Here are the Daily Activities of Hideo Yoshiizumi referred from the blog!
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吉泉秀男の毎日の動きがわかります。
ホームページをご覧下さい。

３月８日
共同通信社社民党支持率 0.9％参った。なぜ
こんな低い数字が出るのか、朝からモヤモヤし
た気持ちで今日も晃が運転でスタートする。農
業法人「米シスト」に８時半着く、代表はじめ
幹部待っていてくれた。時間に遅れなくてほっ
とする。予定の１時間はあっという間になくな
る。新農政の意見交換であったが沖縄問題をめ
ぐって「社民党大丈夫か」と聞かれる。彼らに
は内輪もめしているように見えている。社民党
の動きに心配をかけていることに申し訳なく思
う。社民党一丸となって移転先は「グアム」で
頑張っていることを説明する。１１時半まで天
童、１時間半かかって間に合う。一昨日約束し
た「食彩倶楽部」Ｔ氏と天童の「エコー農業を
考える会」メンバー２人待っていてくれて昼食
とりながら意見交換、彼らは農業に対する意欲
に溢れている。考える会は先の総選挙で私の政
見放送を見て私を知り、付き合っている食彩倶
楽部と連携しながら私を応援してくれたと言う。
天童は選挙区が違うので私に投票できないので
「社民党」を応援したし、彼たちの農業ネット
ワークを使い社民党を応援したと言う。本当に
ありがたい。初対面であったが「自然の恵み」
を受けて農業が成り立ち、人が生きていられる、
自然に感謝・・・こんなメンバー達である。１
時半約束していた職業能力開発機構に「食彩倶
楽部」Ｔ氏と向かう。途中朝鮮総連から電話が
入り「高等学校授業料無償化」問題で会いたい
と連絡入る。最終新幹線で上京すれば時間とれ
るので夜６時で約束する。能力開発機構玄関口

に課長が待っていてくれた。応接室で所長交え
て基金活用した「訓練生活支援」事業の県内実
施状況を聞きながら、農業６次化産業に向けて、
農業版について意見交換する。
「食彩倶楽部」Ｔ
氏は私より庄内弁丸出しで意見を言う。所長た
ち理解できたかな・・・農業に興味ある人たち
を受け入れ、できれば農業法人に就職という狙
いで事業を立ち上げることになり、早急に企画
書を提出することになった。社民党幹事長から
電話で４時に間に合うかと連絡入る。急いで社
民党県連合へ、代表と３役で組織強化について
意見交換、途中、今日発表した民主党参議院予
定候補者梅津氏が近藤会長と挨拶に来る。民主
党県区候補者決まり社民党として方針をどうし
て行くか早急に決めなければならない。６時か
ら朝鮮総連県本部委員長と「高校授業料無償化」
法案から朝鮮学校を対象から外す動きが出てい
る中で、社民党先頭に立って頑張っている事に
感謝を頂きながら、意見交換し最終新幹線で「つ
ばさ」で上京。０時半過ぎ宿舎に着く。

３月９日
上野秘書は昨日
から１週間、オース
トラリアに行って
休み、大学院の卒業
式である。その間、
岡崎理香女史が手
伝いに来る。優秀で
あり正義派である。
山形県酒田生まれ
で今は結婚して八
王子住まい、４年前
地元酒田市長選挙
に立候補、現職の壁は厚く惜敗・・・・・チャ
ンスがあれば政治の場に挑戦させたい一人であ
る。８時から、林野、印刷、造幣の３単産と社
民党議員朝飯会、各単産から課題を提起して頂
き意見交換、早急に課題を整理し要望書をつく
り社民党窓口になり各省に掛け合う事を確認し
担当は労働常幹私と曽戸労動部長が担う事にな

る。９時１０分から両院議員総会、昨日の沖縄
基地問題検討委員会で阿部、服部委員が提案し
た内容を今日の政審会議で報告することとしな
がらも、ここ２週間が山場になる状況、検討委
員会に提案した内容をどう生かしていくのかと、
辻元氏から提案される。政審会議に持ち越し。
１１時前、山形県
港湾所長が要望
書もって来る。所
長とは県議の時
お世話になった
人である。国交省
は６月頃を目処
に重要港湾を指定する動きであり、酒田港が４
０の重要港湾逃に位置づけされるように要望さ
れる、直ちに辻元国交副大臣と連絡取り報告し
お願いする。１２時４５分代議士会、１３時か
ら本会議、
「国の直轄事業に係る都道府県等の維
持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備
に関する法案」が提案され審議される。３時、
全日建書記長来て、１５日開催される「セメン
ト、生コン産業の新たな産業ビジョンを求めて」
集会での挨拶依頼であるが、青少年問題特別委
員会熊本視察であるため、この間関わってきた
近藤参議員にお願いし了解を得る。４時から農
政部会「新たな食料・農業・農村基本計画」テ
ーマにした意見交換である。基本計画４本柱の
１つである「多面的な機能」がなくなり新たに
「６次化産業」が入る。農村整備費予算が前年
比３６、７％に激減され農村整備のこれからの
進め方など意見交換、全日農の谷本先生も出席
し予定の１時間はあっという間に過ぎる。５時
からの政審会議遅くなったが出席、朝の続きで
ある。報告内容は完璧である。情勢は確認しな
がら対応は木曜日の幹事会で協議する事になる。
６時開催している初めての組織局メンバー懇談
会にも遅くなり ７時前に合流する。又市副代
表が組織局長である。労動担当常任幹事と言う
肩書きを労動委員長と改める事を確認する。機
関紙拡大や参議院候補者選定など話題は豊
富・・・・・・解散後、曽戸労動部長と朝の３
単産朝飯会での内容、今後の各単産意見交換の

場設定など打ち合わせもあり２次会へ、場所は
当然赤坂「天府」へ、オーナーが中国から戻っ
てきていた。福島党首の写真渡される。奥さん
と記念撮影、大きく引き伸ばして店へ飾る、色
紙依頼される。店は今日も万席である。

３月１０日
最近理解できない動きが多くある。今日も審
議している「子ども手当法案」
「高校授業料無償
化法案」について、連立政権なのに社民党、国
民新党蚊帳の外におかれ、公明党からの修正協
議を民主党は受け入れ１６日衆議院本会議で法
案通過させる事に合意したり、
「政治とカネ」に
ついても今日の国会対策委員長会談で公明党が
調整役を買って出るなど・・・・
また、不透明な官房機密費を平野長官は毎月６
千万円を使っている事を明らかにしながらも何
に使っているのかは説明なし、毎月６千万とは
毎日２００万になる。この使い道を説明しない
とは、・・・・・一体何なのか、これで参議院選
挙闘えるのか、もっと国民の目線でしっかりし
なければならないと感じる思いである。執務室
では「ひでお行動」メールで送り地元で印刷し
社会新報と配布しなければならないのに、メー
ルが送れないトラブル・・・・結果的には社会
新報のみ配達お願いし、
「ひでお行動」は後日配
布する事になる。10 時から「障碍者自立支援法」
のレクチャー、１２時から農林水産常任委員会
理事会に出席し明日の委員会での質問時間調整、
全体で５時間とし与党 1 時間半、野党 3 時間半
に決まる、与党民主党と協議、私の持ち時間 20
分申し入れに対し民主党はまだ質問されていな
い議員多数おり、質問の出番を与えたいので１
０分でお願いしたいと言われ受け入れる。しか
し、質問は 1 問１答であるし最低でも２０分は
確保して欲しいと希望を入れる。
（あまり強く言
うと社民党私だけであり、質問出番回数減らさ
れる危惧あり。）宇都秘書と質問内容検討にはい
り、4 時半で通告する。この間、電話、日ロ協
会、社民党東京都連、マスコミと相変わらずバ
タバタ・・・・宇都秘書、岡崎女史多忙、岡崎

女史昨日も遅くまで頑張って頂き有難い。女史
の主人、息子にも感謝、夜 3 人で夕食囲む。会
場はもちろん赤坂
「天府」・・・昨日
も行って飽きない
のか・・・・・・・・
安くてゆっくり会
食できる場所知ら
ないから仕方ない。

３月１１日
３時で目をさます。後は寝付かれない。参っ
た。起きてファミレスへ、モーニングはないか
ら普通のメニュー、ゆっくり朝刊を見て今日の
質問内容を頭で整理する。持ち時間は１０分な
ので原稿なしで望むことにする。
「いのちを守る
農業」農山村地域全体で、６次産業化に向けて
３点に絞り大臣の所見を伺う事にする。帰りに
清算すると１８００円、深夜料金が上載せられ
ているから高いのである。電車に乗るといい香
りがする。回りを見ると全員女性である。あわ
てて女性専用に乗ってしまったのである。気づ
いてからの数分間ではあるが、長く感じた。次
の駅「赤坂」で下車して乗り換える。これから
気をつけないと・・・・・・・８時５０分から
農林水産常任委員会理事会、９時から農林水産
常任委員会、大臣の所信表明に対する質疑始ま
る。今日は本会議があるの
で常任委員会は本会議終了
後引き続き開かれる。１２
時４５分代議士会、１時か
ら２時まで本会議、２時か
ら農林水産常任委員会再開、
３時２０分から３０分まで
私の質問時間である。あっ
という間に終る。執務室整理し相模原橋本へ、
６時から顧問しているＧＭ社の社長と社員で会
食、本社の社員と逢うのは議員になって初めて
であり会話が弾む。社長から経営会議来月４日
と決まり出席依頼され金曜日なので了解する。
１１時過ぎ八王子の姉の家に着き遅くなってい

るが散発お願いする。
馬鹿な弟の願いであ
る。散髪終ったのは
深夜廻る。

３月１２日
執務室に１０時前に着く。八王子から特急「か
いじ」で出勤。今まで自治労加藤副院長が待っ
ていたのにと、秘書から報告受ける。電話した
が、つらがらず。せっかく来てくれたのに申し
訳ない。用事は自治労新聞原稿依頼であった。
鹿児島県連から桜島火山灰被害調査団派遣申請
が机の上にある。それも２月１６日付けの依頼
である。ビックリする。すぐ対応しなければな
らないのに放置されているとは、
・・・・・頭に
きた。なぜこうなっているのか宇都秘書を通じ
経過確認お願いする。昨日の政審会議の報告を
宇都秘書から受ける。消費者特別委員会も始ま
ってくる。岡崎女史の先輩で消費者行政を専門
にしている大学講師いるので一度会う機会をお
願いする。同時に消費者団体、代表名を調べる
よう宇都秘書にお願いする。１時半からチリ地
震による津波被害レク受け、２時半廻ってしま
う。急いでタクシで東京駅、２時５６分発「は
やて」にギリギリ間に合う。盛岡駅に岩手県連
代表自ら迎えに来ていた。有難い。姿を見ると
アノラック、長靴スタイルである。盛岡で準備
するつもりであったので、ホテル行く前に代表
から付き合って頂き買い物である。その後２人
で会食。代表はこれまで東北ブロックの議長で
あり各県の状況を的確に把握している。感心す
る。話題は豊富、アルコール入り有意義な時間
を過ごす。岡崎女史からの手伝い今日で終りで
あったが、お礼を述べる暇もなく盛岡へきたの
で途中電話でお礼を述べる。宿泊はメトロポリ
タンである。

連合農林漁業部長益田氏、社民党県連合代表、
次長全員集合しで宮古市に向かう。約２時間の
ドライブである。今日は奥州市など市議選の最
終日で地元県議は選挙応援、幹事長は東北ブロ
ック幹事長会議出席、それぞれ任務分担しての
調査団編成である。団長は私であるが責任果た
せるか心配である。宮古市役所に着く。市議会
議員２名と市議候補１人が待っていて名刺交換
し意思疎通図る。
宮古市は合併後初
めての選挙が来月
であり市議会も昨
日で終わり議員達
は選挙戦終盤に入
っている。会場は漁業協同組合である。組合長、
参事、岩手県、宮古市から説明を受け、要望書
を受け取る。地元新聞社も取材に来ている。
監視船に乗って養殖場視察、湾岸に近い養殖場
被害はワカメ施設、コンブ施設ほぼ全滅、収穫
の見込 みも立 たず
施設の復旧、又撤去
作業、廃棄物処理な
ど莫大 な費用 がか
かる。コメ処出身の
私には わから なか
ったが、視察に来て漁師にとっては、海そのも
のが田畑であることが理解できた。生み育てる
漁業に変わってきている今、来年から本格導入
される所得保障制度に漁業も入れて、農林漁業
施策確立に向けて努力していくことを改めて決
意する。少し遅い昼食をとりながら意見交換し
市議会議員達にお礼を述べ盛岡に、盛岡から仙
台まで新幹線、仙台から高速バスで鶴岡へ８時
過ぎ着、晃迎へ、湯の浜で遅い夕食とりながら
庄内食彩倶楽部代表Ｔ氏と職業訓練開講に向け
た相談、自宅に着いたのは１０字過ぎる。今晩
しかいられないのに妻はもう休んでいる。

３月１３日

３月１４日

盛岡は小雨、チリ地震被害調査、昨夜長靴な
ど購入したのが良かった。８時前に社民党全国

昨日の朝日新聞によると「ネット献金」鳩山
総理、小沢幹事長はじめ１５２人が窓口を開い

ていると報道している。地元、加藤紘一代議士
も開いていると知り真剣に考えて見ないといけ
ない。ホームページ打ち合わせでも度々論じら
れてきたが、
「ネッツト献金」の目的などしっか
り整理する必要がある。９時半家を晃と出て街
宣行動である。鶴岡Ｉ氏にお邪魔し鶴岡対策や、
社民党、党勢拡大について意見交換する。Ｉ氏
は青年部活動でご指導頂き党の進路で別々にな
り長く疎遠になっている先輩である。晃は街宣
行動続けてもらい １２時前まで話し合う。社
民党しっかりしなければならないと激励受ける。
１２時より池田会長が主催する「歌謡フェステ
バル」であるが１２時半に着き挨拶して１時に
事務所で障害者を抱える保護者との相談業務で
ある。石川町議員も同席し障害者の多機能施設
開設していく為にＮＰＯ立ち上げなど具体的な
相談である。障害度合いなど難題であるがまず
は取り組んでいくことを確認する。その後、就
職相談が２件入っている。今の厳しい雇用情勢
を受け悩んでいる若者たちである。農業の６次
産業、雇用の受けてとして頑張っている庄内食
彩倶楽部法人の立ち上げなどの進行状況など説
明しながら就職先を探す事を約する。以前私の
藤島町後援会長でお世話になっている大田氏が
事務所に来る。足が遠のいていることをお詫び
しながら話し合う。用務は今年デビューする山
形コメ「つや姫」が藤島誕生の地であり、
「つや
姫誕生のまち活性化の会」を立ち上げた。これ
から広告塔設置など県や市の協力を頂きながら
展開していく・・・・さすが大田先輩である。
事業発案者もおそらくは先輩であると思うし、
現役を退いても農にこだわり、人一倍農業を心
配しているからこそ、この発案が生まれると思
うし頭が下がる。事業について意見交換しなが
ら自分でできることは何でもやることを約す。
酒田に向かい後輩の主人の就職相談である。今
日で３人、厳しい現実を相談受けるごとに目の
前にする。６次半から酒田事務所で斉藤望が若
者数人を集め懇談会、近くに酒田市職労委員長
が住んであり声をかけ話がはずみ時計を見たら
１０時３５分過ぎている。１０時４４分発「寝
台あけぼの」ギリギリ間に合う。

