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3/31 月 
 

●県庁へ政治資金報告書の届出
●生活相談・・・・・生活保護について
●調査依頼　議会の討論について　
●20億問題。差し押さえされている自宅が３月１０日に転売。購入者
は同じ住所の株式会社○○油脂。県税事務者は３月１９日差し押さ
え。形式的としか思われない。
商工労働部に問い合わせ。税務関係のことでわからないとのこと。

●平尾の高田川の堤防にのぼる道が１本しかなく曲がりにくいとのこ
と、もう１本つけて欲しいと、高田土木に申し入れ、町の設置する部分
となり県の許可が必要になるとのことでした。
●議会事務局の谷口局長が定年退職となり、議会棟で職員のお別れ
の儀式をやっていたので一緒に参加させていただきました。
　ご挨拶の中で入った頃の40年前の県庁は新しく、県庁とともに歩ん
できたこと。最後に議会で働けたことは又有意義だった。県議会の発
展に事務局の職員は欠かせない存在ますます奈良県が発展するよ
うにとの退任の挨拶を聞かせていただきました。
たまたま帰ろうとしたときでしたので、いい瞬間に出会えてよかったで
す

●広陵町新聞のお勧め、日刊新聞２部、日曜版５部増えました。

退院後初めてハナちゃんとご対面。台所でビニールのお風呂に入れ
られて気持ちよさそうにしていました

3/30 日 
 

●広陵町宣伝。
雨の中で傘をさしながらの宣伝です。乾燥していないので、演説する
にはとても楽です
●赤旗新聞のお勧め、３部増えました。
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3/29 土 
 

●八尾さんと赤旗のお勧め
昨日の演説会に参加いただいた方にご挨拶

●広陵町宣伝、
●新聞の集金
●要望していた水つきのところが改善しました。

3/28 金 
 

●赤旗新聞のお勧め、６部増えました。
　いろいろなところで支援していただいていることに改めて感謝いたし
ます。
　ある方は手術して退院されたばかりでしたが、何もあわてなかった、
もうだめだと覚悟が決まっていた。そうなると家族のことも忘れて自分
のことを考えた。人生には主役になるときが２回ある。生まれるときと
死ぬとき。麻酔が切れて声が聞こえたとき、まだ命があったと思ったと
のこと。経験者しかわからない含蓄のある言葉。いろいろな方との出
会いが楽しみです。
●新聞の集金
●町政報告会
　個人のお宅をお借りして、ご近所の方々が集ってくださいました。
●後期高齢者医療の学習会２０名参加

3/27 木 
 
●広陵町支援・・・赤旗のお勧め３部増えました

●後期高齢者学習会　１４名参加



　参加者の方々が、説明を聞いてから開口１番「結局、年寄りは早く
死ねということでんな」と感想がかえって来ました。
　肥料が６月から値上げになるなど物価が高い話がたくさん出てきま
した。ガソリンどうなりますやろ。なんでこんなことになったのかとのこ
え。長年がんばってきた方々が、報われるまっとうな政治に変えなくて
はと実感しました。

3/26 水 
 

●箸尾駅前早朝宣伝
●八尾春雄さん寺前議員と宣伝。他党の方も一緒でした。
　寺前議員が引退とのことでずっと支持してきたという人から声をか
けていただきました。

　葛城川の堤防の桜が咲き始めていました。母を病院に送ってから
県庁へ
●退職される方にご挨拶。60歳からの年金があまりにも少なくてびっく
りしたといわれていました
●国保をよくする会の県への申し入れに５人の県議団そろって同席し
申し入れを行いました。署名が４万筆を越えました。
　この取り組みの中で国保料を下げた自治体もあることがわかりまし
た。奈良市では年度の最初から値上げ巾を抑えるために一般会計か
ら２億円を投入しました。広陵町では据え置きとなりました。
　よくする会から西宮では所得の２割を超える保険料を減免する制度
を作ったことが紹介され、県は検討する事を約束しました。

　帰りに娘の病院にお見舞い、今日始めてももちゃんが赤ちゃんとご
対面でした。最初はかわいいと喜んでいましたが、おっぱいを飲ませ
るときになって。ももちゃんも抱っこしてとちょっと甘えが出てきました。
これからが大変です。

　お昼に東大寺の門前
に出来たお店に見学か
ねて食事に言ってきまし
た。大和野菜も手ごろな
価格で販売されていまし
た。
氷見神社の桜がきれい
でした。

3/25 火 
 

高田川の堤防の桜が開きだしました
●昨日の受診が効いて、今日は花粉症に苦しむことなく宣伝が出来
ました。
　保育所の卒園式をやっていました。フォーマルスーツのお母さんとう
れしそうな子どもたち。見ているだけで幸せな気持ちになります。
　宣伝していたら昔辻先生が当選したころに応援していたという方に
会いました。共産党が今日あるその影にはたくさんの方々の応援が
あったことを改めて実感させられました。
●山田みつよさんと宣伝
県庁の人事異動が発表されました。お世話になった方々がたくさん退
職です。皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします
●生活相談・・・・・犯罪被害者問題

3/24 月 
 

県議会最終日
●各派代表者会議
●議会運営委員会
●本会議
　議案提案権を使って国保引き下げの組み替え動議。２６億円の福
祉予算を増やす動議を提出しました。
　共産党だけが賛成。あとの議員は反対で否決となりました。

　沖縄の米軍の犯罪に対する意見書が可決。公明党だけ退席しまし
た。
娘のお見舞いに，赤ちゃんの顔が生まれたての時と比べ少ししっかり
してきました。お乳を飲んでいるときが安心しきっているようです。

　花粉症で鼻がつまり、演説できそうも無いので診療所で診察して薬
を頂きました。

3/23 日 

 

●午前中は１０時から八尾春雄さんの事務所開き、午後は３時から山
田みつよさんの事務所開きでした。
　それぞれ沢山来ていただいて、元気な事務所開きになりました。
●宣伝４箇所
　花粉症とかぜとで大変です
　お通夜に参列、広陵町の町会議員さんがお亡くなりになりました。
６５歳、ご冥福をお祈りいたします。
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3/22 土 
 
　夜中の１２時過ぎに次女が女の子を出産したとの電話が娘婿から
入りました。
　１時間くらい前に入院したと電話がありましたので、今夜中だろうと
予想はしていたものの、あまりの速さにびっくり。直前の検診で男の
子と聞いていて男の子用の産着を買っていましたが女の子でした。
　次女のときも男の子といわれていて女の子でしたので、あまりあて
にはなりませんが。朝になって見に行こうと思いましたが眠れないの
で産院まで行ってきました。処置が終わって部屋に戻るときでしたが、



すたすた元気に歩いていてあまりの安産にびっくりです。
●広陵町選挙対策会議
●八尾さんと新聞のお勧め３部増えました。
●午後から宣伝

はじめまして
４人目の孫です

3/21 金 
 

●山田さんと赤旗のお勧め。１部増えました
●県庁の当番日
●生活相談５件　
住宅問題。犯罪被害者問題、、生活保護について、
施設問題　、労働問題
●新聞が増えました
●県議団会議

3/20 木 
 

●広陵町政報告会

 
　雨にもかかわらず朝から会場いっぱいの人が駆けつけてください
ました。広陵町の共産党の伝統を受け継ぎ、みんなで力を合わせれ
ば鬼に金棒です。私がとっさに思いついたのは鬼金選挙です。
定数１４人で２議席となれば議席占有率が１４．２％
県会にたとえると６.２人になります。大きな力です。
 後任がなかなか決まらず、ご心配をおかけしましたが、これでスター
トラインに付きました。

●上牧民報原稿依頼
●要望書作成
●王寺民報原稿
●生活相談・・・・・生活保護について

がんばりましょう

3/17 水 
 

●五位堂駅前早朝宣伝
　やつお春雄さんと宣伝。民主党が連合の人と一緒に来ていました。
このシーズンにティッシュを配るのは効果がありようです
●打ち合わせ会議

母の病院の付き添いで天理よろず病院に，診察までのあいだ県庁へ
●生活保護の移送費の切捨て問題で調査
●小池晃事務所に連絡、本日全国と生活と健康を守る会が厚生労働
省交渉とのこと
●山田みつよさんと宣伝
●候補者会議に参加

3/18 火 
 

●広陵町宣伝・挨拶
●後期高齢者学習会
　河合診療所にて、すでに河合町では後期高齢者の保険証が届いて
いるとのこと。カードサイズで。すぐなくしてしまうのではないかといっ
ていました。
お通夜、高取まで行ってきました。９１歳

玉子焼き、ししゃも
ほうれん草の胡麻和え
煮豆、鳥のみそ焼き、プ
チトマト

3/17 月 
 
●大阪高等裁判所にて、第５回「２０億円ヤマトハイミール怠る事実の
確認」裁判が開かれ傍聴に行きました。
　倒産したとされているハイミールがいまだに食肉センターの残渣の
運搬を続けており、今回県側、ハイミール側から文章が提出されまし
た。
　県としてはやるべきことは全てやっているとの主張ですが、保証人
の関係がまだ不明な部分があるとのこと。また住民側は、破産の手
続きを行い全容解明を行うべき、２０億の返済が出来ないときには個
人責任をどうするのかその点をはっきりさせてほしいと主張しました。



　次回裁判は５月１３日、その後７月２４日１時３０分も裁判の予定に
なりました。
●生活相談・・・・・１件

3/16 日 
 

●広陵町宣伝２１箇所
宣伝日和となりました。がんばってくださいと激励されました。
●生活相談・・・・・１件
　今日はハルちゃんの４歳の誕生日。この４年間あっという間のような
気がします、妹がかたことでハッピバースデイハルと歌ってくれまし
た。

　大好きな恐竜に囲まれてハイポーズ

お母さんの手作りケー
キ４歳のお誕生日です。
いろいろなことがあった
４年間。おかげでとても
幸せをもらいました
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3/15 土 
 

●広陵町宣伝２２箇所
　とてもよいお天気で中学校の卒業式が行われていました。
公園にたくさん人が出ていました。日焼け止めが必要です。
広陵町は公園がたくさんあってとてもいいところだと実感しました。

3/14 金 
 

●生活相談・・・・・下水道のふたが老朽化して悪臭がするとのことで
役場の担当の方と現地を見てもらいました。
　町が敷設したところでコンクリートのふたが壊れていました。
●原稿作成
●友の会ニュースの配達

3/13 木 
 
春らしい日となりました。
●広陵町赤旗新聞のお勧め　２部増えました。
　購読していただいた方は、寺前議員が引退することを伝えると最初
のころは共産党というとまだまだ差別される時代、家族も大変だった
と思う。自分も正しいと思ったことを貫こうと思うと家族がいると筋を通
すことが出来ない。それは立派なこと。山田みつよさんにもがんばっ
て欲しいと激励されました。

　広陵町は共産党が議席を得てから5７年の歴史があります。
　朝鮮戦争の真っ只中1951年旧箸尾町で松田留男氏が無投票で当
選を果たしました、その後1955年に３町村、馬見町、瀬南村、百済村
が合併して広陵町が誕生します。
　松田さんが３期９年１ヶ月勤め、その後1968年羽根田一郎さんに引
き継がれます。羽根田さんは今の真美ヶ丘ニュータウンの開発から
古墳を守るために広陵古文化会を作って町中に古墳の公園を残す
のに尽力した人です。
　寺前議員が1976年町役場の職員を退職して議員に初当選28歳の
ときでした。以後今日まで住民こそ主人公を貫き通してきました。
　1986年補欠選挙で西谷はる美さんが定数１を勝ち抜いて初当選。
 やっと複数議席の誕生です。一人から２人になるのにここまでくるの
に35年の歳月がかかりました。
 1992年の選挙では地元で子どもたちのために地道な活動を続けてき
た松野悦子さんが議員となり定数１６議席中３名の共産党議員団が
誕生しました。
 西谷議員は健康上の理由で片岡福美さんに交代することになりまし
た。
 2000年の選挙で３議席を獲得しました。清掃センター移転など自治
会の方々とがんばってこられた片岡さんが2004年の選挙には出馬し
ないことになり、寺前議員と松野議員の２議席に。町づくりや、子ども
の医療費小学校入学まで拡大、学童保育の６年まで拡大など、２議
席の力は住民の願い実現に大きな役割を果たしました。今回松野さ
んも引退して八尾春雄さんと交代です。
 定数が14に減った厳しい選挙になります。次々にバトンが渡されても
日本共産党の議席は住民の声を届ける議席です。

●３．１３増税反対全国統一行動があって参加しました。
　わたしは挨拶の中で、３，１５治安維持法弾圧事件に触れて弾圧し
ても弾圧しても次から次に生まれてくる共産党に当時の権力が手を
焼いていたこと、又検挙した中に現職の軍人が31人も含まれていたこ
と。

3.13
重税反対全国統一行動



 それを検挙し裁判に掛ける人は共産党のことを少しくらい知らないと
言葉もわからないため共産党の文献を学習するのですが当時の弾
圧の当事者小山司法大臣がミイラ取りがミイラにならないようにと訓
示されたとのこと。
 思想検事の池田克氏は警察研究という雑誌に日本共産党事件の統
計的研究と題して｛今日行われている思想運動それは社会の内部矛
盾の拡大の過程における必然的産物であって天上より降りくるものご
とく突如として生起したものではない」ということを紹介して。
　日本の経済を大企業から家計に軸足を替えるときがきていること。
　このような取り組みが広がることが暮らしを守ることになると激励し
ました。

3/12 水 
 

●五位堂駅前早朝宣伝八尾はるおさんと山田みつよさんと宣伝。
お天気がよく外にいろいろな方が出ていて聞いてくれました。
　後期高齢者の話をすると医療が制限されるとは聞いていないとびっ
くりしていました。

3/11 火 
 

●議案についての調査

●広陵町役場に母の申告をしに行ってきました

●県議団会議

●中野明美さんが予算委員会にはいって大奮闘

●山田みつよさんと宣伝。寺前議員が永かったために交代することに
なったと発表したことでどんな人かと関心が高まっています。７箇所宣
伝。●平尾の牛乳屋さんのところを渡るところが通学路になっていて、
とても危険という声が寄せられました。

サイドブレーキの掛け忘れには気をつけましょう

3/10 月 
 

●八尾さんと図書館に行くところの交差点で道路が坂になっていて舗
装が砂利になり、それが剥がれているため転倒事故がよく起きるとの
ことで調査。

●議会運営委員会

　政務調査費改正委員会から議員提案で議会に上程することが、報
告されました。

　私は共産党会派から委員として参加しましたが、署名議員になりま
せんでしたのでその理由を述べました。

　政務調査費で使ったものは領収書つけて公表することには賛成で
すしそのために積極的にかかわってきましたが、最終段階で会派５万
円を２万円に委員２５万円を２８万にするという案が自民党から急浮
上してきました。

　議会活動は会派が中心であり、全額会派支給とするべきが共産党
の考えです。

　２２都県では個人分は０で全額会派分となっています。

また会派分が余って、個人分が不足であれば返済すればいいことで
個人に回す必要はありません。そのことの意見を伝えました、

　知事の「他の県から集められた政治的署名」発言では現在検討され
ているとのことでした。

●一般質問最終日

●県議団会議、議案の賛否について５人で振り分けを行いました。

●広陵町選挙対策会議

3/9 日 
 
●拡大地区委員会総会
●宣伝、３月議会の報告に回りました。
　行くところで人がでてきてくれて、後期高齢者でどうなるのか扶養に
入れたほうがいいのか？入れないほうがいいのか？と質問されまし
た。



　ミニ懇談会をもちたいと思います
●浄化槽のふたが老朽化して漆喰で固めていたのが、ほとんどどれ
て、夏場など悪臭がするとのこと。現場を見に行ってきました。
　小石を敷き詰めて舗装してあるところが、小石がはずれがたがたし
ているため自転車の転倒事故が多いとのこと。
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3/8 土 
 

●市町村対抗子ども駅伝大会が、馬見丘陵公園で開かれ開会式に
行って来ました。３５自治体から小学生が参加。
　下市町の６年生が選手宣誓をしましたがとてもフレッシュで青空とと
もにすがすがしい気持ちになりました。
　参加されていない４自治体では子どもがいないのか少し気になりま
した。

●２０億問題
●日本共産党大演説会、県文化会館大ホール、第２会場も使い大盛
況でした。
●広陵町町議選挙もやっと予定候補者２人が決まり壇上で挨拶。
山田みつよさん。私の古い友人です。
　人の心がよくわかりがんばりやさん。業者婦人の立場で山ほどの願
いを持ってがんばります。
八尾春雄さん。広陵町の共産党を支えてきてくれました。
一つ一つしっかりと筋を通して、がんばってくれます。
　この２人が２議席実現できれば広陵町の人々にとってとても頼もし
い力になります。
２人の決意表明を聞いて、がんばらなくてはの決意を新たにしまし
た。

　５３歳になりました、誕生日プレゼントに夫から一升炊きのお釜をも
らいました。家のお釜は５合炊きだったので家族が増えて孫もたくさん
食べるようになると５合では小さくて前から欲しいと思っていたもので
した。
でも、これってプレゼント？

3/7 金 
 

●議会運営委員会
　奥田総務部長に知事の昨日の発言は、不適切ではないかと受け止
めているので真意を聞いて欲しいと要望しておきました。
●各派代表者会議　
　日本共産党が予算の組み替え動議を出す問題で議論。になりまし
た。
議会の規則で認められるものであり、手続きを踏んでいくことで認め
られる方向になりました。
●一般質問
　看護師確保対策。後期高齢者医療、セーフティネット、生活保護と
孤独死対策、食の安全、五位堂駅のエレベーター設置、ヤマトハイミ
ール問題に付いて質問しました。

　これまで看護師を増やせと運動を続けてこられた方も傍聴に来てく
れて前向きな答弁を引き出せたことは良かったと思います。

●生活保護は長年の懸案であった生活保護の栞、ホームページに憲
法２５条に基づく権利であることを記載するこことや、申請用紙を市町
村の窓口に置くことなど約束しました。
●食の安全では１７年前の農薬検査機械など年次切り替えていくと答
弁。
●五位堂駅のエレベーターも近鉄や香芝市に働きかけていくことを約
束。
●ハイミールは裁判中であるとのことで破産申し立てについては答弁
をしませんでした。
全体的には前向きな回答が多かったと思います。

●県議団会議、議案の振り分け

3/6 木 
 
●議会運営委員会
●一般質問
　田中美智子議員が行いました。
　今年度予算県営プールを廃止してその跡にホテルを誘致する。２０
１０年の秋にオープンさせることを掲げ、そのために撤去費用５億円。
　６万人を越える利用者がいるにもかかわらず、何の相談も無くきめ
たやり方に、署名運動が広がっています。
　これに対して知事は、県外の人の名前の入った政治的に集められ
た署名との見解を示しました。
　そもそも請願権は憲法１６条に保障された権利であり、請願法にも



「なんびとも請願をすることによって差別してはならない」とされてお
り、県外であろうと無かろうと存続を願っている人はだれでも請願する
ことが出来ると思います。

3/5 水 
 

●県議会、政務調査費改正委員会第７回が開かれました。
●各派代表者会議
●議会運営委員会
●代表質問
　宮本議員が行いました。議場に緊張感が漂い、パネルを使っての
質問はとても迫力のあるものでした。

3/4 火 
 

母の介護保険の認定調査に来てくれました。
●生活相談・・・子どものこと
●一般質問の準備
●３月８日の演説会のお誘い
●河合町安全安心計画について

3/3 月 
 

●生活相談・・・生活保護について
●広陵町議選、推薦文

●議会の打ち合わせ。
　この間県庁に行っていなかったため質問予定の各課が待っていて
次々に打ち合わせ。
●地区改良事業問題で要請をうけました。

　相変わらずお答えできませんとの話。これまでお答えできないこと
ばかり質問してきましたので出来ないなら出来ないという答えで結構
ですと言って譲りませんでした。
打ち合わせ段階がとても重要です。
●食肉センターの提言で関係者の意見を聞いてきました。

3/2 日 
 

●県議団会議
　本会議の質問者が３人になるため、内容の調整の会議を行いまし
た。
次女夫婦が帰省、今月の末が予定日で大きなお腹。
甘えん坊のももちゃんがお姉ちゃんになれるか心配です。

●高取町町長選挙の投票日．９時３０ごろに選挙事務所に行き開票を
見守りました。
　４１，９％の得票。高取をよくする会の方々の熱意、それに応えた候
補者の決意、それぞれが調和して支援の輪が広がりました。
　応援してとても気持ちのいい選挙でした。たたかいが楽しくなるとき
たたかいの輪がひろがる。そしてあなたは燃える人々と出会う。
　私の大好きな言葉ですが、たくさんの燃えるすばらしい人との出会
いがありました。

3/1 土 
 

●高取町長選挙の応援に
電話で指示をお願い・・・「県会議員の今井光子です。立候補してい
るのは娘の婿です」と言うと、相手の反応が変わります。最後まで大
混戦。マイクで宣伝しましたが家の中でよく聞いてくれました。
住民が何を選ぶのか。いよいよ明日投票日です。
山田兼三元南光町長が泊り込みで支援に来てくださいました。
良いお話を聞いて考えが変わりました。という方もいました。
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