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●広陵町主催の大和川クリーンキャンペーンで河川の清掃に参加。お財布、、かさ、靴下、ビニール
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シート、ビニール袋、家電の部品、ホース、自転車のタイヤ、いろいろなものがざくざく出てきました。
川の中の盛り土の部分はたいていビニール袋に土砂が入り込んで其の周辺にさまざまなものがへ
ばりついていました。大きなビニールなどと手持ちからがいるのでいろいろな人に手伝ってもらい何
とか取り除いたときはやったーという感じです、なかなか面白い作業でした
●赤旗の集金
●各課の説明
●生活相談
●県議会開会日
●県議団会議
奈良県労働組合連合会の議長へ、今井光子申し入れに同席
●障害者対策会議
●保育園で作ったお雛様を持って帰ってきましたなかなかうまく出来ていました。
●各派代表者会議
●議会運営委員会
●生活相談
●医療費問題
●家賃滞納問題
●結婚３１周年、久しぶりに夫と外出しました。
●母の病院の受診、他科も受診を進められ、検査や点滴があり８時３０分に出発して４時でした。１
日仕事です 会議も欠席させてもらいました。部屋がいっぱいでなかなか入院させてもらえません。
抗がん剤の治療は跡がしんどくなるため議会中に重なると心配です。
●天川村の元村長の逮捕に当たり情報が漏れていたとして捜査にあたっていた警察官２名が逮
捕、とんでもないことです。
●過疎水資源対策特別委員会
●郵政民営化問題
●林業分野での緊急雇用対策
●奈良県が市町村道路を管理する問題、現場がしんどい思いをするのでなく必要な予算や人の確
保を
●過疎の診療の医し確保
●地域交通問題
●吉野山桜樹林対策に予算がつきました。
●大和高田ハローワークの申し入れ、豆田衆議院予定候補
●香芝藤本議員池田栄子さん高田稲葉議員とともに近畿で奈良県の求人倍率が低い中で高田の
ハローワークは奈良県で最も低いとのこと。失業者があふれ駐車場も満杯、これからもっと厳しい
状況、外国人労働者が厳しい状態に置かれているとのことです。
●河合診療所友の会世話人会
●次女の次女、２人目の女の子でお雛様はいらないかなと思っていましたが自分のときに私のお雛
様がないと思っていたようで、かわいいお雛様を見つけたので買ってやりました、お姉ちゃんが私の
といって大変だったそうです。
●厚生委員会、厚生委員会は範囲が広く報告だけで２時間もかかりました。看護師の確保について
質問、この間毎月募集をおこなってきた結果４月には前年に比べて６０人増えるとのこと又院内保
育所については県立なら病院が２４時間保育を始めることになります。又保育氏の単価も引きあが
ることになりました。
●医大のなかよし保育所は老朽化していて狭く改善の予定について質問県では広さは基準に達し
ているが１８名店員で１６名預かっているので今後呪医用が増えれば拡充を考えるとのことでした。
●片桐高校の跡地に郡山保健所を移転する問題で難病患者さんからもっと利用しやすい場所にと
意見が出ていることを取り上げましたが、ほぼ決定のような返事でした。
●五位堂駅のエレベーターは県では４基必要と考えており、又障害者トイレもないためそれも改善す
る方向で地元と協議中。
●生命保険の診断書が２９００円から４９００円になる問題では上げ幅が大きく、何かのときにとかけ
ているもので１枚書いて何千万も入るならともかく１日３０００円５０００円というような生活費や医療
費の足しにしようというもので値上げすべきではないと主張し実態はどうかと質問したところ、３７００
通値上げ効果は８８０万であるとの回答でした。
●広陵９条の会２周年記念の講演と映画会のビラまき、３月１日かぐや姫ホールにて一時３０分から
「ラストゲーム最後の早慶戦」をおこないます。ぜひおいで下さい。
●厚生委員会の準備
●香芝の演説会の演説内容を検討。香芝市の演説会、朝は晴れていましたが午後から雨になって
しまいましたが多くの方が来てくださいました。藤本みやこさんが６期２４年間の議員を引退し後任
に池田栄子さんが決定池田さんのお話がとても素晴らしく感銘しました。２人の子どものお母さんで
すが子どもからお母さんは夜中でもぼくが声をかけるとすぐおきてくれるといわれたことがあったそ
うです、其のとき彼女はあなたが生まれたからお母さんの母性がどんどん大きくなって出来なかった
ことも出来るようになったのよと答えました。いま市民の人のために働こうという気持ちがどんどん
大きくなっている。と決意を語りました。定数２議席減なかでの１名オーバーの選挙になる見込み。
私は介護保険、高齢者医療、国保についてお話させていただきました。終わってから香芝は資産割
が０になりましたと言われました。１８年の数字で話したため運動されてこられた方にとったら納得で
きないのは当然です。私が再確認を怠ったためこんなことになりました以後数字を扱う場合は注意
します。
ページトップへ
●たまっていたホームページの日記作成
●パパママを応援するシンポジウムに疲れてゆっくりしたいという娘を誘って孫２人とならに行って来

ました。
●鹿を見るということで奈良公園で３人を降ろし、会場に。瀬戸恵子さんがシングルマザーで子育て
をおこなっていることを体験から生き生きと語ってくれました。赤白クイズがとてもやよかったと思い
ます。奈良県は保育所の数が全国１少ないということでは会場からへーと声が上がっていました。
学費が高い、進学をあきらめる、１６０人から寄せられた声も現実を反映した貴重なものです。ニュ

2/20

金

2/19

木

2/18

水

2/17

火

2/16

月

2/15

日

ージーランドから奈良に帰ってきている人が発言、なら駅の階段をベビーカーでもって下りるのに驚
きと怒りの声を上げていました。
●保育所があるよといったのですが、いらんと保育所に行かず結局娘が２人を見る羽目に。何しに
行ったかわからないということもあって帰りに新しく出来たお店でココアを飲んで帰ってきました。春
君は大きなコップで出されて重くて持てなかったのでお店のお姉さんのところに行って、妹の分と２
つちいさいコップを自分でもらいに行っていました。
●自治会の班長会。役員改選でしたが、町から会長は男性の名前でときめられているということで
驚きました。他の人からも反発の声が上がっていました。男女共同参画の時代に信じられませんが
理由をぜひ聞きたいものです（その後、このお話は町総務課から「そのようなことはありません」山
田町議を通じて連絡がありました）
●なんとなく目が痒くなってきて、薬局に行くと花粉症の関係の薬が入り口に山積みされていまし
た。
●厚生委員会、過疎水資源対策特別委員会の打ち合わせ、生活相談
ヘルパーの派遣について ヘルパー以外の業務をおこなっている問題で県に問い合わせ。知的障
害者施設の主治医の回診がおおく、医療費の請求がかさみ保護者の負担が大変という問題。主治
医が居場所とするところは医療機関の実態が見受けられずそれで問題ないのかとの問い合わせを
していましたが、県は医師の届出が其の住所で出ており特別問題はないとの回答でした。
●施設側から保護者への説明責任が欠けているように思います、又もっと説明を求めることも大切
です。
●夫が癌の手術を受けその後の通院での抗がん剤治療など医療費が大変という相談を受けまし
た。
●院内保育所問題の調査
●全日本民主医療機関連合会、西日本ｍｓｗ（メディカルソーシャルワーカー）初任者研修で先輩ワ
ーカーの体験談を話して欲しいということで、大阪のロッジ舞州に行って来ました。大阪・京都・兵
庫・奈良の各県からの先輩ワーカーということで２０年ぶりに当時の一緒にスタートしたワーカーが
顔をあわせとても懐かしく、皆さんがそれぞれのところで頑張っていることに励まされました。
新人のワーカーからは患者さんとどのように話をしたらいいのか、職場が忙しくてみんな遅くまで働
いている。このままでは体を壊してしまうどうすればいいのか、地域包括支援センターで忙しく自信
がなくなっているなどさまざまな意見が出されました。
●私は現実からしか物事は変えられない。地域包括は宝の山、一つ一つのケースに寄り添って問
題を提起していくことが福祉の前進に繋がること。１日は２４時間体はひとつ。自分が元気でないと
人の相談にはのれない、自分が考えれば出来ること、動けば片付くこと、みんなでやっていかないと
解決できないこと、社会に働き変えないと変わらない事等分けて考えて，困ったことは抱え込まな
い、相談するなどアドバイス。コミュニケーションは非言語的コミュニケーションが７割、言葉で上手
につたれられなくても相手のことを考えていることが伝われば段々できてくるのではないかと自分の
経験も紹介しながら話をしました。
ｍｓｗの専門性は何かなどいつも問題になっていた頃と専門として仕事をしている今日とずいぶん
変わって来たことを実感します。
●久しぶりに大阪まで出かけて疲れましたが楽しい日でした。
●母の病院受診、検査を終えて診療科のところで順番後５人になったら知らせてくださいとお願いし
て急いで県庁に。県議団会議に参加している最中に「後５人ですよ」の電話が入って天理まで大急
ぎで行きましたがすでに１０番が過ぎていて母の順番を少し遅らせてくれていました。点滴と検査の
指示が出て予想外の展開、２次からの橿原の社会福祉総合センターでの奈良県の医療シンポジウ
ムに遅刻、家まで母を連れて帰ると間に合わないため会場に行って車の中に寝かせて会場へ。
●兵庫県の柏原病院の小児医療をまもる取り組みのお話を聞きました。このことは前から聞いて知
っていましたが、後のクイズで兵庫県内に２０代の産婦人科の男性の医師の数が０人と聞いてびっ
くりしました。
●大急ぎで帰り夕食の支度をして、葛城民主商工会との懇談に行って来ました。かえってから明日
遅くなるので明日の食事の準備。・・・・・・・・・・・お疲れ様でした！
●下請け駆け込み寺に生活相談
●家電量販店の取り付け工事の委託問題、専門的立場から問題点を整理してもらうことが出来まし
た。
●生活相談ヘルパーの件
●議会の準備
●障害福祉課にシンポジウムの申し入れ
●議案説明を受けました
●お通夜に行って来ました。お元気な頃はよく後援会にも来ていただきましたご冥福をお祈りいたし
ます。
●家の片付け
●９条の会のビラまき
●お通夜、生活相談を受けていた方です。障害の１級で、入院の医療費を払ってしまい生活費がな
く生活保護の申請中でした。申す個に何とかならなかったかと残念です。
●王寺町長選挙の投票日でした。民主が応援した保井さんが当選。保守で全町政の継続を訴えた
候補が落選、みんなの会の小山さんも３位でした。流れは民主に来ています、本当に変えるなら小
山さんとの声も聞こえました。
ページトップへ
●吉野町議会議員選挙藪坂まさ候補の事務者開きに参加挨拶をさせていただきました。県議会議
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員の松尾議員も教え子ということで来てくれました。藪坂さんの訴えがすばらしく、吉野町民の最後
のセーフティネットになりたいとの決意がすばらしく感激して思わず涙が出てきました
この議席守り向かなければと思います。
●王寺町長選挙、候補者カーからアナウンス、反応がよく力がわいてきます。たくさんの人の期待を
ひしひしと感じました。候補者も本当に誠実に力いっぱい戦い抜きました。こんなにすばらしい人た
ちがまわりにいることの幸せを感じました。
●王寺町町長選挙みんなの会の候補者畠田駅前で早朝宣伝。
●奈良県産業活性化プラザ訪問懇談させていただきました。
●独立行政法人なら文化財研究所訪問し、１３００年際に関して国営公園化問題と伊関の保存問題

について懇談させていただきました。
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●障害者自立支援法についての懇談会の実行委員会委員会
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●王寺駅早朝宣伝。みんなの会でオレンジのヤッケを着て応援。候補者の顔を見ていく人。頑張っ

てくださいと声をかける人。握手を求めてくるひと。だんだん上昇気流です。

●五位堂駅エレベーター問題で広陵町役場に。広陵町、香芝市の新日本婦人の会の皆さんと申し
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入れ。２０１０年に五位堂駅にエレベーターが付くことになりましたが３機しかつかないことが判明し
真美ケ丘ニュータウンの利用者が利用する北側に付かないため広陵町に申し入れ、協力を求めま
した。町長以下幹部がそろって対応してくれ、北側の必要性を認め近鉄や香芝市とよく相談したい、
広陵町で出来ることがあれば協力するとの返事を頂きました。また香芝市が設置の方向で考えて
いることも明らかに也や駆ったねと参加者一同喜んでいました。
●県庁で条例の説明を受けました。その中で介護保険条例の変更、特に私が１２月質問していた基
金の積み立てについては現在３０億もあり０．１％の積み立てを条例で定めていましたが今後３年
間は０とするとの内容でした。半分くらいかなと予想していましたので予想を超える大きな成果で
す。これは市町村の積み立ても同額となるため市町村の介護保険の改善にと大きな力を発揮する
と思います。多くの皆さんの運動が本当に大切です。
●県議団会議、２月議会が間近になりました。質問の打ち合わせなど。
●知事の予算説明会、要望事項がたくさん入っています。よく検討分析していきたいと思います。
●王寺町やわらぎ会館で個人演説会弁士をさせていただきました。友人代表の方が候補者の人柄
の心温まるエピソードを紹介。困った人を見捨てて置けない彼女の人柄が今回の助けてくださいの
アンケートを見て誰かがしなくてはいけないと決意をさせたと納得しましたと語ってくれました。
●王寺町宣伝、ビラまき、みんなの会の候補者を囲む懇談会が開かれて参加しました。素人に出来
るのかという不安がありますが私は広陵町長選挙に出たときの経験を紹介。広陵町は過去に２年
ほど町長不在のときがありましたが日常の行政は回っていました。行政とはそういうものです。トッ
プがすることがだれのためのどんな行政を行うのか方向を出して決断すること其のてんでは、利権
と無縁の候補者がもっともふさわしいと応援しました。
●懇談では少ない年金では入れる老人ホームをっつくって欲しい、お年寄りが遊べる場所が欲し
い、文化福祉会館に行くのにバス代が２３０円もかかる。もっと安くて便利な町営のバスなどは知ら
せて欲しい、などさまざまな声がでてきました。
●健生会第２０回学術集談会、安斎育郎先生の記念講演を聞かせていただきました。
●生活相談、障害者施設に入っている人、医師の診察が品会で医療費の負担が大変とのこと。
●王寺町長選挙告示日、みんなの会の候補者の出発式参加、町長選挙応援
●生活相談、医療問題
●王寺町みんなの会の応援宣伝。顔を出してくれたり聞き入ってくれたりまずまずの反応です。
●お見舞い。
●澤地久枝さんの後援会に県の後援を取り付ける問題で問い合わせ。18年のときに品川さんの講

2/09

月

演
会があったときに断っているので出来ないとの返事がありました。
●独立行政法人松籟荘病院のほほえみという重度障害児の通所施設を県議団で見学させていた
だき
ました。Ｂ型という5人の定員のサービスをおこなっていますが一人一人に合わせた内容がよく考え
ら
れていて多くの方が利用できればいいのですが施設の体制に無理があるとのことでした。ここに車
で
は家で暴れるなどを繰り返し家中ふすまや壁などぼろぼろで家族もくたくた状態がここに着てから落
ち
着いて食事のちゃんと食べられるようになるなど、かかわり方でずいぶん改善されるものです。
●奈良県ではＢ型が2箇所、A方15名転院が2箇所です。中間の10人などがありません。もっと状況
に
合わせたきめ細やかな対策が必要です。
●母の喜寿のお祝いと夫の誕生日をかねてお祝いをしました。孫やひ孫からお祝いのプレゼントや

2/08

日

絵を
もらって喜んでいました。
●王寺町長選、みんなの会の応援宣伝。
●五位堂駅エレベーター問題。
ページトップへ
●孫の保育園の生活発表会に行って来ました。ハナちゃんは保育園で一番小さく先生に抱っこされ
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て
いました。ももちゃんは小さいやぎのがらがらどんを一生懸命にやっていました。
●王寺町長選挙応援。3つ巴の戦いになります。みんなの声が届く王寺町政をつくる会の小山さん、
と
てもソフトでさわやかです。
●広陵町後援会新年総会、新人議員さんの活躍や国政での期待が語られました。県議会の様子も
報
告させていただきました。
●佐賀県議会を視察。議会のつくりが重厚でとても威圧感があり議長席が異様に高く作られていま
し
た。議長が23年間同じ人がおこなっているそうです。自民党が41議席中30人という大多数です。し
かし
反対賛成討論や意見書ももう一人の賛同あれば提案でき、本会議で賛成反対を議論して採決する
方
式で其れなりに議会らしい感じを受けました。
●有明海の問題、プルサーマル原発問題などがあると傍聴席がいっぱいになるそうです
●大分県議会を視察。ここでは広報委員会が中心に学校などに出前議会を行い議会の仕組みなど
を
子供たちに話しているようです。また県内6箇所に出向いてその地域の関係者の方と懇談をおこな
うな
どの取り組みがとてもユニークで大切なことだと思いました。
●ここでも1問１答がおこなわれており議場も質問席が理事者と向かう会う場所におかれていまし
た。
●議会運営委員会の視察で長崎にいってきました。長崎県議会では1問1答方式が2月議会から始
ま
るそうです、長崎県は人口は奈良より少ないのですが、予算は多く、海があり海岸線が多いことやり
離
島の島にそれぞれ病院があって県の予算が使われていることなどがその理由ではないかとのこと
でし
た。また、特別委員会は2年間とのことでしたが中間報告で実際は4年間実施するそうです。
●決算委員会に全員が入るようになったそうですが、歳入部分が総務委員会でしか扱われないた
め全
体の認識になりにくいことなどがあり全員が入るようになったということでした。

2/03

火

2/02

月

●生活相談
●家の片付け
●集金
●美容院に行って来ました。
●ヤマトハイミールの落札が決定される日です。
●久しぶりにいい天気になりました。お蒲団を干してお掃除をしてちょっとさっぱりしました。
●母の医療費の手続きに広陵町に行って来ました。
●県議団会議3月は代表質問に一般質問が2人、私は予算委員会でフル稼働になります。大淀病院

の件、自治体病院を守る地元の取り組みについて。
●香芝に赤旗のお勧めに行って来ました。昔懐かしい人に会いました。日曜版1部増えました。
●王寺町長選挙、みんなの声が届く王寺町政を作る会、小山郁子の事務所開きにいってきました。

2/01

日

と
ても寒い日でしたが、活気ある事務所開きとなりました。
●上牧町議会報告
●赤旗の集金
●橿原市会議員選挙、日本共産党おかげで3議席当選できました。また一緒に仕事をさせていただ
き
ます。
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