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10/31 月

●八尾議員と赤旗新聞のお勧め
　日曜版が２部増えました。原発は皆さん反対です

●午後から幡野美智子議員新聞のお勧め。日曜版１部拡大

●王寺町役場で子供の検診と病気や障害のある子供さんを発見したときに町の対応について伺いました。１０ヶ月検診
でチェック。たいていお母さんが子供の病気など知っていてかかりつけ意がある場合が多い、中には言葉の遅れなどを
見つけるときもあるが検診した先生が専門医を紹介させているとの事でした。

●王寺町商工会を訪問。駅前で買い物をする場合駐車場や駐輪場が問題。色々なテナントが出店しても町全体でどの
ような駐車場も含めてまちづくりをするのか、人の動きやまちの全体像について関係者が一堂に集まって検討するように
なっていないことがわかりました。北と南があり大変です。また新しく進出するところが地元商工会に入らないことも多い
ようです。

●西和広域消防を訪問。質問の議事録を渡してきました。

・・・・・里道にごみが捨てられる問題。

10/30 日

朝から雨
●生き生きクラス会の準備

●健生会友の会広陵支部主催、生き生きクラス会、第２回目　東日本大震災を考える　をテーマに、開催しました。
 ６月３，４，５と福島県いわき市にボランティアに行った時の写真を紹介しながら報告させていただきました。

　京都科学者会議京都支部代表幹事の富田道男先生に、原発問題を考えると題して講演していただきました。
 先生はなぜ日本に原発が導入されたのかを歴史的に分析して、法律を策定しながら枠を決めていった様子を詳しくお話
してくれました。５０人の参加でしたが、原発は処理できるようになるのはいつぐらいなのか、ボランティアに行きたいとき
はどうしたらいいのか。避難所に飲酒禁止の札が、合ったが飲酒くらい許してはどうか、など色々な質問や意見が出て活
発な議論となりました。また１２月１３日に台風１２号の被災地に宅出しに行くことを訴えるとカンパも寄せていただきまし
た。
 忙しくて十分お誘いが出来ませんでしたが、参加された方々が最後まで熱心に聴いていただいてよかったと思います。

ページ　トップヘ

10/29 土

●奈良県農業フェスティバルが橿原公園で始まり，行って来ました。農業、工業、商工会、林業、建築関係など奈良県の
産業が一目でわかる集まりです。たくさんの人が来ていて車がいっぱいでした。声をかけてTPPの共産党の提案を渡して
きました。
　
　卵を販売しているところで昨年のとりインフルエンザの影響はありませんかと聞かせていただきました。影響はないとは
いえないといっていました、当時は鳥が１羽でも死んでいたらどうしようかと毎日どきどきしていたそうです。早く対応でき
てよかったです。
　
　ミツバチがいなくなっているというニュースを思い出し、そのことも教えていただきました。ミツバチにダニがわいたとの
事です。フランスではそれに対応する薬が出ているそうですが日本の北海道くらいの緯度になるので寒いときは効き目ガ
っても一番困る夏場には効果がないそうです。今は何とか蜂も増えてきているようです。蜂に受粉がないと、柿、なすびな
どたいへんこまるとか。自然はうまく出来ています。
 カーネーションのヒロイン尾野真千子さんのお父さんがいました。建設組合のテントにカーネーションのポスターがある
ので聞いていてみるとお父さんでした。よく似ています。毎朝楽しみに見ていますので感激です。
 ここでも磯城野高校生が試作のケーキを出していました。アニマルパークでも大和地鶏のブルーベリーソースをいただ
きましたというととても喜んでくれました。
 へっぷやスニーカーなどがよく売れていました

●広陵講演会が、明日香村農民連の収穫祭にバスツアーに行っているため合流。広場からリズミカルな太鼓の音と、ラテ
ン系の音楽が元気よく山に響き渡っていました。ミニ動物園、農産物や、色々なバザー。手作りこんにゃくをいただきまし
た。横でこんにゃく芋から練っていてそれが味わえるので最高です。もちつきでえびもちを買いました。太陽光でパネルで
なべを囲んでポップコーンやゆで卵を作っていました。しいたけを売っているところで放射能の測定結果をつけて売って
いたのでお話を聞きました。原木を入手してきた地域が被災したため原木が入らずこれから金の植え付けになる時期だ
が大変なことになっているとの事。何らかの対応が急がれます。
 お昼は地元に注文していた手作り弁当をいただきました。いろいろな方にお会いする事が出来ました。楽しいひと時を過
ごさせていただきました

●高次能機能障害研修会が産業会館で開かれ参加しました。県会議員といって紹介していただきました、生駒の議員さ
んも来ていてご自身が高次能機能障害だそうです。選挙に出るといったらみんながびっくりしたようです。
 佐藤正純先生のお話でした、脳外科医だった先生が自ら重度の障害者になり失明し、今第２の人生を楽しんでいるとい
うお話は、気取ることなく素直に染みとおるように体が吸収しているようでした。スキーで事故。意識不明が続いたとき医
者が持っている呼び出しブザーを押して看護士さんがいっせいに「先生急患です。」と声をかけたら反応したそうです。リ
ハビリとは復権、まず哲学。目的。そして技術だと話してくれました。
 隣にリハビリセンターの所長さんがいて、私が決算議会でリハビリセンターの小児科医の不足を取り上げたこと知ってお
られ、ありがとうございましたとお礼を言ってくれました。

 きょうはいっぱいお買い物をさせていただきました。かぼちゃ，ラフランス、柿、ミカン　しいたけ、シメジ　、乾燥しいたけ
 しめじ、お茶、えびもち、こんにゃく、里芋。ずいき。あられ、

　

10/28 金 ●王寺駅北口　早朝宣伝　幡野、小山王寺町議会議員、馬場河合町議会議員　今井の４人でTPP反対と市田演説会の
案内の宣伝、

●新聞の集金

● 市田演説会のお誘い。いつもお世話になっている娘の職場を訪問。職場で小集会になりました。若い子達が７０歳から
年金が支給されることで真剣に考えていてびっくりしたとの話。専門学校を出てもそれだけの値打ちがあるのか。たくさん
のお金をかけてもそれだけの元が取れるとは思えない。以前は資格は必要なかった、職場で教えてもらいながら身につ
けてきたそれでも出来た。実習生の子は、朝新聞配達をしてから２時間かけて実習に来る。３７歳の独身。それだけがん
ばっても仕事に就けるかどうかはわからない。
 たくさんの意見が出てきました。この間給与は下がっているが企業の内部留保は増え続けている。金あまり現象がおき
ている。安定した雇用で給与を増やすことで内需拡大にナリ、景気が良くなってくる。今のやり方はあべこべ。ぜひ市田さ
んの話を聞きに来てくださいとお誘いさせていただきました。

 整体をしてもらいました。体のゆがみを正すことはとても大事です。

●公務員給与問題で人事院から引き下げの勧告が出され１２月１日までに議会の議決が必要になるとの連絡１１月１日
の各派にて検討



● 月間奈良５０周年が奈良ロイヤルホテルで開かれ参加させていただきました。いろいろな方にお会いする事が出来ま
した。月刊誌で５０年間も続くというのは少ないそうです。森川明日香村長が来ていました。元県の職員さんだったのでご
挨拶。３１票差だったとの事．私も３２票差で当選させていただいた事があったので、さぞかし大変だったろうと想像できま
す。いい村にしてください。期待しています。と激励しました。

●コーラスの練習、本番前最後のリハーサルです。

10/27 木

●自治体キャラバン
 朝から河合町に行ってきました。地元の新婦人、河合診療所、民主商工会などが要望を出して話し合い。河合町は財政
問題でまだ厳しいところがあります。一つ一つ丁寧に回答していただきました。これまで豆山の郷に包括支援センターが
ありましたが１０月から役場に移動して福祉の問題は役場で一体として対応できるように改善したそうです、
 地元の新婦人からは中央公民館の和室の畳がぼろぼろで、ヨガをするとうつぶせになったとき先生がいつも咳き込まれ
るとのリアルな意見に現地を確認して更新が必要なら検討しますとの回答がありました。

 住宅リフォームでは。民商が町長と懇談したときにはいい制度との機器だったのでぜひ具体化してほしいと強く要望。広
陵町の制度など研究したいとの回答でした。最後に私は、貧困が広がっていて国保料を納められない人や、介護保険徴
収率も下がり保険の払えない人が増えている。そのようの人が医寮や介護が必要になったときは措置制度で救済できる
が措置は交付税の特例対応されることになっているので、サービスが受けられない事がないようにしてほしいとお願いし
ておきました

●午後からは上牧です。上牧町では新婦人が、街角ウォッチングで地図に写真を貼り付けて改善を求めました。役場の
姿勢もとても前向きで出来るだけ要望に答えたいという姿勢を感じました。上牧では統一地方選挙の時にもっとも大きな
要望としては国保料が高すぎるという問題でした。９月議会で町長が国保会計が黒字になっているので引き下げると言
明されたそうです。参加者からは、資産割やショと区割りを下げても低所得者にはあまり実感がない１世帯１万円を下げ
てもらったほうが引き下げの実感がわく。との意見にそれも含めて検討しますとの答えでした。また道路の改善などは事
前に全てチェックさせていて、これまで道路の改修は車道の工事が中心であったがこれからは歩行者のことも考えて改
善したい点字ブロックでもはがれないものを取り入れたいという回答でした。

　最後に、私は、これまでお金がなくあまりいい回答がなかったが今回は少し展望が出てきた。また住民の人が町のこと
をよく研究しているのも上牧町の強み、行政と住民が力を合わせていい町にしていただきたい、県にいうことは要望して
いただいたら働かせていただきますと挨拶させていただきました。

・・・・・一級河川のふたの問題

・・・・・行政と議員の有り方について

 日曜版が１部増えました

10/26 水

●五位堂駅前早朝宣伝、八尾議員とTPP反対、市田演説会の案内

●赤旗の集金
●中南和地区議員団会議
 　各地の議会の様子が報告されました。それぞれの地域でとてもがんばっている事がよくわかります

●王寺町自治体キャラバンに参加させていただきました。年金者組合、新日本婦人の会　、民主商工会　９条の会などそ
れぞれの団体からたくさんの要望が届けられました。

　 王寺町は税の徴収率が高く、各地で王寺方式が採用されています。払えない人は差し押さえが結構厳しく行われ、地
元議員にも相談が寄せられています。そのことを書いた共産党の王寺民報に対して町からもっと早く相談に着てくれたら
差し押さえまでしなかったとの意見。私は、「それは自治体のあり方の基本に関する重要な問題。本来地方自治体は住
民の命と暮らしを守るもので、困っている人が窓口に来れば相談に乗るべきところ。王寺町だけでなく県下の自治体では
徴収率を上げるためには困っている人が来たら、「いつ税金を払ってもらえるか」と厳しく対応がされている。住民は困っ
ているのに役場が怖くていけなくなってしまう。親身に相談に乗るという姿勢が必要ではないか」と意見を述べました。
 王寺駅の北側ターミナルのバス乗り場に行くルートの安全確保を県議会でも取り上げ県が町と相談すると答えていたこ
とを紹介して、一緒に安全な方法を考えていただくようにお願いしてきました

●中南和地区常任会議

・・・・・年金問題で愛知県の方からお電話をいただきました。

10/25 火

●橿原市長選挙の応援に行ってきました。　日曜日が投票です。八木駅前は再開発で綺麗になりましたが,
 市民生活が大変で、国保料が収められずにまともに保険証がもらえない世帯が２５００世帯。７件に１件の割合です。
 住民税の滞納に対する差し押さえの件数も県下１．市民あっての橿原市。とアナウンスしてきました。
 久々のアナウンス。コーラスで発声練習している事がこんなときに役立ちます。
 思ったよりも反応もよく、これからです。
 　候補者も、日ごろ業者の皆さんの相談に乗っているだけあって、国保の取立ての厳しさや窓口の冷たさなど実感を込
めての訴えが共感を呼んでいるようです。雨でしたが自転車に乗って男性が傘を何度も振り上げながら声援を送ってくれ
ました。お店のご主人もずっと演説を聞いてくれて候補者が挨拶に駆けつけると、必ず勝ってくれと激励。

・・・・・林業振興課より電話をいただきました。台風の関係で遅れたが近々発注するとの事です。間伐は山を守
る上でも重要。雪が降らない間に作業が出来そうです。

●久々の北葛城郡ブロック会議でした。市田演説会成功に向けての意思統一。

10/24 月

●広陵民報の配布

・・・・・医療関係、病院の対応について
・・・・・林業基金から毎年委託される、間伐材の伐採が今年はまだ何も話が来ていない、台風１２号で手が回っ

ていないとの事。せめて１１月には仕事に掛からないと雪が降ったら山に入れないとの事で心配している。
 林業振興課に連絡。担当者が不在でまた連絡をもらうことになりました

●上牧町戦没者追悼式　に参列
　上牧から案内をもらったのは初めてのことです。各種団体の代表の方はたくさん来ていましたが、遺族になると名前を
呼んでも誰も献花に出てこられない人が多く、広陵町も同様ですが、各自治体であたらめて戦没者追悼式のあり方を考
える時期に来ていると感じました。バックに流れるふるさとや昔懐かしい、童謡,唱歌などがとても哀愁を誘いました。

●王寺町幡野美智子議員と、原発なくそうの署名と１１月６日の市田演説会のお誘いを行いました。署名はどこも断るとこ
ろがありませんでした。演説会は２人くらいが考えてくれるとの事。新聞はすすめましたが、増えませんでした。

10/23 日 ●北葛城郡秋季スポーツ親睦大会。ママさんバレー、ママさんソフトボール、壮年ソフトボール、ソフトテニスの　開会式
が、上牧中学校で開かれ参加しました。開会式では挨拶をさせて頂きました

●河合診療所健康祭り。広陵講演会がカレーを出展。我が家の１升炊きのお釜が大活躍です。
 オープニングで挨拶させて頂きました。バザーや、健康チェック、舞台では大正琴の演奏などお天気もよく盛況でした。

●うだアニマルパークの畜産フェスタに行ってきました。昨日のオープニングに案内を頂いていましたが、いけませんでし
た。子供づれの家族の方がたくさんこられていて、羊と遊んだり、のどかなゆったりした空間です。畜産の出店も並んでい
ました。大和肉鳥のコロッケがとてもおいしかったです。磯城野高校の生徒さんたちが作った、大和肉鳥のブルーベリー
ソース煮を試食させていただきました。しっかりした肉鳥の歯ごたえと、酸味のあるブルーベリーソース上に乗せてあった



白髪ねぎの辛さがうまく調和していておいしかったです。県ではここを南部振興の拠点にしようと考えているようです。

●日本共産党奈良県講演会総会、吉井英勝さんの原発問題と日本共産党と題して記念講演が行われました。この問題
では早くから国会で取り上げてこられただけにとて分かりやすく、納得です。もし取り上げていなかったら、想定外の地震
想定外の津波ということで、国も東電も責任を取らないままになっていたのではないかと思いました。

ページ　トップヘ

10/22 土

　孫の保育園の運動会がありました。せっかくの運動会が雨のため体育館で行われました。保育園のすぐ横に体育館が
あるので助かります。チナッチャンはとてもしっかりしているように見えました。家と大違いです。きょうちゃんはどこでもマ
イペース。ハル君やお母さんを見つけて客席まで来てしまいました。

●コーラスの練習。新しいピアノの伴奏の方も決まり、１１月３日に広陵町の文化祭で発表です。

●日本福祉大学の奈良県支部の同窓会がありました。今中せつこさんが会長です。小林照代さんや、奈良市の山口市会
議員も同窓生です。
 社会福祉士の実習が厳しくなり指導教員がいないところでは実習が認められなくなるとの事。現場では社会福祉士を取
れば正規雇用にしてもらえるなどがあるようです。

福祉における経営についてと題して和歌山県庁に勤務されていた方が講演をしてくれました。
 会場から質問で、介護保険は保険料を取っているのにサービスが十分提供できていないこのことを施設を作ってきた人
はどのように議論してきたのか。保険料もこれ以上上がったら払えなくなると、の意見が出ました。
 福祉は片手にそろばん片手にハートというような結論でした。

・・・・・生活保護の申請について

・・・・・　予約を取らせて頂きました。

10/21 金

●朝から広陵民報配布、奈良で１１時３０分からの葬儀出席、午後から団会議の予定と思い、衣替えをしていたら山村議
員から「今どこ」と電話、１時３０分からの会議が、１０時からに変更されていたのを手帳に書き直しをしなかったためすっ
かり抜けていました。人の認知症の相談に乗っている場合ではありません。
 今からでは無理。葬儀に参列参列させていただきました。
 ８７歳男性　。若いころ新聞社で働いていたそうです。株主総会に出て行っては痛いところをついていたとか。最後はご
本人が好きだった姫路高等学校の寮歌が流され、送り出されていました。

●図書情報館に子供の図書コーナーが出来たと聞いて山村議員と視察。授乳室で第４土曜日にお話会が開かれること
になったそうです。もっと絵本コーナーなど想像していましたが残念です。もともと子供の本のコーナーは多くの県民の強
い要望でしたが、それは市町村図書館、県は図書情報館とやくわりを決めてスタートした経緯がありました。これをきっか
けに子供の本も充実されることを期待します。

●沢田県委員長。山村議員。今井で、TPP問題でＪＡ奈良県の永田会長を訪問、懇談させていただきました。３．１１が有
ったのでTPPはしばらく出してこないと思っていたといわれていました。全国では、農協が主体の集会と、もう少し幅を広
げた集会を計画されているとの事。奈良県では反対署名が１０万人を超えたそうです。県内でもＪAの職員さんが金融の
勧誘でなくTPPの署名を集めにきたと話題になったほどです。
　 議会で給食の地産地消を取り上げたことを紹介させていただきました。小中学校の全てで給食が実現されれば食材費
は５０億円になります。今は中学の４８％でしていないので４０億程度。そのうち２５％しか地元の食材が使われていな
い。農協からもぜひこの分野の取り組みをしていただきたいとお願いしました。議会でもぜひがんばってくださいと激励し
て頂きました。

・・・・・高齢者の２人暮らし、妻の介護をしていた夫が病気で入院が必要、妻を見てもらえるところを探してほし
い

10/20 木

久しぶりのオフになりました。たまっていた日記を書いて、馬見丘陵公園をウォーキング
 気持ちのいい汗をかく事が出来ました。

 夏物の片づけをしようと思いましたが、まだまだ暑くてもう少し様子見です。かたずけが苦手なため色々口実をつけて後
回しにしているだけのような気もしますが、とりあえずホームセンターで衣装袋だけ買ってきました。
 アハメド君の命のリレーを読みました。鎌田　実さんのかいたものです。１２歳の少年が銃で撃たれたて殺されます。
 運ばれた相手の国の病院でお父さんは臓器の移植の提供を求められます。アハメド君の臓器はいろいろな国の人々に
移植されます。鎌田さんはアハメド君のおとうさんを探し当てて２人で移植した人を訪ねます。
 アハメド君に対して多くの人が感謝をしています。そして戦争や敵味方の区別なく人間としての命のリレーにつなげて行
きます。

・・・・生活保護について

10/19 水

●五位堂駅早朝宣伝　八尾議員と行いました

●決算委員会　知事の総括質問
 高度化資金と食肉センターはそもそもの原点の調査をすべきではないかと質問
 知事は裁判で結論が出ているのでそれを尊重するとの答えでしたが、わたしは１０年間この問題を見てきて通常では考
えられない事が多々あり、保証人問題も出てきたときには有りそうなことだと思っている。疑惑は消えていない。証人喚問
など議会にも提起したいと意見を述べました。
 文章の永久保存の管理のあり方については今回の災害のこともあり検討したいということでした。

 山村議員が県政の無駄遣いで近鉄駅前の大屋根問題を取り上げました。知事はわざわざ昔の駅舎の写真を配布し、
知事が通っていたころは屋根があったと主張。
 最後の採決では一般会計決算に反対、理由は１３００年事業がいっときだけになっていて、その後観光客も減るなど生
かされていない。知事が多額の予算をかけておこなっている弥勒プロジェクトは県民に認知もされていない、生活困窮が
進む中で県民の暮らし優先予算にすべきと反対しました
 難聴の保護者会や関係者の方々と共産党県議団との懇談会を開かせていただきました

・・・・・生活費について
　　　　　　　　　　　 　　　　　アルコール依存について

 決算委員会
 知事への総括質
問

 椿井小学校
 きこえの教室

10/18 火 ●決算委員会３日目
 王寺民報の原稿　締切日に何とか間に合いました。
 くらし創造部
 　特定産業廃棄物処理で予算が付いています。従来の同和対策事業の延長になるもので、全体の地場産業を見通して
必要であれば実施すれば良いが、いつまでも特定として限られた業種にだけ支援をするべきではない

 動物愛護センター　殺傷処分がほとんどで引渡しは少しずつ増えていますが、まだまだです。また引渡しの条件が６５歳
以上はだめで１日４時間以上家を空けていてはだめ、など厳しくてもっと実態に見合ったものにすべきではないかと質
問。
 県としても子犬は１５年生きるので成犬であれば高齢者でも渡せるなどケースバイケースで対応していきたい。

 景観環境局
 教育委員会　高校中退者の中で経済的理由は１人から２人との事。子供の貧困が増えている中で就学助成制度をもっ
と知られて活用すべき。
 産業雇用振興部

 農林部、中小企業高度化資金と食肉センター問題を取り上げました。最高裁の判決が出て棄却とされましたが、判決文
には住民側の主張として事実誤認という言葉が書かれてあり、さらに昨年の報道特集の番組でも連帯保証人の人が保
証人になった覚えがないとしていた番組も報道された。そもそも住民監査請求では最初の貸付がおかしかったのではな
いかという問題を提起したがそれは１０年以上経過している事を理由に却下、貸したお金を請求しないと言う方で裁判が



行われてきたが改めて原点に立ち変え検証すべきではないか

 元々は食肉センターが出来る事からはじまった融資。今食肉センターのあり方が検討されているが、当時大きな反対が
あって県はそれを押し切って造った。元の計画書の資料が出てこない。元の計画に照らしてどうであるのかを検証すべき
ではないかと質問しました。

 昨年１２月１１日の報道特集の放映以後１３名の県民から抗議や問い合わせが寄せられたとの事です。また食肉センタ
ーの計画は今探していますという答弁でした。
 　
　またセンターはすでに１５０億円が投入されてきた。センターが出来る以前は奈良県で８０００頭が処分されていたが今
では３０００に減っている。当時は輸入肉も扱うといっていたがそれにはなっていない。またこの屠場から出る肉が県民に
流通しているのは１割との事。競りの様子を、奈良県の食肉センターと、名古屋を見てきたが奈良県では価格がすぐ決ま
ってしまう、畜産業者も大阪なら競り合って価格も上がるので、大阪に出しているという声も聞いた。
　
　外部監査で問題が指摘され、検討会で議論しているが、最終判断はどこで誰がやるのかについては副知事から知事
が行うと答弁がありました。

10/17 月

●決算委員会２日目
 地域振興部、
 災害復興支援。限界集落の調査では４人の住む地域で一人でも欠けたら４人が住めなくなるというぎりぎりの支え会い
で生活している。人口５００人の野迫川災害がない状態でも、後５年１０年後に村が生き残れるかわからなという状況のと
ころが今回災害が起きた。その復旧復興は、元に戻しただけではだめ、

 民族博物館の入場者が減って、施設も老朽化している。木の文化を伝える意味でも重要なところもっと光らせてほしい

 観光局　バリアフリーの観光を一部の取り組みでなく当たり前の取り組みに。

 午後から
 健康福祉部　、子供女性局　医療政策部、病院
 後期高齢者医療の資格証の発行状態は０との事でした。

 介護保険の保険料未納者の数はつかめていませんでした。

 住所不定者に対する生活保護費の支給が１５０００万円を超えており、その内訳を聞きました。この中には６ヶ月以上の
入院や施設入所のため、生活保護の家賃の支給が止められて住居を失った人。虐待などで保護施設に入っている人な
どが含まれているそうです。

 リハビリテーションの指定管理者制度の見直し、５年で契約更新のため長期の見通しが立たなくなる。働く人も利用者も
不安。結局同じところに契約することになるのならやめてもいいのではないか
 障害を持つ子供の医療。県の地域医療等対策協議会では、小児医療については救急の議論はあったが障害児の医療
についての議論がされてきていない。重要な役割を持つリハビリテーションセンター、小児科の医師を増やすなど県民ニ
ーズにこたえられるようにすべき。施設の拡充も公共下水がつなげばもっと敷地も有効活用できるのではないか。

10/16 日

●上牧町町民体育大会　昨日の予定が雨のため今日になりました。昨夜雨が降っており，きょうも中止とばかり思い込ん
で、いました。夕べ３時ごろまで議会の準備をしていたため、８時に目が覚めて大慌てで会場に行きました。
 健民グランドはとても水はけがよく、びっくりしました。上牧の町民体育大会の案内は初めてです。森川議員に挨拶して
頂きました。各大字ごとにテントが張られ広陵と同じですが、地域地域の特色がそれぞれあると感じました。

●決算委員会の準備　色々気になるところをチェック

ページ　トップヘ

10/15 土
奈良県南部にまた大雨の警報が出ています。土砂ダムの崩壊が心配されるところです。
● １時３０分から国民救援会中南和支部総会が開かれ参加。挨拶させて頂きました
●　議会の準備

10/14 金 ●歳入、総務、警察。午後からまちづくり、土木、水道でした
 歳入では
 個人県民税税収強化事業について質問。県はこの取り組みで徴税率が１０年前全国３６位が６位になってきている。と
の事。生活困窮で払いたくても払えないところについて分納や、延滞金の軽減は出来るのかを質問。相談に応じながら
行っているとの事です。
 人件費が減り、物件費が増えていますが、物件費の中に実際の人件費がどれくらい含まれているのかを質問。
 県では調査をしていないという回答でした。

 効率の上がらない職員の研修事業について質問。平成１７年から２２年の間に５１人が研修を受け内２１人が自主退職
されている事が分かりました。このような事業はその後復帰してがんばってもらうことに意義があり。見せしめのようなも
のはすべきではないと思います。

 緊急時の対応について知事の他に変えがたい役割。自衛隊の出動要請というめったにない危機的な状況の中で、自衛
隊法にも地域防災計画にも「自衛隊の出動要請は知事が行う」とされていますが今回、危機管理監が行っていました。機
関としての知事の役割とほかに変えがたい知事の役割があるのではないかと思います。知事に事故があった場合はほ
かが行うということですが、事故があった訳ではありません。知事公舎が近くにあるのも危機的な場合に備える意味も有
るのではないかと思います。県は知事の指示のもとで行ったという意見これも間違いではありませんが、どう思います
か。

 警察では　焦点という広報誌をとりあげました。公安の対象に右翼やオウム真理教などと並んで日本共産党や大衆団
体が掲載されています。原発反対や最低賃金、雇用や憲法を守る運動なども入っています。奈良県でこの広報誌の活用
を聞きましたら１０００冊との事。テロなどの関係が有りそうなところに配布をしているようです。私は憲法にある思想信条
の自由や団体結社の自由が保障されている中で公安警察が天下の公党や民主団体やその運動を監視するような広報
活動は中止するように申し入れてほしいと強く要望しました。

 土木は、奈良県の建設業界と懇談で１４００社くらいあった建設業が８００くらいまで激減している。最低入札価格の公表
でみな横並び、くじ運が強いところしか生き残れない。専門技術職員も抱えきれない深刻な事態ということを紹介しながら
 今回の大災害で高度な技術が求められ大手ゼネコンが復旧工事に参入してくると思うが県内業者にも仕事が回る建設
業も復興できるような取り組みが求められると主張しながら、東北でも瓦礫撤去に２万円の賃金が払われているのに労
働者は５０００円しか受け取っていない。平成１９年９月議会での公契約条例について質問下がその後どうかと質問した
が、県では内部で実態がどうなのかの検討会を設け、議論が始まっているとの事でした

 まちづくりでは王寺駅がバス乗り場に行くのに大回りをしないと乗れない不便なまちになっている。王寺駅は６万人も乗
降客がいる県下でも主要な駅。やさしい安心して利用できる駅前ロータリーにすべきと質問、町ともよく相談したいとの
事。
 五位堂駅北側のエレベーターについては香芝市が国に要望しているので予算がつけば２４年か２５年には設置の方向。

 水道は水道局は２部料金制（基本料金と、使用文に合わせて上乗せ）や広域水道ビジョンの見通し、維持管理を民間に
委託していますが、県の委託料金の内訳で人件費がいくら含まれるのかを質問。また実際働いている労働者と県との間
に雇用契約がなく、労働者は会社と雇用契約を結んでいます。指示は誰が出すのかと聞いたら責任者が出すということ
ですが、２４時間いるわけではなく実際は県の職員の指示で動くのではないか。これでは労働者派遣と同じ内容を請負と
いうことにしているので偽装請負に当たらないのかを聞きました。見通しについては水需要やダムの見通し、圏域など見
て検討中との事。
 後半の問題はこちらの伝え方が悪いのか、かみ合っていない内容でした。

 やっと終了したとたん、月曜日からの担当課が次々に質問の内容の問い合わせ。１９日まで大変です。



 コーラスの練習　１１月３日の文化祭の発表に歌う新しい曲。２回の練習でマスターしないといけません。

10/13 木

●明日からの決算委員会の調査と打ち合わせ。
 何を取り上げたいかを先に聞き取りにきます。その後から関係課が次々と説明や聞き取りに来ます
 相手はその事だけに精通されていますが、議員からは全ての分野にわたってチェックしていくことになりますので相当な
作業です。

10/12 水

●五位堂駅前早朝宣伝　八尾議員と行いました。
 県議会最終日
 各派代表者会議　議員歳費や政務調査費を含めた調査の報告がありました。歳費は全国１８位、全体を含めると２２位
となっています。他府県の場合４年間の任期中について歳費の削減などの措置がとられています。今回台風１２号で大
きな被害が奈良県に生じており、奈良県でも見直すべきではないかとの提案をさせていただきました。今後具体的に検
討されて行く事になります。
 議会運営委員会
 本会議、太田あつし議員が反対討論、提出議案の中から２つに反対、県営プール移転に当たってPFI方式で行うという
ものと、それの運営委託に関する議案に反対しました。無所属の坂口議員が一緒に反対をしました。
 また労働会館の貸し館問題では連合に長期にわたって事務所を貸していますが、奈良県労働組合連合会には一切貸さ
ない問題で毎年奈労連から異議申し立てが出され、県がそれを認めない判断をしたことの報告が上がってきます。それ
の反対の意見。また２０億円の中小企業高度化資金をめぐって柿本前知事を訴えた裁判が棄却されたため弁護士費用
を県が負担するという案件では、制度上そのようなことになっており反対はしませんが自主的に返納すべきと意見を述べ
ました。ほかの会派は一切討論がありませんでした。
 意見書が４本採択されました。初日の台風１２号に関する意見書とあわせて５本です。共産党が提案した介護職員の処
遇改善に関する意見書も上がりました。また自民改革提案の子供子育て新システムに関する意見書も決議されました。
詳しくは奈良県議会ホームページをご覧ください

 いよいよ１４日から決算委員会です。今回は山村議員と２人で入る事になります。打ち合わせを行いました

10/11 火

田中美智子前議員の息子さんが奈良で整体をはじめたとの事。議会の準備で全身凝り固まっていたのをほぐしてもらい
に行ってきました。全身の血行がよくなってゆったりした感じになることが出来ました。お蕎麦屋さんの後をリフォームして
素敵なお庭がゆったりした気持ちになれます。　予約０７４２ー７１ー１１１１　田中整体院　奈良市右京です。

●自治体キャラバンの出発式と昼休みデモ集会。３．１１からちょうど７ヶ月目になります。近鉄奈良駅前で行いました。今
年で２０回との事です。草の根の要望を掲げて全自治体訪問。どこでもよその自治体のことがよくわかるので歓迎されま
す。日本共産党を代表して挨拶させていただきました。県庁に向けてデモ行進。駅前周辺の人たちが歓迎してくれまし
た。県庁前で要望書の手渡し。年金者組合も最低保障年金の要望書を渡しました。

・・・国連の決議文、経済団体は雇用に当たって労働者の人権を守れというものがほしいとの事で国際文化観
光課に行ってきました。

10/10 月

●奈良県がんと向き合う日です。議会でがん対策基本条例を作ったときに１０月１０日をがんと向き合う日と定めました。２
年前の９月議会で制定され、その年は、議長の記者会見で県民に呼びかけましたが昨年は、議会基本条例なので、議
員がPRしてはどうかと各派代表者会議で提案したところ、全会一致で決まりました。昨年は西大寺の近鉄でティッシュを
配りましたが、今年はダイヤモンドシティで午前。午後から文化会館の行事があるのでその前で配布と決まり、私は橿原
に参加しました。

県会からは、川口議員、山本議員、乾議員と私の４人が参加。、会場では大腸がん乳がんのことを知らせる特設会場も
設けられていました。ティッシュを配っていると親子ずれの方が今日は何ですかと聞いてくれたので、大腸がん・乳がん
は、早期発見すれば助かる確率が高いので、ぜひ検査を受けてくださいと説明させて頂きました。
 こんな取り組みがだんだん広がって、がんで命を落とす人がいなくなることを願っています。

●お見舞い

●午後から馬見丘陵公園にいき、花暦のイベントを見に行きました。たくさんの人出。クーカルが人気です。石焼ピザが食
べたかったのですが人がいっぱいであきらめ、売店でチーズシフォンケーキを買いました。
 近くで手ごろなイベントはうれしいですね。

　　

10/9 日

広陵町町民体育大会、この間２年間雨続きで運動会は中止でした。きょうは秋晴れの雲ひとつない天気となりました。
 広陵町は人口２６０００人の町ですが、各大字ごとにテントを張って、入場行進も大字ごと。気合満々の地域や、少し寂し
い地域と色々です。私はハレー彗星という大きな玉を背中合わせで手をつなぎ旗を回って男子チームに玉を渡す競技に
参加しました。どちら周りで行くのか、玉を渡すときのやり方などしっかり作戦を練って挑みました。気分は１番でしたが結
果は３番、とてもおもしろかったです。
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10/8 土

　ももちゃんの保育園最後の運動会になるので朝早くから見に行ってきました。入場の鼓笛隊がライオン組みの見せ場
です。みんな一生懸命でした。華ちゃんもがんばりました。
 ダンスと組体操を合わせた演技では障害のあるお友達をみんなで支えあって一緒に演技、終わるときに２人ずつ保護者
席に向かってポーズを決めます、子供一人一人の個性が出てきて、みんなここまで大きくなったんだと思ったらジーンとし
てきました。竹馬に乗ったり、逆上がりや跳び箱などチャレンジです。最後のリレーが終わった後、負けた青組の男の子
が悔しくてなき出してしまいました。すごくやる気だったんだと伝わります。それをみんなで声を掛け合っていました。

 園長先生から子供たちに金メダルが渡されます。ももちゃんもちょっと恥ずかしそうでしたがうれしそうでした。最後のハ
プニング、ライオン組の保護者です。ちょっと時間をくださいといってお世話になった先生の名前を呼んで前に出てきても
らい先生に金メダルが渡されました。こんなことが大好きな次女も保護者にしっかり加わっていました。運動場に大きな拍
手が沸きました。こんな素敵な運動会は初めてです。こんな保育園で育てて頂いた孫たちはとても幸せだなと思いまし
た。

●大急ぎで、「なくそう原発中南和連絡会発足式」に参加。福島で何が起こったのかという記念講演を溝川悠介先生にし
て頂きました。いまだに福島で何がおきているかがつかめていないということでした。また原発の燃料棒を冷却するのに
５４基の厳罰で１年間に使う水の量は日本の河川の年間流量の４分の１であり。それが海に流され海水温度を７度高く上
げているそうです

　太田議員が大塔、十津川に行っているため日本共産党を代表して私も挨拶をいさせていただきました。日本が亜熱帯
なってきており台風１２号の集中豪雨をもたらした。原発をなくすことはそういう意味でも大切。共産党が現地にボランティ
アを継続させているとを紹介させていただきました。

　飛び入り発言をされた、若い女性は、今まで政治や社会のことには何の関心も持たずに生きて来た。今行動できること
をして行かなくてはいけない、黙っていたら地球がなくなるのではないかと発言があり、頼もしく感じました。

10/7 金
●県議団会議　　 予算委員会で太田議員が大奮闘してくれました。
 決算は、山村議員と今井の２人ではいることになります。
●委員会の準備

10/6 木



●議会の準備
●食肉センター問題調査
●中学校給食問題で署名に取り組んでいるお母さんから要請を頂きました。
　中学校のお母さんは、お弁当作りはもう慣れてきて何時もの事になっているようですが。小学校高学年のお母さんの要
望がとても強いそうです。給食費徴収の、基本は口座からの引き落としですが、先生が直接手紙を渡しているそうです。
 　県議会で地産地消の関係とあわせて質問したことを紹介しておきました。

10/5 水

●早朝宣伝　五位堂駅　八尾議員と行いました。
● 新聞の集金

●県庁へ
● 決算委員会の調査
 　太田議員が予算委員会で大奮闘。太田議員が黒滝村を訪ねて今回の災害の激甚指定からはずれていますが、被害
が大きく何とかならないかという要望を議会で取り上げていました。県は激甚指定に入らない場合でも独自に県が施策を
行っているところがあり、奈良県でもそのような対応をすることが明らかになりました。

●奈良市の学校給食の答申を入手、センター方式と自校方式とを比較した場合、自校方式は土地代がかからない、今後
生徒数が減少したときに調理員は減らせても運搬に掛かる人件費は削減できず、今後３０年先を見通して自校方式が望
ましいとの結論が出ていました。

 テレビを見ていたら東北の岩手、宮城福島の仮設住宅の断熱材、２重窓など違いが有ることが紹介されていました.
 岩手は１００％２重ガラス、断熱材が使われています。
 また仮設を結ぶ渡り廊下も設置されていました。福島は半分で設置材料が間に会わなかったそうです。宮城は全て０．
実施主体が市町村に任せたため国の仮設住宅の基準で仕上げたためです。岩手、福島は県が関与して作っていまし
た。奈良県でも仮設住宅はこれからですが、安心できるものにすることが大切だと感じました。。奈良県では木造や、廊
下でつなぐ、個人の状況にあった造りにしていくなど住民の立場で考えているような気がします。
 昨日で台風の被災からちょうど１ヶ月です。これからが大変です。

10/4 火

晴天でしたがすっかり秋らしくなってきました
 ならの歌祭りの結果がわかりました。準推薦ということです。日本の歌声祭典に推薦されるコーラスが４団体ですので５
番目というところです。３２チームが出演しましたので始めての祭典としてはなかなかよく頑張ったというところでしょうか。

●決算委員会の準備のため県庁へ、太田議員が予算委員会で奮闘しています。
 決算は資料も膨大で、きちんと整理して望まないと、県の説明がどんどん進んでいきますので何が何やらわからなくなっ
てしまいます。

・・・・・４件・・・・医寮問題　一人暮らしの方が救急車で運ばれ、診てくれた先生が、「家で安静に寝ていてくださ
い」ということだったとか。一人で病気の時は何もかもしなくてはならず、何も出来なく、食事にも困るような状況で、患者
側とすればしばらくでも入院させてもらえたらという気持ちが分かってもらえないというお怒りでした。避難所では有りませ
んが、一人では不安だが
 ちょっと泊めてもらえるようなところが近くにあれば安心です。これから益々こんなニーズが増えてくると思いました。

・・・・労働問題とうつ病。会社のリストラによる賃下げなどが病気の要因になっているようです。傷病手当の手
続きを紹介しました。

・・・・冤罪問題、過去のことですが罪のない人が罪を課せられた悔しさはいつまでも忘れられないことです。

● 広陵町赤旗読者会、今回２回目です。高齢者の方からは買い物にバスがないと不便。エコ真美で届けてくれるが会員
になって、１回の買い物が５０００円以上なので一人だからそんなに買わない。手押しショッピングカーが有るが、段差の
ときに抱えるのが大変で買い物袋を提げて行くとの事。
 不況で午前中しか仕事がなく、午後からの仕事をハローワークで探したがないといわれたなどなど。
 県会の報告もさせて頂きました。読者ニュースの名前が「あおぞら」と決定しました。

10/3 月

●県議団会議　議案の賛否
● 議会運営委員会
●一般質問
 　宮本次郎議員が奈良県の無駄をなくせと言う事で質問しました。パネルを使って質問。ウエルカムボード、２億円の予
算が使われた平城遷都１３００年の奈良に入るところ４箇所に立てられていますが、表面が剥げてきて哀れな姿になって
います。１枚２９０万円もかかっているとそれを写真を拡大して見せながら質問。また近鉄奈良駅前の大屋根１億５千万。
これも無駄だと指摘。

 知事は必要だと答弁しました。また養護学校問題で西和養護、二階堂養護が生徒が急増でいっぱいになっていることな
どを図で表し、閉鎖中の高校の活用などで学校を増やして分散させる必要を質問。教育長は必要があれば検討すると答
弁しました。
 乾議員が初質問、地元の声を受け県の説明を求める内容でしたが、いい質問だったと思います。
 最後に秋本議員が質問。五条市選出で今回の災害を地元と受け止めての質問でした。災害に強い避難場所はトンネル
ではないか、そこに備蓄などしておくことを提案していました。また、災害に強い道路とは高架とトンネルで結ばれたところ
 集落をまとめて安全な場所を確保することなど提案していました。
 これから復興を考えていくことになりますが、大きな課題が山積です。知事は全身全霊をかけて安全で暮らしやすい地
域を作って生きたいと決意を表明していました。

 決算委員会　１４日から始まります。今回は山村議員と今井と２人が決算委に入ります、初顔合わせを行いました。
●拡大県委員会総会

10/2 日  

●急に涼しくなってきました。ならの歌まつりに、コーラス「はなみずき」として出演します。今回は初めて審査の対象にな
るとのこと。行くと色々な人に合うことができました。歌声でみなさん頑張っています。
 オープニングの斑鳩東小学校の児童と卒業生によるヤーレンソーランは、元気いっぱいでパワーをもらいました。
 街、と、かあさんからの贈り物　の2曲を歌いました。ホールの広さや音響も良く、気持ちよく歌うことができました。
 結果は後日、少しドキドキです。

●赤旗新聞の集金。代表質問のビデオを取りましたと言ってくれた読者の方、取ろうと予約していたのに日にちを間違え
たと言ってくださった方など、みなさん気に掛けてくれていたことが分かって嬉しくなりました。

10/1 土 
 

　今日はハル君の小学校の運動会。晴天に恵まれて昨日の雨が嘘のようでした。グランドの水はけも良く、以前役員の
時 に朝からスポンジでグランドの水を吸い取りに行っていたことを思い出しました。ハル君のお父さんが５時３０分に起
きて場所取りに行ったときにはもう３０人ほど来ていたとか。
 沖縄のエイサーを子供たちが一生懸命に踊っていました。なかなかの見ごたえです。夫は出る気満々で、「借り物競
走」
 に出ようとサングラスを付けていきましたがメガネをかけている人の時に、とびだして走っていました。隣で応援していた
 人が、借り物パターンがくりかえされるのを見ながら、「こんなの四国出身の人ーとかやったほうが、あの人、四国の出
身
 だったんだと分かって面白いのにと言っていました。」それはいい考えです。
 1才の京ちゃんまで考えるとこれから１１回小学校の運動会に行くことになるようです。ＰТＡの綱引きで、人が足らなく
て
 誘われ、孫でも良いですかと聞いたらどうぞどうぞというので、走るのは苦手ですが綱引きなら少しは役に立ちそうで参
 加。見事優勝です。子供たちの応援合戦、６年生の組体操、リレー、なかなか見ごたえがありました。
 地域の取り組みとしては最大のイベントとだと実感しました。

● 民報の原稿で代表質問のまとめを書いて送りました。

● 民商の懇親会に参加、本音でいろいろな意見が来て楽しいひと時を過ごしました。
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