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12/30 火

12/29 月

12/28 日

●健生会友の会ニュース、カレンダーの配布。
●おせち料理の買い物、毎年行くところで孫を連れて行ったお菓子をもらいました。
●エコマミに行ったらいつもお留守の人が「今仕事帰りです、いつも留守ですみません」といって新聞

代を頂きました。とてもラッキーです。
●広陵町八尾議員と赤旗のお勧め、日曜版が２部増えました、８６周年のDVDを見てくれるひとがい
て２０枚普及しました。
●家の片付け、娘が倉庫の大掃除をしてくれて、いらない物だらけでびっくりです。この時期になると
日々の片付けが大事だなといつも反省しますが、一向に片付けが上手になりません。
●朝寝ていたらハルちゃんが起こしにきてくれました。朝焼けを見たいというので２階のまどから茜色
の空を見ました。朝食の準備もお手伝いしてくれました。娘から北の空に気球が飛んでいるとの連
絡があり、またまどから探して気球を発見しました。空は心が広くなります。
●王寺の幡野議員と赤旗のお勧めに行きました日曜版１部が増えました。生活保護の家庭で王寺
町の年末のもち代が４０００円削減されたということです。毎月学校から徴収金がくるけれど生活保
護で出ているお金よりも１０００円から１５００円は高くなっていることや制服がたかくて２万円もかか
り、かぎ裂きなどになると買ってやれない、難病で療養しているご家庭では夫婦とも国民年金で障害
の子どもさんの障害年金を合わせて何とかやっているが家賃を払うと１０万円くらいしか残らないな
ど、親の介護で仕事を辞めた人など弱者のところにさまざまなしわ寄せが来ていることを実感しまし
た。
●北葛城郡会議 王寺で日刊赤旗１部、河合南口議員と赤旗のお勧め日曜版３部
●香芝候補者問題で話し合い
●赤旗の集金 ２歳の孫を連れて行ったらおやつをもらって大喜びでした。
●日曜版１部拡大、８６周年記念のDVDも継続して普及しています。
●久しぶりに畑に行って来ました。ねぎ、パセリ、水菜を収穫。早速料理に使いました。
ページトップへ
●年末になると掃除片付けさまざまな課題と出来ていないことが目に付きますが体はひとつ、１日は

12/27 土

12/26 金

12/25 木

12/24 水

２４時間と開き直って、一つ一つこなしていくしかありません。
●新聞の集金。派遣の首切り雇用が話題に。特別給付金に批判続出でした。
●母のクリスマスプレゼントを買いにスーパーの衣料品売り場に行ったのですががらがらで全く年末
の気配なし。お店の人も「下の食品売り場は人がいるのにね、こんな状態では困ります。」と言って
いました。
●「私は貝になりたい」の映画を見てきました。戦争とはいかに残酷なものであるのか。上司の命令
で行った行為が処刑の対象になります。
中居君の演技が光っていました。「二等兵は牛や馬と同じです。上司の命令は天皇陛下の命令です
と」アメリカ軍の軍事法廷で述べるのですが「お前は天皇にあったのか」とまわりのアメリカ人が笑う
場面が印象的でした。また、閣下といわれる上司が、都市を焼き尽くし何の罪もない人々を殺したこ
の命令を出した人物を極刑にするべきと、最後に延べて処刑されましたが、人を人とも思わない戦
争。今の時代の派遣の首切りと繋がっています。刑務所での妻子との面会の場面が涙があふれて
きました。
●医師不足問題で自治体病院の定年制を延長することを地域医療連携課長に申し入れ、自治体病
院の医師の年齢構成を調査してもらうよう要請しました。
●新聞の集金、赤旗日刊新聞１部増えました。８６周年記念ビデオの普及を進めています。
●看護師の奨学金問題で、実際に民間病院の奨学金を受けている人２人と面談して県が言うように
奨学金の需要がないのかお話を聞かせていただきました。月５万円の奨学金が、生活費や学費な
ど欠かせないものになっています。１，２年生と話しましたが３年になると実習がハイってアルバイト
が出来なくなり今のアルバイトで何とかまわしている生活が続くのか、不安になりました。
●看護学校では、途中で止める生徒が１割、国家試験で落ちるのが１割、就職して１年で止めるの
が１割とのこと、しかも高校の先生が大阪に近い高校では大阪の学校を薦めているので奈良県にな
かなか看護師が来ないことなどがわかりました。県では看護師の奨学金を大幅に削減して３０数名
分しかないため、奈良県から大阪の看護学校に通っている人まで対象になりません。又２００床以下
の病院ということですが看護学校側では２００床以下の病院で研修の保障が出来るのかという不安
の声もでているそうです。又奨学金の支給時期が半年後になるため最もお金がかかる入学金を収
める問題では間に合いません。最も不足している看護師を政策として増やすためにも奨学金制度は
必要であることを感じました。
●寒い日になって雪がちらついていました。
●香芝の国道の工事が王寺よりの煩雑ではないかとの住民の方の声が寄せられ藤本みやこ議員と
調査をしました。王寺のほうから工事が行われているため、香芝のほうはまだ狭苦しい印象を受け
ましたが、全体計画や進捗状況を調べてみたいと思います。
●豆田さんと緊急経済政策を持って懇談に行って来ました。
●奈良県高等職業訓練所、今後どうなるのか様子を見ながら農業なども重要な分野ではないかとい
う意見を言われていました。私も同じ考えです。
●磯城高校では親の経済状況も反映して４人に１人の子どもたちが学費の免除や減額をしているそ
うです。内定取り消しは今はないそうですが来年の就職を心配しておられました。農業学科では毎
年５００万円の予算で種や苗などを購入し出来たものをうるので６００万円にして県に上納していま
すが。５００万円しか下りてこないとのこと。パティシエ学科が人気のようです。それにしても材料費
がかかりクラブ活動もアルバイトなどで参加できない子どももいるtか。貧困がこんな形で現れていま
す。
●赤旗日刊新聞広陵町で１部増えました。
●県警の不祥事の報告がありました。
●奈良県の緊急雇用用対策本部を作り、代表質問で取り上げた住宅や奈良県の独自雇用など具体
化しています。大いに周りの人に知らせて行きたいと思います。
●中南地区常任会議
●孫たちは枕もとのプレゼントに大喜びでしたが、期待していたものと違っていたので残念そう、娘が
サンタさんの手紙に書いてなかったまたお家にも届けますというと、又くるんだってと興奮していまし
た。
●朝、港に舟が戻ったアナウンスが流れたので、日の出のときにおさかな大すきハル君と浜に行っ

て来ました。太刀魚や、ちいさな河豚、鯵、いわしなどぴちぴちはねていました。０歳から、退院した
ばかりの母まで一緒のため、あちこちによることは出来ませんでしたが旅館でお風呂に入ってゆっく
りしたたびでした。

●相差まで家族旅行にいって来ました。なかなかみんながそろうのが大変で全員集合にはなりませ

んでしたが子どもたちが大喜びでした。次女の夫は大型の車が運転できるのがうれしくて昨日は眠
12/23 火

れなかったそうです。

●県議団会議
●県庁屋上にて新年号の写真撮影。
●学童保育の集いの案内にこられました。シングルマザーで働いているお母さんは保護者会のこと

12/22

月

12/21

日

をするのが出来ないということで学童を使わず２年生の子どもさんが下の子２人の世話をしているな
ど伺いました。
平群では、保育料が２倍になったら利用者が半減したそうです。７０人以上の学童は補助金がなくな
るため，上牧ではくじ引きで入所をきめるとか、又他の自治体では、近くにおじいちゃんおばあちゃん
がいないか、そこの収入も加味して学童の費用をきめているとか、枠が狭いうえに使いにくく、女性
が安心して働ける学童とはまだまだ程遠いような気がします。来年の２月８日、学童保育の集いが
開かれます。たくさんの人に参加していただきたいと思いました。
●生活相談 生活保護について、老人のうつ病について
●県警の事故問題について報告を聞きました。
●河合町の道路問題
●難病疾患センターの問題、片桐高校跡地への移転の検討がされているが、実際患者会などで使
っているので奈良の法蓮庁舎なら利用できるが片桐では不便とのこと。担当課の課長に要望してお
きました。
●娘が孫２人連れて帰ってきました。とてもにぎやかでした。
●ミズママ（友人の愛称です）から来年の干支の牛のぬいぐるみが届きました。ちりめんで作った手

作りの置物を見るたびに新しい年がすぐそこに来ていると感じます。
●部屋の片付け。いつも毎日しておけばよかったと思います。
ページトップへ
●今度からお世話になる母の診療所に紹介状を持っていってきました。
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新日本婦人の会スイトピー班持ち寄り忘年会。とても豪華な食卓となりました。
●王寺駅、労働生活相談会、共産党宣伝。９時から１７時まで分担して行いました。道行く人が気軽
に共産党のパンフレットを受け取ってくれました。女性宣伝も一緒に行ってとてもにぎやかなとりくみ
となりました。
労働相談では育児時間の補償が給与カットの上残業までさせられているとのこと。専門家の方が最
初の契約を確認することが必要とアドバイスをしていました。
●生活相談 医療問題、一人ぐらし高齢者の欝の問題。
●自治会班長会議
●朝から大阪高裁で２０億円の裁判が開かれ参加しました。ヤマトハイミールの破産管財人が決ま
ったようですがまだ公表できないとのこと。土地建物、などの評価について其の資料を求めました。
県がきちんと回収をしていれば県民に損失を与えることはなかったということで、回収の努力をこれ
までしなかったことがどれほどの損失をもたらしたのか、個人の責任の問題を今後具体化していき
ます。１月２９日に予定していた公判は３月１２日１０時３０分です。
●厚生委員会と医大、県立病院の先生方との地域医療対策協議会医師確保、看護師確保、救急、
産婦人科、小児、過疎医療の責任者の先生方との懇談会が開かれました。この間の協議会で問題
点を分析され実際に出来るところから動き出しています。
●一時は１０数人しか残らなかった研修医が４３人になったことや、そうした若手が産科小児科など
困難な分野を望んで頑張ってくれていること、出産は必ず受ける立場で一丸となって頑張っているこ
となど頼もしい状況がある一方、施設の老朽化など一定の資金を投入する必要が起きていることを
実感しました。５時までの予定が５時３０分までになりましたが有意義な懐疑となりました。
●母が退院することになり６時に呼びにいくことになっていましたので大急ぎで天理まで迎えに行っ
て来ました。今回はよく元気で帰れたというおもいです。荷物もいっぱいでした。まずは一安心です。
●河合町の道路問題で資料を要望しておきました。
●明日母が退院のため家中の大掃除を行いました。私も風邪の直りがもうひとつでしたが何とか調
子が戻ってきました。シルバーの方に障子の張替えをお願いしましたが、これまで子どもたちがおも
しろがって穴をあけるので、其のたびにお花やハートの形を切り抜いてあちこちに張っていたのでと
てもにぎやかな障子でした。シルバーの方が「破れにくいのにしておきましょうか」と言ってくれて
久々に穴のないきれいな障子になりました。
●健生会友の会と、理事会との定期協議に参加しました。地域医療が困難な中で患者さんとの結び
つきを深め頑張っている様子が伝わりました。
●体調が思わしくなく、受診。先生がレントゲンを取ってくれましたが心配していた肺のほうはきれい
でした。血液検査はやせたら治りますといわれました。すぐに止めてしまうダイエットですが健康のた
めにやらないといけないと感じました。咳止めをもらって少し楽になったような気がします。
●知事に予算要望、緊急対策を中心に県議団と衆議院予定候補とそろって申し入れを行いました。
知事は「ハローワークはもっと県が行ってもいいのではないか」とか「国保は県でやって応援すること
も考えている、共産党が政権の一翼をになってください」と、殆ど一致できる内容でした。
●河合町の天理王寺船の取り付け道路の問題で地権者が最初にこのような道路を作るので土地を
売って欲しいと言われたという内容と実態が異なっているとのことで、県、高田土木所長一関係者立

お昼に大阪で安くて
おいしいおすし屋さん
で満腹定食８５０円を
食べました、へい、い
らっしゃいと店員さん
も威勢がよくおすしの
新鮮さを盛り上げて
いました

会いで南口河合町議員と今井も同席の上で現場確認を行いました。三つ池の水をためた水槽の壁
が高く立ちはだかり、見通しの悪いカーブで事故の心配が出されているところです。なんらかの改善
が必要であるとの認識で一致しましたが、過去の経過については担当も替わり今後の調査が必要
です。
●王寺民報原稿。
●パソコンが元に戻ってほっとしています。生活の一部になっているのでトラブルが起きるととても不
便です。

●河合診療所友の会
●葛城北業者後援会で「ビデオを見る会」が開かれ豆田さんとともに参加しました。懇談の中で、原
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火

12/15 月

12/14 日

油高騰問題では今年の半年で前年の３倍になった今は下がってきたがそれでも大変です。緊急融
資は１２月１０日までに申し込まないと年内には間に合わないとのこと。銀行で２日遅れたため年内
に間に合わない業者がおられます。靴下の編みたて、１０００デカたのまれても、納品は少しづつ途
中でB級などといって返品などしょっちゅうあること。納期が少し遅れたら値段ががたっと下げられて
しまうという実態が出されました。たとえば、契約したらそれはきちんと買い取ることになっているの
ではないか、との話が出て、靴下産業の遅れていることを実感しました。
●地区委員会の会議
●まだ風邪が直りがけで体調が本調子ではありません。直すことが一番です。
●歯医者さんに行って来ました。咳き込むため応急治療だけしてもらいました。
●河合診療所の生活相談会。特に相談がなく予算要望の内職をさせてもらいました。
●県議団会議で要望のまとめをしました。、とにかく緊急に雇用・営業・社会保障を守ることが重要で
す。
●新日本婦人の会奈良県本部委員の皆さんとと平成21年度奈良県予算要望の懇談をしました。新
婦人でなんといっても強い要望は子どもの医療費の窓口負担をなくすこと、奈良県は小学校入学前
までは無料化となりましたが、いったん窓口で払って後から５００円以上払い戻しになります。これま
で窓口負担なしの自治体もあったのに全県で仕組み統一となると窓口負担ありに退しています。何
とか頑張らないといけないと思いました。
●母の主治医の先生と面談。１９日に退院が出来ることになりました。
●町内会のお掃除
●お見舞い２箇所。チナッチャンをつれてお見舞いに行って来ました、病院に飾ってあったクリスマス
ツリーが気に入ったようです。帰りに売店のお菓子を買ってもらい大喜びでした。
●予算要望のチェック
ページトップへ
●夫と病院に行って来ました、先生とお話させていただき、治ります治しましょうと力強い言葉に心を
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動かされ入院となりました。治らないといわれる病気をみまもっていくことのしんどさに比べれば治る
といっていただきスタートラインに付いた気がします。
●母のお見舞い 元気になってきてそろそろ入院が飽きてきたようです
●来年度の予算要望
●全駅一斉宣伝。五位堂駅で、山田議員と後援会長と一緒に宣伝をしました。
●胃カメラの予約でしたので行ったのですが、咳がひどいと話すと予約取り消しで風邪が治ってから
してもらうことになりました。よかった。
化粧もせずに薬をもらうのに薬局で待っていると、私の顔を見て「選挙のとき入れさせてもらった。頑
張ってや。」と声をかけてくれる人。「小泉さんの頃は共産党がいつもはずされていたけれど今は共
産党に頑張ってもらわないとどうしようもない、頑張ってくださいね。」と声をかけられました。
●天理のシャープの液晶部門の閉鎖のニュースも流れ、本当に大変な年の瀬です。
●議会最終日。中野明美議員が反対討論を行いました。２日前に発言通告を出すとのルールで実
施しましたが、賛成討論はありませんでした。人事案件については、民主が最終日の提案は判断材
料がないとのことで退席となりました。
●議員の文化講演拝聴の機会があり、平城遷都以前の歴史として国立文化財研究機構の田辺征
夫所長の講演を聞きました。
●風邪に悩まされた１２月議会でしたが何とか無事に終わってやれやれです。
●母の見舞い。
●裁判傍聴。
●生活相談。
●道路問題、用地買収の問題。
●厚生委員会。指定管理者の契約３件出てきました。社会福祉相談センターが社会福祉協議会から
あすか美装に変更になります。運営上の問題はないのか質問しました。また橿原公園の飛鳥庭球
城は前回７００万円が半分以下になるため実際に働く人がワーキングプアーのような低賃金や利用
時間が短縮されるなどはないのか質問、いずれもきちんと行うとのことで賛成しました。
●五条山荘の廃止条例は軽費老人ホームは、独居老人が増え高齢者の住宅ニーズが高く必要であ
るので反対しました。
●産科医療補償制度は、出産育児一時金を３万円上げてそれを保険料に回す、通常分娩で脳性ま
ひになった子どもに一人３０００万円支給する制度です。（財）日本医療機能評価機構が管理します
が、掛金が余れば民間保険会社の収益となるというものです。県では県立病院の分娩が保険料分
３万円高くなるため９万円が１２万円になるという議案でした。問題点を指摘して国に改善を求めるよ
う要望して賛成しました
問題点、（１）．３５万円が３８万円位になっても実際の分娩は４０万円以上が半分以上を占め、本人
の承諾なく国は保険料の源資にまわすことは問題ではないか。（２）未熟児や先天性の脳性まひが
外れている。全ての脳性まひに対処すべきだ。（３）発生率が１００万人の出産に８００人と見込んで
いるが、実際は２００人くらいといわれている。保険料が余った場合でも不透明など述べました。
●小児休日夜間診療所が橿原市が行っていますが中南和エリアでは２４時間体制が取れるのはこ
こしかなく、県がもっと財政支援を含め、センター的位置づけをすべきではないかと質問しました。昨
年からは利用者は市外６市内４になっています。年間１３００万円の赤字で前年の受診者数が合わ
せて３０の自治体が分担金を納めていますが、j県は全く支援していないという問題があります。
●地域医療連携化の武末課長は必要であると認識しているとの見解を示しました。
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月

日

●一般質問の最終日でした。
●生活相談
●社会保険料の生活相談１件。会社の経営不振で役員の給与５分の１にカットしたにもかかわらず

社会保険料が以前と同じといわれて納得できないという問題。
●広陵町体育協会５０周年記念式典がかぐや姫ホールで行われました。９時３０分からの予定が来
賓の衆議院議員が遅れたため１５分も送れて始まりました。
●広陵町は体育館やグランドなどスポーツ環境もすばらしく、１６のサークルが立派な成績を収め
て、オリンピックでも４つも金メダルを頂いています。５０年の協会の重みを感じた式典でした。
●厚生委員会の準備。
●風邪でダウンです。
ページトップへ
●診療所で点滴をしてもらいました。疲れていたので看護師さんに起こしてもらうまでぐっすり。どこ
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土
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金

12/4

木
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水

でも寝られるのは特技です。
●母のお見舞いに。
●王寺町にて会議。
●朝から診療所で受診、インフルエンザの検査をしましたがマイナスでした。とても議会にいけそうも
なかったのですが点滴が効いたのか少し元気が出て、田中議員の質問に間に合うように出席できま
した。
●遷都１３００年祭の集客見通しや経済効果が８年前の国のデーターを使い田中議員が現状と合わ
ないのではないかと質問したのに対して田中方式でやってくださいと知事は開き直りの答弁をしてい
ました。世界的に景気が急激に悪化し失業者が増え１３００年祭といっても県民感情と会いません。
とくに財政破綻寸前の実態の庁舎に１３００年のたて幕が掛けられているのを見るととても違和感を
覚えます。
●代表質問、風邪気味で体調がもうひとつでしたが、ここまできたらやるしかないという感じです。心
配は途中で咳き込んで質問が出来なくなってしまうこと。でも少し早口でしたが最後まで通して質問
できました。
●雇用対策や中小企業対策は県の姿勢が変わってきたような感じを受けました。以前は国のことな
ので、とか実態をつかむのは困難とか後ろ向きでしたが、国の結果を使いながらこれは正しく反映さ
れていないと思うということでよくつかんで対応したいとのことでした。
●介護保険は、毎年計画と給付が国６０億も差があって、これまでの積み立ては３０億円にもなって
いることが明らかになりました。私は半分を保険料引き下げに使えば一人４８０５円下げられると、引
き下げにまわすべきと質問。部長は県の調整基金の割合の見直しと検討したいと答弁しました。
●子どもの保険証は奈良県は無保険の子どもは０になりました。
●２０億については荒井知事もなんら以前の柿本知事と認識は変わっていません。倒産したので処
理をしているということでした。回収金額は約１０００万でかわらずです。同和事業の終結てもまだ差
別があるとの認識です。奈良県は人権に名を変えて同じことが続いています。全国大会に１０００万
円の補助金など考えられません。インターネットの差別落書きのためにわざわざ人を貼り付けてチェ
ックしてまたそれを正すような書き込みを行っていますが、私はだれが書いたかもわからないことを
行政がいくらやったとしても限界があり心の仲間ではいることは出来ない、最近では結婚差別があ
ればよく話し合って、分かり合えるそして最近の傾向としては親戚ぐるみで反対した一昔前とはちが
って親戚がもうそんなことを問題にする必要井はないと代わってきている、行政がいつまでも差別と
いうので解決しないと終結を求めました
●母の主治医の先生から病状を話したいとのことで約束していたため病院に。どうも熱っぽいので体
温計で図ると３９・２度に。何とか話を聞いて帰りました。夕方が大変で３９,５度まで熱がでてさすが
の私もダウンです。
●議会の冒頭に山下力議員が２５年の自治功労賞を受賞、川口議長から表彰を受けましたが、他の

議員からは「正規の歴史的瞬間」との声も出ていました。
●代表質問、中村あきら議員 高柳議員、粒谷議員。生駒が２人で質問が重なっていました。
●今日が質問通告日、しっかり提出しました。
●母がいつ退院してもいいといわれたとのことですが、我が家は皆風邪で発熱そろそろ私も仲間入
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火

りのようです。とりあえず人工透析を受けるために近くのクリニックに電話をしました、来てくださいと
のことで施設を見せていただきました。心配していた通院も送迎があることがわかってほっとしてい
ます。又病院との連携も取れていて安心しました。
４日（代表質問の日です）にダウンしないよう今日はとりあえず早く寝ることにいたします
●生活相談１件 入院相談。介護をしていた娘さんが明日手術で、今日受診したときは元気だったの
に急に発熱で入院先を探して欲しいとのこと。インフルエンザが急に広がっています、本当に緊急対
応に困ります。直接医療機関に病状を伝えて欲しいと連絡を取りました。
●前から欲しかった絵本もぐらのバイオリンを買いました。地下のモグラの生活を地上の様子が同
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時
進行。そこに音楽のメロディがついています。音楽が人々の心に怒りや憎しみを抑え安らぎを与え
平
和を奏でることを教えてくらます。絵をじっくり楽しむ絵本です。
●議会運営委員会、本会議。
●長い検討の末、やっと討論が認められるようになりました。宮本議員が決算審査特別委員長報
告
に対する反対討論を行いました。賛成討論は「なし」でした。やっと本会議が議会らしくなってきまし
た。
●代表質問の打ち合わせ。
●東京葛飾区でビラ配布で逮捕された僧侶のかたが控え室を訪問してくれました。
ページトップへ

