diy 05-9-4
（2005）

9月

8月 7月 6月 5月 4月

9/30 金

9/29 木

9/28 水

9/27 火

9/26 月

9/25 日

○午前商工、農林、午後 福祉部、健康局子供家庭課、生活環境
○業者婦人の実態調査
大型店規制条例とまちづくり・県労働会館の使用について・ｂｓｅ問
題
○地域木材認証支援制度
○山野草の山村振興策
○福祉医療制度貸付制度の実態
○老人紙おむつ
高齢者医療費の還付金制度の実態・国保調整基金条例・生活保護
の申請について・看護婦確保対策・学童ホームの自動急増対策

玉子焼きから揚げ煮
豆、プチトマトインゲン
の胡麻和え、なすとピ
今回は理事者の説明が短く、質問者が少ない事もあり時間が早く終 ーマンの味噌いため
わりました。久々に明るいうちに帰ることが出来ました。
ももちゃんに会いに行ってきました。
○10時から総務、企画、財政、午後から教育。警察
○中和広域消防組合不正事件について
○私学助成について
○税制改正の影響
○選挙の告示3ヶ月前の移動他の自治体に変わった場合の連絡
○大滝ダム白や地区住民の補償問題
○平城遷都と1300年。
○関西学研都市高山第2校区
卵ともやしの炒め物。
しゃけ。こんにゃくとち
○小学校の暴力事件の奈良県の実態
くわの味噌田楽
○30人学級について
しし唐とじゃこの炒め
○県立高校授業料滞納の現状
物、酢豚風肉団子
○広陵町の治安状況と馬見北地域の交番設置要望
○議会運営委員会・・・昨日の再質問の答弁が質問の趣旨と一般質
問最終日。
○明日からの予算委員会に各課が問い合わせ。
○議員団会議 提出議案の賛否など打合せ
ハルちゃんが朝からぐずついていたのがおとなしくなったので、見た
らテーブルの上においてあったちりめん雑魚をひっくり返して、床に落
ちたのをどうしようと言う顔をしてみていました。
悪い事をしたと思ったのでしょうか。
○年に1度の一般質問をしました。
ひじきご飯梅干
郵政民営化について、介護保険について、原油価格高騰につい
ポテトサラダ、シュウマ
て、災害について（大滝ダム）（要援護者対策）
イ。つくね団子。プチト
ヤット終わったという感じです。
マト
今度は予算委員会が29日から始まります。休むまもなくと言うところ
です。
○生活保護やっと認められたと連絡を頂きました。
広陵町老人福祉大会、弁天座の人情芝居見たかったのですが、議
会のため開会式だけ参加させていただきました。
○質問の打ち合わせ
○本会議
ハヤシライス
代表質問と一般質問2人。明日は私の一般質問です。
ヨーグルト
生活相談・・・県営住宅の家賃滞納のこと、生活保護のこと。20億の
事
○大滝ダムについて専門家のご意見を伺いました。
いろいろ教えていただきました。
議員の面白いところはいつ何がおきるか分からないところです。
まったくの素人が問題にぶつかり勉強しながら行政に提案したり、
チェックしたり。
ラジオを聴いていたらとてもいい話が流れてきました、池田香代子さ
んと鎌田実さんの対談、雪とパイナップルの本が紹介されました。
鎌田さんは医者で国際貢献でさまざまな医療機器を送っています。
イラクで白血病で死んだ子どものお母さんが忘れられない日本人が

いると語ってくれた事は、子どもが助からないと言う時に何を食べた
いか聞いてくれて、以前1度だけ食べた事のあったパイナップルと答
えました。
日本人の看護婦さんはそれを聞いて雪が降る中町中にパイナップ
ルを探して歩き回り、日本人がイラクの子どものためにパイナップル
を探していると言ううわさが広がって、病院に缶詰のパイナップルが
届きパイナップルを食べて亡くなったという話です。心にしみてきまし
た。
ページトップへ

9/24 土

9/23 金

昨日1日座ったままだったので朝から,馬見公園を散歩、カメの池で
カメの観察 彼岸花の赤がが緑の中によく映える。
○川上の塩谷議員から大滝ダムの事で電話。
今日こそ仕上げて部屋の片付けと思いきや、文章とにらめっこをし
ていると欠点が見えてくる。手直し、介護保険の改悪の影響は大き
い。
○広陵町支部のご苦労さん会、手作り料理が並ぶ。
皆よくがんばったとの感想、いままで電話をしたことのない人が電話
かけ。毎日ビラまきで真っ黒に。楽しかったと。
開票の立会いのときに共産党の票だけ1番後から出てきたとか。
○生活相談・・・県営住宅家賃問題。20億の事。
夕食後近くの虹の湯に行きました。
どこかで見たことがあると思ったら元国会議員とばったり。
今日から、3連休。
○私は質問準備。1番なじみのある介護保険の質問がなかなかまと
まらない。あちらこちらに℡、生の声を聞かせていただく。
椅子に座ったままで朝から外に出なかった。何とか形になってきた。
部屋に閉じこもってワープロに向かい一言一言文章化していく。
夕鶴のおつうが自分の羽を抜いて織物を仕上げた姿と、身を削って
質問を作り上げる自分の姿を重ねるが、一向に身が削られないのが
難点、
夫に見てもらう。もうひとつと、厳しい評価、続きは明日に。
○3区選対会議にでる。選挙の感想がだされる。
目が開いたのが午前2時、今日までに概要をまとめないといけない
大滝ダムの地すべり対策の事でお願いしていたメールが届いていま
した。 夜中に仕事、郵便受けに朝刊が入れられるのが分かる。
空が少し明るくなりだして、眠くなり一眠り。いつでも、何処でも寝ら
れて、短時間でもぐっすり寝られるのは特技かも・・・。

9/22 木

お休みです
○議会運営委員会。本会議代表質問、質問者2人ともアスベストを取
り上げている。最終打ち合わせ。
耐震診断の事で、知り合いのところに℡。金額が安すぎて受ける人も
いない。と問題を指摘。
県は今年400件に200万を予算化したが進んでいない。

9/21 水

9/20 火

○一般質問の準備、午後から県庁へ
関係各課が待っていて次々と調整。
気がつくと周りは真っ暗になっていて、議会でランプがついているの
は私だけ。質問をする人はたくさんいるのに他の人はどうしているの
かと思う。
玉子焼き、ちくわのき
冷蔵庫の中が寂しくなっているのを思い出して買い物をして帰宅。
ゅうり詰め。豚肉のしょ
娘の作ったカレーを食べてホット一息
うが焼き。きゅうりとわ
○20億のことで連絡あり
かめとじゃこの酢の
物、レタス、プチトマト
○原油価格の影響調査、繊維組合、クリーニング，トラック協会など、 玉子焼き
問い合わせ。
○介護保険の改定の影響について調査。
○午後から質問の打ち合わせで県庁に。質問の趣旨などで関係各課
が次々とくる終了は7時。
回答できないと言ってくるところもある。それはそれでひとつの答え。
たった30分の質問がこのようなやり取りで出来上がっていく。また明 おでん、ちくわ、牛筋、
日続きです、あーねむい。
大根こんにゃく切干大
根、人参、しいたけあ
○生活相談・・・生活保護のことで相談
げ、の煮物、鳥のから
○業者婦人の実態調査で要望あり
揚げ、なすとぴーまん
ピースの会に行きたかったのですが、残念ながら欠席。
のみそ炒め
会では戦争に国民がどのように巻き込まれていったのがよくわかる
昭和史のビデオを順番に上映しています。

9/19 月

今日はももちゃんのお宮参りでした。
家の近くの氏神様が電話を掛けても誰も出てこなかったとのことで
春日大社に行ってきました。
お参りにもランクがあります。集団で祈祷を受けました。値段の違い
は後からもらうお土産の中身の差のようです。
ももちゃんは泣かずにいい子にしていました。
ももちゃん大きくなりま
ハルちゃんも久しぶりにももちゃんに会って世話を焼いていました。 した
お宮参りに次々と人が来るので少子化とは思えないような光景でし
た。祈祷中にお辞儀をして下さいといわれ、いっしょにきた3歳くらいの
お姉ちゃんが深くお辞儀をしすぎて椅子から落ちて泣きだす場面など
もありました。
○生活相談・・・生活保護のこと・池の工事の事で相談
○議会準備
鹿とハルちゃん

9/18 日

9/17 土

9/16 金

○新聞配達、
○質問準備、今日のサンデージャポンで正木敦と同姓同名のプロジ
ューサーが、最終日に密着取材した物が流されるとのことでテレビを
見ていましたが、11時に斑鳩に行く用事があり見れませんでした。
後から聞いたら2～3分流されたとのこと
○奈良の歌声祭に行ってきました。
長生き節を歌って踊る会で出演しました。楽屋でのリハーサル、舞
台でのリハーサル、本番となかなか本格的で緊張しました。
でも皆で楽しく出来ました。会場の人たちも楽しそうでした。議会の
準備のため途中で帰ったので講評を聞けませんでしたが審査員の先
生にはどのように写ったでしょうか。
帰ってきてからたまっていた疲れがどっと出てダウン。
ぐっすり寝たらまた元気になりました。
質問準備はほぼ出来てきましたが、福祉が悩みの種、余りにも多す
ぎて何を言えばいいのか迷っています。

斑鳩ホールの喫茶店
でカツカレーを食べま
した

男性合唱団が素敵で
す
河合診療所の馬場先
生も出演されています

ページトップへ
ハルちゃんの子守をしながら、一般質問の原稿書き。
ユックリ出来るのは昼寝の間だけ、その間に生活相談の℡。家の片 オムライスを作りまし
付け、食事準備。何かと忙しい・・・
た
民主党の党首選挙で前原氏が管氏と2表差で当選。改憲の積極的
な人だけに危惧。
○議会準備
一般質問の打ち合わせ、関係団体に調査。
打ち合わせが出来るようにするには、質問者側の何を聞きたいの
かの意見を明確にする必要がある。
お休みです
原油高騰の影響を聞いたところ昨年4月から原料が6回値上げして
いるとのこと。企業努力だけではどうにもならないことを痛感する。
○生活相談・・・生活保護の相談
○議会準備、年に1度の一般質問に何を取り上げていくか課題が多
すぎて絞込みが難しい。
○議会運営委員会
○昼休みに県議団で会議
○本日から本会議の開会
○文化後援会、全国の都道府県議会の事務局をされている恐田さん
を呼んで議会改革についてのお話を聞きました。

9/15 木

9/14 水

私は質問として行政が答申や計画をまとめる時に議会の代表を審
議会委員に入れていることで議会の承認を得たかのようになってい
る。
議員が審議会委員に入ることについてどう思うかを聞きました。
全国では議会が審議会の委員を引き上げて参加しない流れになって
いるとのこと。
全議員の学習会でしたので与党の皆さんはどう受け止められたでし
ょうか。
○財政課との打ち合わせ。
郵政のかんぽ、郵貯から奈良県は300億円を借りている事。民間金
融機関よりも長期の借り入れが可能な事が判明しました。
○介護保険の改正について関係機関に影響についての意見を聞き
ました。
○議会準備。郵便局、農協、南都銀行を調査。
郵便局は奈良県に330がある。農協で１２５、南都が８９。郵便局し
かない自治体は野迫川村と上北山村。

玉子焼き、しし唐とじゃ
この甘辛
しゃけアスパラ、ちくわ
こんにゃくの味噌田
楽。いかときゅうりの
酢の物
豆腐、えび、ゴーやの
ちゃんプル

弁当作り，洗濯、リサイクルごみの日で新聞紙、ダンボールなどを分
けて出す。

9/13 火

9/12 月

9/11 日

9/11 土

○県庁に、市町村かと打ち合わせ。
合併に関して、営業にかかる切り替えてつづきの簡素化。選挙の3
ヶ月前に転居した場合の通知が自治体によってまちまちにななってお
り、県の見解を確認、通知は義務になっておらず、自治体サービスの
玉子焼き。焼肉、キャ
範囲、国に対して義務規定にするように要望しているとのこと。
ベツ。ゴーやとちくわと
卵のちゃんプル
○大滝ダムの地すべり対策。県のデーターについて問い合わせ。
微妙な動きは確認されているが、地表の表面温度などの関係で地 かぼちゃ、ごぼうて
ん、こんにゃくの煮物
滑りの影響ではないと言うのが県の意見でした。
梅干、子持ち昆布
○議会運営委員会
○過疎水資源対策特別委員会
過疎地における郵便局の役割について、市町村合併で住民に負担
の無いように。
大滝ダムの地すべり対策工事がプロポザール方式で民間に技術ま
で任せて発注しているが、それを評価するのも民間。
宮城の地震でＰＦＩ方式を取った出来たばかりの体育館の屋根が崩
壊した。このようなことの内容に県としても任せきりでなく、意見や疑
問はそのつど伝えるべき。また問題がおきて県にその付けだけ回さ
れたらたったものではない。
○王寺民報原稿
○田原本町議会議員選挙出発式。吉田かつのりさんの応援に。
地域を宣伝で回っているとシルバーの人が休憩中。挨拶にこられ、
国保が35％も値上げで共産党に期待が寄せられる。
カツカレーを食べまし
○大宇陀町役場で生活保護の申請に同席
た
○アニマルパークの実情を聞きに行く
きみごろもをかおうとおもっていたらお店が休みで残念
○過疎の委員会の準備
○五位堂駅前早朝宣伝、候補者と一緒に選挙結果の報告と決意を
述べる。投票日の翌日は入れていただいた方が良く分かる。
○朝から県庁に。厚生委員会で癌の放射線治療の専門医が少ない
問題、欧米に比べて、放射線治療が日本は少ない問題を取り上げ
る。
○県立なら病院のカルテが各課管理になっており改善見通しを質
問。
医大で電子カルテを導入ご県立病院で順次実施していくとのこと。
○福祉のまちづくり条例で歩道の傾斜が８％から５％の変更されてい
る事を確認する。
王寺町の橋は車道が９％歩道が７．８％。こんな危険な構造物を人
ひじきご飯
の利用が多い駅前に作るべきでないと意見を述べる。
梅干、子持ち昆布、玉
子焼き、おくら、ししゃ
昨日の選挙疲れで私ともう1人の田中議員だけ質問する
も、鳥
○各派連絡会で、3人から代表質問が出来るかどうかの各派の意見 からあげ
が求められる自民が難色。
自民党は改革の党ですからねというと、場がなごんで私に勝負あ やっと元の暮らしに戻
りました
り、１っポンの掛け声も・・・どうなる事やら。
○過疎地の郵便局に℡。実情を教えていただく。小包はとりに行くと
のこと、配達をかねて高齢者の声かけも行なっている。7割ぐらいの
世帯が対象。新聞も郵便物として配達。本当に国民は郵政民営化に
賛成したのか。郵便局は過疎地にとってなくてはならないライフライ
ン。
○朝1番に投票
町内の掃除。
○℡掛、母を送りながら京都で行なわれた国民融合全国会議の幹事
会に出席。
○20億事件の経過報告をして大急ぎで戻り、また電話掛け。
○事務所の片付け、開票を持つ。
自民の圧勝、共産党9議席を守り抜く。正木敦も前回より5000票の
上積み。18000票を獲得、応援いただいた方々に感謝。
ページトップへ
○今日で選挙も最後となる。電話帳をみて声を掛け忘れてるところに
でんわ。がんばってと力強い応援。
生活相談をしたところにお願いの℡。分かっています。こんなときに
お返しをしなくては、知り合いにも言っていますと・・・ありがたい。
○候補者昼休みの間、候補者カーに乗り込む。

街の雰囲気が暖かい、確かな野党の訴えが広がってきたのか、投票
に結びつくようもうひとがんばり。

9/9 金

9/8 木

9/7 水

9/6 火

9/5 月

9/4 日

9/3 土

9/2 金

○生活相談2件
○県庁へ、厚生委員会の打ち合わせ議案の説明を受ける
○エコ真美にて宣伝
共産党の宣伝が名物になってきて、なじみの中学生達ががんばれ
よと声を掛けてくれる。
もう投票に行ってきましたよといってくれる人も
○田原本町演説会
今回最後の演説会 町会議員選挙を控え、話に真剣にうなずいて
聞いてくれる
久しぶりに高校時代の友人から℡、同窓会名簿を悪用されないかと
心配している。どのように利用されるかはわからないが、何かの勧誘
に使われても判断は自分と私の思いを伝えました。
○演説会のお誘い、宣伝
○厚生委員会の準備
○高田市、広陵町で演説会広陵町は地元で過去最高に。
ももパパが泊まりに来ました。明日は検診のため帰省ですハルちゃ
んがもんも、もんもと可愛がっていたので 寂しがるかと心配です。
○五位堂駅早朝宣伝、自民党と一緒になる。自民のビラを受け取る
人は共産党のビラも受け取ってくれる。選挙ムードで効果抜群
○明日の演説会の呼び込み電話掛け。
○エコ真美で宣伝
○よるは、葛城,市、御所市の演説会何処も満員
○王寺駅早朝宣伝 小泉改革の行き着く先は憲法を変えて大増税と
大軍拡の道、確かな野党が必要ですと大きな声で宣伝、私がビラを
まいているのをベンチにすわって見ていた人が近づいて声を掛けてく
れました。 ビラは流れるように配るものですと。実演までしてくれまし
た。
なるほどと関心、ビラまきのやり方を教えていただいたのは初めてで
した。有難うございました。
○朝から県庁に各課の議案説明、医大病院課、人事課
○上牧パチンコ問題の開発申請の許可の情報公開を請求
○演説会のお誘いの電話賭け
○エコール真美で夕刻宣伝、熊のぬいぐるみの憲法9ちゃんも一緒に
ビラまき、9ちゃん人気でビラの受け取りのよかったです。
○王寺町演説会 平和について語られたｎさんのお話がとてもよかっ
たです。
○朝から名古屋に行ってきました。20億事件の相談です。
以前からの約束。選挙中なので変更をと考えましたが選挙の翌日
から議会。今日だけ演説会が無かったため思い切っていって来まし
た。
駅弁を食べました名古
屋三昧
ひ孫をみに母が奈良に来るので名古屋で落ち合い一緒にならに戻 えびフリぁ
ってきました。次女がももちゃんを連れて里帰り。
味噌カツ
家の片付けなどで大忙しです。
ハルちゃんがももちゃんの赤ちゃんのかごがお気に入りで自分の好
きなタオルを持ち込んでかごに寝ていました。
○ラストサンデー夕方の高田駅での街頭演説会のお誘い
○広陵町の後援会の人とエコ真美で宣伝
○高田の街頭演説会。石井郁子さんが応援弁士。
大勢集まると活気ずく
○王寺街頭宣伝
暗くなっているのに出てきて、正木さんが今井さんの息子さんと言う
のをはじめて知りました応援させてもらいますと声を掛けてくれまし
た。
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○朝から候補者カーに乗る事に、葛城市を走る、すれ違う車から反応
が次々に返ってくる。共産党の主張が広がって有権者に届きだしてき
たのかと思う。
炎天下の下で体力勝負、いままで反応の無かったようなところから
もびんびん返ってくる。いつに無く面白い選挙。
○夜は河合町泉台で演説会会場いっぱいの参加
○午前中は事務所に行きました。次々鳴る電話に対応。
○午後から県庁へ
○生活保護のことで相談
同一敷地内で暮らしている母親と障害のある弟のところの収入で、
夫婦が病気なのに生活保護を認めてないのはおかしい。国保も滞納
になっており高額医療も使えない。病院から手術を勧める連絡あるも

病院にかかる医療費も無い状態。
どうしたらいいのか分からない、身体に爆弾を抱えたような状態、不
安が伝わってくる。やり場の無い憤りを感じる。生活保護の再申請を
進める
○議案説明2件
○志位和夫委員長の街頭演説会
近鉄なら駅前が人人で埋まる、2000人が参加。お誘いして始めてき
てくれた方がいい話を聞かせてもらったと2000円カンパをくれる。無理
なお願いをしたかなと思っていたのが誘ってよかったと思う。
○夜は高田で候補者カーで街頭宣伝。演説を聴いて出てきた人が喋
らして欲しいと申しであり。一緒に宣伝カーでお手フリ。共産党に入党
してくれました。

9/1 木

今日から2学期子ども達が夏休みの宿題を抱えて登校していまし
た。
○高田駅で候補者が6時30分から早朝宣伝、私の車にのぼりが積
んであったので駅まで届けに行くと地元議員が宣伝。
いそいで、地元の支部の人に連絡、しばらくすると5人応援に来てく
れました。共産党は地元に根を張っている他党に無い強みをしみじ
みと感じた今朝の出来事でした。
○原稿作成
○2日の志位さんの演説会いのお誘い
○20億の事
ページトップへ

