日記 ’06-11月
（2006）

11月

ご意見やご要望は
こちらのメールで

10月

11/30 木

○各派代表者会議,
○議会運営委員会
○河合町新聞拡大、演説会に来ていただいた方に入党のお誘い。
入っていただきました。新聞3部、民報1部、カンパも頂きました。
いよいよ明日から12月議会、寒くなりそうです。
○お見舞い

11/29 水

11/28 火

11/27 月

○五位堂駅前早朝宣伝
○演説会の参加者に時間の連絡
市田忠義書記長を招いての大演説会。2000人が参加大成功でし
た。
楽屋裏に行くと加藤さんがたすきをかけていたので何の選挙に出る
のか聞くと県議選の6人目の候補ででるとのこと。頼もしい限りです。
一人1分間トーク、周産期医療問題について発言しました。
山下さんの話はいつ聞いても心の訴えられるもので揺さぶられます
市田さんは、奈良県のことをよく調査して演説してくださいました。
周産期問題では、お産をするなら奈良県でといわれるような県にでき
るようにと発言された言葉が心に残りました。
○王寺駅前早朝宣伝
ビラを配っていたらがんばってくださいと数人の方から激励を頂きまし
た
○演説会の誘い
○新聞の集金、いつもお花が絶えない家で「いつもきれいですね」と
話していたら早速株分けして家まで持ってきてくださいました。
○子育て懇談会、子どもの病気について、河合のまほろばホールで
行われ娘と孫と一緒に参加させていただきました。
同じ年齢の子どもたちがたくさんいて,なっちゃんはきょろきょろ
た
○まっていた日記を書きました
朝から私用を済ませて県議会に
○環境廃棄物対策特別委員会
下水道料金の値上げが心配されていましたが、2年間据え置きにな
るとの条例案が示されました。
下水道は接続が増え、コストが削減されてきていることと、借金の返
済ピークが平成17年であったので今後減ってくるとのことです。私は2
年といわず長期にわたって値上げをしないように要望しました。
下水道関係の工事2件の契約、いずれも低価格入札となり当初予
定に対し７６％60数パーセントと削減になっています。
アスベストの基準が従来含有量が1％以上が規制対象でしたが9月
から0.1％以上に替わりました。県が建物調査を行ったときと基準が
異なるため新基準に対する件の対応を質問。すでに調査を行ってお
り、今年度中には調査結果が明らかになるとのことです。
今回は地下水にこだわって質問しました。
奈良盆地は古来から地下水に恵まれ、4,500のため池、12,000の隠し
井戸がありました。現在その実態もつかまえておらず、身近な井戸を
知っておくことは災害時に大いに役立つ。こと、名水はほとんど湧き
水や地下水、他府県ではもう少し名水らしく大切に扱われ、水の出口
に上屋が作られたり看板や、柄杓なども置かれているが、奈良県は
そのままになっているだけ、もう少し重要な資源として大切にできない
か質問。
環境部長は、今年度大和の名水31箇所がどうなっているか再点検
をする予定であることを明らかにしました。
平城京の横を高速道路の地下トンネルが計画されている問題で地
下水検討委員会の調査を国土問題研究所の先生が分析した結果、
地下水が枯渇され減少していると警告していることを紹介。
小金井市の雨水を地下水に還元する仕組みなどを紹介しながらト
ンネル以前の問題として地下水をしっかり管理する県としての担当
や、条例の制定をすべきではないかと質問したが答えはありませんで
した。

キウイ玉子焼き。切干
大根、八宝菜しゃけ。
塩昆布

早朝宣伝のため夫が
弁当を作ってくれまし
た大助かりです

玉子焼き、筑前に
マカロニサラダ、ほう
れん草、ウインナ、み
かん

玉子焼き
うるめいわし、サツマイ
モのバター煮、菊なの
白和え
チンジャオロース

11/26 日

○明日の委員会の準備
○演説会のお誘い
○事務所の確認
○葛城北民主商工会婦人部総会
なっちゃん今日はご機
嫌です
ページトップへ
○広陵町靴下祭り
○茜色コンサート。長生き節を歌いました。

11/25 土
○29日演説会のお誘い。上牧町読者訪問
○北葛城選対会議

手足でおもちゃを触っ
て遊びます

○県議団会議
○周産期医療についての説明を受ける
11/24 金

11/23 木

11/22 水

11/21 火

11/20 月

○子ども家庭センター訪問
○県立医大精神医療センター訪問
○広陵町支部総会参加
○上牧町演説会のお誘い、2名増えました。赤旗日曜版1部
○広陵町9条の会準備会，サンワーク広陵で、高見牧師さんのお話を
伺いました。最前列に座ったために最後の挨拶として集会参加者が
握手をして、名前を言い合って9条を守りましょうとお互いがいうという
先生の挨拶を実行していただき、9条に対する熱い思いがいっそう伝
わってきました。
20歳の青年のライブもよかったです。ざわわ、ざわわとサトウキビ畑
を全員でうたいました。9条に対する熱い思いを語ってくれました
○エコール真美の前で宣伝、署名行動
○地元ビラまき お疲れ様でした。
○五位堂駅早朝宣伝
○委員会の準備。
○生活相談・・・自転車で怪我をした問題。弁護士さんからアドバイス
を頂きました。
○中南和地区議員団会議
○王寺駅青年雇用アンケート.宮本次郎さんや生駒郡の議員さん労
働者後援会、王寺町幡野議員、金田議員らと一緒に訴えました。
タクシーの運転手さんが、何しとんねんと声をかけてくれました。働
いても不安定で給料も安く働かされているのが多いから。アンケート
でどんな風に働いているのか聞かせてもらって、共産党が国会や県
会で取り上げて改善するようにがんばっていると話すと、そりゃ－お
いらのことだといってアンケートを受け取ってくれました。
○葛城北民主商工会共済会10周年総会挨拶
○河合町支部会議に参加しました
○県議会にて。議案説明をうけました。
○調査
○県会議員、元議員9条の会発足
現職議員4名と元職7名でできました。元自民党の人も参加、これは
世界に広げないといけないものだといわれていました。
元社会党の人も21歳のときに飛行機で墜落。今語り部を行っている
とのこと。党派を超えて9条を真ん中にして集るのもとても有意義でし
たが、何よりも憲法9条がすべての人に賛同させる力を持っているも
のだと改めて実感しました。
○視察の申し入れ
○地元支部会議に参加
○生活相談・・・1件
○演説会のお誘いのはがき書き
○生活相談・・・サラ金問題
土地問題
○北葛会議
○演説会の誘い
○20億事務局会議

玉子焼き、しゃけ、ウイ
ンナと野菜の炒め物、
ぴーまんと糸こんにゃ
くの金平、梅干雑魚ち
りめん

玉子焼き、しゃけ
中華炒めえびと野菜
大根の人参の煮物キ

ウイ,，しそふりかけ、
梅干

11/19 日

○上牧支部総会参加
○故小林喬県会議員の議会葬参列
72歳、7期28年間議員を勤められました。立場の違いはありました
が、シベリヤ抑留者の未払い賃金問題や、終戦間際満蒙開拓団とし
て少年、少女を送り出して言った問題などを取り上げるたびに、よく言
ってくれたと声をかけてくれたことを思い出します。
経済労働委員長のときにも、20億の問題いつまでも言われないよう 美しが丘の銀杏がみ
ごとに紅葉していまし
に県としてもきちんとして欲しいと要望してくれました。
た
心からご冥福をお祈りいたします。
○王寺町金田町議とアンケートの返事を頂いたお宅を訪問させてい
ただきました。病人を抱えているところでは医療費が高いことやっ将
来の不安が語られ共産党にがんばってほしいと激励されました。
○生活相談・・・1件、坂道になっており、排水がないため雨が降ると
家の前の道が水路になって、靴までつからないと家に入れない、何と
雨が降ると水路になっ
か改善して欲しいとのこと。
てしまう道路
ページトップへ
○王寺民報原稿作成
○広陵町農業祭り。野菜の品評会、案山子コンテスト、料理バトルな
どが行われていました。イナバウワーの案山子を発見。
○地場産業センターの地場産祭りに行ってきました。
高田市の農業と、広陵町の農業の規模の違いを感じました。
デザインコンテストの行われており、以前に比べてグレードアップし
ています。いいものを３つ選ぶ投票がありじっくり見てきました。
麹をビニールパックに入れて開け閉めができるように工夫してあり，
魚や肉野菜の麹付けが簡単にできるものがありとてもいいと思いまし
た。
吉野のかみすき和紙と皮革を織り交ぜたベルトやバック、杉の繊維
と革を一緒のした素材など研究がされていました。

11/18 土

11/17 金

○広陵町戦没者追悼式に参列。５１１人の方々にたいし平和を守るこ
との誓いがのべられました。
○キャラバン宣伝、広陵町、河合町、上牧町など８箇所で宣伝。
雨の中寒くなってやや風邪気味です。エコール真美のベンチで私の イナバウワーのかかし
話を聞いていた女子学生さんから今井光子さんだと握手を求められ
ました。
父親たちの星条旗をナイトショーで見に行ってきました。
硫黄島については時の陸軍大将のことを一般質問で戦争をしない
問題で取り上げたことがあり、関心がありました。クリント・イーストウ
ッド監督によるもので、アメリカの立場から見た戦争がいかに愚かな
ものかを描いた反戦映画です。
来月には硫黄島からの手紙と題する渡辺謙主演映画が公開されま
す。ぜひ見たいと思いました。
○県議団会議
小林喬議員の訃報の知らせが入ってきて驚きました。
○認定子ども園に関して条例の説明を受けました。
○国営総合農地防災事業大和平野地区完工祝賀会、参列
ため池が果たしてきた大きな役割を再認識しました。
祝電の披露が延々と続きました
○９条の会のお誘い。
○友の会ニュースの配布
○生活相談・・・連帯保証人に関連する金銭問題

11/16 木
11/15 水

玉子焼き、サトイモと
人参のゆずに、ほうれ
ん草の白和え、トリもも
のステーキ、梅干。ぴ
りからづけ

○中南和地区常任会議
○青年の雇用をめぐる問題で論議しました。
○事務所の下見・・・いいところが見つかりました。
○２０億問題の資料の整理
○２０億裁判最終弁論。
お互いの書類を確認しあってすぐに判決の日時が’06年3月22日１
時10分と言い渡されました。
○２０億円不正融資等を究明する会４周年記念総会が開かれまし
た。 弁護士の峯田先生から、この問題の本質について、こだま弁
護士からは争点について報告。
県議団として私が。決算委員会の中で明らかになったことを報告さ 玉子焼き、筑前に、金
せていただきました。
時豆。昆布ときゅうり
奈良市では下水の排水が基準をオーバーしていた場合には、次の

11/14 火

対応も考えているとのこと。
のごまずあえ。ほうれ
来年は共産党も、水平社も、農民組合も、大衆が立ち上がって結成 ん草とベーコンのソテ
してから８５年を迎えるとのことです。同和問題の環境も大きく様変わ ィ 梅干
りをしています、ぜひとも勝利の判決を勝ち取りたいと思います。
○知事に予算要望の申し入れ
実家に母の様子を見に行ってきました。腰痛は相変わらずですが、が
んばって動いていました。高いところに手が届かないので、電機を修
理したり、お墓参りにいくなど大忙しでした。
○弁護士さんとの打ち合わせ
○裁判のことマスコミ各社に連絡

11/13 月

11/12 日

11/11 土

○議会運営委員会視察。東京代官山奈良事務所
昔の渋谷寮が、情報発信センターとして活用されていました。ならの
飛鳥の黒米を近隣のレストランや、ケーキ屋、パンや、喫茶店などに
依頼して新商品を開発してもらい、販売、黒米パンを試食させてもら
いました。これまで，大和茶、柿などを使ってもらいましたが、その後 新幹線からみた富士
継続して商品開発にはいたっていないそうです。
山がとてもきれいに見
東横線代官山駅から１分の立地条件に恵まれています。宿泊施設 えました
としても利用できます。この日はかぶりものの展示が行われていまし
た、奈良から来た青年が出展、おもしろーいという声が店の中から聞
こえてきました。
○東京都議会視察。意見書の一致を見ない場合の取り扱いなど質
問、議題に上程されるので、討論ということもできるようです。共産党
が１２７議席中１３議席、でした。
Iセンター、里中真知子
点が開かれていました
○葛城北民商まつり
開会の挨拶と長生き節を披露しました
○周産期医療シンポジュウム
三郷町コミュニティセンターで開かれ、パネラーとして報告させてい
ただきました。
高崎さんのお父さんも参加。複雑な胸の思いを語ってくださいまし
た。
助産婦さんも発言、妊婦さんに説明するときには、万一の事態の時
には奈良県のシステムで受入れがないこともありますが、いいですか
と聞かなくてはいけないと。
総合周産期センターがなく、実際に活用できないところをネットワー 民商祭りで買いました
クに組み入れている重大な問題点を指摘。奈良県の妊婦さんが安心
して出産できる体制を作るにはどうすればいいか、今後に繋がる集会
でした。
ページトップへ
○河合町キャラバン宣伝１０箇所
○広陵９条の会準備会
○広陵町社会福祉協議会２５周年記念
山古志むらの元村長長島忠美さんのお話を伺いました。
平成１６年１０月２３日午後６時５６分一瞬にしてすべてのライフライ
ンを失い。暗闇の中で災害を受けたことを他に伝えることすらできな
かったときに２２００人の村の村長が何をしたのか。
携帯の電話が１本立つところから村外に出ている職員に電話。
危険だから帰るな、村人を受け入れてもらう体制をとるように指示を
出し、自衛隊のヘリコプターが無線電話を積んできてくれ、そこから村
長と２人の職員によって災害対策本部を作り、災害状況を把握、道路
が寸断され寒さに向かっていくときに高齢者が多い村のことを考えて
村を全員が離れる決断を行うそのときの苦悩などを率直に語ってくれ
ました。
８箇所の避難所に８冊の町長への手紙ノートをおいて一つ一つに回
答。がんばれというが目的もなく何をがんばるのか、ばか村長だとい
うのをみて、自分にだけは本当のことを言ってくれ、とすべての村民
にケータイ電話を教えていったこと。
子どもたちに悲惨なふるさとを見せないようにしようと思っていた
が、避難所で元気を失った子どもを見て子どもの一時帰宅を自衛隊
のヘリに依頼。その後避難所を回ると村長さんがんばってと言う返事
が返ってきた。
それは子どもが希望を失っていないこととと自分も励まされた。
２年でみんなが帰れるようになった、まだ仮設住まい。お年寄りから
置いていかないでくれといわれた。自分が架設を出るのは最後の一

人が出てからにしようと決意している。地震で失ったものも大きかった
が、人の和や。コミュニティをとり戻すことができた。
すべてをなくしたときに残るのは誰が誰を助けるかということ。
実際の体験だけに感動しました。
講演終了後。控え室に挨拶に行くと共産党の名刺を見て仲間の皆
さんにはずいぶん助けていただきました。今でもボランティアに来てく
れていますといってくれました。
改めて全国で住民の苦難あるところに日本共産党ありというのが実
感できました。
私が行くことができるのかと聞くとこれから雪になるので、５月ごろ雪
解けになったら来てください。村内を案内しますと言ってくれました。
帰り道で講演を聞いていた方に声をかけると、村の人はあんなすば
らしい村長さんで幸せですねといっていました。

11/10 金

○２０億の５周年総会アピール
○県議団会議
○奈良県に子ども母子専門病院を作る会の申し入れ
○記者会見
○奈良県保育運動連絡会の県への要望と、懇談の日程調整
○１１/１０教育基本法改悪反対県民集会
○広陵町馬見北３丁目自治会ごみ有料化に伴う説明会

11/9

木

11/8

水

11/7

火

11/6

月

11/5

日

卵焼き、にまめ、かつ
おの生節とねぎの炊き
合わせ、いかとぴーま
んの炒め物。梅干

○早朝王寺駅。周産期シンポジウムのビラを配布しました
○産婦人科や、助産院にシンポジウムの申し入れを行いました
○県議会控え室で、書類のチェック、
○生活相談・・・医療費について
○午後から大津日赤の総合周産期医療センターを視察
ベッドが２床あるドクターカーがあって、近隣の医療機関でハイリス
クのお産や。赤ちゃんを迎えにいったり、トライアングルで、日赤のド
クターが乗り込んで、迎えに行き、別の収容先まで送り込むなどきめ
細かな体制がとられていました。
個室のＭＦＩＣＵが６床、ＮＩＣＵと ＧＣＵ。回復期病棟 があり、周
産期センターでは狭い場所に小さなベッドとスタッフがひしめき合って
いました。
滋賀県では４つの医療機関に周産期医療センターがあり、連携しあっ
て運営されていました。ハイリスク妊婦のお産は一部県外に依頼する
こともありますが、ほとんど県内でまかなえているとのこと。
○早朝宣伝五位堂駅。周産期進歩のビラを配布、支部から応援に来
てくれました。
○高田土木事務所、広陵町の道路のこと
○河合の道路の段差は削って解消するとのことでした
○県立なら医科大学に山下よしき元参議院議員、中村あつ子さんら
とともに総合周産期医療センターについてお話を伺いに行ってきまし
た。
○宣伝２箇所
○お見舞いに言った先で生活相談を受けてきました。
朝から強風
○河合町高塚台の天理王寺線の道路舗装されたにもかかわらず歩
道と段差が大きく現地調査
○上牧町新日本婦人の会、食事会で周産期医療についお話をしまし
た。手作り料理を頂きました。
○医療懇談会メタボリックシンドロームについて
車道が補導よりも３０
１２人が参加してくれました。
センチ上がってしまっ
○選挙事務所のことでお願いの要請に行きました。
ています
○書類の整理
○議会へ。裁判の資料を確認
○周産期医療問題
○北葛城議員団会議
青森のタウンミーティングのやらせ問題。石井郁子衆議院議員が取
り上げた問題がマスコミで大きく波紋を呼んでいます。
教育基本法の改正をこんなやり方で通そうとすること自体が間違って
います。
○ビラまき
○上牧町演説会
手帳に２時からになっていたため、準備をしていたら１時３０分に電
話が入りどこにいますかとのこと。予定は１時３０分からでした。大急
ぎで会場に。先にビデオ上映で調整してくれていました。

国政県政について報告させていただきました。いろいろな方に支え
ていただいていることに感謝。
○赤旗の集金
○医療懇談会のお知らせのビラ配布
○周産期医療についての提言のチェック
ページトップへ

11/4

土

○上牧町統一行動に参加
明日の演説会のお誘い、日曜版１部。東議員と
在宅療養中の方のお話を伺ました。パソコンを習うのにヘルパーは
使えないとのこと。自分のホームページを作りたいと思っていました。
寝たきりに方にとっては世界が広がるチャンスです。ぜひ応援した
いと思いました。
○団地のごみ問題でいろいろ意見を伺いました。
○生活相談・・・福祉施設の処遇について
○民主医療機関連合会理事会に参加
お見舞い１件、前回よりお元気になっていました。
次女夫婦が桃ちゃんを連れて泊まりに着ました。ハルちゃんがお兄
さんに見えます
○文化の日、朝から晴天でした。午前中天理で開かれている若き詩
人早瀬さとこ展を見に行ってきました。
何も飾らず自分のあるがままを言葉に表現している彼女の詩は忘
れかけている感性を呼び起こしてくれます。

11/3

金

○午後から、広陵町の文化祭を見に行ってきました。知った人の名前
を見つけるとこんな文化的な面が合ったのかと驚きです。広陵町は文
化人がいっぱいです。
○上牧のベルフェスタも会場前まで行きましたが、駐車場がとめられ
ずに残念でした。
○赤旗の集金、医療懇談会の案内
いろいろな要望を聞きました
地元から発掘されたものを展示できる場所をぜひ作って欲しい。
農薬の散布をするのに、入る保険が高くて採算が取れない。
精神科の救急体制、奈良県で受け入れできるようにしてほしいなど
○昨年７月にできたばかりのサザンクロスという特別養護老人ホーム
を見学しました。

11/2

木

３時３０分に関空着で帰ってきました
生活環境部長のお母さんが亡くなりお通夜に行ってきました。
○生活相談・・・１件、留守中の郵便物に目を通して日記を書いていま
す。視察の報告もっと詳しくしたいのですが明日にします。

11/1 水
菜の花館見学
○午後から障害者センターを視察
ページトップへ

