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●これまで相談にのった人や、お世話になった人に電話で支持のお願い。

6/30 水

もう知り合いに頼んでいます。頑張ってとうれしい返事。
菅さんが消費税の低所得対策で年収を２００万といったり、４００万といったりくるくる変わることにマスコミから
も批判がでています。
●赤旗新聞が４部増えました
●五条市民会館にて演説会
●広陵支部選対会議
●赤旗のお勧めで訪問。家族の病気や入院、事故、それぞれ大変です。拡大には結びつきませんでしたが、

頑張ってくださいと激励されました。
●過疎地の方に電話、老人ホームを近所の人の頼まれて、奈良県の施設の名簿で電話をしたらどこもいっ

ぱいで何百人も待っていた。あと１０年したら村中８０歳以上になってこの村はなくなってしまうのではないか
と言っていました。
政治を前に進めるのか、後戻りさせるか正念場です。皆に言うわと心強い返事が返ってきました。
●御所の演説会。葛公民館の会場がどんどん椅子を足して満席になりました。

6/29 火

6/28 月

病院の院長先生の話。お年寄りが救急がこられて、一命取り留めると家族は有難うございますとお礼を言
ってくれるが、すぐにいつまでもちますか。と聞かれる。
特に胃に穴を開けて、栄養を入れて元気になると介護が長期になるが入れる施設がないなど深刻と・・・
私も比例代理弁士で訴え、なぜ共産党が８８年続いて、民主党鳩山内閣が８ヶ月でつぶれたか。国民が主人
公を貫くところかアメリカや財界に操られているところかに違いがあります。など話しました。
帰りに88年と、８ヶ月良くわかりましたとうれしい感想を行ってくれました。
候補者も元気いっぱいです。演説中ずーと笑顔でしたね人柄が表れていますねとの感想も
皆さんに支えられて元気の後押しをしていただいています。
次女のミキシーで５歳の孫と京都駅に行った時にせんと君にあった時のことが書かれていて思わず笑ってし
まいました。「ももちゃんいっしょに写真とろうか」というと孫いわく。「いやや、頭に鼻くそがついている」とのこ
と。せんと君には失礼ですが、子どもの発想には驚かされます。
●核廃絶署名で協力していただいた団体にお礼と報告の記録を持参しました。
出来れば報告会をさせていただけないかとお願いしてきました。
広陵町にもお礼に行き報告書を渡してきました。町長が不在で秘書課に渡してきました。
●候補者カーに乗って宣伝

6/27 日

河合町、王寺町、予定の演説を終えて最後の５分。８時まで時計を見ながら訴
えさせていただきました。
●比例カーが広陵町に入ってきたので２時から８時まで宣伝
小雨で快適でした。暑いよりもこれくらいのほうがましです。
少し筒雰囲気が出てきました。
ページトップへ
●王寺町のこどもの国保育園の運動会に参加、挨拶をさせていただきました。
●脳外傷友の会第１０回全国大会、２０１０インなら の大会が奈良県文化会館で開催され参加しました。

医大の榊先生が顧問をされておられ、脳外科の医師、患者さんから先生は手術したら終わりだけれどそれ
から先が大変なんですと言われた一言で、顧問をすることになった挨拶されていました。
奈良県の高次脳機能障害の取り組みは脳外傷友の会あすかの地道な努力の中で一歩一歩前進してきまし
た。全国大会を開催されるまでに大変だったと思いますが、その努力に心から拍手を送りたい気持ちです。
当事者の表彰では俳句を作っている人が受賞者の一人でしたが「ふてくされ 缶入りコーヒーのみほして 投
げいるかごに 入れたきわが身」が心に残りました。
6/26 土

障害者自立支援法廃止後の総合福祉法が制定されるかどうか障害の定義をどうするのかが大きな課題で
す。
とてもざっくばらんな感じの東川会長さんの報告は、先日高橋千鶴子さんが演説会に来たときに当事者の
方々がたくさん集って議論するかつてないやり方で行われているといわれていた、その内容を当事者の側か
らの話として聞かせてもらうことが出来、興味深いものでした。
帰りの電車で同じ集会の袋を持っていた人がいたので声をかけたら安堵町の森田議長さんでした。
●河合町赤旗のお勧めで訪問、３部日曜版が増えました。

どこに入れるか迷っているという人。民主党を応援してきたが、民主はおかしいという人。共産党しかないと
思うのになぜ選挙で伸びないのか。など対話が弾みました。
サッカーワールドカップ日本対オランダ戦。後半戦から目が開いて観戦しました。
３対１で勝ちました。思わずヤッターと拍手。各地で観戦の様子が報道されましたが、本来日本人はお祭り好
きなんだと思います。
●そのままおきて早朝宣伝。王寺駅にいってきました。大きな声で通行人の方に支援の呼びかけ。宮本次郎

6/25 金

議員が、五位堂駅に行く途中で、今井さん頑張ってますねと、写真を撮ってくれました。ごまかし政治には負
けられないとの想いが伝わったのか、何人もの人に頑張ってくださいと声をかけられました
●１２時から候補者カーに乗り込んで広陵町、上牧町をまわりました。小雨が降っていて涼しかったのでとて

6/24 木

も気持ちよく宣伝できました。候補者も元気よく頑張っています。地に足着いた実践に基づく話はわかりやす
く、温かい人柄がつたわります。
マスコミの取材で宣伝中に車の上から写真。前を通る車から、結構手を振ってくれました。
有権者の人が、どこに投票すれば政治が変わるのか戸惑っている様子です。
参議院選挙公示。晴天でした
●近鉄大和高田駅前にて出発式を行いました。マスコミもたくさん詰め掛けて注目度抜群です。挨拶をさせて
いただきました。下田駅前、王寺駅前と午前中候補者カーで一緒に廻りました
ライトブルーがイメージカラーです。王寺駅はバスを待っている人も多く、車の上から手を振っていたら自転
車の若者が俺？と言う顔で見たので俺々と手を振って合図したら、元気よく大きく手を振って通り過ぎていき
ました。
王寺で車を降りましたが奈良に行くのに階段を上っていたら、前にいた中学生が消費税論議を始めました。
法定ビラを渡してこれ読んでくれる？と渡して受け取ってくれました。

奈良まで電車異動。県庁で議会と自治体の原稿書き。３時３０分までに完成させようと頑張って何とか完
成。明日が締め切りで一安心。
●市田さんの演説会場に大急ぎで行くと近鉄奈良駅の行基さんのところはひと人･人でぎっしりでした。市田

さんの話は今の国民の疑問に答えるわかりやすいものでした。
いつもはJRですが久しぶりに近鉄で西大寺経由で帰ってきました。西大寺駅がデパ地下のようになってい
て、かにクリームコロッケを買って帰りました。葛城北業者後援会決起集会。
いろいろな意見が出され、国の財政が困難なのにやていけるのか。議員を減らすことはどう考えるのかな
ど応えましたが、もう少しわかりやすく伝える方法を考えたいと思います。
候補者も駆けつけ元気にあいさつ。今がチャンスと会員さんから声が掛かりました。
●五位堂駅前早朝宣伝、
雨のためどうしようかと思いましたが行ってきました。階段の下あたりに人がいたのですが、わたしは車か
ら演説を始めると民主党でした。向こうの方が先に来ていましたので駅の南側に廻ってホームに向けて宣伝
してきました。
●新婦人の会の親子リズムで、核のない世界の署名に協力して頂いたこともあり、NPТ再検討会議の報告

6/23 水

をさせて頂きました。
小学校の時に広島に修学旅行に行ったそうです。子どもが遊んでいる横でどこまで伝わったかわかりませ
んが、こんなことがあったということを知ってもらえてよかったです
明日から選挙のため美容院に、いつ行ったか忘れるくらい久しぶりでした。
・・・・・王寺町生活相談、
社会福祉協議会でリバースもゲージ制度について聞きに行ってきました。まだ活用したことはないそうで
す。
●幡野議員と宣伝３箇所
●上牧町石丸典子議員と宣伝 ８箇所、良く聞いてくれました
私は今有権者の方々に良く考えて欲しいとの思いで訴えています
選挙がもうすぐです。１年前は自民か民主かどちらが政権をとるかが大きな関心でした、弱いものいじめの
自公政治はもういやだという、国民の皆さんの力で政権が変わり鳩山政権が出発しましたが、たった８ヶ月で
退陣しました。
菅総理になりましたが１番最初にしたことはアメリカに電話をして日米合意を守りますとまず、アメリカに忠
誠を尽くしました。消費税１０％で与野党で協議したいと言い出しました。これではせっかく政治を変えたいと
選挙をしたのに自民党政治に戻ってしまったではありませんか。
鳩山政権がなぜ８ヶ月で退陣に追い込まれ、日本共産党がなぜ８８年間も続いているのかそこをよーく考
えてみてください。国民が主人公を貫ける日本共産党と、アメリカや財界にコントロールされる大きな違いで
す。
ひも付き政治ではどこが政権をとっても選挙の時には国民向けの約束をして実際にはアメリカや大企業い
いなりで国民が裏切られる政治が続くのではないでしょうか。普天間に移設は期待をもたせて裏切ってもとの
辺野古になってしまいました。
後期高齢者医療は廃止するといって多くのお年寄りが白内障の手術は後期高齢者医療制度がなくなった
らしてもらおうと待っていたのに、それも出来ませんでした。

6/22 火

日本には憲法という最高法規がありますが、実際は憲法の上に日米安保条約が置かれています。今世界
の流れは、特定の国と軍事同盟を結んでいるのは地球の人口のたった１６％です。圧倒的多数は紛争は話
し合いで解決しようという友好条約が本流です。
日本共産党の志i位委員長はアメリカに行き、核兵器のない世界や普天間基地の無条件撤去と、日米安保
条約をやめて友好条約を結ぶことを提案してきました。
またアメリカの議会でも日米安保は未来永劫ではないという議論が出ています。
戦争で負けた日本と勝ったアメリカと不平等な関係で結ばれた条約であること。
、戦後６５年もたった、いまだに米軍が１０万人も駐留を続けていること、、狭い日本に１３４も基地があり、そ
の７５％が沖縄にあり、環境騒音犯罪など沖縄の人を苦しめていること。
そこで働く日本人労働者の給与など思いやる予算として閣議だけで決められて使われていること、フィリピ
ンでも韓国でも米軍基地の撤去縮小が行われているのにいつまでも日本の国民は未来永劫基地が占領を
続けることを黙ってはいないと言われてています。
民主党が事業仕分けをしましたが、軍事費は増えています。大企業の内部留保は増えていますが、ここに
はメスを入れません。
今、日本にとって大事なことは雇用のルールを守り、中小企業や農業を応援して社会保障を充実させるの
ど国民のふところを応援することではないでしょうか。
それが出来るのは企業からも団体からの献金をもらはない日本共産党です。
今度は日本共産党と太田あつしにお力を貸してください。
●広陵町宣伝５箇所、今何を言うのか聞いてみようという有権者の反応を感じます。
●議会と自治体の原稿
●地元の体育館でNPТ再検討会議の報告会、議会報告会を行いました。
●明日の報告会のご案内で八尾議員とお誘いに廻りました.

今までお世話になった方が２人も亡くなっていたことが分かりました。
以前は昼間訪問してもほとんどお留守でしたが、今日は小学校が臨時休校でもあり直接会うことが出来まし
た。
消費税値上はとんでもない。今でも仕事がない上に材料も上がって、子どももリストラになって先のことが心
配。頑張ってくださいと激励されました。後援会員と赤旗が増えました。
6/21 月

6/20 日

・・・・・王寺町幡野議員と生活相談
次々と病気になって医療費はかかる、子どもの仕事も給与が減って生活が困難になってきているとのことで
す。
お昼にかえると、学校が休みのためハル君が遊ぼうとやってきました。ヨーグルトの空のカップで糸電話を作
って遊びました。弟が生まれてお母さんが忙しくなってお兄ちゃんとしては少し甘えたい感じです。ゆっくり遊
んであげられませんがひと時でも楽しいものです。
●町内会清掃
●NPТ再検討会議報告会のお誘い
●地域の足を考えるつどい、を王寺町リーベル王寺をお借りして開催しました。
買い物に困っている方をさそったら、しんどいのに、行かせて頂きますと参加していただきました。
県からは交通環境課の村本課長補佐、杉本係長が今の奈良県の取り組みの現状について報告、また立命
館大学の土居靖範先生から地域交通の現状と危機脱却の緊急課題「生活交通再生は住民の交通権保障
から」と題して講演していただきました。

元交通局に勤めていたという方から、交通問題のベテランで退職者が８千人、現役７千人、地域の中でもっ
と活用して知恵を借りてはどうかと意見。
また現在の王寺周辺公共交通活性化協議会の取り組みで、三室病院からの帰り乗り合いタクシーを検討中
とのこと、エリアや金額設定が課題です。
国の事業は４年間で打ち切りとなります。土井先生が言われたように国民の権利として交通権を確立する
ことがとても重要だと思いました。
そして、さまざまな教育、医療、環境、産業、などの分野が会っても基本になる交通がないとばらばらで十分
活用しきれていないことなどその通りだと感じました。
木曽町の取り組みは、主要幹線，枝線、さらに個別の路線やデマンドタクシーなどを合わせれどこでも２００
円でいける仕組みです。それ以前は片道で１５００円もかかっていたそうです。
またある地域では交通費が片道で１４００円以上係り、乗る人が減って更に赤字で路線の廃止が提案され
たときに行政、バス会社と住民が話し合って、７人が利用してくれれば値上げしなくても出来るとのことで住民
が積極的に利用したところ今では乗降客も増えているとのことです。
移動手段にどれくらいの負担なら可能なのか、買い物が困るのか、病院が困るのか身近で身近で重要な
問題です。行政関係者や、共産党以外の議員さんも参加されるなど、地域に課題を投げかける集会になりま
した。
ページトップへ
磐田北高校関西支部の同窓会、お天気が心配でしたが雨も降らず一安心。
奈良ホテルでは食事の前に館内を説明して案内していただきました。明治４２年に立てられた木造建築物
で、外国のお客さんが来てもお迎えできるようにと立てられたそうです。
各部屋の入り口には、災害時などすぐにお客さんを救出できるようつるはしが置かれていました。また階段
の上には当時金属の飾りがついていましたが戦争で金属を提出したため同じ形を赤膚焼きで焼いて据付ら
れたということで置いてありました。
皇室が来たときは一般客は入れずに館内を家のようにされるそうです。客室には昔の暖炉などもあり歴史
を感じました。
食事の後、全員で校歌を斉唱、初めて６番までうたいました。参加された方からも奈良公園の緑や鹿を見て
ほっとしました、奈良は落ち着きますねといって頂きよかったと思います。
同窓会なので年齢もさまざまですが、同じ学校を卒業した共通のことがあり、新しい方もさんいただき、幹事
の任務も終わって一安心です。選挙の真っ只中だったらと心配していましたが良かったです。
6/19 土

●赤旗日曜版１部拡大
●農民連で農業問題の学習、選挙の決起集会

民主党の個別補償が実態に合わず余り活用が進んでいないそうです。国の農業政策の大元に日米安保
条約がおかれているlことが良くわかりました。
口蹄疫の問題では現地に派遣された獣医が動物を助けるのではなく行った早々動物に注射をして殺すこと
を余儀なくされ２週間に期間になっているが心のケアが必要でそれを受けることになっているそうです。
牛などはすぐに処分しないとおなかがパンパンになって破裂してしまい現地では悲惨な状態が起きている
とのこと。
私も普天間問題や消費税問題をお話させていただきました。農民の中でも昨年は民主党に期待を持ってい
た人がこれでいいのかと疑問を抱いていました。農学部の大学院で学んでいる青年は「基礎的な研究にお
金が出ない、医学分野は結構お金になるので出ない。口蹄疫ひとつも原因が解明されない。沖縄の基地を
撤去したら日本の安全はどのように保障されるのか」などの意見が出され、世界が軍事同盟を結んでいる国
は１６％に過ぎずほとんど紛争は話し合いで解決する友好条約に変わっていることなど疑問に答えることが
必要だと感じました。
●大輪田駅早朝宣伝、南口議員，後援会の人と、昨日の決起集会で元気が出たのか５人で宣伝できました。
ビラまきも２箇所で出来ました。
家に帰ると王寺民報の原稿の締め切りの電話があったそうで、急いで原稿を書いて送りました。
●河合町に平和行進の申し入れ。荒木副町長が対応していただきました。原爆パネルを町の施設に展示す

ることを約束していただきました。またNPТの報告会を上牧町役場でさせていただいたことを伝え出来れば
河合町でもお願いしたいことを申し入れてきました。河合町の方も町内の署名を集めて参加させましたので
一緒にお願いしました。検討してみるとのことです。核のない世界は多くの方々と共同で取り組める内容です
6/18 金

●奈良県議会議会基本条例検討委員会

条文の検討、議員同士が意見交換が出来、議会のもつ本来の機能が発揮できるようにしたいという共通の
問題意識があるため、共産党が提案した内容もかなり賛同していただき含まれています。
●吉井英勝衆議院議員が広陵町にある陵墓新木山古墳の調査にこられ同席させていただきました。宮内庁

の所管する陵墓の調査はこれまで全く立ち入りも出来ない状態でしたが、近年は調査が行われつつあり、状
況が大きく変化しています。
２０日の交通シンポジウムのお誘い、河合町役場、広陵町役場にチラシを届けてきました。
あす高校の同窓会、１３００年だからと奈良に会場をしていただいたこともあり幹事を引き受けました。参加の
変更がないか確認で電話。
●王寺町金田議員と畠田周辺５箇所宣伝、有権者の関心が菅さんになって、一体どうなるのかという様子見
の感じになってきました。
日本国憲法よりも日米安保を優先してきた政治、アメリカと財界言いなりの政治に戻ってしまったこと。民主
党も国民向けにポーズはとったものの本質がばれて自民と同じになってきたこと。大元の自民が流れ解散状
態で、奈良県も自民党が３会派に分かれたこと。そしてなぜ鳩山政権が８ヶ月しかもたなくなり、日本共産党
は８８年も続いているのか良く考えて欲しいと有権者に問いかけます、国民が主人公を貫いてきたこと、それ
が出来たのは記号から１円の献金ももらわなかったから、命がけで戦争反対を貫いた本物の党だからと値打
ちを語ります。
ゆっくり聞きながら歩いているのが分かります。
●上牧町役場にNPТ再検討会議の署名のお礼とパワーポイントを使って報告会をさせていただきました。機

6/17 木

械持参でいったのですがすでに用意をしてくれてありました。議員が６人、町長をはじめ、教育長や部長など 上牧町役場での
９人、１５人が聞いてくれました
NPТ報告会
日本から１６００人が参加したことに驚かれたようです。７００万人の署名が最終報告に核廃絶という言葉を
入れることが出来た大きな力になったこと、奈良県は全国で始めて知事はじめ全首長が署名をしてくれたこ
とを報告、
世界の軍事費が伸びていて日本は世界で７位だったのが６位に上がっていることを伝えると。元議長が「そ
れはアメリカの思いやり予算も入っているやろ」と、また以前ニューヨークに行ったことがある議員さんは。「グ
ランド０の跡どうなっているのか」
「イラクやパキスタン北朝鮮などが何するかわからん」という声も出たので、国連で核兵器廃絶条約を作ろう
ということにこれらの国は賛成をしています。被爆国日本は市民レベルの運動では世界の核廃絶をリードし
ているのに日本の政府はアメリカと一緒に反対していることをつたえました。
●党と後援会の決起集会、山下芳樹さんの迫力アル訴え、太田あつしさんの決意表明。あちこちで大きな変

6/16 水

化が生まれている様子を楽しそうに活き活きと語ってくれます。 暑さとの勝負。頑張ります
●畠田駅早朝宣伝。
未明に掛けての大雨で電車のダイヤが乱れ駅員さんが一人で大変でした。終わってから声をかけると。昨

日は飛び込み、今日は雨たいへんですわと言っていました。
●県議会の最終日、

知事提案議案は全て可決。田中美智子議員が提案した意見書「子宮頸がんの国の補助を求める意見書」
は全会一致で採択されました。
●議長選挙が行われました、自民党がまたまた分裂。自民党未来が３名で誕生しました。会派の変更届が議

運に提出されました。私は届けだけのやり方になっていますが説明責任があるので理由を書くようにすべき
ではないですかと発言。明日記者会見をするということで手続きはこれでいいということになりました。自民党
の議員がそれなら共産党会派をなぜ作っているのか説明しないといけなくなるといわれたので、選挙のとき
から共産党ですとはっきり言って選んでもらっていますといっておきました。
議長は出口武男議員が３６票で当選、山村幸穂議員が５票，はり真夕美議員が３票で自民民主の連合がは
っきりと示されました
副議長は藤本あきひろ議員が２３票，荻田議員が７票,今井光子が５票、岡議員が３票,松尾議員が３票、無
効票３ということになりました。
思ったよりも早く決まったので６時ころには帰れるかと思っていたら大間違い、各種委員会の所属や委員長
副委員長の問題で意見が出され、議長選挙に協力したのに委員長のポストは自民民主で占められたことに
反発。私は、テーブルにならべられてこれで決定というのは問題。、少なくても最終決定の前に意見を聞いて
しかるべきではないかと発言しました。
案を持ち帰るのでまたまた休憩、再開して出口議長が運営のまずさを陳謝して、従来の案のままで同意と
なりました。
共産党は山村議員が少子高齢化対策特別委員会の副委員長、宮本次郎議員が幹線、交通対策特別委員
会の副委員長になりました。
今日で国会が終了。いよいよ選挙に突入です
●高校の同窓会の資料作成、平城遷都１３００年の年だからと奈良で行うことになりました。
忙しくてついつい後回しにしていたら、もう目の前です。
●各派代表者会議，林業シンポの中で超党派でしてほしいということを問題提起しました。それは良いことだ

6/15 火

と言うことで、進めて行くことになりました。
奈良県の林業おこしは、チームならで取り組まなくてはいけない重要課題です。
●厚生委員会

県立なら病院の労働問題と，リハビリテーションセンターの療育問題を取り上げました。
●馬見公園交差点で宣伝

車の窓を開けて何を言っているのか聞きながら通って行く車。手を振ってくれる車、公園をウォーキングしな
がら聞いてくれたり、なかなか効果がありそうです。
●日本共産党参議院選挙勝利６．１４決起集会、中南和地区委員会にてインターネット配信の視聴。菅総理

6/14 月

の支持率アップは小沢排除でマスコミが持ち上げたことによるがそれだけのこと、財界が自民でも民主でも
財界の言いなりになる政治を求めて献金を渡してきたが、地金が見えてきた。法人税引き下げ、消費税増税
の大連立。アメリカや財界に物言える党の躍進をさせなくてはならない。皆やる気満々です
●議会の打ち合わせ
●ホームページ更新の文章作成、林業シンポについてまとめました。
●女性宣伝、王寺駅からスタート、河合上牧を廻って途中下車。皆でやると元気が出ます
●林業シンポジウムのパネラーの打ち合わせがあるため大淀文化会館に

6/1３ 日

会場に使う部屋は見事に木を使っていませんでした
今回のパネラーは私にとって久々のプレッシャーでした。吉野林業を考える会の方もきてくださって事業参観
的気分でした。私の発言原稿を見ていただいた人が林業問題にはまっているというところが気に入ったと言
ってくれました。
実際始まると８０人も参加していただき、パネラーの方の発言もいろいろ教えていただくことが多く、会場か
らもたくさんの方が発言していただき、短期間の準備で不安でしたが大成功。会場からは超党派で是非取り
組んでいただきたいとの意見。他の会派の方にも働きかけて実現したいと思います。
ページトップへ
暑い日になりました
●広陵町ホームセンター前で宣伝。後援会の人も参加してくれてビラ配布を受け持ってくれました。
●吉野林業を考える会
明日のシンポジウムに向けていろいろなご意見を伺いました。

6/12 土

6/11 金

・・・・・
子どものころから心臓が悪く、定職にもなかなか就けないまま、現在は心臓の身体障害者手帳１級を持っ
ていますが、近じか手術をするため今度は酸素ボンベを持ち歩くことになり、障害年金がもらえるようになら
ないかという内容でした。現在は生活保護を受けておられます
発病当時がわかる記録などがあればいいのですが、医療機関を受診していた記憶がなく、覚えているころは
年金をかけていなかったとのこと
年金をかけているときに発病ということが前提の制度のため、今の制度のままでは救済が困難ではないか
と伝えました。
２０歳前の発病を証明することはカルテの永久保管がされていない限り難しいと思います。
会議の会場までわざわざ来ていただき何とかしてほしいという思いが伝わってくるだけに残念です。カルテが
ないと立証できないのか誰かの証言などでも可能なのか調べることを約束しました。
以前も難病の方で発病する前はずっと年金を払っていましたが、病気がちになって働けず免除の手続きの
知らなかったためにちょうど初病の診断が出たころ保険料が未納になっており救済できなかった事例があり
ました
本当に困ったときに救済できない社会保障は問題です。
●全駅宣伝 佐味田川、南口議員と支部の人と
佐味田川駅の横の道路が開通したことで大型車両が走り、スピードも６０キロになっており何とかしてほし
いという住民の要望が寄せられ、県警に改善を要望を伝えました。
大型車の規制はほかに代わる道路がないので困難だが、速度規制は周辺自治会から要望が上がれば検
討の余地があるとのことです。
●馬見丘陵公園の５差路の交差点において馬見北４丁目から東がわの公園に行くのにも竹取公園方向に行

くにも歩道がなく秋に全国都市公園大会が開かれますので改善を要望しました。現場を見て検討するとのこ
とです。
●一般質問の最終日
●宮本次郎議員が質問

野外活動センター問題で施設が老朽化して廃止議論が出ていることで関係者の不安があり存続を求めま
した。知事は施設をなくしキャンプ場として残していく方向を言われましたが、食事や宿泊研修を行える場所
が必要かどうかの議論になりました
知事が外国のキャンプ場が全て自炊で行っている事で施設は要らないとの意見。
宮本議員は、子どもを集団で連れて行ったときに３食自炊になるとそれだけで終わってしまい他の研修が出
来ないといわれていました。
学童などでキャンプをしていたころを思い出しましたが急激な天気の変化、子どもの病気などの対応にセンタ

ーとなる施設は必要です。
議会とはこのような議論が出来る場所であるべきだと思いました。
●中南和地区委員会総会

選挙の投票日まであと１ヶ月、頑張り時です

●議会運営委員会

6/10 木

厚生委員会にかかる議案が多く、暮し創造部などを他の委員会に分けてはどうかと以前から提起してきま
したが、６月の委員会改選が行われるためいつそれを行うのか再度質問しました。
結論としては議会基本条例の委員会で議論を行っていき来年の６月から新たな委員会で行うという結論に
なりました。
理事者側は速いスピードでさまざまな変更が行われていますが、それに対応する議会がこのようなことで２
年も掛けなければ方向がでないというのは県と議会とは車の両輪という割には議会のスピードが遅いように
思います。
●代表質問と一般質問
●林業シンポのパネラーとしての発言原稿を作成
●王寺駅早朝宣伝
●各派代表者会議
●議会運営委員会

6/9 水

代表質問 中野明美議員が代表質問を行いました。
平和の問題で奈良県下全首長が核のない世界の署名に賛同したのは全国で初めてということはうれしい
ことと知事は応えました。
地方政府レベルでの友好関係を結ぶことの大切さを強調されましたが、とても大事なことだと思います。
国保の問題で払いたくても払えない保険料になっており国に改善を求めるとともに県としても市町村を応援
すべきと質問。
県として国保の一元化を考えているが、保険料格差の問題など県だけでは困難な課題があるといわれて
いました。
子どもの医療費問題 などわかりやすい質問でした
●高取町にある、森林研修センターに行って、いろいろな木材の活用について教えていただきました。燃えな
い木の開発など木材の革命のようなすごいことを行っていました。これがもっと普及すればこれまで耐熱しか
認められなかった公共事業や高層ビルの内装工事など活用が飛躍的に発展していくと思われます。
他府県から木を持ち込んで加工だけ依頼するようなケースも出ているそうです。このタイミングで奈良県の
木材の価値を高めて広げることが必要ではないかと感じました。
また木材のチップについては屋上に敷いていましたが、室内温度が２，５度下がることが明らかになってい
ます。道路舗装の実験もしていましたが草が生えにくい、水分を含有するなどもっと活用方向があると感じま
した。
●精光林業の岡橋会長のお話を伺いに行ってきました。

6/8 火

国の国家戦力の委員にもなっておられるとのこと。吉野の急峻な地形に見合った林業を行うには林道整備
が必要でそれはこれまでの大きな道路ではなく細かく網の目になった作業道を張り巡らせることが大事。そ
のような道は跡から山林に戻っていくということです。
国はドイツ林業を非常に参考にしているようですが、平地で行っていて機械化されているもの日本に持ち込
むと山が大変なことになってしまうといわれていました。
機械化は高齢化や女性の就労などからみて大切な分野ですが、林の出荷と機械が合わず、現場に導入す
るとすぐ仕事が終わってしまい効率が悪い
国が全国で５つの木材産地にモデル事業を行うということで人知の地域で山林所有者に声をかけて協力を
求めたところだれも反対の声はなく今だからもっと集約化が可能であるといっていましたが、国の事業には採
用されなかったそうです。
１箇所１年間２億円が投入される事業とのこと。その中にはドイツの技術者を招くことや、ドイツまで勉強に
行くこと機械の導入などもセットになっているそうです
何人ぐらいの雇用が可能かと聞きましたら、作業員で４０人くらいとのこと、道路建設業者は余り儲からない
がこの事業が毎年継続され網の目の作業道路が出来ていけば仕事はコンスタントにあるとのことです。林が
業となって成り立てば雇用はそんなに問題はないとの御意見でした。
ドイツでは木材の先端部分で利用できない部分を市民に売り出し、家族でやってきて薪にして持ち帰るそう
です。又森の中にやぐらがあちこちに立っています猟師がお金を払ってやぐらを作る権利を持ち鹿など決め
られた範囲で狩が出来それを肉として販売するようになっているため、鹿がふえすぎることはないとのこと。
●せっかくここまで来たので、森林センターまで足を運びました。藪坂まさ議員と行ってきました。

２年間ぐらいで林業技術士の資格が取れるそうです。ただし、団体や企業からの推薦がないとだれでも入学
できる仕組みにはなっていません。
機械も見せていただきましたがどれも大型で、これを山にもっていくには大きな道路がないと無理です。金
額はどれも何千万という単位です、導入については国の補助金が４割出るとのこと.。間伐材を出荷していま
したが、値段を聞いてびっくり。２０センチの太さの木材４メートルの長さのものが８,５本ほどで８０００円とか。
杉も檜も同じ価格で買い取っているそうです、今回の収穫は杉材と檜材を見分けられるようになったことで
す。切断面がざらついているのが杉、きれいにつるとしているのが檜です。

6/7 月

私は何でもやりだすとはまるのですが、林業にどんどんはまっていくのを感じています。奥が深くて面白く、こ
れが再生できれば奈良県は元気になると確信できます。
●道路の横の竹やぶを無断で伐採したということで、御所まで中垣議員と一緒に現場調査に行ってきました。
まだ開通していないところですが、雪で竹が折れて道路に倒れてきたとのことで、通報によって業者に委託
して伐採されたとのことですが、所有者にはなんの断りもなかったとのこと
現場に行ってみましたが、境界線を明示するために竹に紐が巻いてあったそうですがそれまで伐採されたそ
うです。改めて山の管理問題の難しさを実感。このような場合はどんな通常のやり方がされているのか調査
を約束しました
梅エキスを作ってみ
すぐ上に木が茂ってわからなかったのですが地元のお宮さんがありました。地域で管理を続けることはさぞ ました。青梅を洗っ
大変だろうと思います
て乾かし皮ごと摩り
下ろして、水分だけ
●革新懇について学習会、
絞りそれをトロリとす
全国の経験などを聞かせていただき、とても楽しそうな活動がされています。平山郁夫氏が最後に革新懇 るまで煮詰めて作り
新聞のインタビューに答えてくれて被爆者であったことや核兵器をなくしたいという熱いメッセージを語ってい ます
ただいた話など。政治的に意見を言うのはためらうけれど革新懇なら抵抗なく語れるというのもあったようで すっぱいのですがと
す。
ても体にいいそうで
暮らしをよくすること、憲法を生かし民主主義を広げること、非核の政府や安保条約に廃止を目指すことなど す
３つの点で合意できればだれでも革新懇に入れます。
●林業問題の意見を聞きに林業研究家の谷弥兵衛氏を訪問しました。療養中にもかかわらず先生は熱く林

6/6 日

業への思いを語ってくれました
１３日の林業シンポジウムでパネラーという大役ですが大いに参考になりました。
●NPТの報告作成
・・・・・２件
道路の境界問題・２０億問題
生活相談にのっていた方に選挙のお願いをしたところ、ちょっとまってもう一回ゆうてと電話口に紙と鉛筆を
用意して書いているのがわかります。聞き流すのではなくこれは入れてもらえると実感しました

●拡大県委員会総会

ページトップへ
目の周りが痒く目がかすむため、ちょっと見てもらおうと思って近くの眼科に行ってきました。外の通路にい
すがならんで患者さんがいっぱい。結局２時間以上かかってしまいました。眼科も不足しているのでしょうか
●青年の集いに参加。今困っていることをそれぞれが語ってくれました。

6/5 土

学費が高い。バイトして次の日は眠い目をこすって授業。せっかく学ぼうと思って大学に行っても学べない
専門学校に行ったらファッションショーをやるのに、その材料費は個人負担と聞かされて、入学するまでにそ
んな話は聞いていなかった。回りはバイトしてお金を作らなくてはと言っている
高校を進学校から来た人に多いが大学に行くことが目的になっていたので、大学に行くと。お酒、女の子と、
ギャンブルなどに行く人がある。
建設業を個人でしていたが、仕事がなく単価が引き下げられ会社に入った。どんなに頑張っても１日１万円
くらいにしかならない。遠い現場にいい久野で朝は早く、夜は片付けなどあると遅くなる
医療で働いている。救急車が１日４から５台はくる。テレビ番組のように医者が何人も待ち構えている体制で
はない一人の医師が何人も見ないといけない、職場が忙しくなると、人間関係もぎすぎすする。病気で休んで
いる人や定時で帰る人に、厳しい見方になってしまう
などいろいろ出されました。青年の置かれている状況の厳しさを改めて実感しました。
●NPТ再検討会議の報告をさせてもらいました。民生同盟で駅前署名をしたそうです。７００万人の中にそれ

が入っていることや、世界を動かしていることに確信を持ってもらいました。
太田さんが公開討論会を終えてかけつけてくれました。自民も、民主も消費税増税の大合唱だったそうで
す。障害者自立支援法問題では廃止を約束しながら事実上引き伸ばしたことを報告したら民主党の候補者
が、事実と違うといったようですが事実を挙げてごまかしを明らかにしたと言っていました。
本人はこの討論会だいぶ緊張されたようですが、みんなの顔を見てほっとしました。共産党の姿を示すこと
が出来たと言っていました。
集いには太田さんが参加する予定はなったのですが、少しでも顔を見せたいという太田さんの誠実さが伝
わりました。
●王寺駅南早朝宣伝 鳩山政権が退場する情勢の下で向こうからビラを受け取りに来る人が目立ちました。
●県議会議会運営委員会
●昼休み宣伝、太田さんが近鉄奈良駅前に来るため山村議員と一緒に宣伝に行きました。日本共産党の赤

いたすきを掛けてビラをまいていると、総裁選挙決まりましたかと２人から声をかけられました。

6/4 金

奈良駅はどこですか、大仏さんはどっちですかと道案内も。大田さんの演説を聞きながら落ち着いた話ぶり
ですねと年配の男性が声をかけてくれました。高田の市会議員をしていたんですよというと、昨日、高田御坊
に行ってきました頑張ってくださいとのこと。観光客もたくさんいて、反応もいろいろで奈良駅の宣伝は面白い
ですね。
●本会議、知事より議案提案されました
●口蹄疫の問題で県議団と太田さんと県に申し入れを行いました
●奈良県腎臓病患者友の会の総会のメッセ―ジを送っておきました
●県議団会議

管直人氏が総理大臣に就任。アメリカと大企業に物が言えない政治ではこの国の政治は変わりません。
久しぶりにコーラスの練習に行ってきました。皆で声をそろえて歌うことはきもちの良いものです
●今井事務所でパソコンが出来るようにしてもらいました
●林業シンポジウムの案内
林業関係者の方で共産党が懇談会をするときはご案内しますと約束していたのですが、もうどうしようもな
いところに来ている、何とかしないと大変。行かせて頂きますとの返事でした。
●NPТ再検討会議の報告会、役場で署名を回していただいた，上牧町に報告させて欲しいとお願いしたとこ

ろ時間をとっていただけることになりました
核廃絶の見通しや、世界の中で日本の役割、市民運動が重要なことを知ってもらうのには多くの人にきい
て欲しいと思います。
●河合診療所でNPTの報告会をさせていただきました。河合町在住でうたごえで参加された北飯さんも写真

6/3 木

を使って報告。それぞれ参加したところが違うので楽しく聞かせていただきました。特に出発までに各自治会
に署名の回覧をお願いして６つの自治会で協力していただいたとのこと、平和行進や原水禁大会までに人口
の１割の目標が達成できるように頑張ろうと
私も元気をもらいました。
私も娘に作ってもらったパワーポイントで報告しました。再検討会議の最終文書で核廃絶が合意されたこと
は画期的なことです。
最後にニューヨークでも歌った「あるいていこう」を皆で歌いました。歌詞は、歩いていこう、歩いていこう一
歩ずつ、一歩は大事ですね
●共産党河合町支部会議に参加、昨日の会議の報告をさせてもらいました。

この間国政選挙は７０００万人が投票した。自民か、民主か、政権選択という状況の中で、そのうち自民、民
主に入れた人が６９％、約５０００万人が、自民も、民主もだめということになってきている。
太田さんはいい人だということで、保守層にも受け容れられてきている。以前であればいい人だけど共産党
だからだめとなっていたが、そこが変化している。

6/2 水

自民党はだめと国民が認識するまで半世紀がかかった。民主がだめと国民がわかるのに８ヶ月。情勢がド
ラマチックに展開している。沖縄では県民アンケートで安保条約をなくして友好条約にしたほうがいいという答
えが６割以上共産党は今回比例６５０万人の目標、これが出来ればこれまでの選挙で得票が伸びたのに議
席後退が続いてきたが議席増になり大きな変化が生まれてくることを伝えました。
●八尾議員と五位堂駅宣伝 ビラの受け取りが以前より良くなってきています選挙が近づくと関心が高まって
くるのでしょうか。
●１３日の林業シンポのパネリストをお願いするので桜井木協を訪問して、理事、常務理事と懇談させていた

だきました。
木協というのはそれぞれの材木やさんが共同で運営しているところで木協が直接材木の売買をされている
ということではないとのこと
昨日も山に行ってきたとのことです。県外の人が投機目的で所有しているなど隣地の協会も不明で伐採さ
れていても、自分の区域ではないかと思ってもそれを証明できるものがないなど、今資産価値がなくなってい
る山を手放す人が増えている。山の木を切って売るよりも、横に生えている榊の枝を切ったほうが１本３００
円で売れるといわれるくらい深刻な状況。
儲からなくてもいいからせめて切った木を接ぎ植えられるだけの収益は必要、話は尽きませんが１３日には
参加してくださるとのことです。
毎日新たな方々と懇談して共産党の垣根を越えたお話が出来ることに情勢の発展を感じます。
桜井に行ったついでに景観環境保全センターを訪問、地元の廃棄物処理業者が運搬収集積み替え保管の
許可をもらっていますが、悪臭や、騒音など地元の苦情が出ており、中間処理らしきことをしているのではな
いかと指導を依頼してきました。

鳩山総理辞任のニュースを車の中で聞きました。
●県委員会で中央の選対の人が来て会議。情勢が実にダイナミックに展開していることを語ってくれました。
●過疎水資源対策特別委員会

水循環ビジョン、長期水需給計画、奈良県水道のありかた、南和医療について、大滝ダムの現状、吉野熊
野観光開発の問題、川上ダムの撤退に関して８億円の撤退金が必要な問題など、多くの報告がありまし
た。
水については議員になってからこだわってきた問題です。今回議案として常任委員会の議決案件になりま
す。
三之公について質問しました。奈良県の吉野川の源流に当たる川上村の奥地の三之公川周辺は５００年
もの森がそのまま残っている場所ですが２０年ほど前に製紙会社によって伐採されその後天然更新されて
いますが、土が流れて岩がぼろぼろになっており山の保水力が低下するなど、今この点を守ることの重要
性を取り上げました。
担当者の方が、私が現場を見に行ったことを伝えておりましたら現地にいってくれたとのことでした。川上
村が買い取って源流館が管理している山と、民間によって所有されているところがあり現在のところは所有
者の管理になっています。奈良県では森林、林業基本条例が作られ生産リンと保全林とを分けるなどの方
向が示されましたが、このようなところこそ規制が必要です。また入之波ダムの計画も今はそのままになっ
ていますがこのようなところこそ緑のダムとしても守る必要を訴えました。
6/1 火

南和医療については、平成１６年からの５年間で県立五条、大淀町立、吉野町国保病院などの患者が２
５%減少という報告があり人口の現象について質問したところ人口は７％ほどの減少です。医療政策部長も
高齢者の問題など分析が必要といわれましたが、なぜ患者さんが他の地域に医療機関にかかるのかの分
析の中に求められる医療ニーズがあると思いました。
大滝ダムの問題では白屋の地域が地すべりによって集団移転した地域であることが現場に全く説明のカ
ンバンもなくそのようなものが必要ではないのかと取り上げました。
白屋の跡地の問題もあり、国交省と相談して行きたいとのことでした。
今回で過疎水資源対策特別委員会副委員長は最後となりました。県の目線が南和にも向いてきたかなと
いう印象を持ちました。課題は山積です
●現代中国美術展が県立美術館で開催されています。見に行ってきました。今の中国のあらゆる場面を感

じ取れまた技術の高さや迫力に圧倒されました。見る価値があります。
老夫婦の横顔を描いた作品にひきつけられました。
●NPТ再検討会議に奈良県下の全首長の賛同署名が集ったことで原水爆禁止協議会と一緒に記者会見

を行いました。知事も含めて集ったのは奈良県だけとのことです。
記者から、なぜ広島長崎は集っていないのかときかれましたが、そういえばそうですね。
こだわってあついめる人がいなかったのでしょうか？ 奈良県の良識が示されて良かったと思います。
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