治の要件を待っています達成村（住宅）民基地内

床広報サービスそして福祉業界の自己管理とセルフサービスサービス、独学、独学監督する監督する。

会社の業務ジョブリストマスター管理職。ナショナルスーパー合格1.51億市分野本体手術、自分で管理して生活する送信、継承ロード71億だけではありません業界、押す動く中国経済合計金額、国財政力と社会

財政リッチ安定固定増加長さ。によると憲法法律および関連規制仕事ジョブリスト普遍的に確立されたポジション代表会議にとって基本形、サービスオープンシステム、ポジション工ディレクターシステム、ポジション

工監督する事務システムにとって主な管理システムの主な内容。ポジション合格これを渡すこれらの民主要な管理システムは、企業業務に参加しますジョブリストビット管理、メンテナンスオーダー少しポジション工法

的権利、実現シートビットとポジション工協会一緒に働き、一緒にメカニズムを構築し、一緒に利益を得る作成、メリットの共有。以前は、全国で確立された会議や企業がありました業界で、ビルドポジション大企業の

代表者業界もつ314.4わんじあ、その中でも非公営企業業界293.8ワンジア、ザン93.4％。

社会組織民主な管理。社会グループスポーツ、財団、社会福祉サービス機関およびその他の社会組織、強化するための規制を普遍的に策定する組織なるメンバー管理、独立して活動を行う動く、濃縮組織なるメ

ンバーまたはサーブ必ず画像の意味見る設立する議論、に組織変換のモード製品公務に参加するサービスガバナンス、進行中業界自己規律、社会福祉サービス、チャリティー業界待って襟範囲演奏する民主な管理機能。

切り落とす2021年年11月、それぞれクラス民行政省ドア共同ログイン覚えて社会組織追い越し合格90わんじあ、その中で国民社会組織2284家族。多くの形態サンプル社会組織なるにとって人民民マスターマネジメント

の重要性襟範囲。

（5）民メイン監督する監督する

完全に効果的なメイン監督する監督する証明書人民の主な権利は選挙の結び目ビームが遮断され、保証証明書権利の使用は効果的に管理されています予約する。中国では、和解の権利無差別使用と権利求めるプ

ライベート問題、頼りにできない言うのパーティー車輪権力分立と3つの権力分立は、科学的に効果的なメインに依存します監督する監督する。中国結び目アメリカ実際、有機物のセットを探索して構築する駆け抜ける

互いに通信する調整の監督する監督システム、科学的および電力配分を形成責任協会同じ、効率的監督する監督、右右監督する監督は徐々にそれぞれに拡大します襟ドメイン、あらゆる側面。

人大監督する監督する。人民代表者が適切です演奏する関数、憲法法的現実実装、再決定、および展開現実開発を待つ監督する監督する。各クラス～とその常任委員会が強化



右"1つの政府、1つの委員会、2つの家」持続する法、監督する検査と司法業務監督する法律を確実にするために監督する規制効果的になる現実政府を確保するために、監督する検査の力、検閲判定、チェック検査の力が正しく使われていま

す。人民通合格代表席トークミーティング、ベース床群衆トークできる、聞くロール調査、网ネットワークトーン研究およびその他の「オープンゲートキーパー「監督」の形、製品とても参加してください監督する作業を監督します。

民メイン監督する監督する。中国共産党生産党は党派と無党派を支持する強い4つ保持アイテム基本的な原則しかしベース財団オン、政治で協会仕事、曲調査と調査、党および州関連の重要な問

題への参加針ポリシー、意思決定、および展開持続する行と現実状況監督する監督する試験、党委員会委託の問題行専用モニター監督し、仕事を待つ合格提案する見る、バッチコメント、設立する議論

方程式、入力行民メイン監督する監督する。政治に参加する協会締約国グループ政治におけるあらゆる分野の人々と国籍協会さまざまな活動動くで、政治によると協会党と国の重要性に焦点を当てた憲

法針展開されたポリシーと重要な決定埋め込む秋現実表現するための状況見る、バッチコメント、設立する議論の方法入力行協会商監督する監督、協会党と政府が解決するのを手伝ってください問題、

変化する入力仕事、増加団結を進め、結露。

政治的監督する監督する。法定当局、手続きおよび方法によると、国の政府機関右政治的機関組織行にとって、行政治行進歩のために行監督するさまざまな自治機関の自己上下、

および相互関係を含む監督間接の監督する監督する。

監督する観察監督する監督する。監督する調達機関は法律に従って機能します監督する観察監督する監督する義務、はい男ポジション人メンバー政治的地位、公権力および倫理入力行監督する監督する試験、関

連機関を監督し、一ビット強化右所属ポジション人メンバー教育管理、監督する監督する。

司法監督する監督する。検閲量刑機関とチェック検察庁は法律に準拠していますポジション権利と手続き右人民公認の州公共権力入力行監督する監督する。司法監督する知事は党であり国です

監督する監督システムで最も強制的なタイプ監督する監督メカニズムは、政党と国家の使用です監督する監督者、維持「最後の防衛弦"。

監査人監督する。監査法律に基づく代理店右本クラス省庁ドアそしてダウンクラス政府予見計算持続する現在の状況と最終的なアカウントおよびその他財政政治領収書、入力行監査人監督する。

財政できる監督する監督する。財政行政省ドア法的承認によると、お金のために政治、ファイナンス、できるカウント経営法、政治法規制、デパートメントドアのルール章など持続するシチュエーション入力行監督する監督する。

統計スーパーバイザー監督する。統計デパートメントドアと重荷もつ統計調査の責任関連機関、右全て統計右、重荷もつ統計的義務の組織とメンバーが入る行監督する監視、防

止、罰するルール統計改ざん、改ざん、確実にするために統計本当現実正確、完全、時間、経済のために社会送信展示現実の統計保証します。

大衆監督する監督する。公共、フランス語またはその他組織合格合格さまざまな方法、右各クラス州の機関とそのグループなるメンバー靴ポジション状態入力行監督する監督、あなたは申請することができますお願いします行政治的

回復議論、政治を開始する訴訟、また、する権利があります監督する検察庁報告告発監督する観察右法律に従って行動しないように義務、違反権力の反義的な使用、正直でクリーンな政治的服従業界そして倫理など。規制疑わしい仕事違反

法、職名犯罪にとって。

世論モニター監督する。適切なメディア再生して監視する監督、乱用公共の力を使い、負ける不正行為待ってにとってと時間ばく露を暴露する。お互いにユナイテッド速い送信展示会、人NSもっと使う通信網プ

ラットフォームを待って、右各クラス州の機関と公共ポジション人メンバー提案する見る、設立する議論そしてバッチコメント、网通信網存在世論モニター監督する演奏するますます重要になっています。

四、パン真実現実効果的民メイン

完全なシステム手順と完全な参加現実練習して、全体を作る合格プロセス民民従価税価値アイデアはにとって中国に根ざした制度形態州、ガバナンスメカニズムと

人々の活動。人民マスターになる、具体的には現実地形今党の統治と運営のための政策と措置に関して、具体的には、現実地形今党と州の機関の両側でレベル具体的には、

現実地形今存在達成人民右いい仕事。民主君の太陽が輝いています壮大ほとんどの場合、中国の人々は広範で真実を楽しんでいます現実具体的で効果的かつ効果的なマス

ター。

（一）人々は広範な権利を持っています

中国憲法法規制法律によると、州のすべての権利は民︔人民に帰属します規制セット、パス合格国政を管理するためのさまざまな方法と形式サービス、管理経済調和業界、社会問題を管理する

事件、出来事。中国の政治力は地位に基づくものではなく、財政富と関係はすべての人々によって平等に分配されます。国家権力は資本についてこのサービスサービスはい、でもにとって人民サービス

サービスの。

中国現実公的所有権にとって本体、複数所有経済一般送信展示会、プレス労働分配にとって本体と複数の流通方法が共存し、社会がメイン正義市フィールドエコノミーソーシャルマスター正義

基本経済システム、国経済生命の血はしっかりと手にあり、マスターは持っています堅実な経済ベース財団そして物事品質保証します。

中国では、人々は楽しんでいます選挙正しく、選挙右右国家および社会問題サービス知り、参加し、表現する権利、監督する監督する右任意の州政府機関および州政府機関メン

バーバッチを送信するコメント河間議論楽しむ権利言NS、出版、組み立て、結び目社会の自由、旅行、名声、宗教的信念など。人民国や社会問題に幅広く参加するサービスと経済文化

業界会社の経営者も日常生活の中で主人の権利を十分に行使しています。一人一人に複数の主人がいて、全員が同じことを楽しんでいます。答え民マスターの権利。



中国では、人権は完全に尊重され、効果的に保証されています。幸せな人生は最も強力な権威です。中国経済保つ長さ予想安定速く設定する送信展示会、活気見せる改善する。中国は世界に組

み込まれました規制最も広範な社会保障制度、基本的な医療処理保存する危険スーパーカバー合格131億人、基本的な栄養保険危険スーパーカバー合格101億人。中国は健全な社会を築いてきました。

141億多く民徹底終わり置く脱ぐ絶対に貧しい困難は、共通の繁栄に向かって動いています。中国語人民取得する利益、幸福、安全の感覚は向上し続けており、預金する権利は、送信展示会と健康への

権利は完全に保護されています、経済、政治、文化、社会、指輪環境等の権利は継続送信エキシビション。

中国の権利は引き続き強化されています送信エキシビション。新中国の設立後、政治的、経済平等ベース財団優れました求める生き残る送信展示会、改革開放後、両

方の追求品質裕福な人はまた、精神的な富を追求し、次に新しい人に時間に代わってプレイ勝つ脱ぐ貧しい攻撃苦戦、健康な社会を築き、現実押す入力共通の繁栄と抵抗の

獲得打つ新しいクラウン肺炎の流行は深刻です戦争中国の業績達成満杯送信展覧会は動き続けます入力。

（二）人民民主な参加者は引き続き参加します拡大大きい

人民投票のみ時間キルト電話起きて投票する入力休眠期間中のみキャンペーン中天然痘を聞く秋の数、運動その後送信そうです、勧誘だけです時間に賛成、選挙その後取り残され

た、それでマスターは本当のマスターではありません。中国では、民メイン意見男の主人であるニアンシェンシェンが一般支援に参加続く、民メイン現実深く深い統合を実践するNSの

日常業務と生産生生きている、民主が来られる風、社会的責任満杯住む。

マスターへの参加意欲は高まり続け、参加の度合いと深さは拡大し続けています。人民国や社会の問題に参加するサービス管理、参加経済調和業界管理︔参加国送信エキシビショントップレベルのデザイン意味

見る設立する議論サイン問い合わせ、又地方公務に参加するサービスガバナンス︔両方の参加民マスター選挙、民メイン協会ビジネス、又民主な意思決定、民主な管理、監督する監督する合格人大、政治協会そして、他

のチャネルを通じて、意欲を表現します合格社会組織、网通信網プラットフォームの表現を待っています不平をいう物乞い。「番号豆豆」（注➁）から電気⦠大量実行の用事から「データ実行」までの投票、民主な参加

形態は継続作成チャネルの新しく継続的な拡張。党と国が何をすべきか、それをどのように行うか、そしてそれをどのように行うかサンプル、人民参加する駆け抜ける着始め終わり。

人民メリットには両方が必要ですスムーズ効果もあります達成。民主、  民意志の完全な表現から始めて、現実人民で有効になります達成。人民願いは表現することしかできず、表現することはできません達成、

本当に意図されていません正義民マスター 中国では、期待、希望、そして不平をいう国の政治から聞いてください針、社会的統治へ、そして人々の居住地と土地へ言う、言う私は聞いた、私は反対を聞いた餌。人民の願

いと声、通過する民主な意思決定プロセスにとってパーティーと国針ポリシーとコミュニケーション合格中央、地方、地方自治体、郡、タウンシップ各レベルのきついぴったりフィット、レイヤーごとにレイヤー秋現

実、合格合格各ポジション能ドアのの間にスーパーバイザー、メイン事務所、協会チューブ、共催者サブ協力の、調整協力する合格意思決定、持続する行、検査と監督監督、説明責任それぞれを待つリンク相互運用性、

オーガニック題名キャッチ、変化する変化する達成するために人民願いの具体性現実練習。右自己利益を伴う実用的な問題、人NS合格合格手紙訪問プラットホーム、リードメールボックス、政治サービスホットライン、

网通信網"ボードを残す」と他の提案見ると不平をいう取得できるように時間反対餌帰ってきた答え。

（3）効果的な国家ガバナンス

民マスターと州のガバナンスきつい密接に関連しています。民メイン送信開発と州のガバナンス今世代化は互いに付随し、相互作用し、互いに促進します入力。絶対国内の国家統治の「失敗」と「低効

率」はない問題パイルズ、民マスターは「世界サンプル"ボード"誤謬象。さて、メインのものは達成良い統治と良い統治を推論しなければならない動く国家送信展示。

中国のマスターの身長品質金額、宣伝入力国家統治の効率を改善し、国家統治システムと統治能力を改善した今近代化はフラットです。中国の領主、完全に称賛見せ

る民の支配的な立場、大幅に強化された民の支配的な意図知識、人民は民マスターの参加者であるだけでなく、民の受益者でもあります送信、今にとって自分もにとって国

家的および民族的闘争熱意斗。中国の主な、効果的な調整国政関係、送信出品料満杯ライブパーティー関係、民族関係、宗教関係、クラス関係、国内外の同胞間の関係、家

族の結束を強化し、ほとんどを避けますリード引っ張って切る現実相互の制約と内部摩擦を防ぎます厳しい重い今象、形成された安定性団結政治局と団結物事の強力な統

合。中国の領主、党の領主開いた、国民の意志、意志きつい緊密に統合することで、党、国、そして人々が生まれますにとって目マーク全体として同じ、同じ利益、相互統

合、そして同じ方向性、生産非常に大きなカップリング、集中した質量を形成管理物事のシステムアドバンテージ、効果的に宣伝する入力社会生産力解放と送信促進入力NS

今Huajianに代わって推定各アイテムもの業界、促進入力住む品質量と水位は増加し続けています。中国の領主、始まり終わり中国の利益を第一に、効果的に維持国は独立

し、効果的になります維持国家主権、安全保障、送信利益を生み出し、効果的にする維持中国へ人民そして中国へ壮大民一族の幸福。

新しい中国の成功70何年にもわたって、パーティー団結してリードする人民、常に敗北前方入力道路上のあらゆる種類の珍しい見るの苦難邪魔者、中国式で成功今世代道、入手リ

フト世界的に有名送信展示会の成果、中国経済的現実力、包括的アメリカ合衆国、安心見せる促進する。右中国ではそれで1つ、多く、大きく、さらに資本ソース寄付世界中もっと低レ

ベルの最大値送信発展途上国には、リーダーの地位やリーダーの精神はありません。1億百万団結して一生懸命働く斗、これを達成するの送信出品はできません。中国の民マスター、本

当に送信エキシビションにとって人民、送信展示会は人民に依存しています、送信展示会の結果はみんなで共有されます本当の場所、満杯動員するスタートのマスター意見できる動く

セックス、これ「秘密」コード"、中国の指導者の重みです。

（4）社会的および調和もちろん

民メインは一種の社会です入力ステップ生産物事とマークチー。送信展示会民メイン、プッシュする動く社会は自由、平等、正義、明晰さ、団結、と調和今後の方法。わかった



民メイン、答え社会を団結させる知識、社会的な涙や葛藤を引き起こさないことです。維持する必要があります社会正義正義、いいえガイド社会へクラスそして、凝固に利益をもたらします︔答え社会を維持する安定注

文ではなくベルト混沌と混乱︔させるべき社会的責任満杯美と善への前向きなエネルギーは虚偽に満ちていません悪のぶさいくな重荷エネルギー。

中国の国家情勢が回復その他、ガバナンス難しい世界では珍しい見る。中国の人民民マスター、達成一人一人の意志と興味の座標系一つ、達成すべての側が共通の考え方、共通の利益、共通の目

標にありますマークベース財団上団結心から、平和に暮らすレエ、愛と快適さスムーズ、社会と調和決意とやる気。中国は長年それを使用しています時間走合格長い間送信1世紀前のニッチを達成する合

格の業界変化するカレンダーチェン、ドラマ強い社会変化する番号送信後送信国今世代入力邪魔にならないように簡単今社会混乱、しない作成するだけ作る経済速い送信奇跡を実行し、また作成創造さ

れた社会長さ予想安定奇跡を起こす。中国人民経験千年の間カレンダー歴史上最も自由な人送信開発、思考を自由に表現できる、メンバー自由に流れることができます移動、10億百万作成新しいソース

は完全に流れています、作成生計を立てる競争段階送信。今日の中国、人NS市内を自由に往復タウンシップのの間に、街のの間に︔毎日1.6万家庭企業カルマ生︔101億齹民通合格网通信網世界を理解

し、入力行コミュニケーション、表現意見点..。中国社会は自由に開かれますが、最初は終わり社会を維持した団結と調和と安定性整然と。人民民マスターは中国社会です入力ステッププッシュ入力デバ

イスだけでなく、中国社会入力ステップしっとりスリップエージェント。

（5）権利の使用が効果的に管理されている予約すると監督する監督する

右は「両刃」を置くことです剣"。電力は効果的なシステムにあります予約すると監督する操作能力を監督する達成民主よ、利益のために、力の喪失予約する任意ににとってそれは必然的にマスターを破壊し、他人を危険にさらしま

す。中国は引き続き強化右権利のシステム予約すると監督する監督する最後の公権力を握ってください、名前は公になります、初め最後の力を保持するにとって民確実にするために使用民与える付与する権利終わり中古にとって人民求める幸

せ。

シャットダウン入力制度的ケージ⦾⦾。強化する右電源システム予約すると監督する監督、システムは基本的、全体的に、安定定性的および長さ周期性。所有続く押す入力によると規制党を統治し、保持する続

く押す入力法律に従って、法律に従って国を支配する持続する法律によるガバナンス推定固定電力、規制ファンクアン、システム予約する右、監督する監督権、させて右は太陽の下で走ります。健全で完璧な当事者内法

規制システム、厳しい明るい規律法規制瞬間、パーティーのレベルの組織そしてパーティーメンバーオールイン規律法規制勢い囲むインナーライフ動く。ユニバーサル現実行リード省の在職期間制度、達成州の機関と

リーダーシップ整然とした交換。強化するリーダーへ特に高いレベルリーダー部門の管理、厳しいグリッド規制モデルワークと生活療法、強い特権の形成を確実に防ぐクラス。党と国を改善する監督する監督システム、

強い党と州を維持し、改善する監督するシステムを監督し、パーティーを改善するサービス、政治サービス、正義と様々な襟範囲管理開示システム、保証証明書パーティーと国リード代理店と人メンバー法定の「権利は

明確一"と"責任レンチン一"ファン囲む輸出権を防止するために可能な限り、法的手続きの範囲内で、法的手続きに従って作業を実施するレール、人検索家賃。

強い断固として右と罰する腐敗防止敗北。腐敗敗北主なものです敵。中国は「何千人もの人々を怒らせますが、そうではありません重荷十41億」の新鮮な明るい州費やす、強い常にプッシュ入力腐敗防止敗北対立。強いラインを保持

します統一するガバナンス、マーク根と根の両方、腐ることをあえてしない、腐ることができない、腐りたくない前進、罰する耐震抑止し、システム予約するバンドル、レイズ寝る啓発送信力。強い腐敗防止敗北ↆ制限されたゾーンなし、完

全なカバレッジ、ゼロトレランス、強い安定した封じ込め、強力圧力、長いショック恐ろしかった持続する賄賂行賄賂からチャ、ジアンケースを保持する必要がありますチェック、腐った罰する、激しくする薬混沌と戦い、法を強化するとい

う決定は、こすり取るために処理手首を骨折した有毒で強い勇者、強い常に「タップ」と「ビート」「飛ぶ」「狩りフォックス」、サンダーの名において潜在的、拍手サンダーセクション罰する腐敗防止敗北、所有続く強い衝撃を与える抑止

し、腐敗防止敗北勝つプレッシャー反転勝つすべてに利益をもたらし、統合します。腐敗への取り組みにおいてこれを倒す古代と現代の国を統治する頑固病気、中国はしませんそれだけもつ新鮮な明るい州学位、もっと実際行動く。

コメントメインフォームが良いかどうかを判断し、現実ベストプラクティス言うサービス、最も送信右、戻る根結び目それはかどうかに依存しますさせて人民合格良い一日。中国の主な役割は良くありません、

それは良いですか、戻る根結び目結論は中国に依存します人民満杯かどうか満杯イタリア、中国人民サポートしないサポート。データを持っている見せる示近年、中国人民右中国政府満杯Yiduはにとどまります90％その

上、これ強い人生を送り、最も真実であるのは中国のマスターです現実反射。中国の主要道路はアクセス可能でよく整備されており、中国の人々はそれに従いますこれ道路強い決定します。

V.明確な形の政治を豊かにする州

民メインは一種の社会です通過する何千年もの探検によって形成された政治的形州、クラスで送信エキシビション入力プロセス演奏するそれは重要な役割を果たします。しかし、20世界規律それ

以来、大多数化の激動の中で、停滞している国もあれば、閉じ込められている国もあります。混乱、いくつかの国は崩壊しました。今日の世界では、プロ"民メイン合格残りの「民メインスピード」も民

プロ"民主人公」「民主人公」民主人公に何が起こったのか︖民主人公戻る使えるNS？答え「民主の聞く"、「マスターの神話」を明確にすることは世界平和についてです送信展覧会は未来についてで

す。民一部の国では今欲求不満は危機でさえあり、主要なものではありません間違えた、民メイン現実練習今偏差。

中国の民マスター経験NS選ぶ、見る、現実練習と送信広大難しい辛カレンダー手順。自国の状況に基づく中国送信Zhan Quan合格チェン人民民主よ、両方とも新鮮な明の中国の特徴だけで

なく、今すべてのカテゴリ右民主の共通の追求︔両方のプッシュ動く中国語送信展示会と中国壮大民家の復活はまた、政治の属を豊かにしました州。

（一つ）にとって人クラス民プリンシパルYefa展覧会は新しい道を探る

のある国今世代入力プロセス、達成民メイン送信開発と政治安定固定、ソーシャル入力良性の相互作用動く、非常に重要で非常ににとって簡単ではありません。

中国の今世代化、ニッチはありませんが作成中華風に今DahuaRoad︔はメインモードをコピーしてコピーしませんでしたが、作成中国風のマスターを作成しました。世界のほぼ5

分の1を占める141億もっと中国民本物達成家の主人であり、広範な権利と自由を享受し、後押し送信開発途上国送信出展者の手紙、にとって人クラス民プリンシパルYefa展覧会は新しい

道を模索しました。これ中国です右政治的明晰さの重要性トリビュート献身は人間社会の巨人でもあります入力ステップ。



家の主人であることは中国人の主人の始まりです。中国の送信展示入力その過程で、合格迂回、遭遇合格欲求不満、しかし始まり最後の最初に翔、いや振る、𨓜脱なし、ニッチなしサンプル。

今日の中国では、家の主人であるという意味合いが絶えず豊かになり、チャネルは絶えず拡大しています。幅、効率は向上し続け、中国のマスターは前進し続けます入力。

木立正しい民メイン意見、そしてと駆け抜ける場所強い所有、送信展示会と作成新しい、はい送信展示のポイントは達成民メイン "トータルキーキー」と「合計スイッチ」。真のマスター、良いマスター、あな

たが家のマスターになりたいのなら、あなたはすべきではありませんそれだけもつ選挙、議決権および一般参加権︔いいえそれだけ自分の願いを表現できるだけでなく、効果的達成︔しないそれだけ押す動く国家送信

展示会、共有も送信展示結果。

（二）国の条件に合ったマスター送信エキシビションロード

民メインはもっとサンプルの、達成主への道は一つだけではありません。全国カレンダー異なる歴史と文化、現実さまざまな国の条件、民主な形式選ぶそれは異なっている必要があります。他

の国のメインモデルをコピーすることは避けられませんガイド不満や倦怠感を引き起こす塊、政治に非常に閉じ込められている混乱、社会動くカオスと変位。

右中国それで国から言う、選択する何サンプル民マスターの送信開発道路は非常に重要です。中国は借入に注意を払っているジャンあらゆる種類の政治が有益な結果をもたらすことは明らかですが、絶対他の国

をコピーしないでください民メインモード︔うれしそうすべての有用な提案を歓迎します議論そして親切にバッチコメント、しかし絶対「教える」を受け入れない主人"全般的イー指示言う教える。強い中国の特性に応

じて中国の民メインを保持し、中国の実際来て設計と送信エキシビション、強い国の状況に合わせて所有者を動かさないことを決定した送信展示会への道は中国民送信展示会の基本経験。

中国送信展示会民メイン、始まり終わり多くの、基本的な財団弱くて貧弱な基本的な国の条件、主なものを正しく把握し、送信との関係終わりバンドル送信展示にとって最初サービス、民で宣伝入力国家送信国内での展示会送信ザン

ジ財団押し上げる入力民主よ、離れないでください送信展示スペーストーク民マスター︔開始最終的な伝記継承5000年半ば壮大為明、それに注意を払うHuayou見せる伝統文化から知恵と栄養素を引き出します。開始終わりチャイナインス

ティテュートを正確に把握する場所のカレンダー歴史注文部、きつい密集結び目混ぜる経済社会送信展示入力民メイン、製品ポール安定ちゃんと、安定中秋節入力、良くない遠く、成功を急がないでください、コミットしないでくださいバン

プカバー間違い︔始まり最後の所有問題ガイド続ける問題が見つかりました、解くのが得意問題、あなたが解決するたびに問題民メインビルドを置くだけ推定前進する入力一歩、押し続けて動く民主要な制度システムはより成熟しており、よ

りステレオタイプ化されています。

世界にはまったく同じ政治システムはなく、すべての国に適用できる政治システムモデルはありません。国答え自己特性によると選ぶに沿って今世代送信メインフォーム州、勉強癖かりてジャ

ンただコピーするだけではありません。フィット感は最高です。国の土壌を根付かせ、たくさんの栄養素を引いたマスターだけが続けることができます送信完璧な開発は最も信頼性が高く効果的です。

外部の関与と言う「民マスターリノベーション」イー危害貧困。中国はしません検索物乞い失う中国の「メインモード」からだけでなく、絶対外部を受け入れないでください潜在的企業写真変化する変

化する中国の制度モデル。中国強い各国の固定サポート選ぶ本国送信道を示して、反右外部の潜在的「民メイン」付きにとって他の内政を巻き込むために借りる。

（3）プッシュ動く国機会関係民メジャー化

民主に国内で今でしょ人民国のマスター時間体今でしょ国機会関係民マスタリング。国の尊重厳密に尊敬され、主権を持ち、安全であり、送信興味を示す答え違反しました。標準

スケールでコメント他の国を判断する顔を越えて色と軍事力の使用は、他の国々に彼ら自身の政治システムと主要なモデルをコピーすることを強います、これマスターに反対です。

中国は主の忠誠です現実求婚者、製品極端なプッシュ動くモデル現実自国だけでなく、開業医製品ポール送信展示会民民メイン、そして国内機会上下動く国機会関係民マスタリング。面右一世紀で世界で比類の

ない変化する中国高官局リフト平和、送信展示会、協力、一緒に勝つ旗国旗、共有された未来のコミュニティを構築するというアイデアを提案し、促進する動く設立する推定相互尊重、公平性、誠実さ正義、協力合計勝

つ新しい国機会関係。面右グローバルファン囲む中身経済、テクノロジーなど襟範囲競争紛争、中国はそうではありません右方正しいと見なされるいいえはいとみなされるパートナー︔寒くない戦争と右抵抗、制御およ

び操作垂直、促進することです入力交流と協力、達成相互利益勝つ。中国製品ポール送信グローバルなパートナーシップを構築し、構築する合計体安定固定されバランスが取れている送信に従って、国家間の関係の枠組

みの開発誠実Huirong哲学と隣人は良い隣人は盤昭側外交針同じ週を深める側国家関係、権利を支持する正義利益意見カズマ誠実哲学は同じことを強化します送信開発途上国団結協力する。チャイナプッシュ動く共同建

設ベルト「ワンロード」ディープニッチ現実、他国との交流、協力、共有を強化する送信開発の機会、「ベルトへの道」にとって承認うれしそうウェルカムカントリー機会公衆生産味。

今日の世界では、平等、公平、そしてYiyuanまだ達成。いくつかの国見る国機会公理、国を踏みにじる機会許可する次に、違反する帰国機会民意図、他国の主権の甚だしい違反、他国の内政への関与、簡単に弱

者をいじめるには、弱者をいじめ、「グローバル・ヴィレッジ」を置く変化する弱いオリジナルから強いオリジナル塊森。面右充電満杯選ぶ戦争世界、国答えホン若い民主な精神、いいえNS大きく、強く、弱く、貧しい

国が豊富機会関係は等しいです。国は国を持っている必要がありますサンプル⦦、私たちは未来と運命を持っている必要がありますにとって欲しいです、右世界平和と送信展示義務重荷より大きい責任レン、頼らない現

実エゴイズム、いじめ、横暴に従事すること。世界の運命答えそれはすべての国の共通の管理下にあります、国際ルールはすべての国によって開発された、グローバルな問題したほうがいいすべての国によって統治さ

れ、送信展示結果答えすべての国で共有されています。

（4）コミュニケーションと相互理解を強化するジャン

達成民本体にはさまざまな方法があり、万能になることは不可能です。人クラス民プリンシパル業界本当の障害はメインモードの違いではなく、右他国の探検の傲慢さと偏見見る

と敵意、自国のメインモデルを押し付けるのが「自尊心」です。明確な政治を持ったBaihuahuayuanの理由素敵カラフル、それはまさに違いのためです。国Ying Jian平等と差別見るオ

リジナルしかし、自国を探検するだけでなく、交流と相互を強化するための相互尊重の主なモードジャン︔それぞれが独自の美しさを持っているだけでなく、美しさと



一緒動く人クラスは文字通り前方送信エキシビション。

「ワンチケット」はマスターの一形態ですが絶対非マスターの唯一かつすべて。長さ期間以来、民本編正義いくつかの国、「一票」、政党によって疎外され歪められた競争争う選挙システムはマスターのみとし

てパッケージ化されていますマーク許可する。習得した国はほとんどありません民にとって政治的ツール、私と一緒にいる右、わたし間違えた覇権寸法、民の名において正義干他国の主権を侵害し、他国の内政に関与

し、サービス自己政治的、民の旗の下で世界を刺激する進む抵抗と除算、プラスドラマ国対人関係の緊張局潜在的、なるにとって世界の混乱の源。カテゴリの明確化継続する踏み出す入力、国が望んでいる達成平和な共

和国場所、一般送信展示会、しなければならないしなければならない探検民主な真実意味、メイン民を磨きます。

パーティーは今国の現代統治における重要な主題は促進  することです動く階級社会入力重要なステップ数。クラスで送信広大カレンダー歴史的な傾向では、さまざまな国の政党答えに沿って右高度な未来と運命

責任者の州学位、主導権を握る襟押す動く人クラス民プリンシパルYefa広大責任レン、民にとってこれは、オープンで寛容であり、違いを残しつつ共通の基盤を求め、お互いを尊重し、より良くなる達成出身国民メイン

送信展示会、より良い達成人民幸福。中国共産党生産パーティーの願い継続する政党や政治も同じです組織一方向、交流を深め、相互を強化するジェン、共同で推進する入力階級社会送信エキシビション入力ステップ。

結び目バンドル言語

民主は最高のものを持っておらず、ただより良いものを持っています。人クラス右民主の探検と現実レルムなしで永遠に練習してください。

中国の民マスター送信展示会達成見せる達成、同じ時間、と今Huajianに代わって推定新しい要件、そして人々民右民主への新たな期待は似ています、中国人民戻る続ける必要があります送信展示会は完璧です。

全体に組み込まれています推定ソーシャルマスター吉源国を近代化する新しい旅で、中国は生産党総長継続する高いリフト人民民メインフラグ国旗、始まり最後のしばらくお待ちください民にとってセントラル送信アイ

デアを開発し、強い常にプッシュ入力完了合格チェン人民民マスター、押し続けて動く満杯送信展示会、すべての人民共通の繁栄達成民主な新機能送信エキシビション、させて民主の木深くて緑豊かな、永遠に遠い多く

の場合青。

今日の世界では、場所100年で卓越した変化するイニング満杯機会と希望もいっぱいですフルリスクそして選ぶ戦争。各国の自主のみを尊重する選ぶ幹線道路、強い平和を保つ送

信エキシビション、維持公平正義、主な自由を拡大し、人々の幸福と才能を向上させます両替あらゆる種類の物語を集める送信より良い明日に向けて、展示会の強力な統合。

コミュニケーションのおかげでカラフルで、相互交換のおかげです。ジャンリッチ。中国は世界の他の国々と積極的にコミュニケーションを取り、若い平和、送信展示会、公平性、そして正義正義、民メインと無料のすべてのカテゴ

リの共通価格価値、相互尊重の精神で、違いを残しつつ共通の基盤を求め、共に豊かにしていきます送信政治物語の展示と共同プロモーション動く未来を共有するコミュニティを構築します。

（注➀）主要政党には︓中国国民党委員会が含まれるメンバーできる（単純「民革」と呼ばれる）、中国の主要な同盟（単純「同盟」と呼ばれる）、中国の主要な創設議会（単純「建物」と呼ばれる）、中国の主

なプロモーション入力できる（単純「民」と呼ばれる入力"）、中国農業工民メインパーティ（単純いう"農業「党」）、中国致公党（単純「ZhiGongDang」と呼ばれる）、Jiu San Society、Taiwan Promoter League（単

純「台湾リーグ」と呼ばれる）。

（注➁）新中国建国前、反日基地地域、解放地域農業村、中国共産党生産パーティーは幅広い選挙住む動く。いついつ多数農業民は盲目です、にとってNSさせて彼NS参加できま

す選挙、中国共産党生産パーティーはたくさん使った作成意図されました管理法律、最もにとって場所聖歌「豆選択する"、つまり、置き換えます選択するチケット、選択する民希望す

る代表者に投票する限り選択する時間選択する人のボウルは、ほとんどのことをします終わりボウルにいくら入っているかを決める誰いつ選択する。いつ時間、多くのストリーム合格

NSそれでの歌噂："金豆豆、銀豆豆、豆豆は気軽に投票できません︔選択する良い、管理良いもの、良いボウルに入れて頭。「」




