多くの人の努力ででき
た広場

場で休んでいた方に菊池
豪一議員が見学会の主旨
を話すと「自分はもう帰
らなければならないから
見学会には出れないが、
この広場はぜひ残してほ
しい。頑張って」と激励
してくれました。

北見民報

「市民の宝、駅前広場
をなぜ解体するの？」―
―市の都市再生事業でバ
スターミナルを移転する
計画になっている駅前広
場を見学する会が、十二
日午後に行われました。

市民も「残すために頑
張 って 」
見学会が始まる前に広

見学会では、菊池議員
が駅前広場のできた経緯
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進出した時に、一〇万都
市の駅前にふさわしい広
場をと、現在の広場の中
央近くにあった鉄道の総
合庁舎を撤去し、市民の
憩いの場として三〇年か
けて立派な緑と広場が作
られてきた」と説明。
参加者は「この場所は
このまま残してほしいよ
ね」「緑がなくなるのは
もったいない」などと感
想を述べていました。

１５・６・２１

につ いて 「 東急 百 貨店 が バ ス タ ー ミ ナ ル 移 設 で
広場解体は許せない

ミナルを設置する計画で
す。
菊池議員は「バスター
ミナルとしてこのあたり
一体はアスファルトとな
り、広場の緑もなくなり
ます」と説明。
実際にどのあたりまで
ターミナルのスペースに
なるのかをみんなで確認、
「味気ないアスファルト
で固められ、この景観が
なくなるのは許せない」
「駐車場もタクシープー
ルもすごく狭くなってし
まうんだね」などの声が
あがりました。

「広場を残せ」の市民
の声を大きく
今年一月～二月に行わ
れた市民説明会でも、駅
前広場をこのまま残すべ
きという意見がたくさん

出されましたが、櫻田市
長は「基本的な考え方の
変更に及ぶご意見の再検
討は難しい」として、市
の計画を押し通すことを
表明しています。
「バスターミナルは現

今週号の記事になって
いる駅前広場見学会。
後日、改めて広場の写
真を撮りにいったとき、
女性の２人連れが「熊谷
さん、伝書鳩みたよ。私
たちもこの広場を残すこ

在の場所で」「駅前広場
を壊さないで」という声
を大きくすることが必要
です。
この駅前広場見学会は
七月にも開催を予定して
います。

とに大賛成。署名でもやっ
てみたら。とにかく残る
ように頑張って」と声を
かけてきてくれました。
ハルニレの木が心地よ
い木陰を作り、市民がの
んびりとくつろぐ、そし
て市民の様々なイベント
の場としても利用されて
いる駅前広場。
既存の立体駐車場を解
体 し、 駐 車場 のス ペ ース
がないからとバスターミ
ナルを追い出して、駅前
広場を壊し、アスファル
トで固めるなんて、絶対
させてはいけません。

北見市の国保をよくする会

熊谷 裕の

ま

く

１０７９
NO

次いで、説明は現在進
められている都市再生計
画で、広場がどう変わる
かに移りました。
計画では、現在の広場
と隣接する駐車場のとこ
ろまで使って、バスター

１０：００～１８：００
まちきた大通ビル（パラボ）
５階催事場
電話相談
０１５７－３３－３６２８
（電話相談は相談会当日に
限らず、常時受け付け）

２０１５年６月２１日（日）

報
民
見
北
ＮＯ．１０７９

チャンネル

戦争法、３つの問題点

くい止める力は…

北見駅前広場

三十二万冊となり、十年後
には、四十二万冊にする予
定になっています。
開館時間は平日が午前九
時三〇分から午後八時まで、
土・日・祝日が午前九時三
〇分から午後六時までとなっ
ており、現在より一時間延
長となります。（月曜日が
休館日）
なお、移転準備のため、
現在の中央図書館は九月一
日に閉館となります。

１７：３０～１８：３０

オープンする予定です。
新しい中央図書館は、地
上三階建て、延べ床面積四
八一三・九九平方㍍で、駅
横の中央プロムナードとも
連絡通路で結ばれています。
蔵書数は現在の二六万七
千冊余りから、開館時には

菅原さんは、戦争立法の問題点と
して①後方支援、②ＰＫＯ法の改定、 そして、安倍内閣は①戦争で「血
③集団的自衛権の３つをあげました。 を流す」ことを迫る国、②戦前のよ
「後方支援」の問題点として、非 うな「軍事優先」に進む国、③平和
戦闘地域から戦闘地域への活動範囲 国家の道のりを閉ざす国、④憲法を
の拡大で、自衛隊が攻撃される危険 殺す国、に日本を導こうとしている
性、「自己保存」のために武器使用 と批判しました。
し、戦闘に発展する危険性があるこ
菅原さんは最後に、憲法９条の持
とを述べました。
つ力、国連憲章にもとづく平和の枠
「ＰＫＯ法の改定」では、国連が 組みづくりが進んでいることに革新
統括しない国際部隊への参加の道を を持ち、「戦争する国づくり」を許
開くこと、治安維持活動への参加の さない１点で広範な人たちが力を合
道を開くことなどを問題としてあげ わせることが戦争立法を廃案に追い
ました。
込む力となることを呼びかけました。

北見市中央図書館は、現
在の常盤町から駅南の芸術
文化ホール横に新築・移転
することで、二〇一三年か
ら工事が進められてきまし
たが、いよいよ完成が間近
となりました。
今年の十二月二十三日に

・集会とデモ行進を行います。
主催 北見革新懇・北見労連
平和憲法を護る
オホーツク連絡会
主催

７月３日（金）

７月１６日（木） １８：３０～
北見市民会館（室内集会です）

「集団的自衛権」の問題点として、
アメリカが一方的に起こす戦争に対
しても集団的自衛権が発動され、そ
れにより、日本がより積極的に関わ
る危険性、憲法９条が実質的になき
ものにされる、と指摘しました。
北見革新懇は１４日、「戦争立法
学習会」を開催、約４０人が参加し
ました。
講師は日本共産党北見地区委員会
の菅原誠副委員長が努めました。

２０１５年６月２１日（日）
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紙智子「国会かけある記」

賛同者なき農協法案
必ず廃案に

智子

参考人質疑を求め、審議
が続いています。
六月四日付けの日本農
業新聞には、はたやま和
也議員が登場し、「農協
法改正案審議―各党に聞
く」で党の主張が載りま
した。六月十六日の全国
農業新聞に斉藤和子議員
の質問を、かなりのスペー
スをとって紹介していま
す。今まで、参議院に審
議が移らないと、なかな
か紹介されなかったわが
党の論戦が、衆議院の段
階から、日本農業新聞、
全国農業新聞にも、紹介
されるようになったこと
も、大きな変化だと思い
ます。
「戦争法案」の審議を
ふくめ、六月二十四日の
会期末までに採決する事
ができないのは明らかで
す。国会延長を許さず、
断固として悪法を葬り去
るために、頑張る決意で
す。

紙

日本共産党参議院議員

国会は会期末を迎え、
重要な局面になっていま
す。いままで、一定の審
議時間を確保したからと
言って衆議院から参議院
に送っていた法案も、与
党の思惑が崩れつつあり
ます。
農協法案も、「審議時
間を確保したので、そろ
そろ採決を」と言い出せ
なくなっています。野党
間の連携にも努力しなが
ら、質疑継続を求めるは
たやま和也、斉藤和子両
議員が、問題点をあぶり
出す質問をすると、参考
人からは、懸念が多くだ
され、石川、山梨の二カ
所の地方公聴会でも、懸
念ばかりで、賛成論が出
ないという現状です。
ここまで懸念が多く出
ると、「農協改革」が、
何のための誰のための改
革なのか改めて問われ、
さすがにこのまま採決と
はなりません。さらなる

