（第１・２・３日曜日）

１部80円（〒120円）

３千人減少となり絶対に
認められません。私はＴ
ＰＰ反対の先頭に立つ知
事になります。
第２は、日本国憲法を
暮らしに生かす道政をつ
くります。
憲法９条をもとに非核
平和の道政を築きます。
子育て、貧困対策なども
しっかりと位置づけま
す。
「 通 報 制 度 」な ど 教
育への不当な管理統制は
やめて、教育の自主性を
確立します。
民主党がすすめる「地
域主権改革」は住民福祉
の切捨てや地方自治の破
壊であり、反対を貫きま
す。
私は大学で社会福祉を
学び、医療の現場で働き
ました。お金がなくて病
院にかかれない患者さん
の姿をみて「政治を変え
し、共同を一層強めるこ
と、など４点。⑤憲法を
暮らし、平和、教育に生
かす―米軍の矢臼別演習
場での夜間、白リン弾等
の訓練中止を、
など４点。
⑥豪雪被害に対する有効

日本共産党 （札幌東区・北区演
） 説会

弁士小池晃 党中央委員会政策委員長
金 倉 ま さ と し 東区道議候補／ 岡 ち は る 北区

道 議 候 補／ 宮 川 じ ゅ ん 東 区 市 議／ 太 田 秀 子

―７１２―４２６８
―７４７―２９１９

東区市議候補／坂本恭子 北区市議

日本共産党東区地区委員会

日本共産党北区地区委員会

なければならない」と強 は「明るい会」の知事候
く思いました。これが私 補として選挙をたたかえ
の原点です。
ることを誇りに思います。
私の人生最初の選挙が
地域を応援する
１９８３年です。
「明る
い会」が初めての知事選
挙に候補者を擁立し、私
は「広谷陸男」と書いて
投票しました。私は卯年
生れ、年男です。躍進し
て新しい北海道の政治を
つくること「子どもの瞳
が輝き安心して暮らせる
北海道」をつくるために
全力つくします――と力
強く決意を語りした。

道民に冷たい道政をお
おもとから切りかえ、地
域社会と地域経済を応援
する道政に転換させる決
意です。
「 明 る い 会 」の 加 盟 団
体は、子育て・教育、雇
用対策、医療・福祉、公
共事業、平和など各分野
で運動に取組み、願いを
前進させてきました。私

に対して、①大学生ら就
職支援を抜本強化、②道
内小中学校の学校施設の
耐震化促進など６項目
点を要望しました。
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札幌市民ホール

速やかな豪雪被害
対策を緊要望

豪雪が道民生活
を窮地に陥れてい
る。しかし道民の
いのち・くらしの
災難は自然にある
だけではない▼「北海道
の地域・自治の再生をみ
んなで考える 」
（ 道自治
研主催）
シンポが１月末、
道建設会館大ホールで開
かれた。標茶、富川、富
良野、夕張など各地から
１２０人、うち 数人は
会員外の参加▼閉会あい
さつで河合博司酪農大教
授は「活発な発言議論を
いただいた。フロアから
の発言も 名、双方向の
キ ャッ チ ボ ー ル が で き
た。ステキなシンポにな
った」▼今回の議論をま
とめ返していく、帯広や
名寄の
「まち研」
ができ、
現場に学び普遍化する、
今日の転換期を国と道の
役割、何より足もとを見
つめ直して打開したい―
―との提案が心を打った
▼小田清理事長は、閉塞
感ただよい、道経済の停
滞続くが、地域発展の共
通の理解のうえに閉塞を
打破する道をさぐるシン
ポにしようとよびかけた
▼西村宣彦北海学園大准
教授は、
「第二の夕張に
なる！」の恫喝は「歳出
削減・住民負担やむなし」
の空気を浸透させたがど
こにもない。総務省幹部
が「ありえない話」と回
想している、とのべ驚き
をよんだ▼改めて夕張の
教訓を考えると、幅広い
共感と説得力をもてる提
案を、住民アンケート、
聞き取り、住民実態調査
を重ねることだ。

13

住民の暮らしと福祉守る防波堤に
憲法を生かす道政つくろう

を、など８点。②地域で
安心して暮らせるよう、
福祉、介護、医療など社
会保障の充実を―高すぎ
る国保料（税）の引下げ
と国保証取り上げをやめ
よ、医療を受ける権利を

を、宮内聡と一緒に実現
道政が国の悪政から住
させましょう」と呼びか 民を守る「防波堤」の役
け、決意を語りました。 割を果たすのかが鋭く問
われているのが今度の知
暮らし応援の道政
事選挙です。私は「防波
堤」となり「住民の暮ら
しと福祉を守る」という
自治体本来の役割を果た
す知事になります。
福祉優先で道民の暮ら
しを応援する、安心して
暮らせる地域をつくりま
す。暮らしと地域経済に
活気をつくります。北海
道の地域経済の根幹を担
っている中小企業を応援
します。循環型経済をつ
くることを提案します。
ＴＰＰは道内農業生産
や関連産業への影響は２
兆１千億円。雇用が 万
決意の第１は、住民の
暮らしと福祉を守る防波
堤になることです。
地方自治体の本来の役
割「住民の福祉の増進を
図る」ことに真正面から
とりくみます。
北海道は国の悪政によ
って地域社会の破壊が深
刻です。特別養護老人ホ
ームの待機者の激増と
「 老々介護 」
、非 正 規 雇
用の拡大、中小企業の倒
産・廃業、商店街がなく
なり日常生活が困難な地
域が広がっています。
請行動には、真下紀子幹
事長、金倉まさとし・札
幌東区道政対策委員長、
岡ちはる・札幌北区道政
対策委員長、
古岡ともや・
党函館地区道政対策委員
長、菊地葉子党小樽地区

深刻な道民の暮らし、雇用、営業を
まもる真に道民本位の予算を

年度予算編成に関する重点要望

１月20日 右から花岡、
菊地、
金倉、岡、宮内、畠山の各氏

１月 日、札幌市内で「明るい革新道政をつくる
会」と宮内聡氏の間で、北海道知事選挙政策協定に
調印。続いて宮内氏の立候補表明記者会見が開かれ
ました。
甲斐基男「明るい会」代表委員から、
宮内聡氏に、
「明るい会」の候補者として無所属での立候補を要
請（１月 日）
、昨日、受諾の返事を受けたと経過
報告があり、甲斐代表委員と宮内氏の間で政策協定
書にサインが交わされた後、宮内氏の記者会見に移
りました。

060-0806 札幌市北区北６条西７丁目
電話 011（726）4858
北洋銀行（普）
0576770
Ｅメール：hokkaisinpoo＠gmail.com

011 011

に、国道の除排雪予算の
復元を要請すること、③
道々の除排雪に徹底を期
すよう予算措置を拡充す
ること、など道として速
やかに有効な対策をとる
よう８点にわたって要望
しました。
申入れには金倉、
菊地、
宮内各氏と畠山和也党道
政策委員長も参加しまし
た。

15

28

宮内 聡 氏、
記者会見で決意語る

知事に申入れ―古岡、菊地、花岡、
真下、金倉、松永、岡の各氏

21

宮内氏は、「明るい会」
から要請を受けたあと、
「高すぎる国保料を下げ
て」
「 道立高校の統廃合
をやめて 」
「 住み続けら

2月6日
（第1829号）

２月12日13時30分～

日本共産党北海道委員
会と党道議団（花岡ユリ
子団長）は１月 日、高
橋はるみ知事に対して、
記録的な豪雪のためＪＲ
やバスの大幅な遅延・運
な対策を―除排雪の徹底 休の続発、通学路が確保
をはかるため十分な予算 されていない、ゴミ収集
の確保を、など２点―― の遅延、ビニールハウス
６項目 点を重点要望し が倒壊するなど、大雪に
ました。
よる被害は市民生活と地
域経済全体に及んでいる
道教委に 点要望
事を指摘。①豪雪対策本
高橋教一北海道教育長 部設置、②国及び開発局

21

れる地域にして 」
「 仕事
に就けません」…「私た
ちの要求を実現する知事
になってほしい」など、
たくさんの方々から激励
をいただいた。と立候補
要請を受諾するにいたっ
た経過を述べ、
「あなた
の願いにこたえる北海道
日本共産党北海道委員
会と党道議団（花岡ユリ
子団長）は１月 日、２
０１１年度当初予算編成
に関して、高橋はるみ知
事に対して重点要望書を
手渡し懇談しました。要
26

17
守る、など５点。③子育
て支援の強化とゆきとど
いた教育を―子どもの通
院医療費無料化を小学校
卒業まで拡大すること、
など６点。④基幹産業で
ある農林漁業の振興を―
ＴＰＰへの参加に反対

15

’
11

道政相談室長、松永とし
お・党釧根地区道政対策
室長が参加しました。
要望は、①地域に根ざ
した産業振興への転換で
仕事と暮らしを守る―住
宅リフォーム条例をつく
り、事業の積極的な推進

29

2,760円（〒1,440円）
年ぎめ

宮内聡氏、
「明るい会」と北海道知事選挙で政策協定に調印
週刊 月３回発行
2011年

230円

価 月ぎめ
定

ほっかい新報社
所
行
発

（昭和40年８月10日第三種郵便物認可）

（1）

「子どもの瞳が輝き
安心して暮らせる北海道」を

ＴＰＰに参加すると医
療や介護、福祉などにど
んな影響があるか、渓仁
会札幌西円山病院峯廻攻
守院長に岡ちはる党道福
祉くらし対策委員長が聞
きました（１月 日）
。
◇
◇
―ＴＰＰ（環太平洋連
携協定）の問題では、日
本医師会も見解を出して
いますが、どんな影響が
あるのでしょうか。

混合診療と
株式会社の参入も

額は 倍です。明らかに
患者負担が増えます。
インドネシアの人も、
フィリピンの人も、ベト
ナムの人も自国で生活が
厳しければ、日本に来て
働くことをすべて拒否す
るものではないが、日本
で医者、看護師、介護士
が不足しているという現
実があれば、将来の推定
値にもとづいて養成する
のが基本です。
―国内での養成が雇用
にもつながりますね。
峯廻―いわゆる日本の大
企業が外国で、工場をた
てて安い労働力としてい
るコスト主義ですね。表

向き有効な支援のようで
すが、背景にはそういう
ことがあるということを
シッカリ考えてほしい。
うちにもインドネシアか
ら２人きていますが、私
は折に触れて彼女たちに
もそういうカラクリがあ
るよと説明しています。
―そういう意味では被
害者ですよね。
峯廻―各国の政府がき
ちんと責任を果たした
うえで、お互いに人的
な交流をはかるという
ことはいいと思います
が、ＴＰＰとかＥＰＡ
とかは経済に名をかり
た効率化です。先進国
のご都合主義。そして
後進国の方はそれでも
65

お知らせ

■■■

■■ ■

第 回インカルシペアイヌ
民族文化祭ミュージックコ
ンサート
２月６日 時～札幌アイ
ヌ文化交流センター（南区
小金湯 番地）
０１１―５９６―１６１０

２・
思想と信教の自由
を守る苫小牧集会
日 時 分～アイビー
プラザ学習室３
「砂川政教分離住民訴訟の
最高裁違憲判決の現在的意
義～自治体・町内会と神社
の関係者はどうすべきか」
石田明義・弁護士／連絡０
１４４―７５―３６０８

憲法と思想の自由を求めて
２・ 江別平和集会
日 時 分～江別市野
幌公民館
「２月 日に憲法を語ろ
う」鈴江英一・元道教育大
教授／◎３００円／実行委
０１１―３８４―００９４

「食料主権」は世界の流れ
日本の食と農業を考える
日 時 分～札幌教育
文化会館（北１西 ）
「 考 え る 力 を 」 小 檜 山 博・
作家／「農業の大切さと厳
しさ」富沢修一・農業

題と思われがちです。
でも、それだけではな
いこと、規制緩和によ
って社会保障分野にも
重大な影響を及ぼすこ
とをわかりやすく話し
て下さいました。事実
を広く知らせ、私たち
の未来を守らなけれ
ば。そのために私は全
力で頑張ります。
（北区道議候補）

２つめには行政に対す
る意見をまとめて自分た
ちの要求として持って行
く。
そのうえで私たちに、
なんでもわからないこと
をご相談ください。誰が
敵なのかわかったとき、
一緒にスクラムが組める
のではないでしょうか。
岡―私たちも事実を知ら
せ、みなさんの意見や要
望をお聞きし、要求実現
に一層力を入れていきた
いと思います。これから
も医療、介護関係者のみ
なさんとご一緒に頑張り
ます。今日は本当にあり
がとうございました。

康づくりに重要です。
日本の国で作られた安
心・安全な食料を国民
が消費する、地産地消
という社会を守るため
にも声を上げていかな
ければなりません。
命の格差を許してい
いのか。ＴＰＰは、と
もすれば農業分野の問

岡 ちはる

インタビューを終えて

依拠せざるをえないとい この現状はおそろし
う苦しい側面があるとい いですね。
峯廻―通院患者に、
うことですね。
「入れ歯を入れた方
医療、
社会保障は
がいい」といっても
社会的共通資本
行かない。入院患者
に歯科受診をすすめ
ても、ご家族が「ち
ょっとまってくださ
い」
と。
共通している
のは経済的理由です。
―財源がないから
と消費税増税をいい
はじめましたね。
峯廻―そうですね、
マニフェストもなにもな
い、理念なきところに国
の未来も示せない。そう
いったことで日本医師会
も、ＴＰＰ参加で混合診
療の突破口にしていると
いう指摘をしているので
す。政府は公の責任をい
かに小さくするかという
ことですね。
―「ほっかい新報」の
読者に何か一言。
峯廻―医療の問題も介護
の問題もテレビ、新聞で
事実を報道しているか、
書いているかを疑うこと
からスタートしてほしい
ですね。
―医療をめざす基本は
命を守るということだと
思いますが。
峯廻―有名な経済学者の
宇沢弘文先生が、「医療、
社会保障というのは社会
的共通資本だ。だから社
会保障を経済にあわせる
のではなく、経済を社会
保障にあわせるという考
え方でないと、社会の共
通資本でなくなってしま
う。ある一部の経済力の
ある人だけのものになっ
てしまう」といっていま
す。ＴＰＰとかＥＰＡの
背景にあ
るのは規
制緩和、
効率化、
市場原理
主義が亡霊のように生き
ているということの表わ
れだと思います。
―地域を歩いている
と、家族の中に１人ガン
患者をかかえると家が破
たんする。また、小学校
の養護の先生が、検診で
目が悪いから眼科に行き
なさい、といってもお金
がないから行けないと、

生きることは食べ
ることこれは栄養士
として働いていた私の
原点です。
同じ思いを、
医師として患者さんと
向き合っている峯廻先
生も語って下さいまし
た。生活習慣病という
言葉が広く知られてい
るように、食生活は健

◎５００円／アグリ企画０
１１―８５１―４０８７

３・１ビキニデー道集会
日 時～札幌かでる
２・７（北２西７）７１０
号研修室
「ビキニ環礁水爆実験の全
容」澤田昭二・原水協代表
理事・名大名誉教授
◎５００円／０１１―７４
７―７５５７

野呂栄太郎墓前祭 平岸
日 時～札幌平岸霊
園・野呂家墓地
０１１７１６―１１５１
野呂栄太郎碑前祭 長沼町
日 時～野呂栄太郎記
念碑小公園（東１線北２）
０１２６―２３―２４８８

18

み ね まわり

れてきたことと同じ事―
医療・介護の質は低下し
不採算部門から撤退す
る。ますます公的な医療
保険も給付の範囲が縮小
していくと思います。
―まさに命の格差とい
うことですね。
峯廻―公的医療保険の範
囲が縮小すると、格差が
生まれます。あちこちの
自治体病院が統廃合され
ています。
木村拓哉のテレビコマ
ーシャルにおじいちゃん
の幽霊がでてきます。あ
れは介護保険のことで
す。はずしたサービスを
やりますよと。介護保険
だと２時間で３００円で
すがコマーシャルでの金

18

熊木恵子さん

南幌町

渓仁会札幌西円山病院 峯 廻 攻守院長に
岡ちはる党道・福祉くらし対策委員長が聞く
のでなく、国民全体が安
心して医療機関に受診で
きるような賃金体系を確
立するほうが大切です。
後期高齢者医療制度の
問題でも国が都道府県に
丸投げ。広域化で、住ん
でいる人にとっては非常
に不便さが増大していま
す。とくに福祉を含めて
の社会保障は財源論で語
るべき対象ではない。第
１に社会保障に使って残
りを他に使うという考え
方でないと国そのものが
滅びてしまう。そういう
意味で混合診療とか、株
式会社参入となると、郵
政の民営化ですでに表わ
30

ＴＰＰ参加で医療・介護、福祉 などに
どんな影響が？――命に格差

入れる金があるのなら
国民のために使えと言
いたいですね。
そもそもＴＰＰに参
加し農業分野の関税が
完全に撤廃されれば、
日本の農業がつぶされ
てしまうことは一目瞭
然です。これには私た
ち医療人もだまっては
いられません。国民の
食の安全を守ることは、
健康づくりに直結するも
のです。食料自給率を高
めなければならない時な
のに、逆行しています。
食と農を守る意味でも私
は反対です。
―もっと医師や医療従
事者をふ
やせとい
うことに
なります
ね。
峯廻―インドネシア、フ
ィリピン、ベトナム、中
国から医療従事者がきて
います。
超高齢化社会に入って
日本の高齢者をささえる
労働力人口が減ると喧伝
されていますが、僕自身
が 歳以上でも元気で働
いています。２０３０年
くらいまでは一人の労働
者が支える年寄りの数は
そんなに変わらないとい
う統計もあります。
ＴＰＰより医療分野に
限らず働く人に賃金をあ
げる。非正規雇用の人を
正規雇用にすることが大
事です。
医療の現場での介護職
員の担い手だけが問題な

多喜二を語るつどい 釧路
日 時～市生涯学習セ
ンター７階
［多喜二の青春］宮田汎・
治維法同盟道会長／「時代
閉塞の現代と啄木」北畠立
朴・啄木研究家／◎５００
円／実行委０１５４―３７
―９０６４
小樽 多喜二祭
日墓前祭 時 分～奥
沢墓地 講演と音楽の夕べ
時 分～市民センターマ
リンホール（色内２丁目）
「草稿ノートから見る文学
の生成―小林多喜二と井上
ひさし」島村輝・フェリス
女学院大教授／◎１０００
円／実行委０１３４―３２
―８５６０

釧根の農林漁業と地域経済
を考えるシンポジウム
日 時 分～釧路町遠
矢コミュニティセンター
基調講演
「ＴＰＰとは何か」
（仮題）田代洋一・大妻女
子大教授
０１５３７―７―２３６９
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夫
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20

峯廻―日本の医療従事者
もＴＰＰと医療事業がど
う結びつくのか。
判りやすくいうと規制
緩和で、混合診療の全面
解除、もう一つは株式会
社の医療・介護分野への
参入を許す可能性がある
ということです。
一番困るのは国民皆保
険制度がくずされること
です。混合診療の解禁と
株式会社の参入。医療ツ
ーリズムが宣伝され、マ
スメディアがそれに乗っ
かっています。日本の医
療が崩壊しかかっている
のに、外国の患者を受け
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