
●ＧＰＳ波浪計設置など地震・津波対策の強化
●緑・河川・なぎさを守り自然環境の保全
●武田薬品研究所を監視する住民参加の協議会設置を
●放射能事故と爆音解消へ、米原子力空母の横須賀母港化撤回を
住民合意のない道路建設は中止を

●日本共産党の見解を紹介します。2014年　号外 JCPかながわ

　県は、福祉などの補助金を削り、さらに県有財産を切り売りしています。
子育て、教育、福祉など市民生活はおきざりです。県民の切実な願いに背
をむけている県政を変えたい！。私は、市民のみなさんと取りくんできた運動
や市議１２年の経験をいかして県民の生活に心をよせ、くらし・福祉・教育・
平和を守る県政に変え、願い実現へ全力でがんばります。
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横浜市神奈川区西神奈川 1-18-12　
日本共産党神奈川県委員会　

TEL045-432-2101　FAX 045-432-2103

●医療費は中学卒業まで無料に
●県として中学校給食実施へ支援
●私学助成の増額・拡充
●少人数学級の実現と豊かな教育
●安心してあずけられる認可保育園増設で待機児解消を
●希望者がすべて入れる県立高校の増設
●重度障がい者医療費助成制度の復活

●ＧＰＳ波浪計設置など地震・津波対策の強化
●緑・河川・なぎさを守り自然環境の保全
●武田薬品研究所を監視する住民参加の協議会設置を
●横浜、藤沢線など住民合意のない道路建設は中止を
●放射能事故と爆音解消へ、米原子力空母の横須賀母港化撤回を

●国保料の１人１万円引き下げに県の支援
●介護保険の充実と特養増設への支援
●住宅リフォーム助成制度実施と公契約条例の創設
●公共住宅増設と借り上げ住宅の契約更新
●県の中小企業予算の増額
●ブラック企業根絶など安心して働ける労働行政
●中小企業への支援をつよめ、最低賃金を時給１０００円以上に
●県有財産の切り売りを許さず、藤沢高校と女性センター跡
　地利用は住民の意見に基づいた活用を
●ゴミ袋無料に、せめて半額に

●所得を増やし、景気回復

消費税１０％増税中止を
●「生涯ハケン」「残業代ゼロ」
労働法制の改悪許さない

●集団的自衛権の行使許すな
憲法９条を守りいかす

●再生可能エネルギー社会を
ただちに原発ゼロへ

女性の目線で県政を変える女性の目線で県政を変える
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国・県・市
一体で 加藤なを子の お 約 束



國枝　健（鵠沼在住）

飯田　玲子（片瀬在住）

川崎　健（東北大学名誉教授）

　　　　　１９５８年東京都生まれ。神奈川県立
小田原城東高校卒。第一生命本社に９年間勤
務。新日本婦人の会藤沢支部常任委員。現在、
市議３期１２年。家族：夫と３女

加藤なを子

　党派でなく人で、加藤なを
子さんを選びます。子育て・
福祉に市議３期１２年尽力。
　軍事費￥０　病院を！
　兵士０人　教師増員を！
　戦争を放棄した中米の平
和な小国コスタリカのような
神奈川を創るのはあなた！
　選挙に行こう！
　県政を変えよう！

　ここ、湘南のはじっこ、海辺に住む
私は、この自然を宝物のように大事
にして、次の時代の子たちに渡して
いきたい、と願っています。
　効率と便利さだけの追求から、こ
の地域らしいほんとうの豊かさを求め
てー。住民の願いを、若い新鮮な力
あふれる加藤なを子さんに託します。

　「共産党のいない県議会なんてつまらな
い。藤沢には５人も定数があるのに」とい
つも悔しがっております。
　そこへ加藤なを子さんの登場。まさにうっ
てつけ。「原発・原子力空母ノー。ご当地エ
ネルギー」でがんばる姿を見たいです。

　私は子育て中に「子どもの医療費の
無料化」や「少人数学級の実現を」と
新日本婦人の会で運動していました。そ
の中で親身に話を聞いてくれ、議会で私
たちの願いを発言し、実現のために力を
つくしてくれたのは共産党の議員でした。
　「市議会に出てみないか」とのお話が
あったとき、「まさか私が」ととまどいま
した。でも共産党の議員以外考えられ

厚木基地司令部に、米軍機訓練へ
の抗議と即時中止を求める加藤さん
と周辺の共産党議員団

集団的自衛権行使容認に反
対し、憲法９条を守ろうと訴え
る加藤なを子議員

東日本大震災で被災地の宮城県
石巻市にかけつけボランティア活
動に参加＝201１年１０月

ない、今度は私が市民の声を直接議会
で発言し、住民の苦しみ、願いに心をよ
せ、市民の切実な要望実現に力をつく
す市議として活動できるならと決意しま
した。
　市民のみなさんとさまざまな運動に取
りくみ、応援していただいていることを大
きな力に、今度は県政に挑戦します。

■芯がつよく、ブレない、市民を裏切らない。
　いつも市民の立場で発言、行動。
■市民の悩みごと、相談には親身にむきあい、
　解決に心をくだく。優しく誠実。
■教育、保育、環境、平和の願い実現へ、市
　民とともに動く、頼もしい政治家。
■学校の臭いトイレ改修、エアコン設置、学
　校給食の実現で実行力を発揮。

市民とともに
なによりも平和でこそ
市民とともに
なによりも平和でこそ

加藤なを子
議員
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