52
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伊那市狐島3879
TEL：72－2465
ホームページ
「ＪＣＰ上伊那」

（部内資料）

参院選得票数（伊那市）

「杉尾・武田当選」を喜ぶ
全国 の１人区では、 の選挙
読者の女性から「杉尾さんが勝っ
区で自民党候補との接戦を制して てとてもうれしい。伊那市でも杉
野党候補が勝利、総選挙への展望 尾さんが多かったのはすごい。自
を開きました。
民党は終盤、平成大橋たもとや高
共産党は東京選挙区含め、改選 遠の辻などで市議らが支持を訴え
３を６議席に倍増し、比例の得票 ていたけど、安倍さんはひどすぎ
は史上２番目の６０１万６千余票 ると思っている人が多かったから
を獲得しました。長野県では、比 ね。長野で初めて、武田参院議員
例で 万票を超え、公明党を２万 が誕生したのも良かったね」との
票余上回り、第３党になりました 。喜びの声が寄せられました。

総選挙への展望を開く
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4825
共産党

杉尾 秀哉
選 １８２６９（48.93％）
若林 健太
１７７０９（47.43％）
挙
及川 幸久
７５９（2.03％）
ほか
区
５９９
合計 ３７３３６

発行：日本共産党
伊那市委員会

伊那市・上伊那で自公を制す

参院議員バッジを胸に、武田良介
新議員が街頭で挨拶
（7/16 セントラルパーク）

7/19「杉尾ひでやと語る会」で
参加者と当選を喜び合う杉尾新
議員（中央、ＪＡフラワーパレ
ス）

７月の参院選、長野県の結果は、選挙区で野党統一の杉尾ひでや
氏が 万余票（ ・５％）を獲得し当選、自民の現職をやぶりまし
た。伊那市と上伊那のほとんどの自治体で野党候補が自公を上回り、
衆院選勝利の地歩を築きました。
比例代表は、共産党は長野県で、 万５１１５票（ ・６％）を
獲得。全国の比例５議席に貢献し、長野県で初の共産党参院議員・
武田良介氏が当選しました。
57

32

11

２０１６年７月３０日 日本共産党伊那市委員会

参院選で野党統一候補と日本共産党にご支持をお寄せ
いただいたみなさんに、心からお礼を申し上げます。
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野党＋市民の共闘=
杉尾氏当選、共産党躍進

参院選の結果から、私た
ちは、何を学ぶべきか。一
般紙上には「改憲勢力三分
の二超」「国会の改憲発議
可能に」という大見出しが
踊っている▼しかし、この選挙期
間中、憲法についてどれだけのこ
とが論じられただろうか。政権党
は意識的に争点から外した。ＴＶ
での党首討論も、公示後は一回の
みにとどまった。自民党によるメ
ディアへの圧力の結果である。そ
うしておいて何が改憲か▼近くに
住む身体に障害を持っている知人
が、実は「東京大空襲」の被災者
であることをつい最近知らされた。
これは、生死を問われるような戦
時の体験を背負ってきたことを、
これまで語ることができずにきた
ことを意味する。「戦争行為」を
受けた人々自身がその痛苦を語る
ところまで国民的議論が無い中で、
どうして「九条」改正論議ができ
るのであろうか▼「一億総活躍」
など、言葉の華やかさで躍らせる
ような手法、「リニア新幹線の開
発」、漠然とそれが地域おこしへ
の期待をあおるのに使われるなど、
戦時を生きた私達には、戦意高揚
のスローガンを思い起こさせる▼
杉尾秀哉参院議員が訴えていたよ
うに、「真実に迫る発言を促すニュー
スキャスターをジャーナリズムか
ら締め出すようなファッショ化を
許すわけにはいかない」とあらた
めて思うのである。
（Ｋ・Ｗ）

地蜂

杉尾秀哉

ンファーム前で「ヒロシマ・ナガ
サキの被爆者が訴える核兵器廃絶
国際署名」を集めます。多くの人
も、安倍政権の暴走を止め、日本 の参加を呼びかけています。
が被爆国としての役割を果たす上
竜東九条の会
でも極めて重要になっています。
広島大会に、上伊那から青年を
中心にマイクロバスで参加します 。 竜東九条の会は、７月 日朝７
８ 月 ６ 日 午 前 ８ 時 、 常 円 寺 で 時 分から竜東橋北交差点で毎月
「平和の祈り」が、また、新婦人 定例の戦争法廃止を呼びかけるス
伊那支部が、８月９日午前グリー タンディングに取り組みました。
15

19

伊 那 市 議 会 は ６ 月 議 会 で の利益優先人命軽視の姿勢で
「緊急事態法の早期制定を求 あり、地方自治体の多くは、
める陳情」を採択した。
国の権限拡大よりむしろ地方
この陳情は飯田市の任意団 自治体への権限移譲を望んで
体が提出したもので、随所に いる。
事実と違う内容の記述がみら
法律の専門家の多くは、現
れる。例えば、「２０１１年 行法で十分に対応できるとし
の東日本大震災時の対応は想 ており、大規模災害に乗じて
定外という言葉に代表される 国民の権利を国が制限し、有
ように、緊急事態における取 事体制に持ち込もうとする、
り組みの甘さを広く世界に知 安倍政権の意図が見える。
らしむる結果となった」とし
憲法に違反する有事立法を
ていますが、大規模地震によ 求める陳情及び意見書には、
る炉心溶融の危険性は、以前 共産党の３名を含め７名の議
から国会でも指摘されており、員が反対しましたが、賛成多
想定外ではない。問題は政府 数で可決されてしまいました。
の安全神話による規制の甘さ
（前沢）
や初動体制の遅れ、東京電力

憲法違反の有事立法を求める意見書を可決

原水禁世界大会成功へ平和行進

ご挨拶

８月２日から９日まで被爆地の
広島、長崎市で開かれる原水爆禁
止２０１６
年世界大会
が目前にせ
まりました。
今年の大
会は核兵器
を禁止・廃
絶する上で

平和、核兵器廃絶のたたかい前へ
参議院長野選挙区の杉尾秀哉です。
この度は、野党統一候補として共産党様
より全面的にご支援いただき、無事初当
選することができました。ありがとうご
ざいました。
今 回の 参院選 で長野 県は 、全国 一の ６
２．８６％という高い投票率を達成しま
した。改選議席が２から１に減る中で、
自民現職対野党統一候補の一騎打ちの構
図が、県民にとって分かりやすかったの
が、大きな原因であろうと考えます。
こ の「 長野モ デル」 を、 これか らの 選
挙でも全国に広げ、安倍自民一強体制と、
政権の暴走を止めるため、共に闘いましょ
う。

この日は東春近九条の会も合流
し 人で「戦争法廃止で手をつな
ごう」「安倍政治を許さない」横
断幕や看板などを掲げ、道行く人
によびかけました。
車内から手を振ったり、クラク
ションを鳴らすなどの激励が寄せ
られました。
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続けています

いな金行動

ができます

7/19 「戦争法許さない」スタン
ディング（竜東橋北交差点）

7/22 午後6時～6時半
夏は、明るいうちに訴えること

いなっせから伊那北駅に向かっ
て母と子で歩く平和行進

（２）
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これで良いのか福祉の後退 整が求められ、また、 「既得権は守ってほしい」「福
使用料も必要となりま 祉向上、特に子供の育成を」の市
― 合併の弊害 ―
した。今、子どもの小 民の声に、もっと耳を傾けてほし
規模な団体が、定期使 いものです。
（石川）
高遠町文化体育館が耐震工事の 用出来ず、使用料負担も困難なた
ため建替えられます。
め、練習には文化体育館を使用し
そこには色々な体操用具や合併 ていません。
前からの青少年育成会関連の剣道
子どもの育成のために、無料で
防具も保管されています。
自由に使用できた体育館。合併に
先般、体育館の管理者から防具 より全市統一的にして費用のみに
を撤去するよう伝えられました。 目を向ける市行政に疑問と不信感
工事のためには仕方ない事ですが 、を感じます。行政は、市民の福祉
完成後に保管出来ないとの事です 。を優先すべきであり、今回の剣道
合併前には剣道の練習には無料で 防具撤去はあまりにも市民無視で 、
使用できていたのが、合併後、公 一方的であり、合併による福祉の
共施設は使用したい団体による調 後退です。
懲罰委員会開かれる

上の原今昔

衣食住 （１）

７

上の原 中村 光利

60

飯島光豊後援会

マレットゴルフ
大会開く

プロ
ぷろ

＆

衣では、戦中から世界の三大綿花の産地であ
る中国からの良質な原綿を加工した綿布をはじ
め、麻・羊毛・生糸等を原料としたものが主流
でした。
伊那では養蚕が盛んで、岡谷と並んで生糸の
生産が多いところでしたが、さすがに、作業衣
や子供服にもというわけにはいかず、それらに
は綿が圧倒的でした。膝や肘にすぐ穴が開き、
母親は毎晩遅くまでほころびを繕い、つぎの上
につぎを当てる等して、元の生地がわからない
くらいでした。
冬はそれらを重ね着するので、「昆布の行列」
と称したものです。今の化学繊維万能の時代と
違って、１９６０年（昭 ）頃までは、親は苦
労したものです。
時代が下って、１９８０年代後半頃（昭 前
後）、例えば、軽地下足袋が市場に少なくなっ
た頃、当時労賃の安かった韓国産のものが入っ
てきた。しかし、これは、縫い糸が弱く縫い目
がすぐ切れ、服では、ボタンが取れて困ったも
のでした。
現在は、あらゆる生活用品が中国産となり、
布に比べて糸が弱いということはなくなってき
ました。日本企業が中国に進出したこともあり
ますが、何といっても原料の綿花が自給できる
強みが表れているのだと思います。

35

飯島光豊

上司等からの不 の答弁を繰り返していました。
適切な指導などの
しかし、市民も驚くような上司
結果、消防署員が らのパワハラの実態は、調査アン
自殺に至ったとする「公務災害基 ケートに書かれた同僚の署員によ
金長野県支部」の認定が下されて る数多くの告発によって明らかに
から半年が経ち、この 日に、関 なり、まさに放置しえない状況に
係する上司らへの第一回懲罰委員 なりました。
会が開かれたと通知がありました。 何をしても失われた尊い命は取
私が当初取り上げた議会の一般 り返しがつかないという哀しい現
質問においては、広域連合長たる 実はあるものの、きちんとした判
白鳥市長は、関係する上司には、 断をして、市民には、経過を公表
懲戒処分に該当する行為が確認で すべきです。
きないとして、処分は行わない旨
21

7/12 医療生協主催「さわやかウォー
キング」ｉｎ駒ケ根。30人が参加。
途中のお寺での小休止
7/24 ４０余名の参加で試合をした後、
すこやか館で懇親会。勝っても負けて
も、みんなで楽しく「かんぱ～い」

窓
市議の

(３)
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大激戦の参院選を振り返って

お 盆

菊池みち子 （ ）

８月３日（水）夜～８月６日（土）未明
参加費 一般２万円、大学・高校生
１万５千円、中学生以下１万円
（親子割引親５千円引）
連絡先：岡田（090－1511－0206）

随想

荒井

今回の選挙は、憲法改悪を許すか否かを問う大事な
選挙となりました。
私としては生まれて初の他党公認の統一候補の応援、
支持拡大で野党共闘が成功するのか不安でした。
しかし杉尾ひでやさんのお話を聞き野党統一にふさ
わしい人だと実感し、応援に参加する度に垣根がなく
なり、絶対当選させたいと思う様になりました。
杉尾さんを追っかけて応援したり、早朝のスタンディ
ング、勇気のいる電話かけにも取り組みました。杉尾
さんの当選と共産党の躍進実現のために皆の気持ちが
一つになり、自分も突き動かされて頑張れた気がしま
す。
対話の中で「保守の人間だが安倍政権は危険。野党
候補一本化での共産党の英断に敬意を表し、応援する」
と言われ励まされました。
電話かけでは、短い言葉で政策を分りやすく話すこ
との難しさを痛感しました。
全国的には改憲勢力が議席を伸ば
したのは、悔しいけれども、長野の
ように選挙区と比例で前進させたこ
とは、衆院選など今後のたたかいの
展望を開いたと思います。頑張った
かいのある選挙でした。

☆ 原水禁世界大会バスツアーｉｎ広島

（４）

68

風物詩

☆ 「党創立９４周年記念講演会」
リアルタイム視聴（ネットで視聴できます）
８月５日（金）午後６時半～約1時間
民主会館３階（党上伊那地区事務所）
問合せ：７２－２４６５

☆ 平和の祈り
８月６日（土）午前８時
常円寺境内「原爆の火」平和の塔前
☆ 第７回平和音楽会ｉｎいなっせ
８月７日（日） 午後２時開演
いなっせ６階ホール
入場料 一般８００円、中高生２００円
主催：うたごえサークル ざざむし
問合せ：大場（９４－３５９４）

☆ 核廃絶国際署名行動
８月９日（火）
グリーンファーム前
新婦人伊那支部

☆ 戦争法廃止アピール全国一斉行動
8月１９日（金）午前７時１５分～８時
交差点でスタンディング

菅（スゲ）で編んだすだれの上にナスの
牛、キューリの馬、背中にはソーメン。
お参りのあとミソハギの花の先で水滴を
仏壇に振って清めます。
(写真 北原)

☆ 第４回商工フェア
8月２１日（日）午前１０時～午後４時
いなっせ北側広場＆室内施設（雨天決行）
主催：上伊那民主商工会（７２－０５５０）

☆「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）

