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国保申し入れに市の回答

連絡先 402-1622＞

議会が始まります 6月13日開会
議会日程（案）

５月30日、４月20日付で日本共
産党議員団が市に対して行った申し
入れについて、市からの回答がきま
した。
「低迷している滞納分の収納率向
上を図るためには債権回収対策課へ
の移管が不可避」であり「課の判断
により」「移管する滞納者の対象を
広げ」たとのこと。また、納付相談
については「今まで以上に、滞納者
の生活状況、財産状況等を滞納者と
十分話し合ったうえで対応します」
とし、今回「このような仕儀になっ
たことについては配慮を欠いたもの
と承知している」というものでした。
配慮を欠くものであったことを認
め、今後はきめ細かく対応するとい
うことであり、今後の対応を見てい
くつもりでいました。しかし6月になっ
て、今度は新たに別の文書が発送さ
れていることがわかりました。これ
らの件については、6月議会の一般質
問でただそうと思います。
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最近気になるコマーシャルがあ
ります。飲料のＣＭで、子役がう
たっています。「♪ママの怒った
顔はシーサーに似ている～、モア
イの時もある～」というもの。歌っ
ている間に、シーサーやモアイが
写ります。私もあんな顔をして怒っ
ていたんだろうなぁと、今頃になっ
て思い知らさせているようです。
今だからこそ余裕があるけれど、
子育て真っ最中はどんな
顔して怒っているかなん
て全然気にもしませんで
した。ただ、「早くしな
さい」という言葉は使わ
ないようにしようと思っ
てはいたのですが、きっ
と気づかずに使っていた
と思います。また、兄弟
は比べないということは常
に気にしていた…つもりですが、
子どもたちにはどう映っているか、
怖くて聞けません。
答えがすぐに出ないのが子育て。
兄弟が仲良くしてく
れることが親孝行だ
と思い、子どもたち
には多くを望まない
ようにしなくちゃ。

みち子のひとりごと

ＣＭから

秋平 何に怒っているの？加計学園か、それと
も森友学園のことか？

秋平

それは何？

晴男

おととし、国会で日本共産党の仁比聡平

秋平 ああ、覚えている。戦争法案の審議で安
倍政権が大慌てした文書だね。自衛隊の河野克
俊統合幕僚長が米軍高官と会談した内容だった。
晴男 そうだ。戦争法案が国会に出る数か月も
前に、河野幕僚長が法案の成立見通しを米軍高
官に伝えるというトンデモない話だ。
秋平 安倍首相も当時の中谷防衛相も文書は
「存在しない」と言っていた。
晴男 ところが、防衛省内部では〝漏えい〟の
〝犯人〟探しをしていたんだ。
秋平 えー、安倍首相の答弁はウソだったんだ。
どうして、それがわかったの？
晴男 身に覚えがないのに、文書〝漏えい〟の
〝犯人〟にされた現職自衛官の大貫修平３等陸
佐が、国に国家賠償を求めて、さいたま地裁で
裁判を起こしたからなんだ。
秋平 現職の自衛官が国を訴えるなんて、よっ
ぽどのことだ。
晴男 そうだ。警務隊から長時間の取り調べ、
ウソ発見器の検査、自白の強要、自宅などへの
捜索など、違法捜査を長期間受けた。
秋平

ひどい。容疑は晴れたのかい？

晴男 昨年３月に捜査は終わり、処分もなにも
受けていない。警務隊もシロをクロにはできな
かった。職場では配置換えを受け〝犯人〟扱い
されたままだ。
秋平 ひどい。「存在しない」といった安倍首
相の責任大だ。
晴男 警務隊は「この件は官邸マター（直轄）
だ」「行政府の長も激怒している」と圧力をか
けたという。安倍政権の横暴がここでもだ。
秋平 前川喜平・前文科事務次官が言ったよう
に「あったものをなかったことにできない」ね。
安倍政権の徹底追及が必要だ。
[２０１７・６・３（土）]

る と いう のだ 。 紀 伊半
島 に は、 梅に み か ん、
柿 に 桃な ど様 々 な 果樹
がある 。れ んげの 花が あり、 多彩
な広葉 樹が あり花 々が 咲く。 ここ
を飛び 交う ミツバ チが 美味し い蜜
を「生産」する。
混じ り気 のない 純粋 蜂蜜は びっ
くりするほど高価で手が出ないが、
訪ねる と食 べさせ てく れる友 がい
る。ただただ感謝感激。

参院議員が自衛隊の内部資料を明らかにした。

です

晴男 どちらでもないよ。今日は「自衛官情報
漏えいえん罪事件」に怒っている。

こんにちは

晴男 黄門様の印籠じゃあるまいし、「官邸」
と言えば、誰もがひれ伏すと思ったら大間違い
だ！

原やすひさ

自衛官情報漏えい冤罪事件ひどいね

つき た て の餅 に 採 って き た蜂
蜜を かけて 食べ たこと があ る。 そ
の美 味しい 味を 忘れる こと がで き
ない。
昔 から南 紀州 で採れ る蜂 蜜は 江
戸で 評判が 高か ったと いう 。古 い
文献 にはよ く出 てくる 話と か。 そ
れに は理由 があ る。こ の地 方に 特
有の 自然環 境が 大きく 影響 して い

おはようニュース問答

講演会

「福島第一原発の諸相」

6月13日（火）
１８：４５～

中央コミュニティセンター
講師

斎藤 紀（おさむ）氏

福島医療生協わたり病院医師。原爆症認定
集団訴訟では「国は原告個々の被害の実相
を見よ」と意見。リトアニア、ベラルーシ
で被災者の医療相談活動に取り組む。現在
日本原水協代表理事、核戦争防止国際医師
会議（IPPNW）会員。
主催：原水爆禁止和歌山市協議会
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