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永田候補が高校生アンケート

市民集会に400名

12 月 14 日（金）
、ながた候補は民青
福岡県委員会のみなさんといっしょに、
JR 南小倉駅前で高校生アンケートをお
こないました。初めて選挙権をもつ高
校 3 年生の通行も多く、みなさん好意
的に協力していただきました。シールア
ンケートに「朝課外のために６時半に起
きる」
「校則が厳しい」
「交通が不便」
「下関北九州道路は急いで作らなく
てもいい」など、意見をお聞きしました。

12 月 22 日（土）
、
「あなたとつ
くる笑顔と希望の市民集会」を
午後２時より国際会議場メイン
ホールで開催しました。最初に
市政ビデオ上映「いま、市政に
必要なこと」が放映され、制作
スタッフは「見て、元気をだして
もらえれば」との思いで作成した
と話しています。激励と連帯のあいさつ
で、戸畑けんわ病院・院長の二見哲夫
さんは、市民のいのちと健康を守る永
田さん支持を訴えました。また、まじま
省三前衆議員議員は、安倍暴走国会
の報告と北九州市長選挙勝利で北九州
のように戦おうとなるよう、いっせい地
方選挙、参議院選挙につなげていこうと訴えました。市民の願いをかなえ
る市政実現へ、7 つの団体から激励と決意の楽しいパフォーマンスが披露
されました。さらに、永田候補をすいせんする日本共産党の市議補選と県
議予定候補が紹介され高瀬県議が決意を述べました。ながた候補へのプ
レゼントが贈呈され「勝利のマフラー」
、
「緑色のネクタイ」が送られます。
ながた候補は、
「市民集会にたくさんの要求が寄せられ、みなさん熱い期
待に応えてがんばる」
「安倍政治ノー、北九州市の活性化を訴え、選挙戦
をたたかいぬくと決意表明が行われました。最後に三輪事務局長の勝利
の展望を開く行動提起を行ないました。

門司区の結成総会と
小倉北区日本共産党演説会であいさつ
12 月 16 日（日）は、11 時から門司区での「笑顔と希望の北九州市をつ
くる門司区の会」結成総会で挨拶、14 時からは小倉北区日本共産党演
説会で、うど市議候補、大石県議候補、かわの参議院福岡選挙区候補、
仁比参議院議員がそれぞれ決意表明を行い
ました。ながた候補は、
「安倍政治の言いな
り市政では市民のくらしは守れない」
「市の
活性化は、下関・北九州道路建設ではダメ、
保育所や特養ホームなどの建設や老朽化対
策などに向けられるべきだ」と主張しました。

ながた浩一推薦を確認
地区労連加盟組合代表者会議
北九州春闘共闘連絡会と北九州地区労連は加盟組合代表者会議を開
き、17 人の代表が参加しました。この
会議では、北九州春闘共闘会議運営要
領、役員体制について確認、2019 年
春闘方針（素案）について協議、来春
たたかわれる北九州市長選挙で「笑顔
と希望の会」から立候補を予定してい
るながた浩一の推薦について確認。当
面 12 月 22 日（日）開催の市民大集会（国際会議場）の成功をめざすこと、
「笑顔と希望の会」に労働者の会を作り１月 16 日（水）18 時 30 分から北
九州市長選挙の勝利をめざす労働者の集いを開くことを確認しました。

大手町リハビリテーション病院前で
笑顔の会の事務所開き
12 月 19 日
（水）、
大手町リハビリテーショ
ン病院前で笑顔の会の事務所開きが行わ
れました。選挙戦に向けて、栄養ドリンク
の差しいれがあり、各職場から住民福祉優
先の要求と決意が述べられました。

「ながたさん

素晴らしい！」

12 月 21 日（金）
、八幡西区幸神公園で読書をしていた人が、ながた候
補の訴えを聞いて「永田さん素晴らしい！サインして下
さい」と読んでいた本を差し出しました。
「サインなっ
て初めて」と戸惑いのながた候補。
政策が市民のみなさんにしっかり伝えれば、必ず共
感が広がることを実感させられました。候補者を先頭
に頑張りましょう。

子ども医療費助成制度の拡充が実現か
子ども医療費助成制度の拡充が実現しそうです。ながたさんは「子ども
医療費の無料制度（一部負担なし）を入院・外来とも中学生まで広げます」
と総合政策で明記しています。現行制度では外来（通院）の助成対象は
小学 6 年まで、
一部負担金もあります。
北橋市長が自民党議員団、公明党議
員団、ハートフル北九州とそれぞれ結
んだ政策協定には、
「医療費助成の
拡充の検討」が明記されました。推
進や実現ではなく「検討」という文言
ですが、これまでよりは前進でしょう。

「北九州労働者の会」が結成されました！
12 月 29 日に、今回の市長選挙で
永田市長の実現めざし奮闘する労働
者の有志が集まり、今後の方針を討
議、１月 16 日の「決起集会の開催」
とともに、今回の活動を機会に「北
九州労働者の会」が結成されることになりました。 参加は、北九州地区
労連・春闘共闘会議に加盟する役員有志、日本共産党労働者後援会有志、
それに日本共産党地区委員会から職場支部の代表など、20 名が参加。こ
の会議で、１月 16 日（水）18 時 30 分より、小倉北区生涯学習総合セン
ターで 200 名規模の参加をめざす「労働者分野の決起集会」を開催、ま
た、今後の運動強化のために、
「ながた市政の実現をめざす労働者の会」
の結成が確認され、この「会」のもとに運動を強化することとなりました。
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がんばれ、ながた！
200名を超える女性応援隊

年末は消防署を激励訪問
な が た 候 補 は 29 日と 30 日、
市内の消防署 26 カ所を、日本共
産党の県議、県議 候 補、市 議、
市議候補と一緒に激 励訪問しま
した。小倉南区消防署訪問では、
ながた候補と高瀬県議、柳井市
議、藤沢市議が一緒に回りました。各署員の方々と懇談にもなり、年末年
始の激励訪問に伺ったのに、逆に現場の要望を取り上げて頂いている事
に感謝の意が述べられるなど、同行した岡本秘書からは「あらためて日本
共産党の存在意義を実感」との感想も寄せられました。

１月 12 日（土）
、あたたかい日差しを感じるリバーウォークに、黄色の
風船やデコレーションが目立つ。
「北九州女性の会」が、ながた市長実現
こそ笑顔と希望あふれる北九州市がつくれるという熱い思いを共有して集
いを開いた。健和会グループだけでも、若い看護師さんらが 50 名以上
参加していました。女性の会代表の東弁護士のあと、永田候補が市政を
変えるチャンスだと語り、大
いに沸きました。
「がんばって
〜！」の声が響く。集いの後
は、小倉駅まで、ながたアピー
ルのパレードをしました。さ
らに小倉駅でも 30 分、永田
ビラを配り、永田支持を呼び
かけました。

元旦から新年あいさつと神社めぐり
ながた候補は、元旦 0 時から小倉南区蒲生神社で、たかせ県議、藤
沢市議と一緒に新年のごあいさつに立ちました。11 時からは、小倉北区
八坂神社の鳥居横で仁比参院議員、田村衆院議員、かわの参院福岡選
挙区候補、たかせ県議、大石県議候補、うど
市議候補、藤沢市議、柳井市議が勢ぞろいし
て参拝者へのごあいさつと支持を訴えました。
「消費税増税にストップをかけましょう」
「市
長にはながた、市議にはうどをお願いします」
と呼びかけ、参拝者から「がんばってくだい」と
駆け寄って握手する方もいました（写真左）。２
日は、門司区の甲宗八幡神社で、ながた候補、
田村衆院議員、
高橋市議が、
横断幕とながたボー
ドをもって宣伝しました（写真右）。

討論会で現市政を論破
永田候補の政策主張は論理明快
１月 12 日、チャチャ
タウンで北九州市長選
挙の公開討論会（北九
州青年会議所主催）が
開催されました。 永田
候補は５つの市政政策
に関する質疑応答の論
戦を終始リードしました。秋武候補は大声で主張されたが、具体的政策
案は何もなかったので、永田候補と北橋候補の論戦となりました。しかし、
５つの政策問題すべてで北橋候補を論破しました。特に、下関・北九州
道路については、その安全性、必要性、採算性について具体的数値を明
確にして反対し、2000 億円かかる大型開発をストップし、市民の福祉・
教育に優先的に予算を回すことを主張された。北橋候補は、下関・北九
州道路は「絶対に必要だ」というだけで、その論拠は希薄なままで、行財
政改革を断行することを堂々と主張されたのには驚きました。若者がもっ
と多く聞いていたなら、永田候補が主張したように、その１票１票で政治
が変わるに違いないと思いました。
（文責：三輪俊和）

新春に本庁前で朝宣伝
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１月４日早朝、新年の決意新たに、北九州市役所本庁前で朝宣伝。共
産党北九州市議団と永田浩一市長候補とともに各選挙戦の予定候補が勢
揃い。ガンバロー！小倉城に朝日が差し
て、なかなかいい写真です。参院選・
仁比そうへい／県議選（小倉南区）・た
かせ菜穗子／同（若松区）・山口りつ子）
／同（小倉北区）
・大石まさのぶ／同（八
幡西区）・伊藤淳一／市長選・永田浩一
／市議補選（小倉北区）
・うど浩一郎（田
村貴昭氏ＦＢより）

若者が考えた企画、よかった！
１月 10 日、青年企画の「私の 1 票でどう
なるの？ながたさんに聞いてみよう」が行
われました。体験型選挙ゲームでは、私
が市長だったら…設定予算は 30 億円をど
う使うか、科学技術の研究、子育て支援、
商店リニューアル、移住者への支援など自由な発想で意見が次々に出され
ました。ながた市長予定候補は、出された意見を市政に活かすためにが
んばる決意を表明しました。第 3 部では、
「オネスティ」を参加者全員で
聴き、ながたさんが「音楽と人生について」語り交流しました。

2019年地区労連新春旗開き
永田市長を実現しよう！
１月 11 日、盛大に 2019 年地区労連旗開きが開催されました。北九州
のうたごえがオープニング。
「笑顔と希望の会」のながた浩一候補は、力
強く来賓あいさつ。１月 29 日永田市政実現を参加者で誓い合った。第２
部では楽しく歓談する中、次々と民主
団体から連隊あいさつ。みんなで
「が
んばろう」を歌い、団結がんばろう！
で閉めました。
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今後の予定

331回さよなら原発金曜行動
日時：２月１日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

平和ネット総会
日時：２月19日 ㈫ 18：00
場所：ムーブ5Ｆ大セミナールーム

さよなら原発北九州集会実行委員会
日時：２月１日 ㈮ 19：20
場所：生涯学習総合センター

334回さよなら原発金曜行動
日時：２月22日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

332回さよなら原発金曜行動
日時：２月８日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

憲法ネット学習会ＤＶＤ鑑賞
日時：２月23日 ㈯ 14：00
場所：生涯学習総合センター３Ｆホール

333回さよなら原発金曜行動
日時：２月15日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

「くらしと福祉」編集委員会
日時：２月25日 ㈪ 10：00
場所：医福研

さよなら原発北九州集会実行委員会
日時：２月15日 ㈮ 19：20
場所：生涯学習総合センター

