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９月 ２ ９日 の 千葉 県 議会 本 会議 で 、日 本 共 産 党 の丸
山 慎一 県 議が 代 表質 問 を行 い まし た 。憲 法 や 経 済 、医

か」と重ねて質しました。こ

れにたいして県側は「ハワイ

の事故では安全対策に万全を

期すよう申し入れた」と述べ

るにとどまり、安全とは程遠

オスプレイは事故原因を抱え

るのは国会議員の責任」だと

なりました。

い状況であることが明らかに
これでなぜ安全だと言えるの

初めて発議にまで踏み込み、 たまま飛んでいるのが実態だ。
改憲に突き進んでいます。丸
山慎一県議はこれについて「選
挙で語らず、だまし討ちのよ
うなやり方は民主主義に反す

活保護について四街道市で

参加した方々からは、
「生

対策、⑩北総鉄道の運賃引き

る」と指摘。 森田知事は「様 ていただいたみなさんと懇談

代表質問終了後、傍聴に来

下げの１０項目です。

は、保護を受けている人を脅

増額、④千葉県経済の活性化

も語りませんでしたが、投票

総理は憲法改定について一言

７月の参議院選挙中、安倍

取り上げ、質問を通じて改善

とづいて、それぞれの項目を

なさんの要求や生活実態にも

とにお礼を述べたあと、
「み

述べ、民主主義のあり方につ から傍聴に来ていただいたこ

い運賃の要因になっている不

ていきたい」
、
「北総鉄道の高

問を機に、これからも頑張っ

ないよう県に求める今回の質

もないこと。こうしたことが

窓口に貼りだしたが、とんで

かすような張り紙を市役所の

と公契約条例の制定、⑤地震

日の翌日、
「いかにわが党の

オスプレイについて丸山県 を求めた。そのなかで、どこ

公正な線路使用料について県

丸山慎一県議は、県内各地

対策の強化、⑥憲法にもとづ

案をベースにしながら３分の

議は、木更津基地の定期整備 に問題があるのか明らかにで

民の判断が示されたもの」と

々な課題への対応について国 しました。

療 や道 路 の安 全 など 、 切実 で 多岐 に わた る 県 民 の 願い
を取り上げました。

代表質問では、①安倍総理

による憲法改悪と戦争法につ
いての知事の認識、②オスプ
レイの木更津基地定期整備拠

く生活保護行政のあり方、⑦

２を構築していくか。これが

側は反論できなかった。ゆが

オスプレイでは
安全を確認できず

丸山慎一県議

活動日誌

９・ ▼小室地域を訪
問
９・ ▼県議団会議
９・ ▼県議会本会議
／賃金単価引き上げ千
葉県決起集会参加／船
橋革新懇の宣伝に参加
９・ ▼平和のための
戦争展を見学
９・ ▼職場でのパワ
ハラで相談受ける
９・ ▼船橋市日本共
産党後援会幹事会出席
９・ ▼県議団会議
９・ ▼県議団会議
９・ ～ ▼県議会本
会議
９・ ▼代表質問
・１ ▼えび川 九条の
会の憲法カフェに参加
・２ ▼船橋民 主商工
会の総会であいさつ

・３ ～５▼県 議会本
会議
・３ ▼県議会 議員定
数検討委員会に出席
・６ ▼千葉ニ ュータ
ウン北環状線聞き取り
・７ ▼県議会 商工労
働企業常任委員会
・８ ▼科学的 社会主
義の古典学習会／ふな
ばし港まつりに参加／
渡辺優子市議と芝山後
援会の報告会
・９ ▼しんぶ ん赤旗
囲碁将棋西部地区大会
であいさつ
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地域医療を担う県立医療機関

政治の技術」とまで公言し、 拠点化で森田知事が「安全対 きたこともたくさんあり、こ

んだ使用料のため一部区間で

安倍総理の憲法改
悪への認識を問う

の充実、⑧盤洲干潟の保全と

策」
「騒音対策」
「地元への丁 れ か ら も 連 携 し て 頑 張 り た

点化、③八ッ場ダムの建設費

行徳野鳥観察舎の存続、三番

９月２６日の国会での所信表

いては答弁を避けました。

瀬保全の進め方、⑨歩道整備

北総鉄道が赤字になっている

ことも明かになったので今後

寧な説明」の３点を国に要望 い」とあいさつをしました。
していることを踏まえて、
「そ

い」
、
「東千葉メディカルセン

の取り組みに生かしていきた
に受け入れることは許されな

ターは県立東金病院の撤退に

のどれもがなされていないの
い」と指摘。知事は「要望に

伴って作った病院であり、質

問で県に経営参加を求めたの

経営への責任を持ってもらい

確認している」などと答えま
しかし安全面でも、昨年５

たい」、
「議会での質問と住民

は、その通りだと思う。県に
月のハワイでの墜落死亡事故

次々と出されました。

くことが大事」などの意見が

運動とを連携させて進めてい

ません。丸山県議は、
「いま

されているのに改善されてい

はエアフィルターの欠陥だと

した。

そった対応がなされることを

代表質問終了後、傍聴していただい
た方々と懇談する丸山慎一県議。
＝９月２９日・県議会

明では、
「改定原案を提示す

丸山慎一県議の代表質問を傍聴する
人々。
＝９月２９日・県議会

と信号機設置など道路の安全

森田知事（左端）にたいして代表質
問をおこなう丸山慎一県議。
・＝９月２９日・県議会
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船橋市身体障害者福祉
大会

10

検索
丸 山 慎 一

marusin@mbn.nifty.com
２０１６ 年１０月１６日（月２回発行）
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