
去る 8月 2 9日に 上記の
「要望書」を提出しておりま

したが、9月29日になって回
答が届きました。今回はそ

の概略をお知らせいたしま

す。

〇厚生労働省の基準に即し
て、保健所が、医療機関の

状況も勘案した上で感染が

広がらないように必要な検

査を的確に行っている。

〇感染者の状況は千葉県が

公表する「報道資料」の提

供を受けて市ホームページ

に掲載している。

〇鎌ケ谷医師会によるＰＣ

Ｒ検査センターの運営を支

援するとともに、習志野保

健康福祉センター（保健所）

と常に連携し、市民の皆様

が少しでも安心して検査が

受けられる体制の整備に協

力している。

＊ここでの「公共施設」は

コミュニティセンター、生

涯学習施設（公民館等）を

中心にお知らせします。

〇利用定員の削減に伴う使

用料又は利用料金の減免は

行っていない。

〇参加者名簿は、公共機関

が濃厚接触者の調査を行う

際に必要なことから利用者

の皆様に提出をお願いして

いる。個人情報は適正に管

理し、調査に必要ない場合

は1か月で廃棄決定し適切に
処分している。

〇持病（基礎疾患）がある

方の利用については、命に

関わることとして施設利用

の注意事項の中で、利用を

ご遠慮いただく旨を記載し

ている、が、施設利用の制

限をするものではないので、

誤解のないよう、周知して

いく。
＊日々、状況が変化しているので

ご利用の際は各施設にご確認くだ

さい。

〇避難所及び自主避難用の

一時滞在施設の解説をはじ

めとして、避難施設に関す

る事や避難所における感染

対策、自宅、親戚、友人宅

への避難の検討などについ

て取りまとめた「避難所等

における感染症への対応に

係る方針」を策定した。

9月26日（土）に、「年金
者組合鎌ケ谷支部」の総会

が開催されました。

今、全国では「年金裁判」

がたたかわれています。

私自身も組合員のひとり

ですが、年々引き下げられ

る年金受給額、そして、年々

引き上げられる支給開始年

すでに、市民の皆様の多く

がご存知のことかもしれま

せんが清水市長が「解散、

総選挙があったら、自民党

から立候補する事を前向き

に考えている」との報道が

ありました。

その後、安倍政権を継承す
る、菅政権が誕生し、解散・

総選挙の時期も不透明とな

りましたが、コロナ禍で市

民の暮らしが大変な中、市

政を投げ出すような発言を

し、しかも、「自民党から

…」という姿勢を私は、許

せません！「市民のいのち・

暮らしを守る」市政・県政・

国政を 実現しましょう！

齢に強い怒りを感じていま

す。そのことについて訴え、

皆様とともに、「これ以上

の改悪を許さないために！」

頑張っていく決意を述べま

した。
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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。

日本共産党松戸・鎌ケ谷地区委員会と鎌ケ谷市議団が提出

「新型コロナウイルス感染の対策を求める要望書」

（第3次）に対して市から回答！

ＰＣＲ検査体制について

避難所の在り方について

「年金者組合総会」に参加！

公共施設の利用について

市長はどこへ行く？ ＜無料法律相談会＞

次回は11月6日（金）

13：30～
（30分毎の予約制）

◆会場◆
鎌ケ谷民主商工会会議室

東葛総合法律事務所の
弁護士が相談に応じます。

毎回、相談が寄せられています。

必ず、下記までご連絡の上

ご予約下さい。
松原よし子携帯

090-3204－4324



１０月９日、日本共産党

の志位和夫委員長は津田沼

駅前で、自身も予定候補者

の一人である衆院南関東比

例ブロックから、政権交代、

共産党躍進のうねりをつく

ることを訴えました。雨天

のなか聴衆から大きな拍手

が起こりました。

志位氏は冒頭「菅

首相について、早く

も危険な姿が浮き彫

りになった」と切り

出し、日本学術会議

への違憲・違法な人

事介入、新型コロナ

危機のもと「自助」

「自己責任」を押し付ける

政治姿勢について厳しく批

判。「私たちは安倍前政権

について『戦後最悪の政権』

と批判してきましたが、菅

政権はそれを上回る強権的、

ファッショ的、冷酷非情な

姿を見せつつあります。こ

の決着は総選挙でつけましょ

う」と呼びかけました。

志位氏は①国際水準に比

べて少なすぎる医師・看護

師数②非正規労働者の雇い

止めの急増③少人数学級の

実現④経営苦に直面する中

小・小規模事業者の困難⑤

異常に遅れたＰＣＲ検査⑥

文化芸術への予算と思想の

貧困⑦ジェンダー不平等の

実態など解決する「七つの

提案」を縦横に語りました。

最後に志位氏は、次の総

選挙で政権交代を実現し、

野党連合政権に挑戦する日

本共産党の決意を表明。

「どうかみなさま方の力を

お貸し下さい」と訴えまし

た。また千葉県選出予定候

補者も挨拶しました。

野党連合政権への本気度

が我々に試されていると感

じました。（六輔）

日本共産党千葉県議団は９月２

日、森田健作知事あてに木更津駐

屯地へ陸上自衛隊オスプレイ２機

の「暫定」配備を強行した問題で、

撤回を求める申し入れ書を提出し

ました。

防衛省が７月１０日、１６日と
続けて２機のオスプレイを配備し

たのに日本中で抗議の声が高まっ

ているなか、みわ由美、加藤英雄

県議団は、①陸上自衛隊オスプレ

イ「暫定配備」と飛行訓練を止め

るよう国に求めること②影響を受

ける地域の住民に対する説明、飛

行訓練の事前公開を国に求めるこ

と③米軍オスプレイ定期整備能力

の拡大を撤回を国に要請せよ-な
どを申し入れました。

その後も９月県議会でもオスプ

レイの配備について、その危険性、

騒音などについても追及しました。

（山）
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連合政権樹立を訴え
今度の総選挙で政権交代へ

志位委員長 菅首相の学術会議介入糾弾

県内の保健師 大幅に増員を

加藤共産党県議 県立高校のブラック校則告発も

日本共産党の加藤英雄県議は９月２９日、９月議会の一

般質問で新型コロナ対策として、「保健所は憲法２５条

に基づく公衆衛生の要だ。県独自で保健師や正規職員を

大幅に増やし、廃止した検査課や保健所の復活など充実

強化に全力をあげるべきだ」と強調しました。

加瀬博夫健康福祉部長は「臨時職員や応援職員を配置

し、必要な整備をはかってきた」と論点をそらした答弁。

また、県立高校の生徒の人権尊重から逸脱した”ブラッ

ク校則”指導を止めて、生徒の意見、要求を入れた校則

見直しなどを要求しました。これは高校生の間では広く

話題になったそうです。（原）

★秋の県政学習会

日時：11月7日14:00開会

場所:松戸市市民会館301号室

松戸選出の3議員が話します。

千葉県は、財政力は常にトップ

クラス（全県中4位）で、多様

な施策に期待が持たれています。

参加議員は、松戸選出のみわ由

美（日本共産党）、安藤じゅん

子（立憲民主党）、松戸たかま

さ（国民民主党）の各氏です。

プログラムは、三県議の発言の

あと、会場からの発言、その後

再度三 県議から再発言、まと

めとなっ ております。

主催者：松戸革新懇 松戸市上

本郷4608 松戸民商気付

連絡先：室谷 090-5586-0367

資料代：３００円

★市立郷土資料館セミナー「東葛

地域の近世」

江戸時代の東葛地域や小金牧な

ど近世史探究講座です。

第1回 11月８日14:00～16:00
（資料からみる御鹿狩）

第２回 11月22日（近世後期の

鎌ケ谷の教育）

第３回 １２月１０日（流山の

中野牧資料から）

第４回 １２月１７日（東葛地

域の「小金牧について」）

第５回 １２月２４日（船橋の

資料から浮かび上がる鎌ケ谷の

近世） 申込は資料館４４５－

１０３０へ１０月３１日まで。

★核兵器禁止条約発効まで後

三カ国

１０月１４日付「UNジャーナル」

（国連の公式誌）に南太平洋のツ

バルが批准書を国連に寄託しま

した。日本が批准しないなか、

着々と発効へ近づいています。

○○情報いろいろ○○

『しんぶん赤旗』を是非ご購

読下さい。

読んでみれば、役に立つ記事、

コロナの問題での解説、政府への

要求などが満載です。また芸術・

演劇・音

楽などの

分野で活

躍する方

のインタ

ビューで

は、あの

人の思いはこうだったのねなど様々

な発見があると思います。

申し込みは、松原よし子市

議まで。090-3204-4324（会議中

はすぐには出られませんが）

オスプレイの木更津への

暫定配備を撤回せよ

共産党県議団が森田県知事に

陸自購入するオスプレイV２２

機１７機で推定３０億㌦約３６

００億円で、社会保障費年総額

３９００億円に迫る金額。


