
「公契約条例を制定する会」学習会
10月17日（木）18 時 30 分から生涯学習総
合センター1階会議室で「公契約条例を制定す
る会」学習会の準備会が開かれました。準備会
には、地区労連加盟組合や政党・民主団体な
どから18 人が参加した。学習会は、11月21日
（木）18 時 30 分から戸畑生涯学習センター3

階会議室を予定している。「公契約条例を制定する会」学習会について、協議し必ず
成功を勝ち取る決意を固め合いました。準備会は、「公契約条例制定する会」永冨会
長の挨拶に始まり、永吉事務局長からこの間の経過と取り組みについて報告、質疑討
論の中で、日本共産党北九州市議団小林事務局長が、9月議会での公契約問題につ
いての質疑答弁の内容について発言、福建労、北九州地域ユニオン、憲法共同センター、
JMITUの参加者から前向きの発言が続きました。事務局からは、学習会の運営につい
て、参加確認のために10月23日、30日に各団体にオルグに入ることが表明されました。（堀
田和夫さんＦＢより）

女性の会が「高齢者の買い物交通」で学習会
10月17日（木）、「平和とくらしを守る北九州女性の
会」が「北九州の交通政策と高齢者の移動権」につ
いて学習会を開催した。講師は、山内涼成市会議員。
山内議員は市交通局勤務の経験と知識から、たくさん
の資料を使いたいへんわかりやすいお話であった。北
九州市の交通政策の杜撰さ、高齢者の切実な買い物
交通手段、どのような政策が望まれるか問題提起をされた。女性の会では、高齢者の
買い物交通はじめ移動権を確保するために署名活動をすることが決められました。

全国革新懇交流会
10月19日、20日、神戸で全国革新懇交流
会が開催されました。2000 人を超える過去最大
規模の参加者で成功することができました。初日
の全体会、2日目の分散会、各分科会を通じて、
「市民と野党の共闘」の発展を確信させる豊か
な経験が交流されました。「野党は共闘」から「野

党は連合政権を」―の声を草の根から広げる大きな機会となりました。また、会場で訴え
ました台風 19 号の被災者募金は、たくさんの協力により、496,310 円を集めることができ
ました。この募金は全額被災自治体に直接届けられます。福岡県革新懇からの参加者
の報告集が近日中に作成される予定です。

「紫川流域を治めた人々のムラとくらし」	
連続講座始まる

10月20日（日）、北九州市の豊かな弥
生遺跡を通して原始・古代の歴史と文化を
探る連続講座の第1回目が開講されました。
講師は佐藤浩司さん（埋蔵文化財保護対
策委員会幹事）。紫川流域に「こんなすご

い遺跡があった」というテーマで見事な話術とスライドで弥生時代の人々のくらしとムラの
形成を解明された。今後も必見の連続講座だと思う。

　第 2 回「囲われた弥生ムラと砂浜の記憶」12 月8 日（日）14：00 ～ 15：30 
　　�　小倉南図書館3Fセミナー室主催 :小倉南図書館協力：城野遺跡公園を実現する会

　第 3 回「時代の真ん中、ものづくりの先端」2020 年 2 月予定
　第 4 回「大地に根づく日々、助け合う重留・重住ムラ」2020 年 4 月予定
　第 5 回「卑弥呼は知っていたか ? 城野ブランド」2020 年 6 月予定
　第 6 回「新しい秩序、企救国の誕生」2020 年 8 月予定

市民運動2団体が交流会
10 月22日（火）、「城野遺跡

公園を実現する会」と「八幡市
民会館の活用を求める連絡会」
が交流会を持ち、この日は主に、
2 団体主催で開催する市民の集
い「これでいいの？北九州市の文

化行政」について最終的なスケジュールの打ち合わせと確認をしました。11月4日（月）
14：00ムーブ 5Ｆ大セミナールーム北九州市出前講演、近藤英夫氏（日本考古学協会
副会長）と竹下秀俊氏（八幡市民会館の活用を求める連絡会代表）の講演、その後
パネルディスカッション。なお、2団体は翌日（11月23日）、埋蔵文化財センターの移転
を白紙撤回させる議会陳情を教育文化委員会で行った。委員会では、高橋都・藤元
聡美・村上さとこ議員が移転計画の問題点を指摘したが、当局はこれまで通りの答弁を
繰り返すのみであった。ただ今後、「市民運動団体と協議をしていきたい」との答弁を勝
ち得た。陳情項目は継続審議となった。

「3000万署名小倉地区の会」が第14回実行委員会
高木健康弁護士の会長挨拶の後、野瀬事務局長が情勢報告と諸提案をしました。
主な決定事項は、
　□ 11月9日（土）ロングラン宣伝　小倉駅デッキ
　　　11：00～ 12：00日本共産党新婦人
　　　12：00～ 13：00 健和会地区労連
　　　13：00～ 14：00 国民救援会民商
　□ 11月23日（土）地域ローラー宣伝
　　　�9：30 集合清水 1丁目、2丁目、泉台 1丁目～ 4丁目
　　　12：30 集約
　□第 15回実行委員会（次回）11月11日（月）
　　　18：30 生涯学習総合センタ

大手町病院が健康まつり
10月26日、晴天に恵まれた大手町病院の健康

まつりは、たくさんの子どもたちが市民とともに集まっ
て楽しい一日になりました。ステージは多彩な催しも
の。歌もダンスもプロ級でした。お店もたくさんの賑わ
い。健康チェックコーナー、子ども広場。豪華景品
の参加者抽選会。「楽しませていただきました。皆
さんご苦労さんでした」と、参加者の声。

第 39回福岡県自治研フォーラム
10月27日（日）、自治研フォーラムが開かれた。午前は全体会議で石川捷治氏（九
大名誉教授）、「東アジアの平和と市民の役割」と内山昭氏（立命館大学上席研究員）
「軍事大国・富者天国から脱却する道」の刺激的な講演だった。午後は5分科会。
参加者全員が深い学びをした充実した一日であった。
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２０１９年賃金確定闘争で総決起集会
10月30日（水）18 時 15 分から北九州市役
所本庁舎北側、2019 年賃金確定闘争要求前進
をめざす総決起集会が開かれました。集会には、
北九市職労、北九学嘱労、一般評、保育所部会、
国保嘱託部会、北九州市バス労組などから100
人を超える組合員が参加し、要求前進をめざしが
んばる決意のあふれる集会でした。

集会には、来賓として福岡自治労連懸谷書記長、北九州地区労連永冨議長、北九
州市バス労組浅岡委員長、日本共産党市議団から山内市議、藤沢市議、藤元市議が
参加し激励の挨拶を行ないました。
重野委員長の挨拶、前田書記長のこれまでのたたかいの報告、保育所部会三宅部
長、一般評議会西坂事務局長、北九学嘱労大山委員長が決意を述べました。
集会の終わりに、重野委員長の音頭で団結ガンバロウを唱和し要求前進をめざし、当

局要請や座り込みなどに全力をあげて取り組んでいく決意を固め合いました。（堀田和夫
氏ＦＢより）

ＤＶＤ「ドローンの眼」鑑賞会
10月２日（土）、「辺野古土砂搬出埋立反対北九
州連絡会」主催で、ＤＶＤ「ドローンの眼」を見る
学習会がありました。市民に知られては困る最たるも
のが基地建設の実態。辺野古では違法・不正工事
が繰り返されている。例えば、埋め立て土砂による
汚濁。汚濁防止膜は手抜きされ、何の役にも立って
いなかった。濁り水が漏れている様子を「ドローンの眼」は見逃さなかった。防衛省と
の交渉シーン。証拠写真を突き付けられた防衛省職員の困惑ぶりを見てほしい。事前に
用意された答弁メモを読み上げる以外に言葉はない。宮古島に建設中のミサイル基地で
は「保管庫」と偽って「弾薬庫」が建設された。市民をだまして進められる悪事を「ド
ローンの眼」は暴いていく。この作品には沖縄島の15％を占める米軍基地や奄美大島・
宮古島・石垣島・与那国島に建設されている自衛隊基地の全貌をとらえている。沖縄に
基地が集中していることは知られているが、「ドローンの眼」を通してみると、その巨大さ・
異様さを改めて実感できる。

「改憲やめろ！ 11・３北九州集会」
11月３日（日）、日本国憲法が公布されて７３年目の記念すべき日。全国各地で安倍
政権の改憲に反対する行動が取り組まれました。北九州市でも、１４時から小倉北区米

町公園で「改憲やめろ！１１・３北九
州集会」が平和をあきらめない北九
州ネットの主催で開かれ３００人を超
える参加で大きな成功を収めました。
集会後のパレードでは、魚町銀天
街を経て小倉駅まで「安倍首相は
改憲をあおるな！改憲は民意じゃないぞ！軍事費削って被災者にまわせ！」など、元気一杯
コールをしながら歩きました。

「これでいいの？北九州市の文化行政」
11月４日（月）「城野遺跡公園を実現する会」と「八

幡市民会館の活用を求める連絡会」共催で、「埋蔵
文化センターを八幡市民会館に移転・解体・跡地売
却」計画を考える市民のつどいが開かれました。プロ
グラムは三つの講演とパネルディスカッション。第１講

演は北九州市出前講演「埋蔵文化センター基本計画」について。第２講演は近藤英
夫氏（東海大学名誉教授）「市民と文化財～行政に期待すること～」。第３講演は竹
下秀俊氏（元九州共立大学教授）「考えてみよう～八幡市民会館の価値と保存・活用
～」。第２部は、一般市民の２名の方にパネラーに加わっていただきパネルディスカッショ
ンをしました。よく準備された、たいへん有意義な市民学習会でした。２つの市民運動団
体はこれからも交流し、運動を発展させていくものと思います。

戦争展打ち上げ
11月6日（水）、満腹村で戦争展の打ち上げ、飲み
放題。楽しかった～。今年の戦争展は 8月17.18日、
成功裏に終わり、10月8日に総括会議もやりました。そ
れで、今日は飲んで食べて、おしゃべりして、来年の戦
争展を語り合いました。来年も8月末にコムシティで開催
する予定です。ＫＯＨＯの青年が実行委員会に参加して
いただけるようになりました。ここに希望あり。余は満腹じゃ。

未来をつくる！第1回青年シンポ
11月9日（土）、青年による、青年シンポジウム「み

つけよう！自分の職場のいいところ、わるいところ」に
28 名の若者が集った。藤本弁護士（第 1法律）、
河野さん（市職労）の話題提供を受けて、７名４グ
ループに分かれてフリーディスカッション。あちこちか
ら笑いが飛び交う楽しい、みんな参加のシンポになり
ました。各グループは職場の①いいところ、②わるい
ところ、③改善策をまとめ、最後に発表し合いました。
懇親会も盛り上がり、これからも青年運動を広げ、第
２回青年シンポも継続、発展させていこうという雰囲
気に包まれていました。

3000万署名小倉地区実行委員会（第15回）
1 月11日（月）、上記会議を開催。
前回（第 14 回 10月23日）は、11 名
の参加でしたが、今回は7名。23日の
地域ローラー宣伝行動を具体化した。
☆ 11月23日（土）
　9：30 真鶴会館第一会議室　集合　
　出発 10：00
　署名行動 10：20～ 12：00、
　集約会議 12：00、12：30 解散
　署名対象地域：小倉北区清水 1・2丁目地区
次回（第 16回）実行委員会　12月6日（金）18：30　生涯学習総合センター

市民の会事務局会議 
日時：12月４日 ㈬ 10：00
場所：市民の会事務所

375回さよなら原発金曜行動
日時：12月６日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
376回さよなら原発金曜行動
日時：12月13日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

区民の会・市民の会交流会
日時：12月18日 ㈬ 10：00
場所：戸畑生涯学習センンター
377回さよなら原発金曜行動
日時：12月20日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

「くらしと福祉」編集委員会
日時：12月26日 ㈭ 10：00
場所：医福研
378回さよなら原発金曜行動
日時：11月27日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
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