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6月議会・学習会・参議院議員選挙 報告

国立市の深刻な水汚染、行政はいち早い住民健康調査を！

　先月 6 月 10 日、ストックホルム条約国会議
で、PFOS の代替物質 PFHxS( 残留性有機汚染
物質 ) もついに規制対象となりました。東京都
に情報公開請求した結果、国立市の水の汚染状
況は、これまでメディアで公開されている有機
フッ素化合物群 PFAS の値である 435ng（ナ
ノグラム）どころではなく、PFHxS 等を含め

戦争ができる国にはしない！～参議院議員選挙 2022 が終わって～

　私は、今回、れいわ新選組・山本太郎さんを
応援しました。子どもたちが毎日食べる学校給
食を国立市は直営から PFI 方式の委託に手放し
てしまいましたが、PFI 発祥の地イギリスでは、
PFI は地域に何の恩恵ももたらさず、直営に比
べて財政的に割高と報告されています。私が「れ
いわ」を応援したのも、山本太郎さんが「子ど
もの貧困」や災害・水害が多発する危機の時代
にこそ学校給食は自前で行うことが重要である
と熱心に語っていたからです。自治体議員とし
て私は「れいわ」に応援メッセージを送りまし
た。9000 回以上視聴されていて驚いています。
　東京選挙区では、山本太郎さんが日本維新の
会候補者を抑えて 6 位当選。与党 3（自民 2＋
公明）・野党 3（立憲＋共産＋れいわ）のイー
ブンに。

　しかし全体をみると、自民党の圧勝。改憲勢
力（自民＋公明＋維新＋国民＋α）が発議でき
る 2/3 を大きく超えています。戦後 77 年目に
して、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起
こることの無いよう決意を新たにしました。ま
た、宗教法人「世界平和統一家庭連合」( 旧統
一協会 ) との密な関係の下で同協会の違法行為
を野放しにしてきた保守政治の闇が明らかにな
りつつあります。こんな政治は変えなければな
りません。

学習会の動画 URL をここに
お伝えしますので、ご自由に
ご覧ください。
https://www.youtube.com/
watch?v=2VMtO6XwY74

https://youtu.be/CfqUfbYd85k

ぜひ一度開
いてみてく
ださい。▶

市議会議員

ると 840ng と高濃度に汚染されている事実が明
らかになっています（国の指針は 50ng/L なの
で 16.8 倍）。近隣他市と比較しても異常に高
い数値です。住民の健康を守る責務がある国立市、
そして現在水道を管理している東京都は、くにた
ちの水はいつから汚染していたのか、その原因は
何か、住民健康調査の必要などを早急に説明する
責任があります！
　『消された水汚染ー「永遠の化学物質」PFOS・
PFOAの死角』の著者・諸永裕司さんをお招きして、
有機フッ素化合物と水汚染について学習会を開き
ました (5/22)。この問題をできるだけ多くの方
と共有したいと思っています。

暑
中
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す
。

東京都は 15の有機フッ素化合物を測定していた。2020年度。



Design＆Art work by はれむすひ

　今回は、政策提案としての市民による陳情のいくつかをお知らせします。
小川コメントを参考にしてください。委員会と最終本会議での質疑・討論は、
国立市議会インターネット録画映像で視聴できます！
▶https://kunitachi-city.stream.jfit.co.jp/

秋の議会日程ご案内

決算特別委員会

朝 7 時、 日ごとに市内 3つの駅に出て「ひろみ通信」を
配りつつ、 市政報告をしています。
お気軽にお声をかけてくだされば嬉しいです！

小川ひろみ後援会に参加して活動を支えてください。
例えば、
☆小川会議への出席
☆「ひろみ通信」をご友人・知人へ渡す。地域へ配布する
☆ミニ集会、学習会を小川と企画する
☆カンパ
など、いろいろあります。
通信P1上にあるメールにご連絡くださると嬉しいです。

募集中！8 月 19日（金）正午
8月 29日（月）
9月　7日（水）
9月　8日（木）
9月　9日（金）
9月 16日（金）

陳情提出〆切
議会初日
総務文教委員会
建設環境委員会
福祉保険委員会
最終本会議

10月 3日（月）～7日（金）

【6月議会報告】議会で議論しましたー人権・暮らし・命のこと！

陳情 タイトル 採択・不採択 小川コメント 各会派の賛否

①

②

③

④

⑤

「都立高校入試へのス
ピーキングテスト導入
の延期および再検討を
求める意見書」の提出

を求める陳情

採択
→東京都

「意見書」提出

またベネッセ（怒）。産業界の教育への介入が
甚だしい。都教委は今年の 11 月末に、都立高
校入試において初めてスピーキングテストの
導入を計画しているが、採点の不公平性や教
育の平等権などが確保できないまま見切り発
車。子どもの将来がかかっている一大事。中
止を求めます。

新給食センター内における防災備蓄
倉庫の設置場所は 1階に設置予定と
聞いているが、近年激甚化する自然
災害を考慮した際、浸水何mまで防
災備蓄倉庫としての役割・機能を発
揮することができるのか当局に具体
的に確認を求めるとともに、国立市
正規職員に対し、政策立案の際、危
機管理学的観点における防災並びに
リスクマネジメントの視点を持って
もらいたいため、防災並びにリスク
マネジメント研修の実施を求める事

に関する陳情　

洪水ハザードマップ浸水想定 3mの土地に建
てられる新給食センターに不安は尽きず、ひ
とりの市民の方が出し続けている具体的提案
は意義深い。これまでは採択されてきたが、
ここでバラけた。設計や建設はもう決まった
こととして聞く耳を持たないのではなく、あ
くまでも政策提案として受け止めるべきでは
ないか。

不採択

富士見台第一団地投票所
廃止案にかんする

陳情
採択

→市長へ送付　

参議院議員選挙の投票率を見ても、当該投票
所は 65.99％とダントツの 1 位。一方、団
地の高齢化に伴い、ここの有権者数が一番少
ないのも確か。だからといって廃止案は正し
いのだろうか。今後ますます投票しやすい環
境を保障することが大事。参政権は民主主義
の根幹！　

国立市における新たな個
人情報保護制度に関する

陳情
不採択

来年 4月までに、国の個人情報保護法の改正
に合わせた新条例を制定する流れにある。個
人情報はこれまで、地方自治体の条例により
きめ細かに保護されてきた。よって、「先駆的
な国立市の個人情報保護の質を低めることが
ないよう、現条例の精神を引き継いで欲しい」
との陳情を×にする理由は見当たらない。

中 2丁目マンション
新築工事に関する陳情

採択
→市長へ送付　

富士見通り沿いに 10階建ての高層マンション
計画。バブル好景気時代に大幅緩和した開発の
ツケが、今、各所で、住民を悩ませている。国
の景観法にまで寄与したと言われるくにたち大
学通りの景観紛争から、私たちはいかに学んで
きたか。全会一致の市議会の意向を受けて、永
見市政がどう動くか。住民の熱い期待が寄せら
れている。

賛成：全会一致

9月議会

＊5日（水）は休会

賛成14：耕す未来・小川（1）、
共産党（3）、社民・ネット・
緑と風（4）、新しい議会（2）、
立憲民主（1）、みらいのくに
たち（1）、こぶしの木（1）、
樹木の会（1）

反対 6：自民党（3）、公明党（3）

賛成 9：耕す未来・小川（1）、
共産党（3）、社民・ネット・
緑と風（4）、こぶしの木（1）

反対 11：自民党（3）、公明
党（3）、新しい議会（2）、
立憲民主党（1）、みらいのく
にたち（1）、樹木の会（1）

賛成 12：耕す未来・小川（1）、
共産党（3）、社民・ネット・
緑と風（4）、こぶしの木（1）、
みらいのくにたち（1）、樹
木の会（1）

反対 8：自民党（3）・公明
党（3）・新しい議会（2）

賛成 9：耕す未来・小川（1）、
共産党（3）、社民・ネット・
緑と風（4）、こぶしの木（1）

反対 11：自民党（3）、公
明党（3）、新しい議会（2）、
立憲民主党（1）、みらいの
くにたち（1）、樹木の会（1）

＊陳情事項は廃止案に反対


