日に始

年ぶりに市

水路改修等で約１００億

億円と試算され白紙とな

った経緯があり、本当に

この場所で良いと考える

のか市長の認識を問いま
した。

並木市長は、昨年９月

日に鴻巣・北本・吉見

で 交 わ し た「 基 本 合 意

書」の基づき進めていく
としました。

しました。検討委員会に

一家庭連合＝旧世界基督

書き換えがあっ

いて、公文書の

まった過程にお

この場所に決

検討委員会にゆだねると

は、中部環境保全組合の

す。しかし、所信表明で

めた市民は多いと思いま

員会を設置すると受け止

おり、市独自に第三者委

で検討する」と公約して

た。

されると思うとしまし

っており懸案事項も論議

は専門性のある委員が入

ましたが、検討委員会に

会を設置しないのか質し

す。市独自に第三者委員

教育部長は、関連団体

とについて質しました。

かったか、調査を行うこ

募金・表敬訪問などはな

て、祝電・後援・講演・

連団体との関係につい

が、講師の把握は難しい

とは関係なしとしました

た疑惑がありま
す。 建 設 費 用

らみのない立場で早期解

「ごみ処理問題、しが

です。より良いごみ処理

てこその新ごみ処理施設

市民の皆さんの協力あっ

質しました。

についても調査すべきと

員会だけでなく他の部署

竹田えつ子は、教育委

と答えました。

決！」を選挙公約として

施設にするためにこれか

並木市長は、庁内で調

前市長と何らかわらず
本環境資源組合

いた並木市長ですが、所

らも市民の皆さんと一緒

は、鴻巣行田北
で、土壌整備・

信表明の答弁を聞くかぎ

査を行い、結果について

日（日）

に考え、声を届けていき

７月

り、前市長と何ら変わら

正午の建設候

ていくと答えました。

はホームページで公開し
を多額に使い、分別など

ます。

補地（郷地・
安養寺）

皆さんのご意見・ご要望をお寄せください。要求実現のためご一緒に力を合わせていきましょう！
〒365-0031 鴻巣市ひばり野1-30-18 ☎048-542-7072 FAX048-542-7101 携帯090-2553-5215
ホームページ 公式ウェブサイト http://www.takeda-etsuko.com

市長の所信表明の質疑より
８月

で

竹田えつ子は、新ごみ

円、全体費用は約６１１

新ごみ処理施設建設候補
地は大雨で冠水する後背
湿地（沼地）
で良いか？

ムページに掲載）が行わ
処理施設建設について質

（鴻巣市のホー
れ、９月２日所信表明に
し ま し た。 建 設 候 補 地

竹田えつ子は、前年度

の 決 算 認 定 の 質 疑 で、
市長選挙のマニフェス

教神霊統一協会）
」の関

「統一協会（世界平和統

１４７ミリの雨が降りま

は行政マンが入っていま

市長選挙の公約「第三者
委員会」
は？

人の議員が質疑を
は、後背湿地といわれる

対し
行いました。特に新たな
沼地であり、７月

日〜

ごみ処理施設建設につい

時間に鴻巣では

た。 質 疑 通 告 な し の 為

トで「第三者委員会など

た。

日正午、建設候

ありました。

した。

日の

統一協会（世界平和
統一家庭連合）との
関連団体との調査を

に、市長が議員の質問項

て多くの質問が出まし

１２

補地は冠水していまし

１３

１６

３０

長の所信表明

２０

まった９月議会

９月議会
目を確認する場面が多々

２４

ないと感じました。税金

１３

２０22年9月第２週

No.192

１３

議会報告

こんにちはニュース

１８

くらしのご相談事
いつでもお声かけ
ください 史

日本共産党 の 竹田えつ子 です
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国葬

強行に反対する世論が日をお
岸田政権 による安倍元首相の「国葬」
なにひとつまともな説明
国民にたいして、
うごとに高まつています。
「国葬」が明白に憲法に違反 しているからです。
ができないのは、

ヽ.
Ｎｒ ′
︐

反対

53%

日本其屋寛

「毎 日」8月 20、 21日 調査

「思想・良心 の 自由」
「法 の下 の平等」
一一―
憲法 をふみにじることは許 さねない

「在任期 間最長」というだけで、
「 国葬」なのか。
なぜ、
首相 はまともな説明 ができません。時 の 内閣 の打算
で特定 の 個人を特別扱 いすることは、憲法 14条「法
の下 の平等」に反 します。

「敬意と弔意を国全体であらわす」とは結
首相 が言う
「国民全体」に 弔意 を強要することです。実 際、府
局、
「国葬」当 日の 弔旗掲揚 、葬儀 中 の 黙 とう
省庁 では、
が強要されようとしています。憲法 19条「思想及 び良
絶対許 せません。
心 の 自由」をふみ にじるものであり、

1」 超 ?1
「国葬 」総額 loO億 ==1

国会議決 もなく血税投入
総額 も示さず、
法的根拠 のない「国葬」を「閣議決定」で強行すること

90億 円が使われました。

は、
「人 の支配」に代 える暴挙です。
「 法 の支配」を

物価高騰 とコロナで国民生活 が痛 めつ けられている
なかで、国会 での説明 も議決 もなしに、国民 の血税 を

「儀式」に2.5億 円。警備費 などを入れれ ば 100億 円
「即位 の礼」では警備・接遇費 で
を超 えるとも。実際、

使うことなどまともな政府 のやることではありません。

「安倍政治」ヘ
「森友・カロ
統一協会 との癒着 …。
計・桜」、
安保法制 の強行 、
ばく大な税金使つて強要することなど許されません。
の「敬意」の表明を、
「国葬」
強行 に反対です。
日本共産党は、
2022年 9月 号外
発行●日本共産党 中央委員会
,東者
区1二 駄ケ11:4‐ 26‐ 7 TEL03‐
〒151‐ 8586月 に
;ら

'谷

3403‐ 611l

FAX 03‐ 5474‐ 3358
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