住宅街にカメラ1000台の異常事態

防犯と監視社会を考えよう
９月議会に「市民参加型防犯カメラ」が提案されました。これは希望する個人宅の軒
先に、公道に向けてビデオカメラを設置、２４時間３６５日録画したデータを市が一括管理
するものです。市は「防犯のため」と説明しますが…。

肖像権と
論点１ プライバシー 憲法13条がアブナイ
何人もその「承諾」なく、その容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。
（1969.12.24/最高裁大法廷）
この判決は、憲法第13条の肖像権を認めた「大原則」とされています。その
後の裁判で、
「承諾」を必要としない「例外」がいくつか認められてきました。
①
「現行犯や、犯罪発生の直後で必要性・緊急性がある場合」
②
「その場所で犯罪が発生する相当高度の蓋然性（がいぜんせい）がある
場合」には、犯罪発生前からの撮影が許される。
（1988.4.1/東京高裁）
③
「公道に面する容疑者宅の玄関ドアのみを撮影するなど、プライバシー
侵害を最小限にした場合」
（2005.6.2/東京地裁）
例外②の「蓋然性」とは「確実性」のことで、
「犯罪発生の確実性が相当高
い場所」で、犯罪発生前から撮影を認めた判例です。
歌舞伎町や渋谷に監視カメラを設置している警視庁のホームページには「犯
罪が発生するがい然性の極めて高い繁華街等に･･･防犯カメラを設置」と書い
てあり、判例の通りです。
「犯罪予防の段階で無制限に録画を許すのは、肖像権を保障した意味がな
くなる。特別の事情がない限り、犯罪予防目的での録画は許されない」
（1994.4.27/大阪地裁：西成カメラ撤去事件）
現行犯ではなく、犯罪が発生する可能性が極めて高い場所でもなく、撮影対
象を限定もしない録画を認めた判例はひとつもありません。
住宅街に1000台のカメラ･･･まさに異常事態です。

論点2

個人情報保護の理念はどこへ？

これは、捜査機関が捜査に名を借りて権限を濫用し、不当に人権を侵害する
ことを予防するための規定です。

住民投票条例案に
修正案を提案
今議会、常設型の「住民投票条例案」が提案され
ました。
日本共産党松戸市議団は、これまで議会質問でも
住民投票制度を提案するなど、基本的には賛成の立
場です。
その上で、今回の条例案に対して次の①〜④の
「修正案」を提案しました。
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捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求
めることができる。
（刑事訴訟法197条2項）
市は「この規定により令状は必要ない」と説明します。しかし、この規定に
そって警察が発行する「捜査関係事項照会書」の提出すら求めず、まして犯罪
が発生した場所以外の映像DVDまで提供する対応は令状主義に反します。
他市（船橋・市川・柏など）では当然に「照会書」の提出を求め、個人情報
保護の観点から警察への報告を拒否する事例も増えています。

論点3 犯罪は増加？カメラの効果は？
犯罪が増加した、というイメージ
が先行しがちですが、実際は市民ぐ
るみの防犯活動により、犯罪件数は
大きく減少しています。
全国で430万台が設置されている
監視カメラ大国のイギリスでは、日
本より研究が進んでいます。
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「監視カメラは多額の費用がかかるの
に効果はほとんどない。膨大なプライ
バシー侵害を引き起こす反面，安全に
関してはほとんど改善をもたらさない」
（2009.8.24/イギリスBBCニュース）

警察への映像提供

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けるこ
とのない権利は…中略…令状がなければ、侵されない。
（憲法第35条）

ホームページ

裁判所が発行した「捜索令状」がなければ、警察といえど勝手な捜索や証拠
の押収はできない「令状主義」という考え方です。
松戸駅などに設置されている防犯カメラについて、警察から映像データの閲
覧や提供を求められた場合、警察は松戸市に「画像利用申請書」を提出すれば
よく、
「捜索令状」がなくても警察に市民の情報が提供されています。

他市では、商店会などにカメラ補助
金を出す方式がとられ、警察へのデータ提供は各団体が自主的に判断していま
す。市がデータを一括管理して、警察に提供する方式は「全国初」です。
「市民参加型防犯カメラ」は松戸警察からの提案です。市民の税金を使い、
個人情報やプライバシーの侵害、憲法違反のリスクまで警察のかわりに松戸市
が背負い込む制度…全市民的な議論が必要です。

①投票資格者（条例第3条）
（原案）20歳以上の日本国籍を持つ市民
（修正）18歳以上の永住外国人を含む市民
投票資格者
住民投票制度
を 持 つ 3 9 自 16歳 18歳 外国人含む
治体のうち
3
23
25

②請求・発議要件（条例第5・6条）
（原案）
第5条 議員定数の1/10以上の議員が提案
し、過半数の賛成がある場合
第6条 市長が発議した場合
（修正）
第5条 議員定数の1/12以上･･･
第6条 市長の発議（ただし議会と協議し、
2/3以上の反対がない場合に限る）

③投票結果の尊重（条例第25条）
（原案）投票率にかかわらず、市（市長・議
会・市民）は尊重する義務を負う
（修正）直近の市長選・市議選の投票率を
超えた場合、市は尊重する義務を
負う
（開票は投票率にかかわらず実施）
④投票運動（条例第27条）

（原案）公職選挙と同日投票の場合、選挙
期間中の投票運動は禁止
（修正）選挙期間中でも、公職選挙法に違
反しない限り投票運動は自由

修正案は否決されましたが、原案も「継続審査」
となりました。12月議会で再度審査されることにな
ります。

近隣市の中でも高い
国保料の引き下げを

緊急提案！
学校の教室にクーラー設置を

浄化槽の再利用をすすめ 子どもの権利条約が示す
豪雨や災害への対策を
「子どもが豊かに育つ権利」は…検証! !

馬橋弁天歩道橋下に
信号と横断歩道を！
松戸市の国保料は、県内36市のな
かで12番目に高く、東葛６市では２
番目に高い国保料となっています。
一方、滞納者に対する「制裁措置」
とも言える資格証明書の交付数は県
内トップの1,476件となっています。
私は、一般会計からの繰り入れを
いとう
余一郎
伊藤 よいちろう 増やし、積み立てられた約45億円の
建設経済常任委員
基金を取り崩し、国保料の引き下げ
を実施すべきだと強く求めました。
病院窓口で全額自己負担を求められる資格証明書の発行
も中止するよう求めました。

議会では「教室にクーラー設置
を求める請願」が共産党以外の反
対で連続して否決されています。
日本共産党の提案で７月から始
まった学校の気温調査では、教室
や職員室で35℃が数日、最高で37
宇津野
ふみゆき
℃を記録しました。質問では、ク
うつの 史行
ーラー設置は「安全性」の観点か
教育環境常任委員
らも急務と指摘、市は「2016年か
らのクーラー設置計画の前倒しも検討した」と答弁しました。
９月、体育館に冷風機が設置されました。早期のクーラ
ー設置に頑張ります。

下水道が整備され、不要にな
った浄化槽を雨水タンクに転用
する工事費への補助を行う考え
はないか質問。
いまだ市街化区域の17.5％が
下水道未整備で残されており、
工事に伴って毎年1000基前後の
たかぎ
けん
高木 健
浄化槽が廃棄され続けている状
総務財務常任委員
況です。浄化槽を活用する事で、
雨水流出抑制能力は２〜３倍にアップ。エコ、非常
時の水確保というだけにとどまらず、水害対策、街
づくりの面からも重要な意味を持っていると指摘し、
補助制度の導入を求めました。

国道６号八ヶ崎交差点から
馬橋駅入り口交差点の間にあ
るこの歩道橋は、スロープも
なく急な階段のため足の悪い
人やベビーカーでは利用でき
ません。そのため歩道橋を使
わないで車が走っている国道
やまぐち
まさこ
を横断して事故多発地点と
山口 正子
健康福祉常任委員
なっています。
住民の安全を守るために信
号と横断歩道設置の求めに対して、国・県・市も事
故多発地点と認識しており、東松戸警察を通じて県
に要請を行うと答弁しました。

積極的に提案

﹁第三セクター等改革推進債﹂を活用し︑
土地開発公社の
﹁塩漬け土地﹂
の解消を
松戸市が学校建設などの公共事業を計画す ﹁三セク債は最終的には有効な手段である﹂
る場合︑土地開発公社︵以下︑公社︶による
としながらも﹁８月の報道では︑三セク債を
事業用地の﹁先行取得﹂がおこなわれます︒ ２年延長する方針が出されている﹂
﹁その期
バブル時代︑土地が値上がりする前に﹁先
間を活用し︑市民に理解を求める努力を尽く
行取得﹂することは有効な手段でしたが︑現
すべき﹂と指摘︑９月 日の総務財務常任委
員会で反対しました︒
在はほとんど活用されていません︒
＊
総務省﹁あり 方研究会﹂を傍聴 ―
―
公社が金融機関からお金を借りて﹁先行取
９ 月 日︑党 市 議 団 は 総 務 省 が 開 催 し た
得﹂したものの︑長期間事業化されていない
﹁塩漬けの土地﹂が全国的に問題となってお ﹁第 三 セ ク タ ー 等 改 革 進 債 の あ り 方 研 究 会﹂
を傍聴しました︒
り︑松戸市でも毎年１億円の利息を払い続け
研究会では︑
﹁期間は延長しないことが妥
ている状態です︒
当﹂
﹁何らかの事情で間に合わなかった自治
こうした問題の解決のため国は﹁第三セク
体のみ特例的に認める﹂という﹁中間まとめ﹂
ター等改革推進債﹂
︵以下︑三セク債︶を今
が示されました︒
年度末までという５年間の期限付きで発行し
日本共産党は︑この﹁中間まとめ﹂を見る
ています︒この制度は︑公社が﹁先行取得﹂
限り︑延長期間に松戸市が含まれる可能性は
のため金融機関から借りたお金を︑三セク債
低く︑確実に三セク債の対象となる今年度中
︵国からの借金︶に借り換えるもので︑利息
に活用すべきと判断し︑翌 日の建設経済常
が安くなります︒
一方で︑三セク債は 年間で返済するため︑ 任委員会では賛成に回りました︒
またその審査の中で︑
﹁９月議会がギリギ
毎年約８億円の返済が必要なことや︑土地の
リ﹂ではなく︑
﹁ 月末﹂まで時間があるこ
購入価格と現在の
とを明らかにしました︒
価格の差に諸経費
その上で︑
﹁ 月 日の広報まつどや︑市
︵利 息 な ど︶を 加
政懇談会などで
えた︑約 億円の
説明責任を果た
債権放棄︵市民の
し︑ 月 末 に で
財産を放棄︶をす
も臨時議会を開
ることなど︑市民
いて再度提案す
の理解と協力が必
べ き﹂と 提 案 し
要です︒
ました︒
＊
最 終 日 で は︑
市は﹁三セク債
の 期 限 が せ ま り︑ 詳 細 な 賛 成 討 論
もおこないまし
９月議会がギリギ
リである﹂として︑ たが︑自民・保守・
み ん な・公 明 党
突如この三セク債
の反対で否決と
を提案しました︒
なりました︒
日本共産党は
公園事業代替地（中和倉）

2億8300万円

6800万円

河川事業代替地（春雨橋）

12億3400万円

1億1800万円

8億9400万円

9300万円

18億3100万円

8億4900万円

まちづくり用地（旧66街区） 21億6300万円

13億7500万円

戸定フォーラム建設用地

3億5900万円

28億6200万円

50

17

12

18

新松戸北小・北中学校の跡地を売却し︑新

の継続費が１１９億２９２７万円であったも

この増額の理由は︑労務単価が ％以上増

計は約１３６億５４５６万円としました︒

17

額されること︑資材の高騰による増額をせざ
るを得ないという理由で増額されたものです︒

この増額補正は早く︑安

建設・指定管理まで一括して企業体に任せる

くという市長の病院建設の

党市議団は︑元請け業者だけでなく︑下請

選考の不透明性︑完成後の施設が︑営利団体

理念から外れるものです︒

﹁プロポーザル﹂という形式で提案されまし

によるミニコンビニやカルチャースクールの

しかし︑よりよい新病院

け業者にも労務単価の引き上げ分が賃金に反

ような計画になっていること︑市民の声が活

た︒
﹁契約後に新たな声が反映されにくくな

かされていないことなどを指摘︒
﹁そもそも

建設を求める立場から︑必

映されるようにすべきだと強く求めました︒

売却すべきではないうえ︑計画そのものに認

人の計６人で︑子ども 人をみるというもの

諭・その他︶３人に加え︑無資格の補助者３

歳児までを家庭的保育者︵保育士・幼稚園教

グループ型小規模保育室とは︑０歳から２

所ずつ計８カ所を整備する計画です︒

15
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論
﹁
の
意見書①②は公明党︑
③は全国市議会議長
からの提案です︒
①﹁若 い 世 代 が 安 心 し て 就 労 で き る 環 境 の
整備を求める意見書﹂ …
﹁雇用維持型か
ら就労移動支援型への政策転換﹂で限定
正社員の拡大を求めていると指摘︒
②﹁大 規 模 地 震 災 害 対 策 の 促 進 を 求 め る 意
見書﹂ …
﹁防災・減災に資する国土強靭
化基本法﹂による大型公共事業バラマキ
の拡大を求めたものであると指摘︒
③﹁地方税財源の充実確保を求める意見書﹂
﹁地方が国に消費税増税を迫る項目が
…
含まれている﹂と指摘︒

しかし︑こうした矛盾点が明らかにされな

一方で日本共産党が提出した︑
﹁ブラック

来年４月には３００人以上の待機児が予想さ

企業の一掃﹂
︑
﹁憲法 条に基づく社会保障の

がらも︑自民・保守︑みんな︑公明党らの多
いえません︒当局も﹁待機児解消の基本は認

拡充﹂
︑
﹁消費税増税の中止﹂
︑それぞれ求め

れています︒グループ型の増設で︑定員が１

可保育所の増設である﹂と答弁しています︒

た３本の意見書に対して︑市民の声に背を向

数の賛成で可決されました︒

市は以前保育ママによる事故があったこと

け︑自民・保守︑みんな︑公明党らが反対し
ました︒

から小規模保育室は中止していました︒答弁
きと求めました︒

通りに︑認可保育所増設に手立てを尽くすべ

２０人増となるものの︑十分な保育環境とは

この８月︑入所待ちの子どもは８６２人︑

の認可保育所を探さなければなりません︒

当然園庭もありません︒また︑３歳からは別

です︒面積は国基準の最低値を満たせばよく︑

15

えないとして賛成しました︒

要な事業費の増額はやむを

新たに来年４月に２歳児までの認可保育所

育室 人規模のものを来年１月と４月に４カ

人規模のものを一カ所︑グループ型小規模保

40

の待機児解消加速化プランに合わせて︑市は

保育所の増設は︑今年度と来年度だけの国

グループ型小規模保育室急増
より認可保育所の増設を！

めがたい内容が多い﹂と訴え︑反対しました︒

るのではないか﹂等といった問題や︑事業者

この計画は︑デザイン・解体・売却・設計・

却するための議案が提出されました︒

10

建設費用を捻出するために跡地の約半分を売

のを 億２５２９万５千円増額し︑事業費合

九月議会では︑新病院事業に関する事業費

新病院建設費の増額に賛成

10

たな公共施設を作る計画︒校舎等を解体し︑

住民
民の
の求
求め
めに
に応
応え
えた
た施
施設
設を
を
住

総務省の「あり方研究会」の様子

10

10

10

4億7700万円

合

計

67億9700万円

まちづくり用地（旧65街区）

新松
松戸
戸学
学校
校跡
跡地
地︑
︑
不透
透明
明な
な計
計画
画や
やめ
め
新
不

矢切駅前整備用地

再評価額

用地費

事業名称

○詰め込みと保育所への企業参入はやめよ
○70歳以上の医療費の新たな減免制度を

○新京成駅無人化について ○家庭ごみの有料化計画は撤回を
○「小間切れ開発」の規制で水害に強いまちづくりを
○甲状腺エコー検査の実施を ○参院選での選挙違反について

○市の節電の取り組みの効果は ○市営住宅のバリアフリー化を
○若者就労支援事業の充実を
○市内産業の活性化への支援を

○市長の政治姿勢を問う(一連の社会保障大改悪や憲法改
悪について)
○公契約条例の制定を○市立病院の民営化はすべきでない

子どもの権利条約が示す「子ど
もが豊かに育つ権利」に照らして、
松戸市の児童館が１か所、子ども
館２か所、青少年会館２か所。ま
た学校教育での芸術鑑賞が「中学
校３年間で一度のオーケストラ鑑
たかはし
妙子
賞、小学校は各学校の自主性に」
高橋 たえ子
という本市の「子どもの権利意識」
健康福祉常任委員
の低さが浮き彫りになりました。
「こども・子育て会議」の議論に「子どもの権利条約」を
生かした施策・計画をするよう強く求めました。

《その他の質問》
○特養ホーム入所待機者の生活実態の把握は
○生活保護費引き下げの影響について
○新松戸ダイエー前交差点のスクランブル化を
○外環自動車道開通に伴う地域住民への影響は

《その他の質問》

《その他の質問》

15

25

山積みする課題に
2013年
9月議会

《その他の質問》
《その他の質問》

９月議会で、党市議団は市民の暮らし・
福祉の充実を求め、論戦を展開しました。
委員会審査では、監視社会につながる恐
れのある「市民参加型防犯カメラ」の設置
などの問題点を鋭く追及。市長の強引な市
政運営を厳しく指摘しました。

積極提案おこない市民の
暮らし・福祉守る立場で全力

２０１２年度の松戸市政に関する決算審査特別委員会が︑四

つの常任委員会でそれぞれ開かれ︑市政問題について論戦が展

開されました︒

この年度の政府予算の特徴は︑
﹁税と社会保障の一体改革﹂を先取りして︑消費

税増税を前提としてその一部を﹁先食い﹂しながら︑年金給付などの削減で社会

保障を抑制する一方で︑軍事費増額など︑浪費をさらに拡大しています︒

このような国の予算の特徴のもと︑地方負担が増加し市民生活を圧迫していま

す︒

党市議団は︑松戸市が﹁市民の暮らしを守るという視点に立ち︑願いが反映さ

れたものとなっているか﹂という観点から︑決算審査にあたりました︒

まちづくりでは︑相次ぐ地震への対策のため戸建て住宅への耐震改修助成を増

31

やすよう求め︑災害時の緊急一時宿泊施設が市内８か所で対応できたことなどを

60

評価︒秋山土地区画整理事業では︑約 億円の事業費不足を賦課金によって賄う

10

問題で︑ 坪以下の土地購入者でも賦課金が課せられ︑ローンの返済なども含め

11

負担が重くのしかかるので︑市は負担軽減に組合への指導を︑と求めました︒

消防署は︑国の指針では か所が必要とされているのに 消防署と足りない点

生活保護のケースワーカー受け持ち世帯が国基準を上回るので職員増を図るこ

を指摘︑消防職員の増強を図るよう求めました︒

と︑ベテラン職員も配置し︑バランスを考えた職員体制をと求めました︒

70

特養ホームの待機者は１８６０人︒施設整備は向こう２年間でわずか２００床︑

整備計画を大幅に見直しすべきと訴えました︒

中小企業緊急つなぎ資金は︑ここ４年間は使われずゼロに︒融資枠が 万円と

少なく︑利率は３％と他市より高いと指摘︑改善を強く要求しました︒

教育では︑学校図書館巡回司書の増員︑中学校音楽鑑賞教室の毎年開催︑スク

ールカウンセラーの充実︑特別支援員も直接児童生徒と係わる業務がほとんどで

45

あり︑どの学校でもそうした人的支援を求めている実態を指摘︑更なる増員をと

東葛地域で一番高い国保料を︑約 億円近い積み立て金を取り崩し︑引き下げ

求めました︒

るよう要求しました︒激増している資格証明書交付の問題では安易な交付はすべ

きでないと指摘しました︒介護保険料についても近隣市で最も高い保険料を引き

下げるよう求めました︒

地方分権一括法による影響で︑様々な事業が県から市に移譲されることとなり

ましたが︑交付税措置となるためどれだけ減らされたのかも分からないとのこと

25

でした︒復興特別増税については︑前倒しの終了をやめ︑むしろ住民税や所得税

のように 年なり 年なりの負担を求めるべきと主張しました︒

国は︑地方自治体に歳出抑制と国庫負担金削減を一方的にすすめています︒こ

うした国のやり方におおいに意見を述べ︑市民の命と暮らしを守るために自治体

の役割を果たすよう強く求めました︒

10

「市民アンケート2013」
ご協力ありがとうございました！
「 議会だより」の議員個人名の賛否表（○×表）掲載

今後の暮らしはどうなるとお感じですか
やや
ゆとりがでる
（4.7％）

掲載（公表）
すべきでない
わからない
（3.4％）
（15.6％）

掲載(公表)すべき（81.0％）

図書館などの
文化施設
（21.6％）

①介護保険料・利用料の軽減 ……………
②国民健康保険料の引き下げ・減免 ……
③特別養護老人ホームの増設 ……………
④高齢者の在宅介護支援 …………………
⑤検診や予防接種の無料化 ………………
⑥コミュニティーバスの運行 ……………
⑦保育所の増設、待機児童の解消 ………
⑧生活道路の整備、交通安全対策 ………
水害・震災などの災害対策 ……………
⑨鉄道駅のエレベーター設置 ……………
⑩商店街振興・空き店舗対策 ……………
高校卒業までの医療費無料化 …………

新市立病院で優先して欲しいこと

保育所や
児童館
（20.5％）

交通の利便性
（22.9％）

高度医療
（16.8％）
気軽に
かかれる病院
（23.9％）

診療科の充実
（21.3％）

特養ホームなど
（47.2％）

早く建設
（11.4％）

安く建設（3.7％）

９月議会のおもな議案に対する各会派の態度
結
果

○：賛成×：反対（原案に対しての態度）
決算
一般議案
一般議案
一般議案
一般議案
意見書
意見書
意見書
意見書
意見書
意見書

認定
可決
可決
否決
可決
否決
否決
否決
可決
可決
可決

会派名の略称

あなたの気持ちにぴったりな会派・議員は？
日本共産党

公明党

市民クラブ

45.3%
44.6%
40.1%
38.7％
24.4％
21.4％
20.3％
19.6％
19.6％
18.5％
17.5％
17.5％

日本共産党は9月議会で審議された34件の決算、議案、
意見書に対し、21件に賛成、13件に反対しました。
松政クラブ

絆

市民力 民主社民

無所属

中田
京
海老原 弘
大橋
博
桜井 秀三
関根ジロー
安藤 淳子
二階堂 剛
原
裕二
谷口
薫
山中 啓之
こひら由紀
川井 清晶
鈴木 大介
杉浦 誠一
小沢 暁民
平林 俊彦
田居 照康
張替 勝雄
木村みね子
石井
勇
杉山 由祥
末松 裕人
深山 能一
大井 知敏
岩堀 研嗣
市川 恵一
澁谷 剛士
山口 栄作
中川 英孝
矢部 愛子
諸角 由美
城所 正美
石川 龍之
織原 正幸
飯箸 公明
伊東 英一
高橋 伸行
渡邊美喜子
山沢
誠
山口 正子
高木
健
高橋 妙子
伊藤余一郎
宇津野史行

会派

2013年9月市議会
主な審査結果一覧表
2012年度一般会計決算
一般会計補正予算修正案(防犯カメラ・小規模保育など)
病院事業会計補正予算（新病院建設）
土地開発公社の解散・第三セクター債の起債
新松戸学校跡地の解体・売却
憲法25条に基づく社会保障制度の拡充を求める意見書
来年4月からの消費税増税をやめるよう求める意見書
政治の責任で「ブラック企業」の一掃を求める意見書
若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書
大規模地震等災害対策の促進を求める意見書
地方税財源充実確保を求める意見書

市政で優先的に

0
トップ1
実現して欲しいこと

やや苦しくなる
（40.4％）

現市立病院の跡地活用について
その他
（売却など）
（10.7％）

とても
苦しくなる
（30.4％）

変わらない
（23.9％）

とても
ゆとりがでる
（0.6％）

日本共産党は7月より市民の皆さんにアン
ケートを配布させていただき、10月16日現
在で1227通の回答をいただきました。現時
点での集計結果をお知らせいたします。引き
続きご協力をよろしくお願いいたします。

× × × × × ○○○○○
× × × × × ○○○○○
○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○
○ ○ ○ ○ ○ ×××××
× × × × × ○○○○○
○ ○ ○ ○ ○ ×
○ ○ ○ ○ ○ ×
○ ○ ○ ○ ○ ×

○○○○○
○○○○○
○○○○○

×××××
○○○○○
×××××××××※×××
×××
×××××××××
×××
×××××××××
○○○
○○○○○○○○○
○○○
○○○○○○○○○

× × × × × ○
× × × × × ○
× × × × × ○○○○○○○○○○
民主社民：民主･社民クラブ

あなたのご意見をお寄せください

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
×××××××××
○○○○○○○○○

○○○○○○○○○×
○○○○○○○○○×
○○○○○○××○×
○○○○○○××○×
○○○○○○○○○○××○×
×××××××○○○××○×
×××××××○××××○×
××××○○○○○○××○×

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
×××××××××

○○○
×××××××××
×××××××××
×××××××××
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○
××
××
××

○○○○○○○○○×××○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○×
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×

※：議長のため採決には加わらない

〈敬称略〉

電話、FAX、メールのあて先は表面にあります。

