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議会休会・・・・・たまっていた仕事がいっぱいです。
●王寺町幡野議員と訪問、日曜版が１部増えました。
いつ店をたたもうかと真剣に考えている業者の方、家族を病気で亡くした方、狭いエレベーターのマンション
では郵便受けにだれも名前がなくちらしがたまっていて、こんなところで亡くなっていてもわからないだろうと
思いました。昔、共産党を応援していた方は、厳しい意見の中にも頑張ってほしいと言う思いが伝わります。
●河合町南口議員と訪問、退職後、身辺をかたずけに掛かっていて新聞は今は見合わせるとのこと。しばら

くご無沙汰していたところを訪問。いろいろな意見を聞かせていただきました。
9/30 木

奈良の町が三条通りなど新しい店が出来ているが、統一感がない。
同窓会にせんとくんグッズが人気なのでお土産にする。都市緑化フェアでは、各ブースの展示をされた方が
知人や友人に出展作品を見に来るように行っているため、近いこともあって皆さん行こうと思ってくれている
ようです。
●資本論学集会など基礎的な勉強会をすることを相談しています。知は力。具体化して面白いものが出来た

らいいと思っています。
●新聞の集金
・・・・・生活相談
9/29 水

●地域振興課、１３００年、観光振興課の審議をしました。
●東アジア地方政府会議に中国からの参加が急遽中止になったとのことで、その問題の奥に尖閣諸島の問

題があったとすれば問題。尖閣諸島は１８９５年に日本の領土として閣議決定され無人島の場合は先に領土
を先占したものが領土にするのが国際法のルールであり、日本の領土。資源が見つかったことで１０７１年か
ら中国が自国の領土と言い出してきているが、漁船の衝突は事実を明らかにしていくこと、国際社会に対し
て日本の立場の理解を得る事、中国政府とも話し合いを行うことが重要であり、地方と政府の役割とすれば
率直に話し合いを行うことではないのかと質問。
副知事は災害などの理由で来れなくなったと言うことで尖閣諸島問題が影響しているわけではないと答
弁。
●空き家バンクの活用と国の制度を活用して、リフォームの助成を求めました。リフォームを行った場合に１

軒３５０万円を上限に補助制度があり、積極的に活用したいと答弁。
●ふるさとに帰ろうキャンペーンを提案。

過疎によって地域のお祭りや行事ができなくなっていると言う調査があり、お盆やお祭りにはふるさとに帰
ろうキャンペーンをしてはどうかと提案したところ、地域の交流や定住にもつながるもので検討していきたい。
●北葛城郡が県の観光案内から抜けている、馬見公園や古墳、廣瀬神社や片岡城あと、だるま寺いろいろ

な名所旧跡があり積極的に案内して欲しい。
新しい大和路アーカイブには北葛城郡について多数紹介している、今後も行って行きたい。
●１３００年事業の収支

県６０億、奈良市２０億 民間２０億の当初予算は実際どのようになっているのか。
予想以上の収入がある、県の持分は上回ることはない。
●吉野熊野観光開発の破綻に伴う債権放棄について１億２９５０万円

当初貸し付けの１億円は５年据え置き２０年返済、無利子であったが、２８回据え置きを繰り返し、１度も返済
されないまま破綻、議会には出資比率が４７，５％であり５０％を超えていなかったため報告もされないまま最
後の権利放棄だけ議会に提案されたのは同意できない。
●午後から知事の総括質疑

県立野外活動センターと、奈良県労働会館の使用の問題で知事に質問。
●野外活動センターについては過去２８０万人も利用して、今も存続を求める署名1.6万人以上が寄せられ、

大和郡山、川西町議会からも意見書が上がってきている。
●管理棟を廃止するという発想が知事の外国の体験にもずくものであったが、少人数で子どもさんと行かれ

学ぶことが多く野外活動は野外ですべきと言うものということになっていることがわかりました。
私は今の実情を伝え近隣の県で廃止されてきていること、教育指導要綱にも位置づけられ、今後大切な分
野になってくること、優れた森林環境プログラム、立地条件からしても、これを新しく整備することで奈良県の
特色を生かした施設になること。テントとロッジだけでは宿泊が分散して危機管理が出来なくなる。障害のあ
る子どもさんの対応でシャワー入浴は困難、夏もクーラーの要らないところ、風呂がないと寒くて暖が取れな
い。
１００人規模なら時間は風呂に比べて４倍くらいかかる、など現場の声や思いを取り上げました。知事は障
害のある子どもさんの利用については考えなければならないと言う答弁になりました。
労働会館の使用については毎年繰り返されており、行政財産は公平に扱うべき、限られたスペースで申請が
重なるときは協議の場を持つべきではないかと質問しましたが、県が判断するので必要はないと拒否しまし
た。
中野議員が生駒学研都市の高山第２工区の開発問題を取り上げ、県立大学を移転させ、東アジア大学構
想までたちあげたが、見通しのない開発はやめるべきと訴えたことに知事は、仮に止めると言う結論が出た
としても共産党にいわれて止めたと言うことではないと念を押していました。見通しがないのは明らかです。
●最後の採決では１３議案諮問２件報告２件が上程されましたが議案４件に反対、諮問１

件に同意できないまた議案１件に意見を述べました。
他の議員は全て賛成です。
１０月１日最終日に反対討論を行います。
●帰りの車で関西電力と大阪ガスが料金を引き下げると言うニュースを聞きました

県への緊急申し入れで円高差益の還元で引き下げるように要望をしていましたが、思わずヤッターと声
が出てしまいました。

久しぶりに早く帰ることが出来ました。孫のお風呂引き上げ支援をしました。ちょっと顔を合わさないうちに
大きくなったなと感じます。子どもはすごいですね。
●農林部、土木部 産業雇用振興部、町づくり推進部 水道が午前、午後から健康福祉部、暮らし創造部、
警察と超ハードなスケジュールです。
間伐の補助金 これまで出ていた補助金が出荷材でないと今後補助対象にはしないという制度に国が変更
したとのことで、今でも必要間伐の６割しか出来ていないのに奥地ではますます間伐が困難で奈良県の実情
に合わない。元通りにすべき。
当面は従来通りに使えるようにしていきたい。
農産物直売所が増えているが地場の野菜が限られている中では、量が少なく購買意欲が薄れてしまう。県
は直売所を支援するとともに、農産物の量を増やすことの支援が必要。
後継者がいない、高齢者が何とかやっている来年は田植えが出来なくなるかもしれないと思いながらやっ
ている、耕作放棄地は増えているその対策とあわせて行うべき。
下水道料金の自治体の負担の軽減を
自治体では下水道の接続が増え県の収入は伸びている、一方汲み取りのところも残っていて葛城浄化浄
化センターの維持管理費もかかってくる。事業はエンドレスであたらな接続をし寺古いところの菅の取替えな
ど行政を圧迫。県の料金の引き下げが出来ないか。
県としては今後２年間引き続いて料金を据え置く。
町づくり
高齢化になると小学校などの小規模エリアに買い物、医療、金融機関、施設などがある小規模な町が移動
もしやすく住みやすい町。自治体がそのような町づくりをしようとしたら県はどんな応援が出来るのか。
モデル事業として奈良市佐保町で実施、図書館や川辺を中心にお年寄りや子どもが交流できる町づくりを進
めている。小規模な町は今後必要。自治体から希望があれば相談に応じていく。
生活保護家庭の中学３年生の子どもの学習支援、埼玉県で実施、高校進学率が低い、塾に行かせるお金
がない。など保護者の収入格差が教育格差になっている。民間の支援団体や元教師の協力で施設の会議
室などを利用して行う対象生徒を家庭訪問して活用を呼びかける事業。奈良県でも実施すべき。
奈良県でも推定で進学率の格差がある。埼玉のことも見て県としても何が出来るか検討したい。
国保の広域化 一般質問で山村議員が取り上げました。
予算委員会では、国が全体で広域化を進めようと打ち出したが、県のすすめるものとの兼合いはどうなる
のか。すすめるべきではない。
9/28 火

結核対策について
結核が隠れて広がっている、今の高齢者は菌を持っている人が多くそれが病気や栄養不良などガ引き金
で発生することが多く、奈良県では病床が西なら医療センターの６０床のみ。
病床の稼働率は高く全国でも３番目。常に満床で地域の医師会長さんから、京都・大阪に送った事例が紹介
されてきた。また子どもに広がっているのも問題。実態調査を行い必要な対策を行うべき。
西なら医療センターの伝染性の患者用の病床１４床を２１床に増やす、県として対策協議会を立ち上げて
検討していくと回答。
中小企業高度化資金の弁護士費用の立替を元商工労働部長に１人17万4,600円を支払うと言う議案。
20億融資問題で返済は６，０００万円程度、９６％以上はいまだに未返済、住民裁判がなければこれも戻っ
ていなかった。判決は県が請求を怠ったのは違法と言う中味。知事は最高責任があるが実際に権限は商工
部長。判決では個人責任は求めないが回収を怠っていたことは事実。行政手続きでは刑が確定した段階で
立て替えた費用は行政が支払うことになっているので問題はないが、怠っていたのは事実である。
昨年、県の裏金問題では関係がなかった役職者にも全て負担して払わせてきた、自主返納すべきと考え
る。
野外活動センターについて
議会に条例変更も予算も上がってきていないのにホームページデは管理棟は閉鎖をする、食堂は廃止す
るなどが公表されている。問題はないのか。
などなど・・・詳しくは予算委員会の議会のホームページデ配信されています。
NPOに人権啓発の教材作成を委託して、今後自治会ＰТA企業の研修に使う事業について
本来権力の基本的人権の目隠しの役割になってしまう。私人同士の差別はあるが、それを行政が啓発して
もなくなるどころか逆に人権に対してマイナスイメージを持つことになってしまい問題があり、すべきではな
い。
警察関係
万引きの実態と対策
大型店が増えている。高齢者の万引きも増えていると聞くが、その実態と対策はどうか。ある調査によれば
万引きをした高齢者に監視カメラをつけたら止めるかと言うアンケートにやめるは２％、声をかけてもらったら
やめるが６０％以上、さみしさからきているというのが出ている。
軽犯罪が減少する中で万引きは横ばい、大型店などと連絡をとってすすめている監視カメラ商品陳列に視覚
を作らない、など意見を参考に対策を進めたい。
●予算委員会が今日から３日間の集中審議です。
今回中野議員と２人が入ることになりました。.
歳入 県債残高１兆円を越えたが財政の見通しはどうか。
関西広域連合 奈良県が加入しないと言う知事の姿勢を評価。
行政委員の日当 労働委員会を例に挙げて年間３５００万円以上報酬が払われているが、２１年度の案件が
１１件６件解決５件持ち越し、実態と報酬が合わないのではないか。
他府県の様子なども見ながら検討している。

9/27 月
教員採用試験の追加試験制度の提案 採用試験で今年は４６１人が合格。しかし、退職が予想以上であっ
たら、合格者が全員教員になるとは限らないが、不足になったときに正規で採用する制度がない。正規雇用
を増やすためにも追加試験制度をすべき。
意見を参考にしたいとの答弁。

9/26 日

学校のクーラー設置、猛暑の８月でも半分以上が猛暑日。基準をはるかに超えている。このままの状況は虐
待になる。設置すべきと質問。
高校でも休み中でも補修など生徒が通学してきている。平成１５年から４００万を越えるクーラー設置に国
が補助を出す制度ができてる。紹介していきたい。県としては耐震化を優先して行いたいとの返事でした。
かぐや姫祭りと緑化フェアで大変な賑わいでした。
●予算委員会準備
悪人の映画を見に行ってきました。
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●第２回中央委員会の報告を聞きました。
●予算委員会の準備
●大輪田駅前早朝宣伝
●広陵町長と下水道問題で懇談。意見を伺いました。

県議会、一般質問山村さちほ議員が行いました。
祭日で休み
●安心してお産ができる奈良県にしたいの会主催の講演会、愛知の吉村正医師が来て最後の講演会、橿原
文化会館は満員でした。
安心して、お産が出来ることと、幸せなお産とは違うことがわかりました。
川瀬直美監督の映画玄牝が吉村医院のドキュメンタリー映画ですが、ちょうどこのときにサンセバスチャン
国際映画祭で、会場全員立ち上がって大拍手だったと言う知らせが、会場に届きました。映画の一部を見せ
ていただきましたが、沢山の人たち・これから母になる若い世代に見て欲しいと感じました。
●五位堂駅早朝宣伝 八尾議員と
五位堂駅のブロックがはずれていましたが、香芝の池田議員にお願いしていたところ修繕されていました。
けが人が出なくて良かったです。
●馬見丘陵公園の旅おから公園に渡る歩道がなく要望していましたが、緑化フェアもあり、信号と歩道が完

成しました。
●県議会図書委員会
●議会運営委員会
●本会議 代表質問

9/22 水

中村昭議員、一般質問 浅川清仁議員、藤野芳次議員中央卸売市場の問題を取り上
げていました。最近改善されたこととして女性のトイレの様式化と報告がありましたが、だいぶ前に、市場に
野菜を納めていた方から「足が悪く和式のトイレしかないので大変」と言う声が寄せられ要望していたことが
やっと実現しました。
●源流の地で紙智子議員と林業を語る会の準備、
●革新懇主催の日米安保と日本経済についての学習会に参加。久々に吉井清文先生の講演を聞かせてい

ただきました。人間は時間があると幸福とはなにか、自分は何のために生きているのかなどを考える本性が
あるそうです。
逆に言えば忙しくて時間がないと考えることをしなくなるようです。IＬO１４８条約は勤労者が勉強するため
の時間と学ぶ場をあたえることを国際条約としていますが、日本はそれを批准していません。
一方、日本の民主運動はとても高いレベルで行われていて、それをいかに広げていくのかが課題だとも言わ
れていました。
●奈良県労働団体連合会に行ってきました。奈良県労働会館の事務所使用について今、連合が使用してい

9/21 火

ますが、毎年奈労連が申し込むのが認められておらず異議を申し立てるのが県議会の議案となって上げら
れてきます。そのため中野議員と直接意見を聞きに行ってきました。
ＪＲ奈良から八軒町まで歩き、奈良町を通って県庁まで歩きました。歩くと体が軽くなった気がします。
●予算委員会の打ち合わせ、今回始めて共産党議員が２人入ることになりました。

朝からお弁当を持って馬見公園に行ってきました
正面ルートがこれまでは早朝でも歩行者が入れたのですが、緑化フェア出関係者しか入れなくなり，少し不
便です。開会式ではゆっくり見れませんでしたが、いろいろな個人や団体の庭の展示がとても癒される感じが
しました。
水遣りの青年に声をかけたら朝６時から水遣りをしているそうです。本当にご苦労様です。
●今日は広陵町健康福祉大会が開かれ、開会式に参加しました。

9/20 月

400席のホールですが、午前は空席がひとつもなく更に椅子を入れても立ち見が出ていました。午後は少し
空席でしたが、ほぼいっぱい。
毎年人情芝居が人気です。町長の挨拶で面白かったのは昔は飲むうつ買うと言うと酒バクチ女性と言うこ
とが今は薬を飲む、うつ病、宝くじを買う，になったと言っていました。なるほどと感心しました。広陵町では10
人が100歳以上です。
顔の見える行政でこの町が大好きです。
●紙とも子議員にきていただき林業問題を考える企画をします。その案内文の作成。
●２０億問題について

9/19 日

●株式会社ハラダの社長さんから、靴下繊維の問題でお話を伺いました。
とてもざっくばらんで気さくな方でした。
２５年前に中国に進出されたそうですが、今中国は靴下関連企業が急増、機械３０００台以上のところも数箇
所できていて、ベトナム、バングラディッシュなどはすべての国内機械を合わせても３０００台位で中国の１企
業で１国を越えているなどそのスケールの大きさに驚きました。

国内では企画に力を入れて、従業員の１割がデザイナーと言うことです。企画力が物を言うと言われていま
した、しまむらに収めているとのことで、ヤングのファッション雑誌の靴下の写真に会社が紹介されていまし
た。
最初は桜井と言う地域で産地でもなく、ノウハウもなく黙っていても仕事が来るところと違うのでとても苦労
したと言っていました。中国と日本を行き来しておられとても忙しい方ですが、忙しくて時間内というのは要領
が悪いからと言われ、思わず自分に振り返りました。
メーカーの下にいると言われた物を作ればいいので楽だけれど、仕事がなければそれまで。又大手に収め
ているところは買い取り制ではないために苦労している。
広陵町は靴下の町といっているが、このままでは靴下の町だったということになると言われました。
●川上村で吉野林業を考える会があり、桜井から吉野に走りました。途中卑弥呼の庄というカンバンが目に

入って食事に行きました。
1800円のバイキングがあったのですが、時間もなくそれほど空腹でもないので横の軽食で簡単に済ませよ
うと坦々メンを注文。
待てども待てども来ないため、まだですかと言うと今から作りますと、やっと来たと思ったら別の人に行って
しまい、時間がかかるのならキャンセルしますと言うとやっと来ました。
発泡スチロールのカップに入って、お水は自分で。コップは一口サイズ。建物は大きくて立派なのですが、慣
れていないのかサービスや段取りが悪く。台無しです。
バイキングはそこそこ人が入っていました。又行こうと思えるような場所にしてほしいと願うところです。
川上村の役場前で地元の物産販売、ずいきを勝ったらアク抜きの仕方を親切丁寧に教えてもらいました。こ
んにゃくの味噌だれもおいしくて、満足です
源流館に行って紙智子議員が視察することをお願いしてきました
●吉野林業を考える会

さまざまな意見が出ますが、とても貴重な意見です。林業再生と過疎地の再生が展望できるような政策を
作りたいと大志に燃えています。

１０月２３日紙智子参議院議員と林業問題を考える会の打ち合わせ。
川上村を見てもらって、三之公の整備など国の支援をお願いしたいと思います。
●王寺民報の記事

ページトップへ
●第２７回都市緑化フェアの開会式に参加しました。

9/18 土

馬見丘陵公園は地元で良く行きますが、この日のために特別美しくなっていました。
河合第２中学のマーチングバンドの演奏に感激しました。大きな楽器も全て女子です。
中学時代ブラスバンドは男性ばかりで友人３人で「入部させてください」といったことを思い出しました。家族
はラッパなどを吹いてたら胸でも悪くなったら大変と反対されました。
女子はすぐやめるからと断られたのに頑張りますと言ってしまったため３年間クラリネットを吹き続けました
が、女性の活躍の点では時代の変化を感じました。
地元であんなに素晴らしいバンドがあるのは誇りです。ダリアのアイスクリームをはじめて食べました。美味し
かったです。是非きてください。
●日本共産党大阪府委員会で関西広域連合についての会議が開かれ、参加しました。

鳥取、島根県も関西広域連合と聞いてびっくりです。政令市と奈良県が加入していません。
理由を聞かれて知事が議会に対して言っている内容を話してきました。屋上屋を重ねる。連携でやれること
がほとんど。決定や緊急対応に時間がかかるなど。他府県の人にはとても新鮮だったようです。
クーラーのことを発言したら、鳥取は高校は全て設置。京都市は小学校は全て設置と言うことがわかりまし
た。
●中南和地区委員会総会

・・・・・３件
●県議団会議・・・・・議案の態度、一般質問など

9/17 金

9/16 木

中西さんの廃墟と言う絵画の作品展を見てきました。赤旗の挿絵を書いておられます。
全て大キャンパスで、展示室にいるのに現地に行ったような気持ちになりました。
チェルノブイリ，阪神大震災、ホルコースト、被爆した広島、ボスニア、崩れた建物が並びます。チェルノブイリ
の小学校では子どもが使った沢山のガスマスクが床に転がっていました。
人が住まなくなった過疎の家々と重なってきました。
美しい町並みの絵は生活のいぶきを感じ、古い建物でも人の手によって守られ続けてきた美しさがありまし
た。
●宮本議員の代表質問
企業誘致の県の予算を組んでも１社だけしか使われていなかったことが明らかになりました。パナソニック
の撤退後、関連会社がその跡地にきたもだけが企業誘致の補助対象だったそうです。
小規模には適用されていませんが平群の道の駅の農ロールなどを紹介して現在材料は地元のもので製造
をよそにお願いしているがこのような工場があれば地元で出来る内発型の経済にもっと支援を求めました。
学校給食、野外活動センターなど質問しました。再質問など堂々としたものです。
●八尾議員と五位堂駅前早朝宣伝
２週間前に見つけた駅前の歩道のタイルが、１箇所はずれたままになっていてつまづいたらとても危険で
す。香芝市役所にすぐ電話を入れていたのですが、電話ではすぐ見に行きますといわれていたのですが・・・
まだ
学校のクーラー問題で私立の小学校のお母さんに教室にクーラーありますかときいたら、ありますとのこと。
当然ですよね。
●議会運営委員会
●県会代表質問

9/15 水

知事は自民党の質問に対して大和北ルートの要望を国に上げることは中止しましたと答弁。事実上断念と
なりました。
●ホテル問題が議論になりました。今のところ具体的なホテルの誘致はないとのことです。山下議員は修学

旅行生をターゲットにして個室化したビジネスホテルでもいいのではないか。
服部議員は、県がホテルを建てて民間に運営を任せるやり方もあるとのこと。知事はグレードの高いホテル
をイメージしているようです。
・・・・・開発に伴う水付き問題、明日現地を見てもらうことになりました。
政府が円高に介入したことで８２円から８５円に下がりました。
●中南和地区常任会議

県議会休会日
●議案のチェック
資料が山積で資料の山を片付けていたら、探していたものが見つかりました。
●ホームページの更新に来てもらいました。
9/14 火

9/13 月

・・・・・保証人問題
民主党の代表選挙で菅総理が選ばれました。演説を聴きましたが、民主党議員の職種をならべた意味が
良くわかりません。
沖縄では基地撤去の勢力が過半数になりました。普天間問題、円高、雇用、福祉と課題山積です、政治の
秋です。
すこし涼しくなりました。今日から９月議会、本会議の開催です。
●朝1番に大学で孤独死の研究をされている先生が山村議員の質問で奈良県で239名の孤独死という赤旗
のニュースを見て調査にこられました。
こうした問題が議会で取り上げられていることに感心していました。亡くなったなった方の胃袋からは解剖す
ると男性はおつまみ、女性はお菓子が出てくるのが多くまともに食事が取れていない深刻さがあるとのこと。
孤独死は一人で死ぬことやなくなってから発見するまでの字時間の長さが問題ではなく生きている間に生
活が出来ない状態に追い込まれていることが問題だと言われました、その通りです。短い時間でしたがもっと
教えていただきたいことがたくさんありました。
●治安維持法国賠同盟の方がこられ、治安維持法でつかまり頑張りぬいた犠牲者の業績の掘り起こしなど

に力を貸して欲しいと要請を受けました
昨日NHkでテロリストと呼ばれてと言う番組をしていましたが、一方的な見方だけで罪を着せられ拷問を受

け、何年も投獄され、家族までテロリストの家族と世間からのけ者にされ
大変な犠牲を払っていましたが、アメリカはその償いを一切行おうとはしていません。治安維持法の全く同じ
です
●予算委員会の打ち合わせ、今回中野議員と２人で予算委員会に入ることになりました
●中和営繕処分場問題
●林業問題
●水害問題
●自治労連第１２回大会挨拶

9/12 日

医大の動物実験棟の不当解雇と戦った鈴木さんの問題が和解となりました、
委託会社が変わり、従業員を新たな雇用条件の会社に移籍するとき有給休暇を継続して欲しいといっただ
けで解雇された、当然の要求を貫くために困難中で闘った彼女の功績はさまざまに波紋を呼び公契約条例
の議論や、看護士などの処遇改善などに引き継がれてきています。そんなことを挨拶の中で伝えました。
会場から出たら彼女が子どもさんをつれていて、有難うございましたとお礼を言ってくれました。御礼を言い
たいのはこちらの方です。
●王寺町宣伝、金田議員と６箇所宣伝しました。声を聞いてわざわざ駆けつけて激励してくれた方や、外に出

て聞いてきれる方などありました。
学校のクーラー問題は皆さん反応がいいように思います、家でクーラーがある子どもたちがなぜ学校にク
ーラーがないのか不思議です。
ページトップへ
●コーラス、発声練習、声の出し方は演説や、健康面でも大いに役立つことです。まほろば音楽祭のうちあげ

でカラオケに久しぶりに行ってきました。
●行政書士会との懇談会、超党派の県会議員９人が参加しました。

行政書士会としては行政に関する届出は行政書士しか出来ないものであり他団体や無資格のものが行って
いても県は受付をする。大阪では行政書士しか受付できないとのことが受付のところに書かれているそうで
す。
そもそもの業務範囲が知られていない。行政不服審査が弁護士しか出来ない、などもっと地位の向上と業
務の拡大が課題です。
成年後見人制度について質問をしたら行政書士会として対応が出来るように研修を受けたり、準備を行っ
ているとのことでした。
さまざまな団体との意見交換はとても有意義であり、議会基本条例ではもっとこうした議員の活動を広げ議
員の側からさまざまな議案提案できる力量をつけていくことなど報告しました。
●在宅ホスピス研究会、パネルディスカッションはとても興味深く聞かせていただきました。

9/11 土

大病院から開業医に紹介がくるとき患者さんはかなりのショックを受けてくることが多くそこから緩和ケアに
つなげるのに時間がかかるためにもっと早く紹介して欲しいと言う開業医病院は延命を目的にしている。そ
れを緩和ケアにつなげるのにドクターの伝えるタイミングや家族の治してほしいと言う強い思いで言いそびれ
ているうちに遅れてしまう。
もっと早い時期に全てを対象にガンになった場合にはこうした選択もできることを教育するのも方法。患者
の予後を推測するのは困難。
摂津の緩和ケアの病院長は病院から予後を書いてもらった紹介状と実際とを比較すると病院の推定の半分
が実際、病院では点滴など２４時間の補給などが可能だが在宅では朗老老介護など困難。
病院の医師同士でも連携が困難なのにあったこともない開業医との連携はもっと難しい。
摂津では患者が入院すると病院の主治医と合同カンファレンスなどで情報を共有、開業医主治医と２人で患
者を見ていくことでいい療養環境が実現して寿命が延びた例もある
末期ガン患者のタバコはどうしているか。
在宅の良いところは何でも出来ることタバコも焼酎もやりたいようにさせている。
日々患者さんと向き合っている人たちの話でとても参考になりました。
●王寺駅早朝宣伝、幡野美智子議員と行いました。

各派が１１時からでしたので法隆寺から電車で奈良にJR奈良から三条通りを歩いて県庁まで行きました。
久しぶりに歩いて体の疲れをほぐれたような感じです。今、奈良が次々と新しいお店が出来るなど新しい発
見があります。女性センター跡が障害者の店舗になっていました、お洒落な外観でした。
9/10 金

●各派代表者会議、議会運営委員会

昨年議員提案でガン対策基本条例が出来、１０月１０日をガンと向き合う日を作りましたが昨年は、条例制
定の直後であり、議会ではマスコミに対して啓発を行いましたが、今年は何かをするべきではないかと問題
提起をしておきました。
●県議団会議・・・・・代表一般質問の打ち合わせ
昨日の早朝宣伝を今日やる予定でしたが、目の調子がもうひとつで中止しました。
眼科受診、お疲れですねと言われて目薬を出してもらいました。
●林業問題で共産党の中央委員会に国会議員の派遣で依頼
●五条病院を訪問して松本院長と県議団、太田あつしさんと懇談しました。

9/9

木

南和の医療について詳しく説明をしていただきました。五条では医師不足で現在２０名の医師が頑張ってい
ます。
吉野、大淀とこのままではどこも大変で病院の役割分担、連携で医療を守ろうと言う懸命の取り組みが行
われています。
看護師さんがそれをカバーするように認定漢語師を次々取得していることや過疎の医療の支援体制をとっ
てきていることなど聞かせていただきました。
県市、町の病院が一緒になるというのは全国でもこれまで例がないとのことです。県と市では日本海病院と
言うのが出来たそうです。
●健生会友の会と理事会との定期協議会

9/8

水

身寄りのない患者さんの保証人は民生委員さんなどにお願いしている。行政が余り協力的ではない。介護
の認定からはずれた人が行政からボランテアで支えあっている「きずな」に紹介されてくる。
後見人を結ぶのもふえているが琴線管理はしてもらえても病気の判断はしてもらえない。
友の会の会員さんのネットワークを強くして支えあっていく取り組みが大事、基本的には実態を行政がしっか
りとつかむことが重要。
台風の影響で久々に少し雨が降りました。
●新婦人班会議
ヨーヨーキルとの鍋式を作りました。針を動かしながら昔の女性はつらいことがあっても針仕事できもちをお
ちつかせていたかもしれないね、若い親子リズムのお母さんたちも来て子どもが遊ぶ横で縫い物、ゆっくり気
分転換です。
・・・・・土地の問題について
出入り口が奥まっているため隣人に売却するときは優先的にうってもらうとの約束をしていたが、管理を不
動産会社に委託して不動産会社から購入することになれば高く売られるのではないかとの心配で相談有。
管理委託の不動産屋に電話。その土地の約束は聞いており、文筆が必要で図面を書き手もらっている図

面が出来たら話しに行くとのこと。
●赤旗新聞１部ふえました。

疲れが出たのか目の充血が、又出てきたため会議を休んで早く寝ました。
9/7

火

●厚生委員会
●児童虐待について
●シベリア抑留給付金について
●生活保護の医療証について
●国保の広域化問題について、奈良県の国保広域化基金は５億８７６万円
●過疎水資源対策特別委員会

僻地医療について・防災対策・吉野熊野観光開発の破綻問題について・公共施設の木材の活用に関する
法の施工についてを質問しました。
吉野熊野観光開発は大台ケ原の観光を進めるために、県と近鉄上北山が出資して作った第３セクターで
す。今回この負債１２５００万が回収できないと言うことで議会に上程されてきました。
9/6

9/5

月

日

貸付が３回に渡って行われており、それぞれの貸付条件について質問。
最初の１億円については５年据え置き２０年返済で毎月５００万円の返済約束であったが、金額が大きく支
払い困難で返済猶予を繰り返してきたとのことでした。私がそれならば１度も請求行為はしなかったのかと確
認するとその通りですと言う答えが帰ってきました。
県は１億２５００万の債権放棄でロッジや山荘などの施設は１７０万円で心湯治館に売却されました。
私は第３セクターが全国的にも観光や開発で作られたが、そのほとんどが赤字経営で破綻をした。
いまPエフアイ方式になったいるが、この教訓をしっかり踏まえないと２０年先の議会で又債権放棄の議案
を審議することがないようにしないといけないと主張しました。
●町内一斉清掃で池の横の掃除を行いました、
１８日からの緑化フェアで町内一斉清掃日が設定され参加者にぼうしと、菓子パン、お茶が配られました。
●宣伝の時間を１１時からに変えてもらい１時までショッピング前で宣伝
子どもたちの学校の教室にクーラーをと訴えたら、少年野球の子どもたちが窓から手を振って激励してくれ
ました。
広陵オークワ、エコール真美。ダイキ。上牧のおくやま、片岡台の近商のところで宣伝
宣伝カーの上に日避けカサをさしていただき宣伝しました。
●議会の準備

吉野林業を考える会の打ち合わせ
人権啓発問題で関係者のアドバイスを頂きました
●アンケートについて
・・・・・土地問題について
ページトップへ
●朝からまほろば音楽祭に、地元の女性コーラスはなみずきで出演のため、河合町のまほろばホールに行き

9/4

土

ました。 王寺、河合、上牧、広陵の９条の会が平和音楽祭でスタートさせたものです。
会場の設営駐車場楽屋裏リハーサルと運営される方々の努力に頭が下がります。
今回は大地、と母さんの手のひらを歌いましたが、初めて１番から３番まで歌ったので歌詞が出てくるかどき
どきしましたが無事うたえました。
年々参加者も増えレベルも上がって素晴らしい音楽祭になってきました。
会場のホールも音響がとてもよくて気持ちよくうたうことが出来ました。会場の人たちと翼をくださいとふるさと
を一緒に歌いましたが、最近はふるさとの歌が胸にしみるようになって来ました。

・・・・・訪問して要望を聞かせていただきました。
●幡野議員と王寺駅早朝宣伝
●議会の準備

第３セクターの破綻問題を調査、開発や観光など全国で自治体と企業が出資した第３セクターが急速に増
えましたが、破綻したところも多くその多くは赤字です。
9/3

金

・・・・生活相談
●コーラスの練習・明日はいよいよまほろば音楽祭本番です。
●小中学校へのクーラー設置の緊急要望作成

学校環境衛生基準では夏場は２５度から２８度が望ましい、最高は３０度以下が望ましいとされています、２
学期が始まりましたが、すぐに運動会の練習も始まります。、子どもたちが熱中症にならないか心配です。
●県議団会議
議案の説明
9/2

木

9/１ 水

●吉野熊野観光開発の破産の問題で調査

県、近鉄、地元自治体の共同出資による第３セクターとしてスタート、負債額が１億２９５０万
県は大台ロッジなど周辺の関連施設の全ての権利を１７０万円で心湯治菅に売却。負債は税金で貸し付け
たものが返済されないと言うことです。
●北葛城郡選対会議
●五位堂駅前早朝宣伝

八尾議員と
駅前の歩行者道路のブロックが欠けているのを発見。このままでは転倒の危険があるため香芝市役所に
情報提供して改善を求めました。すぐ現地を確認させていただきますとの返事でした。
県庁へ
●９月議会の議案説明を受けました。
●議会基本条例検討委員会、１０回目です。前回意見が合わなかったところを日本国憲法と地方自治法と

いう言葉を入れるように求めていましたが今回は、前文に書き込まれていました。
地域主権の言葉については問題ありと前回意見を言っていたのですが、今度は多くの議員から意見が出
されて地方分権の言葉に置き換えられることになりました。
今回でとりあえず条文に地手議論が一通り終わりました。今後パブリックコメントにかけられることになりま
す。不十分な点も多々ありますが議員どうしが真剣に議論を重ね到達で一致した内容です。パブリックコメ
ントは９月１５日から１ヶ月間です。多くの県民の方々の声が寄せられることを期待いたします。
●過疎水資源対策特別委員会のうちあわせ

郡山市の議員から六条町の自治会に県立病院の移転に伴いヘリポートの実験の話が出ていると問い合
わせがありました

・・・・・欠陥住宅問題

●赤旗の集金

ページトップへ

