日記 ’07-09月

（2007）

9月

ご意見やご要望は
こちらのメールで
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●第９回民主医療機関全国協同組織交流集会長野県松本市の大会

9/30 日

9/29 土

9/28 金

9/27 木

9/26 水

参加のため４時３０分起きでした
社会保障医者地域医療をも盛るたたかいでは、奈良県の周産期医療
や救急医療について報告させていただきました。
北九州の餓死事件のその後の取り組み国保引き下げ運動、憲法２
５じょぷを実現させる取り組みなど全国津々浦々で地道にがんばって
いる姿に感動しました。
ここにこれからの日本の行方を見る思いでした。
ももちゃんの運動会に行ってきました
８時３０分から始まるので７時出発です。２歳児クラスのでバンはバ
ナナ体操にかけっこ、親子の果物競争
バナナ体操は一生懸命おしり振り振りがとてもかわいかったです。
かけっこは３人で走って１等賞でした。
●桜井市の吉田忠雄議員の議会報告会に参加。県政の話をしてきま
した。
医療問題の関心が高く後の質問でも意見が集中しました。
●河川の土砂撤去の件で、高田土木に確認、来週にも作業を行うと
のこと
●生活相談・・・医療費問題、生活保護の申請の件
●王寺町議会報告会
今回は液化会ロータリーの問題に関心が高くいろいろ意見が出され
ました。
また天平台の開発では山の木が切られてからすが民家に出てくる
ことや、いつまでも影がなくなりあつい、騒音がやかましいなど意見が
出ました。
●各派連絡会議
●議会運営委員会
●一般質問、中野明美議員の質問でした
８年ぶりの復帰。久しぶりに聞かせてもらいますたが、わかりやすく
はっきりと、さすがです。新人議員さんの林業問題はよく勉強調査さ
れていて、しっかり聞かせていただきました。
●議会運営委員会
●一般質問
●生活相談・・・池部駅の踏み切りの拡幅について、今年度予算が付
いており、１１月か１２月に着工の予定２車線と歩道が付くとのこと。
●厚生委員会、
医大の周産期のコーディネーターを配置する補正予算１０００万円
の追加。
昨年の実績１８８件とのこと わたしは救急全体で約５万件、妊産婦
搬送が３００件、かかりつけのない妊婦人が２４件野中で医大に運ば
れた周産期の人だけ対象とするのでは県民ニーズに合わないのでは
ないかと質問。
健康局長は１次救急の整備を行い濃く題する方向で考えるとのことで
した。

にら卵鳥のから揚げ
高野豆腐の卵とじ
ゴー矢の丘か傷めな
すしぎ、しそわかめふ
りかけ梅干

●県議団会議議案の賛否について

9/25 火

●各派代表者会議
●議会運営委員会
●代表質問

１０数年ぶりの代表質問をさせていただきました、これまで一般質問
でしたので知事に聞ける部分はわずかでしたが。
今回はほとんど知事に質問できました。
荒井知事はとても誠実に答えてくれたように思います。
質問は、平和について、政治とお金、平城遷都１３００年、国民健康保
険、後期高齢者医療 安心できる奈良県の医療について、ヤマトハイ
ミールの中小企業高度化資金、以上です。
１問が終わったら、５分再質問に残しておく予定ですが、１３分も残っ
たのでゆっくりと再質問が出来ました。
９月議会からインターネットのライブ中継や録画中継が出来る予に
なりました。
録画は３日後ということですので又ご覧下さい。

ハンバーグ玉子焼きキ
ャベツきゅうりプチトマ
トインゲンの明太マヨ
ネーズきゃらぶき
にまめ

9/24 月

9/23 日

終わってほっとしました
●生活相談・・・ごみ問題について
部屋の片付け、
●パソコンの点検
●学習会に参加奈良県で安心してお産ができるのかいの長野県上田
市立産科病院の廣瀬先生の講演会。
以前聞かせてもらったニュージーランドのお産，助産師さんが、一人
一人のお母さんに寄り添って出産できるばーすセンターがニュージー
ランドの出産をささえているとのこと
カンガルーケアの大切さ、自然の分娩で生まれるホルモンがその後
の母子関係などにも影響を及ぼすことなど大変勉強になりました。
会場の発言では自宅分娩をした農業をやっているお母さんは開腔
までくさのうえにいらてたことや１００年続く農家で夫も父も皆自宅で 安心してお産が出来る
生まれ、自分も自宅で生むことで家族の絆の大切さを実感したと感動 奈良県のかい
的なお話でした
高崎さんのお父さんも参加して。孫が五日なぜ僕にお母さんがいない
のかと聞かれたときに、お母さんのおかげで奈良県が良くなったとい
えるようにしたいと涙で訴えられました
●代表質問の仕上げ

かぐや姫祭りにいってきました

レンジャーと

●万代前で河合支部とともに国保料金引き下げ署名の宣伝行動を行

いました。
万代前で国保引き下
車で来る人が多く、なかなかでしたが歩いてくる人自転車の人にお げ署名
願いをしたら快く署名に応じてくれました。
福田自民党総裁が決まりました。この１週間完全にテレビジャックでし
た、この国は変ですね。
ページトップへ

9/22 土

9/21 金

部屋の片付け
書類の山でしたが畳が見えてきました。
●５中総学習会 山下よしき参議院議員の報告を聞きました国会のリ
アルな話が聞けてとても面白い学習会でした。
」
安倍総理の所信表明演説で衆議院のときと亜参議院では同じ原稿 玉子焼き、ウインナナ
でしたが２行飛ばしていたとのこと。
スの味噌傷めインゲン
来年の洞爺湖サミットでがんばるというのを抜いたそうです。
人参困却語簿店の煮
物
●県議会当番日
●商工労働部と打ち合わせ
●９月議会に緊急補正予算が出ることの連絡有
昨日県議団が上京して厚生労働省に周産期医療問題で国土交通
省と文化庁に国営公園化構想について懇談、要望をしてきました。
国の医師確保緊急対策が実態に合わず医師不足で全国的に注目 玉子焼き、マカロニサ
された奈良県が使えないよぷな制度はおかしい、期にとして医師確 ラダ鳥のから揚げ、金
保の支援を行って欲しい旨強く要望してきたとの古都、又国営公園問 時豆、インゲンの胡麻
題は簡単には進まず計画立案調査だけでも相当な時間がかかること 和え
や世界遺産委員会の許可が必要であるとの古都。文化庁が予算が ごま塩梅干
け図いられているため、大変だということです。
●国保１万円引き下げ運動の取り組みについて

母の退院迎えに行ってきました
お通夜に行ってきました。８６歳食事中に急に心不全でお亡くなりにな
ったそうです、心からご冥福をお祈りいたします。
代表質問が大詰めできたことで１日時間が空きました

9/20 木

母が明日退院するため、専用の部屋を確保するように大移動をしま
した。
おやすみです
荷物を持って階段を行ったりきたりかなりいい運動です。
母の部屋だけ何とか確保，わたしの仕事部屋が大混乱です。とに
かくいらないものが多すぎます。夫の協力で大助かりでした。
●代表質問の打ち合わせ

9/19 水

母の受診の合間に
●県庁で代表質問の打ち合わせ
質問はどこまで行けば完成かといえば、答えがありません。
芸術作品と同じで点を打ってこれまでと思えばそこまで、いっぱいか
いても、まだ書き足らない場合は上書きしてもそれでひとつの作品で
す
この間、多くの方から寄せられた声や意見が出来るだけ反映されるよ
うに、限られた時間で伝えられるか、いつも考えさせられます。
岩手県沢内村の、深沢村長が全国で始めて乳幼児医療を無料にし
て０歳児の死亡率０を達成したドキュメントが放映されていました。
政治の基本は命を守ること。４４歳の男性が生まれたときに全国で
初めて乳児死亡０を達成したそうです。
彼はインタビューに自分たちはみんなに守られてきたという思いが
していますと答えていました。彼は同級生と結婚して子どものお父さ
んです。村民が自分たちの村を大切に思い気持ちは、他の地域の人
からもうらやましがられる村になっていると思います。

お弁当と朝食を用意してから、冷蔵庫にないことに気づく買い物に、
ごみを出して洗濯をして、県議会へ
9/18 火

●各派代表者会議、議会運営委員会、
●９月定例県議会開催日
●県議団会議
●生活相談
●質問の打ち合わせ

玉子焼き、こんにゃくと
ちくわのおでん、ピー
マンと取りてばのぴ李
から金時豆きゅうりの
ちくわ詰めふぃりかけ
梅干

●焼け付くような暑さ、今日は敬老の日広陵町健康福祉大会に参加。

9/17 月

9/16 日

午前五語に分けてかぐや姫ホールで、大衆演劇瞼の母の公演、人気
があって、満員でした。
全国で１００歳以上が３２０００人すごいですね。毎年町長が広陵町
のお年寄りを訪問されていて元気な様子を紹介してくれるのが楽しみ
です
９０歳ですべて自分の歯がある人、仕事をすること、新聞を読むこと
早く寝ることが長生きの秘訣と紹介してくれた人、長く生きてこられた
人はそれなりに生きてこられた秘訣があるようです。まだ生きていた
のといわれるくらい長生きしてみたいものだと思います。

敬
老の日で、次女がもも
ちゃんを連れてきてく
れました
来年は４人目の孫が
誕生の予定です

あすまでに何とか仕上げようと思います、
母のお見舞いは娘と孫たちにお願いしました、台風が近づき残暑厳し
くなっています。
今、日本には総理大臣は入院中、代理を立てていません。次もまだ
決まっていません。
それでも日常は変わりなく暮らしています。変だと思うことがいっぱ
いありますが、質問準備をしていても国の政策にぶつかります。
消費税論議が又、始まろうとしています、７月の参議院選挙ではだ
んまりでしたが。もう少しまともな政治にしなければ国民が不幸です。
ページトップへ
●閉じこもって質問準備です

9/15 土

４０分の質問準備はかなり大変です、言いたいことがいっぱいあっ
て限られた中でどのようにしていくか
半分は出来ました。

●生活相談・・・２件

9/14 金

9/13 木

●県議団会議
●代表質問の打ち合わせ

卵やき、しゃけ
金平ゴボウ、肉と野菜
の炒め物
モロヘイヤの胡麻和え

●ヤマトハイミール裁判大阪高裁にて第１回初公判

裁判長は県に対して聞きたいことがあるとのことでその内容について 大阪に行くのでゆっくり
次回までに文章にして提出すること。
食事でもと思っていた
次回は１０月２９日（月）１時１５分
ら、時間がなくてサンド
イッチでした
●質問の打ち合わせ

●広陵町クリーンセンター視察。

容器プラスチックの中にさまざまなごみが入っていました。
ごみ質が悪いと業者が引き取ってくれないそうです。
トン当たり８万円とすると９７％は協会が負担してくれるとのこと
名古屋の業者が炭化物を引き取ってくれているとのことです.。
トン千円で買取り運送費は町が負担
元のごみの８分の１の大きさになるとのこと，飛灰はフェニックスの埋
レーンで手作業でごみ
の分別が行われてい
ます悪臭が鼻につきま

9/12 水
め立てです
●県庁へ、吉野川の水質問題でレクチャー
●限界集落問題でレクチャー
●質問の準備
●２０億問題
●子どもの問題
●平城遷都１３００年対策会議

す
中身が灰至り付着した
ままのプラスチックご
安倍総理の突然の辞任のニュース、日本の総理がアメリカの給油 みの山
活動が理由とはびっくりです。

高田警察へお財布をとりに行ってきました
9/11 火

9/10 月

9/9

日

●厚生委員会、妊婦の死産問題で質問、救急体制問題特に初期に医

療の専門家の対応が必要と質問しました。
●児童虐待問題の家族支援
●精神障害者ん野交通費割引

玉子焼き。ぶたの照り
焼きプチトマトこんにゃ
くごぼうてん人参、高
野豆腐
など煮物
沢庵梅干ごま塩

お財布を落として免許証が入っていたため免許所の再交付に行っ
てきました。
家に帰ると高田署から電話があり、お財布が届いているとのことでし
た
●県議会へ
●厚生委員会の打ち合わせ
●議会準備
母のお見舞い
ページトップへ
●香芝の戦争展にを見に行ってきました

毎年行われていてたくさんの人がこられていました。市内に残って
いる石碑の調査など身近な内容でわが町から世界中の戦争が考え
られるような内容になっていました。
●葛城市区域に予定の産廃処分場視察

以前は入ることが出来たところに建物が出来ここからは入れません
といわれました。毎日トラックが６００台来るとのことでトラックが行列
を作って入ってきました。
どこからも見えずに目隠しされた場所です、５０町歩の広さがあると
のこと。
9/8

土
●橿原万葉ホールで院内助産所、助産師外来促進事業による神戸の

佐野病院ばーすセンターについて三浦徹医師の講演を聞かせていた
だきました。
助産師外来に反対だった医師が自分の子どもはそこで生ませたな
ど回りから認められるようななったこと
１００%安全なお産はないことをすべての産婦に伝えています。妊婦
さんあなたが主役ですのメッセージはとても大切です。
県内の参加医師や助産師が本音の討論をされたことはとてもいい機
会を設けてもらったような気がしました。
シッコの映画を見てきました。
9/7

金

どんづる峰にのぼって
処分場予定地を視察
範囲が不明ですが５０
ヘクタールといえばか
なりの面積です

9/6

木

朝から母の様子がおかしい、熱がある。約束の相談の時間が迫る熱
を測って出かける。
●障害年金についての相談、ちょうどハザマの問題で難しい。
宿題として持ち帰ることにしました。
気になるのでまた戻って検温、熱がひどい、診療所に電話すぐ来て
くださいとのこと、点滴して病院の入院予約を取る。
病院に入院手続き入院の準備など１日費やしました。
点滴やすばやい対応のおかげで熱が下がって一安心です。
一人暮らしの方が急変して緊急入院になったとこなどさぞかし大変
だと思います。
医療ソーシャルワーカーの当時こんな場面に何度か遭遇しました。家
の片付け冷蔵庫の中の処理。入院に必要な寝巻きなどの購入、１番
困るのが入院保証人問題でした。今後もっと増えていくでしょう。
個人の努力ではどうにもならない時代のような気がします。
台風が来ている為蒸し暑い日でした
●医師会に於かれている奈良県救急情報ネットワークシステムを視
察してきました。
以前はの田原本健康づくりセンターにおかれていました。
１４年に医師会館の完成でこちらに移たとか。もう少し大掛かりなも
のを想定していましたが小さな部屋にパソコンが２台置かれて正面に
はネットワークシステムの図が掲示されているだけでした毎日朝１０
時夕方６時までに２回書く医療機関の情報。診療科名と受け容れ可
能なベッドがあるかを入力する仕組みです。
大阪ではこのような場所に医師がいて救急隊からの連絡は直接指
示をしながら受け入れ先を探すことになっているとのこと。
●各派代表者会議 政務調査費問題について
●９月議会議案説明
●児童虐待について
●メールで相談がありました・・・２件
●河合町支部会議 後期高齢者医療について、国保についての学習

会

玉子焼きプチトマト
ごぼう人参の金平、し
しゃも 梅干ピーマン
のおかかいため

救急情報ネットワーク
システム

１歳２ヶ月のナッチャンがはじめて歩けるようになりました
自分でもうれしかったのか手をたたいていました。
●五位堂駅前早朝宣伝藤本香芝市議
●県庁へ、看護師確保対策で関係者からの要望を聴きました。
●県の商工労働部より、９月県議会の議案の説明

ヤマトハイミールに対しての県の動きがあります
9/5

水

9/4

火

9/3

月

●香芝市年金者組合の学習会

後期高齢者医療についての講師 関
心が高く２５名くらいと聞いていましたが３０人来ていただき会場がい
っぱいでした。質問も多く出され、こんな制度は許せないとの意見が
出されました。
●議会の準備
●奈良民医連新聞原稿について
●生活相談・・・子どものこと
●広陵町友の会世話人会、後期高齢者医療と国民健康保険につい
ての学習会。
高齢者の年金が断りなく引かれていくことに怒りの声
●生活相談・・・仕事の代金が売り掛け先の倒産で入ってこないとのこ
と
●山下よしき参議院議員、総合周産期母子医療センターをつくる会で
県に申し入れ。
●医師確保に協力をしていただきたいと、健康局長
●助産師の方々と懇談
来年から嘱託医が産婦人科医であること、受け入れ施設を確保す
ることが序参院を開く条件とされているがこのままでは全国の３分の
１の助産院が廃院にされてしまうとのこと
助産院に来るお母さんは、自然分娩をしたい、余分な医療をしてほ
しくないなどのニーズの人が多いこと
助産師が一人一人のニーズを丁寧に把握指導することで安心につ
ながり帝王切開が少ないなど。その後の母子関係にも影響がでてく
る。
検診チケットが奈良県はじちたいで２から３枚だがそれを助参院で
は使うことも出来なくなっているとのこと。
●夕刻、山下芳樹さんと５人の県議団で宣伝
●県庁へ

ヤマトハイミールの２０億円問題を朝日新聞が昨日の朝刊のトップで
書いていました、高度化資金にやっと目が向けられてきました。

玉子焼き煮物うるめ、
じゃことピーマンの炒
めに、焼きビーフン
しそわかめふりかけ

玉子焼きとんかつ金平
ゴボウ、こんにゃくちく
わ人参しし唐の煮物サ
ツマイモのてんぷら、
プチトマト梅干ごま塩

●福岡県議団に調査依頼。
●香芝市藤本議員から、穴虫の採石場跡地の産廃計画についての

9/2

日

問い合わせあり
県に問い合わせ、相談はあり現在各課で検討中、まだ正式に何も出
ていないとのこと
●県議団会議
●夜は歓迎会
５人当選して初めての懇親会を開きました。
●ホームページの更新
●生活相談・・・家賃問題
●議会準備
母を連れて大阪に行って来ました
夜は娘の家族と一緒に食事に行って来ました
●生活相談・・・介護保険に認定問題。息子に話したら怒られた不服

申請は取りやめるとのこと、調査員の対応に腹を立てていました。
●清掃センターの分別ごみの件
●２０億問題
●来客

9/1

土

国保の１世帯１万円の引き下げを求める署名を届ける
●健生会友の会世話人会
●議会の準備
●広陵町グリーンパレスにて「映画日本の青空」上映会に参加。
日本国憲法が鈴木安蔵氏らの民間グループによって起草された憲
法案がGHQによって参考にされて作られたことが史実に基づいてわ
かりやすくドラマ化をされていました。
男女平等条項もゴードン女子が子どものころから日本で暮らす中
で親のきめた結婚。女子どもといわれ一人前の人間に扱われていな
かった女性の地位を見て思ってきたことが実現。
改めて日本国憲法の持つ歴史の重みを実感しました。

玉子焼きナスと豚肉
の味噌傷めしし唐の
おかかに、とんかつ
知者ミニトマト
しそわかめふりかけ
梅干
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