わせや説明会開催の 求めが
相次いでいます。（ 来庁相
談は９件、説明会開 催は８
回）
そうした中で五月 一九日
日には北小学校区、 北進町
の一単位町内会が、 協働組
織としての登録を行 いまし
た。

北見民報
住民自治交付金制度（ 市
民 協働組織）が今年度か ら
改正されました。
特に登録要件が、従来 の
小 学校区単位から、単位 町
内 会または複数の単位町 内
会 で構成する連合町内会 と
変 わったことから、３月 下
旬から市の担当課に問い合
日本共産党北海道委員会は、来年夏の参議院選挙
の北海道選挙区の候補として、森つねとさんを擁立
することを発表しました。
森つねとさんは現在３７歳。
北海道東海大学を卒業後、民
青同盟道常任委員、赤旗記者
等を歴任。２０１２年の衆議
院選挙。１３年の参議院選挙、
今年３月の道議会議員選挙な
どで候補として奮闘しました。
現在日本共産党北海道委員、道国政相談室長。

２０１５年６月１４日（日）
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市の市民環境部 では、設
立要件が変わった ことで、
多くの単位町内会 、連合町
内会で協働組織を つくって
ほしいとして、未 設立の小
学校区すべてで「 説明会」

昨年も行ったスーパー前
での宣伝行動 を、今年も六
月下旬から８ 月上旬まで四
回実施するこ とを決めまし
た。
また、六月二九日には
「国保１１０ 番、なんでも
相談会」を午 前一〇時から
午後六時まで 、パラボ５階
の催事場で開催します。
スーパー前宣伝の予定は
次のとおりです。
★六月二七日（土）午後

を開催するこ とになりまし
た。（開催日程は別掲）

住民説明会の開催日程
小学校区
日
時
会
場
小 泉
１５日（月） １９時 小泉住民センター
北
１６日（火） １９時 北地区公民館 第１研修室
北 光
１７日（水） １９時 北光地区住民センター
東
１８日（木） １９時 東地区住民センター
中 央
１９日（金） １９時 中央地区住民センター
大 正
２２日（月） １９時 サントライ北見 研修室
南
２３日（火） １９時 北見芸文ホール 大練習室
西
２４日（水） １９時 北見市民会館 １号室

北見市の国保を よくする
会は、五月の総会 から今年
の活動をスタートしました。
よくする会は、 今年の国
保料、一人当たり 一万円の
引き下げが運動の 成果であ
ることに確信をも ち、「払
える国保料」にす るために
一層運動を強める ことにし
ています。
八日には運営協 議会を開
催、とりくみの具体化を行
いました。

未設立の小学校区で説
明会開催へ

NO

内容になっています。
１冊１００円です。

いては早急に決めます。
また 、これ以降も数回宣
伝署名 行動を実施する予定
です。

かし、今この同じ言葉が
「今年は・・」と不安な思
いの言葉に変わった。
「朝起きたら寒くてストー
ブを一時間つけた」という
方も「希」ではない。一日
中陽ざしが当たらない市の
ある部署では、今暖房機が
稼働している。
「太 陽 の 陽 ざ し 」
新鮮な地元の野菜の配達
心から期待！
を待っているカミさんが
「どうなの？」と聞いたら
ドーンと降り積もった積 「育たないのさ」と残念が
雪も「あれよあれよ」の中、る声が帰ってきた。庭にわ
一気に消えさった。その勢 ずかにあるアスパラは、行
いで桜も早い時期から咲き 者ニンニクとは対照的に箸
誇り、ビートも、玉ねぎも、の太さで今年を終えそうだ。
田植えもどんどん進んだ。
太陽の陽ざしの偉大さを
「今年はどんな年になる 嫌というぐらい実感してい
んだろうね」と期待の声も る北見の我々ですね。
聞かれたのではないか。し

★七月十二日（日） 午前
★七月二十日（月） 午前
★八月二日（日） 午前
それぞれ の実施場所につ

戦争法案について、危険
な本質、問題点な
どについて詳しく
書かれたパンフレッ
トができました。
パンフは①これ
でわかる戦争法案
②三つの重大問題、
③Ｑ＆Ａで検証、
首相発言、などの

北見駅前広場

・集会とデモ行進を行います。
主催 北見革新懇・北見労連

で、ご連絡ください。
電話 ２５ ５１２１
どなたでも参加できます。
お気軽にどうぞ。

その後、環境省でセア
カゴケグモと確認されま
した。
北海道の環境部による
と、発見現場で一匹だけ
確認されたもので地域周
辺には影響がないとのこ
とですが、念のため現場
周辺の消毒が行われまし
た。

１０時～１１時３０分
北見市民会館４号室
講師 菅原 誠 氏
主催 北見革新懇

北見でも集会開催
北見でも、戦争法案に
反対する集会が３日、北
見革新懇主催・北見労連
共催（予定）で、十六日
平和憲法を護るオホーツ
ク連絡会主催と、二回予
定されています。
ぜひ、多数ご参加くだ
さい。

中古車の後部バンパー内
側で発見され、かけつけ
た市の環境課職員が殺虫
剤で処理しました。

６月１４日（日）

・外来生物法に基づく特定外来生物
に指定されている有毒のクモ。
主に貨物や資材などに付着して日
本国内で分布領域を拡大。
・かまれたときの症状は、局所の疼
痛（ズキズキする痛み）、熱感、
かゆみ、リンパ節の腫れなどが生
じる。通常は数時間から数日で症
状は軽減する
・時に脱力、頭痛、筋肉、不眠など
の全身症状が数週間継続すること
がある。
・国内で３６都道府県で確認されて
いるが、死亡例はない。

戦争法に反対する運動 めに、北見からバスが出
が 前 進 し 、 安 倍 自 公 政 権 ます。
を大きく追い詰めていま
朝七時三〇分
す。
北見市民会館前を出発
この国民的な運動をさ
帰り
らに大きく発展させよう
午後九時三〇分頃
と、六月二十日、札幌で
市民会館到着
全道 集 会が 開 催さ れ ま す。
参 加を 希 望さ れ る方 は 、
山口二郎さん（法政大 共産党北見地区委員会ま
学教授）、雨宮処凛さん
（作家）らが呼びかけ、
立場の違いを超え、一点
での共同をつくる「戦争
をさせない北海道大集会」
です。
北見からも積極的に参加
しましょう。

１７：３０～１８：３０

六月二日、北見市内で
特定外来種である「セア
カゴケグモ」が発見され
ました。
本州から持ち込まれた

（室内集会です）
主催 平和憲法を護る
オホーツク連絡会

バス（無料）が出ます

７月３日（金）

この集会に参加するた

７月１６日（木）
１８：３０～
北見市民会館
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畠山和也「国会かけある記」

こんな理不尽を許せるか

小池晃参議・高橋千鶴子
衆議と岩手・宮城を回っ
たばかり。来年度から被
災自治体でも復興事業の
一部を負担してもらうと
の国の発表に、岩手県知
事は「安保法制よりも被
災地支援こそ急ぐべきで
は」と「戦争法案」をチ
クリ。石巻市長も「被災
規模が大きくて、復興に
時間がかかる町ほど負担
が増えるというのは理不
尽だ」と不満を口にされ
ていました。
被災地負担は「自立に
向けて」というのが国の
言い分ですが、税金であ
る政党助成金に頼ってい
る政党の方こそ自立して
ほしい。年金情報さえ守
れない政府が、「国民の
命を守る」ために「戦争
法案」だなんて悪い冗談
です。こんな理不尽だら
けの安倍政権は、早く退
場させるしかありません。

畠山 和也

日 本共産 党衆 議院 議 員

来年の参議院北海道選
挙区に、再び森つねとさ
んが挑戦します。政治革
新への若き情熱で、今度
こそ国政へ！いわぶち友・
比例予定候補との若き二
人を、読者のみなさんの
お力で押し上げてくださ
い。
さて先日、しばらく音
信不通だった高校時代の
友人から電話がありまし
た。変わらぬ石巻弁につ
られて私も「んだ、んだ」
と話が進むなか、話題は
東日本大震災に。仕事で
東京にいた彼は被害を免
れましたが、実家は津波
で流され両親と弟を亡く
しました。石巻市役所に
勤める同級生は「退職す
るまで復興の仕事だ」と
話していたとか。「国は
被災地のことを全然わかっ
ていない。はった、がん
ばれよ」と励まされまし
た。
ちょうど調査のため、

