
　2019年10月、東日本を襲った台風
19号によって荒川が溢水しました。秋
山もえ県議は直ちに現場に駆けつけて
くれました。
　私のところも自警消防団や社協ボラ
ンティア、地元の方々、共産党の市議さ
んも支援に来てくれ、本当に助かりまし
た。秋山もえ県議は上尾市が災害救助
法の適用を受けられるように尽力してく
れました。これからも県民の願いによ
りそって頑張ってくださることを期待し
ます。K・K（平方上宿）

　埼玉でも県として学校給食
の無償化に取り組んでほしい。
地場産のおいしい農産物の活
用で子どもも農家も元気に!

井上淳子（平方）

　ニューシャトルはそもそも運賃が高いです。私は
10分ぐらいしか乗らないのですが、それでも300円
もします。しかもスイカ定期がない。学割率も低い。
もえさん、お願い！早瀬薫（原市駅利用）

　コロナに感染し幸い軽症ですみましたが、保健所は
鴻巣にあり範囲が広すぎます。上尾・伊奈にも保健所
を作りたいと署名を集めていますが、みなさん喜んで
署名してくれます。もえさんに頑張ってほしいです。

秋元康司（西上尾第2団地）

秋山もえの公約に続々反響がよせられています。

荒川の小堤防整備の進捗を調査荒川の小堤防整備の進捗を調査

ニューシャトル定期代
引き下げを！！

保健所を上尾・伊奈地域につくる

秋山もえが
すぐにかけつけ寄りそう

もえちゃん公約、ここがいい！！

秋山もえ
上尾市議3期●現在県議1期目（上尾市・伊奈町選出）●産業労働企業委員・コロ
ナ対策特別委員●1976年千葉県木更津市に生まれる。新聞奨学生として働きな
がら大東文化大学（ウルドゥー語専攻）を卒業。家族は夫と子3人●埼玉県手話
通訳問題研究会会員●趣味はカフェめぐり、ネイル、サウナ

学校給食の無償化

　岸田政権が報復攻撃による国内被害
の可能性をはじめて認めました。

県内の自衛隊基地も大増強
　新安保3文書の決定後、航空自衛隊
入間基地の来年度予算が今年度の3.5
倍（210億円）にふくれあがりました。

戦争の心配のないアジアへ～日本共産党の外交ビジョン～
　大軍拡をただちにストップし、ASEAN（東南アジア諸国連合）の対話による平和の枠組み
づくりを中国やロシアなどを包み込んだものに発展させます。
　その枠組みを生かしながら、対話による平和外交で東アジア地域の平和と安定を実現します。

共産党
「自衛の範囲を超え、
明らかに憲法違反。
絶対に認められない」

VS
自民・公明

「自衛権の範囲内」

維新
「自衛措置として当然」

浜田精一防衛相「（相手国の報復攻撃で）
日本に大規模な被害が生じる可能性も完
全に否定できない」（2月6日衆院予算委
員会・穀田恵二衆院議員への答弁）

報復攻撃で埼玉も火の海に？
敵基地攻撃能力（反撃能力）に

軍事一辺倒ではなく平和の外交を

新埼玉 2023年3・4月号外　日本共産党埼玉県委員会の見解を紹介します。
発行●日本共産党埼玉県委員会　〒330-0835さいたま市大宮区北袋町1-171-1　●ご意見などは日本共産党埼玉中部地区委員会へ　☎048-781-6111

埼玉県議会議員選挙

3月31日告示
4月9日投票

埼玉県内の日米の軍事基地・施設

自衛隊熊谷基地

自衛隊入間基地

米軍所沢通信基地

自衛隊大宮駐屯地
（化学学校）

自衛隊朝霞駐屯地

断固反対 賛成・推進

大軍拡ストップで大軍拡ストップで
給食無料100年分！？給食無料100年分！？

秋山もえ秋山もえへへ
平和の
願いは

C2輸送機への長射程ミサイルの搭載
も進められようとしています。

防衛省大井通信所

プ
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登録はこちらから
➡LINE公式

ボランティア募集中

あの日、
秋山もえさんが
いてくれたから

　岸田政権は今後、5年間の軍事費を総額43兆円に増
やす方針です。このお金があれば、4400億円と試算さ
れる学校給食の無料化が100年近く続けられます。
　統一地方選挙で「大軍拡反対」の厳しい審判を下し、
国民のいのちとくらしを守る政治に変えましょう。

43兆円あれば、何ができる？
●全年金者に年10万円を追加支給（4兆円/年）
●子どもからお年寄りまで医療費無料（5兆円/年）
●小学校から大学・大学院までの学費無償化（5兆円/年）



請願紹介率は共産党93％
約４年間で県民から提出された請願29件中、共産党
が27件の紹介議員になりました。

県政をさらに前へ
●子どもの国保税ゼロ
18歳まで均等割り廃止

●給食費ゼロ
県と市町村と連携して
実現します

●子どもの医療費ゼロ

●同性パートナー
　シップ宣言を

●ゼロカーボン
　シティ宣言を

●補聴器購入補助を
高齢者の6割が
聞こえ困難

●障害者医療無料制度
65才以上で障害をおった
人への差別なくす

●水道料金20%引き上げ中止に

●保健所をつくる
所沢に！上尾・伊奈地域に！
人口20万人の都市に！

●医師を増員
医学生への奨学金創設で
埼玉県で働く医師101人実現

自民党県政へ
の

逆戻りを許さ
ず

全国第6位の財政力をいかして

子ども医療費無料制度
全県で窓口払いゼロへ

コロナ対策　無料PCR検査の拡大

先生が配置されない問題を
繰り返し質問

水道会計赤字につながった八
や ん ば

ツ場ダムに反対 自
民
党
県
議
会
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保健所職員・保健関係職員を増員

事業者への協力金支給、抜群の速さ

特別支援学校2校7分校
992人分建設へ
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　2019年一般質問で県としての窓口払い撤廃、対象年齢
拡充を要求。2022年10月から窓口無料化が実現。

　「PCR検査は感度7割」としぶる知事に対し、繰り返し無料検査を要
求。高齢者・障害者施設職員の検査、薬局などでの無料検査が実現。

　教員の産育休や退
職時の代替教員がい
ません。2020年初め
て92人もの未配置未
補充教員がいること
を明らかに。23年度
年度から代替教員配
置が始まります。

　水余りにもかかわらず、建設した八ッ場ダム。建設費の返済が水道会計を圧迫し、料金引き上げ方
針が打ち出されました。当初の2倍に建設費が引きあがった際に反対したのは共産党だけです。

埼玉県教員の
未配置・未補充数 問われる県議会各会派の態度（○＝賛成　×＝反対）

（2022年11月）

特別支援学校関係者と懇談する党県議団

　「死んでしまいそうです」という職員からの電話を受け、2021年一
般質問でコロナ対策での職員の長時間勤務問題を追及。保健所職
員38名、保健関係職員55名増員。

　飲食業者等へのコロナ感染防止のための協力金、早期支給を促し、
東京と比べても際立つ速さで支給されました。

財源はあります▶一般会計2兆2100億円・基金800億円

●原発の再稼働を求める
　意見書(2017年)を採択
全国から抗議が集まる

●豪州クイーンズランド州議会親善に
　10県議派遣で1200万円
姉妹都市親善は議長・副議長で十分です。

●第2の歳費＝費用弁償は実費へ
例：上尾市在住県議　1回の議会登庁で
8100円支給（共産党県議は、実費以外
返納します）

●7つの特別委員会
7つもの特別委員会は必要ありませ
ん。常任委員会と審議内容が重なる
特別委員会は廃止を。

定数93のうち

50が自民党の県議会では？

　障害児の学校=特別支援学校の教室不足を繰り返し質
問。2021年から戸田かけはし・岩槻はるかぜ特別支援学
校2校が開校、分校7校開校（予定含む）。3校増築（予定含
む）が実現しました。 子育て支援

3つのゼロ

新しい埼玉に
むかって

高齢者・
障害者に
安心を

命をまもる

県民の運動を力に
願い実現

県政を厳しくチェック

コロナ対策で
知事と論戦し実現

自民党県政へ
の

逆戻りを許さ
ず 県民とともに政治動かす

小 学 校 120名

中 学 校 50名

高 等 学 校 6名

特別支援学校 42名

自民 県民会議 公明 民主フォーラム 共産

八ツ場ダム建設費増額（2004年） ○○ ○○ ○○ ○○ ××

県所沢保健所廃止（2009年） ○○ ○○ ○○ ○○ ××

原発再稼働意見書（2017年） ○○ ○○ ×× ×× ××

特別支援学校整備請願（2022年） ×× ×× ×× ×× ○○

さらに
枠を拡大

職員定数の推移（知事部局）
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