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今年も「オスプレイいらない！」

松原よし子連絡先
電話：047-444‐5730
fax : 047-412‐0430
携帯：090‐3204-4324

集会にさんかしました（詳細は2面）

ご意見ご要望をご遠慮
10 月 1 日（土）薬円台公園にて、
なくお寄せください。

生活のこと。年金のこと。 今年も集会が行われ、今年も参加
子育ての悩みなど、ご遠慮 しました。
鎌ヶ谷市には下総基地があり、
なくお寄せください。
タッチ＆ゴーの練習による騒音が

夜の 8 時頃まで続くことがありま
す。オスプレイの騒音はこの比で

９月会議が終わりました。

る国にオスプレ
イはいりません！
久々に元衆議
院議員斎藤和子
さんにお会いで
きました。 、

はないといいます。憲法 9 条のあ

決算審査特別委員会に出席

日本共産党鎌ケ谷市議団
市政報告会のお知らせ
＜無料法律相談会＞
次回11月４日（金）
13:30～
（30分毎の予約制）
◆会場◆
松原よし子事務所２階
＜場所＞
東初富４‐２２‐１０
（マルエツから、徒歩３分）
東葛総合法律事務所の弁
護士が、ご相談に応じます。

ご予約は、下記まで…
松原 よし子携帯
090-3204－4324
駐車場のご希望がある場合は、
ご予約の際にお伝え下さい。

決算審査特別委員会で反対を表明！
令和 4 年鎌ヶ谷市議会定例
会９月会議が 9 月 27 日に終わ
りました。決算審査特別委
員会も開かれました。。
新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付金
（新型コロナウイルス感染
症緊急経済対策として令和
２年４月７日に閣議決定）
や、その後、「コロナ禍に
おける「原油価格・物価高
騰等総合緊急対策」として
令和４年度コロナ対策予備
費等を活用、上記の臨時交
付金の拡充が行われました
（令和４年４月２８日閣議
決定）これらの補助金を受
け取るためには、各市町村
が「事業の実施計画」を作
成したうえで申請する必要
があります。
鎌ヶ谷市においては、これ
までも子育て支援や中小業
者・農業従事者の経営支援・

生活困窮者のへの支援など
事業計画に力を注いで来た
ことは、高く評価できる部
分だと、私は感じています。
これまで削減され続けて
きた国の補助金が、皮肉な
ことにコロナ禍のもとで戻っ
てきたという感じでしょう
か。その影響もあってか今
回の決算額は過去最高の黒
字になったとの事でした。
しかしながら特に、自主
財源が対前年度比 3.5 ％の増
となっている理由の1つに
「新たな預貯金電子照会サー
ビスを活用した迅速な預貯
金の差し押さえを開始（時
には給与の差し押さえもあ
る）」といった内容が含ま
れていたため、この 1 点にお
いて、今回の決算について
は日本共産党として反対の
意思を表明しました。

日時：2022年10月22日（土）15:30～17:30
会場：中央公民館

学習室４

内容：佐竹知之議員・松原よし子議員からの
報告
皆さんとの意見
交換会
お誘いあわせの上、是非、ご参加
ください。

ය ය

元気に歌っています！ය

コロナ対策を行っているお店や、
屋外で、「ルージュ松原と軽業
師（かるわざし）バンド」とし
て小さな「歌う会」等をやって
います。ご要望があれば…

090-3202＾ 4324 まで、ご連絡く
ださい。
。

ය
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この物価高どうする岸田さん
小池晃参議院議員が代表質問
学校給食費高騰

国の責任で無償化せよと提案

『しんぶん赤 旗 』のご購 読 を お願 い

申し上げます。

◇

『 しん ぶ ん赤 旗 』の 申 し込 み は、 松 原

よし子市議まで。

◇

０９０（３２０４）４３２４

◇

安 倍政 権 時代 の 桜を 見 る会 な ど国 政 の

私物化をスクー

プしたことから、

日本ジャーナリ

スト会議から、

大賞を受賞しま

した。直接日本

共産党中央委員

会に電話する人

が増えています。

（ＹＨ）

（ 会 議中 は すぐ に は出 ら れま せ ん。 折 り

要因がある」には、怒りが
沸き起こってきました。国
民の苦しさに対して「ゼロ
回答」だったからです。
逆に小池氏が「大企業の
内部留保に時限的に課税し、
大企業の労働者の賃上げ促
進と中小企業の労働者の賃
上げ支援に役立てる方策を
提案しました。
それに対して岸田首相は
「内部留保への課税は二重
課税にあたるとの指摘もあ
る」と逃げているばかり。
「国の責任で学校給食無
料化せよ」と迫る
小池氏は、さらに物価高
から学校給食費の値上げが
相次いでいるため、その軽
減や無料化を各自治体が行っ
ているケースもでているこ
返し電話致します）

小池晃氏は、岸田文雄首相
が国民の声を聞いてきたと
言いながら、現在の円安、
物価高騰によって国民の
「生活が苦しくなった」、
業者の「もうやっていけな
い」といった悲鳴を聞こう
ともしないことを批判しま
した。
とくに、岸田首相の所信
表明演説で「円安のメリッ
トを最大限引き出す」との
発言に触れ、首相の耳には
国民の怒り、事業者の原材
料費高騰の苦しみは聞こえ
ないのかと追及。この質問
への岸田首相答弁「物価高
騰の要因については、円安
に加え、ウクライナ情勢等
による国際的な原材料価格
の上昇の影響等さまざまな

とを例に、次は憲法第 26条の
義務教育の無償化に基づい
て国による無償化を迫りま
した。
しかし、 岸田首相は「給食
費は自治体において適切に
判断せよ」と、全くのゼロ
回答。
さらに小池氏は世界 99 ヶ国
で実施されている消費税
（付加価値税）減税を、日
本でも実施すべきと提案を
しましたが、岸田氏は「考
えていない」と理由も示さ
ず事実上無回答でした。
（六輔記）
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★年金フェスタ「年金者一揆」
中央集会を4年ぶりに開催
10月21日（金）12:20～
場所：日比谷野外音楽堂
第１部 オープニング３つの合
唱団競演・
第２部 年金者組合委員長挨拶
全労連挨拶など

14:20パレード出発
鍛冶橋交差点までデモ
主催：全日本年金者組合
どんぐりの独楽で遊んだ 㓜き日 ★武力で平和はつくれない ・第
スベル

28回平和のための戦争展ちば

日本の空にオスプレイいらない！
鎌ケ谷から14人

日時：11月11～13日10:00～19:00
場所：船橋市ギャラリー

（船橋スクエアビル3階）
東京大空襲の絵・星野光世さんの
戦争体験画・千葉市空襲の紙芝居・
沖縄の戦後と基地・久米島の戦争／
集 会 は 、 東京大空襲など資料展示。
主催・「平和のための戦争展ちば」
歌声から賑
や か に 始 ま 実行委員会（事務局・佐倉市臼井田
りました。 12-24 上田美毎方 TEL043-487-1833）
実行委員団体には、鎌ケ谷平和行
その後、木
進実行委員会、船橋市教職員組合、
更津の配備
の現状報告、 船橋革新懇、革新懇市川、子どもと
次いで東京・ 教科書習志野・八千代ネット２１、

薬円台公園で約400人集う

横 田 基 地 周 千葉県AALA 連帯委、千葉県退職教職
辺 の 方 か ら 員の会、国民救援会千葉県本部など）
の 報 告 が あ ★「戦争はバーチャルゲームじゃ
１０月１日（土）船橋市薬円
台公園で、習志野・八千代・船
橋オスプレイいらないネットワー
ク主催のオスプレイの千葉県木
更津配備反対、横田米軍基地へ
の配備、日本のどこにもオスプ
レイいらない集会が開かれまし
た。参加人数は約４００人でし
た。
鎌ケ谷から松原よし子、佐竹
知之両市議、藤代政夫氏ら１４
人が参加しました。

りました。
欠陥機オスプレ イは、米国 で
は街中では飛ばさ ないのに、 日
本では平気で飛行 させるとい う
屈辱的な運用にも 怒り沸騰。 最
後に、薬円台駅ま でパレード が
行われました。
なお、１１月２１日（月）
１２：３０～、 東京都福生 市
多摩川中央公園で 「オスプレ イ
いらない東京集会 」が開かれ ま
す。（原島記）

ない！」伊藤千尋氏の講演会
日時：11月26日14:00～
場所：東部学習センター
ウクライナ戦争が始まって 8 カ月
が過ぎ、戦争の悲惨さを目の当たり
にしています。ジャーナリスト伊藤
千尋さんの平和への思いなどを聞い
てみませんか。参加は自由です。
資料代300円が必要です。
主催：伊藤千尋さんの話を聞く会
（代表・佐藤鋼造

6）

☎047-444-080

