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4/30 木 
 

●豆田よしのりさんと新聞のお勧め、奈良医大，橿原公苑、農業技術センター
●母の介護保険の手続き、ケアマネージジャーの方と面談
●生活相談、子どものこと
●広陵町町長選挙の会議、さまざまな要望が出されました、もっとも身近な選挙だけに、町政が変わ
れば暮らしが変わると実感。

4/29 水 
 

●広陵支部と統一行動、午前３人で訪問、留守が多かったのですが日曜版１部、パンフレット１部、
畑で蕗、にら、葉たまねぎを収穫してもらいました。午後から２グループに分かれて２人で訪問、赤旗
２部ふえました、後援会ニュースを読んでいただく方も増えました。６時からは八尾議員と訪問、赤旗
日曜版１部拡大できました。
●議会報告会原稿
●新型インフルエンザで奈良県が対策本部を設置しました。当面は４月１８日メキシコに渡航したこと
のある県民の健康診断追跡調査の実施と実態把握です。発熱などがある場合は発熱相談センター
に電話　０７４２－２７－８６５８保健所の医師が対象者の自宅で健康診断をおこないます。一般的に
はうがいと手洗い、マスク。赤旗では食料や生活物資の２週間程度の備蓄なども紹介しています。ニ
ュースを見ていると現地では情報も少なく、タミフルなどの薬もなく実態もつかめていない様子です。
水際作戦はもちろん重要ですが現地に支援が必要ではないでしょうか。

4/28 火 
 

●県議団の議会報告会の原稿
●金田議員と畠田駅のバリアフリーの問題で王寺鉄道部に行って来ましたが担当者が不在でした。
●母のお見舞い、介護保険の認定が要支援２になるとの連絡が入りました。自立支援医療の手続
き。
●稲葉市会議員と高田土木を訪問、共産党議員団と懇談をもたせて欲しいと要望してきました、赤旗
のお勧め、皆さん会議でお留守でした。

4/27 月 
 

●今日も寒い日でした。香芝市の藤本議員、池田議員とともに教育委員会を訪問。教育問題で意見
交換しました。子どもの貧困が教育の重要な課題になっています。
●河合町、赤旗のお勧め。支部のKさんと訪問。日刊新聞と、日曜版が増えました。「これまで共産党
の人は来たことがない」というお宅に訪問。元気パンフを買ってくれました。「比例は共産党に入れさ
せてもらうわ」と言ってくれました。「自民党を応援していたという人は、みんな怒っている。王寺も上
牧も町長がかわった。替わって欲しいと思っている。」
とのこと
●生活相談、幾らかけても電話が繋がりません心配です
●夕方豆田さん、金田王寺町議と王寺駅で夕刻宣伝。宮本議員がたまたま通りかかりビラまきを手
伝ってくれました。
●広陵町町長選挙の候補者がきまりました。又忙しくなりそうです。

4/26 日 
 

●寒い日曜日となりました。各地でイベントが企画されていますがせっかくの取り組みが残念です。
●石丸上牧町議と、訪問して赤旗の拡大。ずっとご無沙汰をしていたところを訪問久しぶりでとても喜
んでいただきました。字を見るのがしんどいというので断られるかと思いましたらカンパのつもりでと
日曜版を購読してくれることになりました。
●午後から次女が帰ってきて孫4人と母のところに行って来ました。ハナちゃんがよちよち歩きが出来
るようになってとてもかわいくなってきました。
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4/25 土 
 

●新婦人で絵手紙教室をおこないました。先生に指導していただきトマトと、キャベツを書きました。

●生活相談、子供のことについて
●3区女性後援会の打ち合わせ
●田舎の知人が天理に来ることになり母に会いたがっていたので連れて行ってきました。もう会えな
いと思っていたととても喜んでくれました。

4/24 金 
 

●県庁へ、赤旗新聞のお勧め、県議団で3公社（住宅公社、道路公社、土地開発公社）に、挨拶。水
道局、人事委員会、労働委員会、奈良土木事務所にご挨拶。
●公務員の給与が民間よりも多いということで給与削減の報告が国から出てきているようです。公務
員を下げれば又民間が下げると悪循環になり内需がますます冷え込んでしまうのではないでしょう
か。

●エルトピア奈良に出来た仕事iセンターを訪問しました。1日60人から100人が利用されています。
ハローワークがいっぱいの中でこちらも同じ仕事の斡旋が出来ることが知らされてきており、利用者
は増えてきているそうです。
しかし仕事を探しに来ても仕事がないのが実態で、担当者もどうしたらいいですかと困っていました。
また職業訓練も利用者が多く、パソコンなどとともにネイルアートというのもあり多彩です。
私は福祉職で年齢を入れて検索しましたが介護のパートならありましたがそれ以外はありませんで
した。一緒に行った宮本議員も34歳事務職で検索しましたが全くないといっていました。
●薬物取締法違反で書類送検された医師が嘱託医をしている、葛城市の施設に立ち入り検査が入
ったとの報道が新聞に掲載されていました。

4/23 木 
 
●豆田衆議院予定候補、大田高田市議、と一緒に高田ハローワークをたずね所長と懇談。求人が殺
到しているとのことでした、駐車場は満杯で駐車場をこれ以上広げても相談体制が出来ないなど深
刻です。豆打算はハローワーク前で宣伝をしているため、なじみの人がいて頑張ってやと声をかけて
くれました。
●中和広域高田消防署長を訪問。医師をもっと増やして欲しいとの要望を伺いました。高田商工会
議所訪問、中和農政事務所訪問。
●午後からは、青垣園をたずね懇談、障害者政策がころころ変わると将来展望が出せない。など意
見を伺いました。



●生活相談、住居も仕事もない人の相談、県営住宅の緊急入居を確認22件確保しており家賃4000
円で6ヶ月まで入居が可能。部屋貸しの場合は半分の家賃も可能とのことでした。
●1件訪問。病気のため事業を辞めるとのこと。
●県立奈良病院産科における時間外手当等請求事件の判決が奈良地裁で下され県に2人の原告に
１５,３９６,７３５円の支払えとのないようです。県は対応検討中とのことですが、私の感想としては当
直といっても殆ど仕事をしている状態であるならば，給与を支払うのは当然で、上告せず今後気持ち
よく働いてもらうべきではないかと思うのですがどうでしょうか.
●いろいろな方とお会いして日本共産党の元気の源は何かのパンフレット5部、赤旗新聞1部拡大で
きました。

4/22 水 
 

●母の病院の受診、退院後ずいぶん良くなってきました、24日に予定していた抗がん剤治療がいか
なくても良くなりました。透析を受けるクリニックで輸血を受けることになるため医師の説明を受け同
意書を書きました。先生の説明では、輸血は危険が伴い、今は問題がなくても将来的に未解明なも
のが出現する可能性もありますといわれました。
●生活相談医療費問題、病院の受診について

4/21 火 

 

●大和郡山市の小集落地区化医療事業の件で県の説明を受けました。地元にも説明がされず、改
良住宅として建て替え計画のなかったところまで次々に立て壊され住民が今後どうなるかと不安を
抱いているとのこと。住民合意で自立していくあり方こそ本来の事業の目的ではないでしょうか。

●奈良市のセクション交渉が復活しました同和事業の終結をどう進めるのかは重要な課題です、生
駒市の財政対策特別措置法の終了後のあり方に関する指針を調査。
●生活祖談、破産の手続きの件
●赤旗新聞のお勧め
●北葛城ブロック会議

保育園の遠足でウル
トラマンのおにぎりを
持って出かけました。
お弁当を空っぽにし
て帰ってきました

4/20 月 
 

●中南和地区の共産党女性議員で壷坂寺と薬膳料理でちょっと息抜きちょうど1300年に当たってこ
れまで開帳したことがない千手観音のご開帳4月18から5月18日までおこなっており、お身ぬぐいをさ
せていただきました。壷坂寺は山吹が満開でもっとゆっくり時間をかけて見に行きたいところです。ハ
ンセン病の活動を通じてインドとの交流を深めインドから送られた石で石仏を作っていました。気候も
よく、命の洗濯をしてきました
●薬膳料理は体にいいものばかりでおいしく丁寧に作られた箱に盛り付けられ、やる気がおきるクコ
のみのデザートなど又頑張れそうです。
●3区選対会議

4/19 日 
 
●母の新しい施設の入居で荷物を運びました。移動のための歩行器など持ってきていただき、これな
ら一人でも歩行器で移動できます。
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4/18 土 
 
●母の退院。本当に良くしていただいて先生や看護師さんに感謝です。孫たちがとても喜んでくれま
した。

4/17 金 
 

●県議団会議
●学校のバリアフリー問題で矢野町議と県教育委員会に申し入れ
●地区改良事業問題で問い合わせ
●母の部屋の片付け

4/16 木 
 

●橿原市竹森、今西、西川議員と奈良県の出先に訪問、ご挨拶と新聞のお勧め、３部増えました。
●畝傍寮を訪問してきました、吉野郡の山間部から県内の高校に通うための学生寮です、５０人定
員に対して約半数の入寮です。家賃と食費で毎月３５０００円、老朽化しているため５０人定員ですが
実際には４０室ぐらいしか利用できないとのことでした。今年から吉野寮が閉鎖されたため吉野高校
に通う子どもさんも１年生で入寮されたそうです。
●車椅子の昇降機についてメーカーに問い合わせ。全国の学校に３００台ほど納入されているそうで
す。
●３区選対会議

4/15 水 
 

●階段の昇降が出来るﾄﾞｲﾂ製の車椅子について調査。
●大谷五条市会議員と五条土木、五条病院，西吉野保健所を訪問挨拶と新聞のお勧め、日曜版２
部と民報２部増えました。
●県立医大訪問
●国民融合を目指す奈良県会議の幹事会。同和行政の終結を目指して、奈良県でも集会を開いて
いこうという方向が決まりました。
●母のお見舞い
●生活相談
●特別雇用調整金について
●２０億問題

4/14 火 
 

●労働問題の生活相談
●下市町教育委員会、下市中学校を訪問しました。
車椅子の受け入れが出来ない理由がバリアフリーにする予算がかなり大きな問題であることを実感
しました。
校舎が老朽化しているためエレベーターを取り付けるにも建築確認申請が必要でその際に窓枠など
かなりの改修を必要とすること、大規模改修が平成１０年におこなわれており今の時点では大規模
改修が認められない。
昇降機などは改修の対象に入っていないのではないかなど具体的な課題があることが明らかになり
ました。

●中学校を訪問して校舎の現状を見せていただきました。山間部の狭い土地に建てているため、階
段も多く、グランドも離れたところにあり、平面移動は少しの段差解消でほぼ可能ですが上下の移動
が困難であることを実感しました。障害者トイレは１階に設置されていました。マスコミで取り上げら
れたことの反響は予想以上に大きいと感じました。本人にも会ってきました。礼儀正しくユーモアが
合ってまわりを明るくしてくれる素敵な子でした。赤毛のアンが好きで厚い本のどこでもいいから開い
て少しだけ読んで下さいといわれて一行読むと全て暗記していて続きを暗証してくれたのにはびっく
りしました。明日香養護学校から訪問教育が始まっていましたが、今までのお友達と一緒に勉強した
いという願いには応え切れていません。雨でしたが行ってみてよかったと思います。それぞれが学び
たいという生徒さんの願いに応えようとしていることが伝わってきました。生徒さんを真ん中にして何
が出来て何が出来ないのかどうすれば解決できるのか具体的に知恵を絞ることが大切です。

4/13 月 
 
●畠田駅前豆田さん金田さんと早朝宣伝、支部の人もびらまきに来てくれました。
●整形受診。左手のレントゲンを取ってもらいました。骨折部分に膜が張ってきて回復に向かってい
ます。普通に生活してもいいとの許可をもらいました。県議団ニュースに骨折した手で予算委員会で
質問している写真があり渡してきました。
●母の介護認定調査に立会いました。日によって動けるときとそうでないときの差が大きく、要支援２
の認定ですが、今回はどうなるでしょうか
山下芳生参議院議員が国会質問で救急問題を取り上げるため県の関係者からレクチャーを受け同
席しました。



●葛城市の精神科医師が麻薬取締法違反で捕まったとのニュースが流れていました。以前相談が
あり県に調査依頼をしていました。

4/12 日 
 

●衣替え、春が過ぎて夏が来た感じです。温暖化を実感します。
●穀田恵治国会対策委員長を招いてなら１００年会館で演説会。テレビのテレビタックルで３時間収
録してほんの少ししか紹介されていないことなどユーモアを交えて話してくれました、西松建設の政
治とお金の問題があり、国民のカンパに支えられている共産党の役割など訴えました。

●帰りに入党コーナーにいるとカンパ袋をを次々と渡してくれました。会場がいっぱいでした。この力
で奈良市市会議員選挙、衆議院選挙など頑張っていきましょう。
●帰りに高齢者住宅に入った方と一緒になりました。今日はみんなでお食事会とか、お互い干渉せ
ず、毎月の交流会など大切にしているそうです。高齢者の住まいのあり方はそれぞれです。
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4/11 土 
 

●コーラスに久しぶりに参加しました、折鶴など知っていた曲だったので何とか空白のブランクを穴埋
めして一緒に歌うことが出来ました。
●広陵９条の会世話人会
●母の外出許可をもらって１月ぶりに病院から外に出ることが出来ました，車椅子を借りていったの
ですが、まだ左手骨折の跡が完全ではなく重いものが持てないので車椅子の出し入れに、守衛さん
や、施設の人などいろいろな人のお世話になっての外出でした。感謝です。
気候も最高で桜も見られてとても喜んでくれました。これまでお世話になっていたデイサービスセンタ
ーが新しく独立してオープンしたので見学。デイで一緒だったお友達が久しぶりに会えたと喜んでく
れました。
９３歳のおばあちゃんです。これから入所する予定の施設を見学、家からも近く人工透析が受けられ
て居住できるところです。奈良県で始めてのオープン。母もここなら安心と気に入ってくれました。
●報道特集で下市町の中学に入学希望の車椅子の生徒さんのことが報道されました。一生懸命に
頑張っている姿に感動しました。

4/10 金 
 

●全駅宣伝、佐味田川駅で南口議員と宣伝、交通安全のキャンペーンの方と一緒でした。花粉症で
すといったら配布していたポケットティッシュを３つも頂きました。
●馬見公園館長さんより、昨日お願いしていた件で電話を頂きました。木が枯れている問題で、クヌ
ギこならは、寒いと枯葉を落としますが、温暖化のためにおちずにそのままになっているとのこと。基
礎のものはかれていないそうです。
●高田市の太田議員・沢田議員と、県の出先をあいさつまわり、赤旗が２部増えました。
●県議団会議
●母の主治医と面談、来週末に退院できることになりました。
●生活相談
●住宅問題
●生活保護について
●国道２５号線沿いの歩道問題
●透析医療について

4/09 木 
 

●桜井土木から違法建築問題で報告がありました。
●明日香養護学校訪問、桜と菜の花で気候もよく気持ちにいい日に訪問させていただきました生徒
数５６人１１人が訪問学級とのこと。ほぼマンツーマン、一人一人に合ったきめ細やかな教育をおこ
なっています
帰りの場面でマイクロバスに乗り込むところを見学させていただきました、コースによって人数が違う
ため満員のところとそうでないところがあって４台のバスにばらつきがあります。医療ケアの必要の
子どもさんが多く看護師の資格のある先生もいました。
●馬見丘陵公園館訪問，館長さんに木が枯れている問題で調査をお願いしてきました。
●住宅問題
●中南和地区常任会議
●杉田福祉部長が事務所に挨拶に来ました
●母のお見舞い
●生活相談、障害者の問題について
●日曜版２部増えました。

4/08 水 
 

●王寺駅早朝宣伝、豆田衆議院予定候補、幡野王寺町議とともに、ポスターの張替え、マイカーに
共産党のマークをはって１２日の演説会の宣伝テープを流しながら移動。議会だよりを配布していた
ら「共産党頑張ってや」と声を掛けていただきました
●生活相談、年金記録問題
●２０億問題

●今日は中学校の入学式でしたが、車椅子の施設がないと受け入れを拒否されている新１年生にな
るはずの生徒さんは参加できなかったと聞きました、小学校では地元で６年間学んできた生徒さん
が中学ではなぜ地元に入学できないのか、町の教育委員会は何を考えているのでしょうか？障害が
あろうとなかろうと全ての子どもたちは義務教育を受ける権利があります。
●母のお見舞い
●県庁の新しく役職についた方に山村・中野議員とともに挨拶と赤旗のおすすめにまわりました。い
つも控え室でお話を聞くことが多いので庁内を回るとこの場所で仕事をしてもらっているというのが
良くわかっていいものです。

4/7 火 
 

●ぽかぽか陽気でした。
●母のお見舞い
●桜井市の吉田議員と県の出先を訪問。景観産廃センターでは、昨日の公園横の不法投棄と木が
枯れている問題で監視をお願いしました。土木事務所や桜井浄水場など訪問しました。

●帰りに相談１件、違法建築について、土木に調査を要請しました。
●日曜版５部増えました。
●中南和地区委員会総会

4/06 月 
 

●お弁当をもって馬見丘陵公園にウォーキング、手を振って歩きながらリハビリも、桜が満開で家族
連れやいろいろなグループでにぎわっていました。
道沿いの不法投棄が気になります。其の道路際に沿って木がかれているのもきになりました。馬見
丘陵公園は来年全国都市緑化フェアー会場になります。調査や改善を要望したいと思います。

●王寺町生活相談、幡野美智子議員とお話を伺いました。障害者の方の医療費問題、当事者や家
族に制度が良く知らされていないことを感じました。親が亡くなった後のことを心配しておられ切実で
重大な問題と実感させられました。
●国道２５号線増の道路改良要望、現場調査
●年金問題
●２０億問題

4/05 日 
 
●天気予報では雨ということでしたが、花曇のような天気でした。地元の自治会総会、第２２回という
ことで歴史を感じます。
●清掃センター撤去の祝賀会が馬見南３丁目の公園でおこなわれ参加しました。



清掃センターがなくなりシンボルの高い煙突が消えて景色が一変していました。真美ケ丘に越してき
たときは香芝の真美ケ丘７丁目でしたので煙突の煙も近く、当時西谷議員が地元にいて、車や蒲団
にすすが落ちるなどの苦情が寄せられ公団や県等関係するところによく一緒に行ったものでした。１
５年の約束が守られず、地元住民が団結して裁判を戦い見事撤去させたことは環境の取り組みでも
なかなかないことではないでしょうか。
今はなき片岡議員などいろいろな人の想いが今日の日の喜びに繋がっていると思いました。馬見南
３丁目自治会はこの運動でサークル活動も盛んで大切なきずなが大きな財産として残されたように
思いました。つきたてのお持ちをご馳走になりました。

●桜並木で大阪ナンバーの車が家族で記念写真を撮っていました。息子さんが花見で帰ってきたよ
うでした。ニュータウンが子どもたちのふるさとになりつつあると感じました。
●河合診療所でうたう会が開かれ、孫と参加。生演奏のピアノやフルートアコーディオンなど聞き入っ
ていました。
●母のお見舞い、久しぶりにひ孫とご対面でうれしそうでした。
●今日から頑張って車に乗りました。ずっと腕を曲げていたので伸ばすときに痛みがありますがリハ
ビリと思って伸張に頑張っています。

旧清掃センター前の
桜並木

清掃センターの撤去
を祝う会で挨拶させ
ていただきました
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4/04 土 
 

●生活相談、年金記録問題。昭和２８年から年金加入していたけていたはずが３５年からしか加入し
ていることになっておらず、不服申し立てが却下させたとのこと。北葛城郡の知人に紹介されて電話
しました、と相談を頂きました。
最初に勤めていたときの会社の社長、奥さんが連絡が取れることがわかり証明を書いてもらい一緒
に申請に行くことを約束しました。
●県営住宅問題。車椅子の障害者が畳から床に変えたとき保管していた畳がベランダに置かれ其
の費用が請求され続けていることで県は「仮に畳のままで車椅子生活を送っても当然劣化するため
其の分は請求しないようにする」との返事があり相談者に伝えました。

●広陵後援会のお花見でした。雨のため、平尾公民館を借りましたが２階まで満開の桜がみえて雨
の心配なく楽しいひと時を過ごしました。
豆田さんが衆議院選挙の日本共産党躍進を訴え、池田栄子さんが香芝市議選のお礼を述べまし
た。私の県議会の様子を報告。八尾,山田広陵町議会委員が町議会の報告をおこないました。
広陵町では介護保険料の引き上げ案が３票差で否決され,再度議会を開く動きもありましたが、それ
を共産党でビラまきなど運動して議会を開くことを断念させ据え置きとなりました。

いよいよ選挙頑張りましょう。
●母のお見舞い。

4/03 金 
 

●やっとギブスが外れました、左手の甲まで包帯が巻かれていましたので。両手に石鹸をつけて何
回も洗ってハンドクリームをつけました。なんでもないことなのにとても幸せな気分を味わいました。
ずっとひじを曲げていたので腕がなかなか伸びませんが無理せず動くところまで動かしてだんだん
動けるようにしていくとのこと。特にリハビリもなし。
●県議団会議のため県庁に。県営住宅の問題2件、具体的に相談にのっていただきました。
●20億の件
●下請け問題
●ギブスが取れたら抱っこ抱っこ抱っこをしてあげると孫に約束していたら、妹より先にお兄ちゃんの
ほうがやってきました。春君は私が包帯を巻いた手できゅうりを切っているのをじっと見て 「ハルが学
校に行くようになったら包丁が使えるようになるからばあばしなくてもいいよ」と言ってくれました。

4/02 木 
 

●日曜版1部増えました。
●生活相談、大手家電電気の下請けの業者から、これまでの業者がなくなって、業務連絡の電話も
繋がらなくなった、4月なのに取り付け金額の提示もされていないとのこと。
調査の結果、社名変更されたことがわかり、電話で苦情が寄せられたことを伝えました。相談者はこ
のようなことを言うと契約が解除されるのではないかと不安を持っており、特定せずに連絡しました
が、先方は具体的に言ってもらうほうが対応しやすいとのこと、これで仕事の契約解除はありえない
とのことでした。

●障害児童の中学入学問題。
●住宅問題、訪問して相談。家賃の滞納で家をでなければならずだれのも相談できず困っていまし
た。
●奈良県から介護保険料の県内自治体の資料が届きました。
基金の積み立て率0になったことが影響してか、引き下げた自治体１７.自治体。据え置き９自治体。0
円から250円のアップ11,自治体。250円から500円の引き上げ２自治体39市町村中26市町村で引き
下げになりましたが全県平均は4016円、前期より59円引きあげとなりました。
●母の見舞い、娘が休みだったので今日は孫のおもりから解放され少しゆっくり出来ました。

天理のてら屋のちゃ
んぽんを食べました、
いつも前を通るので
すが入ったことがなく
初めてでしたが、ちゃ
んぽん600円でたっぷ
りありとてもおいしか
ったです

4/01 火
 

●今日から４月です。消費税導入20年です、納めた消費税213兆円、大企業減税183兆円。福祉は
後退の連続です。廃止しかありません
●人事異動された方に赤旗新聞のご購読のお願いをしました。
●健生会友の会と新入職員の懇談会がありました。
33人が入職です。グループで懇談しましたが、看護師さんなどいずれも土庫病院に家族がかかっ
ていた.など以前からつながりがあったことがわかりました。
医師は、学生時代から研修に来ていましたが、風邪と思ってかかった人が背後に重大な疾患が見
つかり、大学病院では他科にまわすところを其の治療まで継続しておこなっていくことに感激して、
民医連を選ばれたそうです。事務、保育士、看護助手などそれぞれ抱負を持って入職していただき
これから地域で育って欲しいとの想いでいっぱいです。
友の会の役員さんも、困ったことがあったら相談してや、みんな力を貸してくれるからとの励ましも
あって。改めて地域で作ってきた病院と実感しました。

●生駒で救急受け入れ先がなく男性が死亡した問題で、県は31日にいち早く関係機関を呼んで協
議会を持ち、今後受けれ出来るようにするとの方向が新聞報道されていました。すばやい対応は
評価できます。各医療機関が命を救うの一致点でお互いに協力し合える民主的体制作りが奈良
県医療の課題であると思います。
●生活相談、2件、医療費問題、その他。
●特別給付金の申請用紙が届きました。入金先の金融機関の通帳の写しと、身分証明をコピーし
て届けることになっています。小さな文字で書かれていて、手続きもややこしく、コピーをつけなくて
もいいようにして欲しいとの声も聞いています。直接現金支給は6月以降とのこと。手続きできずに
もらえない人が出てくるのではないかと心配です。
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