恵まれた入間川の源流を
大江健三郎さん
水源とする、おいしい安
が「『新しい人』
全な水道水が充分にあり
の方へ」のなか
で「人のいう言
ます。 万人都市構想は
葉に注意深く耳
すでに破たんし人口は逆
をかたむける習
に減少してきており、県
慣とその能力のない人、
水導入の必要性は完全に
さらにそれを 反省する
なくなっています。
ことをもとめ る者が周
大久保市長の『入間川
囲にいない人 が、政治
の水を市内全戸に給水』
の指導者の位 置につく
するという公約を一刻も
ことはーその当人にとっ
参加者から「娘が岩沢に 早く実現し、長年飲み慣
ても、市民にとってもー
いるが、ぜんぜん違う。 れたおいしい飯能の水を の声に応えてほしい」と を日曜日を除いて 日間、 不幸なことで す」と書
お茶がおいしい」「落合 飲みたいという地域住民 心から訴えています。
実質的に約４週間、それ
いています▼ 石原元東
京都知事は豊 洲問題で
では、水道水は不味いの
も２週間連続して取らな
の責任を問わ れても、
で井戸水を飲料水にして 旅 行 者 の 関 心 ・ 興 味 を 的 確 に
ければならないし、企業
「まったく覚 えており
いる家がある」「私たち 掴んでこそ
はこれを保障しなければ
観光による地域振興
は、市長さんが公約を果
ならないと決まっている。 ません」「一 切聞いて
おりません」 「全くわ
たせるようにこうして後
「第 回 図 書 館 の つ ど を感じるか」というテー だからドイツ人は旅行が
かりません」 などと都
押ししているのです」な い」が 月 日、市立図 マで興味深いお話があり 好き、観光が好き」と。
民を馬鹿にし た態度を
どの発言が続きました。 書館多目的ホールで開催 ました。大島氏は、ドイ 旅行者が飯能に求めるも
とりつづけ、 自分は〝
大久保市長に向けた陳 されました。はじめに飯 ツ・ルフトハンザ航空広 のは何か。文化と自然、
被害者〟であ るかのよ
情署名は、「住民の同意 能・原町囃子連によるお 報室長として勤務した経 歴史、酒と食、ムーミン
うに装ってい ます。石
もなくこの地（下畑、岩 囃子が披露され、記念講 験から、ドイツと日本の テーマパークとのコラボ
原さんて、こ んな小心
渕、阿須、落合、征矢町） 演として、現在、筑波学 ちがい、また飯能市の観 は可能か。地域の中でお
者で、卑怯な 人間だっ
たのでしょうか▼ 高濃
に県水が導入されてから 院大学学長の大島愼子氏 光についてのアドバイス 金が回る仕組みづくりが
度に汚染され ている地
１０年以上になります。 による「観光による地域 をされました。「ドイツ どれだけできるかなどの
であることを しりなが
この間、市は住民の声に 振興・観光客は何に魅力 は日本と同じ敗戦国であ 点でお話ししました。
ら、豊洲移転を決断し、
押されて県水の比率を
るが、欧州一の経済大国
お詫びと訂正
不当に高い価 格で購入
％から ％と変えてきま
である。日本との違いは、
したのも石原 元都知事
したが相変わらず水道水
休暇を重用視し、農業と
です。大江さ んの文章
の不味さは変わりません。
工業および観光を産業と
を読みながら 、誇りを
県水は、荒川の下流の水
して育成してきた。（１
失い、部下に 責任を押
で、長い流域を経て汚染
９７０年代に観光立国宣
しつけ、いば りちらし
物質が流れ込んだ水を水
言）ドイツには休暇法が
ている人間の 不幸を思
源にしています。
あり、企業は、被雇用者
わないわけに はゆきま
せんでした。
090-4389-4439

090-7265-1601

090-4010-5650

090-7000-4481

＜議員団の連絡先＞
973-2111(市役所456)
Mail jcp-sigi@

水するよう求める陳情書」

でおいしい飯能の水を給

て「県水ではなく、安全

住民の方々が中心となっ

市長に陳情署名を直接手

もどしてほしい、大久保

飲んでいた入間川の水に

水が入っていない、以前

ん）では、水道水を、県

会」（代表・山崎文子さ

を大久保市長に提出しま
渡したいと一生懸命に取

月２日、岩渕地区の

した。「安全でおいしい
り組んできました。

％県 水

み、みんな快く署名して

願いしました。話がはず

どんどん入って署名をお

が給水されている地域に

「 会 」 で は、

一軒一軒訪問して・・
み んな 快 く 署 名 し て
くれました

江市議も同席しました。

が対応しました。金子敏

取り、水道部の職員の方々

１１２６筆の署名を受け

長が代表の山崎さんから

出席せず町田上下水道部

この日 、大 久保 市長は

飯能水にもどしてもらう

11

１１２６筆の署名とともに「会」が陳情

県水で はなく飯能の水を給水して

９７３－１０９１

くれて逆にとても励まさ
れたと言うことです。

pluto.plala.or.jp

飯能市には、緑と清流に

12
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憲法学習会

「学んでスッキリ戦争法（安保法制）」

南スーダンで自衛隊は何をするの？

中国や北朝鮮と戦争になるの？

であれば誰でも年次休暇

しします。

憲法改悪反対飯能日高共同センター

１１月１９日（土）

午後６時～８時
飯能市民活動センター
(東飯能駅ビル丸広７階)

講師：小林善亮 弁護士
■憲法改悪の内容や動きなどをお話

先週号の全国路地
サミットの記事で、
まちなかを元気にす
る会会長を出水仁さ
んと紹介してありま
したが本池巧さんの
誤りでした。お詫び
して訂正いたします 。

24

発
行
日 本 共 産 党
飯 能 市 委 員 会
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29

～

日の２日

東飯能駅南側踏切
まもなく全面利用できるように

置する工事が進められて

八高線の踏切に歩道を設

の踏切となっていますが、

通ずる国道２９９号線と

この場所は、市街地に

になる。そのためには、

東 飯 能 駅 南 側 の 西 武 線、

失敗をどれだけ減らせる

社会保障制度フォーラムに参加して

総合事業に頼るだけでなく
一般福祉の充実を
月
いますが、

２日めの講演は、武蔵

に考えなくてはいけない。 高線の踏切についても、

体系などの面から総合的

護予防・生涯教育、交通

を支えるための施策、介

になりました。また、八

歩行者が通行できるよう

西武線の踏切については

が寄せられていた場所で

市民の方から改善の要望

危険なことから、多くの

車や歩行者にとって大変

車の通行量も多く、自転

幅員が狭いうえに、自動

住宅、雇用、保健・医療

野市健康福祉部長・笹井

今年度中には通行できる

す。

月１日から

かが課題だ」と指摘しま

肇氏が、「武蔵野市にお
武蔵野市は、市内６ヶ所

ようになる予定です。

事業のゆくえを探る」と

の介護保険法改正と総合

初日の講演は、「今後

ついて概要を報告します。

要だと強調。国が「施設」

分布を分析することが必

用して自分のまちの給付

策評価分析システムを活

笹井氏は、介護保険政

ブ（有償ボランティア）

ドアツードアのレモンキャ

ムーバス（巡回バス）と

齢者の外出支援のために

ターは直営に戻した。高

るために基幹型包括セン

参加しました。

題して、淑徳大学結城康
から「地域」へ、「医療」

した。

介護保険制度の改正と
ける地域包括ケアと新総
の包括支援センターがあ

保障制度」と題するフォー

総合事業に関わる講演な
合事業の取り組み」を報
るが、全体の質を確保す

ラムが東京で開催され、

ど４つの講演がありまし
告しました。

博教授が行いました。

から「介護」へと誘導し、 の運行、テンミリオンハ

までは８割以上の自治体

中で、在宅を基本として、 営費補助で居場所確保）

１割の病床削減を進める

いきいきサロン活動など

結城教授は、「今のま
が失敗するだろうと警告

生活ができるような体制

ウス（１０００万円の運

し、総合事業として地域

すくなります。

転車や歩行者が通行しや

で、踏切の改修により自

整備も行われていますの

郵便局北側からの歩道

行われていました。

らも改善を求める質問が

員をはじめ多くの議員か

議会でも滝沢おさむ議

た。ここでは介護保険に

間、「揺らぐ日本の社会

28

旺盛に進めているが、Ｎ

東吾野医療介護セ
ンターで秋祭り

日東吾野医療

アトラクションとして

地域で 活動している 東

吾野太 鼓、白獅子の よ

介護センタ ーで、地域

事長特 製のニラ飯と お

が披露 され、会長や 理

さこい 、キッズダン ス

住民との交 流を目的に

でん、 焼きそば、味 噌

月

恒例になっ た秋祭りが

ポテト 、たこ焼き、 あ

日（日）

◆南後援会

月

笠縫自治会館

日（日）

◆西後援会

月

～

ピールしていました。

活用し てほしい」と ア

住民の 方にも積極的 に

シンも 導入したので 、

中で、 「リハビリの マ

木川 理事長は挨拶 の

並びました。

んみつ などが模擬店 に

開催されました。

～

各後援会総会と
忘年会のお知らせ

◆中央後援会

６・

月３日（土）

宮本会館

６～

12

大河原自治会館

２～

pm
1

pm

◆原市場後援会

月４日（日）

下赤工自治会館

pm

18

18

ＰＯなどセミプロで行う
事業以外は何でも総合事
業に突っ込むのではなく、
一般福祉として一般財源
で賄っている。介護保険
導入前には一般福祉とし

行われますので、市役所には

30

※当日は、市役所で生活祭が

pm

１２時～
すぎのこ保育園

12

駐車できません。

てやっていたわけだから、
保険事業として浮いた財
源を活用することが重要
ではないかと強調しまし
た。
市議会議員・新井たくみ

30

１１月１３日（日）

29

10

12

12

すぎのこバザー

11

10
福祉をどう育てていくか、 を整えていくことが重要
テレビや雑誌のコマーシャルで宣伝され、何気
なく使っている洗剤や柔軟剤、消臭剤などの商
品。それらには様々な合成界面活性剤が使われ
ています。それらの安全性や必要性について詳
しく学んでみませんか。
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