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３月17日10時から登壇しました。

　今般の熊本震災で犠牲となられた方々に衷心より
お悔やみ申し上げます。また未だに避難生活を続け
ておられる方々はもちろん、被災され生活環境が激
変する中、辛い日々を送っておられるた方々に対し
ましてお見舞い申し上げます。
　また、未だに被災現場でボランティア活動に従事
されている皆様に対しましては、敬意と感謝の気持
ちを表します。
　さて参議院議員選挙の戦いの火ぶたが切って落と
されました。舛添元東京都知事の報道が続いたおか
げで、参議院議員選挙の方は霞んでいます。しか
し、今回の参議員選挙は日本の将来を占う上で、大
きな節目となる選挙です。
　まず第１に選挙権年齢が18歳に引き下げられまし
た。それだけで若年層の政治への無関心が止まると
は思えませんが、とにかく若者の動向が注目されま
す。日本の将来がどうなるか、その影響を受けるの
は我々中高年ではなく、当の若者世代なのです。
　第２に世論が改憲を容認することになるかどうか
です。政府与党の改憲案とその裏に隠されている本
音は、空恐ろしいものを感じさせます。そのことを
選挙の争点にはしていませんが、与党が勝てば国民
が望むと望まないとに関わらず、基本的人権も平和
主義も否定されてしまいます。
　第３に野党連合のスクラムに共産党も仲間入りし
たことです。共産党に対する拒否感情を持っている
有権者も多くいる中で、野党連合を実現させたこと
には賛否両論あります。共産党の思惑については注
意深く見守っていかなくてはならないのですが、こ
の国をいつか来た道に引き返させようとしている、
安倍政権の暴走を止めるためには、全ての力を結集
しなくてはなりません。
　第４に米国世論を二分させる大統領選挙の直前で
あることです。特に沖縄に集中している基地をどう
するのかという議論に、トランプ候補のコメントは
正しく火のついた薪を弾薬庫に投げ込んだも等しい
でしょう。
　わたしたちが政治に直接かかわることができるの
は、投票という行為を通してしかありません。この
もしかしたら日本の未来への大きな曲がり角かも知
れない選挙を棄権しないよう、全ての有権者にお願
いいたします。どうか、投票権と共に自分の未来を
ポイ捨てしないでください。� 井手口良一
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　今回、わたしは外部から任用された部長さんな
ど、新しくその職に就いた５人の部長さんを中心に
論議しました。
質問－１．防災危機管理
①災害対策本部が開設されて閉鎖されまでの日数と、
その間災害対策業務に従事した職員の延べ人数は？
総務部長答弁
　災害対策本部の設置日数は４月16日午前２時50分
から同月25日午後１時30分までの10日間、従事した
職員数は管理職が延べ1,553名、課長補佐級以下職
員が延べ3,890名。

視点・論点・問題点

４月16日震災発災直後の大分市災害対策本部
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②個々の職員の時間外労働時間数の最大と平均値
は？
総務部長答弁
　管理職の時間が労働時間は把握していないが、課
長補佐級以下職員は最大で99.5時間、平均で16.2時
間。
井手口の視点
　今回の震災は直下型地震の中でも特に、前例のな
い発生の仕方といい、余震が非常に多く、その期間
も長く続くなど、大分市としては格好の訓練、体制
の検証の機会でした。
　行政機能を停止させないため、そして災害時に行
政機能を遺憾なく発揮するためには日頃からできる
だけレベルの高い職員を確保するだけでなく、職員
の志気を保ち、判断力を失わせないために、職員が
過重労働にならないための組織づくりと職務命令シ
ステムを構築しなくてはなりません。

地元紙に掲載された本震・余震の震源地の位置図

質問－２．教育行政
２－１．学力調査（学力テスト）
①大分市として学力テストを実施する目的は？
教育監答弁
　学力調査の目的は学校間や個人間の順位を競わせ
る序列化や相対的な評価を行うことではなく、児童
生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の
成果と課題を検証することにより、その改善を図
り、学校における児童生徒への市道の充実に役立て
ることにある。
②学力調査の結果から覗える本市の問題点とその対
策を検討する機関、時期、検討結果の学校現場への
伝達方法は？
教育監答弁
②学力調査の結果が得られた後、速やかに本市教育
委員会で分析し、その結果は指導資料を作成し、指
導主事による各種研修での説明や校内研修における
指導・助言などを通して各学校に伝達している。ま
た、本年度からは学力調査によって判明した課題に
対処するため、新たに「卒業レポートプロジェク
ト」や「教科指導マイスター派遣事業」を開始した。
井手口の視点
　学力調査の評価はあくまで絶対的評価でなくては
なりません。しかし唯一相対的評価をしなくてはな
らないのが経年評価です。個々の児童生徒は年々変
わるわけですから、経年評価は相対的評価というこ

とになります。しかしこの経年評価があってこそ、
学力調査の目的が達成されることになります。報道
に幻惑されることなく、正確に大分市の子どもの未
来のみを見据えて、学力調査の徹底した検証と評価
に当たるよう要望しました。
２－２．初等教育における負の連鎖の遮断対策
③大分市の小中学校における経済的困窮家庭の児童
生徒の実態を教育委員会として、どのように把握
し、支援体制をとっているか？
教育監答弁
　毎朝の健康観察や毎日の出来事を記録する生活
ノートを活用し、保護者との連絡を密にして実態把
握に努めて、貧困に起因すると思われるジッタが確
認されている。
　学校においては学級担任が子どもの生活実態や困
りに寄り添った共感的な理解に努め、個別の学力が
保証されるよう、放課後の補充学習を行うとともに、�
家庭訪問などを実施し、学習援助の案内をしたり、
進学に当たっては少額資金などの案内をしている。
　本市教育委員会ではスクールソーシャルワーカー
を15名体制で、子どもひとり一人の支援体制を充実
させるとともに、福祉部門の関係諸機関と連携を図
ることとしている。
井手口の視点
　今般、政府は子どもの貧困対策として、子ども食
堂などを実施している民間団体などに一事業500万
円を上限に補助すると公表しました。子どもの貧困
という以上、生活福祉などの福祉部門だけの問題で
はありません。
　世界に冠たる経済大国であるこの日本で、21世紀
に入ったとたんに貧困にあえぐ子どもが多く存在す
るようになったこと自体、ゆゆしき問題であり、
我々大人が共同して社会的責任を取る必要がありま
す。しかしながら、子どもの学校生活においては、
最も重要な人材は学級担任であり、学級担任の共感
的で親身な支援こそが、最も有効であると思います。
２－３．通学路の安全管理
④通学路の選定はどのような基準に照らして実施さ
れ決定されているのか？
教育監答弁
　通学路は行動を原則と市、交通事故及び犯罪事件
の未然防止を勘案して決定している。また、子ども
の目線に立った現地調査を行い、保護者や地域など
と十分協議している。選定後は年３回安全点検を
行って危険個所を把握し、柔軟に通学路の見直しを
行っている。
⑤行政としての責任上の安全基準を満たしていると
いうことで選定された通学路上で、仮にあってはな
らない事案がルールを守って通行していた子どもの
身の上に起こった場合、市としての行政責任はどう
果たすのか？
教育監答弁
　児童生徒の登下校については原則として学校管理
下にあり、事故の状況によっては学校及び教育委員
会に責任が求められる。
井手口の視点
⑥通学路の維持管理責任はどうなっているのか？
土木建築部長答弁
　国土交通省から「通学路における交通安全の確保
について」の通知があった。道路管理者として通学
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路における児童生徒の安全確保については、特に配
慮が必要であると認識している。
井手口の視点
　通学路の選定は教育委員会の権限ですが、選定さ
れた通学路が市道の場合、その管理者は土木建築部
です。また、大分市が道路管理者であったとしても
道交法の権限者は県警、県公安委員会ということに
なります。
　最近特に目立つことですが、路側帯や横断歩道を
表す白線が消えかかって、見えにくい、あるいはほ
とんど見えなくなっている個所が増えています。そ
のことを指摘してもいつも予算がないとの一言しか
返ってきません。子どもたちの命を守るという視点
に立てば、少なくとも通学路に指定されている道路
に関しては、きめの細かい点検・補修が必要なはず
です。予算がないということで、放置することは許
されません。子どもたちの社会教育上も看過できな
い由々しき問題です。これからも子どもたちの安全
を最優先で通学路の安全性向上に向けて努力します。

通学路上の消えかけた横断歩道

質問－３．福祉保健行政
３－１．保育士の処遇改善策
①保育士の処遇改善について、福祉保健部長の見解
は？
福祉保健部長答弁
　保育士がゆとりをもって、計画的に保育に取り組
むことができるよう、業務の効率化や、人的配置な
ど、様々な視点から改善が必要と考える。保育士の
負担軽減を図るため、国に対して保育士の処遇改善
を強く要望していきたい。
井手口の視点
　保育現場では担い手不足が深刻化して、政府も国
会もその対策について活発に論議しています。今回
の消費税再凍結騒ぎで、保育士の給与の増額策もど
うなることか心配です。わたしは今回、給与とは別
の視点から論議しました。大分市教育委員会は保育
所・保育園を幼児教育のための教育機関であると認
識しています。
　類似の教育機関である幼稚園の職員の場合、勤務
時間中に子どもと接しなくていい時間があります。
教育機関ですから教育要領の作成や教材の確保、子
どもの状況に関する日誌など、子どもと接していな
い時間にも職員のすることは山のようにあります
が、同じ教育機関であるはずの保育園の職員の場
合、公立か民間かを問わず、職員の勤務時間はほと
んど子どもとの時間に割かれているのです。保育士
もまた指導計画を立てたり、教材の作成したり、日
誌を付けたりしています。勤務時間中でないという
ことは、それがどの時間中に行われているのかにつ

いて、わたしたちはこれまで気が付かぬふりをして
きました。
②（仮称）祖父母手帳を作成配布してはどうか？
福祉保健部長答弁
　他市の状況を参考にしながら調査研究していく。
井手口の視点
　子育て家族の世代間ギャップということが社会問
題化しているそうですが、一方で、祖父母が子育て
支援要員として関わると子どもの情操面での安定性
が増すそうです。
　子育て支援にとっての重要な担い手になりうる祖
父母に対して、子育てに関わっていただきやすい環
境づくりのために、特に大きく様変わりしている子
育ての常識に関する最近の情報などを提供するため
「祖父母手帳」を作成し、希望者に配布することを
考えて提案しました。

さいたま市の発行している祖父母手帳の一部

３－２．介護保険制度改正
③新制度の改正部分の要点は？
福祉保健部長答弁
　現在全国一律で行われている要支援者のための介
護予防サービスのうち、訪問介護・通所介護サービ
スについては、市町村がサービスの内容を定めるこ
とができる地域支援事業に移行されることになる。
④新たに導入される基本チェックリストによる判定
に問題点はないか？
福祉保健部長答弁
　判定に格差が生じないよう、チェックリストの考
え方ら判定基準などの研修を行っていく。
⑤新制度における主治医、所謂ホームドクターの位
置づけは？
　これまでと同じ位置づけとなる。
⑥今回の制度変更によって、介護保険事業全体のレ
ベルダウンは絶対に生じないのか？
福祉保健部長答弁
　改正後においても従来と同様の介護サービスを実
施することを想定している。必要なサービスが多岐
性に提供されるよう引き続き努めていく。
井手口の視点
　来年度から介護保険が変わります。それに伴う大
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分市の考え方について確認しました。政府は再三に
わたって扶助費を削減すると言及しています。高齢
者だけでなく多くの国民が、そのことと今回の制度
変更を照らし合わせて、介護サービスが削減した
り、サービスの水準が低下したりするのではないか
心配しています。その心配が現実のものとならない
ように、市議会議員として監視の目を怠らないよう
にしていきます。
３－３．認知症高齢者支援
⑦大分市の認知症カフェ事業の現状は？
福祉保健部長答弁
　認知症の人とその家族を地域で支える拠点とし
て、認知症カフェは今年５月現在10カ所開設されて
いる。運営は介護事業者、病院、民生・児童委員、
自治会などの有志によって行われている。
井手口の視点
　今のところ、認知症カフェ事業者への公的支援は
限られているという印象ですが、わたしは認知症カ
フェ事業の重要性が今後さらに拡大していくと考え
ています。
　わたしはさらに同事業のような高齢者とその家族
のための事業と、子ども・子育て支援のための事業
をリンクさせることができるのではないかと考え、
高齢者と子どもが同じテーブルで、安価に食事ので
きる「ファミリー・センター・子ども食堂」を提案
しました。
⑨「オレンジ・カンパニー」と「認知症サポーター」
の現状と今後の展開は？
福祉保健部長答弁
　本年３月現在オレンジカンパニーは111の企業・
団体、認知症サポーターは26,934人である。今後は
認知症サポーターを平成31年度までに50,000人とす
ることを目標とし、それによってオレンジカンパ
ニーの拡大に努めていく。
井手口の視点
　認知症高齢者であろうと誰であろうと、あるいは
障がいをお持ちの方であろうと健常者であろうと、
本人がそれを望んでいれば、可能な限り長く自宅で
普通に暮らせる真のユニーバーサル・デザインのま
ちを実現することをわたしは目指しています。その
意味でオレンジ・カンパニー事業に大いに期待して
います。銀行や大手スーパーなどのご協力も重要で
すが、わたしは青果店や鮮魚店、酒屋さんやクリー
ニング店、電気店など地域の個人商店への展開も重
要であると考えています。

質問－４．商工・労政・観光行政
４－１．労働行政
①大分市の生産年齢人口と有効求人倍率の現状につ
いて、大都市圏で長年働いてきた新部長の感想と、
今後への展望は？
商工労働観光部長答弁
①本市の生産年齢人口は平成17年以降減少してお
り、地域経済の停滞や地域コミュニティーの弱体化
など都市の活力を招くと認識している。有効求人倍
率は年々上昇しているが、産業別の状況・雇用のミ
スマッチの状況など、その背景について留意する必
要がある。
　今後も都市の活力低下を招く恐れがあると認識し
ている。有効求人倍率は高い水準で推移すると推測

する。
井手口の視点
　2011年度から2015年度第３四半期までに、日本全
体の人口は90万人約0.7％減っています。しかもそ
の内訳では65歳以上の高齢者が386万人増え、15歳
未満の子どもは74万人、15歳から64歳までの生産年
齢人口が402万人、合計476万人も減っているので
す。同期間の大分市は全体では1.1％増えているの
ですが、生産年齢人口は3.98％減少し、高齢者人口
が約20％増加しています。
　有効求人倍率は確かに2010年が全国では0.56、
2014年では1.11、ハローワーク大分管内では0.57か
ら0.95であり、いずれも一見好転しているように見
えます。しかしながら、全国では４百万人、大分市
でも約４％減少している生産年齢人口という要素を
考慮しますと、本当に好転したと言えるのかどうか
不安になります。
　また、東京23区の生産年齢人口も幾分減少に転じ
ているのですが、有効求人倍率の方は1.61と突出し
ています。これでは、ただでさえ減少傾向にある大
分市など地方都市の生産年齢人口が首都圏に取られ
てしまうばかりです。これは大分市だけの問題でな
く、日本全体の大問題だと考えています。
　また、もともと有効求人倍率なるものは、ハロー
ワークを通さない求人・求職数は反映されておら
ず、全体の状況を表しているものではありません。
従ってこの数字だけで雇用環境を考えることは危険
です。とはいえわたしたちが知り得る唯一の雇用指
数ですから、今後とも生産人口の動向と有効求人倍
率の相関関係について、注意深く見守っていくつも
りです。
４－２．観光行政
②大分市の観光面でのポテンシャリティーについ
て、どう見ているか？
商工労働観光部長答弁
　着任以来３か月、市内各地を訪問してきた。大分
市は様々な魅力を有しており、観光面においても非
常に大きなポテンシャルを持つ町であると実感して
いる。
井手口の視点
　この質問をしたのは戸田商工労働観光部長が経産
省大阪の経産局から来た人だからです。大分市は歴
史的経緯や市勢発展のプロセスの特徴から、どうし
ても工業・商業都市としてのイメージが強いのです
が、実は豊富な観光資源を内在させています。さら
に大友氏やその時代のキリシタン南蛮関連史跡のよ
うに、工夫次第でメジャー化する可能性のある資源
も眠っていると思っています。
③大分市でも市内に住んでいる外国人や外から来る
外国人に、観光資源となり得る大分の魅力について
聞いてみてはどうか？
商工労働観光部長答弁
　大分県に居住する外国人を対象にしたモニターツ
アーを実施し、参加者との意見交換あアンケートを
通して大分の新たな魅力の掘り起こしや磨き上げに
取り組んでいく。また、本市を来訪する外国人から
の意見聴取について観光協会などと連携しながら調
査・研究していく。
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� （平成28年４月１日～６月30日）

制服が少しブカブカなのも入学式ではいつもの光景です。

４月
　　� 1日（金）　議員共済協議会
　　� 5日（火）　�おおいた民主クラブ議員と市長部局部長

との懇談会
　　� 8日（金）　議会活性化推進会議
　　　　　　　　大分県地方議員協議会
　　11日（月）　県土木事務所との情報交換
　　12日（火）　上野丘中学校入学式
　　　　　　　　総務常任委員会
　　13日（水）　金池小学校入学式
　　14日（木）　金池幼稚園入園式
　　18日（月）～20日（水）
　　　　　　　　�会派政務調査視察（松山市・高松市・高

知市）

議員活動日誌

井手口の視点
　全国どこでも同じではないかと思いますが、地元
の人間にはなかなか自分の土地の魅力や観光資源に
は思い当たらないものです。だからこそいっそ、外
国人の目から大分市の魅力を見つけてもうことも有
効だと考えています。
④大分市民がリピーターになるだけの魅力ある場所
を作り、それを観光資源につなげていくべきでは？
商工労働観光部長答弁
　外からの目線で素材の魅力を再発見・再評価した
うえで、市民の誇りとなる水準に磨き上げ、それに
よって市民一人ひとりがリピーターになるととも
に、国内外への情報発信者になることを期待する。
井手口の視点
　大分市内の観光資源を考える時、外からの視点だ
けでなく、そこに住む市民自身が何度もそこに行き
たくなるような場所であるかどうかもまた、重要な
判断基準になります。市民が魅力を感じない場所
に、外からの観光客が来るとは考えられません。で
は、どうすれば市民がリピーターになるだけの魅力
を感じる場所を発見し、開拓し、それを観光資源に
つなげていくことができるのか、まちづくりのひと
つの視点として、みんなで考えましょう。
⑤観光面における広域連携をどのように考えている
か？
商工労働観光部長答弁
　本市はＪＲ、自動車道、関西圏への航路など海陸
の交通結節機能を有し、観光拠点となる優位性を有
している。広域連携は本市の観光行政にとって非常
に重要なものであると考えている。
井手口の視点
　大分市は広域連携都市圏の連携中枢都市となりま
した。元々、大分市は地理的にも交通網の点からも
県内観光の扇の要的な位置にあります。観光は広域
連携を成功させるための重要な要素なので、キリシ
タン南蛮文化などで連携の実績を上げているプロ
ジェクトを更に展開して、広域連携都市構想の実を
上げることができるよう、具体的な提案をしていき
ます。

質問－５．農林水産行政
５－１．農地の保全
①大分市の農地保全という観点から、企業による農
業経営の現状を踏まえて、農林水産部長の企業によ
る農地取得についての考えは？
農林水産部長答弁
　平成21年度以降の参入企業の農地面積は株式会社

によるものが６社14.0ha、有限会社２社2.2haであ
り、全て借地となっている。
　農地は食料の生産に資する大事な地域資源であ
り、農地を保全するとともに積極的に有効活用して
いくことが重要であると考えている。そのため、参
入しようとする企業については、持続力のある企業
であることを見極めるとともに、参入後は安易に農
業経営を断念することがないように、経営指導に努
め、育成に努めていく。
５－２．ため池管理
①現在実施されているため池の管理・整備事業の実
施対象となる優先順位の判定基準は？
農林水産部長答弁
　ため池管理者から提出された補修用某社に基づ
き、職員がため池管理者と共に現地調査を行い、老
朽化や漏水などを確認し、下流域の人家、公共施
設、及び農地に及ぼす危険度や影響度から優先順位
を決めている。
井手口の視点
　今日、入会地という言葉も概念も忘れ去られてい
ます。しかしながら、入会地については一部の急傾
斜地を除いて安全上の問題は顕在化していません。
逆にため池は、平時の安全管理、集中豪雨や地震な
どの際の決壊の心配など、現役か非利用かなど、ど
んな使われ方をしていようと、また、どんなに小さ
いため池であっても、その監視と営繕を忘れ去るわ
けには行きません。これからもしっかりと監視して
いきます。

九四国道フェリーから見た高島
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　　25日（月）　議会活性化推進会議
　　　　　　　　議会運営委員会
　　28日（木）　明日の大分市の教育を考えるシンポジウム
　　29日（金）　連合大分メーデー中央大会

５月

わたしの小さなガールフレンドが

誕生日のプレゼントに描いてくれ

た似顔絵です。

　　� 6日（金）　おおいた民主クラブ団会議
　　12日（木）～13日（金）
　　　　　　　　日本自治創造学会研究大会
　　16日（月）　高校生議会議員への出張説明（大分高専）
　　17日（火）～19日（木）
　　　　　　　　総務常任委員会行政視察（千葉市・函館市）
　　24日（火）　高校生議会議員への出張説明（聾学校）
　　　　　　　　�宮崎県小林市議会運営委員会視察への説

明対応
　　　　　　　　防災士スキルアップ講習会
　　27日（金）　議会活性化推進会議
　　30日（月）　高校生議会議員への出張説明（鶴崎高校）

６月
　　� 2日（木）　�総務常任委員会政務調査視察（愛媛県伊

方町四国電力伊方発電所）

　　� 3日（金）　上野丘地区青少協総会
　　� 5日（土）　連合大分主催の危機突破集会

連合大分主催危機突破集会

　　� 6日（月）　代表者会議
　　　　　　　　議会運営委員会
　　11日（土）　コンパルホール30周年記念式典
　　13日（月）　平成28年第２回定例会本会議
　　14日（火）　議案考案・会派勉強会
　　15日（水）　議会運営委員会
　　　　　　　　議案考案・会派勉強会
　　16日（木）　議案考案・会派勉強会
　　17日（金）　本会議（一般質問）
　　20日（月）　本会議（一般質問）
　　21日（火）　本会議（一般質問）
　　23日（水）　総務常任委員会（付託議案審議）
　　24日（木）　総務常任委員会（付託議案審議）
　　25日（金）　総務常任委員会（付託議案審議）
　　26日（日）　大分県腎臓病協議会総会
　　27日（月）　本会議（議決）
　　29日（水）　議会活性化推進会議
　　　　　　　　まちづくり情報ワークショップ

自席で自派の議員の質問を聞いています。

下水道処理で発生する汚泥の処理と利用の方法を学ぶた

め、高松市に視察に行きました。

伊方原発１号機で使われていたタービンの回転翼

　この会報はワークスペース「樫の木」、小規

模作業所「どんぐりの家」の皆さんに、折り加

工と封入作業をお願いしています。
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　わたしは今回の参議院選挙で、比例区はかわいたか
のり氏、大分県選挙区では足立信也氏に投票します。
　かわいたかのり氏は労働法制の専門家であり、人
口減少期に入り、特に生産人口が減少し始めた今日
の日本において、日本の新しい産業構造を、働く者
の側から再構築していくために、かわいたかのり氏
の知識と経験はなくてはならないものです。
　足立信也氏はご存知のように外科医として活躍さ
れていた医療行政の専門家です。政治家になって既
に12年間の実績が足立信也氏の実力と精力的な政治
活動を証明しています。団塊の世代の高齢化によっ
て重要度を増す医療制度に詳しい政治家は今こそ不
可欠です。
　市議会議員として国の政治や施策に疑問を持った
時、頼りになる国会議員の存在は絶対に必要です。
わたしとしては、このおふたりに必ず当選してもら
いたいと考えています。ふたりとも当選させなけれ
ばならないのです。
　どうか皆さんのご理解とご協力をいただけますよ
うお願い申し上げます。� 井手口良一

参議院選挙に向けて

良友会会報

あすなろあすなろ
2016 年（平成 28 年）６月号

「あすなろ」第63号 発行者　良友会　発行責任者　井手口良一　事務局・大分市六坊北町4485－５
電話番号 097-545-3458
FAX番号097-545-3477

かわいたかのり氏、足立信也氏とかわい氏の決起集会で

� （平成28年４月１日～６月30日）
４月
　　� 2日（土）一土こん会月例会
　　� 6日（水）交通安全協会金池分会街頭活動
　　10日（日）南小会
　　15日（金）交通安全協会金池分会街頭活動
　　　　　　　イオン九州労組支部長会議
　　22日（土）ＵＡＺ大分県支部運営評議会
　　　　　　　ＵＡＺ政治研修会

後援会などの活動日誌

わたしが編集者となっている詩誌

「心象」

　　24日（日）足立信也後援会事務所開き式
　　25日（月）かわいたかのり支援労組連絡会
５月

武漢の杜の蓮の手入れをしています。今年もきれいな白蓮

が咲いてくれます。

　　21日（土）大分県詩人協会総会（監査）
　　　　　　　サウダージの会
　　　　　　　ＵＡＺわたしの主張大分県大会
　　23日（月）舞鶴会歓送迎会
　　25日（水）ＵＡＺ政治活動委員会
　　28日（土）舞鶴高校17回生同窓会
　　29日（日）スポーツチャンバラ大分県大会
　　　　　　　博愛病院30周年記念式典
６月
　　� 1日（水）イオン九州労組支部長会議
　　　　　　　ＵＡＺかわいたかのり決起集会
　　� 5日（日）第28回参議院選挙危機突破集会
　　� 7日（火）かわいたかのり支援労組連絡会
　　11日（土）サウダージの会幹事会
　　12日（日）ＵＡＺわたしの主張九州大会
　　15日（水）ＵＡＺ青年女性委員会ボウリング大会
　　17日（金）ＵＡＺ運営評議会
　　18日（土）ＵＡＺ青年女性委員会ボウリング大会
　　26日（日）心象合評会
　　28日（火）日赤大分県支部奉仕団委員会
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　後援会事務所においでの際は、議会・委員会

や出張などもありますので、事前に電話かメー

ルでお知らせください。

連合大分が主催した危機突破集

会では「日本の危もちろん、わた

しも日本が深刻な危機に陥って

いると感じているひとりです。

舛添元東京都知事の辞任までのドタバタ劇も、その危機

状況の現れのひとつです。彼の去就がどうであれ、マス

コミが彼だけを追い落すために、政権与党の中枢に至る

第15回「絶滅危惧語辞典」

自律
　後漢書に「天知る地知る我知る人知る」と言う逸
話があります。王密という男が楊震という学者に賄
賂を贈ろうとした時「誰にもわかりませんよ」とい
う王密に、楊震は「天知る地知る我知る人知る」と
言って受け取らなかったというお話です。
　自分で自分を律するということは、確かに至難の
業でしょう。それでもこの「天知る地知る我知る人
知る」という心構えでおりさえすれば、昨今の政治
家の醜聞は起こらないはずです。
　体の中の自律神経も失調症になる人が増えていま
すが、自分で自分を律するという本来の意味の方も
失調症になっているのでしょうか。
品
　本来の意味は品物のことでしょうが、わたしたち
は、その品物やわたしたち自身に備わる善し悪しの
程度として使ってきました。「品がよい」や「品が
ない」あるいは「品がわるい」などと言って他者を
評価したり、自らを省みたりしてきましたし、親や
世間の大人たちの「品」の価値判断を知らず知らず
のうちに身に付けてきました。
　大人が自らの振る舞いの中で「品がよい」とは何
か。逆に「品がない」とは何かを、子どもたちに教
えてきたはずです。わたしたち大人の「品」が、こ
れからの日本人の「品」を左右しているのです。わ
たしたちが外国人から「品がない」と侮られるよう
では、この国の未来はありません。
　その大切な大切な「品」を、わたしたちはいつの
間にか見失ってしまったようなで、忸怩たる思いに
駆られるこの頃です。

大友宗麟ゆかりの「真菰ヶ池」に咲く白蓮。

泥田に咲いてなお、凛として美しいですね。

皆様のご協力にいつも衷心より感謝いたし、大切に使

わせて頂いております。本当にありがとうございます。

良友会名義の口座番号（普通預金）

大分銀行　上野支店　「いでぐち良一後援会」良友会　5036576

豊和銀行　上野支店　「いでぐち良一後援会」良友会　1035694

ゆうちょ銀行　「いでぐち良一後援会」良友会　17290-12491381

大分県信用組合　津留支店　「いでぐち良一後援会」良友会　4041214

いでぐち良一後援会「良友会」

大分市議会議員　井手口良一

会費　一般会員　（年間・1口）  1,000円

　　　賛助会員　（年間・1口）10,000円

良友会
〒 870-0841	 大分市六坊北町4485 －５

	 ☎ 	 ０９７－５４５－３４５８

	 Fax	 ０９７－５４５－３４７７

	 E-mail	kakashi@sweet.ocn.ne.jp

良友会は皆様のご協力で得られる
貴重な会費で運営されています

複数の国会議員の金にまつわる疑惑を見逃しているの

は、結局、首相官邸の思惑通りではないかと思うのはう

がちすぎでしょうか。ともあれ、この市政報告がお手元

に届く頃には、参議院議員選挙の選挙カーが走り回って

いることでしょう。わたしたちの大切な未来のために、

貴重な一票を行使しましょう。（Ｉ）

参議院議員選挙の投票は
もうおすみになりましたか？

７月10日（日曜日）が投票日ですが、６月23日から
大分市役所の本庁・支所・出張所、それに大分大学
構内でも、毎日朝８時30分から夜８時まで投票でき
ます。（大分大学は夕方５時まで）


