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トヨ子＆としやの

憲法敵視・人権無視のアベ政権
森友公文書改ざん・「首相案件」

４．21岐阜総がかり行動緊急集

の加計疑惑・イラク日報隠しなど、 会では、国会報告に立った今井雅
日替わりのように安倍政権のうそ 人議員が「官邸に逆らうものは飛
がばれてきました。福田次官のセ ばして政治を私物化するアベ政権
クハラ発言にいたっては、政権の は恐怖政治そのものであり、民主
横暴腐敗が官界にまで及んでいる 主義をぶっ壊す独裁国家である」
ことを示しています。
市民の中から「情けない」「早
く退陣してほしい」といった声が
広がり、４月14日には５万人が国
会前で安倍退陣を訴え、４月中旬
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と厳しく指摘しました。

ニット伊舞木座による「もの言う
自由を」・浄土真宗大谷派の僧侶
で作る「Ｂｏｕｓａｎ’ｓ」の
「反戦僧侶」・政治社会風刺を織
り交ぜたポケット講談・沖縄三線
など、歌や音楽・小噺などで、現
代社会のあり方や憲法に寄せる熱
い想いや平和・自由・いのちをつ
なぐメッセージが多彩に表現され
ました。
Live終了後は大垣駅南口に場所
を移動し、スタンディングアピー

西濃アクション

歌声踊りで政権打倒アピール
このような情勢の中、4月21日、

の各種世論調査はそろってアベ政 大垣駅北口広場で、音楽や踊り・
権の支持率急落を伝えました。国 講談などで安倍９条改憲NO!政権打
会では野党６党が結束して与党を 倒を訴える「平和・自由・いのち

個人情報の抹消を

市民監視事件で原告が訴え

とを訴えました。

監視事件ですが、４月16日に行わ
れた裁判で原告の近藤ゆり子さん
は「『議事録』に現れたのは氷山
の一角に過ぎない。どれほどの個
人情報を収集しどう利用してきた
のか。住民運動・市民運動への露

ルを行いました。
者による話し合いの場(リスクコミュ

土壌汚染問題で

県 ・日本 合成(株 )に 申 し入れ

ニケーション)の設置すること、を
申し入れました。懇談では、事業
者に対するリスクコミュニケーショ

土壌汚染問題で、日本共産党の 設けること、を要請する申し入れ ンの指導など、前向きな答弁があ
笹田トヨ子・中田としや市議は、 書を渡しました。

な動揺を与えています。

日本合成(株)・県に対して、その
また、19日には、中
後の報告や水質調査のための観測 川裕子共産党県議も加

歩道では多くの市
民が足を止め見入っ

た個人情報は速やかに抹消するこ

共謀罪の先取りとして全国的に
も注目を集めている大垣警察市民

追い詰めており、自民党内に大き をつなぐ～西濃アクションlive」
が開催され、アクアウォーク高架

骨などう喝だ」と陳述し、収集し

井戸の増設などを求めて要望・申 わり、岐阜県に対して、

ていました。。

し入れを行いました。

①県の責任で工業地域

当日は、西濃地
方で活躍するよさ
こいチーム「神舞」
さんの元気いっぱ
いのオープニング
から、フォークユ

2月に土壌汚染を発表した日本合 を対象として観測井戸
成(株)に対しては、４月13日に① の設置し継続的に地下
神田・上屋地区のその後の追加調 水調査を実施すること
査と対策状況の報告 ②他の検査

②行政・事業者・市

機関での検査の要請 ③敷地内観 民・化学物質アドバイ
測井戸の増設 ④話し合いの場を ザーなど専門家や研究

りました。
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安心・安価な大垣の水？

水道料金を見直す
土壌汚染問題では水質調査が行

水道料金は、基本料＋使用料で計

なわれ、先月、水質に問題なしと 算されます。西濃地域での使用量
結果が出ました。井戸水を利用す を比較すると（右表）、平均値を
る方は特に不安に思われる方が多 下回っていることがわかります。
かったかと思います。
県内２１市と比べても、平均以下

家庭用水道料金
垂井町

750

神戸町

810

揖斐川町

831

大垣市

950

輪之内町

1080

大野町

1123

関ケ原町

1290

安八町

1400

海津市

1512

豊富で水質もよく、大垣、墨俣地 ですが、今後、節水意識の向上、

養老町

1674

域は水道水をつくる浄水場もいら 人口減少で収入が減ることに加え、

池田町

1836

安心、安価なイメージの大垣の の設定になっています。
水。今回は水道料金について報告

最近では、２０１６年に下水道

します。
料金が約１０％の値上げとなりま
「大垣市は『水の都』。地下水が した。現在、上水道の事業は黒字

ない。なのに水道料金、高く感じ 水道管の老朽化対策等で費用増が
る。なぜか」とご意見を頂きまし 見込まれます。
た。
水道料金に関しては、議会では

トヨ子＆ と しやの４月 活動 日誌

★口径13ｍｍ・10㎥使用料(単位円)

平均

1205.0

2016年３月県資料より作成

笹田トヨ子
【４月】
１ 日 大垣市功労賞
市政100年オープニング
８ 日 西美濃観光案内所移転式典等
13日 日本合成㈱申し入れ
14日 生活相談・街頭宣伝
15日 社保協総会
16日 大垣警察市民監視事件裁判
17日 都市計画審議会
土壌汚染対策委員会
19日 岐阜県へ要望書提出
西美濃福祉会理事会
20日 自治体部⾧会議
街頭宣伝
21日 西濃アクションlive
23日 西濃議員団会議
26日 地区センター運営会議
29日 興文地区住民大運動会

中田としや
【４月】
１日 大垣市功労賞
市政100年オープニング
４ 日 養老鉄道ネットワーク会議
８ 日 元気ハツラツ市
署名訪問
11日 赤坂訪問
13日 日本合成㈱申し入れ
15日 西濃社保協総会
16日 大垣警察市民監視事件裁判
19日 岐阜県へ要望書提出
21日 西濃アクションlive
23日 西濃議員団会議、保育所面談
25日 養老鉄道揖斐ルート視察
26日 地区センター運営会議
28日 FC岐阜フードドライブ
花と緑のふれあい展

水道料金の滞納についてよく取り
上げられてきました（2016年の収
納率は92.7％）。
共産党は、料金の滞納があって
もすぐに給水を停止するのではな
く、生活に困窮している方には総
合的に生活を支援すべきと考えて
います。安心して安価な水を飲め
る、「水の都」を守るべくがんば
ります。
(中田としや)

国民の立場で真実を伝え続ける
しんぶん赤旗をお読みください
ご注文は共産党地区委員会へ

はんざわ多美の

市政ウォッチング

子ども・高齢者の公共交通料金無料化

すると同一世帯の親・祖父母のバ の持ち出しで維持されているそう
先日、５才の息子を連れて大垣 ス料金が無料になるというもので です。
赤字部分の多くを市が負担して
駅までバスに乗ってみました。息 す。
楽しい経験をしながら、お年寄 いるのですから、むしろ高齢者の
子は行ったことのあるお店を指さ
りの運転免許変換後の交通手段の バス利用料に対して思い切った助
しては喜んでいました。
想像以上にバス乗車を親子で楽 不便を思わざるを得ませんでした。成をして赤字負担分を減らし、健
上石津～市民病院は往復1600円。康で安心して暮らせる高齢者を増
しむことができたので、さっそく
大垣市が取り組む「親子お出かけ もし無料だったら、友達と会って やす政策がよいのではと思います。
公共交通は、交通政策であって
バスチケット」の申請をしました。食事などの楽しみも味わえるでしょ
この事業は「子育て世帯の経済的 う。経済効果も生まれてくるとい 福祉政策でもあるといわれます。
子どもにもお年寄りにも優しい福
負担を軽減するとともに、バス利 うもの。
自主運行バスの総事業費約1億4
祉のまち大垣であってほしいもの
用による外出を促進するため」に
小学校２年生以下の子どもが同伴 000万円のうち、補助負担分が１ です。(はんざわ多美)
億2300万円でその大部分は大垣市

