選挙区・杉尾氏必勝、比例は共産党躍進へ

TEL：72－2465
ホームページ
「ＪＣＰ上伊那」

る⑤演説会や集会要請に応え、挨
拶するの５点を確認。運動を発展
させると同時に、「杉尾ひでや氏を
応援する上伊那の集い」を６月２ 日
午後７時から、伊那文化会館で予
定し実行委員会を結成しました。

35

「災害は忘れた頃にやっ
てくる」と言われている。
東日本大震災から５年。原
発事故も解決されず、未だ
に 万人もの人が避難生活
をおくる中、九州熊本地震が発生
しました。またも多くの人々が避
難生活を強いられることとなりま
した▼世界有数の地震や火山発生
国のこの日本の現状を見る時、莫
大な税金を投入する東京オリンピッ
ク・リニア・原発再開などを推進
することが重要とは思えない▼国
民には消費税増税・年金支給額引
き下げ、かたや、大企業には減税、
沖縄辺野古に米軍基地建設を進め、
憲法違反の安保法制＝「戦争法」
までも強行採決した安倍自公政治
に恐ろしさを感じてなりません▼
危険なオスプレイは米軍基地に配
備しないでとの国民の願いも聞か
ず、災害派遣にチャンス到来とオ
スプレイ導入依頼を了承する安倍
内閣。自国の国民は自国の手で救
う事が出来ない政治体制自体が問
題です▼勿論、他国の助けが必要
な時はお願いすることは大切な事、
しかし、自らの手で国民を救えな
いで国が存在できるだろうか▼憲
法９条のおかげで守り通して来た
戦争しない日本。主権在民の精神
が、今、問われています。戦争法
を廃止し、主権在民を守り、災害
に強い日本にする政治こそ必要な
時です。
（Ｈ・Ｉ）

17

衆院長野５区候補に
有坂ちひろさん

共産 党長野県委 員会は７ 月の
参院選 と同時に衆 院選が予 想さ
れる中、 日記者会見し 、衆院
選長野 ５区予定候 補に有坂 ちひ
ろさん（ ）を発表しました。
26

強い決意をもって国政にチャレンジ
杉尾ひでや氏のあいさつ することを決断しました。
安倍政権の戦後の民主主義体制や
私は 年間、テ 立憲主義、平和主義を否定する政治
レビ報道の最 前 がこれ以上続くことを認めることは
線に立ってき ま できません。このまま改憲が強行さ
した。この間 、 れれば、国民の基本的人権や報道の
日本の政治を 外 自由は根本から立ちゆかなくなって
からつぶさに見てきましたが、今ほ しまいます。
ど強い危機感を感じることはありま
私は野党統一候補として、安保法
せん。
制を撤回し、立憲主義を回復、安倍
問答無用の安保法制の強行、相変 政権の改憲を阻止するために、全力
わらずのバラマキ・将来世代への先 を挙げて立ち向かう決意でおります。
送りの財政、空虚なスローガン政治
この長野県から皆さまとともに、
と、納得できないことが相次いでい 日本の政治を変える大きなうねりを
ます。
起こすために、全力を挙げて頑張り
今こそ傍観者ではいられない。報 抜きますので、今後、一層のご支援
道マンとして政治を伝える立場から、を賜りますよう心からお願い申し上
人々に伝わる政治を実践しようと、 げます。 （参院長野選挙区予定候補）

５区に立候補を
表明した決意を
語る有坂氏
（長野日報より）

発行：日本共産党
伊那市委員会
伊那市狐島3879

上伊那で野党共闘へ！

安倍暴走 政治をくい止 め、国
民の暮らし を守る政治へ 変える
ために、７ 月の参院選で 定員１
名の長野選 挙区での野党 共闘候
補・杉尾ひ でや氏の勝利 は決定
的に重要です。
４月 日、上伊那の 共産党、
民進党、社 民党、市民団 体の代
表者らが会 議を開催し、 県レベ
ルで方針化 された①３野 党と市
民共同の街 頭宣伝に取組 む②杉
尾氏の全戸 ビラを作成す る③杉
尾氏と著名 人のポスター を作成
する④小選 挙区に杉尾事 務所を
開設し、市 民共同コーナ ーを作
昨年９月１９日、戦争法が強行。その
後九条の会の会員らが毎月１９ 日に
戦争法廃止を求めスタンディングに取
組んでいます。（竜東橋北交差点）
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地蜂

３月 日、日本を戦争する国につくり変える安保法制＝戦争
市民に喜ばれるバス運行を
法が施行されました。憲法をふみにじって、いつでも戦争で き
バス検討委が党市委員会に答申
る国になってしまいました。これに、伊那市でも戦争法を廃 止
「市街に出るのにバス代が１６０ 査、市内のバス試乗などに取組ん
し、憲法９条を守り国民を尊重する政治をめざす取り組みが 、
０円もかかる。中央病院に行くに できました。
いっそう強められています。
は乗り換えと更に料金がかさむ」 「委員会」は３月末に「調査や活
を突破。目標まで「あと一歩」の との高遠や長谷の住民からの訴え 動のまとめ」を党伊那市委員会に
２０００万署名
地域が多く、早期目標突破に全力 に、共産党伊那市委員会が、２年 答申。それによると行政への提案
次々、目標突破！
前の市議選で「２００円バス実現 として交通弱者の負担軽減のため、
をあげています。
を」と公約。その後「２００円バ 高遠や長谷から中央病院への無料
ス検討委員会」（前沢啓子委員長） バスの試験運行の実施や、市がバ
憲法学 習に確 信
を設置。「地域交通は行政に責任 ス会社と協議し市民が求める交通
西箕輪九条の会
と義務がある」ことを学び、２０ 網の確保などを求めています。同
０円バスを走らせている木曽町の 時に、市の姿勢を変えるために市

憲法記念日のつどい・講演会

―憲法の番人
元最高裁判所
裁判官が語る―

「今、日本国憲法を考える」

講師：
那須弘平さん

日、西箕輪の有報堂で地域の 視察、無料バスを実施している自 民と共同して取組むことが重要と
治体の研究、市民の要望と実態調 しています。
九条の会や医療生協支部などが、
「改憲問題の現段階と私たちの課
題」と題した学習会を行い、 人 授は、「戦争か平和か」「個人の て日本国憲法と自民党の改憲草案
じゅうりん
が参加しました。
尊厳の擁護か蹂躙か」が問われて を対置し、安倍政権が狙っている
講師の野口俊邦信州大学名誉教 いることや集団的自衛権行使容認、戦争への道とこれにママの会やシー
戦争法決定、明文改憲などについ ルズ、九条の会など、平和を求め
てたたかっている全国の取り組み
の様子を紹介しました。
参加者からは「現憲法のもとで
安倍政権は壁に突き当たっている」
「戦争法廃止や平和運動を強めよ
う」などの発言が相次ぎました。
「会」では、宣伝や署名行動を
計画的に推進。５月３日午後２時
文化会館での那須弘平さんの講演
「今、日本国憲法を考える」の参
加券の普及に全力をあげています。

25

（弁護士・伊那
市ふるさと大使）

４月３日のスタンディングに１０人

がアピール（手良９条の会）

16

北原明さん、曽我逸郎さん
小幡久美子さん、山﨑恭子さん
も発言します。

♡

17

日時：5月3日（火・祝日）

午後２：００～４：３０
（開場1:30）

会場：伊那文化会館大ホール

託児所あり（要申込・無料）
★協力券５００円（高校生以下無料）
※当日会場にても購入可

29

今、戦争させない・９条壊すな！
総がかり実行委員会や共産党など
が「戦争法廃止を求める統一署名」
に取り組んでいます。
伊那市では第１次締切の４月
日現在６９６
３人で目標の
６２、３％。
東春近、西箕
輪、手良、富
県地域で目標

◇憲法制定70周年

（２）
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安倍政権ＮＯ！力あわせ未来ひらく

中と供用開始後の周辺環境全般
の保全を約束するもの。情報公
開と報告を義務付け、周辺６区
の代表者各３名とオブザーバー
（地元市議会議員）で構成され
る運営協議会により、監視や問
題解決のための協議を年２回、
加えて、構成員の申し出で別に
も開催出来ます。公害等支障が
発生した時は運転を中止するこ
とも明記されており、排ガスの
国の基準値を超えた場合や新た
に設けた「要監視基準値」を越
えた場合は直ちに原因究明と対
策を講じ再測定を行う。再び超

「新ごみ処理施設建設」の環境保全協定
「燃やさ ざるを得ない」ゴミ
の全てを処理する焼却場が伊那
市富県の天伯河原に建設されま
す。建設を巡り賛否両論あり、
この８年間の地元住民の苦悩は
大変なものでした。
建設同意後は事故防止と情報
公開等の基本協定に続き自然 生･
活全般にわたる環境保全協定と
地元との約束事の覚え書きを締
結しました。
改めて平成 年７月に締結さ
れた環境保全協定について明か
したいと思います。骨子は建設

飯島 光豊

熊本・大分地震に 者５，４６０人、避難者２９，２９
対し、ご冥福とお見 ６人、断水１９，３２９世帯、停電
舞いを申し上げます。６，６４９世帯、電話支障９，２２
この度の地震災害が、伊那谷の断 ６回線とされており、まさにいま、
層と連動する中央構造線の内で起き 熊本・大分でおきていることと同様
ており、今後予想される南海トラフ です。伊那市は「大規模災害対策業
地震、川内・伊方原発、リニア南ア 務継続計画」をこれから策定すると
トンネルへの影響は軽視できません。していますが、一刻も早い対応が求
とりわけ、市の直下を走る伊那谷断 められます。
層帯による地震は、県危機管理部の
日本共産党伊那市議員団は、緊急
予測データによれば最大震度７とな 支援を市長に申し入れ、また、アピ
り、建物全半壊２３，６２８棟、焼 タ前で党中央委員会が呼びかけた義
失３９４棟、死者２１２人、重軽傷 援金募金に取り組みました。

地震支援と対策

27

えた場合には運転を中止すると
上の原今昔
しています。
今後の課題として「車両交通
水 （１）
対策計画」と「緊急対応マニュ
上の原 中村 光利
アル」の確立や周辺環境調査の
継続、広範な住民の発言を聞く
入植当時、近隣の区への編入の申し入れも断
ことが望まれます。
られましたが、旧地主が一番多かった日影区が
最後に、協定は３年間の準備 仲間に入れてくれました。
期間と稼 働後
極貧の状態で入植した開拓民にとって、一番
年のも ので 、そ
の問題は、飲料水でした。天竜川、三峰川の川
の後更 新す るか
沿いの平地からは五、六十メートルの高台ゆえ、
流れ川は無し、飛行場時代の水道設備は破壊さ
否かに つい ては
れていて用をなさず、雨水に頼る他ありません
年後の 地元区
でした。 水源を求めて近隣はもとより手良方
との 協議 で 決ま
面までも、手突きでボーリングに行ったもので
るとしています。
（伊那市議・若林 敏明） す。子供まで総出で重石を引き上げる綱を引き
に行きました。でも、結局、飲料水として保健
所の許可が得られる水質と水量を確保すること
はできませんでした。原始的な井戸掘りの限界
産廃処分場反対の
だったのです。
この頃、日影区では、仲間に入れたものの、
署名８万超
入植を諦めていつ山を下ってくるかもしれない
と心配していたそうです。
各戸のバラック同様の粗末な屋根では、十分
な雨水を集められず、顔を洗う水にも事欠く状
態が続きました。特に１９４９（昭 ）年の夏
は晴天が続き、洗濯はおろか、飯を炊くにも困
る大変な事態でした。そこで、一棟だけ残って
いた格納庫の大きな屋根に樋をかけて五十メー
トル位離れた貯水槽まで導く工事を 月までか
けて完成させました。
この時以来、学校から帰ると水汲みが日課と
なりました。水を入れたバケツを天秤棒で担ぎ、
家まで二百メートル余りを何度も往復しました。
途中で水がこぼれて、家に着く頃には半分くら
いになってしまっていました。
15

10

30

「 宮 田 村 に放 射 性 物 質 はい ら な
い 」 と 村 民が 、 廃 棄 物 最終 処 分
場 建 設 に 断固 反 対 を 掲 げ昨 年 ９
月に立ち上がりました。
こ の 間 「環 境 を 守 る 会」 を 中
心 に 多 く の団 体 が 、 勉 強会 の 開
催 、 看 板 の設 置 、 の ぼ り旗 の 作
成 と 大 型 店前 や 団 体 で の署 名 行
動などに取り組んできました。
「 会 」 では 、 署 名 は ８万 人 を
超 え 、 万の 目 標を 突 破 し、 建
設を阻止したいとしています。

４
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☆ 憲法制定７０周年・憲法記念日の集い
５月３日（火・祝）午後２時～４時半
伊那文化会館大ホール
＊詳細は、本紙２面をご覧ください。
連絡先：
久保田誼（78－0823）春日幸雄（79－8781）
横田美男（95－4325） 荒 恵子（74－1255）
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79

小林和人さんを偲ぶ会
元伊那市議会議員小林和人さんを偲ぶ会が４月２３
日に地元の西箕輪公民館で行われ所縁のある７０名が
参加し故人を偲びました。
参加者は享年６０歳というあまりにも早い故人の旅
立ちを惜しみ、生前の活躍をたたえ、故人の遺志を継
いで頑張ることを誓い合いました。
会場を埋めた参加者

☆ さわやかウォーキング

伊東和夫 （ ）

66

長距離トラックと労組で 年

宮田村出身で高校卒業後、 年に自動車の整備をし
たくて南信定期に入社。会社の命で助手になり自動車
学校に行かずに免許を取得、運転一筋の人生でした。
寒い朝はクランクを回して慣らし、雨天時は手動ワ
イパーを動かすのも助手の仕事でした。 年代後半で
の大型は トン車で方向指示器は矢羽式でした。未舗
きょうぎ
装道路を経木や青果・鶏卵・果物など、時にはヤミ米
も積み河口湖経由で東京まで運転し、狭い道では道を
譲れというトラブルや、助手席にいた時には汽車と鼻
先が衝突したこともありました。
会社と対等に交渉するために労働組合を結成しまし
た。 トン車に大型化、ツーマン運転からワンマンへ
の合理化などありましたが、現地での休憩を規定時間
とらせるなど労働条件を守らせてきました。
大手資本が名古屋鉄道と吸収・合併してできた信州
名鉄は、ユニオンショップを盾に、 年全自運労組の
島尻豊さんら幹部 名を解雇、裁判闘争になりました。
私は東京高裁での証人尋問で不当労働行為を証言しま
した。 年もの長期裁判で不当労働行為、偽証が次々
明らかになり、原告は職場復帰、６０００万円支払う
という和解を勝ち取りました。
高度成長期の面白い時代を過ごしましたが、近しい
人が他界して寂しい昨今です。最近の政治は頭にくる
ことばかり。選挙は選ぶ時が大事で、後でいろいろ言っ
ても駄目です。（談）

随想

５月１２日（木）午前９時５０分
長谷道の駅「南アルプスむら」向かいの
公園駐車場集合
主催：上伊那医療生協健康づくり委員会
連絡先：医療生協組合員センター（79－8702）

☆ 戦争法廃止アピール全国一斉行動
５月１９日（木）午前７時１５分～８時
大萱交差点でスタンディング
☆ 2016年参議院選挙
戦争法の廃止、立憲主義の回復へ

日本共産党大演説会
５月２２日（日）午後０時３０分～３時
松本城公園（松本市） 入場無料
＊弁士 市田忠義党副委員長
たけだ良介さん、唐沢ちあきさん
野党統一候補杉尾ひでやさん
・各地区からマイクロバスが出ます。
連絡先：党上伊那地区委員会（72－2465）

☆ 杉尾ひでやを応援する
上伊那市民のつどい
６月２日（木）午後７時～（６時半開場）
伊那文化会館大ホール

☆「脱原発」いな金行動
毎週金曜日午後６時～６時半
いなっせ北側広場
主 催 さよなら原発上伊那の会
連絡先 医療生協組合員センター
（ＴＥＬ７９－８７０２）

