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■サマースクール「子どもの権利条例
に学ぶ」/「ネット参謀システム変更に
伴う」学習会：8/19（月）■サマース
クール「介護保険の基本のき」
：8/20
（火）■市 民 の 生 活・活 動 法 律 相 談：
8/21（水）■サマースクールごみ問
題：8/26（月）■第８回運営委員会：
8/27
（火）
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【新役員】 共同代表 佐々木ゆみこ ( ネット宮前 / 県議 )

なりました︒

原発ゼロ社会をめざします！

神奈川ネット第 46 回臨時総会がワークピア横浜で開催され
ました。
冒頭、佐々木代表は「地域政党としての役割を果たしていきた
い」
と挨拶。今年度の活動方針に対して、会員からは、
「有効な政
策提言の力は地域政党ならではのもの」「ネット憲章については
広く会員の声を聴いて議論を進めてほしい」等、神奈川ネットの
今後の在り方について議論を求める声があがりました。
佐々木代表は
「私たちは市民派議員ではなく、市民政治を進め
ていく政治団体として、皆で考え元気に活動を進めていく」
と締め
くくりました。
なっている

県議会
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地産地消を積極的に進めることも
必要だと考えます。
川崎市にある昭
和電工（株）では廃プラを利用して
発電し殿町にあるホテルに供給し
ています。
市民レベルでも、家庭か
らの廃食油を利用してディーゼル
代替燃料を製造しトラックを走ら
せています。
私たちの生活から出る
廃棄物もエネルギーになる時代で
す。
人の手でコントロ―ル出来ない
危険な原発や大量の CO₂を発生さ
せる火力発電などに頼ることのな
い社会をめざしていくことが必要
です。
昨年、生活クラブ生協の組合員と
エネルギー問題の学習会を開催し、
県との円卓会議を持ちながら市民
政策提案もしています。
一人ひとり
がコンセントの向こうにあるエネ
ルギーのことを考え行動できるよ
う、原発ゼロ社会をめざし、アク
ションや制度提案をこれからも続
けます。
神奈川県では「再生可能エネル
ギーの導入等の促進に関する条例」
が議員提案により 2014 年から施
行されています。
「原子力発電に過
度に依存せず・・・」と書かれ、再
生可能エネルギーを積極的に導入
するよう謳われています。
しかし、
スマートエネルギー計画では消費
電力の 2010 年比 2020 年度 10％
削減はほぼ達成できているものの、
分散型発電による発電量は消費電
力の 25％目標には達していませ
ん。
省エネ意識は向上しているもの
の、太陽光をはじめとする分散型エ
ネルギーの普及はまだ道半ばです。
県議会では、
原発ゼロ社会をめざ
す意見書と分散型エネルギーの更
なる普及拡大を求める意見書が提
出され神奈川ネットはどちらも必
要であると考え賛成しましたが、
原
発ゼロの意見書は残念ながら賛成
少数で否決されてしまいました。
太陽光に限らず、エネルギーの

政策部長 保坂れい子 ( ネット鎌倉 / 市議 )
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