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松原よし子連絡先

無料法律相談に３名

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。

「コロナウイルス」ではありませんでしたが…高熱と痛みでダウン→
1日から7日まで自宅療養後6日間入院！
6月議会はほとんど出席できず、大反省です！！

新型コ ロナ ウイル ス禍で 売り 上げ

が２分の １に なって も、持 続化 給付

金が行き 届い ておら ず、全 商連 加盟

の中小業 者な どによ る抗議 行動 が６

月１０日 、東 京・霞 ヶ関の 経産 省前

で行われました（写真右）。

特に給 付の 遅れが 経産省 と電 通が

癒着の疑 惑に 原因が あるの では ない

か。また 、委 託した サービ スデ ザイ

ン推進協 議会 （電通 も出資 ）が 再委

託を電通などに丸投げしたことにも、

怒りがわき上がっておりました。

全労連 の野 村幸裕 事務局 長は 、中

れどころではありません！ C Ｔ、
レ ントゲン など の 検 査 の 結 果 、
「腎盂腎炎」との診断で、あえな
く入院となってしまいました。
それにしても、ご地域の皆様か
らの付託を受けた議員が、最も大

小企業を 一刻 も早く 暮らし と命 のた

結局、 8 日の月曜日に再受診→入
院となってしまいました。 8 日は
一般質問の発言通告締め切り日で、
そのことが頭をよぎりましたがそ

次回の「無料法律相談会」

まで、ご連絡ください。

持続化給付金の支給を早く
めに支援しようと訴えました。

まされ1度は自宅に戻りました。
それから数日…熱は下がらず…

正面は相談を真剣に聞いて下さる弁護士さん
は 7月3日（金曜日）
13：30～
会 場 は、 鎌 ケ 谷民 主 商 工
会 会 議室 （ 前 回と 同 じ ）
です。
「 予 約制 」 と なり ま す の
で、ご希望の方は
松原よし子
（携帯：090-3204－4324）

切な発言の場である「議会」を欠
の朝から、ぞくぞくする寒気と背 席せざるを得なくなったことが、
中の激痛に「なんだ？これは？」 本当に残念で、皆様に対して申し
と、一抹の不安を抱えながら、熱 訳ない思いでいっぱいです。一般
を測ったところなんと8度5分越え！ 質問も出来ず本当に申し訳ありま
それから、自宅で様子を見ていま せんでした。
したが、一向に状態は改善されず、
今後は、健康管理に努めあらた
ふらふらしながら「発熱外来」へ。 めて頑張っていき決意です。
「コロナなら、あと数日で急激に
なんと、入院直前に届いた「ア
悪くなるでしょうが、全体的な状 ベノマスク」に、あらためて怒り
態からは、おそらく違うでしょう。 で熱が上がりそうでした。

6月議会を直前に控えた 6 月 1 日

どちらにしても、 6 月議会の出席
は難しいでしょうね。あきらめる
ことも、大切な時がありますよ」
と、受診した時のお医者さんに励

党市議団と民商合同

全商連など要求行動

６月５日鎌ケ谷民商事務所で、
東葛総合法律事務所と連携して、
相談を受けました。
３名の相談を聞きに来られた
方も、すぐその場で解決できる
問題ではありませんでした。し
かし必要な場合には法律事務所
に来てもらうことも含めてほっ
とした表情の方もおりました。

うちのトマトちゃん日記①
「外出自粛」が続いたある日、
ご近所の方に教えていただきなが
ら、プランターにプチトマトの苗
を植えてみました。実は、去年は
一粒もならずに終わってしまった
のでした。
この写真ではわかりにくいかも
しれませんが、今年は、何粒か身
を付けてくれました！
赤く実ってくれますように…
トマトといえば小さい頃「医者
いらず」というくらい体にいいか
らたくさん食べな」と祖母に言わ
れたことを思い出します。
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憲法共同センター行動再スタート

憲法を守り安倍政治を辞めさせよう
全労連や全日本民医連など
でつくる憲法共同センター
は6月9日、コロナ禍でしば
らくぶりに「９の日」行動
を行いました。東京・新宿
駅前では安倍改憲発議策動
に否を唱える全国緊急署名
を呼びかけました。主催者
代表は「いまするべきは改

憲ではなく、憲法にもとづ
いた新型コロナ対策です」
と訴えました。
各団体の代表や日本共産
党の本村伸子衆院議員が訴
え。次いで全国革新懇の五
十嵐仁代表世話人は、コロ
ナ禍で改めて日本国憲法の
重要性が明らかになってお
り「憲法を変えるのではな
く、政治を変えることこそ
が必要です」と述べました。
全労連の小田川義和議長
は、政府の第２次補正予算
案について「１０兆円とい
う予備費は異常。安倍政権
は憲法に従った政治をする

コロナ禍でも･････････

大企業の内部留保488兆円
国民の苦難救うために使え
2020年1-3月の法人企業統計（内閣府・財務省発表）によ
ると、大企業の内部留保額は、コロナ禍で国民が苦しみ、
非正規労働者が解雇されるという状況下、増え続けて遂に
488兆円になった。第2次安倍政権が発足する直前の2012年1-3
月の内部留保281兆円から、1.5倍となる膨張ぶり。
同期間の正規労働者1人当たりの賃金はほぼ横ばいです。
大企業の売り上げが伸びない中、賃金を抑え、また国内投
資も消極的で、お金の使い道がなく余剰利益だけ膨らむと
いう構図です。
コロナ禍で景気はさらに落ち込むと予想され、 5 月末で
予想される解雇者は1万7000人に迫るとされています。余剰
なお金があるのなら、労働者に回して、消費を喚起すべき
ではないですか。（原）

鎌ケ谷市議会
6月議会スケジュール
６月１１ 日（木） 開議（開
会）
６月１９日（金） 一般質問
６月２２～２４日 一般質問
６月２６日（金） 散会（閉
会）
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＊ではないか。
常習賭博は明らかな犯罪
です。このため、市民団体
「安倍首相による検察支配

を許さない実行委員会」は
６月２日、黒川氏に対する
告発状を東京地検に提出し
ました。
（丸）

志位和夫委員長質問に反響
「持続化給付金は、まず給付を先行すべし」

べきです」と話しました。
聞いていた女性は「安倍政
権の暴走を止めないと戦争
するのではないかと心配で
す」と言い、と署名してい
ました。
（輔）

新型コロナウィルス感染対
策で政府は第２次補正予算
を制定しました。しかし、
全国民への給付金、雇用調
整助成金、持続化給付金な
どが必要とする人・事業者
に届かない状況が続いてい
ます。
共産党の志位和夫委員長
は、「政府は性善説に立っ
て、困っているところには、
現金給付をすぐやるべきで
は
ないか」と鋭く追及。聞
前東京高検検事長の黒川弘
務氏は、せっかく安倍晋三 いている自営業者を含めた
さんが検事総長まで出世さ 中小企業者は「本当にその
せようと思って、検察庁法 通りだ、お金がなければ、
違反の定年延長させたにも 事業を畳むしかない。従業
か か わ ら ず 、 常 習 的 な 麻 雀 員の賃金も出せない」といっ
賭博が発覚し、自ら辞職。
て、党本部へ電話が何件も
東京高検検事長といえば、 あったそうです。 （YH)
検察庁ナンバー２の人です。
これが常習賭博罪を犯して
いたのですから。しかも黒
川弘務氏の処分が「訓告」
で、退職金が５９００万円
も支給される。許せない＊

市民団体が黒川前検事長
を常習賭博罪で告発

皆さん、共産党の「しんぶん
赤旗」を是非ご購読下さい。与党
や政権内の不正や私物化をスクー
プするほか、野党共闘の新聞と言
われるようになっています。
申込みは、松戸鎌ケ谷地区委
員会047-349-1544へ

持続化給付金
業務委託問題で疑惑
政府は、持続化給付金
（小規模事業者の事業継続
のために給付金）の事務実
行を電通の出資団体「一般
社団法人・サービスデザイ
ン推進協議会」に委託した
が、入札前に同協議会と経
産省が何度も会っているな
ど不正があったとの疑いが
もたれています。
同協議会は、受注した委
託業務を電通などに丸投げ
再委託していました。しか
も同協議会の事務所ドアが
開かず「リモートワーク中」
の貼り紙があった。
自分では委託業務を全く
行っていないと疑われ、そ
の上、丸投げというやり方
は禁止されていたはずです
が、再委託先からのピンハ
ネ分がそのまま手に入ると
いうものです。
こんなことが許されてい
いわけありません。梶山弘
志経産相ほか大慌てですが、
共産党は曖昧な終わり方は
許しません。（六）

