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安全・安心なふるさとづくりに力を注いでいる斉藤守県議（
船橋市選
出、
3期）は2月 定例県議会で登壇し、
一般 質問を行いました。
船橋市内
滞が
を横断する成田街道では、
市内前原地先で慢性的な渋
発生していま
すが、
斉藤県議は渋滞の元凶となる交差点の改良 工事について質問し、
歩行者や自転車の安全通行のために、
1日も早い完成を要望しました。
また、
船橋田大前駅の防犯ボック ス閉所に地元の住民から不安の声が上
がっているとして、
地織の防犯力が低下しないよう対策を求めました。
斉藤県議の質疑と県執行部の答弁を紹介します。
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2月定例県議会で 一般質問を行う斉藤守県議
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