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松原よし子連絡先
電話：047-444‐5730
fax : 047-412‐0430
携帯：090‐3204-4324
ご意見ご要望をご遠慮
なくお寄せください。
コロナウイルス関連で
のお困りごとやご意見も
お寄せくださいさい。

新型コロナウイルスの影響により
非日常的な生活を
送らざるを得なくなっています。
1日も早い終息のために頑張ります。

一般質問が中止に！
鎌ケ谷市議会では、近隣市に先
駆けて、3 月6 日の議会運営委員会
及び本会議において４日間ある一
般質問を全て中止にしてしまいま
した。「市民の声を受けて質問す
る貴重な時間なので、何とか工夫
して中止にしないでほしい」と訴
えましたが、議会運営委員会では、
多数決で否決されてしまいました。
また、当日の本会議において、
津久井議員より中止に対する反対
動議が出され、賛同しましたが、
数の力で否決されてしまいました。
「対応する職員が疲弊しはじめ
ている」等が理由でしたが、職員
数を削減し続けてきたのは、現在
までの市政の影響であることは明
らかです。
市議会に対応し、市民サービス
も低下させないだけの市職員を確
保する事こそが急務です。
そして、多数決がすべてではな

く「話し合いのできる民主的な議
会運営委員会」を実現しなければ
ならないと切実に感じました。
今回の一般質問を用意するにあ
たり声をお寄せいただいた市民の
皆様には本当に申し訳ない思いで
いっぱいです。次回頑張ります

卒園式・卒業式に…
保育園の卒園式・小中学校の卒
業式といえば、子育て世代にとっ
ては、人生の大きな節目となる大
切な行事です。
鎌ケ谷市は、公立保育園の卒園
式や卒業式への「保護者の出席は、
なし」と決めてしまいました
ある保育園では、保護者の皆さ
んの頑張りで、「個別卒園式」と
して若干の改善はなされましたが、
全ての皆さんの納得いくものとは
なりませんでした。
確かに、いまだに治療法の見つ
かっていないコロナウイルスに関
しては、感染予防の観点から最新

の注意を払うことについて、全く
否定するものではありません。
例えば、お隣の松戸市では、体
温チェック・アルコール消毒など
の注意や決まり事をしたうえで、
人数制限はあるものの保護者の出
席は可能だったそうです。
鎌ケ谷市の場合はたった１枚の
お知らせ文１枚で保護者に知らせ
ようとした…そこに、「トップダ
ウン方式」で押し切ろうとする冷
たい姿勢を感じました。

デイサービスの経営に影響？
あるデイサービス職員の方から、
連絡をいただきました。「半日デ
イサービスで比較的元気な方々が
スポーツジムにあるようなトレー
ニングマシーンを使ってリハビリ
テーションを行っているが、コロ
ナの影響で出席者が激減している。
このままだと数か月で経営が出来
なくなる」ということでした。今
後は、これらの中・小事業者を対
象とした経済対策を市に対しては
もちろんのこと国に対しても求め
て行きたいと思います！

↑日本共産党鎌ケ谷市議
団として、上記の通り「要
望書」を提出しました。回
答はまだいただいていませ
んが、今後の「市議会報告
会」等で、お知らせ致しま
す。
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松戸に県立児童相談所 新設へ
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日本のコロナ対策

桁ちがいの低さに怒り
千葉県社会福祉審議会担当部会が結論
鎌ケ谷市も管轄内に みわ由美県議の公約実現に前進
３ 月 １６ 日（月）に開かれた

の
今朝の事もう忘れてる婆なれど
野次を飛ばした首相は忘れぬ

守っているの

ネン コさ ん 作

所得 控 除を 洩れ な く 書 い て 住民 税

短歌

↓会の宣伝行動の記
事（赤旗）

申告すませ心安らぐ

法律や憲法を守るべき閣僚が

投稿

千葉県社会福祉審議会児童福
祉専門部門分科会社会擁護検
討部会において、県立児童相
談所の管轄区域の見直し案が
検討され、松戸市と鎌ケ谷市
で一つの県立児童相談所新設
でまとまりました。
2019 年の 県議 選で 松戸 市 か
ら日本共産党公認候補のみわ
由美県議が掲げた公約の実現
へ一歩前進しました。
また、 ２ 月 １０ 日に市民運動
の「松戸に県立児童相談所を
早期に新設する会」が集めた
署名 3042 筆 を森 田健 作知 事 宛
に提出、対応した県児童家庭
課の担当者は「県社会福祉審
議会で２つの児相増設へ意見

が一致した。管轄の見直し案
とも合わせて検討するが、松
戸になるかどうかはわからな
い」と答えていました。
新設する会が陳情した際、
保守党派を含めた ２５ 人の県議
が紹介議員に名を連ねるなど、
運動が広がりを見せていまし
た。
これにより鎌ケ谷も管轄区
域に入ることで、私たちも子
どもの虐待がなく
なるよう、みんな
で力を合わせてま
いりましょう。
（原）

○○情報いろいろ○○
★北総線運賃を考えるシンポジウ
ム
４月５日（日）午後１時半～
白井市文化会館中ホール
講演「北総線 ここが問題だ」
（浅野史生弁護士）その後大討
論「こうすれば運賃を下げられ
る」（講師・参加者・主催者）
主催：北総線運賃を考える実行

3月 16 日、共産党の倉
林 議員は、 新型コロ ナ
ウ イルス対 策で、医 療
体 制、検査 体制の整 備
を 抜本的に 強化する よ
う求めました。
委員会 連絡先間嶋047-492-4537
左の表で も分かる 通
り、コロナ対策予算は、 ★年金者組合千葉県女性部 春の
韓国１兆３７００億円、 集い
台 湾２２０ ０億円で 、
４月１０日（金）午前１０時～
日 本は桁ち がいに低 い
千葉市文化センター・アートホー
ル
１ ５３億円 に過ぎま せ
９時半開場・受付
ん 。来年度 予算を可 決
１０時午前の部 長寿のお祝い
し てしまい ましたが 、
「医療・介護・年金崩壊 その
早 急に組み 直すべき で
ルーツ明治維新を斬る」（講
は ないです か。表の 資
師・本田宏氏）
料は「生活と健康を守る会新聞」
１２時昼食・前進座「踊り」
３月１５日付。（松原記）
１２時４５分 午後の部
支部舞台発表・交流・みんな
検察庁人事への総理大
でうたいましょう
臣の介入を無制限に
１５時閉会
山添拓共産党議員が批判
★日本共産党千葉県委員会事務所
３月１６日、安倍首相は、黒川 建設募金にご協力を
高検検事長を検察庁法に違反する
定年延長を強行しました。安倍氏
に近い人を検事総長に据え「桜を
見る会」での訴追を免れるためと
も言われています。
今度は、検察庁の役職延長につ
いて、検察庁法改定案を上程しま
した。「内閣が定める事由がある
とき」と規定され、堂々と総理の
意向が通るようにしています。山
添氏は、いつでも三権分立に相違
する検察庁人事に介入できるとん
でもない法案だと批判しました。
怒り心頭です。（丸）

当創立 100周年（2022年）完成
をめざして、「地域に開かれた元
気の出る事務所に！」をコンセプ
トに建設する計画です。是非とも
皆さんの建設募金の協力なくして
は実現しません。募金は近くの党
員・当事務所までお知らせ下さい。
県委員会電話043-241-4251

編集部から
本当にアベ政治は、早く辞めて
頂きたい。自分の危ない面から訴
追を免れるために、高検検事長の
定年延長を図るなんて。
原島吉男090-7902-4812

