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。

５月９日
午前中、荷物整理、午後から事務所へ新庄
市で開催する国会報告資料準備、原稿整理
Ｍ氏来館し庄内町議会議員候補者取り組み
状況報告受ける。町議Ｉ氏自分の選挙で支持
者周り途中で事務所に立ち寄る。晃は国政報
告用のＤＶＤ準備、早めに新庄に向かう予定
であったがギリギリの時間になってしまう。
国政報告会には日曜日にも関わらず約１０
０名出席してくれた。大泉連合会長も出席し
挨拶受ける。１時間の持ち時間あっという間
に過ぎて質問も時間の関係で２人、
その後役
員と反省会、国政報告内容項目絞り込む必要
あり、特にエネルギー問題、雇用問題に重点
をおく内容に・・・・酒を交わし参議院選挙、
来春の県議選対応と話題は尽きず自宅に戻
ったのが 11 時過ぎてしまう。

５月１０日
９時に事務所、意思疎通図り支持者宅を廻
り、
「田植え」作業始まっている。五月晴れ
で鳥海山もきれいに顔を出している。
酒田Ｋ
氏とＯ氏、望、晃と５人で酒田ラーメンで有
名な「満月」
で昼食。お昼
前なのにほぼ
満席、予約し
ていて助かっ
た。Ｋ氏から
ラーメンに
「紅しょう

が」
を入れて食べると更にうまくなると薦め
られる。はじめてである。
「なるほどうまい」
店から「ワンタン」サービス受ける。
（Ｋ氏
常連客）酒田飽海連合事務局長と意見交換。
Ｂ社、Ｇ社、Ｔ社、そしてＮ社訪問、夜７
時からは定例の「十日会」出席、事務局が
同級生のＦ氏である。個人事業主の集まり
である。会員２８名出席、話題はどうして
も景気が中心になる。１１時前の夜行で上
京と話すと、それまで付き合おうと２次会提
案され「スナックＲ」へ向かう。明日仕事が
あるのに・・・・感謝である。

５月１１日
１０日ぶりに皆と顔をあわす。上野駅に着
いたら雨、
旅行バック持っていたのでタクシ
ーで執務室へ、８時前に着くが宇都秘書相変
わらず早い出勤である。
９時１０分両院議員
総会、１０時
農林水産議
案説明、１１
時半、Ｂ型肝
炎訴訟団陳
情、１２時４
５分代議士
会 １時本会議、２時青少年問題対策委員会
理事会、２時半農林水産委員会、５時政策推
進委員会と続き、１３日農林水産委員会、１
４日環境委員会、
２０日青少年特別委員会で
質問に立つことになり宇都秘書と打ち合わ
せ。上野秘書
「ひでお行動」
５月号ニュース、
政治資金報告書で暇なし・・・今日の整理
① 「公共建
築物等におけ
る木材の利用
の促進に関す
る法律」を今
日まで質疑し
１３日委員会
採決、現在木

材価格が外材より高くなっている。
国産材の
利用は全体の４０％しか利用されていない。
ましてや、公共建築物の利用はたった７％、
この法律が可決すれば国の２階以下の建築
物はすべて木材建築物、
さらに３階以上の建
物も内装に木材使用、
これから木材供給体制
や山林管理に力点をおく政策進む。
これも地
球温暖化対策の 1 つである。
② 宮崎県における口蹄疫発生が、既に６８
戸、７６８８１頭に広がっている。今日の委
員会での質疑、１３日、１４日と集中審議で
ある。社民党宮崎県連合と連携し質問準備に
入る。
③ １４日にも
「B 型肝炎、和
解協議へ」と進
んでいるかの
ように思えて
いるが、訴訟団
全国の代表団
が今日上京し大臣に面接申し入れしたが拒
否される。
「自分たちには時間がない。
」と５
年の命と宣告されている患者、
離婚を余儀な
くされ子供にも感染し声を詰まらせながら
訴える患者・・・何が「いのちを守る政権」
かと、連立政権の社民党力量が問われる。

５月１２日
明日の質問
準備から始ま
る。Y 朝刊宮崎
県口蹄疫関係
記事載ってい
る。かつてない
広がりであり
質問内容の参考にさせてもらう。１０時半地
元遊佐町課長以下３人執務室に来る。
採石許
認可問題で２年間も業者と住民と合意でき
ない案件である。
鳥海山ふもとの山林で採石

許可申請が合意ならないまま業者が弁護士
を立てて申請したから益々こじれてきてい
る。
この解決策を関係する各省庁からの指導
受ける為、朝一番できたのである。１１時か
ら厚労省、産経省、１時から農林省、環境省
と３時まで指導受ける。
指導いただいた事を
持ち帰り町長に報告し対応策決める。
社民党
として現地調査に入る用意があることを伝
える。３時半から明日の口蹄疫集中質問事項
を通告する。又明日は地元社民党宮崎県連合
の現地調査であり、政策担当の U 氏参加す
る為、宇都秘書と意思疎通図る。７時からウ
ラジオストックとの経済交流企画について
打ち合わせ会、終了後、赤坂で遅い夕食会。

５月１３日
ファミリーレ
ストラン清掃で
休み、朝飯食べ損
ねる。８時半社民
党幹事会（久し振
りの出席）
９時５０分農林
水産委員会理事
会、１０時委員会
（口蹄疫２０分
質問）１２時４５
分代議士会、しか
し、与野党対立で
本会議大幅に遅
れて２時過ぎ開催、６時４５分で終った為、
農業新聞記念パーテイー欠席する。
７時３０
分明日の質問通告、明日の午後から週末の日
程、時刻表確認
今日の課題整理
① 農林の口蹄疫に関する２０分質問、時間
足りず、今日も感染した牛が出る、３週間で
７万９千頭近くまで広がる。
殺処分しなけれ
ばならないのに埋める土地見つからず。農林
所対応遅く畜産農家の不満大、
社民党宮城県
連合、県議中心に今日現地調査

② 小沢幹事長政治倫理審査会に出席する態
度決める。
農林水産委員会私の隣が石川智祐
議員、少しの時間顔を出し欠席する。国会終
盤になり「政治とカネ」はじめ与野党対立、
厳しくなってくる。社民党の力量発揮する時
である。
③ 普天間基地移設問題、国民新党、社民党
に相談なしに政府案のように辺野古中心と
した移設案が走り出している。米国、地元そ
して３党合意、なに１つ理解得られる状況な
し
社民党案グアム・テニアン移設案が北マリア
ナ州政府、議会での決議、移設歓迎 民主党
議員にも賛同者出てくる。

５月１４日
今日は
ファミレ
スで朝食、
８時５０
分農林水
産理事会、
９時農林
水産委員
会９時半で退席し環境委員会に出席する。
１
０時４５分から２０分の持ち時間で質問、
「地球温暖化対策基本法」の質疑でありこの
法案で３回目の質問である。１、原発 ２、
全量固定価格買取制度に絞り質問するが期
待はずれ答弁、午後からの委員会中島議員と
交代し、
秘書と１７日までの日程等意思疎通
図り、新幹線で山形へ、６時１５分「必勝参
議院選挙吉田ただとも決起集会」終了後候補
者「吉田ただとも」囲んで懇談会、久しぶり
に山形の夜の街出かける、スナック M 店へ、
店で飲食していた県議会職員 O 氏達と合流、
米沢短大に異動した K 氏も呼んで交流会、
しかし、途中、環境委員会で「地球温暖化対
策基本法」強行採決したと連絡入る。益々与
野党対立激しくなる。今後の国会運営思う
と・・・・・・。今晩は市内ホテル泊まり・・・・

今日の整理
今日の課題は
① １４年ぶ
りに再開した
高速増殖炉
「もんじゅ」
１週間で多く
のミス発覚、原
発依存よりも
自然エネルギ
ー推進、そして
固定価格制度
確立が絶対条
件、そして推進するには電力資本との合意、
理解必要、
政府としてこれから調整していく
と言うが利害関係で多くの課題残っている。
② 候補者「吉田ただとも」は現職県議辞し
て決意した男、
どうしても勝たせなければな
らない候補者である。
山形県選対本部長とし
て結果を出す。
③ B 型肝炎、和解へ向けて協議が始まるが、
ただテーブルに着いただけである。
前回拒否
した訴訟団代表の面接、長妻大臣は「来週に
も原告団と話し合う」態度を決める。
「いの
ちを守る」政権として救済基準など和解案、
社民党の役割は大きい。

５月１５日
９時前ホテル出て青森に着いたのが２時
過ぎである。山形から仙山線で仙台、新幹線
で八戸、八戸から特急
「つがる」
を乗り継ぐ。
１２月４日は新幹線八戸から新青森開通、
既
に新青森駅舎完成している。２時半から「参
議院選挙勝利総決起集会」比例区「吉田ただ
とも」選挙区「山田きよひこ」２人揃い、会
場満席、地元テレビはじめマスコミ多数、青
森市長も来賓として挨拶、終了後反省会、寝
台「日本海」７時半で青森駅出発、０時過ぎ
酒田に着き晃迎に来て１時前自宅着

① 青森市長からエール頂く。社民党の頑張
っている姿をアピールする方法検討するべ
き多くの人達社民党の姿わからない。
理解し
ている人たちも「連立の中で埋没するのでは
ないか。」心配の声・・・・、
② 吉田候補、県議であれば当選回数伸ばせ
るのに現職を辞して国政に挑む勇気、
どうし
ても勝たなければならない。
２日間行動を共
にして、彼の「いきざま」
「社民党に対する
想い」
、
「常に挑戦者である」このことが彼の
演説から伝わってくる。
全国行脚もあと少し、
明日からは新潟県、私は地元で国政報告会
③ 山田候補「反原発、反基地」三沢市を拠
点に頑張ってきた独身、しかし横浜出身「ソ
プラノ歌手」と入籍したことを今日の決起集
会で明らかにする。紹介して頂いたが、政治
を歩む人にとってうらやましく思うほど良
きパートナー、山田陣営フル回転

① 情報を共有する。この目的で通信、ニュ
ース発行しているが、活かされていない。残
念である。私も悪いのである。資金がないか
ら、メールで東北ブロック内の関係団体、労
組等に送り、そこから印刷し組合員支持者に
届くようお願いしているのだが徹底されて
いない。早急に対策必要である。
② 庄内町議会議員選挙あと１か月、
しかし、
予定候補者定員揃わず、
ましてや我が陣営後
継者まだ決まらず。親戚後援会長に相談する、
明日も時間見て対策しなければならない。

５月のある晴れた日の国会議事堂

５月１６日
２時過ぎに床に就いたので、
電話で起こさ
れる。１０時半第一貨物労組集会で挨拶、毎
月のニュース、毎週の「ひでお行動」１度も
配布されていないから私自身に批判あり、
支
部長から聞いてビックリする。
もう８か月に
もなっているというのに・・・・丁寧にお詫
びしてから挨拶させていただく。３時半から
東北ブロック勤労協総会で１時間の国政報
告させて頂く。
青森からも出席して頂いてお
り昨日お世話になったことにお礼申し上げ
る。６時から鶴岡田川の国政報告会、日曜な
のに会場満席（約１２０人）頭が下がる。大
泉連合会長も山形からわざわざ出席し挨拶
もらう。
終了後皆で１０００円会費の懇親会、
ビール足りず、酒で我慢してもらう。実行委
員会の皆さん。
参加してくれた皆さんに感謝
である。今日の整理

国会議事堂前庭から
撮った風景です。

