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4/30 土 
 

●今井事務所の引渡し
　長い間貸していただき、この事務所で選挙をして全て勝ち抜いてきました。感謝でいっぱいです。
ご近所にも移転のご挨拶をさせていただきました.。
●今度は箸尾の駅前で事務所を貸していただくことになりました。北葛城郡は交通の便が悪いのですが、近
鉄田原本線の王寺や大輪田-佐味田川-池部-箸尾となりますので相談の方など来てもらいやすくなります。
地元の方が、寂しくなりますねと言ってくれましたが、住まいは真美が丘で同じですから、用事があったら言っ
てくださいね、と挨拶させていただきました。

●赤旗の集金
●河合町長選挙で大善戦をした桑原真理さんとご挨拶。いろいろ行きたかったのですが、色々なお話を聞か
せていただき２軒回っただけとなりました。

4/29 金 
 

●今井事務所の片付け
●葬式の参列　94歳の女性です。学校の先生をされていて昔のことをよく聞かせていただきました。本当にお
世話になりました、心からご冥福をお祈りいたします。

・・・・・２件　　医療問題・障害者手帳について

連休で娘が子供たちと帰ってきました。なかなかゆっくり出来ませんが、みんなで食事に行きました。大人６人
子供５人。とてもにぎやかです。

4/28 木 
 

●太田議員と大和高田こども家庭センター・総合庁舎・産業センター旅券センターにあいさつ回りと新聞のお
勧め、太田議員はトップ当選で時の人です、ガードマンの人が太田さんですねと声をかけてくれました。

女性議員のご苦労さん会、選挙中の裏話。小山郁子さんも来てくれました。よかったこと反省すること。おいし
いものを食べて。またスタートです。女性のパワーはすごいです。
●今井事務所のかたづけ
孫のおもり、保育所と学童保育所にお迎えに行ってきました。

4/27 水 
 

●大和田駅前早朝宣伝
　馬場千恵子さんと行いました。毎週水曜日は八尾議員と五位堂駅の宣伝でしたが、八尾議員も一緒に大和
田駅前に合流しました。３人の人が声をかけてきてくれました。
　菅総理に対して怒っている人、民主がだめで自民に行くのはおかしい、共産党もっとがんばってほしい。政
党助成金はなくすべき。
●電車で県庁まで行きました。JRなら駅から県庁までのウォーキングは三条通りに新しいお店などが増えて
きて楽しみです。

●県議団５名そろって昨日回れなかった庁舎内あいさつ回り、赤旗のお勧め
●全員協議会
●県議団会議　控え室の座席、希望の委員会　当番日を決めました。
金曜日が今井の当番日になります。県議団ご苦労さん会

4/26 火 
 

●県庁へ
　５人の県議団で各課にご挨拶に行き、新聞のお願いもさせていただきました。役職者が研修で不在が多か
ったのですが、課の名前が変わっていて、太田議員も、県には市にはない課が多いですねと言っていました。
どんなことでも県ではどこかで必ず受けるところがあります。それはすごいことです。

●観光振興課は入り口に日本語と英語の記載がありましたが、ハングルと中国語を書いておいたらどうでしょ
うかと言うと、そうですねと提案を受けてくれそうな返事でした。

控え室に服部議員がたずねてきてくれたそうです。
選挙のお礼に行ったときに会えなかった方が電話を入れてくれました。後半で大事な議席を落としたことは残
念でした、また１からがんばります。

・・・・・結婚応援団の資料を遅らせていただきました。

●河合診療所友の会世話人会
●中南和地区委員会会議
　選挙の総括　終わってみると色々なことが見えてきますが、真っ只中にいると分からないことが多いです。
結局やるべきことをやっていくと言う自分とのたたかいだと思います。１２回選挙をやってきましたが5勝７敗で
した。

　災害対策で県に対する注文が続出しました。活性炭が被災地に回っていて不足。下水道対策など大変困っ
ているそうです。また建設資材が不足のため地元業者が仕事が出来なくて大変とのこと。各自治体では被災
地から瓦礫の撤去の人を送ってほしいとの要請が来ているが、県の指示がなく動きが取れないとのことでし
た。

4/25 月 
 

●事務所の片付け
●広陵支部会議
　いろいろお世話になった方に遅ればせながら、お礼の電話を入れさせていただきました。
選挙を手伝ってくれたご夫婦に馬場議員と入党のお誘いをさせていただきました。考えさせていただくとの返
事です。
●広陵町友の会ニュース　笑顔の原稿依頼があり、書いて送りました。
●北葛城郡選対会議　後半選挙のいろいろな感想を出し合いました。選挙が終わった後はさまざまなドラマが
生まれます。選挙中に寄せられた数々のご意見を今後どうすれば実現できるかが重要です。

4/24 日 
 
●地元のくつした祭りに顔を出してきました。応援いただいた人と出会い、よかったなあと喜んでいただきまし
た。

・・・・・固定資産税の畑の地目のところが、毎年１２％づつ値上がりしていて、夫亡き後年金から
引かれるのが大きくてとても払えにとの相談あり。直接地元議員と役場に行ってもらう約束をしました。
　一般の人にとって役場に行くと言うことは、かなり敷居が高いことのようです。議員に同席してもらうことで安
心されたようです。誰が行っても同じ対応をしてもらうのが本来のあり方だと思うのですが・・・・・、

●お願いしていた人に電話で投票のお願い。
　統一地方選挙の開票、河合町では、新人の馬場千恵子さんが初議席を獲得しましたが、現職の南口よしえ
さんが議席を失いました。本当に残念です。町長選挙では桑原真理さんが３８％の得票を獲得、前回より伸
ばしています。



　上牧町は石丸典子、東充洋議員がそろって当選。王寺町では小山郁子さんが初議席を獲得。幡野美智子
さんと２議席獲得、残念ながら吉川久さんが１２票差で議席を失いました。
多くの方々に寄せていただいた票の１票１票に込められた願いを受け取りました。またこれから新たなスター
トです。
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4/23 土 
 

●統一地方選挙も今日が最後、
　途中で呼び止められ、町長選挙がんばってくれとの激励をもらう。知らないところで勝って連のような応援が
ひろがっている。

　朝から河合町、現職候補者カーに同乗して支援の訴え、１１時に万代前に２候補と町長候補が集合して宣
伝。さすが最終日で町民の関心も高まっている。反応は悪くない。
町長候補者カーに同乗。候補者の気迫にせまる訴え。

　午後から王寺町に入る。土砂降りの雨。それでも街頭からの訴えを続ける。
　ベテラン候補の地元で桃タロー宣伝。歩いて最後のお願い。演説会に来ていただいた方が家から出てきて
くれて応援してくれる。日ごろこのよう方々に支えていただいていると言う実感が沸いてくる。どうしてもこの議
席を守り抜かなくてはと思う。
　最後は王寺町の宣伝カーでお願いの訴え。今回初デビューのアナウンサーの若い元気な声に元気をもら
う。今日で３日目とか。将来が期待できる。
王寺で気になっていた、通学路のカラスが昨日の朝にはずされていたとのこと。聞いて少しほっとしました。
　いよいよ明日は投票日。しがらみに左右されず一人一人が自分で判断して１票を投じる時代が何時になっ
たらやってくるのかと思いつつ、北葛城郡もずいぶん変わってきたことを感じる。
　昔、県庁から選挙の担当で市町村に行くのにみんなが行くことを嫌がったという話を聞いたことがあります。
　北葛城郡・河合・上牧・広陵・香芝など。金権買収は当たり前。選挙に前夜は他の人間を入れさせないため
に村の入り口にかがり火を炊いて見張り、を置いていたとのことです。

4/22 金 
 

●下市町の候補者の応援に行ってきました。
７期目に挑戦です。以前相談に乗った方にご挨拶、その後、候補者カーに乗り込んで回らせていただきまし
た。みんなが手を振ってくれます。跡で伺うとそのような土地柄とのことです。
山のてっぺんの集落にも行ってきました。五条病院大淀病院の産婦人科がなくなってから子供の出生率も減
ってきているそうです。
　新しい拠点病院には産婦人科がどうしても必要だと実感しました。

大淀の道の駅でお買い物をしてきました、せりなど普通のお店で見かけない野菜を買ってきました。

●河合町応援、新人候補の候補者カーに乗り込んで一緒に回らせていただきました。
夜８時直前に駅前で、河合町は腐りきっています。ぜひ当選してください応援しています。との激励をいただき
ました。

4/21 木 
 

●王寺駅早朝宣伝
　王寺駅はほかの陣営の方も来ていました。それでなくっちゃ選挙らしくありません。
候補者カーで応援演説をして回りました。私を支持してくださった方がおめでとうございます。と出てきてくれま
した。
●県より震災関係の補正予算が届きました。放射能汚染の測定で野菜などを計るよう申し入れていたのです
が、機械がないと言っていたところ今回の補正予算で、食品に含まれる放射性物質検査機器の整備２１００
千円が組まれていました。サーベイメータ３台です。５期目になって最初の要求実現です。

●演説会
　河合町　町長候補と２人の議会議員候補の演説会でお話させていただきました。
歴史が動くときはいつも女性ががんばる時ですと訴えてきました。町長選挙では住民の関心がだんだん高ま
ってきています。

●王寺町議会議員の個人演説会　２会場
３議席の値打ちと共産党が減ると住民の暮らし福祉が大きく後退することを訴えました。

●上牧も行きましたが、今終わったところでした。県会選挙では上牧町でトップ当選でしたので皆さんがとても
喜んでくれました。

4/20 水 
 

●佐味田川駅前早朝宣伝、河合の３候補と一緒に行いました。
●河合町宣伝
●王寺町宣伝

・・・・・子供の通学路にポルノ雑誌の販売機と、カラスを生きたまま吊るしているとのこと。
　県に問い合わせ。警察が現地確認をするとのこと。
●桜井市の共産党演説会に参加

4/19 火 

 

今日から一斉選挙の後半戦がスタートしました。
●はじめは河合町の佐味田川駅で２議会議員の２候補と町長候補の出発式に参加。
急いで王寺に３候補の出発式で挨拶、午前中は王寺
●午後から河合町

●上牧町が無投票になるかと思っていましたが、３時に届出があり、１名オーバーで選挙になりました。夕刻
おくやま前で２候補とともに街頭演説会。フル回転です。
●お通夜に参列　岩田議員の実母がお亡くなりになりました87歳です。雨で寒い晩でしたが、大勢の方が参
列されていました。

4/18 月 

 

●天王寺にあるJR西日本支社にこくた恵二議員の秘書の方と一緒に王寺町議員団の畠田駅の屋根の延長
とトイレの改善要望を行ってきました。
　アポなしだったためその時は担当者が会議で会えませんでしたが、電話で確認させていただいたところ、２
月にも王寺鉄道部に来ていただいたと聞いています。できるだけ実現できるよう検討させていただくとの回答
でした。あきらめずに言い続けてきたことがよかったと思います。

●おみちの問題で県の建築課監察係に問い合わせ。９月末に県は違法建築であり、立ち入り禁止、駐車場の
工事の差し止め、建物を１１箇所改善することの命令を出し半年間の期間を置いてきたのが、すでに３月31
日で半年たったため、今後のことについて問い合わせました。
　現在指導に従って４箇所の改善を行っている、また期間を後半年延長してほしいとの要望が出ているが、
速やかに改善するよう引き続き指導をしているとのことでした。
　違法建築は撤去させるべきではないかと申し入れておきました。
●応援していただいた方々に挨拶、今日の新聞で河合町選挙のくわはら真理さんの出馬表明が報道されまし
た。ほとんど知っておられました。
　明日からいよいよ広範の統一地方選挙がはじまります。

4/17 日 
 
●キャラバン宣伝、河合町万代前とイオン前で行いました。南口よしえ議員の気迫のこもった訴え。
　しがらみにとらわれず自分考えで投票ができる河合町にしていかなくてはならないと・・・。オール与党の議
会でがんばってきた強い意志を感じました。
　馬場千恵子さんは短い期間に演説も上手になり、やさしい訴えの中にも福祉のネットワークや学校の耐震
化、日常便利な交通物など要求を取り上げての訴えは共感を呼びます。



●河合町会議、町長候補の決意表明が行われました。
　町長選挙の候補者記者会見に同席
　主婦や無職というのは　、候補者の肩書きにはならないいうことを始めて知りました。憲法はすべて選挙に
立候補する権利を等しく認めています。これは問題だと思います。

　くわはら真理さんは、ずっと一緒に母親運動など取り組んできた仲間です。民主運動にはいつも彼女の存
在がありました。多くの女性がいろいろな可能性を持っています。条件が整えばもっともっと女性の力が発揮
できるし、そのような社会が男性も女性もともに協力して支えあっていけるのではないかと思います。

　記者の質問に丁寧に答える姿を見ながら頼もしく思えました。
今回の県議選で始めて逮捕者が出たとの情報が入ってきました。北葛城郡の候補の票のとりまとめをするた
めに飲食をさせたということです。激しい選挙だっただけに、聞いても、驚きより、やっぱりと言う感じで受け止
めました。
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4/16 土 
 

●河合町　町長選挙問題

　２転３転しましたが、やっと出てくれる方がみつかりました。
今回ほど、町長はどうするのかと住民より聞かれたことはありませんでした。
　現町政の５期２０年がマンネリ化して住民の声が届かなくなっていることに変えたいとの思いが渦巻いてい
ることを感じます。

●上牧町,石丸典子議員事務所開き
　今度は５期目挑戦です、筋を通して住民の声を届けてがんばってきました。副議長を務めるなど存在感も増
してなくてはならない人です。
●東充洋議員事務所開き　９期目挑戦の大ベテラン、上牧も大きく変わりました。共産党も応援して誕生した
今中町政を住民の方に向けさせていくために東さんの存在は欠かせません。
●広陵後援会祝勝会、会費1,000円で手作りの散らし寿司や金平ゴボウサラダなどいつも皆さんが、協力して
いただいてありがたいことです。多くの方々の応援があったからこその議席でした。何度も万歳をしました。

4/15 金 
 

王寺駅早朝宣伝　幡野美智子議員と
幡野さんは今回６期目に挑戦の予定です。議員団長として王寺町を支えてきたかけがえのない人です。
基本政策作り
河合町会議

4/14 木 
 

・・・・・介護について、不安がきつく現在入院中、今月末で退院、認定は受けているが、介護保険
はまだ使ったことがない、どうしたらいいか、とのこと、介護事業所のケアマネージャーに相談するようすすめ
ました。
鍼灸の医療費について
障害者の車の税金の割引制度のついて

●この間のまとめ
●王寺町宣伝
●河合支部会議

4/13 水 
 

●箸尾駅前早朝宣伝、八尾議員と　　　　皆さんがとても喜んでくれて声をかけていただきました。
●町長のご自宅にもご挨拶にいかせていただきました。
●ご近所に挨拶、
●県の防災統括室に、今井光子事務所に届いた救援物資を届けてきました。岩手県の大槌町に送るように
連絡を取っているとのことです。
　県庁の玄関ホールに復興支援の生け花が飾ってありました。
　木製の長いすもありましたが、これは奈良県産材ではないとのことです。屋上用の木製テーブルと椅子もあ
りましたが奈、良県の家具はデザインがもっとよくなれば素材が良いので価値が上がると思います。
●各派代表者会議。もし落ちていても、これは行かなくてはと思っていましたのでよかったです。今後の日程
すり合わせ。新人がどこの会派に出すのか、会派届けが出てから部屋割りなどを決めていきます。部屋の片
付け、資料も思い切って処分。新たな気持ちで出発です。
●お見舞い、
●後半の選挙の打ち合わせ。
●河合町支部会議。とても元気の出る会議になりました。２議席必勝でがんばります。
●詩吟の会にご挨拶

・・・・・２件
　生活保護と児童扶養手当について・障害者の自動車税の割引について

4/12 火 
 

●お礼の挨拶
●事務所に集まってきた救援物資を県庁に届けるため持って行きました。

●当選証書授与式
　父が昔作ってくれた着物を着て証書の受け取りに行ってきました。自粛という中で、迷ったのですが、多くの
方々が喜んでくださったその皆さんの熱い思いを伝えたいと思いました。

　太田さん、小林さんの新人２人がこられて新たな出発という感じです。同じく５名で部屋は今まで道理、私の
前の机が太田さん、隣が小林照代さんです。太田さんはマスコミの注目の的、これからが楽しみです。
後半戦がんばって全員当選のためがんばりたいと思います。

4/11 月 
 
激戦を勝ち抜き10,829票をいただき、定数３を２位で勝ち抜くことができました。
高田市の太田あつし候補は定数２のところトップ当選で初議席を獲得、これまで中南和地域からずっと私一
人だけでしたので、複数議席は悲願でした。
生駒郡の宮本次郎議員２期目激戦の中勝ち抜きました。奈良市も小林てるよさん、山村さちほさんそろって
当選。生駒の中野明美さんが次点で残念でした。大和郡山市の岡林史子さんは２０年ぶりの議席目指しまし
た。躍進しましたが、議席に及ばず。奈良県は現有５議席を死守することができました。
朝から五位堂駅前でご挨拶、あちこちからお祝いの電話をいただきました。広陵町、河合町を車で公約実現
にがんばりますと挨拶。１票入れてくれた方がよくわかります。



●当選祝いのケーキをいただき、昨日万歳のときにケーキにナイフを入れた場面が放映されました。ケーキを
作ってくれた方が、テレビに映っていたと喜んでくださいました。
ずいぶん多くの方が、今井の支持を知り合いに頼んでくださり、その草の根の力が私の議席を勝ち取る力に
なりました。また新たな気持ちでがんばります。

4/10 日 選挙のため停止します。　　　　　　　　 ページトップへ

4/9 月 選挙のため停止します。　　　　　　　　

4/8 金 選挙のため停止します。　　　　　　　　

4/7 木 選挙のため停止します。　　　　　　　　

4/6 水 選挙のため停止します。　　　　　　　　

4/5 火 選挙のため停止します。　　　　　　　　

4/4 月 選挙のため停止します。　　　　　　　　

4/3 日 選挙のため停止します。　　　　　　　　

4/2 土 県議会議員選挙のため停止します。

4/1 金 　（告示）　県議会議員選挙のため停止します。11日から再開します。

ページトップへ

--------------------------------------------------------------------------------------------------
おもちゃ
箱 　 ● 


