全国各地でオスプレイの飛行訓練が激しさを増
し、住民の不安が広がっています。日本共産党は、
飯能市上空をわが物顔で飛行訓練が行われている
ことを重視し、大久保飯能市長に対して防衛庁及
び米軍に対して飛行中止を要請するよう緊急要請

ぼ完了したことから、オ

イ配備に向けて整備がほ

横田基地は、オスプレ

ンジンナセルのモード切

とも危険だと言われるエ

旋回、夜間飛行訓練、もっ

飯能市上空では、通過、

しました。

スプレイの飛行訓練を頻

り替えが度々確認されて
い ます 。
米軍は危険
なモードの切
り替えは、住
宅街では行わ

pluto.plala.or.jp

オ

組んでの低空飛行が日常

が行われており、編隊を

１３０輸送機の飛行訓練

軍横田基地に所属するＣ

飯能市の上空では、米

いて も同 じで す。

たちの暮らす飯能市にお

限ったことではなく、私

このような危険は沖縄に

墜落し、大破しました。

スプレイが名護市の海に

天間基地所属のＭＶ

昨年末には米海兵隊普

いま す。

飛行せよ」と主張をして

会議において「注意して

トにむけた空中衝突防止

が、米軍は民間パイロッ

の離発着基地があります

＜議員団の連絡先＞
973-2111(市役所456)
Mail jcp-sigi@

的に 行わ れて います 。

を通ることになっていま

トはすべて飯能市の上空
ませ ん。

法状態でいいはずがあり
横田基地に隣接し、飛
行ルート下にある自治体

す。
アメリカ国内では、国

入間市議選！

４人全員が当選

公明党は飯能

市議会の一般質

問で、大久保市

政の支持を早々

と打ち出しまし

た。沢辺市長時

日投票でたたか

われた入間市議選、日本

代には与党として悪政推

３月

を中止するよう、「国と

共産党から立候補した安

として、無法な飛行訓練

高度や環境に配慮が加え

米国に申し入れることを

内法で住民の安全・飛行
られるのに、日本国内で

保市長になってからは道

進の役割を果たし、大久

つら（現）、小出わたる

理のない百条委員会の設

道よし子（現）、吉沢か

（現）、佐藤ただし（新）

強く 要請」 しま した 。
日本共産党演説会が目

置を強行。中学卒業まで

を妨害するなど市政の足

の４候補全員が当選を果

選挙戦は、総選挙の前

を引っ張りつつづけた同

前に迫る中で、国政では
自衛隊の南スーダンＰＫ

哨戦として各政党が候補

じ党とは思えません▼東

医療費無料化で市長提案
Оをめぐる虚偽答弁、

者を擁立し激しい組織戦、

た しま した 。

「共謀罪」の国会上程な

党は自民党と袂を分かち、

京でも都議選を前に公明

日本共産党は得票数で

小池都知事にすり寄って

・

前回比６６４票増やし、

得票率（

「都民ファースト」と選

宣 伝戦 を展 開しま した 。
いま す。
市政では、日本共産党
が提案した「３つの政策」

え子衆院議員や４人の市

こうした問題に梅村さ

党は３人の候補者を立て

党は４人全員当選、民進

補を１人落選させ、公明

他党は自民党が推薦候

でもやるというのではコ

選挙に勝つためにはなん

たことなど棚に上げて、

移転を自公で推進してき

ました。疑惑の豊洲市場

挙協力をすることを決め

議会議員が、国会情勢や

ましたが、１人が落選し

過 去最 高と なりま した 。

市議選の政策や争点など

いよいよ飯能市議選が

しょうか▼飯能でも公明

仕方がないのではないで

日）でたたかわれます。

も医療費無料化」を自ら

党は「中学生までの子ど

日告示（

飯能市党は４人全員当選

の実績として最初に掲げ

忘れ たか のよ うです 。

る」と反対したことなど

どモラルハザードが起き

「軽症患者が受診するな

病気の予防をしなくなる」

と医療費を考えなくなり、

ています。「無料化する

をめざしてたたかいます。

４月

日投票

ウモリ政党といわれても

ま した 。

に期待と関心が高まって

％）でも

ど緊迫した状況が続いて

森友学園をめぐる疑惑、

は事実上の無制限で、無

12

を縦 横に語 りま す。

いま す。

74

090-7000-4481

米軍の資料によれば横
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090-4010-5650

田基地の訓練飛行ルー卜
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090-4389-4439

は９本あり、そのうち埼

16

090-7265-1601

玉、山梨、群馬、栃木、

滝沢おさむ市議

ず基地内で行
うと約束して
いるものです。
また、飯能
市小久保の防
災センターに
は、防災ヘリ、

新井たくみ市議

む
さ
お
沢
滝

み
く
た
井
新

子
し
と
田
山

え
し
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子
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茨城 方 面 を飛 ぶ ６ 本 の ル ー

山田とし子市議
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梅村さえこ衆院議員

とき ３月２６日（日）午後６時開会
会場 飯能市民会館（小ホール）
金子としえ市議

発
行
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繁に 行って いま す。
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飯能市 議会が 問われ ている のは 「Ｎ議 員問題 」
月

は一切禁止」という飯能
市議会の歴史に汚点を残
す、前代未聞の決定を自
公の賛成多数で強行した

だけではあり ません。例えば、 ２０１３年
日 の「新飯 能」には「 百条委が 政党機関 紙報道 を

委 員長》が 「『新飯能 』が百条 委委員会 の報道 は

す る調査特 別委員会（ 百条委員 会）」《 加涌弘 貴

こ ん な決 定を して 恥

い っさいし ないように 報道禁止 を日本共 産党以 外

飯能」の報道をおそれて

をわきまえない自公勢力

の多 数の賛成で決め た」こと への抗議 の見解です 。

道理 ない「 百条委 」

に 問い かけ てい ます 。

「 広域 化」 で国保 税が 大増 税に？

われているようだが、是

者に負担していただいて

は食材費に関しては保護

の規定があり、飯能市で

徒の保護者負担とすると

校給食を受ける児童、生

外の食材費については学

償化については、経費以

策とし給食『無償化』の

て世代に対する応援の施

教育にお金がかかる子育

くという考えに立てば、

あり、社会全体で育てい

子どもたちは社会の宝で

らの飯能市、日本を担う

滝沢議員は、「これか

市町で取組が行

年度決算では、

短期保険証の交付数

は６７１世帯（５・

０％）となっていま

す。

国保の都道府県化

は、医療給付の抑制

や国保税の引き上げ、

徴収強化を市町村に

押しつけるものです。

一般会計からの繰

り入れをしっかり行

い、これ以上保険税を上

げないよう、国、県、市

保険税額）の試算が出さ

標的 にし たも のでし た。

結局この百条委員会は
２０１８年度から、国

れました。現行の国保税

非、飯能市でも取り組む

いる」「しかし、経済的

取り組みをすべきではな

保険税額（一人あたりの

業に必要な費用を市町村

日本共産党は、一世帯

■飯 能さ くら まつ り

日（土）～４月

付する。その際、納付金

保険税を徴収して県に納

振り、市町村は住民から

マー チ

■第

央公 園

９日（日）まで…飯能中

３月

は１００％納入が義務づ

５月

日

納率を上げるために徴収

加者募集が始まっていま

（日）…３月

・

日。

日から参

強化、滞納世帯への差し

す。締め切りは５月

８ ％） いま す。

帯が１，４６１世帯（

いきれず滞納している世

現状でも、高すぎて払

明 らか です 。

押さえ等が強まることは

日（土）・

回飯能新緑ツーデー

けられますから、市の収

に納付金という形で割り

に対して要請を強めるた

当時百条委員会の設置

大山鳴動して鼠一匹も出

民健康保険が都道府県と

の無償化について３月議

よう求めるものです。と

理由で支払うことが困難

いか」。と早期実施を迫

たか いが 必要 です 。

を提案した鳥居誠明議員

ない結果となり幕を閉じ

１万円の引き下げをかか

もともとこの百条委員

から「調査中であり、報

と比較して、飯能市は３

会は、大久保市政の足を

市町村の共同運営（広域

道が市民に誤解を与えて

ることになりましたが、

引っ張るために沢辺市政

げて署名運動に取り組ん

民主主義のルールをわき

り入れをしない額になっ

割以上高くなります。こ

はいけないので、調査が

まえない自公勢力の危険

玉県国保運営協議会が行

て いる ため です。

化） とな りま す。

を支えてきた自公勢力が

終了するまで（報道を）

な体質をさらけ出すこと

われ、市町村ごとの標準

会でも県内の実施状況を

質 しま した 。

な家庭に関しては、就学

りました。

すでに

中山で見つけました…

でい ます 。

無理やり設置したもので、

しないでもらいたい」と

に なり まし た。 （続 く）

示し て質問 しま した 。

教育部参事は、「子育

援助制度を活用して保護

月に、第一回埼

「不正がないのであれば

の発言があり、これを受

和木町で始まった取り組

て支援策として重要な事

者負担の軽減を図ってい

昨年

百条委委員会はただちに

けて「百条委員会の報道

みが、今では全国１６３

と理解している。県内の

きたいと考えています」

国保税は、県が国保事

解散を」と主張する「新

市町村で、全額補助や一

状況も把握しているが、

と答 弁し まし た。

15

滝 沢 おさむ議 員 が 、学 校 給 食 費

部補助などの取組みが行

公立小中学校の給食の無

無 償 化 で市 の見解 を質 す！

われている。県内でも、

28

15

14

滝沢議員は、学校給食

今週見つけた春です

れは、一般会計からの繰

の設置

かと、民主主義のイロハ

をして恥ずかしくないの

見解は「こんな『決定』

ずかしくないのか

掲 載されて います。こ れは「海 外プレゼ ン等に 関

の です 。

20

規 制」と題 する日本共 産党飯能 市委員会 の見解 が

10
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党議員団のホー
ムページのQR
コードです。

１９５１年に山口県、

土筆（つくし）
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