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に尾形けいこさ ん

(昭和

区在住)が

無 所 属 で挑戦!革 新 県 政 の会も推薦決定 
昭和区在住で、

愛知3区の野党共

闘にも積極的な役

割を果たしている

環境活動家の尾形

けいこさんが、来

年2月5日に行われ

る愛知県知事選挙

に無所属で挑戦す

る決意を発表。日

本共産党も加わっている革新県政の会

は、11月16日に臨時総会を開き、尾形さ

んを推薦することを決定しました。(詳

しくは革新県政の会webサイト

へ→http://kakushin.jp) 

党昭和区後援会として全力

で応援しましょう。私もがんばります！ 

 (前市会議員 柴田民雄) 

11月26日(土)吹上コミュニティセンタ

ーで「県知事選・市議選勝利！党昭和区

後援会決起集会」が行われ、佐藤典生後

援会長の挨拶、すやま初美さんが国政問

題と党のジェンダー平等政策について

訴え、柴田たみお前市議が、昭和区の党

議席奪還の決意を熱く訴えたあと、尾形

けいこさんが到着し、知事選挑戦の決意

を語りました。応援団の歌も発表され、

昭和区後援会挙げて尾形さん・柴田さん

ダブル当選のために頑張る決意を固め

ました。 

 

11月3日、木の香りのする、新しく広い池

内わらべ保育園ホールをお借りして、柴田

たみおさんを次期市議会選挙で当選させた

い！と願うパーティーが開かれました。 

美味しい手作り料理を頂いてから、参加

ともがき 
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者の願いや要求を出し

合いました。「公園を増

やして」「教員を増やし

て」「敬老パス利用制限

やめて」「国保料金高い」「危険な道路を何と

かして」「身近な人が入院、出勤しないと失

職するといわれ、働きどおしで体が心配」と

次から次へと暮らしの心配や市政に対する

要求が出されました。柴田さんが時折応答

し、参加者は柴田さん当選で要求を実現さ

せようと会場は一つに。 

会の名称が、マスコットキャラクター「た

みニャン」率いる「たみニャッツ」と提案、

承認され、たみニャンの大きな張りぼても

登場しました。 

会の閉じは、柴田さんの決意の言葉、そし

て、ギターを弾きながら定番、レ・ミゼラブ

ル”民衆の歌”。大いに盛り上がった会場か

らも、月桃、そんな町を、を思いきり歌いま

した。ピアノの生伴奏という贅沢さでした。 

「柴田さんを市議会に再び！」という思

いで集まってできた「たみニャッツ」、選挙

戦の応援団として大いに活躍してほしいも

のです。仲間も増えるといいですね。SNSで

も広げていこうと「たみニャッツ公式アカ

ウント」ができています。皆さんも登録して

くださいね。当日、司会進行を立

派にやり遂げた30代の青年が担

当です。皆さん！注目を。 

後援会主催の柿

収穫ツアーが11月

12日(土)に行われま

した。車6台に15人

が参加しました。当日は秋晴れに恵まれ午

後2時頃には全て採りきりました。来年は今

年参加出来なかった方も是非参加してくだ

さい。今年の柿は丁度いい日時に収穫した

ので少し小ぶりですがとても美味しいです。

沢山の方に購入していただき、貴重な資金

となりました。ありがとうございました。 

まちかどウオッチング 
み んなで 私 たちの町 を知 り、良 くしよう 

その① 地図と案内人に導かれて 
11月6日(日)、11

人の参加者が、柴

田たみおさん作

成の「まちかどウ

オッチング」のポ

イント箇所が記

された地図をもって、まち観察を実行まし

た。地域の赤旗読者のOさんが、告知のチラ

シを見て参加し、市大病院の風害問題と塩

付街道の案内役を買って出てくださいまし

た(Oさんは名古屋市の歴史ガイドも担われ

ています)。ありがとうございました。 

現在の塩付通りに寄り添うように、旧塩

付街道がその痕跡を残しています。江戸時

代の中期ごろまで南区本星崎町一帯では塩

が盛んに作られ、千種区古出来町あたりに

集荷され、信州まで馬車で運ばれました。本

星崎町から古出来町まで約10キロが塩付街

道と呼ばれ、現在も要所要所に「馬頭観音」

が町民の手で守られ安置されています。 

馬車が通った道にしては細いのですが、

江戸時代、と聞けばそんなもんなのでしょ

う。郷土の歴史に触れたひと時でもありま

した。次回へ続きます。 
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史 上

最悪の介護保険制

度の改定

を許さない！⇒在宅介護が」在宅「放置」に 
上野千鶴子さんオンライン集会を10月から連続して取り

組む(東大名誉教授・社会学者・赤旗11月10日) 

「史上最悪の介護保険改定を許さない‼」

会が掲げる5項目 

① 自己負担2割を標準にするな 

② 要介護1・2の訪問介護、通所介護を地域

支援・総合事業に移すな 

③ ケアプランを有料化するな 

④ 福祉用具の一部をレンタルから買い取りにす

るな 

⑤ 施設にロボットを導入して職員配置を減らす

な 

「最大の問題は利用料の負担増です。す

でに高額所得者と言えない単身で年収280

万円の人まで2割負担。耐えられずに施設を

退所した人も出ました。それでもまだ要介

護認定者の9割が1割負担ですが、財務省は2

割負担を標準にしたい。その理屈がふざけ

ています。後期高齢者医療の窓口負担が年

収200万円以上は2割になりました。だから

医療保険に合わせて介護保険もと迫ってい

ます。」「要介護5で限度いっぱいの在宅サー

ビスを使えば、2割負担だと7万円を超えま

す。病気は苦痛を伴うので治療を抑制する

にも限度がありますが、介護は利用抑制で

きてしまう。在宅介護という名で在宅放置

が広がってしまう。」(赤旗・上野さんのお話

から)そして要介護1、2の生活援助と通所介

護の保険外し、特養ホームの入所を要介護3

以上に制限—政府の描く介護保険の将来像

は介護保険給付を「要

介護3以上に」限定し、

訪問介護は、調理や掃

除などの生活援助を外し身体介

護に限定する。利用料は原則2割

負担。所得に応じ3割負担に。 

この改悪案が赤旗紙面に載ると地域の読

者さんから「この前まで要介護1を保険給付

から外すと言われていたのに、2までとなる。

ヘルパーさんに来てもらい助けてもらって

いるのに困る。夫の体調も悪くなっている

のに保険給付を外すというのは『早く死ね』

と言われているようだ。共産党に頑張って

もらいたい。」と強い不安の声が届きました。

国庫負担の割合の引き上げを！軍事費増や

すより、社会保障費の拡充を！ですね。 

憲法公布76年の3日、

鶴舞公会堂で800人の参

加で「憲法九条を守ろう

愛知県民のつどい」が催

されました。 

安保法制の廃止と立

憲主義の回復を求める

市民連合の呼びかけ人の中野晃一さんが『9

条では日本は守れない？』と題して、「『武力』

による『抑止』は戦争を未然に防ぐことはで

きない。9条をないがしろにすると安全保障

も危うくなる。そのことを多くの人と語り、

議論しよう。誰もが参加でき、

生き生きとのびやかに運動する

姿を見せよう」と講演しました。 

講演の前に、12月4日市民会館で行われる、

〈日本のうたごえ全国合同〉で歌う、『共に

生きるまち』、『芦別の雪の中を』を熱唱しま

した。 (白金学区 F.S.) 
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ごあいさつ 
今年もあと1か月となりました。 

「ともがき」一年間のご愛読ありがとう

ございました。 

後援会は、19日の土曜日定例の御器所、西

友前で宣伝を行いました。お買い物に見え

た方で、西友が11月中で閉店することを知

らない方がいてびっくりされていました。

40年前この地域の周辺には公設市場や小売

りの店が沢山あって、西友の建設計画に対

して店の規模を縮小させるなど小売りの業

者さんを守る運動が取り組まれました。し

かし、なかなか小売業者さんが存続するこ

とが難しかったのですね。公設市場も無く

なり商店街もシャッター街になってしまい

ました。2026年に新たにオープンとのこと

ですが、日々の買い物にすぐに困る状態が

生まれます。高齢者など遠くまでは買い出

しにいけない方たちが出ることが予想され

ます。読者、地域の皆様の声をお聞かせくだ

さい。何かお役に立てるかもしれません。

「ともがき」が皆様と共産党を少しでもつ

なげられるよう、来年も皆様にお届けしま

す。 

1月21日(土)には本村伸子衆院議員を迎え

て新春のつどいを行い、2月の知事選で尾形

さん当選を、4月の市議選で柴田たみお前市

議の再選を目指して後援会も奮闘します。 

引き続きご支援、そしてともがきを読ん

でくださる方の紹介などよろしくお願い申

し上げて、年末のご挨拶といたします。 

 

昭和区

後援会街頭宣伝・署名行動

予定 
※雨天中止 

宣伝日 時間 場所 備考 

12/2(金) 
17:00～

18:00 
御器所 

おかえりなさ

い宣伝 

12/5(月) 8:00～8:30 荒畑 
早朝地下

鉄宣伝 

12/6(火) 
17:00～

18:00 
吹上 

おかえりなさ

い宣伝 

12/7(水) 8:00～8:30 いりなか 
早朝地下

鉄宣伝 

12/9(金) 
17:00～

18:00 
桜山 

おかえりなさ

い宣伝 

12/13(火) 
17:00～

18:00 
川名 

おかえりなさ

い宣伝 

12/14(水) 8:00～8:30 御器所 
早朝地下

鉄宣伝 

12/16(金) 
17:00～

18:00 
荒畑 

おかえりなさ

い宣伝 

12/17(土) 
11:00〜

11:45 

ヤマナカ 

安田店 

スーパー前

宣伝 

12/19(月) 8:00～8:30 
ＪＲ鶴舞 

北口 
早朝地下

鉄宣伝 

12/20(火) 
17:00～

18:00 
いりなか 

おかえりなさ

い宣伝 

12/21(水) 8:00～8:30 桜山 
早朝地下

鉄宣伝 

12/23(金) 
17:00～

18:00 
八事日赤 

おかえりなさ

い宣伝 

12/26(月) 8:00～8:30 川名 
早朝地下

鉄宣伝 

12/27(火) 
17:00～

18:00 
御器所 

おかえりなさ

い宣伝 

12/28(水) 8:00～8:30 荒畑 
早朝地下

鉄宣伝 
 

〜〜〜 今後の予定 〜〜〜 
12/7(水) 

19:00～ 
後援会世話人会 柴田たみお事務所 

12/8(木) 

18:00〜 

昭和区九条の会平

和のともしびウォーク 
天神町公園→今

池西公園 

12/16(金) 

14:00～ 
後援会事務局会議 柴田たみお事務所 

12/19(月) 

12:00～ 

平和がいいな昭和

区の会 

スタンディング 
御器所交差点 

 

1/21(土) 

11:00〜 

知事選・市議選勝利!

新春の集い 
公会堂第7集会室 

 


