
高齢者泣かせの 

医療制度がやってくる 

 

後期高齢者医療広域連合は国が医療費抑制を目論んで自治体に押し付けてきたもので、 

内容的にも 75 歳以上の高齢者から保険料を年金から天引きし、保険料が払えなければ

短期保険証や資格証明書となり、病院にもかかりづらくなります。 

埼玉県志木市の長沼市長はホームページでこの制度は「頭が痛い」と幾度も述べている

が、野村市長はどうかとただしました。しかし答弁はこの制度を肯定するだけのもの。

心温まる市政を願っているのですが・・・・。 

 

次の質疑を行い大阪府後期高齢者医療広域連合

の設置に関する条例に反対しました。 

 
①現行の老人保健法から 2008年度には 75歳以

上を対象とした後期高齢者医療保険制度が始ま

る。これら一連の医療制度改革によって政府の

負担は軽くなるが、患者・高齢者・保険者・被

保険者には負担増を強いるものになっていると

思うがどうか。 
  
②新しい高齢者医療制度は、75 歳以上だけの健

康保険制度で保険料は年金から天引きする。所得が少なく、有病率の高い、高齢者だけの

保険制度はリスクを分散し全体で面倒を見るという国民皆保険の理念からほど遠いと思う

がどうか。 
 

③もともと広域連合は市区町村から自発的に発議し、市区町村の判断で脱退もできる性格

だった。ところが今回の広域連合は法律で都道府県を単位とし、全ての市町村に加盟が義

務づけられている。これは分権・自治に反するのではないか。 
 

④更に国には様々な「助言」の名をかりた介入や、「財政調整交付金」を使った誘導など大

きな指導権限が与えられる。広域連合が、国いいなりの「保険料取りたて・給付抑制」の

出先機関になる恐れがあると言われているがこの点どうか。 
 

⑤広域連合は、地方自治法上の特別地方公共団体であり、独自の「議会」を設置し、保険

料などの条例や独自の予算で運営される。広域連合議会の構成は、他の府県においては首

長も議員になるところもあると聞いているが、大阪府の場合、議員だけになっている。そ

うなると各自治体の首長の意見はどういう形で、この広域連合に反映されるのか。 
 
⑥広域連合から市や議会への報告義務、後期高齢者の意思反映の仕組み、情報公開の徹底

などはどのようになっているのか。また市は高齢者の実態に応じた保険料設定について、

現時点でどのように考えているのか。 
 
⑦議員や執行機関の広域連合長といっても政令都市の大阪市から、千早赤阪村まで出身自

治体には大きな差がある。議員や首長であれば出身自治体に関係なく選出されるのか。ま

た議員 20 名のうち議長会から何名、推薦で何名と決まっているのか。 



市長が頭を痛める後期高齢者医療制度 
―埼玉県志木市長のホームページから― 

 

平成 20 年度から後期高齢者医療制度がスタートする。 

 後期高齢者とは、75 歳以上の高齢者のことで、75 歳以上の高齢者が加入する、新たな医療保

険制度が、平成 20 年度から創設されるのである。保険者は埼玉県を単位とする広域連合である。

志木市はこの広域連合の構成員となる。そして、後期高齢者から保険料を徴収するのが、市町

村の役割になっている。 

 医療制度改革に伴ってできあがった新たな制度とはいえ、市長としては、75 歳以上の高齢者

から保険料を徴収するのは、たいへん頭が痛い。 

 現在、年金受給者を含めた年間収入が 180 万円未満の 75 歳以上の高齢    

者は、子供の被扶養者となり、自分で健康保険料を納める必要はない。と 

ころが、平成 20 年度以降は、保険料を納めなければいけなくなるので 

ある。74 歳まで、子供に扶養されていて、子供の健康保険に入れて

もらえていたのに、一つ年をとって、75 歳になったら、扶養からは

ずれて、保険料を徴収される。国で決めた制度とはいえ、市長とし

ては、市民、とりわけ高齢者にどう説明すれば、ご理解をいただけ

るのか、本当に頭が痛い。 

 厚生労働省の説明資料によれば、厚生年金の平均的な受給者(年間 

208 万円受給)の場合、月額の保険料は、6200 円程度になる見込みと 

いう。サラリーマンに扶養されていた親で、基礎年金の年金受給額が 

79 万円の後期高齢者は、3100 円程度になるという。ただし、この場合は、激変緩和措置で、２

年間は保険料を５割軽減し、1500 円程度にするという。 

 また、保険料の徴収方法は、年金からの天引きになるという。ただし、すでに平成 20 年の４

月１日に 75 歳になっている人は、平成 20 年の４月 15 日に支給される年金から天引きされるの

か、また、年度の途中で 75 歳になった人は、いつから、保険料が年金から天引きされるのかな

ど、詳細はわかっていない。 

 わかっているのは、埼玉県を単位とした広域連合で行うので、志木市に住んでいる 75 歳以上

の高齢者も、新座市に住んでいる 75 歳以上の高齢者も、同じ埼玉県に住んでいれば、どこの市

町村で生活しても、同じ保険料を徴収されるということである。 

 また、この後期高齢者の保険制度の保険料と介護保険料の合計額が、支給される年金額の半

分を超えていた場合は、後期高齢者の保険料については、年金から天引きせず、市町村が普通

徴収の方法により、徴収することになっているということだ。重ねて言うようだが、市町村は

頭を抱えている。 

 志木市のデータでいうと、65 歳以上 75 歳未満の前期高齢者が要介護認定を受ける割合は、

３％程度である。しかしながら、75 歳以上の後期高齢者が要介護認定を受ける割合は、おおむ

ね４人に１人になる。 

介護保険で１割の自己負担、後期高齢者医療保険制度でも１割の自己負担、そして、新たな保

険料の納付義務の発生。 

 高齢者の医療保険制度がこう変わりますという意味で、説明責任を果たさせていただきまし

たが、どの市町村でも、市長も職員も、本当に頭を痛めながら、この事務に取り組んでおりま

す。           (全国一緒の制度ですので茨木市も同様になります) 



                    
 

今回、審査会の慎重な議論を得て、18 年ぶりで条例の全面改正の提案になった。長年続

いて来た現行条例の総括の上での議論が大切だと思う。 
①目的外利用及び外部提供の制限が設けられているが、これはどれぐらいの数に上ってい

るのか。実績を数字で示されたい。また外部提供の相手先、その目的はどうか。 
②自己情報の開示請求件数、代理者による開示請求手続きの件数、さらに全面開示、部分

開示、非公開はどれぐらいあったのか。また非公開や部分開示の理由は条例規定のどこ

に該当したのか。 
③訂正請求の件数、その中で訂正した件数、訂正しなかった件数はどれぐらいか。利用停

止などの請求件数はどれぐらいか。 
④不服申し立てに対して審査会に諮問した件数はどれぐらいか。 
⑤第 40 条の利用停止などの請求を拒否した件数、それに対する審査会の決定、裁決の内

容はどのようなものであったか。 
⑥審査会は約２年間の間に、20 回開催されて

答申に至っている。最終段階におけるパブ

リックコメントはどれぐらい寄せられたの

か、またその内容はどのようなものか 
⑦答申内容と今回提案の条例では異なる部分 
 があるのか 
⑧他市の条例と比較検討は行ったのか。本市 

の特徴的は何か。 

⑨個人情報保護条例の活用、開示請求が増え

ることは望ましいと考えているのか。 
 
二度と予防接種事故をおこさないために 

本市が予防接種を委託していた市内の医院が幼児 3 人に誤ってワクチンを接種していた

事件が報道された。本市では過去にもインフルエンザ予防接種の副作用事故が起こってい

る。二度とこんなことは繰り返して欲しくないという気持ちを込めて聞きたい。 
①この間の経過、市と医師会がどのように動いたのか明らかにされたい。 
②市は医師会に委託し、現在 91 機関を指定している。それぞれの医院に委託するまでに

何らかの審査は行っているのか。委託するまでの手続きについて明らかにされたい。 
③過去、委託医の指定を取り消すなどの対応をしたことがあるのか。 
④これまで予防接種に対して何らかの研修を行ってきたのか。 
⑤幸いにして 3 人の健康被害はないと報道されているが、この点大丈夫か。 
⑥この誤接種した医師に対してどう対応するのか。 
⑦医療機関への周知内容など再発予防の具体的な対応としてどう考えているのか。 



 
 
 
  
 

名前は自由や民主でも中身は少数で管理支配を進めるもの達がまたぞろ大阪９区で蠢き

はじめている。 
 
 私たちはかつての社会党の頃から一貫して小選挙区制に反対してきた。その理由は①一

人しか当選しない選挙では大政党が有利に働き、４割の得票で７割の議席につながる。議

席に結びつかない膨大な死票を産み民意を反映しない。②しかも本来は他の政党支持者な

のに勝てそうにないからと世論調査で一位、二位の政党候補に投票してしまい、小政党で

はなく大政党ほど票が上積みされる。③その結果、少数者の意見や多様な国民の意見が反

映できない、④候補者を決定する党首に逆らえなくなり、党内での活発な議論がなくなる

というものであった。 
 
 しかも1994年、細川内閣が導入した際には厳しい政党要件をクリアーしなければ選挙運

動も制限され、立候補に必要な供託金も選挙区300万円、比例区600万円へ大幅に引き上げ

られた。小政党は立候補すら難しくなったのである。反対に大政党には破格の政党助成金

（国会議員一人当たり年間4000万円）が与えられ、これでもかといわんばかりの大政党有

利、小政党消滅の仕組みが作られた。100ｍ競争で小政党には何回も予選を戦わせて疲労

困憊にさせ、自分たち大政党は95ｍからスタートする。そんなエゲツナイ選挙制度である。 
私たちの指摘どおり、民主主義と程遠い選挙制度から民主政治が育つわけはなく、いま

や戦前と同じく国家が国民を縛り付ける世の中だ。そしてこの選挙制度の改悪以降、大政

党の離合集散以外に政党要件を満たした新政党が出現したことはない。 
小政党や貧乏人を国会から排除し真っ向勝負から逃げまくる卑怯者が、口を開けば、や

れ規制緩和だ、やれ自由競争だと説教する。ばかばかしい限りだ。だから私は大きな政党

ほど有利な仕組みにおんぶに抱っこの自、公、民を批判するし、そこに所属する議員ども

に好きにされてたまるかとの思いも人一倍強い。 
 
 さて残念な事に今回、社民党や市民派の一部議員が民主党候補を応援するそうである。

一体何を考えているのか。「ブルータスお前もか」にならないかと私は案じている。 
 
 宣伝カーで「自民も民主も憲法改悪、愛国心教育、国家の為の国民作り、小政党をつぶ

すための比例区削減、防衛庁から防衛省昇格、安保自衛隊ではほとんど一緒、何も変わり

ません。私の考えとも合いません。ですから皆さんと同じように民主には不満もあります。

しかし重箱の隅をつついて見ると少しだけましだと分かりました。自民が勝ったらもっと

悪くなります。だから今回は民主を支持します」とでもいうのだろうか。 
 果物に例えれば、腐りかけの大玉である自民、民主を並べ、自民を食ったら入院になり

ますが、民主は一日寝れば直りますと薦めるようなものである。 
 



そんな応援をされたら民主も困るだろう。本心は別にして、マイクを握れば自民に比べ

て民主が、原田に比べて大谷がいかに素晴しいか、いかに自民と民主は違う政党かといわ

ざるを得ない。それが選挙というものだ。 
 
しかし今回の候補者は自、民だけではない。共産党もいる。いうまでもなく共産党は平

和憲法、教育基本法の立場にある。小選挙区制に反対し、政党助成金反対を貫くためにも

らえるお金ももらっていない。日米安保、イラク派兵にも反対で、社民、市民派と考えは

近い。それなのになぜ共産党を支援しないのか。支援しないばかりか共産党の候補がいる

ことにわざと触れていないようにも見える。なぜなら触れた途端に自民と民主の違いは限

りなくゼロになるからだ。 
 
 一体、民主党のどこが共産党より、大谷のどこが藤木より評価できるのか。もし評価で

きるとして、それはマイクを持って応援しなければならないほど評価できるものか、聞き

たいものである。本心から民主党や大谷を応援するなら、社民や市民派を名乗る必要も無

かろう。 
 
 苦渋か安直か、私の知るところではないが、民主支持は有権者に政治不信を煽り、悲し

い思いをさせることにつながらないか。そこには最初から「小政党はダメ、相手にしない」

という考えがある様に思えるからだ。確かにマスコミは必要以上にありもしない自民、民

主の対決を煽る。選挙状況が主で政策は従だ。一方共産については立候補していることさ

え伝えない時がある。失礼な話である。しかしこれこそ自民、民主が小選挙区を持ち込ん

だ狙いであり、「小政党はダメ」と思っているなら、それは小選挙区制に毒され、負けて

いるからではないか。しかもそれは少数者排除にもつながっていく。少数者を切り捨て、

多数派に乗っかる。小さな者が小さな者を切捨て、大きなものに媚びる。そのどこに正義

があり、支配者、権力側の思考とどこが違うのか。この「小政党はダメ」の考えは自己否

定そのものではないか。政党は自民、公明、民主だけでいい、私ら少数派が国政選挙を闘

うなんて大それたことと白旗をあげるなら、世間はこれを負け犬根性というだろう。 
有権者にとって気分の乗らない貧しい選択肢しかない選挙が続けば政治はますます閉塞

し、国民の政治を見る目も退化していく。そんな中でマスコミにカネをつぎ込んでイメー

ジだけの空っぽの世界、劇場政治が幅をきかす。これで支配階層は万々歳、まさに我が世

の春である。 
 

 さらに私が危惧するのは一旦、民主を応援したら、社民や市民派が、今後同党への批判

を避け、同化していくのではないかということである。当選すれば民主の一議員である。

改憲、教育基本法改悪の一票を投じるだろう。また民主の政策は原発もダムも日の丸・君

が代も賛成である。格差是正は口ばかり、労働法制の改悪にも手を染めてきた。 
こんな民主の動向に今回応援する人たちは責任をもてるのだろうか。それとも「民主は

おかしい」と批判するのだろうか。しかしそう言った途端に、「選挙で民主を応援しとっ

たやん、自民と違う言うてたやん、今更なに言うの、あんたら信用できん」と見放される

だろう。民主が対決姿勢を装うのもせいぜい次の参院選まで。しかも民主は社民、共産の

議席を奪う比例区削減を公約に掲げている。「社民や市民派など、後は野となれ山となれ、



消えてなくなればもっといい」が民主の本音だ。とすればそれを応援するのは自殺行為に

つながらないか。 
 
 政治改悪４法案以降強まった右傾化・戦争のできる国づくりの流れは民主によって加速

こそすれ減速・ストップはありえない。民主党の国防族は自民党や日米の巨大軍需企業が

中心となった「日米安全保障戦略会議」で総額６兆円に達するミサイル防衛を推進してい

る。たとえ民主内に護憲派が存在したとしても単なるイチジクの葉っぱ、自民と同じ体質

を左右するものではない。党首のさじ加減一つで公認が吹っ飛ぶのだから、護憲は選挙限

定、国会では「改憲に一票」の議員に転じるのは目に見えている。靖国派は民主の教育基

本法改悪案が気に入っているようで、民主が勝てば祝杯を挙げるだろう。財界にしても、

ときどき民主が勝つ方が、国民の不満をガス抜きさせ、いいなりになる２大政党の定着に

は好都合とほくそえむだろう。 
 
 民主に思想信条を安売りせず、ここはじっと我慢して沈思黙考、自らの行動と大衆の思

いにずれが生じていないか考えることである。私はこれだけひどい大政党有利の選挙制度

の中で、共産党が一定の票を確保する方が自・公に、その背後の右翼的潮流に対して大き

な打撃を与え、愚直にがんばっている人を励ますと思う。もちろん民主が沖縄知事選など

各種選挙で自公と対決し、全野党の一員として努力するのであれば、それを拒む気はない

し仲良くやったらいいと思うが。 
 
 いうまでもないが私は共産党支持ではないし、社会党の闘う姿勢を貫いている新社会党

に所属しており、共産党には言いたいことも山ほどある。その一つは改憲・戦争国家の流

れに抗して来年の参議院選挙で日本共産党、社会民主党、市民派無所属まで含めた幅広い

護憲平和勢力の結集に努力している人々に対して新社会党の応援団的存在だとか、国政選

挙は政策の全面的な一致が必要だとして統一戦線にあまりにも消極的すぎることだ。これ

は敵方を利するだけで共産党にとっても大きなマイナスにならないか。 
多くの国民は、また共産党の党員、支持者そのものも、ともかく自・公・民の保守勢力

に対抗し、有権者の選択肢になりうる護憲勢力を切望し、展望を持ち、わくわくとした気

持ちで選挙戦を闘いたいと願っているのではないか。共産党だけで自公、民主と闘っても

勝てないことは、これまでの国政選挙からも明らかだ。自民が、公明・創価学会まで引き

入れて万全の体制を取り、民主が自民の支持勢力や非公認組にちょっかいを出しているの

に、今後も共産党一党だけでいきますでは、勢力の先細りしかないではないか。なぜ今の

戦争できる国づくりに反対する人々と共同戦線を組まないのか、社民やまじめな市民派と

の協力は党にとっても名誉なことではないか。悪化するばかりの状況の中で、党の内外は

一日千秋の思いで元気の出る方針を待ち焦がれている。 
 
置かれた立場は社民党も同様であり共産党に言いたいこととほとんど重なる。選挙にお

いて有権者が期待できる選択肢を作るための共同のテーブルに一刻も早くついて欲しいも

のである。 
 
新社会、社民、共産、市民派の平和大連合で自・公政治をストップさせましょう。 



憲法改悪を阻むために－０７年参院選挙で比例の共同の提案 
 

平和憲法は危機に瀕しています。「5 年以内に憲法改悪」を明言する安倍音三政権の登場

で事態はいっそう切迫しております。加えて、最近の朝鮮民主主義人民共和国の「核実験

実施」発表を奇禍とした「集団的自衛権」行使議論は、平和憲法に致命的な打撃を与えつ

つあります。残念ながら対抗すべき民主党は、事、憲法に関する限りは今のところは同じ

方向を向いています。このままでは２０１０年までに改憲が発議される危険が追っており

ます。 
 この動きを阻むには、０７年の参院選挙で護憲勢力が選挙協力をし、憲法を守り活かす

ことを共通政策としてたたかい、護憲議席を飛躍させるのがもっとも力

となるということは衆目の一致するところです。この間、「７・７シ

ンポ」を出発点に様々な人々が、平和の共同候補の実現を求め

て各政党に働きかけをしてきました。 

共同を求める声はかつてない広がりを示しています。選挙

区においては広島、東京、千葉、近畿各府県などで市民から 

  の声が高まり、協議がおこなわれ共同候補者の展望が切り 

 開かれつつあるところも生まれています。 

 しかし、残念なことに多くの場合政党の協力は限られています。比例選挙で議席を獲得

するために選挙区では公認にこだわるという既定方針のままでは、せっかくの選挙区の共

同も前進しません。このままバラバラでは護憲派は国会では壊滅的な打撃をうけかねませ

ん。比例で共同が実現すれば、選挙区でも一気に事態は打開され、それがまた比例に前向

きに作用し比例の議席増につながると考えられます。選挙区でも力を合わせれば東京を始

め議席獲得の可能性は充分あります。無党派の市民や護憲の諸団体は勇気つき、最大の改

憲阻止の共同の運動として画期的なもりあがりを実現できるのです。 

 私たちは政党の立場は承知しておりますが、安倍改憲政権の登場以降、新たな情勢に至

ったと判断し、重ねて選挙協力の実現を各党と市民の皆さんに提案いたします。 

 なお、確認団体の構想は以下のように提案しますのでご検討ください。  
 
 確認団体「平和憲法･共同」（仮称）構想案 

１、共通政策。「憲法改悪に反対し憲法を政治と暮らしに活かす」ことを最重要政策とし、 

それに付随する政策は確認団体に参加する政党、ダループで協議する。 

２、確認団体に参加する政党、ダループはそれぞれ解散するものではなく、存続する。選 

 挙において、共通政策以外のそれぞれの政党、ダループの独自政策を、所属する各比例 

 候補者のチラシ･ポスター、広報などを通じて訴えることができる。 

３、当選者の所属会派については選挙後に協議する。 

４、確認団体名称は参加する政党、ダループで協議する。 

５、参加する政党･ダループはそれぞれが努力し比例と選挙区あわせて１０人以上の候補者 

 を擁立する。選挙資金など、詳細は参加する政党、ダループで協議する。 

 

この共同提案に対する賛同者を募集しています。 

12 月 25 日現在、共同提案者 104 名、賛同者が 120 名に上っています。なお山下は共同

提案者です。ご賛同いただける方は、この裏のファックス用紙をご利用いただきお知らせ

ください。 







 
 
 
 
◆この国はとめどもなく、だめになっていく（12/15） 

 新社会党の参議院選挙対策会議で東京に出張。 
会議の後で教育基本法が気になり国会まで出向く。

着くと多くの人が抗議の声を上げていた。改悪案

が参議院本会議で議決されたらしい。 
防衛庁も防衛省になった。国民が今のままであ

れば自衛隊は国軍になり、「貧乏人は自殺しろ。年

寄りは早く死ね。障がい者は家でおとなしくして

いろ」といわんばかりの自公民政治が続くだろう。

だれがこんな権力者に従うものかと私は思う。 
 
◆文教人権常任委員会 子ども請願が否決に（12/12） 

３万人を大きく越える署名を添えた子ども請願

は残念ながら私と岩本議員の賛成だけで否決され

た。夕方は阪急茨木市駅で教育基本法改悪反対の

宣伝行動。終わってから大岩郵便局の今後を考え

る会の定例会。 
 
◆同和施策を巡ってのやり取りが続く（12/8） 

２日目の本会議。10 時にスタートして夜の７時

近くまでかかった。一部だと思いたいが幹部の不祥事が相次いだ部落解放同盟に関連して、

同和施策を巡ってのやり取りが続く。共産党は全ての施策をやめろといい、民主は差別が

まだ残っているという。保守系の議員はごちゃ混ぜで何の筋も理論もない。答弁する人権

部長も大変である。 
 差別がある限り差別をなくす取組みはやらなければならない。私にとっては当然だし全

ての人に関心を持って取り組んで欲しいとも思っている。ただその中心を担って欲しい部

落解放同盟が本当に差別を生み出すものと闘っているのか、疑問を持っている。 
 谷畑孝という自民党の衆議院議員がいる。部落解放同盟を基盤として彼が国政に挑んだ

時は社会党公認で、当時争点だった消費税反対の闘いとして私たちは汗を流した。それが

小選挙区制になるやいなや、変身して自民党である。変身は変身でもウルトラマンや仮面

ライダーならかっこいいが、悪の組織、ショッカーならぬ自民党では話にならない。自民

党こそ種々の差別と格差を生み出している張本人ではないか。日頃は民主党支持と思われ

る部落解放同盟大阪府連が闘うべき自民党と闘わず、変節した谷畑孝を批判どころか支援

までする。自民も民主もほとんど一緒だから矛盾しないのかもしれないが、私には理解で

きないし理解する気もない。部落解放同盟が自民と決別し、あらゆる差別や世の中の矛盾

を闘う原点に立ち戻ってほしいと願っている。 



◆大阪府に情報公開を求める（11/30）  
「お元気ですか」を配布していると、知り合いのＵさんから「軽快ですね」と声をかけ

られる。市の広報を配布しておられた。昼から夜に開かれる教育基本法改悪反対集会への

メッセージを届け、その足で大阪府庁に行き市内の社団法人が提出している文書の情報公

開手続き。文書は公開となりコピーした。西日本入管センターを考える会の特別号 50 部

を南森町で弁護士事務所職員に届け、その後、新社会党近畿ブロックの会議。この日、住

基ネット訴訟で高裁が反対派住民の訴えを全面的に認めた。 
 
◆ユース 100ｍ競技会をつくりあげてきたＨさん（11/28） 

西日本入管センターを考える会機関紙の発送作業。「新社会」の配布。ユース 100ｍ競技

会の資料整理。ＨＰにもページを新設した。ユース 100ｍ競技会は９回に亘ってＨさんが

事務局をされていた。資料整理をすると、そのきめこまやかさに改めて感心させられる。

いかに人を大事にされ、つないできたか本当に教えられた。 
 

◆7 年ぶりに福知山マラソンを走る（11/23）  

この大会は人気が高く参加者 8000 人を越える

マンモス大会である。今回でフルマラソン完走 20
回を達成。初めてのフルマラソンもここだった。

ほんとは 21 回チャレンジしているが、あいの土

山マラソンだけが途中の関門で時間オーバーし、

完走できなかった。 
 雨の予想だった天気も最後まで曇りのままで絶

好のマラソン日和。それもあってあまりないこと

だが楽に走れたレースの一つになった。タイムも 3 時間 38 分 49 秒で、ここ数年で最もい

い記録となった。夜はしよう会の親睦会があり、奈良に向けてすぐに出発した。 
 
◆小雨のちらつく中、玉島小学校のウォークラリー（11/19） 

心配された天気もなんとか実施出来る程度に

は持ってくれた。玉島小学校は地域ともよくな

じんでいて各種行事での参加者も多く、その写

真を学校に張り出すこともある。私は最後尾の

役回りと思ったが、途中の写真をとる人がいな

いことが分かり引き受けた。コースは目垣、真

砂の２コースから選択する。受付から各所に配

置された安全見守り、豚汁つくりなど多くのボ

ランティアの皆さんが支援する中、みんな良い

表情で６キロ余りのコースを歩き、最後はおにぎりと豚汁で身体を温めていた。 
 
 夜の開票で尼崎市長選は新社会党が応援した白井文候補が圧勝。しかし沖縄県知事選は

糸数慶子候補が惜敗する結果になった。 







   

 
 

ブログ・山下けいき RUNRUN デジカメ日誌（http://blog.goo.ne.jp/genki1541）は昨年 5 月から毎

日更新しています。山下ＨＰ（http://www.genki-yamashita.com/）も順調です。これからも鮮度と

ボリュームに心がけます。ご覧いただければありがたいです。なお約 800 を超すＨＰとリンク、身近

な生活情報、ミュージック、人々の幸せを願っての運動から政治まで広範囲です。個人のＨＰでは

全国有数のリンク数だと自負しています。ぜひご利用下さい。 

 

トップページの「時々刻々」では下記のように最新の情報を提供しています。 

 
◆改悪教育基本法が成立、直後に国会前の

集会に参加しました。政府の狙いは長いも

の（権力者・強いもの）にまかれる国民作

り、防衛省もできて、上が下を支配するタ

テ社会がはびこり、国の形を変えつつあり

ます。大企業には減税、庶民には大増税と

したい放題 、苛斂誅求は自公支持者だけに

してほしいものです。国会前の集会では多

くの人が「まさに闘いはこれから」と発言

していました。したたかに、あきらめず私

たち民衆が主人公の社会をめざしてがんば

りましょう。（2006/12/15） 
  
◆12 月議会も最終本会議を残すだけとなりました。一部の金持ちには美しい国なのでしょ

うが、弱いものにとって後期高齢者医療などほんとに住みにくくなる一途です。急降下す

る 安倍内閣の支持率をもっと引下げたいものです。（2006/12/13）  
                                                                          

                                   

                                     アクセスが 2004 年 5 月の 

                         スタートから 32350 を超えました 

                            

 

●いい憲法やないかに日本は美しい国か（その指標はここ）のページを作り、関連のサイ

トも追加しました。（2006/12/18） 

●茨木ユース 100ｍのページに第 1 回（1997 年）の記念写真を追加しました。（2006/12/16） 

●「お元気ですか」231 号を追加しました。（2006/12/16） 

●議員の働き度など 9 月議会まで追加しました。（2006/12/13）   

●ザ･茨木市議会に議長への申入れを追加しました。（2006/12/3） 

●大岩郵便局の今後を考える会のコーナーに関連ＨＰを追加しました。（2006/11/28）  

●大岩郵便局の今後を考える会のコーナーに写真と地元住民の声、署名用紙など追加しま

した。（2006/11/26）  

●公立保育所の民営化を考えるに関連ＨＰを追加しました。（2006/11/26）  

●リンクにはじめてのマラソン大会、教科書ではわからない本当の歴史 アジア太平洋戦

争の真実、茨木市立三島保育所保護者会民営化対策委員会、子供の遊び場、子育て支援 WEB

／茨木市、親の会のオピニオン、全保連 全国保育団体連絡会、保育園を考える親の会を

追加しました。（2006/11/26） 




