願い実り昨年12月から
中和倉「実証運行」
スタート

2015年1月
「会」
結成

謹賀新年

コミュニティバス

八ケ崎はずしに怒り！嘆き！

（右下からの続き）ところが、設置された「協議会」は業

者や行政、
「有識者」だけで、地域住民代表が一人もなし。
噴出し、嘆きも広がりました。こうして開かれた第１回「協

議会」で驚くべきことが起こりました。都市計画道路（３・

３・６号）に路線バスが通るかもしれないので、要望が一
番強い八ケ崎をモデル事業地区からはずすというのです！
路線バスがも

し通ったとして

も、高齢化と坂

の多い八ケ崎に

コミュニティバス

﹁バス停まで遠い﹂﹁坂がキ
ツイ﹂﹁バスを降りて馬橋駅
までがツライ﹂などの住民の
声を受け︑２０１５年１月︑
八ケ崎地域の町会関係者や
住民有志で︑﹁八ケ崎からタ
ウンバスを走らせる会﹂︵今
は﹁ミニバス﹂に変更︶が発
足︒世話人会には︑日本共
産党のみわ由美前県議︵当
時︶や山口正子市議も参加
し︑力を合わせてコミュニテ
ィバスの実現をめざし︑市に
先だってアンケート調査を町
会ぐるみで取り組みました︒
アンケートの自由記載欄に
は﹁車いすでも利用できるよ
うに﹂﹁ｓｕｉｃａなどが使
えるように﹂﹁ベビーカーを
乗せるスペースを﹂など︑願
いが満載されていました︒

住民からは「話が違う」「ガッカリだ」という怒りと不満が

は必要です。

ところが「路線バスは走らず…」だったら八ケ崎に早く
「八ケ崎はずし」の口実とされた路線バスですが、現在

に至るまで新京成バスにその計画はありません。だったら、
直ちに八ケ崎住民の強い願いに応え、八ケ崎にコミュニティ

バスを走らせるべきです。

市長は「八ケ崎は重要」
とくり返し表明

市長は「八ケ崎は交通困難地域」、「コミュニティバスは大変重
要」（2014 年 10 月の住民との懇談）、「八ケ崎は重要な地域。
来年度（コミュニティバス具体化のための）協議会を設置する」
（2016 年２月の「会」要望書提出しに対して）とくり返し表明し、
住民の期待はますます膨らみました。（
左上へ続く）

日本共産党松戸市議団は、市が
「コミュニティバスは
要らない」
と言っていた時代から、毎議会のように質問
し、奮闘しました。
山口正子市議も住民の運動と連携し、
2014年６月議会から取り上げ、
コミュニティバスの運行
と改善、馬橋駅東口への乗り入れなど、地元住民の要望
を強く求めてきました。

市長に何度も働きかけ

住民とともに担当部局交渉

２０１６年 月
市長へ予算要望

日本共産党は10年前から議会内外で
要求し
拒む市の姿勢をみなさんと変えてきました
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日本共産党が議会質問と並行して、住民とともに市長交渉、
担当部局交渉をくり返すと、市の態度が徐々に変化し、
ついに
「試行運転」
が実現しました。
昨年６月の対部局交渉でも、千葉県議会議員みわと５人の
共産党市議、
そして幸田から高塚までの住民50人が参加し、
コミュニティバスが八ケ崎をはじめ、市内全域の要望であるこ
と、料金の引き下げなどの強い要望を行政に伝えました。

日本共産党松戸・鎌ケ谷地区委員会と松戸市議団は、毎年
の予算要望はもちろん、2014年９月にはコミュニティバスの一
日も早い運行をと市長に要望署名を提出。市の担当者が
「松戸
は鉄道・バス路線が発達している」
「一部の地域で運行するの
は不公平」
という消極的な態度に対して、
「外出できなくて１週
間も誰とも話してない」
などの住民の切実な声をぶつけ、
「税金
は困っている人のために使うのが当たりまえ」
と主張しました。

ここが言いたい！

し
み

千葉県議会議員

よ

八ヶ崎に住み三十年

松戸市議会議員

試行運転経費は年 3,850 万円で、運賃
収入がその半分としても、市の持ち出しは平
成 29 年度一般会計予算の０．
０１％に過ぎ
ません。
市は各種「積立金」をどんどん増やしてお
り、平成 27 年度末には２１５億円に。
そのう
ち自由に使える「財政調整基金」も１３６億
円に達しています。
こうしたため込み金を、住民不在の大型開
発ではなく、市民のために使わせましょう。

2018年１月号外 日本共産党の活動と見解を紹介します。

日本共産党松戸・鎌ヶ谷地区委員会 〒270-2252 松戸市千駄堀 1810‐2 ☎047-349-1544

税金は市民のために
財 源 も あ る

財源は市民
のために！

松戸市は︑
新市立病院の開業
︵２０１７年 月︶
に合わせて︑市内で初めて︑中和倉地域でのコミュニティバスの
﹁実証運行﹂
を開始︒
八ケ崎をはじめ︑
各地の住民のみなさんの長年の粘り強い運動と日本共産党のがんばりで実現しました︒

「路線バスが走るかもしれない」
？
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「昔は路線バスが入っていた。
ワンマンじゃなかったから」
（住民の声）車掌さんが降りて
「
バックオーライ」
と誘導して切り返して出入りしていました。
ところが
「ワンマン」
バスになって
からは萬満寺までバス停が遠くなって、
元支所跡へさらに遠くに。
高齢者や赤ちゃんを抱え
たお母さんには、
馬橋駅に行くにも、
馬橋支所に行くのも大変です。
１面で紹介した八ケ崎の
「会」
のアンケートにも圧倒的多数が馬橋駅への乗り入れを希望していて、
「会」
は昨年３月から
コミュニティバスの運行と馬橋駅東口への乗り入れを要望する署名を始め、
町会との連携で約4000筆を集め、
市長に提
出しました。
馬橋駅東口バス乗り入れは、
まさに住民の悲願です。

ＪＲ

市は北小金駅北口の
﹁交通広場﹂
を予算化

北小金駅の北口
︵本土寺の最寄り︶
は︑

駅前広場もロータリーもなく︑
雨の日の

送迎もままなりませんでした︒
そこで市

は︑
バスやタクシーの乗り入れ︑
自家用車

での送迎ができるような
﹁交通広場﹂
を確

保し︑
すでに予算化しました︒
︒

次は馬橋駅東口で高層
ビルより
﹁交通広場﹂
を！

これまで市は
﹁高層

ビルなどの馬橋東口駅

前再開発﹂
とセットで︑

バス乗り入れを検討︒

しかしこのほど
﹁すぐ

にはできない﹂
という結

論を出したのです︒
な

らば︑
市の公共事業と

して︑
地権者やＪＲの

協力も得て土地を買収

し︑
右記の北小金駅の

ような
﹁交通広場﹂
を確

保すべきではないでし
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ょうか︒
日本共産党は

昨年８月と 月︑
市長

昨年12月走り始めたコ
ミュニティバスより回転半
径が小さいミニバスもあ
ります。
ロータリー拡幅な
しでも乗り入れる方法も
検討すべきです。

に同主旨で︑
申し入れ

を行いました︒

現状でも回転可能な
ミニバスの検討を

ひ

２０１５年３月︑馬橋弁天横断歩道渡
り 初め︒右がみわ県 議 ︑左が山口市 議

住民と日本共産党の共同こそ願い実現の力です！
と

市民にやさしい
実現！

実現！
常盤平南口エレベータが設置されるこ
とを知った馬橋の住民。
「 共産党なら
やってくれる」
と、事故多発の国道６号
の馬橋弁天歩道橋下に横断歩道と信
号を設置する会を町会関係者・住民と
日本共産党議員で立ち上げ、
１年足らず
で設置させました。

2016年8月みんなで初乗り 喜びの住民と山口市議、
みわ県議。
１５年超しの運動実る。

2013年、
それまで無理だと言われていた常
盤平駅南口エレベータ。署名と対市交渉、対
新京成交渉など、住民と日本共産党の粘り
強い運動で設置が決まり、一昨年８月に開
通しました。

信号が付いた交差点を
コミュニティバスが通る！
昨年12月から
「実証運行」
のコミュニティ
バスが、
上記の交差点を通ります。
住民と日
本共産党の共同こそ、
願い実現の力です。
こ
れからも、
ご一緒に力を合わせましょう。

昨年10月の総選挙では、安保法制も憲法
９条改憲も容認の希望の党が結成され、民
進党が合流するという、野党共闘分断が行
われました。
しかし、
これをよしとしない立憲
民主党が結成され、
日本共産党は全国６７
選挙区で候補者を降ろし、
自主的に支援し
ました。
共産党は議席を減らしましたが、憲法を
守る勢力は38議席から69議席に躍進し、立
憲民主党が野党第１党となりました。
日本共産党は今後も野党共闘に全力をあ
げ、
自身も捲土重来を期す決意です。

こうした住民と日本共産党の共同を伝え聞かれた、八ケ崎の町会関係者の方たちから「信頼している」とのお言葉もいただきながら、日本共
産党は最初から地域の皆さまと共に会の世話人として、毎月１回の定例会議にも参加してきました。なんとしても早期実現へ、ファイトです。

日本共産党は

八ケ崎･馬橋地域運行
馬 橋 駅 への 乗り入 れ

の実現に全力で頑張ります!

