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戦争法強行採決からまる
４年国会前で総がかり行動
９月 19 日（木）
、18.30 衆議院第２議員会館前を
中心に「戦争法強行採決からまる４年、大軍拡予算
反対！韓国敵視を煽るな！安倍９条改憲ＮＯ
！辺野古新基
地建設は断念を
！」と叫ぶ総がかり行動がありました。
北九州市でも、「平和をあきらめない北九州平和ネッ
ト」の呼びかけで、同日、小倉駅前デッキで「19 日
定例行動」を行い、安倍改憲 NO!3000 万署名に取り組みました。

田村貴昭衆議員が農水大臣に申し入れ
豚コレラ感染対策と被害農家対策
９月20日
（金）
、
豚コレラ感染対策で田村貴昭衆議員が農水大臣に申し入れをしました。
１. 予防的ワクチン接種の実施計画を早期に策定すること
２.確実に営農再開ができるよう養豚農家への経営支援策の抜本的拡充をおこなうこと
３. 水際検疫の体制を抜本的に強化すること
上記３項目につき、日本共産党国会議員団として、江
藤拓農水大臣に申し入れを行いました。（写真／藤野保
史衆院議員、伊藤岳参院議員とともに）
。大臣は豚へ
の予防的ワクチン接種を行うことを表明しました。２と３の
項目についても、
とても大事であると述べました。
農家にとっ
ては、ワクチン接種は豚を救うための悲願です。しかし、ワクチン接種をもって感染拡大
を防止できるとは言えません。効果があるものの、100％とは言えせん。この認識の共有
が必要です。感染媒体のイノシシ対策もさらに力を入れなければ。何よりも被害を受けた
農家が経営再建に踏み出せるように。支援策を抜本的に強めるよう、強く求めました。（田
村貴昭さん FBより）

「自治体戦略2040構想」
を学ぶ
９月 21 日（土）
、北九州市民の会主催 第 11 回
市民講座「自治体戦略 2040 構想と北九州市の経済、
医療・福祉」が開かれました。参加者は 20 名余で少
なかったですが、５つの報告は、いずれもよく準備され
た、分析的な内容で、参加者は、知的刺激を受けるこ
とのできた充実した学習会でした。報告者と報告テーマ
は以下です。
☆三輪俊和「自治体戦略２０４０構想と北九 州市」
☆是石喜文「北九州市の財政動向」
☆宮崎康徳「医療および介護費と北九州市財 政の近未来予測」
☆内田義則「北九州市の地域包括ケアシステ ムをどうみるか」
☆柳明夫「市長期総合計画案と循環型地域経 済の確立

若者裏切るなら許さない！
グレタさん、
首脳追求
ニューヨークの国連本部で 23 日に開催された気候行動サ
ミットは、若者とグテレス国連事務総長の対談で始まりました。
スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん（16）は声
を震わせながら、首脳らを厳しい言葉で追及しました。
「被害を受けている人たちがいる。死につつある人たち
がいる。生態系全体が崩壊しつつある。30 年以上、何の
曇りもなく科学は示してきたのに、どうすれば目をそらし、これ
で十分だなどと言えるのか」
「私たちは大量絶滅のとば口にある。でも、みなさんが口
にできることと言えば、お金のことと、経済成長は永遠に続くというおとぎ話だ」「未来の
世代の目はみなさんに注がれている。もし私たちを裏切ることを選ぶなら言おう、私たちは
みなさんがこの問題から逃げることを許さない」

２団体が「市民の集い」
を企画
「これでいいの？ 北九州市の文化行政」
９月 23 日（土）
、「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」が第２回目の交流会を開催し、埋蔵文化センターを解体し、八幡市民会館に
移転する行政案に反対する立場から、両団体の主催で「市民の集い」を開催すること
を決めました。「市民の集い」の開催要領は、以下のように決まりました。
「これでいいの？ 北九州市の文化行政」
11 月 4 日（月：振替休日）14：00 ～ 16：30
ムーブ 5F 大セミナールーム
講演 1：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」
講演 2：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３回交流会は、10 月 22 日（火）14：00 生涯学習総合センター

市職労が第１５０回定期大会
いまから 34 年間、私はこの組合で働いていました（本庁支部書記）。
９月 23 日、北九市職労の定期大会。たたかいの伝統を受け継ぎ、150 回目の節目の
大会です。県・市議団と一緒に出席して連帯のあいさつ。
あいつぐ災害で被災自治体はどこも手が足りません。定員削減、「合理化」一辺倒の
流れに抗してがんばるのは自治労連。北九市職労の運動に連帯して国会でもがんばります。
改憲と改憲を許さず、憲法が生きる自治体づくりを
！（田村貴昭さん FBより）

大企業現金・預金66.6兆円バブル期超え過去最高
資本金 10 億円以上の大企業（金融・保険業を
除く）が保有する現金・預金が 2018 年度に 66.6
兆円となり、バブル期を超えて統計を比較できる
1960 年度以降で最高となりました。財務省の法人
企業統計で分かりました。
大企業の現金・預金はバブル絶頂期の 1989 年
度に 65 兆円でした。しかしバブル崩壊後、取り崩
しが進み、2007 年度には 31.5 兆円まで減らしてい
ます。第２次安倍晋三政権が発足した 12 年度からは一路増加に転じました。
大企業における現金・預金の増加は、内部留保の増加に歩調を合わせたものです。
大企業の内部留保は 07 年度の 228.4 兆円から 18 年度は 368．6 兆円と、1.6 倍にふく
れあがっています。
大企業の現金・預金と内部留保が増える一方で、労働者の賃金は低迷しています。
07 年度に 593.2 万円だった大企業の労働者１人当たりの年間賃金は、18 年度は 578
万円へと15 万円以上も減少しました。1989 年の賃金、525.8 万円と比較しても１割未満
しか賃金は上昇していません。
大企業が利益を上げても、有効な投資先を見つけられず、社内にためこんでいること
を反映しています。大企業がそのもうけを賃金や設備投資に回してこそ、日本経済の健
全な発展につながります。（9 月 25 日赤旗より）

自衛隊と米軍基地の現状を学ぶ学習会
９月 29 日（日）
、「辺野古埋め立て土砂搬出反対」
北九州連絡協議会が「すすむ九州全体の軍事要塞
化」をテーマに学習会を開催しました。講師は、福岡
県平和委員会の長能正義さん。日米地位協定が憲法
の上にあり、日米合同委員会が国会の上にある」こと
を戦後の沖縄の歴史に照らし明らかにしました。「辺野
古埋め立て土砂搬出反対」北九州連絡協議会では、DVD 上映会「ドローンの眼」を
以下の要領で開催します。
11 月 2 日（土）10：00 八幡西生涯学習センター（コムシティ3F）参加費 500 円

北九州市民の会 月刊ニュース
「徴用工問題の事実と経過」
山本晴太弁護士講演会
10 月 5 日
（土）､「平和をあきらめない北九州ネッ
ト」主催の上記講演会が開催され、ムーブ大セ
ミナールームは、ほぼ満席になった。24 ページの
詳細なレジュメにそって、日韓対立の背景を詳細・
明快に解説された。侵略戦争と植民地支配の歴史事実を通して問題の本質が明らかに
なった。強制動員被害者は少なくとも70 万人、問題の根源は植民地支配への反省と
被害者の人権回復にある。訴訟だけで被害を回復することはできないと結論された。

八幡市民会館の活用を求める連絡会（第44回）
10 月８日（火）
、上記連絡会開催、いつ
ものように２時間半にわたり、議案を熱心に
討議しました。経過報告では、「八幡市民
会館を埋蔵文化センターへ用途変更するこ
と」についての公開質問状への回答に対す
る再質問、移転計画を白紙撤回することを
求める陳情書につて、当局とのやり取りの経過、「城野遺跡公園を実現する会」との交
流会について報告があった。当面する行動提起は、
２団体共催の市民の集い
（11 月４日）
について報告、
検討し集中的に取り組むことを確認した。次回交流会は、
10 月 22 日（火）
14：00 生涯学習総合センター。次回連絡会は、
11 月 19日
（火）13：30 大谷市民センター。

3,000万円のＪＲ九州からの借地建設はやめよ!
10 月８日、門司港地区複合公共施
設整備計画について、市の出前講演
が行なわれ 26 名が参加しました。北
九州市都市マネジメント部モデルプロ
ジェクト担当課長の他３名が出席し計
画概要が説明されました。
参加者からは、
「駐車場収入の年間 7,000 万円の算定根拠は」
「人口減や高齢化の中、
１日 19 万円の料金収入は過大」、「ＪＲからの年間 3,000 万円の借地はおかしい。他の
市は公共施設の借地契約を削減、見直す取組みがされており、北九州市は逆行してい
る」など借地問題に対する意見が多く出されました。
また、
「市民説明がされていない」問題について、市は「説明会 60 回行い延べ 1,454
人が参加した」答弁すると「人口に比べて、それは少ないと思もわないか」と次ぎ早の
発言が相次ぎました。

なくせ、
じん肺・アスベスト
！
全国キャラバン北九州集会開催
2019 年 10 月 10 日（木）18 時 30 分か
ら戸畑生涯学習センター３階会議室で、第
30 回「なくせじん肺・アスベスト全国キャラ
バン北九州集会」 が開かれました。私は
18 時 15 分頃に会場に着き、集会会場に行
くとすでに満席状態。最終的には椅子が足
りなくなるほど活気あふれる集会として大きな成功を収めました。（80 人を超える参加）
北九州集会は、細川健和会労組書記長の司会で始まり、永野北九州労健連議長の
主催者挨拶、北九州市環境局環境監視課待機騒音小高係長から、「解体等工事に係
る石綿飛散防止のための監視指導について」と題して、北九州市の監視指導について
分かりやすい講演がありました。石綿（アスベスト）について、どういうものなのか、石綿
規制の全体概要、大気汚染防止法の規制概要、北九州市の解体工事にかかわる監
視体制等詳しく、分かりやすく説明がありました。講演が終わった後、アスベストアナライ
er
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今後の予定

370回さよなら原発金曜行動
日時：11月１日 ㈮
場所：小倉駅デッキ

18：00

北九州憲法ネット：
憲法連続講座DVD渡辺治講演会観賞
日時：11月２日 ㈯
14：00
場所：生涯学習総合センター
改憲やめろ11.3北九州集会
14：00
日時：11月３日 ㈰
場所：小倉北区米町公園

これでいいの？北九州市の文化行政
14：00
日時：11月４日 ㈪
場所：ムーブ5F
市民の会事務局会議
日時：11月６日㈬
10：00
場所：市民の会事務所
371回さよなら原発金曜行動
18：00
日時：11月８日 ㈮
場所：小倉駅デッキ
市民の会第1回青年シンポ「みつけよう！自
分の職場のいいところ悪いところ」
14：00
日時：11月９日 ㈯
場所：健和会複合施設地域交流センター
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ザーを使って実演が有り、４人の参加者が実際に機器を使用して実際にアスベストが含ま
れているかどうか測定し、見事にアスベスト含有について見つけることが出来ました。
出前講演が終わった後、福建労北九州支部北川執行委員「アスベスト作業の実態
報告」、北九州労健連田村代表幹事から「アスベスト対策委員会の取り組み」、北九
州第一法律事務所池上弁護士から「建設アスベスト訴訟の到達」について発言があり、
アスベストの危険性、アスベスト訴訟の重要性など良く理解することが出来ました。
九州建設アスベスト訴訟の高裁判決が、
１１月１１日（月）１５時福岡高裁で出されます。
多くの支援で必ず全面勝利判決をたたかい取りましよう。（堀田和夫氏 FBより）

第28回幹事会開かれる
10 月 10 日 ( 木 )、第 28 回幹事会が開催されました。石
田市議が「市政の課題と市民の会の役割」について報告。
三輪事務局長より、活動方針の具体的提起があり、３人の
意見発表を受け討議した。参加者は少数であったが、熱心
な討論を踏まえ、活動方針を採択できた実りある幹事会となりました。第 28 回幹事会議
案と決定事項はホームページに掲載しています。ぜひお読みください。

「平和ネット」が11.3北九州市民集会を決める
10 月 11 日 ( 金 )18 時 30 分から「平和をあきらめな
い北九州ネット」の会議が北九州生涯学習総合セン
ター１階会議室で開かれました。13 人が参加。
会議の目的は、① 3000 万人署名の取り組み強化、
②改憲やめろ
！
１１・３北九州集会の取り組み、デモ行
進コースの確認、集会の持ち方などについて協議確認、③ 2020 年５月３日の憲法集会
の持ち方について、憲法集会実行委員会と共同で取り組むための協議をしました。（堀
田和夫氏 FBより）
11･3 北九州集会は以下の要領で開催されます。
「平和をあきらめない北九州ネット」主催
11 月３日 ( 日 )14：00、小倉北区米町公園、集会後、小倉駅までデモ

福岡県革新懇第29回総会
10 月 13 日 ( 日 )、県革新懇の総会と学習会が開か
れました。第 1 部学習会は、香川革新懇事務局長
の泉敏裕氏を招いて「香川における参院選挙の結果
と革新懇運動について」を語っていただきました。講
演内容は、１, 香川における参院選挙の結果について
２, 香川での革新懇づくりの経験 ３, 総選挙にむけた香川革新懇の課題について 熱
心にユーモアを交えて語られ、共感を呼びました。第２部総会は、竹下代表から経過報
告・活動方針等が提案された。博多区革新懇が再建されたことなど先進的な事例が報
告された、総会ではすべての議案が満場一致で採択されました。

区民の会・市民の会交流会
10 月 16 日 ( 水 )、２ヶ月に一度の上記交流会が開
催されました。冒頭の 30 分で KOHO の柴田さんより、
先の幹事会 (10 月10日) で採択された市民の会のホー
ムページリニューアルについて提案があり、前向きに討
議し理解を深めました。
幹事会での活動方針を再確認し、市民の会を、区
民の会活動を中心にした活動にしていくことを確認、市民の会事務局が各区民の会に働
きかけ、市政に関する学習会等に取り組み本腰を入れて市民の会活動を飛躍させていく
意思を固めた。このため、小倉北・南区民の会結成を目指し、早急に相談会を持つこと
と各区民の会で市政学習会を組織することを確認しました。
372回さよなら原発金曜行動
18：00
日時：11月15日 ㈮
場所：小倉駅デッキ
第12回市民講座｢下北道路シンポジウム｣
日時：11月16日 ㈯
14：00
場所：ムーブ5F大セミナールーム
市民の会事務局会議
10：00
日時：11月20日 ㈬
場所：市民の会事務所
373回さよなら原発金曜行動
18：00
日時：11月22日 ㈮
場所：小倉駅デッキ

第41回福岡県人権問題研究集会
10：30
日時：11月23日 ㈯
場所：サンレイクかすや
「くらしと福祉」編集委員会
日時：11月28日 ㈭
10：00
場所：医福研
374回さよなら原発金曜行動
18：00
日時：11月29日 ㈮
場所：小倉駅デッキ

