願いの受け 皿となった結 果

3451
318

おおはた章宏 14492

みんなの党

1281

（投票率65.22％）

公政治の退 場は、日本の 歴

議会が開かれました。

上程の本会議 を前に全員 協

品添加物の商社に勤務して

講演会が開かれました。講
師の安部司氏は、かつて食

Ｊホールで、右記の表題で

して添加物を食べ続けるの

しい、濃い味」などを優先

た。
「安い、簡単、便利、美

度も驚きの声があがりまし

を約束しまし た。また、 再

徹底とチェッ ク機能の強 化

した。市長は 、服務規程 の

の減給などの 処分がされ ま

2366

市議会での一般

りです。

（火曜）に予定さ

質問は、９月８日

3890

共産党市議団の質
問項目は次のとお

○ 福田 明 （１番目）
・ 総選挙と市長の認識

・ 市立病院について

・ インフルエンザ対策

○ 鈴木 やす子（２番目）
・ 日米ＦＴＡ交渉

・ 平和行政の取り組み
・ 水害実態と対処

◆ 新型インフルエンザ

新型インフ ルエンザ対 策

日に患

たが、基本的 な理解を得 ら

る署名なども 集められま し

た。存続を求 め保護者に よ

会などをおこ なってきま し

の意向を示し 、保護者説 明

いて、市長が 昨年末に廃 止

ため、中郷、 華川２園に つ

ました。急激 な園児減少 の

廃止について の報告があ り

励行を 呼び かけ るこ とと、

基本は、手洗い ・うがい の

重ね、対応を しています 。

は、新学期に 向けて協議 を

ぼ完治の方向 と
)なっていま
す。市担当と 教育委員会 で

り、合計 人の患者の発生 ほ(

症患者

りました。小 中学生に疑 似

者発生 ４
(人 の
) 事態をうけ
ての対応を中 心に報告が あ

については、８月

れたとして、 跡地利用や 記

学校や担任教 師による健 康

人が認められてお

念事業につい ての協議が す

チェック の実施、 マス ク・

後県に申請される予定です。

廃止議案が提 出され、そ の

会で幼稚園設 置管理条例 の

迅速な対応が迫られます。

後とも、蔓延 を防ぐため に

消毒薬の配布 などです。 今

すめられています。

二つめには 、市立幼稚 園

れています。日本

おばま政人

月議

◆ 幼稚園廃止

公明党
国民新党

民主党政権に
たいしては、
『建
設的な野党』
として、良い
ことには協力
し、悪いこと
には国民を守
て反対する。今

のは日本だけ」
「 才になっ

をつ くる から負 ける んだ 」

りにもひどい自 ・公政 権を

史を前に進める大きな一歩。

まず、職員 による公金 横

いました。食生活の危機を

か、それとも健康と環境、

発防止対策協 議会などの 設

14363

11106

であることも明らかです。
事にならず、温泉「 通りゃ

後とも国民こそ

る防波堤とし

んせ」に骨 休めにきてい た

主人公の政治を

く、同党が 長年すすめ てき

たら保険料 を取る後期高 齢

が国民との 矛盾を深め て破

と政治談義 に花を咲かせ て
９月２日に 第３回定例 市

クで塩川て つや議員の 当選

変えてほし いという国 民の

い総菜がどうやって作られ

領事件につい て報告があ り

訴えた著書『食品の裏側』

農業を考えて食生活を見直

長が記者会見 で
)本人を懲戒
免職とし、関 係部署の職 員

はベストセラーに。

810

ながつか智広 3509

社会民主党

投票日の 翌日、台風で 仕

人たちが「 政治もた まには

票は別表のとおりです。

求めて全力をつ

日投票の総選挙で
変わらなけ ればダメ。一 党

くす」と街頭か

８月
年も政権に就いていた

民主党中心 の政権が生 まれ
た「 財界・ 大企業中心の政

自民党の 敗北は、た んに

自民党が歴 史的な大敗 を喫
が

ることになりました。
民党は前回 総選挙比で ２３
綻したもの です。同時 に民

いました。

治」「軍事同盟絶対の政治」 者医療なんてふざけた制度

７６票を減 らしていま す。
主党の圧勝 も、政策が 支持

北茨城市 においても 、自

日本共産党 は１０５６ 票を

に貢献しま した。各党 の得

るかを眼の前で見せながら

ました。８月 日 当(日、市

◆ 公金横領

の講演で、参加者からは何

ている清涼飲料水や腐らな

野口こうた

632

置を検討して いることも 報

８月 日、ゆうゆう十王・

1056

10373

日本共産党市議団は「自・ 議会が始まりました。議案

されたとい うよりは、 あま

ら訴えました。

し、自・公政権が退場して、 麻生首相の不人気だけでな

30

獲得し、比 例北関東ブ ロッ

衆議院小選挙区

すのかと、参加者に問題が

演壇には数多くの添加物
のビンがならび、市販され

北茨城民報 で検索できます 。

本紙はインターネットでも ご覧いただけます。 http://www.jcp-ktib.com/

（投票率64.93％）

衆議院比例区

801
397

7042
194

森川かつゆき
桐原たかし

自由民主党
幸福実現党

間宮たか子

161

新党日本

茨城県知事選
日本共産党

おかべ英明
（投票率64.94％）

橋本まさる

11

75

告しました。

31

32 28

60

投げかけられました

30

民主党
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