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で当選
（4期）
、党県議団長 ▶豊四季台団地在住

虐待の悲劇繰り返すな
県議会で警鐘鳴らした加藤県議
1月に野田市で10 歳の女の子が親の虐待で死亡、8 年前には柏市内で 2 歳の男
の子が育児放棄によって餓死する事件が起きています。

背景にあるのは県の貧弱な福祉予算です。児童福祉費は全国で下から3 番目の

45 位。10 年来、全国最低クラスに落ち込んだままです。

児童相談所への相談は過去最高となり、専門職員が抱える案件も急増。かつて

50 万人に1カ所程度の児相の設置が望ましいとされていたのに、柏児相の管
轄人口は130 万人を超えるまでに。これで、地域に密着したきめ細かな援助が

できるでしょうか。

加藤県議は昨年、児相を調査し、児童相談所の増設と専門職員の大幅増員を求

めています。

交差点改良、信号機設置を急いで
安心・安全の千葉県に
昨年 11 月にスーパーがオープンした旭町 8
丁目、豊四季台 3 丁目交差点。車も横断者

も急増し、
4カ月で4件の人身事故が発生。
「信

号機がぜひ欲しい」という地域の声を受け、
加藤県議は信号機設置を県警に要請してい

ます。

緑町ふるさと会館前の変則交差点。通学路に

なっており、朝は歩行者、自転車、車が殺到

し重大事故も発生。加藤県議は交差点の改良と安全対策、信号機の設置などを
県警に要請しています。

▶ 2019 年度 年間 30 基の信号機設置予算の大幅増額
▶ 通学路、生活道路の整備を最優先で

安倍政権退陣を
消費税 10% 増税中止を

1989 年以降、消費税収の累計は 372 兆円、一方、法人税減
税は 291兆円。消費税は事実上大企業減税の穴埋めに消えた
計算です。福祉に使われているとは言えません。

9 条改憲、日米演習はゆるしません

習志野演習場で陸自第一空てい団
（パラシュート部隊）と米軍
の合同演習が行われ、より実戦的な訓練となっています。日本
共産党は、9 条を踏みにじり、海外での武力行使に道をひらく
危険な動きは見過ごしません。

加藤英雄さんと一緒に住みよい柏市をめざします
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ウソ と隠 ぺい、消費税

暮らし・福祉 の仕事 にまい進 する千葉県へ！

％ 、９条改憲 安倍強権政治 を終 わらせ
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暴走する安倍自公政治から、県民の命を守り、子育て、
老後、雇用を応援する県政めざします。

県民の声を県政に

住民が主人公を貫く

請願件数の

76%

日本共産党

前回 4 議席から 5 議席に前進。毎議会で代表質問が
でき、本会議質問は 180 分から 270 分に 1.5 倍にな
りました。8 議席になれば議案が提案でき、さらに
パワーアップします。請願件数の 76%、請願人数の
95% は日本共産党の紹介です。

請願人数の

95%

県政のゆがみを大本からただす

企業献金・政党助成金を
受け取らない 日本共産党
財界の要望優先

浪費型の巨大開発がやまない千葉県政

圏央道、北千葉道路など巨大道路建設につぎ込むお金は 3500 億円。1 兆円
規模の第二湾岸道路の復活を狙っています。水余り、洪水対策に効果がな
い八ッ場ダムの県負担は 464 億円です。

北千葉道路建設予定地を視察

千葉県の財政力は全国 4 位

出典 総務省
「統計でみる都道府県のすがた 2018」

県民 1 人あたりの福祉の予算は軒並み 最下位クラス

（人口1人あたり）

社会福祉費 46 位

（人口1人あたり）

教育費

45 位

（人口1人あたり）

（人口10万人あたり）

医師数

45 位

（人口1人あたり）

（人口10万人あたり）

看護師・准看護師数

45 位

老人福祉費 47 位

児童福祉費 45 位
提案しました

県予算 0.8%のチェンジ

県予算1兆 7608 億円のうち、143 億円
（0.8%）
の使い方をきりかえれば…

県が中学 3 年まで通院助成
（全市町村で高校 3 年まで医療費助成が可能に）

31 億円

独居、高齢者世帯の入所待ち解消へ特養ホーム増設 56 億円
小学 4 年と中学 2 年で 35 人学級

7.5 億円

「ひとり親家庭」未就学児の国保料軽減、
私立高校施設整備費の減免、精神障害者への医療費助成など

県民と力をあわせてうごかす

県費で県立高校（普通教室）に
エアコン設置
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年越しの
ねばり強いとりくみで 実現
県

「換気、体操服への着替え、

給水タイム」を指導
汗 だくの授業、教室の温

日本
度は 34 度の実態を突きつ
共産党 け、繰り返し迫る

野党共闘に
がんばります

悲劇を繰り返さない

虐待から子どもの命を守る

県の児童相談所が関わっていながら、
なぜ「虐
待死」が繰り返されるのか、日本共産党は 2
月4日、知事に緊急申し入れをしました。
● 県の虐待対応マニュアルを現場で生かす

浅野 ふみ子

● 関係機関の情報共有など連携強化

● 児童相談所の増設、
職員の増員、
十分な研修

立憲
民主党

公明党

民主
の会

自民党

しいば かずゆき

共産党

賛成は〇印 反対は●印
（2019 年 2 月県議会）
消費税率 10% 引き上げ反対意見書

〇

●

●

●

●

9 条改憲反対意見書

〇

●

●

●

〇

沖縄辺野古新基地建設即時中止意見書

〇

●

●

●

〇

