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れ、日本共産党県議団からは君嶋ちか子議員（川崎

市中原区選出）が登壇し、横浜市の林市長がカジノ

誘致を表明した問題で、黒岩祐治知事の見解をただ

しました。

カジノは
党県議団は、カジノができたことで、地域が荒廃

した韓国の江原（カンウォン）ランド周辺の実態な

どを指摘。「住民の生活破壊を引き起こしながら、

経済発展に寄与すると称するのは自治体としてあ

まりに不健全」だと強調し、誘致表明に反対するよ

う迫りました。黒岩知事は、カジノ

の活性化に「非常に有効なもの」などと強調し、市

の判断を尊重して協力すると述べました。

一度も民意が問われていない
党県議団は、

で誘致を表明したことに対し、「カジノは選挙での

審判を受けていないのだから、市民の意

反映するプロセスが必須」だと批判し、住民の意向

に対する考えを尋ねました。

黒岩知事は、「横浜市が市民や県民が納得できる

IR を実現することを期待する」と答えるにとどまり

ました。まるで他人事です。

引続き、市民の怒りや抗議の意思を

かりと届けていきたいと思います。力を合わせてカ

ジノ誘致

カジノ反対表明迫る
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9 月 13 日、県議会第

、日本共産党県議団からは君嶋ちか子議員（川崎

市中原区選出）が登壇し、横浜市の林市長がカジノ

誘致を表明した問題で、黒岩祐治知事の見解をただ

しました。 

カジノは自治体がやる仕事
党県議団は、カジノができたことで、地域が荒廃

した韓国の江原（カンウォン）ランド周辺の実態な

どを指摘。「住民の生活破壊を引き起こしながら、

経済発展に寄与すると称するのは自治体としてあ

まりに不健全」だと強調し、誘致表明に反対するよ

う迫りました。黒岩知事は、カジノ

の活性化に「非常に有効なもの」などと強調し、市

の判断を尊重して協力すると述べました。

一度も民意が問われていない
党県議団は、

で誘致を表明したことに対し、「カジノは選挙での

審判を受けていないのだから、市民の意

反映するプロセスが必須」だと批判し、住民の意向

に対する考えを尋ねました。

黒岩知事は、「横浜市が市民や県民が納得できる

を実現することを期待する」と答えるにとどまり

ました。まるで他人事です。

引続き、市民の怒りや抗議の意思を

かりと届けていきたいと思います。力を合わせてカ

ジノ誘致 STOP を実現させましょう！

カジノ反対表明迫る

木佐木ただまさ NEWS 発行：党鶴見区馬場

みんなのつるみ

県議会第 3 回定例会代表質問

日、県議会第 3回定例会の代表質問が行わ

、日本共産党県議団からは君嶋ちか子議員（川崎

市中原区選出）が登壇し、横浜市の林市長がカジノ

誘致を表明した問題で、黒岩祐治知事の見解をただ

自治体がやる仕事
党県議団は、カジノができたことで、地域が荒廃

した韓国の江原（カンウォン）ランド周辺の実態な

どを指摘。「住民の生活破壊を引き起こしながら、

経済発展に寄与すると称するのは自治体としてあ

まりに不健全」だと強調し、誘致表明に反対するよ

う迫りました。黒岩知事は、カジノ

の活性化に「非常に有効なもの」などと強調し、市

の判断を尊重して協力すると述べました。

一度も民意が問われていない
党県議団は、林市長が多くの市民が反対するなか

で誘致を表明したことに対し、「カジノは選挙での

審判を受けていないのだから、市民の意

反映するプロセスが必須」だと批判し、住民の意向

に対する考えを尋ねました。

黒岩知事は、「横浜市が市民や県民が納得できる

を実現することを期待する」と答えるにとどまり

ました。まるで他人事です。

引続き、市民の怒りや抗議の意思を

かりと届けていきたいと思います。力を合わせてカ

を実現させましょう！

カジノ反対表明迫る

発行：党鶴見区馬場

鶴見区日本共産党
後援会ニュース

前神奈川県議会議員
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回定例会代表質問

回定例会の代表質問が行わ

、日本共産党県議団からは君嶋ちか子議員（川崎

市中原区選出）が登壇し、横浜市の林市長がカジノ

誘致を表明した問題で、黒岩祐治知事の見解をただ

自治体がやる仕事
党県議団は、カジノができたことで、地域が荒廃

した韓国の江原（カンウォン）ランド周辺の実態な

どを指摘。「住民の生活破壊を引き起こしながら、

経済発展に寄与すると称するのは自治体としてあ

まりに不健全」だと強調し、誘致表明に反対するよ

う迫りました。黒岩知事は、カジノ

の活性化に「非常に有効なもの」などと強調し、市

の判断を尊重して協力すると述べました。

一度も民意が問われていない
多くの市民が反対するなか

で誘致を表明したことに対し、「カジノは選挙での

審判を受けていないのだから、市民の意

反映するプロセスが必須」だと批判し、住民の意向

に対する考えを尋ねました。 

黒岩知事は、「横浜市が市民や県民が納得できる

を実現することを期待する」と答えるにとどまり

ました。まるで他人事です。 

引続き、市民の怒りや抗議の意思を

かりと届けていきたいと思います。力を合わせてカ

を実現させましょう！

カジノ反対表明迫る

発行：党鶴見区馬場事務所 

鶴見区日本共産党
後援会ニュース

前神奈川県議会議員

回定例会代表質問

回定例会の代表質問が行わ

、日本共産党県議団からは君嶋ちか子議員（川崎

市中原区選出）が登壇し、横浜市の林市長がカジノ

誘致を表明した問題で、黒岩祐治知事の見解をただ

自治体がやる仕事じゃない
党県議団は、カジノができたことで、地域が荒廃

した韓国の江原（カンウォン）ランド周辺の実態な

どを指摘。「住民の生活破壊を引き起こしながら、

経済発展に寄与すると称するのは自治体としてあ

まりに不健全」だと強調し、誘致表明に反対するよ

う迫りました。黒岩知事は、カジノ IR は地域経済

の活性化に「非常に有効なもの」などと強調し、市

の判断を尊重して協力すると述べました。 

一度も民意が問われていない 
多くの市民が反対するなか

で誘致を表明したことに対し、「カジノは選挙での

審判を受けていないのだから、市民の意向を十分に

反映するプロセスが必須」だと批判し、住民の意向

黒岩知事は、「横浜市が市民や県民が納得できる

を実現することを期待する」と答えるにとどまり

引続き、市民の怒りや抗議の意思を市と県にしっ

かりと届けていきたいと思います。力を合わせてカ

を実現させましょう！ 

カジノ反対表明迫る

 横浜市鶴見区馬場町

鶴見区日本共産党 
後援会ニュース  

前神奈川県議会議員 

ぜひ

ください

回定例会代表質問 

回定例会の代表質問が行わ

、日本共産党県議団からは君嶋ちか子議員（川崎

市中原区選出）が登壇し、横浜市の林市長がカジノ

誘致を表明した問題で、黒岩祐治知事の見解をただ

じゃない 
党県議団は、カジノができたことで、地域が荒廃

した韓国の江原（カンウォン）ランド周辺の実態な

どを指摘。「住民の生活破壊を引き起こしながら、

経済発展に寄与すると称するのは自治体としてあ

まりに不健全」だと強調し、誘致表明に反対するよ

は地域経済

の活性化に「非常に有効なもの」などと強調し、市

多くの市民が反対するなか

で誘致を表明したことに対し、「カジノは選挙での

向を十分に

反映するプロセスが必須」だと批判し、住民の意向

黒岩知事は、「横浜市が市民や県民が納得できる

を実現することを期待する」と答えるにとどまり

しっ

かりと届けていきたいと思います。力を合わせてカ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補聴器補助の制度創設を
 「補聴器がほしいけど、高くて買えない」…地域

を歩き、生活の中でお困りごとをお聞きすると、多

くの方から寄せられる切実な声です。すべての高齢

者が元気に、自分らしく生活する社会をつくること

は、行政がやらなければならない使命です。党県議

団は、補聴器について、公的補助を行う制度の創設

を求めました。

現在、補聴器は

万円～

困難にし

とされています。神奈川県が、補聴器購入に公的補

助を行い、購入できる方を増やすことは

どの予防的効果、

黒岩知事が掲げる「健康に暮らし続けるため

さわしい施策になると強調しました。

知事は、補聴器の必要性は認めつつ、「国で

応が必要、現時点では補助を行うことは考えてない」

と答弁。

カジノ反対表明迫る

横浜市鶴見区馬場町 1-6

〒
TEL045

ぜひお読み

ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補聴器補助の制度創設を
「補聴器がほしいけど、高くて買えない」…地域

を歩き、生活の中でお困りごとをお聞きすると、多

くの方から寄せられる切実な声です。すべての高齢

者が元気に、自分らしく生活する社会をつくること

は、行政がやらなければならない使命です。党県議

団は、補聴器について、公的補助を行う制度の創設

を求めました。

現在、補聴器は

万円～30 万円かかります。難聴は、人との関わりを

困難にし、放っておくと認知症に至る可能性も高い

とされています。神奈川県が、補聴器購入に公的補

助を行い、購入できる方を増やすことは

どの予防的効果、

黒岩知事が掲げる「健康に暮らし続けるため

さわしい施策になると強調しました。

知事は、補聴器の必要性は認めつつ、「国で

応が必要、現時点では補助を行うことは考えてない」

と答弁。残念で

カジノ反対表明迫る 県議会

本会議傍聴者に挨拶する党県議団の５人

6-26 電話 045

〒230-0041
TEL045-504-

補聴器補助の制度創設を
「補聴器がほしいけど、高くて買えない」…地域

を歩き、生活の中でお困りごとをお聞きすると、多

くの方から寄せられる切実な声です。すべての高齢

者が元気に、自分らしく生活する社会をつくること

は、行政がやらなければならない使命です。党県議

団は、補聴器について、公的補助を行う制度の創設

を求めました。 

現在、補聴器は保険適用になりません。片耳約

万円かかります。難聴は、人との関わりを

、放っておくと認知症に至る可能性も高い

とされています。神奈川県が、補聴器購入に公的補

助を行い、購入できる方を増やすことは

どの予防的効果、また高齢者

黒岩知事が掲げる「健康に暮らし続けるため

さわしい施策になると強調しました。

知事は、補聴器の必要性は認めつつ、「国で

応が必要、現時点では補助を行うことは考えてない」

です。引き続き求めていきます。

県議会

本会議傍聴者に挨拶する党県議団の５人

045-583-7445

0041 鶴見区潮田町
-5121 FAX045

補聴器補助の制度創設を
「補聴器がほしいけど、高くて買えない」…地域

を歩き、生活の中でお困りごとをお聞きすると、多

くの方から寄せられる切実な声です。すべての高齢

者が元気に、自分らしく生活する社会をつくること

は、行政がやらなければならない使命です。党県議

団は、補聴器について、公的補助を行う制度の創設

保険適用になりません。片耳約

万円かかります。難聴は、人との関わりを

、放っておくと認知症に至る可能性も高い

とされています。神奈川県が、補聴器購入に公的補

助を行い、購入できる方を増やすことは

また高齢者の生活の質の担保など、

黒岩知事が掲げる「健康に暮らし続けるため

さわしい施策になると強調しました。

知事は、補聴器の必要性は認めつつ、「国で

応が必要、現時点では補助を行うことは考えてない」

引き続き求めていきます。

県議会代表質問

本会議傍聴者に挨拶する党県議団の５人

7445  2019.9.17

鶴見区潮田町 2-120-
FAX045-504-7331

補聴器補助の制度創設を 
「補聴器がほしいけど、高くて買えない」…地域

を歩き、生活の中でお困りごとをお聞きすると、多

くの方から寄せられる切実な声です。すべての高齢

者が元気に、自分らしく生活する社会をつくること

は、行政がやらなければならない使命です。党県議

団は、補聴器について、公的補助を行う制度の創設

保険適用になりません。片耳約

万円かかります。難聴は、人との関わりを

、放っておくと認知症に至る可能性も高い

とされています。神奈川県が、補聴器購入に公的補

助を行い、購入できる方を増やすことは、認知症な

の生活の質の担保など、

黒岩知事が掲げる「健康に暮らし続けるため」に

さわしい施策になると強調しました。 

知事は、補聴器の必要性は認めつつ、「国での対

応が必要、現時点では補助を行うことは考えてない」

引き続き求めていきます。

代表質問

本会議傍聴者に挨拶する党県議団の５人

17 号 
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「補聴器がほしいけど、高くて買えない」…地域

を歩き、生活の中でお困りごとをお聞きすると、多

くの方から寄せられる切実な声です。すべての高齢

者が元気に、自分らしく生活する社会をつくること

は、行政がやらなければならない使命です。党県議

団は、補聴器について、公的補助を行う制度の創設

保険適用になりません。片耳約 15

万円かかります。難聴は、人との関わりを

、放っておくと認知症に至る可能性も高い

とされています。神奈川県が、補聴器購入に公的補

、認知症な

の生活の質の担保など、

にふ

の対

応が必要、現時点では補助を行うことは考えてない」

引き続き求めていきます。 

代表質問 

本会議傍聴者に挨拶する党県議団の５人 


