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県議会

神奈川ネットは︑
地域政党です︒

政治に直結しています︒

生活の課題は

国の政党が︑地方の政治まで

コントロールするのではなく

多様な地域政党が政策を競い

住みやすいまちをつくる

社会をめざします︒

厚労省は﹁毎月勤労統計﹂について︑大企業への調査を怠り︑実態よ

り低い賃金統計を2004年から公表していた︒この統計は雇用保

険や労災保険の給付額の算定根拠にもなっており︑約２千万人が影

響を受けた▼住所が特定できた人を対象に数百億円を追加支払いす

るとしているが︑結婚などで姓が変わった人や転居した人などには

対応できない︒また︑その事務手続きにも多大な税金が使われる▼こ

C( ・ ︶

の問題の第三者による特別監察委員会の調査も一部を職員が行って

おり︑重ね重ねの杜撰さには呆れるばかりだ︒
M

ます。
しかし水道事業は、水源や湖の
環境保全、ダムの耐震化などとも連動
する事業であり、事業の一部民営化だ
けで改善できるものではないと考え
ます。
なにより水は命に直結し、安全
安心な水の供給は公共でしっかり担
うことが必要です。
2017 年度決算委員会では、水道事
業の財務諸表の公表について改善を
もとめ、水道使用者である市民にわか
りやすい会計の周知を提案していま
す。
これからの 30 年ほど先の水道事
業を展望しながら 5 年ごとに具体的
な取組みと目標を定めた「神奈川県営
水道事業経営計画」と併せて、水道料
金がどのように使われていくのか、安
易な民営化がされることのないよう
に、会計と計画のチェックを継続して
いきます。

子どもの育ちを社会で支える

超高齢社会、地域の工夫で乗り切りる
働きたい全ての人を応援する

守り・つなぐ環境

政治改革・議会改革

地域から安心・安全つくる

神奈川ネットを応援します
新藤宗幸

【千葉大学名誉教授】

生活者の実態をまったく省
みずに新国家主義と新自由
主義に邁進する安倍政治に
はピリオドを打たねばなり
ません。それには地域から変えていくことが
大切です。市民自治を追求する神奈川ネット
ワーク運動の公認候補予定者を推薦します。

加藤彰彦

【沖縄大学名誉教授 田谷長生会会長】

【 NPO法人市民科学研究室 代表理事】

大企業・富裕層の優遇を露骨に推し進める国
政の流れを変えるには、地域の生活者が手を
携えて、子どもや社会的な弱者に目を向けた、
環境と健康を守る政策を実現できるかどうか
が鍵になります。生活者の声を市政に反映さ
せるべく精力的に活動している、神奈川ネット
ワークを推薦いたします。

杉田敦

【法政大学法学部教授】

生活から政策へ。
神奈川ネッ
トの力がいま求められてい
ます。

坪郷實

地域で生活する多様な市民により、市民政策
を作り、実現しましょう。

■市民の生活・活動法律相談：2/20（水）
■神奈川ネット総会：2/2１
（木）
■第 1 回運営委員会：2/26
（火）
■生活クラブ・神奈川市民政策提案フォー
ラム 2019：3/9
（土）
ワークピア横浜２階

大河原まさこ

【立憲民主党衆議院議員】

国政では、国のかたちを壊
す粗悪な法案を次々に強行
採決する強権政治が止まり
ません。世界の照準は“誰一
人取り残さない”共に生きる社
会づくりです。
地域から声をあげ政治改革を進めてきた神奈
川ネットワーク運動の底力が期待されていま
す。一緒に頑張りましょう！！

政治を市民の暮らしにとり戻すため 神奈川 上岡直見
ネットの活動に期待しています。市民と共につ
【環境経済研究所】
くる社会実現のため支援しています。
暴力的な国政が強行される中、地方自治の役
割は、ますます高まっています。神奈川ネット
上田昌文
ワーク運動に期待します。

【早稲田大学名誉教授 / 市民政策調査会代表】

今月の神奈川ネット
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未来につなぐ 働き・暮らし

佐々木ゆみこ（ネット宮前／県議）
神奈川県内 12 市 6 町の県民の
32％にあたる約 280 万人に県営水道
が供給されており、2019 年度水道事
業予算は 909 億円が提案されていま
す。
節水意識や節水機器の普及などか
ら、1995 年をピークに水道使用量が
減少しており、さらに人口減少社会に
なり、使用量が増えることは今後考え
にくい状況です。
しかし水道管の老朽
化は進み、基幹管路の耐震化は全国
トップ 69％でありながら、その他の
水道管の耐震管への敷設替えは年
0.6％しか進まず、未だ 20.3％に留
まっています。
昨年、水道事業の民営化導入を可能
とする水道法が改正されました。
水道
使用量の減少や施設更新、老朽管対策
などの課題があるなかで、民間の力を
導入し解決を図るためと言われてい

学習会 ◆ 持続可能な環境をつくる政策制度研究会

水道法改正
神奈川の水を守る

谷津えみ︵ネット藤沢︶

▲衆議院会館で関係省庁との意見交換

菌スプレー・薬用石けんには︑有害
な化学物質成分が含まれています︒
現状を皆に知ってもらい︑香害と
なる 可 能 性のある 商 品を 使わない
ことで︑被害者を増やさない社会に
変えられます︒
市民・患者団体から
の運動も進んできていますが︑地域
からアクションを継続していきます︒

大西いづみ︵ネット宮前︶

が見えてきま
し た︒ま た︑
ミニフォーラ
ムからの調査
活動などに共
感して参 加
してくれた人
が会 員にな
り︑昨年は会
員が9人も増加したとの嬉しい報
告もできました︒
2019年度も︑身近な生活の
課題を市民とともに考え︑解決につ
なげ︑暮らしやすい街づくりを進め
ていきます︒
4 月の統一地方選に向
け︑県議 2 期目の佐々木ゆ みこと
市議に初チャレンジの大西いづみが
力強く決意表明︒
総会後には︑香害
アンケートの報告を行いました︒

▲1 月 21 日香害学習 会研究会座長 三宅まりから挨拶

香りが奪う健康とその原因

43

ネット宮前の総会開催

35

生活クラブオルタナティブ生活館
で︑
﹁香害﹂の名付け親である岡田
幹治さんを講師に迎え︑学習会が開
催されました︒
神奈川ネットで実施したアンケー
トでも︑香りつき柔軟剤や洗剤など
で不快に感じた経験を持つ人が多い
ことがわかりました︒
年々健康被害
が増えている状況もあり︑公
害問題の一つであることを広
く知ってほしいと思います︒
知
らずに加害者になっているこ
とや︑
いつ被害者になるかわか
り ません︒化 学 物 質 過 敏 症
は︑その人の取り込んだ化学
物質の許容量を超えると発
症し︑特効薬はありません︒
発症者の7割は化学物質を
持ち込まない生活に改善し回
復を待ちます︒
香料・消臭除

ネット宮前の第 回定期総会を
開催しました︒昨年は︑1983年
に初めて女性の市議を誕生させてか
ら ネ ット 宮 前 年 の 歩 み と し て
リーフにまとめました︒
これまで政
策提案したこと︑実現したことなど
を 盛り 込みメンバーと 活 動を 振り
﹁駅
返りました︒ 昨年の活動として
前の安全を考える会 宮崎台・宮前
平﹂の報告は︑駅前の狭い道路の危
険な状況を東急電鉄・警察署・町
内会などに働きかけ︑歩行者注意の
道路表示が実現できたことを報告
しました︒
会場からは︑歩道脇の新
規駐輪場は︑狭い歩道に自転車に
乗ったままで危険だという声や︑近
くにできる 大 型 店 舗の車の入り口
はどこになるのか不安だという声も
会員から次々と上がり︑地域の課題

宮前

地域
のうごき

2

高橋茂

【 ㈱ Voice Japan 】

政治で最も重要なのは「市民目線です。
」国家
や企業の繁栄は、すべて市民の活動の上に成
り立ちます。その当たり前なことが忘れられて
いる時代に、市民目線を大事にして活動を続
ける神奈川ネットワーク運動候補予定者を推
薦します。

湯浅一郎

【 NPO 法人ピースデポ共同代表】

民主主義を市民社会に定着
させていくために、生活に密
着した課題に取組む神奈川
ネットワーク運動の発展に
期待します。

伊藤保子

【 ＮＰＯ法人 さくらんぼ】

私たちの周りにある課題の多くは政治と繋がっ
ています。普通の暮らしを知っている女性が政
治の世界に増えていくことは、明日の私とあな
たの生活に直結しています。保育園おちたのは
私だ！、介護離職したのは私だ！ ひとりひとり
が声をあげる。その声を政治につなげる。そん
な役割を担ってくれる市民議員が一人でも多く
誕生しますように。神奈川ネットワーク運動の
皆さまのご健闘を応援しています。

向田映子

【女性・市民コミュニティバンク理事長】

人に寄り添う政治を期待しま
す。

カンパのお願い 神奈川ネットへのカンパは、三菱UFJ銀行 横浜支店 普通預金口座3516141 口座名：カンパ口神奈川ネットワーク運動

（敬省略）

