〜ポスターの掲示にご協力いただき、ありがとうございました〜
なんと、臨時国会冒頭解散 。びっくりでし
た。明らかに、身勝手な、“森友・加計疑惑隠
し”解散でした。一方では“国難”が扇動され、
有権者は政局報道に翻弄され続けました。
政治への絶望感がまん延するのではない
かと危惧されました。でも、戦争ノー、憲法改
悪ノーのために築かれた市民と野党との共闘
は決して無駄にしてはなりません。
日々めまぐるしく政局報道がされる真っ
只中の１０月６日、「みずま雪絵を
励ます集い」を開催させ
みずまさんが政治
ていただきました。
の世界に飛び込んで、もう
決してぶれない
あいにく国会
４年になるんですね。
みずま雪絵さんは、私に
私と同じ２０１３年に議員になられたので、
議員のお
とって頼もしくもかわいい妹の
職場は違いますが勝手に同期、という思い
二人の
ような存在です。今回の総選挙が
でいます。議会の中で１番弱い立場である
日本社会の進路を大きく決定します。
参加は
無所属であっても、コツコツと葛飾の皆さん
その対抗軸に据えられるのが「独裁か
かなわず
の為に汗を流して来たみずまさん。
民主主義か」「戦争か平和か」「排除か
メッセージを
これからも、歪んだ税の使い道を正し、
共生か」です。みずま雪絵さんの底力
葛飾の人々の暮らしを守る道を歩ん
頂きましたの
の見せどころです。私もがっちり
でください。同期の
で、要旨をご紹介さ
スクラムを組み全力を尽く
山本太郎より
せていただきます。(文責＝事務局)
します！

うれしいニュース・
恥ずかしいニュース

＜写真：ロイター＝共同＞

みずま雪絵
（みずま雪絵事務所）
TEL 03(6662)7623

葛飾区議会では、「核兵器禁止条約」請願が、
継続審議（事実上消滅）扱いにされていた！

先の葛飾区議会総務委員会では、「核兵器禁止条約に日本が参
加・批准することを政府に求める請願」は、なんと継続案件（事実上
消滅）扱いとされているのです。葛飾区議会は不見識を反省し「非核
平和都市」宣言・葛飾区にふさわしい対処をすべきです。区民の皆さ
んとの共同の力で変えていきたいものです。 （みずま雪絵 談）
（写真右は、広島県原爆被害者団体協議会の記者会見）

と歩む会ニュース

〒125-0063 葛飾区白鳥 3-25-7

FAX 03(6662)7617

e-mail
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若者に夢を！
お年寄りに安心を！

改選期を迎え
私の約束＝
「区政改革」を
明らかにしました

いのちとくらしが最優先
●情報公開の徹底・住民主体の
区政へ
区民合意のない総合庁舎建て替え
に反対、区議の費用弁償（日額３
千円）の廃止など。

●働く者を大事にする区政へ

核廃絶ＮＧＯにノーベル平和賞
“平和賞”ＩＣＡＮ、日本政府を批判！
ノーベル賞委員会は１０月６日、２０１７年のノーベル平和賞を、ＮＧＯ、
核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）に授与すると発表。広島や長
崎の被爆者と連携し、核の非人道性を訴える核兵器禁止条約の制
定に向けた「革新的な努力」が評価されたとのこと。都内の報告会
で、被爆者やＩＣＡＮ運営委員らが、「ここにいる皆で賞を取った」と喜
びを分かち合ったというのは、とてもうれしいニュースでした。

若者に夢を！
お年寄りに安心を！

葛飾区議会議員

公契約条例の制定や、公共事業の
地元企業を優先する。

●くらしを守る区政へ
【みずま雪絵プロフィール】
☆1984 年 葛飾区お花茶屋生まれ。33 歳
☆区立上千葉小学校・区立青葉中学校卒業
☆都立墨田川堤高校卒業。東京福祉専門学校卒業
☆区内の介護老人保健施設・訪問介護事業所で約
10 年介護職員として従事
☆2013 年 葛飾区議会議員。現在 1 期目
（2013 年〜 保健福祉委員会・都市基盤整備特
別委員会 委員）
（2015 年 10 月〜建設環境委員会・危機管理対
策特別委員会 委員）
☆趣味 ソフトボール・映画鑑賞・絵を描くこと

保育園・特養ホームの待機者解消、
保育・介護従事者の処遇改善。

●生き生きと活動できる街へ
バリアフリー化推進、スポーツ施
設整備、高齢者クラブの支援強化
など。

●自然と共生できる街へ
建物の耐震化、原発再稼働反対、
放射線対策事業の継続、再生エネ
ルギーの推進など。

総選挙は終わりましたが

これが実態です！

「子どもの貧困」７人に１人
母子家庭「生活苦しい」８２.７％
厚生労働省が6 月27 日に発表した2016 年国民
生活基礎調査で、「子どもの貧困率」は15 年時点で
13.9 ％（7 人に1 人）でした。3 年おきの調査です
が、過去最悪だった前回から2.4 ポイン
ト下がりました。
しかし、先進国の中では依然として高
い水準。特にシングルマザーなどひとり
親を取り巻く状況は厳しく、非正規雇用
が大半を占めます。「生活が苦しい」と
いう割合も母子家庭では82.7 ％に上り、
厳しい状況に置かれていることが分かり
ます。現代の貧困は見えにくいと指摘さ
れます。経済状況だけでなく、社会的なつ
ながりを持てているか、適切な食事が取れているか、教
育の機会は均等に与えられているかなど課題は多いこ
とを示しています。（※データページ2017年７月号より）

私の決意

介護職員としての
経験を生かし、
いのちと
くらしが
最優先！で、

税金は区民のために、

情報公開を
徹底させます！

？ 示されない
庁舎建て替え費用！

安倍政権の４年間で賃金は５４万円消えた
実質賃金を最低にしたアベノミクスの４年間（厚生労働省「毎月勤労統計調査」の推移）
※賃金額は国税庁「民間給与実態統計調査」の 2012 年の平均給与を起点に計算）

私たちも、みずま雪絵さんを応援しています
及川
岡崎
尾澤
金澤
神田
木村
佐藤
鈴木
平井

輝治（立石在住）
宏美（元衆議院議員）
邦子（白鳥在住）
壽（全労協議長）
香織（講談師）
一男（立石在住）
国広（東水元在住）
賢二（白鳥在住）
りつ（宝町在住）
社会民主党

安倍政権が始まる直前の 2012 年の実質賃金に、国税庁「民間給与実態
統計調査」の 2012 年の平均給与 408 万円をあてはめて起点として計算
すると、右のグラフのようになります。
安倍政権の４年間の累積合計で賃金は 54 万円も消えてしまったことに
なるのです。（※BROGOS：国家公務員一般労働組合より）
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自
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参議院議員
山本 太郎
由
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世田谷区長
保坂 展人
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●生 活 な ん で も 相 談
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