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昨夏、庭のイチヂクが初めて実を付けた悦び

もつかの間、あっという間に朽ち果ててしまい

まい驚きました。カミキリムシの仕業でした。 

吉川市のさくら通りの桜も、カミキリムシの

被害を受けています。我が家のカミキリムシと

は違い、環境省により「特定外来生物」に指定さ

れた「クビアカツヤカミキリ」という害虫です。

埼玉県環境科学国際センターによると、県内で

も県南東部と県北部で樹木被害や成虫の生息が

確認されており、主に桜が被害を受けています。 

吉川市でも 2019年 6月、桜の被害が初めて確

認されました。岩田京子議員（市民の会・無所属）

の 3 月議会建設生活常任委員会での質問への答

弁によれば、さくら通りの JA吉川支店から加藤

平沼線までの被害が多く、被害が確認された樹

木は 60本にも上るそうです。 

この駆除のため市はネオニコチノイド系農薬

を使用するとのことです。この農薬は、神経毒

性・水溶浸透性・残留性が特徴です。ミツバチな

ど花粉媒介生物への悪影響が判明しており、環境

や人体への危険性も明らかになりつつあります。

使用の是非が懸念されます。 

こうした農薬が使用されるこ

とも含め、これ以上被害を広げな

いためには、成虫を見つけたらす

ぐに補殺することが大切です。 

埼玉県環境科学国際センター

発行『被害防止の手引き』によれば、クビアカ

ツヤカミキリの成虫の体長は 25-40mm程度。首

にみえる部分は明赤色。他は光沢のある黒色。

オスの触角は体長より長く、メスの触角は体長

と同等かやや短いそうです。 幼虫はバラ科樹木

の生木を摂食し、フラス（糞と

木くずが混ざったもの）を排出

します。フラスはカリントウ状

でやや硬い（右写真）のが特徴

です。発見したら補殺し、市に

情報提供をお願いします。（吉川市役所 TEL982-

5111）（写真は埼玉県環境科学センター『クビアカ

ツヤカミキリ被害防止手引き』より拝借） 

 

 

 

 

厚労省の発表によると、今年 5 月 1 日現在、新型コ

ロナウイルス感染症の累計感染

者数は 7,860,059 人で、全人口

の 6.2％に相当するそうです。吉

川市の 5 月 20 日現在の累計感

染者数は 6,006 名で、人口の 8.2％に相当します。 

コロナ感染に関する報道が減り、日常生活を取り戻

す方向での施策が少しずつ進められています。しかし

感染は「下げ止まり」とも言われ、吉川市でもゴール

デンウィーク以降、連日 10 名弱～20 名弱の新規感染

者が確認されています。こうした状況の中、コロナ後

遺症に苦しむ人が増えています。 

ＷＨＯ（世界保健機構）は後遺症について、「通常

は感染の疑いが強まって、あるいは感染が確認されて

から３カ月以内に発症し、少なくとも２カ月続くが他

の病気で説明できない症状を指す」と定義しています。

症状は感染している間に始まるか、急性期から回復し

た後初めて出現する人もいます。また無症状だった方

や感染自体は軽症で済んだ方でも、後遺症に苦しむ方

は多いと言われています。 

20 代 30 代でも後遺症を発症する割合は高く、どの

年代でも後遺症の発症が認められています。 

4 月 11 日、日テレ NNN ドキュメント「誰も分か

ってくれないーコロナ後遺症 長期化する闘いー」

という番組が報道されました。寿司職人が味覚障害

の後遺症に苦しむ姿。目標を持って憧れの高校に入

学したのに、感染と後遺症の苦しみでたった 1 カ月

通っただけで退学を余儀なくされた若者。 

後遺症の症状は多様で、長期にわたります。その

辛さが傍目には見えにくく、周囲の理解を得にくい 

 

 

 

 

 

ことにも当事

者たちは苦し

んでいました。 

しかし時を

経て、少しずつ

回復していく

様子もまた報道されていました。後遺症への理解が

広がることの大切さを思います。 

「後遺症かな？」と思ったら、まずは「新型コロ

ナ後遺症受診チェックシート」をチェックしてみま

しょう。「埼玉県新型コロナ後遺症外来について」

で検索すると、すぐに見つけられます。 

埼玉県は県医師会と連携し、後遺症外来に取り組

む医療機関の拡充に取り組んでいます。 

吉川市では吉川脳神経外科（TEL984-3001）が神

経内科分野の後遺症外来を実施しています。「祭日

を除く月・火・水曜日の午後 2:30～3:00の間に電

話相談し、受診予約を」とのことです。  

 「埼玉県 新型コロナ後遺症外来」で検索すると、

呼吸器内科・耳鼻科・精神科など他分野の医療機関

を探すことができます。ご活用ください。 

💕 きよみの暮らし 💕 
◆物心ついたときには、父はとても「怖い」存在でした。4歳の頃には父をひどく恐れていたことを、今

でもはっきり覚えています。大人になっても父と話した記憶はありません。父方の祖父母も両親の結婚前

には既に他界し、父の弟妹との付き合いもなく、私は今日まで父のことは何一つ知らずに過ごしてきまし

たし、知りたいと思うこともありませんでした。◆2月に母が亡くなり、遺産処理のために母の戸籍を取

り寄せました。夫である父の名前の下に父の両親の名前が記されていて、祖父母の名前を初めて知りまし

た。◆急にこれまで関心を持ったこともない自分のルーツが気になりました。祖父母はどこに住み何をし

ていた人で、お墓はどこにあるのか。なぜ父は一人岐阜にいたのか、母と結婚するまでどこでどんな風に

生きていたのか。かつて２～3度会ったことのある父方のいとこの存在を思い出し、手紙を書きました。

◆市町村合併や開発で住所が変更され、連絡を取るのに四苦八苦。探偵事務所なら見つけてくれるかも・・・

と電話相談すると、費用は 30万円と言われてびっくり！！慌てて電話を切りました。◆そんなこともあ

りながら、いとこに手紙を送るとすぐに電話をくれました。祖父母のお墓はいとこの家の 

近くにあるとのこと。今度お墓参りに行くことになりました。いとこの顔も覚えていませ 

んが、会うのがとても楽しみです。自分のルーツを知る喜び、生まれて初めて知りました。 

NHKの「ファミリーヒストリー」という番組が人気な理由がわかる気がします。 

さくら通りの桜がクビアカツヤカミキリの被害に！ 

ひとりで苦しまないで！コロナ感染後遺症 クビアカツヤカミキリとは？ 

後遺症の定義 

日本共産党吉川市議会議員 

    雪田 きよみ 
住所：吉川市きよみ野 3-23-1 

電話：983-7140 050‐1478‐1867 

e-mail:kiyomi.snow@mbr.nifty.com 

URL:kiyomiyukita.com 
 

ネオニコチノイドで駆除 

発見したらすぐに補殺を 

傍からはわかりにくい苦しみ 

後遺症かな？と思ったら 
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4月24日（日）、

日本共産党吉川

市議員団は早稲

田大学名誉教授 

ロシア文学研究

者の伊東一郎先

生をお招きして「ウクライナの歴史と文化」につ

いての学習会を開催しました。 

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始ま

り、この日でちょうどまる 2 カ月。戦禍と化し

たウクライナでは病院や学校が爆撃され、子ど

もを含む多くの人民が殺害され、また女性がレ

イプされているとの報道もあります。耳目を覆

いたくなるような惨劇がなぜいつまでも終わら

ず、続くのか。ロシアとウクライナの間に何があ

るのか。伊東先生のお話は、とても興味深いもの

でした。 

ウクライナはヨーロッパではロシアに次い

で２番目の広さです。平原が広がり、山などの

自然の障壁がなく、川さえも冬になると凍って

しまうため、橋がなくても渡れてしまうという

地理的条件です。攻め込もうと思えば簡単に攻

め込めてしまう条件です。そのため、モンゴル・

リトアニア・ポーランドなどに支配され、また

ロシア・オーストリアで分割され、そしてソ連

に組み込まれるという、近隣の強国に翻弄され

続けてきた歴史をもちます。 

帝政時代にはユダヤ人指定居住区だったこ

とから、ウクライナにはユダヤ人が多く住み、

ウクライナ人がそのユダヤ人たちを大量虐殺

した歴史もあります。プーチンの「ウクライナ

のナチ化を防ぐ」との発言の背景には、こうし

たウクライナの歴史にも依るもののようです。 

ウクライナに住むウクライナ人は 4,600 万

人。ロシアや旧ソ連邦諸国や周辺諸国にもウク

ライナ人は多く住むそうです。また複雑な歴史

から、ウクライナに住むウクライナ人が全てウ

クライナ語を話すわけでもないとのことです。 

「ロシアにとってのウクライナはロシア国内

の 100 以上ある民族の一つで、しかしベラルー

シと共に起源を共有する最も近い民族」という

お話もありました。しかし元々はウクライナの

方がロシアより文化的に進んでいて、ロシアの

方が後進国だったとも。 

ウクライナがようやく独立を勝ち取ったのは

1991年のソ連崩壊後です。その直後からクリミ

アの帰属をめぐってロシアと対立してきました。 

民族・宗教・言語・領土などの問題が複雑に絡

み合い、その延長に今回の戦闘があることがよ

くわかる学習会でした。 

どんな歴史が

あったとしても

ロシアのウクラ

イナでの蛮行は、

絶対に許される

ものではありま

せん。 

プーチン＝共産党と勘違いされ、「共産党は怖

い」と思われがちですが、プーチンは「統一ロシ

ア」という政党に所属する人であり、共産党とは

全く無縁の人です。日本共産党は戦前からずっ

と一貫して、戦争反対を命がけで訴え続けてき

た政党です。「プーチンは国連憲章を守れ！」と

厳しく訴えている政党です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロシアのウクライナへ

の侵攻が始まると、安部

元首相は敵基地攻撃能力

の保有・改憲、そして核

兵器を持つべきと言い出

しました。敵基地に限定

せず、中枢を攻撃するこ

とも含むべきだとも。自民党は、防衛費（＝軍事

費）を５年以内に GDP（国内総生産）比２％以上

への増額を目指すよう政府に要請しました。 

防衛費（＝軍事費）が 2％になると、私たちの

暮らしはどう変わるでしょうか？5 月 3 日、東京

有明防災公園では「改憲発議を許さない！守ろう 

平和といのちとくらし 2022 憲法大集会」が開催

され、1万 5000人が集いました。メインスピーチ

で語られたジャーナリストで和光大学名誉教授・

竹信三恵子さんのお話を、簡単にご紹介します。 

9条というと「人を

殺さない不戦の誓い」

と思われています。

しかし 9 条が担って

きたもう一つの重要

な役割があります。 

戦前の日本は、軍事費が国の予算の７～8 割使わ

れる社会でした。そういう社会では社会保障のため

のお金がありません。9 条は「不戦の誓い」である

と同時に、戦費にお金を使わない、社会保障にちゃ

んとお金を使うことを構想されていたと考えます。 

13 条幸福追求権実現のためには生活の保障、社

会保障が必要です。14 条男女同権も、社会保障が

なければ女性は家にこもり、「家事・育児・介護を

ただでやっていればいい」と言われてしまいます。

保育園が足りなければ、女性は働きに行けません。

それは男女平等の基礎です。25 条の生存権も、社

会保障なしには成り立ちません。 

私たちは「軍事費ね～。良くないかもしれないけ

ど、国を守るためのお金だよね」とふと思わされて

しまいます。一方で反対の頭では「保育や介護のた

めにもっとお金を出してください」と言います。し

かしこの二つは繋がっています。軍事費にお金をバ

ンバン使う社会に、介護や保育にお金が出せるわけ

がありません。 

介護や保育、社会保障にお金を出してほしいと言

う人は「9条守れ」と言わなければならなりません。

財布は一つです。それが何となく、「防衛のお金」

と「社会保障や働く人のためのお金」「女性のため

のお金」は別のもののように思い込んでしまってい

ます。そこをまず改めていくことが非常に重要です。 

これまで GDP比 1％までと言っていた防衛費＝軍

事費について、安倍元首相などが今は平気で軽々と

２％を超えてもいいと言い始めています。借金だら

けのこの国で、生活保護がちゃんと支給されないた

めに「おにぎりが食べたい」と言って死んでいった

人たちがいるというのに、そこにお金をかけずに、

軍事費を２％と。 

9条が防ごうとしたものは、戦争による死者だけ

ではありません。公費によっていろいろなセイフテ

ィネットを人々に保障すること、そこに国のお金を

注ぐことを目指したのです。 

生活保護を受けられずに餓死していった人、あま

りにも少ない配置基準で保育士の目が行き届かず

事故死してしまった保育園児など、たくさんの死者

たち。コロナ禍で仕事を失い、子どもを養えないシ

ングルマザーの人たちはお米の支援を受け、「これ

でやっと、2 食が 3 食になりました」「雑炊から普

通のご飯が食べられるようになりました」と言って

います。こうした状況を放置して、どうして軍事費

2％なのでしょうか。9 条改憲で、この状態は坂道

を転げ落ちるように加速していきます。そういうリ

アリティを持って、9条改憲を受け止めていただき

たいと思います。 

「ウクライナの歴史と文化」学習会 

複雑な文化 

憲法 9条が守るのは平和と私たちのくらし💕 

プーチンは国連憲章守れ！ 

長い「分割」と「支配」の歴史 

9条改憲・軍事費２％で 

日本はどうなるか？ 

9条が果たすもう一つの役割 

生活相談 

いつでも、どんなことでも、 

気軽にお電話ください。 

983-7140 

 
財布はひとつ！ 


