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佐々木ゆみこ（ネット宮前／県議）
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政策決定に至る議論の公開を

県議会

安心・安全な水は情報公開から

磯
( 子市民ネット︶

市民の理解を得ようとしたことへ
感染対策として有効なのは
の反省もありません︒
市民へのア
検査体制の充実
ンケート等では反対意見が多かっ
たにも関わらずこれを過小評価
植木裕子 ネ( ット藤沢︶
し︑有識者からも設問方法が不適
オーストリア・ウィーンに行っ は検査結果がメールで送られて
切で恣意的なまとめ方をしたと指
てきました︒
そこでのコロナ対策 きます︒
摘されています︒
また︑政策形成過
は日本と大きく違うものでした︒
ウィーン市の検査は①市民だ
程における情報の公開も不十分で
ウィーンは現在︑公共交通機 けではなく観光客も無料②検査
す︒
横浜IR協議会は非公開︑政策
関や病院等では医療用マスク着 キットは市内随所で受け取るこ
決定に至る庁内の議論の記録もあ
用となっていますが普段の生活 とができる③検査申込はスマー
りません︒
市民の意思を無視した
ではマスクをしません︒
しかし︑ トフォンでできる④ 時間後に
前市長と市議会の対応が︑市長選
挙の結果につながりました︒
今後︑ 市民だけではなく観光客にも希 は結果がわかる等のメリットが
症状がなくても検査
望者にはPCR検査キットを無 あります︒
山下ふ頭の再開発︑上瀬谷の旧米
料配布し︑陽性者はすぐ隔離す が簡単にでき︑普段の生活はマ
軍基地跡地開発と大規模開発が続
ることでコロナの蔓延を防ぐと スク無しのウィーン市と検査体
きますが︑計画の進め方や市民と
制が整っておらず︑陽性者の隔
いう対策をとっていました︒
のコミュニケーションを含め︑議
スマートフォンから登録し︑ 離が遅れる日本ではどちらの対
論の公開を求めていきます︒
検 査 を 申 し 込 む と す ぐ に バ ー 策が良いかは明白です︒
私は保育園で働いています
コードが送られてきます︒
スー
パーやコンビニ・薬局・ガソリ が︑検査キットが配られたのが
その後1個
ンスタンドなどでバーコードを 今年の5月に2個︒
示すと一人5箱の検査キットが 配られましたが︑症状がなくて
渡され︑スマートフォンからの も感染対策には普段の検査の充
指 示 に 従 い 唾 液 を 取 り 指 定 の 実が必要︑ウィーン市のような
ボックスに投函すると︑翌日に コロナ対策を求めていきます︒

神奈川ネットは︑

地域政党です︒

生活の課題は

政治に直結しています︒

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

■市民の生活・活動法律相談：10/26
（水）

kg

kg
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■ピースリングツアー横浜横須賀：10/14
（金）

北朝鮮が弾道ミサイルを発射した4日朝︑北海道に
午前7時 分︑青森県には同 分に全国瞬時警報システム︵Jア
ラート︶
が発出された︒
しかし︑ミサイルが青森県上空を通過した
のは 〜 分▼都道府県が指定する避難施設が青森県の全市町
村に1865カ所あるが︑これでは到底避難など出来ない︒
まし
てや防災無線のない地域やスマートフォンを持たない子どもに
情報は届かないし︑漁船なども避難のしようがない▼Ｊアラート
は︑弾道ミサイルに関する情報だけでなく緊急地震速報・津波警
報・気象警報なども発するが︑人々への速やかな情報伝達が出来
なければ︑
機能しない︒
C
(・ ︶

今月の神奈川ネット

秋山律子
摘されています︒
シンガポール
では国が実施しているが日本で
は事業者と自治体に委ねられて
いるので財源が違うとしていま
す︒
林前市長の
﹁白紙﹂
発言につい
ては︑市と市民との間に齟齬が
生じ︑唐突に誘致の意思表示が
行われたように受け止めた市民
が数多くいたと報告︒
住民投票
を求める直接請求については︑
市は法令に基づいて手続きを進
めたとしていますが︑有識者か
らは 万筆を超える署名に対し
て丁寧な対応が必要だったと指
摘されています︒
全体的に横浜市の論調は︑不適
切な市民対応があって理解が得
られなかったが︑上手に対応して
いればカジノ誘致は可能だった
というものです︒﹁世界最高水準の
カジノ﹂という中身のない言葉で

で検出されたとの報告があり、市民への公
表は 27 日でした。
分析結果を待ってから
の公表と言いますが、これが命に関わる事
態だったとすれば、公表に 2 日以上かかっ
ていては、惨事になることも想定されます。
19
正しい情報を提供することは必要ですが、
その判断基準を事前に示していくなど、市
民の安全確保・情報公開のあり方は早急
に対策を講じるべきと考えます。
基地周辺
に住んでいる市民は、基地内のことについ
ては詳細不明と言われ続け、常に不安と隣
り合わせにいることを考えると、丁寧で迅
速な対応をするべきです。
水は命に関わり、あっという間に多くの
人に影響します。
「二度とこのようなことの
ないように対応していきます」と県は言い
ますが、
基地内にも入れず、
何を持って二度
とないと言えるのか、全くわかりません。
行
政として水質を守るために緊張感を持ち、
検証を進めるよう要望し、さらに近隣自治
体に住んでいる市民の不安を取り除くよう
速やかでわかりやすい情報公開を求め、提
旧上瀬谷通信地区土地区画整理事業
案を続けていきます。

どの薬剤が、5 月初旬に横須賀基地から、
そして 9 月末には厚木基地の排水から検
出されています。
排水にこれらが含まれて
いた場合、行政としては現地調査を行い、
排出原因の究明を行う、もしくは行政命令
を排出先に出すなどの対策を講じますが、
原因が米軍基地内であることから、県独自
の判断では現地調査はできません。
横須賀基地からの排水は、米軍の調査
分析では 5 月より 7 月の方が検出される
値が増えており、暫定基準値を超えている
ことも明らかになっています。海水により
希釈され、排水口から離れた地点の防衛省
の分析結果は基準値以下だったことから、
県として積極的に調査分析をしていませ
ん。
さらに、横須賀市は中核市であり水質
管理は市の管轄のため、県として口を出す
ことは出来ないと言います。
しかし、防衛省
の分析はどの海域から採水したかにより
数値が異なることや、米軍からの結果公表
が分かりにくいなど、市民の不安を払拭す
る情報公開とはなっていません。
県として
横須賀市との連携が必要です。

社会をめざします︒

■介護の日フォーラム：10/29
（土）

地域横浜
のうごき

横浜市は﹁横浜IRの誘致に
係る取組みの振り返り﹂を発表
しました︒
大学教授など6人の
外部有識者による考察も含ま
れています︒
経済効果については︑事業者
提供の情報に基づく数値だけで︑
リスク要素を想定しなかった︒
さ
らに新型コロナウイルスのパン
デミックやオンラインカジノの
普及を考慮した対応ができな
かった︒
周辺インフラ整備等の費
用を示すべきだった︒
という有識
者の指摘に対して
﹁想定されるあ
らゆる考慮事項を精査した上で︑
これらの疑問にしっかりと︑
かつ
早い段階で向き合っていく必要
廃食油は資源！市民に周知を
があった﹂と総括しています︒
くにかね久子 大和市民会議/市議︶ ギャンブル依存症対策について
(
は︑
有識者から諸外国と比べて全
4535 よりも増えたとはい く不十分でおざなりだったと指
え︑横ばいです︒
海老名市では︑
2020年度の回収量は
54130 と大和市の約 倍
です︒
実は︑一般家庭の家庭用廃食
油は︑約 %程度しか回収され
ておらず︑残りの %は凝固剤
で固めて燃やすごみとして焼
却されたり下水に流されてい
ました︒食用油大さじ1杯をき
れいにするにはバスタブ 杯
分の水が必要です︒
凝固剤で固
めれば流して捨てるより害は
少ないものの︑燃やす際に高温
になり焼却炉を傷めることに
なります︒
何より︑家畜の飼料
やバイオ燃料︑せっけん原料等
に活用されずに廃棄されるの
はもったいない!
そこで︑来年度︑2年ぶりに更
新される﹁家庭の資 源とごみの
分け方・出し方﹂パンフレット
に家庭からの廃食油は捨てずに
資源として活かせることをア
ピールするよう提案しました︒

29

さらに、米軍から 9 月 25 日に厚木基地

泡消火剤に含まれる PFOS・PFOA な

■第 9 回運営委員会：10/27
（木）

M
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横須賀 中井美和子後援会設立
地域大和
地域
9/16
き
のうご
のうごき
瀧川君枝 ( ネット横須賀）

日本では年間約240万tの
食用油が消費され︑事業系で
万t︑家庭系で 万tの廃食油
が発生するとされています︒
事
業系の5割程度が飼料用に再利
用︑約3割がバイオ燃料として
輸出︑廃棄されるのは1割程だ
そうです︒
日本の廃食油は︑世界
的には評価が高くリサイクルシ
ステムが確立しており︑
ヨーロッ
パなどに輸出されています︒廃
食油の需要の高まりで︑
当初は排
出側が処理費を支払っていまし
たが︑回収業者が買い取るよう
3年前から価格が高騰
になり︑
し︑
1キロ 円余りだったものが
円に上昇しています︒
私はこれまで︑
﹁地域に眠るエ
ネルギー資源﹂として廃食油を
﹁都市油田﹂と位置づけ回収拠点
を増やし︑有効利用を提案して
きました︒
回収拠点については︑
環境管理センターでも回収され
るようになりましたが︑2020
年度実績での廃食油の資源回収
量は︑5974 と2018年の

28

中井美和子さんの後援会設立総会を開催しました。
発足後、
ネット横須賀主催で「子どもの貧困を考える」を テーマに学習会
をしました。
横須賀市議選にチャレンジする予定の中井美和子さ
んからも報告がありました。
子どもが置き去りにされる日本の政
治や家族制度から起因しているものだと、
改めて確認しました。
夫婦間のトラブルにより子どもに虐待が発生しており、中井美
和子さんが取組んできた離婚相談やサポートの充実が必要であ
り、横須賀市の養育費支援制度も紹介しました。 参議院議員水
野もとこさんは、共同親権の議連に出席し、養育費には教育費が
含まれていないことの問題
を取り上げ、監護権の対応
を求めたとの報告でした。
子どもの權利を充実させる
ためにも中井美和子さんを
市議会に送る応援の輪を広
げていきます。
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