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11/30 金 
 

●各派代表者会議
●海外視察問題、政務調査費問題
●議会運営委員会
●精華学園訪問調査　さまざまな場所が老朽化していて改善が必
要、教室等の２回のトイレが使用禁止になっていました。

●桜井市の清掃センター長期管理いたく問題で住民監査請求によっ
て長谷川市長が契約を解除し、今後は新しく誕生した新市長の下で
検討する事にいたったとのこと。

●けいはんなによる民事再生手続きが始まったとの連絡有。
●総合周産期母子医療センター問題で協議
●赤旗の集金

精華学園　屋根にブル
ーシート

昭和４０年代の建物で
す

11/29 木 
 

パソコンの使いすぎのドライアイで眼科受診
●上牧町石丸のり子議員と赤旗のお勧め２人の方が購読してくれるこ
とになりました。
●土庫病院友の会で後期高齢者医療の学習会で講師をさせていただ
きました
　一言しゃべると反応が３つくらい返ってきて、とても楽しい学習会に
なりました。
　後期高齢者では不服申し立てをする機関や手続に触れていないと
指摘を受けました。
店の片付けに帰っていた夫が久しぶりに戻ってきました。
お土産に子どもたちは大喜びでした。

●地区常任会議

11/28 水 
 

●４時３０分起床、議会質問の準備。
母を病院に送りながら県庁に

●過疎水資源対策特別委員会
●郵政民営化問題について
　ユニバーサルサービスが崩壊して金融過疎が起きている実態を知
りました。
　民営化になる前に問題点が多いことを取り上げていましたが、その
当時は担当課もなく答弁者がいないという情況でしたが今回は県でも
担当をきめて対応してくれることになりました。

●過疎医療について、医療計画に過疎医療は書くことが義務付けら
れましたので県の方向を確認しました。
●緑のダム問題について、山林労働者の仕事がない、一方では山が
荒れるなどがあり、今奈良県で緊急に手入れが必要な森林と今回環
境税で樹木の伐採を行い混合林にしているのはどれくらいあるのか
を質問。
　山林労働者は１０１６人、５年前の６割に減少、環境税で伐採してい
る面積は１６％に過ぎないことが明らかになりました。
　治水対策をダムで行ってきたが、混合林にすることで治水力が増え
熊本の球磨川、川辺川流域では１０年から２０年で８０年に一度の洪
水にも対応できるようになるとの研究実践が進んでいることを紹介。
　公的資金を山林労働者の雇用につなげることが、過疎をなくし住み
続け加須湖とともに暮らせる地域になるのではと指摘しました。
　又、県が造った岩井川ダムは作年の８月に本体工事が終わったの
に水がたまらず見通しがはっきりしませんが、すでに１６６億円が使わ
れています。
急いで、母を病院にお迎えに行ってきました。

玉子焼きポテトサラダ
ほうれん草の胡麻和
え四社ものフライ金時
豆。ふりかけ梅干

11/27 火 
 
　大和高田市では地域包括センターは行政が１箇所だけ設置して後
はブランチ（窓口）ということで民間に委託しています。
　今回主任ケアまねの講習にあたって、国は地域包括センター日は
主任ケアマネが必要ということがあって優先的に受講対象になってい
ます。ところが在宅介護支援センターの兼務は受講できないというこ

おでんを食べました



とで本来中心的に困難事例などのケアプランに携わっているケアマ
ネが受講できないということが起きました。
　今回、奈良県では、受講の許可をおろした人に対して、介護認定専
門員の協会からケアマネに対して取り消しの申し立てがおくられるな
ど混乱がおきていました。

●ブランチは包括センターではないのかについて県に問い合わせ包
括センターとブランチとは違うとの返事をもらいました。
　主任ケアマネとは一体なんでしょうか、介護保険の利用を制限させ
ることが至上命令のようになってきているのではないでしょうか。
　２０００年に作られてすでに７年が経過しましたが、この制度がどこ
までつづくのか疑問です。必要な人に必要な介護を、介護の社会化と
いう本来に立ち返る時ではないでしょうか、利用者も、働く人も、家族
も、納得できる制度のすべきではないでしょうか。
●過疎水資源対策とくべつ委員会の打ち合わせ

11/26 月 
 

●県議団会議
●安心してお産が出来るようにする請願の紹介議員になりました。
●生活相談・・・３件、暴行事件・主任ケアマネ研修・子どものこと。

●過疎水資源委員会の打ち合わせ
●１２月議会議案説明を受けました。

●妊婦の救急搬送問題の懇談会の答申が出て説明を聞きました。
●経済戦略の説明を受けました
●２０億弁護団会議

玉子焼き大根こんにゃ
く肉の煮物
柿なます。ピーマンの
おかかあえ
ししゃも。ひじきふりか
け

11/25 日 
 

ソフトテニス大会と思い込んで泉の広場に行ったらもう以前に終わっ
ていました。
●後期高齢者医療の学習会資料の準備
●友の会主催の学習会の講師をしました。参加者は２０名くらいでし
たが、署名を集めてもってきてくれた老人会長さんもいていろいろな
意見が出て面白い学習会でした。
　またまた年金から保険料が天引きされると話したら、役場に口座番
号などゆうたらあかんでという声が上がって大笑いでした。
　７０歳の誕生日を迎えて入院したという人は、翌月からしか老人医
療が使えず、高額医療も８３０００円ぐらいにあがっていてどこからも
帰ってこない。
　また老人医療証と国民健康保険証を両方見せないとだめということ
が知らないままに国保だけで３割払っていた人もいました。
社会保障は申請主義ですから知らないととても損をします。

　京都の娘の家に行ってきました。ももちゃんはもうすぐお姉ちゃんに
なるのでちょっとしっかりした感じです。
　ももちゃんは２才,みっちゃんばあばは５２歳、２歳ももちゃんといっし
ょと喜んでいました。

運転していたら、男前
のふすまやさんの面
白い看板を見つけまし
た

ページトップへ

11/24 土 
 
●広陵町靴下まつりがおこなわれ、会場に行ってきました。
　今年は近隣の商工会も出展していて、お天気もよく、参加者も多い
ように思いました。
　母と一緒に行きましたが、婦人用のスパッツなどよそと比べて半額
で買えると喜んでいました。
　回を重ねるうちに、靴下祭りで家族の靴下は購入するというのが、
毎年の行事になっているところも増えているようです。日本１の靴下
の街が活気付くようにしていきたいと思います。

●日本うたごえ祭典のやまと歌にいってきました。
　鴻池体育館は満員で、とても活気あるものでしたが、出演者が床で
の演奏だっだため後部席からはほとんど見ることが出来ずに残念で
した。
　舞台まで埋め尽くした合奏では紫金草のことを紹介してくれた上海
市役所の若い女性のナレーションがすばらし、く印象に残りました。
　南京大虐殺で南京の市民は日本に良い感情を持っていませんでし
たが、日本の紫金草合唱団の南京での公演で見方が変わり、日中の
平和の友好が進んでいることを紹介してくれました。
　木下そんきさんの指揮によるアコーデオンの大合奏は圧巻でした。
昔、中学の入学式でブラスバンドの演奏を聴いてブラスバンドに入部
したときのような感動を思い出しました。
　奈良でこんな素敵なうたごえ祭典が、開かれたことを本当にうれしく
思います。

靴下祭りたけとり公園
にて

大合唱



龍の踊り見事でした

11/23 金 
 

借りている畑のみかん狩りをしてきました、カリンもたくさんおちてい
て、かりんのはちみつ漬けをしました。
●河合町の支部でサティ前で国保引き下げ署名を行いました。
　後期高齢者の署名も一緒に行いましたが、後期高齢者だけ書いて
くれました。

●上牧町支部総会に行きました。町の財政難で予算編成も困難な情
況です。桜ヶ丘体育館の売却問題で住民から反対の署名が１４００名
で提出されたことが新聞に報道されました。

馬場元町議　南口よし
え議員、今井、桑原支
部長、宣伝グッズもに
ぎやかに

11/22 木 
 

  母を迎えに京都まで行ってきました。
行楽シーズンで京都駅は人があふれていました。

●中南和地区常任会議

消費税を社会福祉税にするとの見出しが新聞に載っていました。
もともと福祉のためにと言って導入したはずではなかったのでしょう
か。
そんなごまかしが通用するとでも思っているのでしょうか みっちゃんの宅急便 

11/21 水 
 

●鹿児島県議会を視察
　議員の政策提案で過疎地医療についてのまとめを知事に提出して
いました。
　議会棟が新しくて、委員会ごとの部屋があり、委員会は朝１０時から
夕方まで丸１日掛けて行うそうです。
　政務調査費の問題では検討会を作って、領収書をつけることや用
途についても適正なものと精査してまとめたとのことです。
　奈良県でも政務調査費改正委員会が出来ましたので、今後の参考
にさせていただきたいと思います。
　海外研修は予算は付きましたが、住民の反対の声があり結局執行
していないとのことでした宮崎県議会でも同様です。
　政務調査費の領収書添付は時の流れになっています。
議会図書室の議員の利用が奈良県と比べ物にならないくらい活用さ
れています。

どこでも地方分権の中で政策提案していく議会のレベルアップが求め
られています。奈良県ももっと学ぶべきだと思いました。

桜島が噴火もほとんどなく晴天でとても美しい姿を見せてくれました。

葛城北民商との懇談会、業者の仕事が減っていて、行政の仕事や発
注をもっと地元業者にしてほしいという切実な声が寄せられました。 

共産党の松崎真琴議
員の座席

鹿児島県議会

桜島がとてもきれいで
した

11/20 火 
 
今日から議会運営委員会の視察です

●宮崎県議会を視察
　空港に着くと東国原知事のお出迎え等身大の写真が出迎えです。
今、宮崎でもっとも観光客がおとづれるのが県庁とのこと。
　知事を見たいのがあって、傍聴席はいつもいっぱいだそうです。
宮崎は一問一答方式が導入され従来の一括質問など選択制ですが
８～９割は１問１答を選んでいる様です。

　そのため質問の場所も一番前の知事に近いところの空席を利用し
ています。打ち合わせが短くなっているそうです。
　県内視察が頻繁にされているようです。奈良県ももっと県内の実情
を議員がつかむ必要を感じました。

　宮崎の周産期ネットワークの資料をもらいました。
　新生児の死亡が４７位だった県が３箇所の周産期センターを軸にし
て、開業医で困難な事例があれば医師が付き添って周産期センター

東国原知事が空港に
お出迎え

１問１答の質問席



に一緒に出かける。
　妊婦を搬送できない場合はセンターから医師が出向いて一緒に分
娩を支援する。
　集中治療ベッドがが満床のときは症状が軽くなった子どもから１次
医療機関に戻して、ベットを確保して命を助けるなどの結果。死亡率
が激減して全国でも１,２を争うまでになっています。
　みやげ物にも、町のあちこちにも、知事が登場して元気な宮崎をア
ピールしていました。 知事の座席に座って

きました。

11/19 月

●寒い朝になりました、佐味田駅前早朝宣伝
　久しぶりに２人のまごに絵本を読んであげました。ひざに入ってきて
本当にかわいいなと思います。
●上牧の桜ヶ丘体育館売却問題で、万一なくなったら避難場所や日
常の活用が出来なくなって不便になるとのこと
西和養護の体育館の地元開放問題で相談有、県に問い合わせ。こ
れまでも学校施設の開放は行っており、可能性はあるとのこと。

●桜井のクリーンセンターの管理費問題で相談有
●周産期署名の紹介議員の要請がありました。
●各種団体との要求懇談会　県民の暮らしの実態を改めて実感しま
した。

共催会館やまとにて
各種団体との要求懇
談会
左から二人目が私で
す
まめだ義則衆議院比
例、３区予定候補も参
加

11/18 日 
 

　今日は母の実家の法要で、母は参加をあきらめていましたが、兄弟
や親戚に人に合わせてやりたいとの想いでいろいろな用事を調整さ
せてもらて帰省してきました。
　閉店の広告が入ったということで昔の家の工事をさせてもらったとい
う人が買いに来てくれました。
　１００年続いたため、「寂しくなるね」という人や「いままでお蒲団はこ
ちらで作ってもらったのに、不便になるね」といってくれたり、本当に多
くの方々が支えてくださっていたことを感じました。
今ならとてもお買い得です、御用の方はぜひどうぞ

０５３８－４２－２５０６　”わしづや寝具店”です
夫に後を頼んで、私だけ帰ってきました。

ページトップへ

11/17 土 
 

　お客さんが見事です,同じ商店街の、別のお店の人が、お客さんの
買った荷物を持ってきてくれました。
　８６歳のおばあさん。今度はうちの家でお買い物です。その前に自
分で買ってきたお菓子をこれ食べて頂戴と持ってきてくれました。
　自転車にいっぱい乗せて家まで引いて変えるとか
下水工事を近くでやっているという話を４～５回していきました。
つるし雛に入れる綿が欲しいという人。打ち直しの綿でお蒲団を仕立
てて欲しいという人、蒲団の皮がすれて敗れたので干すのがはずか
しいから側だけ欲しいという人
おてだまのつくりかたを教えてという人
みんなはなしが大好きです。
　地元で平和運動や、共産党でがんばっているおじが袋井病院と掛
川病院が統合する話があり,袋井病院がなくなるととてもこまるからと
署名を取りに来てくれました。８６歳でとても元気です。
●中小企業事業団が公社に変わる際に不良債権が簿外処理和され
ていたとの情報がありました、調査が必要です。

11/16 金 
 

家ではすぐ疲れるのに、お店は母のホームグランドで、次々来る人に
話しをして、がんばっていますが、後で疲れないかと心配でいすにな
んども座らせますが、すぐ立ち上がって接客します。

８月に医者からあと３ヶ月といわれたのがうそのようです。
あのまま入院していたら今どうなっていたかわかりません。
限られた命なら出来るだけ希望道理にさせてやりたいと思います。
　駅前再開発でヤオハンとメインに整備した駅前道理ですがヤオハン
が倒産して今では人通りも減りシャッターのお店や空き店舗が目立つ
ようになってきました。そんな中で父亡き後２０年間一人でお店を経営
してきました。
　お店というより地域のお年寄りのサロンのようなところです。
みんながいろんなことを話しながらはぎれで小物を作ったり。野菜と
物々交換したり。
たくさんの人が、元気になって又戻ってきてねといってくれます
●みっちゃんの宅急便の原稿確認

11/15 木 
 
母が病気になり実家の店をそのままにして奈良に引き取ったため、店
の商品もそのままでどうしようもなく、年内で閉店するため片付けに帰
省。



お墓参りをしてから家に着くなり、いつも締まっているシャッターがあ
いたので、母が帰ってきたことを知った近所の人や、お客さんが着てく
れました。

11/14 水 
 

●五位堂駅早朝宣伝　
　いよいよ風が吹いてきましたねと激励されました。
●奈良県に小児母子保健センターの建設を求める会が県に申し入れ
を行いました、宮本議員田中議員とともに同席しました。
　県ではこれまで県外搬送が４０パーセントでしたが平成１８年は２５
パーセントになり、後方支援ベットの数がどれくらい必要か再検討をし
ているとのこと。
　２５％を受け入れが増えたとは単純に喜べない。その影には大淀産
婦死亡事故などがあり入りクスの妊婦が他府県で出産するなども良く
見ておく必要があるのではないかと意見を伝えておきました。

●検察官審査委員制度について葛城法務局に問い合わせました。
●フェブリノゲン問題で相談有、県の相談制度を紹介しました。

11/13 火 
 

●河合診療所生活相談会
　前回のときに訪問販売でマッサージ器を６０万円で購入させられ毎
月１５０００円払っているという相談があり訪問、明日診療所の事務長
と相談に行くことになったとのこと。
●国保の署名をお願いしました、家に持ちかえってくれる人もおりまし
た。窓口負担がこたえているようです。
●桜井の清掃センターの長期管理費の委託問題で住民監査請求が
行われたことが、朝日新聞で報道されていました。
●北葛城郡ブロック会議

11/12 月 
 

●調査依頼
●地方議員団会議　農業問題について学習をしました。
　農協の問題、単一農協は全国医で奈良県と沖縄だけだということで
す、今自民党の農業政策が行き詰まり、先の選挙では自民党に見放
された農民が反乱を起こしました。
　又、新たな政策では除菌脳性が復活するのではないかといわれて
いました。
これまで規格化された農業が行われてきたがもっと自然を大切にす
る農業切り替えていくことが本来の姿に戻るのではないか、さまざま
なアトピー癌の多発など食に大いに関係があるといわれていました。
　そこの土地に合った作物を育てることが大切とのこと深いお話を伺
いました。
●新谷議員のお父さんのお通夜に参列　９４歳
山添村まで行ってきました。ご冥福をお祈りいたします
●養護教諭問題でメールを頂きました
８５歳のご主人が癌になり８０歳の地方の妻を殺すという悲惨な事件
がおきました
介護保険は何のためにつｌくられたのでしょうか。

11/11 日 
 
●葛城北民主商工会共済会旅行
　有馬温泉に行ってきました。見事な紅葉を堪能しました。

、
六甲山森林公園の紅
葉です
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11/10 土 
 

反貧困のネットワークによる共催制度が作られることが赤旗に報道さ
れました。、やったーという思いで早速激励メールを遅らせていただき
ました
●後期高齢者医療について学習会　講師
　平尾の公民館で土庫病院友の会が主催で１０人が参加。
こんな制度になることは誰も知らない、今日これなかった人にも資料
を持っていくのでくださいと持ち帰られました。

●香芝の共産党支部、国保をよくする会で宣伝、エコール真美で行い
ました。後期高齢者医療と国保引き下げ運動にたくさんの人がチラシ
を受け取ってくれました。

●県議団会議、すっかり忘れていたら田中美智子議員から今井さん
忘れてないと電話をもらって、大急ぎでならに行きました。
　１２月議会の対策を相談

11/9 金 
 
●各派代表者会議　来年度議会予算について
●議会運営委員会　１２月議会の日程　１２月３日から開会です。
　障害者団体と各派の代表との懇談会が１２月４日開催されることに



なりました。
●日本共産党綱領についての学習会
　日本はアメリカに守られているという一般的な意見はまったく作り上
げられたものであること。世界では、アメリカ軍が基地をおいてもまっ
たく負担していない国がたくさんあることがわかりました。
　又、日本の米軍の駐留部隊は他国への殴りこみ舞台であり日本を
救済するものではないこと。
　金利引下げについても、アメリカと日本の間でアメリカより３％はさ
げることが合意されていることなどわかりました。

●食肉流通センター問題で農林部に説明を受けました
●２０億弁護団会議

すき焼きのたまごとじ
シメジのバターいため
ほうれん草の胡麻和
え
おでん、こんにゃくちく
わ小芋、人参　
きゅうりの額づけ
ごま塩　梅干

11/8 木 
 

●県庁へ
●血液製剤問題で県の担当課に相談、昨日大阪高裁の和解判決が
出て、国の通知が来ると聞いているとのこと。
　県内で使用していた医療機関リストは3年前に公表していますが、
そのほとんどがカルテがないということです。
　これでは国が救済対策を行うときに特定することや因果関係の立証
が困難であると思います。
　来週国の方向を受けて県でも相談窓口体制を確立の方向とのこと
障害児童の受け入れ先の問題で相談、県の教育研究所で個別相談
にのっていただくことになりました。
●産廃問題調査
●子どもの問題
●年金者組合などの全国一斉一揆が行われ、ＪＲなら駅前の集会に
参加挨拶をさせていただきました。
　車ではいつ着くかわからないので昼休み歩いていきました。正倉院
展の関係もありならは観光客がいっぱい、鹿のスケッチをしている人
ゆっくり参加スしている人歩くだけで結ったいする気持ちになるのはな
らの魅力です。
　生活も安心してゆったりおくれるような奈良県にしたいものです。
高齢者のパワーはすごい　知恵がある　つながりがある　暇がある　
この力で要求実現をしていきましょう。
●河合支部会議参加

11/7 水 
 

●五位堂駅前早朝宣伝・・・香芝市の藤本みやこ市会議員と
　知人が神戸でパッチワークとビーズアートの個展をされたので久し
ぶりに出かけてきました。
●生活相談・・・
　フェブリノゲンを使用されたＣ型肝炎の治療を受けている方からの
相談を頂きました。
障害年金問題

11/6 火 
 

●生活相談・・・障害を持った子どもさんの受け容れの学校について
・医療問題について・税金問題について・介護保険について　認定問
題
　ケアマネ講習問題

●地区委員会総会

買い物に行った先で私の顔を見るなり政局どうなりますか？と声をか
け
てくれました。民主党の小沢氏の辞任問題に国民の関心が高まって
い
ます。

ピ
ーマンと肉の炒め物、
ゆで卵、ウインナ、ホタ
テのバターいため、ひ
じき、切干大根、ふり
かけ、沢庵

11/5 月 
 

●後期高齢者医療の学習会のレジ目を作るため、いつもより早く県庁
に
出かけました
●県議団会議

●王寺町で後期高齢者医療の学習会　老人会などに呼びかけをさせ
て
いただいていましたが、会場がいっぱいになってよくわかった、こんな
制
度を作らないようにがんばって欲しい、財政赤字を亡くすのはどうした
ら
いいのか、小沢さんが辞意表明してこれからどうなるのかなどさまざ
ま
な質問が出され、予定に時間いっぱいまで充実した学集会となりまし
た

●県委員会総会

後期高齢者医療の学
習会

11/4 日 



 
●今日は農業の視察に行ってきました
　山添村の奥谷議員の案内で村内の農地を見学。農地で使っていな
い
率が最も高いのが山添村とのことでした。
　地元の方々が草刈にでていて。昔はきれいだったと。セイタカアワダ
チソウとススキでおおわれた段々畑をみながら言っていました。
お昼は五月橋の近くのペンションで850円のランチ、自然の中でゆっく
り
食事をさせていただきました。
　アーチストで画家で音楽家がオーナーのお店はあちこちに絵がか
けら
れオブジェがありアトリエのような空間でした。
　伊賀の自然農法をされているところにも伺いました.。共同で荒れた
田
畑を耕し、今ではとてもきれいな段々畑に近くの保育園の田んぼにな
っ
ていてもち米を作り、お正月のころには餅つきにも行くとのこと、パイ
ロッ
ト事業で大規模に開発されたところですが、後継者問題で大変なよう
で
す。
　別の田んぼは歩くとふかふかの土で農薬も肥料も使わずにいろい
ろ
な野菜を作っていました。大きな万願寺のピーマンのような野菜をも
ぎ
取ってくれたのでかじってみたら甘くてジューシーな味にびっくりしまし
た。
大自然に囲まれていることが実感できる場所でした。

ふかふかの土でした

伊賀の農園
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11/3 土 
 

静岡から従兄弟が母のお見舞いをかねてならに来ました。
馬見丘陵公園、世界遺産法隆寺を案内しました。
普段見ることが出来ない秘宝展が開かれていました。
次女も百ちゃんをつれて、親戚の人に会うために帰ってきました。
孫が3人集るととてもにぎやかです。
●生活相談・・・研修問題について

世界遺産法隆寺

11/2 金 
 

●県庁当番日
デイサービスセンターの件
各派代表者会議　政務調査費問題について
●第1回政務調査費改正委員会
　政務調査費を公開することは全国的な当然の流れとなっており、県
議
会においても、現行のやり方を改めて検討して行くたっめに超党派に
よ
る委員会が出来ました。
日本共産党会派の代表として参加することになりました。
安心安全まちづくり対策室が出来ることになりました
●融資返済問題について交渉

11/1 木
 

横浜の山下公園に近くに泊まり、朝から散策に。ラジオ体操をやって
いたので一緒に参加してきました。

●赤い靴の歌碑、かもめの水兵さんの歌碑、氷川丸などを見ました
神奈川県の県民サポートセンターのＮＰOセンターを視察。
公設公営でさまざまな支援が行われていました。
　公的責任を持つことで自主的ボランテアを支援して施策に取り入
れることも又公的施策をＮＰOで行うことも共同することも出来るとの
こと。
　年間40万人が利用されています。災害時のボランテアも日常的に
組織されているそうです。
3日間しっかり学ばせていただきました。
京都のあたりで雨が降ってきました、急に寒くなりました

神奈川県立県民サ
ービスセンター

山下公園の赤い靴
の像
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