西連絡 道路 予算が４倍

市 民 ネ ット ワ ー ク 所 沢 か ら の お 知 ら せ

2018 年 12 月水道法改正！
なぜ民営化？日本の水はどうなるの？
ドキュメンタリー映画

上映会

「最後の一滴まで」
ヨーロッパの隠された水戦争（59 分）
3 月 17 日(日) 14 時～16 時 30 分
お話 内田聖子さん
（アジア太平洋資料センター事務局長）

小手指公民館分館音楽ホールにて
参加費 500 円（当日 700 円）学生無料
定員 120 名

No.91(2019.2）
1/22 香害学習会２
「きれいな空気のつくり方」
加藤木材の加藤政実さんは「人間は脳の働き
の維持のために眠るが、化学物質があふれる暮
らしの中で鼻孔や毛穴が閉じ慢性的な酸素不
足になっている」
参加者から「３秒で環境に慣れてしまう、人
間の環境適応能力はある意味問題」「生活のす
べてを考えさせられた」「感動した」と感想が
寄せられました。

発行：市民ネットワーク所沢

〒359-1141 所沢市小手指町４-17-48 光ビル 1F-B
TEL/FAX 04-2947-6370 メール: cnet-toko@net.email.ne.jp

【主催】市民の暮らしを良く
する女性の会@所沢

チケットあります。
090-7242₋7555（末吉）
電話かショートメールで！

所沢市議会議員

末吉美帆子

（総務経済副委員長・広聴広報委員・基地対策協議会委員）

2018 年 5 月「政治分野における男女共同
1/26 市民ネットワーク所沢総会を行いました。今年４月予定の市議会議員選挙に向けて代理人
擁立を目指してきましたが、継続して運営に関わる委員が少なく力不足を痛感し、新しい候補者の
擁立を断念しました。市民ネットワークは地道な活動の原点を忘れず活動を継続していくことにし
ました。総会では全員賛成で全議案が可決されました。
市民ネットは皆さんにとってどんな存在だったでしょうか。私たちはこの一年間ずっと話し合っ
てきました。
これまで実現してきたことを誇りに思うとともに、これから実現していきたいことを、
原点を見据えながら実行していきたいと思います。手伝うよ、こんなアイデアあるよ、こんなこと
してほしい、そんなお声をお待ちしております！これからもよろしくお願いいたします。
（市民ネットワーク運営委員会）

【お問い合わせ・連絡先】
※常駐していません。留守電・FAX でお願いします。

●住所

〒359-1141

所沢市小手指町４-17-48 光ビル 1F
●電話・FAX
●メール

ました。国会及び地方議会選挙で候補者が男

ざまな場面でのセクハラ、パワハラも後を断

女均等、政治活動と家庭生活が両立できるよ

ちません。

うにすることが趣旨です。地方自治体にも啓
発や環境整備が求められています。

prinmint@shore.ocn.ne.jp （末吉）
cnet-toko@net.email.ne.jp（事務所）

小手指駅南口下車徒歩８分

所沢市における採用試験実績は平成 29 年
度、応募 780（男 432 女 348）新規採用 65

所沢市は「政治分野に限らずさまざまな場

（男 33 女 32）職務により男女の偏りはある

面で男女が意思決定の場に参画することに

が業務における性差別はない、28 年に作成

より多様な意思が反映される、女性リーダー

した所沢市特定事業主行動計画に「女性職員

となるための意識啓発、環境整備を検討す

の活躍推進」を掲げており、男女の差別なく

る」教育委員会は「児童生徒は男女とも個性

誰もが生き生きと活躍できる環境整備を進

や能力を発揮し、男女平等は確実に醸成され

めたいと答えました。

ている」と答弁しました。

04-2947-6370

◆ネットの仲間になって一緒に活動しませんか。
年会費 1,500 円
郵便振替口座 00160-6-179015
◆この「つうしん」はボランティアの方が配布して
います。購読ご希望の方は定期的に郵送します。
どうぞご連絡ください。

参画の推進に関する法律」が公布・施行され

社会にはびこる既成概念、介護や家事、育

しかし昨年８月、医大入試で女性受験生に

児分担の偏り、翻って過労死するほどの過重

長年行われていた不利な得点操作が社会問

労働、パワハラ、セクハラ、貧困社会、こん

題になりました。これは憲法 14 条「性差別

な社会が健全なわけがありません。男女の差

禁止」22 条「職業選択の自由」26 条「能力

別なく誰もが自分らしく活躍できる社会を、

に応じて等しく教育を受ける権利」を保障す

政治分野から、地域から、ご一緒に作ってい

る憲法の趣旨に反する差別と考えます。さま

きませんか!?

「まちの未来図をいっしょに描きましょう！」

「まちを変えるのは私たち市民 私たちのまち私たちの手で」
問題だらけの「種子法」廃止

所沢市議会から意見書を提出
2018 年 12 月、所沢市議会から種子法の意見書を
国へ提出しました。全国の道府県では種子に関する
条例が、市町村からは種子法廃止に対する意見書が
提出されています。
引き続き声を上げていきましょう。
種子法とは？

悲劇を繰り返さない！
児童虐待をなくすために
平成 30 年 6 月議会で「児童虐待防止」について
一般質問しています。平成 17 年所沢でも幼児虐
待死が起こりました。他市から転入直後の未就園
の３才児。転入出の狭間でチェックできなかった
痛恨の事件です。（9 月議会で未就園児の対応に
ついて引き続き一般質問しました。（健康審査未
受診児への訪問等）
所沢市では平成 28 年に作成した「児童虐待相
談対応マニュアル」に基づいて警察、児童相談所
との連携はもとより、緊急と判断した時には 24
時間以内の訪問、目視を行っています。訪問の必
要性を緊張感を持って判断することが大前提で
すが、目視は評価できます。
今年１月千葉県で起こった児童虐待死の対応
は教育委員会でした。悲劇を再び起こさないため
には虐待に対する高い専門性をもつ機関との連
携が絶対に必要です。

12 月の一般質問から

5 月の 10 連休、本当に大丈夫？
皇位継承に伴う祝日により、2019 年は、4 月
27 日から５月６日が 10 連休になります。市が担
っている業務ではごみ収集、市民医療センターの
小児救急夜間診療、消防、生活福祉相談などは通
常祝日対応しているので通常通り行われます。懸
念されるのは保育園、放課後児童クラブ。10 日
間休園した場合大丈夫なのでしょうか？そもそ
も全員が 10 日間連休なのでしょうか？10 日間す
べて預け先があるのか？事前にニーズを調査し
早急に対策すべきと指摘しました。
また、民間では病院休診などの影響が心配で
す。国は社会影響を調査する予定ですが早急に対
策してもらいたいと思います。

ミホコのつぶやき
図書館は 10 連続開館になります。毎日開いてい
るのはありがたい反面、数日は閉めて職員も休む
日があっても良いのでは？と思うのは私だけか
な？？

【主要農作物種子法】の略。
第二次世界大戦後、食糧を増産するため、都道府県に稲・
麦・大豆の種子の生産・普及を義務付けた法律。昭和 27
年（1952）制定。法の目的が達成されたとして、平成
30 年（2018）廃止。
これまで日本の多様な品種を守ってきた「種子法」が廃
止され、日本の農業は大きな転換点に差しかかっている。
そんななか、
「多様な品種・種子を守る」ためのさまざま
な動きが起きている。

さんとめどんぐり村の秋まつり
市民ネットワークは
『議会クイズ』で参加しました。
物知り&ヤマ勘が素晴らしく、
皆さんかなりの正答率でした。
あなたもチャレンジしてみて下さい。

クイズ１ 所沢市議会は市民しか傍聴できない。◯か×か？
× だれでもできます。
受付では住所も名前も言う必要はありません。
クイズ２ 市の予算の提案をできるのは市長と議会である。
× 予算提案権は市長のみ。議会は修正を含む議決権。
（だから、市長が予算つけない限り小中学校エアコンが
つかなかったんですね）
クイズ３ 所沢市議会の傍聴席は４階である。
◯ ４階です。３階の議会事務局で受付してください。
クイズ４ 所沢市の一般会計予算は 1000 億円を越える。
◯ 平成 30 年度当初予算は 1002 億円。
（水道、国保、介護など特別会計は別）使い方が重要です。
クイズ 5 所沢市の人口は約 34 万人だが少しずつ減っている。
× 少しずつですが今も増えています。
今後減少に転じる時の備えが必要です。
クイズ 6 所沢市の期日前投票所は５ヵ所である。
× 市役所市民ギャラリーと所沢東口ギャラリーの２ヶ所のみ。
増設を求める声が上がっています。

クイズ オマケ
市や議会に市民があれこれ言ってもムダである。◯か×か？
◯◯◯◯!! 市政の主役は市民です。小さな疑問や不満からでも OK！一緒にやりましょう!!

