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●新聞の集金 読者の方から震災ボランティアの呼びかけにあった夏用の下着をいただきました。
●奈良県の避難所マニュアルの問い合わせがありました。かなり細かく作られていて即実践に使えそうです

が、自治体ごとの具体化が必要です。
●上牧町石丸典子議員と選挙のお礼と新聞のお勧め、入党の呼びかけ。

5/31 火

日曜版１部増えました。
１８日山下芳樹議員の政局演説会に行っていただく約束が取れました。
・・・・・山田みつよ議員と
さわやかホールにいくと。広陵町の政局懇談会がちょうど終わったところで、町長にばったりと会うことが出
来ました。
●タビオの越智直正会長のお話を聞かれたようです。越智会長にご挨拶させていただきました。
東北大震災で海水で使えなくなった農地に綿を植えて綿は海水を吸い上げるので３年したら、また元の農地
にもどるようです。
新聞で読ませていただいていて興味を持っていました。
・・・・・年金問題・仕事のこと
関西広域連合についての学習会に参加したときに、会場におられた方から参考の資料と丁寧なお手紙を
いただきました。ありがたいことです。
●春日の荘で午後２時から食肉流通センター経営評価会議が開かれ傍聴５名まで、１時３０分から受付との
ことで行ってきました。
事前に傍聴にいきたいと予告していたため、朝から県の関係者より、「今日の会議は会社の詳しい内容の
ため傍聴は協議で認められない可能性が大きいので、後日報告します、わざわざ来ていただかなくても」とい
う丁寧な電話をいただきました。「傍聴できないと決まっていますか」と確認すると「決まっているわけではあり
ません」とのことで、「それなら行くだけ行かせていただきます」と言うことがありました。
部屋には入れていただきましたが、傍聴者は私とマスコミ関係者の２人だけ、農林部長の挨拶の後、最初
にこの会議の公開、非公開を協議。会社の詳しい話が出るので非公開でとの意見で非公開にナリ、部屋の
外に出ることになりました。

5/30 月

食肉流通センターの問題は、ハイミールとの関係が深く、何が問題なのか調査しようと思っても民間会社が
入っていると言うのが県が情報を隠し続けてきた理由でした。
それでも外部監査の指摘が入り、県でも改善計画が作られ、それがどう進んだのかを評価するのが、この
会議の目的とのことです。本当に良くしようと思うのであれば情報公開は第１歩。
●３日から共産党で震災救援ボランティアで炊き出しに行きますが、その場合の高速料金の免除の申請手続

きのことで相談。公的機関の要請によるものと言う条件があり、現地の共産党が社会福祉協議会の支持を
受け、全国支援の受け入れの先をきめて割り振りを行っているものです。そのことを証明して、認めていただ
けることになりました。
●メールの返事

遅くなってしまったものもありましたが、返事を送っておきました。

●赤旗日刊紙１部拡大

5/29 日

台風２号が接近と言うので、予定していた健康祭りが、中止になりました。
●共産党へのおさそい、広陵町で２名が入ってくれました。
お一人は八尾議員とお誘い。もう一人は寺前支部長と山田議員とお誘いしました。
震災を受けての入党の呼びかけ文章を読んで、ぜひご一緒にとお誘いをして快く入っていただくことが出来
ました。これまで気になっていましたが、声をかける機会がなく、スケジュールが空いてよかったです。
とても一生懸命生きてこられた方々です。
三室病院の産科が閉鎖になったとき婦人科の患者さんも外科などに部屋をうつられたそうですが、ガンなど
の場合、外見は異常がなく、外科で短期で退院されていく中で、抗がん剤治療を受けているのが、他の患者
さんとなじめず、つらかったと言うお話を聞かせていただきました。
お産のことを中心に考えていたので、婦人科の方々の話を聞かせていただき、とても勉強になりました。
ページトップへ

5/28 土

●コーラス

天空の城ラピュタの曲 「君をのせて」の練習しました。
宮崎 駿 作詞、久石 譲 作曲です。メロディは聞いたことがありましたが、素敵な詩です。
●自治体問題研究会主催の関西広域連合の学習会に参加しました。

講師は神戸大学の、岡田章宏先生です。関西広域連合については昨年１２月に設置されましたが、社会的
認知が住民側からの取り組みが今ひとつで、このような学習会が奈良県で行われるのは大変大事だと言う
ことです。
関西広域連合にいたる背景には、９０年代関西経済が本社機能の首都圏集中と、生産の海外移転の２重の
空洞化の中で、関西経済界が官民あげての経済活性化を急務の課題として、国の規制を受けない自律した
広域行政体制を確立することで関西経済の自立を図ることを目的に、２００３年４月に「地方の自立と自己責
任を確立する関西モデルの提案」が出され広域連合制度を活用した広域連合関西州の設置が示されていま
す。
現在大阪、兵庫,、京都,、滋賀、和歌山、徳島、鳥取が参加していますが、関西州を目指しているところと、
そうでないところと考え方に違いがあります。和歌山、京都、滋賀、徳島県議会で付帯決議つきの可決となっ
ています。
議会が２０名で設置されましたが、大阪が５名・兵庫４名・京都府が３名以外はどこも２名です。自治体での１
票の格差は５,８１倍。住民が投票するのではなく議会が選出しているため、自民党が半分を占めています。
議論と言うより報告の聞き置きで形骸化されているようです。
実際稼動している委員会は７回開かれていますが、非公開のようです。しかも広域のテーマ。防災、観光・
文化、産業振興、医療、環境保全、職員研修などはすでに広域行政で行っていることで新鮮味に欠けるもの
になっています。
東日本の救援復興では３月１３日にカウンターパートナー（被災していない自治体が被災した自治体を決め
て支援する）ではいち早くマスコミを使って支援を表明したことが脚光を浴びましたが、奈良県は３月１１日の
夜に医療チームが支援に出発。本来カウンターパートナーは国の責任で行うべきものです。

奈良県では、これから広域行政調査特別委員会が設けられ関西広域連合もその検討内容の項目になって
います。まず住民の命と暮らしの視点から広域行政のあり方をよく研究していきたいと思います。
今日は気温も下がって上着がないと寒い日でした。
●各派代表者会議、１０時３０分から 到着が１分前でセーフでした。
●議会運営委員会
●水道局からの報告を聞かせていただきました。奈良県水道事業懇談会の委員の構成を見直すことを現在
検討中とのことです。
●正副委員長会議
広域行政調査特別委員会のすすめかたで相談。
●県議団会議
●老人福祉施設の減免の実績調査の報告を聞かせていただきました。
●河合町の農業用ため池の問題で県の担当部署に要望。調査して報告しますとのこと。ため池の水を使うと

ころが、１０ヘクタール以上ならの場合、奈良県が補助すると言うことになっているようです。小さいところでは
農家負担などが生じてくるためなかなか手がつけられず、老朽ため池は災害問題としても深刻です。
5/27 金

●奈良日航ホテルで行われた行政書士会の総会、懇親会に参加させていただきました。

東日本大震災では全国行政書士会が、被災した車４０万台の廃棄手続きをおこなっているそうです。実際は
被災者からお金はもらえないので無償で行い被災された行政書士の方など支援するため会としては１億円
の募金目標で日当７０００円が、至急できるように取り組んでおられると聞きました。
いろいろな形で支援がされていることを聞き感激しました。
●奈良県議会からは淺川副議長が挨拶、昨年議会で共産党が提案した意見書、行政不服審査手続きの代

理権が行政書士に与えられていないことの改善を求める意見書が決議されたことを紹介していただきまし
た。
大西国会議員や滝国会議員さんも参加されていて、林業問題や、エネルギー問題被災地の救援などいろい
ろな意見交換をさせていただきました。
滝議員のところに赤旗記者が震災問題で取材に来た時に被災地の食費が災害時直後の基準が、ずっと続
いてこれでは必要な栄養が取れないと聞き、総務省に掛け合って改善になったそうです。赤旗の１面に載り
ましたが、そのことをおっしゃっていました。いろいろな方と意見交換するのは大事です。
・・・・・河合診療所生活相談会 今回は、初当選した馬場ちえこ議員と行いました。
今回具体的な相談はありませんでしたが、原発の撤退を求める署名をお願いしたところ１１名が応じてくれ
ました。
・・・・・水道委員について
これまで組合から委員を出していましたが、今月末で任期が切れます。その後のことを何も言ってこないの
でどうなっているかと問い合わせがありました。
電話では専門委員を増やす方向と言う返事で明日説明を受ける予定です。
●農業用ため池が、老朽化して水が漏れこれまで水田を作っていたが水不足で、昨年は水道水を入れて米

を作ったとのことで馬場議員と調査、河合町大輪田の新池と堂山池の２箇所。
新池では池の底の盛り土が見えてきていました、池の下の畑に水がたまって水田状態です。
5/26 木

堂山池は３０年前に擁壁工事が行われて以後、水漏れが続いており、水が溢れ出している場所も確認でき
ました。池のすぐ上には住宅が並んでいますが、がけ崩れがあり池の中に石垣が落ちていました。昔里道だ
ったと言うところも崩れて道の形になっていません。
池の北側と田んぼの間に１．５メートルくらいの土手がありますが、池の水漏れで地盤が緩み、ビニールシー
トがかぶせられていました。水が少ないため農家の人たちの間で水の取り合いになっているそうです。
●友の会ニュースの配達
●赤旗日曜版１部拡大できました。
●上田知事がお亡くなりになったことを新聞で知りました。８９歳だったとのこと。

初めて当選したときが上田知事のときでした。２期目の選挙中に主人の母が他界して、知事からも弔電など
をいただき、落選しましたが、ご挨拶に伺いました。後になってから私が落選後挨拶に行ったことを覚えてい
てくれて新聞でコメントをもらったことがありました。
毎回毎回、中南和の救命救急センターを医大に作ってほしいと言い続けましたが、最後には作ることを認め
ていただきました。心からご冥福をお祈りいたします。
久々によく晴れた１日でした。
●五位堂駅前 早朝宣伝 八尾議員と
・・・・・生活保護の移転費用のこと
●広陵町の箸尾駅前、広陵町萱野７２８－６に今井事務所が移転になりました。電話０７４５－６０－４０７０で

5/25 水

す。月曜日に看板がついたらご近所のご挨拶と思っていましたが、雨で看板がつかず、昨日看板がつきまし
たので、八尾議員と５０件あいさつ回りをさせていただきました。
広陵町の事務所と一緒です。八尾議員の親戚の方のご好意で駅前のいい場所を貸していただくことが出
来ました。何に使うのかと地域の方の関心になっていたようです。挨拶ではさまざまですが、近いところに来
たことで身近に感じてもらえるように、気軽に寄っていただける場所にしたいと思います。
ここは近鉄田原本線の駅ですので、河合や王寺方面からの方が電車で来ていただくには都合のいいところ
です。お気軽にお立ち寄りください。
●午後から地区の会議
●河合診療所友の会世話人会

5/24 火

今日は休みのはずだったのですが、午後から会議が入り残念。
●奈良県の放射性ぶしつのことが気になり近畿の府県の状況を調べて見ました。

ヨウ素１３１、セシウム１３４，セシウム１３７は本来自然界にはないものだと言うことがわかりました。
これらが、滋賀・奈良に出ています。大阪はヨウ素は出ていませんがセシウムが出ています。和歌山、はもう
じき明らかになります。京都は３月１日からの落下物調査。結果しかまだ出ていませんが。１９８７年のチェル
ノブイリ事故以来、初めてセシウム１３４が観察されています。
セシウム１３４は半減期が約２年と短く通常検出されないそうですが、セシウム１３７は半減期が３０年と長
期のためチェルノブイリの事故から２５年でいまだ検出されています。
奈良県の保健環境センターで想定４月１日から１ヶ月間にわたって落下物を採取したものの分析結果は１平
方キロあたりヨウ素１３１が１０,３メガベクレル、セシウム１３４が４,７メガベクレル、セシウム１３７は４,５メガベ
クレルを検出したと言うことです。
県環境政策課の説明は自然界から年間に受ける量の１万分の１以下で健康の影響がないと言うコメントが
奈良新聞に掲載されています。
大阪大学の野村大成名誉教授はセシウムは半減期が３０年と長いが体外に排出されやすいので、そこま

箸尾駅の駐車場の南
側のところ
すぐわかります

で問題ではないがヨウ素１３１は半減期は８日間と短いのですが、甲状腺に集中して集まってしまうので、子
供の成長に最も重要な甲状腺体内被曝に繋がります。成長期の子供は細胞分裂が盛んで、大人よりも放射
線の影響を２～３倍も受けると言われています。
福島のお母さんたちが国会に２０シーベルトと言う基準で子供が守れるのかと改善を求めにきていました。
また母乳からも放射性物質が確認されたとの報道もありました。
今、国民の３人に一人がガンで亡くなる時代になりました。このことと、広島長崎の原爆投下や核実験、原子 衛生検査センターの放
力事故など関係があるのではないかと思っています。
射能測定器
子供たちの健康は大人の責任で、どうしても守って行かないとだめだと思います。
１番上が屋上の大気
中の放射能や落下物
●赤旗日刊新聞が１部増えました。被災地にボランティアに行かれた人です。
を測るところです
●来月３日から県議団でも福島に行くことになり、ボランティア保険に地元で加入するように言われて手続き
に行ってきました。広陵町では初めての問い合わせだったそうです。
●宮本県会議員、三郷町神崎議員 とともに三室病院事務長にご挨拶。
病院への通院タクシーが認証実験をしていたのが利用者が少なく廃止されていました。
要望が強いのにもかかわらず、利用しにくいのは帰る時の予約制で乗り合いで一緒になる人とも組み合わ
せ、診察が終わる時間によって待ち時間が変わってきます。費用的にもそれなりの負担ですが、ドアツー・ド
アではなく、タクシーのほうが料金は割高ですが、気楽に使える。家まで行ってもらえる。時間もロスが少ない
などの意見を聞いています。
せっかくの制度ですから工夫してうまく活用できるようにしたいものです。
三室病院も内装が変わっていてカフェや軽食のレストランなどがあり、患者の利便性が考えられるようになっ
ています。
これまで廃止されるのではないかと心配していましたが、県の地域医療再編計画にも位置付けられるように
なり、住民の期待も高まっています。看護体制も７対１看護を目指すことになっているようです。
●太田県議、藪坂まさ議員と吉野県税事務所、吉野福祉事務所・吉野土木・下市のハローワークを訪問して
きました。吉野県税事務所の所長さんは桜井と兼務になっていました。
5/23 月

●福祉事務所は次長が廃止されていました。

吉野土木は次長さんにご挨拶、吉野町の要望
（１）長いトンネルの中でラジオ放送が聴けるようにしてほしい、（２）上市橋が町の橋になっていますが、老朽
化が激しく、県での架け替えが出来ないかと２点をお願いしました。
●ハローワークでは所長さんから就職率が、日本１と聞かされびっくりしました。企業を回って仕事を開拓、一

人一人の相談を大事にして小さい事業所の利点を生かし、毎日朝ミーティングで全員で情報を共有。３０００
件の求職に対して２０６０件ほど就職させているようです。またその中で常用雇用が５８％これも日本１です。
求人を出してくる企業にはまったく問い合わせがない場合、給与面などの相場をお知らせすることで、給与面
の改善が図られたり。ハローワークが一生懸命考えてくれることが伝わっているそうです。
職員は２７人、内正規職員は８人、後は非常勤ですがミーティングなどみんな一緒に行い、非常勤なしでは
とても回らないと評価されていました。
また障害者の雇用でもハローワークに障害者がいなくてはほかにお願いできないと今年から障害のある人を
研修で１年間採用。高齢者の就職率も大変高いと聞きました。
初対面でしたが熱意がつたわってこちらが元気をもらいました。
ずっとここに居られるのかと思っていましたが、昨年来られたばかりとか。仕事は人と改めて実感しました。
●エル大阪で緊急シンポジウム 議会はどう変われるか 自治体議会改革と住民自治が自治体問題研究所
主催で開かれ参加させていただきました。
宮本憲一氏の基調講演。東日本大震災では合併して周辺地域となった自治体が職員の手も届かず。実態
もつかめず、困難な被災地の中でも、より困難な状況に置かれていること。
復興支援については、便乗復興ではなく、国県主導の復興計画ではなく、地元の手で計画作りが必要。自
治体が自治体として成り立つには権限と財政が伴う必要があること、阪神淡路大震災では１２兆円も投じて
揚子江との海運貿易、神戸空港、永田町再開発ビル建設など行ったが、すべて失敗している。
市町村合併で都市か農村かわからない大都市が出現していること。また今回の統一地方選挙では大阪の
維新の会などに見られるように本来２元代表制であるべき地方自治体が、首長の意見を通すための議員を
議会に増やすことで１番大事なチェック機能が失われてしまう。地方議会の危機。
（１）議員数の縮少、市町村で４２，２％。都道府県で４，３％の減。担っている反面、議員が減って住民の意
見が通りにくくなった、と言う苦情はないという。
（２）立法府として機能していない、１６年間政策条例が１２５４本、府県議会２１２本。条例の８６％が首長提
案でその９５％が無修正でが可決している。勉強しない発言しないと言う点では１度も発言しなかった議員
が、奈良県は４４人中２３人。全ての議員が発言しているのは三重県だけと言うことです。与党を作ることで
行政のチェック機能を失っている。
5/22 日

日本の中の草の根の保守主義。この中で住民は自らの要求を運動にして議会に要請するのではなく、有
力な政治家に相談することで要求を実現する。議会が何をしようと関係なく中央への陳情とどぶ板議員活動
が主流となり、議会が見えてこない。
このような中で議会の民主化は重要な課題であり、奈良県でも議会改革検討委員会の設置が予定されて
いるが、重要な点であると思いました。住民が主体的に学習を積み重ねて住民運動を進めることによって、
自治体を変えていくことや、自治体労働者との共同も重要な課題です。
シンポジウムは議会はどう変われるのか、自治体議会改革と民主主義をテーマにそれぞれのパネラーが報
告。もとても面白い指摘がされて、眠くならずにすみました。１１時３０分から５時近くまで行われましたが、と
てもいい勉強になったと思います。
ドイツなどでは選挙の票が１人で３票もあり。個人でも政党でも投票が可能。それによって選出されるそうで
す。多摩市議会の議会改革。実践がどんどん進んでいて参考になることが多いと思います。
議会での申し合わせ事項など条例化しておくことの必要。阿久根市の竹原市長は６月議会を召集しない、議
会で可決した条例を執行しない。などがあったそうです。
議会改革の基本は議会は住民のためにあることをつらぬくことだと思いました。なかなか面白い学習会でし
た。
ページトップへ

5/21 土

お世話になった方がなくなったとの知らせを受けお悔やみに行ってきました。
●ホームページの更新文章作成
●山田美津代議員と訪問赤旗のお勧め、選挙中に演説を聴いてくれたところを訪問。とりあえず、１ヶ月間赤
旗をよんでいただくことになりました。
・・・・・年金問題消えた年金記録
●健生会定期評議委員会

皆さんが当選を喜んでくれました。太田さんの当選は高田が変わったことを実感させるものだと改めて感じ
ました。
●お通夜

遅れましたが、お別れさせていただいてよかったです、６９歳早すぎるお別れです。私の選挙のと
きに入院されたそうで投票にいけなかったことで、落選したらどうしようと心配されていたと伺いました。心か

らご冥福をお祈りいたします。大阪の国立のセンターで検査を受けていたのに見つからなかったと言っていま
した。
国はお金がないから機械が古い、新しい機械の病院にかからないといけないと遺族の方がおっしゃっていま
した。
●世話人会
議会の役員選挙が行われました。議長選挙は徹夜議会という言うのが毎回でしたが、今回は６時３０分くら
いで終わりました。
世話人会で臨時議長の川口議員が議長になったらすぐ選挙にすると言い出して、いつもなら議会の時間延
長を１２時までと最初に決めていましたが、様子を見て延長することになりました。
私は毎回どこで決まるのか不透明な形で夜遅くまでかかると言う選出の仕方ではなく、せっかく議会基本条
例も出来たのだから、神奈川県でやっているように議長に出たい人が立候補表明演説を行い、それで判断し
て投票すれば良いのではないかと提起しましたが、それは次からで、とか。
小学校の学級会ではあるまいしと賛同が得られませんでした。

5/20 金

結果的にはその後１時間ぐらいで議長副議長選挙が実施され、議長は自民党会派の国中議員３０票、副
議長はみんなの党の淺川議員２２票に決まりました。
共産党は独自で投票。山村議長。今井副議長でいずれも５票です。
その後１２時までの時間延長、所属の委員会の希望をもとに委員長副委員長を決めて、議会を再開、議長
提案で承認されました。
私は経済労働委員会、特別委員会は広域行政調査特別委員会の副委員長になりました。
山村さんが総務警察委員会の副委員長です、これまで総務警察委員会の役員ポストは共産党には絶対に
渡さなかったのですが、異例のことです。
・・・・・４件
医療の受診問題について
全身性エリトマトーデスの特定疾患医療について皮膚科の医療費が特定疾患の医療にならないかとのこと
で問い合わせると主治医が疾病と関連があるとの意見であれば、特定疾患医療が使えるとのことでした。
無料低額診療問題
なら結婚応援団の登録が４８歳までの年齢制限があり、56歳の人が断られたことで問い合わせ。若者自立
支援事業で行っており、実際に年齢が高くなると話が合わないなどがあり年齢制限しているとのことでした。
●議長に議会改革の申し入れを行いました。
●桜井の県の関係施設へ挨拶と赤旗のお願いに行ってきました。吉田議員と毎回恒例になっています。

精神保健センターの工事が行われていました。秋にオープン予定です。また衛生検査センターも奈良市内
から移転の方向です。
精神保健センターは以前から精神科医師の常駐がないことが問題になっていましたが、お伺いすると同じ
状況のようです。また新しい施設が全体として精神衛生センターではなく２階部分は廃棄物監視センターにな
る予定とのこと。
精神疾患がいまや国民病になる時代です。精神科医師の常駐と、研修会などできるような体制が求められ
ていると思います。
●午後からは橿原市内の県施設を訪問。太田あつし県議と橿原市会議員の竹森・西川議員とご一緒させて

いただきました。最初は不在が多かったのですが、ご挨拶できて良かったです。
●橿原考古学研究所では横田堂垣内遺跡の一本木くりぬき井戸の展示が行われていました。

5/19 木

大きな大木をくりぬいて井戸にしていたものです。
●日曜盤７部民報４部の拡大が出来ました。
●広陵町、平岡町長の表敬訪問。八尾,はるお，山田みつよ議員と当選後初めてご挨拶に伺いました。広陵

町では危機管理管というあたらしい職員の方が採用されていました。職員教育や住民からの無理難題など
に対応することが、仕事とのことです。
県議会の特別委員会で新たに広域行政調査と言う特別委員会が出来たことを紹介し、町のご意見なども
今後聞かせていただきたいとお願いしてきました。
町のためにも頑張ってくださいとエールをい頂きました。県民のために頑張りますと答えてきました。住民に
ためになることは大いに力を合わせて頑張っていきたいと思います。

郡山ジャンクションの
発掘で見つかった一
本木くりぬき井戸です

広陵町赤部の信号機の点滅で夜間の事故があり、改善を申し入れていましたが、改善されたとのことです。
●全県活動者会議、選挙後初めて全体の総括の会議が開かれました。各地の経験が報告されました。
●五位堂駅前早朝宣伝 八尾議員と
●世話人会
●特養のユニット型のことで県に問い合わせ、奈良県では昨年で全体のベッド数に対して８．２％が個室方。

全国では１０％で全国よりも低く、今作る特養はユニット方をすすめるようにしているとのこと。療養環境に関
する問題と、費用面で分けて考える必要があり、軽減対策についての説明も伺いましたが、実際の活用につ
いてはまた報告をいただくことになっています。

孫の１歳の誕生日でし

●低額無料診療について、指定病院でも実際活用されていないことが、あるとの問い合わせがあり調査。奈

5/18 水

良県では天理よろず病院・済世会病院奈良・御所・中和・吉田病院・信貴山病院・沢井病院が該当していま
す。奈良市内の３病院については奈良市が実態をつかんでいて、それ以外は県が実態を把握。資料をもらう た
ことになっています。
・・・・・医大の対応について
●県立なら病院立替問題について説明を伺いました。
●臨時議会

5/17 火

新たな座席に座りました。私は２９番です。座る場所が前回は３０番でしたのでひとつずれただ
けですが、議会の見晴らしが変わったように感じました。左が、高柳議員、右が和田議員です。川口議員が
最年長で臨時議長になり、あっという間に終わりました。
各会派の思惑などがあり、調整のための時間稼ぎかと思いますが、せっかく皆さんが集まりますので、もう
すこし内容があってもいいのではないかと思います。
●新聞の拡大
広陵町支部の方と挨拶と訪問 日曜版を快くとっていただくことになりました
●田原本吉田議員とリハビリテーションセンター。教育研究所を訪問。ご挨拶をさせていただきました。

リハビリセンターは、急性期以後リハビリの必要な人の受け入れ場所ですが、実際には急性期で１４日たっ
ても呼吸管理など必要とされる方などがあり、そのような方をリハビリが受けるのは困難なところがあり、そ
の中間的機能が必要との貴重なご意見を伺うことが出来ました。
発達障害の子供のセンター機能も持っており、もっと施設拡大は必要ですが、浄化槽になっているためその

受け入れに限りがあり、下水道になればもう少し実態に見合った施設拡大が可能になるとのことです。
また患者側からは、リハセンでいろいろ出来るようになって退院しても家の中で車椅子が使えない、段差があ
り狭いなどでリハビリセンターで優等生が家ではまた出来なくなってしまうという声も伺いました。
指定管理者になって以後、県の職員が減り、嘱託職員が増えていることが今後の運営にどのような影響が
出るのか心配な面があります。
日曜版が１部増えました
教育研究所は教育長が所長を兼務していました。
●インターネットのホームページが繋がらなかったのですがやっとつながり一安心です。
●午後から太田県会議員、向川高田市会議員と高田市内の施設回りを行いました。

高田土木事務所、所長さんにご挨拶。ハローワーク、高田経済センター、坂口法律事務所が新しいところに
変わりご挨拶、労働基準監督署を回ってきました。
●高田のハローワークは県にでも利用者が多く待ち時間が長かったそうですが、窓口を増やして３０分以内

に改善されてきたそうです。高校との連携は進んできていますが、大学との連携が課題とのこと。有効求人
倍率が0.5で少し上向いてきましたが、震災また厳しくなるのではないかとのことです。
労働基準監督署では監督官が４人とのことです。高田管内内の９割が５０人未満の事業所だそうです。
●王寺町共産党後援会ご苦労さん会がリーベル王寺で開かれて参加させていただきました。

・・・・・２件
特養の個室、年金で入れない人がほとんど、県は同じ考えているか調べてほしい。
結婚応援団の登録が４０歳以下とのこと、それ以上でも申し込んだ場合はどうなるのか。
●ホームページの作業に来ていただきました.。
5/16 月

5/15 日

次女が友人と会うためその間３歳の孫のお守りをしました。「ばあば、ちゅじゅめたべていい」ときかれて、「え
っ、すずめ」と聞き返したら、するめのことでした。ゆっくりとしゃべる片言がとてもかわいいです。
ドアが開くたびに,ママかな、と言っていましたが、遊びに夢中になってしっかり留守番が出来ました。
●第２回北葛城郡体育大会開会式
●山田美津代議員と挨拶、新聞のお勧め 赤旗日曜盤１部拡大
●自交総連、合同労組 第２２回定期総会 挨拶。
●ホスピスとがん医療をすすめる会
在宅の地域連携についての学習会、奈良県医師会副会長の竹村先生、医大の地域医療連携室の看護士
さんがお話してくれました。
クリティカルパスの取り組みが始まってきています。また入院から自宅のつなげるについてはカンファレンス
に地域の開業医の先生も入って、治療や介護の継続。在宅の環境整備など必要な機材の確保などに取り組
んでいます。
奈良県は全国で在宅氏が１２番覆いそうですが、訪問看護ステーションの看護士さんの積極的な取り組み
在宅の開業医の先生の連携などが背景にあることが確認できました。
ページトップへ
●久しぶりにコーラスの練習に行ってきました。町、祈り、母さんたちの贈り物、どれも始めての歌でしたが，

心に響くいい曲です。
電話の工事に来てもらいました．
5/14 土

●日本ベトナム友好協会の懇親会に参加させていただきました．

大阪の方も参加されて、ベトナム総領事の方のベトナムの経済についての講演を聴く取り組みでした。講
演が聴けずに残念でしたが，領事カオ,アイン,ジュン氏の奥さんとお話させていただきました。現在神戸大学
留学中中小企業について学んでいるそうです。ベトナムの産業が陶器とシルクくらいしかなく何とか産業を起
こして，経済の活性化をすすめたいと考えておられます。ベトナムの女性史を学んでいる先生、ベトナムの遺
跡の調査に携わっている先生など色々な方が参加されていて楽しい時間をすごさせていただきました。
●県議団会議
●全員協議会
本会議場で理事者と議員の顔合わせを行いました。
観光局長が挨拶にこられたので、県庁の正面に立っているガードマンの人の服装をもう少し奈良県らしいも
のにして観光客がせんとくんと写真を撮るのでそこにふさわしいようにしてはいかがですかと、提案させてい
ただきました。

・・・・・精神科の医療機関がすぐに入院させる。患者の状態よりも経営を優先させているのでは
ないかと言うご意見でした。
5/13 金

5/12 木

5/11 水

●各派代表者会議、特別委員会の見直しで新たな委員会の設置が決まりました。関西広域連合のことも含

めて検討する広域行政調査委員会が新たに設置されることになりました。
県議団５人で、県庁の屋上で興福寺の５重の塔をバックにホームページ更新の写真撮影。
題９回社団法人奈良県建築士会高田支部総会がグリーンパレスで開かれ来賓で参加させていただき、挨拶
をさせていただきました。
ベトナムカンボジアの家がレンガや木で作られ、どこの国でも地元の材料が使われていたこと。日本はこれ
だけ木があるのに使われていないこと。建築士会の取り組みで地域認証材の活用についての勉強会が取り
組まれていますが、大変重要であり今後の取り組みに期待をしていること。また住宅リフォーム制度が奈良
県で実現しましたが、活用について利用しやすいものにしていきたいこと。今回の震災で今後日本の国のあ
り方、エネルギーや住宅問題など変化が生まれてくると思うが、そのときこそ建築士会の役割が求められる
のではないかと挨拶しました。
無事到着です。
飛行機の中で日本人のグループに会いました。一人で参加している87歳の女性。隣に座った人は70歳。60
を過ぎてから海外旅行をしていてどこでも一人で行くそうです。30回目だと言っていました。あと５年くらいで
一人旅はやめようと思っていたようですが、今回87歳の一人旅を見てまだまだいけると言っていました。
さすがに疲れましたが、行くことが出来てよかったです。
５時にホテルを出発してアンコールワットからの日の出を見学しました。池のところで水面に移るシルエットが
厳かな感じです。当時太陽との関係をよく考えて作られた建物と言うことです。アンコールワットでは２組の結
婚式のカップルに出会いました、式の間に21回のお色直しをすると聞いてびっくりです。
アンコールワットは日本人の森本近太右というひとが江戸時代に発見したのが最初とのことです。地元の
人にとっては一生のうちに１度はお参りに行きたいところだそうです。アンコールワットのほうがアンコールト
ムより以前に立てられたものです。
それでも８００年くらい前なので平城京のほうがもっと古いことになります。世界遺産に登録されて以後カン
ボジアの紛争で遺跡も破壊され今世界の支援で修復をしています。日本も応援していました。
回廊では地獄と極楽の彫刻が彫られていました。ガイドさんに三途の川はないのかと聞くと初めて聞いたこと
だったようで、勉強すると言っていました。この遺跡をゆっくり見ていくだけでも何日もかかると思います。

午後から湖を船で観光しました。この場所はベトナムの難民の人が住む場所を失い水上生活を送っていま
す。ハロン湾の水上生活と比べても貧しさが際立ちます。
そこを観光していることに違和感を覚えながら、それによってここの人の生活を支えていることにもなってい
る複雑な思いでした。
隣の船から出ている熱湯がかかって腕にやけどをして、初めて外国で病院にいきました
日本の保険会社が提携している日本人スタッフのいる病院にいって治療を受けました。破傷風の注射を打
ってもらいました。旅行会社のスタッフで来てくれた人が日本人の女性、病院に勤務していた人も日本人女
性、ホテルで働いていた人も日本人の女性。たくさん海外で働く女性と出会いました
いろいろありましたが帰国。
ホーチミン空港で乗り換えて関空に機内泊でした。

バンテアイスレイ、東洋のモナリザと処される女神像を見ました。小さなお寺ですが、きめ細かな彫刻で飾ら
れ女性が作ったと言われています。彫刻の中に法隆寺のところにある鳥の顔のお面とよく似た彫刻を見つけ
ました。
ここまで来て植樹をするとは思いませんでしたが、旅行会社が現地の森を復活させるために観光客が木を
植えるようにしています。これまで植えた人は4,000人ほど看板に名前が書かれていました。ラワンの木を植
えてきました、森のあちこちにあり塚があり、山になっています。地元の人は蟻塚を壊すとそこにいるお化け
が家にやってきて善くないことが起きると信じているので誰も壊さないそうです。

こんなことが信じられているのは電気ガなく夜が真っ暗になってしまうからです。地元の人は木で創った高
床式の家で暮らしていました。雨季になると水かさが増すのではじめから家を高くしているそうです。

5/10 火

食事の後、昼休憩をしてからアンコールトムの遺跡の見学をしました。アンコールは首都、トムは広いと言う
意味です。王様の顔が人間の心理を表しているそうですが、４つの表情で東西南北を向いています。異なる
宗教があり真ん中の建物には４方向から登ってくる階段や回廊があります。仏教の人は仏教のところから入
ることになっていて壁画の彫刻などはみな仏教のものです。ほかの宗教はまた違う入り口です。普段は対立
していて紛争が耐えないのですが、ここに来ると頂上で異なる宗教の人々とが顔を合わすことになり、次第に
交流が生まれたとか。学ぶものがあります。
それにしてもよくこれだけの遺跡が残っていたものだと感心するばかりです。
遺跡の立つ丘の上から夕日の沈むのを見ました。世界中から来た人々が一緒に夕日が沈むのを眺めると言
うのは不思議な感じです。自然の雄大さと人間がその中で生かされていると言うことを感じました。

地元の人たちのマーケット。ハロン市場の見学、食料が通信ですが、野菜・果物・魚・肉どれも新鮮で山に詰
まれていました。ガイドさんに聞くと夕方にはほとんどなくなってしまうそうです。
一般家庭にはまだ冷蔵庫が普及していません。今日食べるものはその日に買ってその日に食べると言う日
本ならとても贅沢なことが、ここでは当たり前になっていました。
アヒルの卵をすすめられましたが、中で半分孵化しているものを食べると聞いて断りました。
タンロン城はこの日は休みで中に入れませんでしたが、軍事博物館には戦車や、大砲などが展示されている
のが見えました。
ベトナム戦争が終わったのが、１９７３年４月３０日で町中に旗が立てられてその日をお祝いするそうです。
ちょうど私が大学１年のときでした。友人がベトナム戦争が終わったと興奮して語っていましたが、私は当時
それがどのような事かもう一つ良く分かっていませんでした。
それにしてもアメリカを相手に勝ったと言うことはすごいことだと思ったのは覚えています

5/9

月

竹が多く密集しているため敵の見つかりにくくその地下に穴を掘って隠れて生活していたそうです。日本の
武士は武士は喰わねど高楊枝と我慢を求めたのに対して、ベトナムではホーチミンが腹いっぱい食べて戦え
と戦争下でも食料の生産を行い。戦い続けたと言うことが、私は印象に残っています。

ハノイからシュムリアップ空港へ。夜着いたのですが。飛行機から見ても光が見えず、ジャングルの中と言
う感じでした。カンボジアになります。空港なのに道の駅のようなこじんまりした雰囲気でした。がんばろう日
本の看板が目に入りました
アンコールワットの観光を中心にした町でホテルやお店があり泊、まったホテルの周辺はとても明るく別世
界です。昼は暑いので休んでいて朝と夜に買い物などをするそうです。

5/8

日

ハノイ市内観光、ホーチミン廟のところだけはバイクも入れずに静かで落ち着いていました。
べトナムの人は１度はおまいりに来る場所のようです。中には棺に入っているホーチミンの姿が横たわってい
ました。午後からはハロン湾、2,000もの島があり、日本の松島のようなところです。ティエンクン鍾乳洞を見
学。水上生活を送っている村に行き、エビやカニを買って帰り、船の上で調理してもらい食事。200人くらいが
暮らしています。小学校も水の上にあります、まだ中学校がないとのこと。ここの人は魚をとって生活を立て
ています。水上マーケットの船がいろいろな食料や雑貨を積んできます。観光船のシェフがわさびを買ってい
ました。エビはお刺身にカニは茹でてくれました。この景色が見られただけでも行った値打ちがあったと思い
ました 。

ページトップへ
ベトナムとアンコールワットの旅行に行きました。１２日までのまとめ書きになりました。時差は２時間早くな
ります。天気は向こうの天気です。関西空港からハノイに直通。屋根が赤い、家並み。カラフルな町並みが目
に入ってきました。
街中を一周しましたが、同じものを売っているお店が固まって町並みを作っています。
社会主義国ですが、経済は市場経済。失業はほとんどいません。医療費は無料。田畑は国の所有。農民は
税金を納めています。
大工業地帯があり、パナソニック、キャノン、ヤマハと日本企業が並んでいます。
コンビ二も信号機もありませんでした。平均寿命が５７歳とか。年金はそれを超えた人から支給です。町全体
が若者であふれていました。
建物はレンガを積んでコンクリートで塗り固めた家が多く、３階立てなどの家も多かったのですが、鉄筋も入
っておらず地震がきたらどうなるのか心配になります。
ホンダ・ヤマハのオートバイが町中を走り回り、ぶつからないのが不思議です。町中に警報機の音がパパー
とやかましい。一番怖いのが道を渡るとき。走っはいけませんゆっくり歩いて行きます。
5/7

土

オートバイや車が歩行者を縫うように走ります。道路は車は右を走りますが、追い越すときは正面から走っ
てくる車とぶつからないように切り替えて運転します。道は舗装されていてもガタガタです。ガソリンは高く車
はまだ手が出ません。バイクが生活の主流です。高速道路を２人のりで後ろの人が、居眠りをしているのを
前の人が片手運転でもう片方の手で寝ている人が落ちないように支えていました。豚を何匹もかごに入れて
バイクで運んでいる人。牛の足をヒモでくくって運んでいる人。バイクさえあったらなんでも出来るように思え
てきました。水上人形劇を見ました。どうなっているのか不思議でしたが、面白いものでした。

。

フランスの占領が長くフランスパンがおいしかったです
次女の誕生日３０歳です。月日のたつのは早いものです。
●王寺駅で幡野美智子議員と早朝宣伝。ずっと演説を横のほうで聞いている青年がいました。
１６歳だそうです。今日は仕事がないと言っていました。おばちゃんは５６歳、４０歳もちがうんやねと会話、そ
んだけ生きてたらいろいろなことあるやろうと彼。光子さんがんばってとエールをいただきました。
●各派代表者会議

5/6

金

会派届け出されましたが、自由民主党を名乗る会派が３会派できて、結局元どおりの自由民主党改革、自由
民主党未来に落ち着きました。
新創ＮＡＲＡが元気クラブに改名、自民推薦議員が元気クラブに入って５名の会派となりました。
議会の椅子が机との間が広く座りにくいために改善を要望していましたが、調子の悪い椅子については修理
するとの報告をもらいました。
●早瀬さとこ展を見に行ってきました。震災を受けてそれを詩に書いていました。命のテーマが迫ってくるもの

があります。彼女は線維筋痛症の難病に苦しんでいて,奈良県の医療についての要望を聞かせていただきま
した。患者は全国に２００万もいるそうです。ところが内科でも精神科でもないなど診てもらえる医療機関がな
いため患者さんはとても苦労されているとのこと、身体障害者の手帳や、難病の認定もままならないようで
す。
●焼肉チェーン店のユッケの死亡問題について

各店舗の処理方法も問題ですが、同じところに肉を卸している業者がなぜ公表されていないのかが疑問で
す。そこをあいまいに国は基準を厳しくするとのことですが、食文化の問題もあり、全体の規制の前にここの
問題を徹底追及すべきではないでしょうか。
●救援物資の搬送のことで高速料金の割引は物資の搬送先が確定しているか先方から依頼があった場合と
のことで、その旨を伝えに行ってきました。
馬見丘陵公園をウォーキング。こどもの日で天気もよくたくさんの人でにぎわっていました。
昨年の花博で流山古墳に行く途中の芝生広場が、古代の庭に変えられてします。子供ずれがゆっくり出来る
場所なのに残念と元の芝生公園に戻してほしいとお願いしていましたが、芝生公園に戻って大勢の家族ず
れがゆっくりとすごしておられました。よかったです。
巣山古墳の方まで行ってきましたが、巣山古墳入り口の藤の花は見事です。昨年のイベントが終わってか
らゆっくりと見て回ったのは初めてのような気がします。
5/5

木

5/4

水

孫の享ちゃんの初節句で、家族でお祝いをしました。

梅田に伊勢丹三越がオープン、大丸もリニューアル・阪神に阪急と百貨店を見に行ってきました。
大阪駅に着いたとたん人、人、人、トイレもレジも、食堂もとにかく並ぶのです。
駅の屋根がホームの屋根の上に２重になっていてその中に取り込まれるように伊勢丹が出来ていました。
まずはどんなものか見てみようという感じでした。
大丸には東急ハンズやユニクロ、ポヶモンコーナーなどがあり、また違った客層が来ていました。お昼は一
番早く食べられるところを選んでカレーを食べました。
阪急にも行ってきました。婦人靴売り場に行ったのですが、どれもおしゃれでヒールが高いのが多く以前階
段から落ちた私としては安定感のいい物を探すのですが、気に入ったのはサイズが合わなかったり、結局見
つからず。一緒にいった夫は５本指の靴を買っていました。体にはよさそうですが、どこで履くのでしょうか
天王寺にも新しいところがオープンしたとのことで、今度はまた電車に乗って天王寺まで行ってみました。
１０９と言う若者のショップが出来ていて、今のファッションは、何を上に着るのか、下に着るのか、どうも苦
手です。靴を見たら分厚い底のあるものや、ヒールが高くてとがっているものなど。こんな靴ばかり履いたら
体が、おかしくなるのではないかと心配になります。
最後に近鉄に行ってみました。靴売り場ではサイズごとに靴が並んでいてほっとします。羊の皮のやわらか
い履き心地のよいものをやっと買うことが出来ました。
万歩計を見たら１２０００歩を超えていました。
近鉄が今６０階建てのビルを建設中です。子供のころの百貨店の思いでは、日の丸の旗がついたお子様ラ
ンチと屋上の乗り物コーナーにソフトクリーム。
あふれるほどものがあってもほしいものや、自分に合うものを見つけるのは大変です。なれたところでゆっく
り買い物が出来るのが一番です。
選挙後やっとひと休みと言う感じになりました。
たんすの整理
●１時から憲法記念日のキャラバン宣伝でエコール真美に行きましたが、 子供向けのプリキュアなどが来て
いたため、おくやまに移動して宣伝をしました。
5/3

5/2

火

月

64回目の憲法記念日です。「家族でもう一度憲法をよんでみませんかと呼びかけ」ました。
64年たっても、また東日本大震災という困難があっても、ますます生命力を感じられる文章です。

たけのこをいただきま
した

探していた鍵が見つかってほっとしました。
子供たちも実家に帰って留守、冷蔵庫の中をかたずけて、テーブルいっぱいにお料理を作って並べ、久し
ぶりにゆっくりとすごすことが出来ました。
●箸尾駅前の新しい事務所で初めての生活相談をさせていただきました
いろいろたまっていた胸のうちを聞かせていただきました。これと言う解決にもなりませんが、聞いてもらえて
すっきりしたと喜んでいただきました。
●新聞の集金
県庁の選挙管理委員会に供託金の受取書をもらいに行ってきました。北葛城郡で一緒に選挙をやった陣
営、候補者が偶然にも３人一緒になりました。
・・・・・５件・家族のこと・医療問題・アニマルパークのペットのこと
震災救援の物資搬送について・ポルノの自動販売機問題
●第８２回メーデー、奈良公園で開かれ行ってきました。

選挙でいろいろお世話になった方がたくさんおられて。お礼の挨拶に大忙しでした。
今回は震災救援という位置づけて現地に行かれた方の報告や、太田敦さんも日本共産党奈良県委員会を
代表して挨拶をさせていただきました。
5/1

日
あいにくの雨となりましたが、デモ行進に参加された人たちに県議団から激励の挨拶。バックでメーデー歌
を歌うことにしました。宮本議員が演説をして、山村・小林・今井がコーラス、晴れた青空や、がんばろうを歌
わせていただきました。
街頭で歌を歌うのもなかなか新鮮でした。
終わってからちょっとおしゃれなレストランで食事、これもまた楽しみです。
ページトップへ
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