
8/31 月 
 

共産党９議席で現状維持でした。それにしても民主の圧勝すごいですね。
　この嵐の中で持ちこたえ、以前より票を増やすことが出来ました。ブレずに良いものは良い、悪い
ことは悪いで、今までもやってきましたがこれからも頑張ります。
　母の退院日でした。母はよほど同じ部屋の人や看護師さん先生など、個々がいいといって帰りたく
なかった様です。泣いて別れを惜しんで、いたのに、・・・ずーっと外にでられなかったので車椅子を
持っていって、うなぎを食べにいきました。どんぶり半分くらい食べるのでびっくりです。帰りの車の
中で施設に帰るのにこんなカッコウでは時にしているのでお化粧をしてそれなりになって帰りまし
た。
●集金の残り、お礼の電話、などたまっていたことを片付けました。
●生活相談・・・労働問題

8/30 日 
 

　今日は投票日。朝から孫を三輪車で押して投票へ。最初に選挙区。比例と最高裁と一緒に投票。
毎回のことながら最高裁判所の裁判官が良いのか悪いのか。もう少し事前に紹介して情報があっ
てもいいように思う。
　国民はさまざまな問題がおきたとき裁判という手段を使うが、その最高責任者がそれにふさわしい
人かどうか。形だけの民主主義のように思えてなりません。
●投票の電話賭け。もう行って来ました、お疲れ様、こんな返事が来ると元気になります。
午後から母の退院の準備。病院から帰ってきて疲れがどっと出てきました。
●生活相談・・・障害者手帳について
　現在開票速報が出ています。民主圧勝は確実。共産党の最終議席は比例が全てでないと決まり
ません。議席が増えることを期待しています。
　奈良県は民主党が小選挙区でも圧勝。自民党は今頃小選挙区にしたことを後悔しているのでは
ないかと思います。選挙後キット選挙制度の見直しがでてくるでしょう。比例削減は論外です。
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8/29 土 
 

●朝から電話賭け、これまで色々つながりのあった方に電話。皆さん支持を約束してくれました。
　今日は孫たちが保育園をおやすみでじいじ保育所です。昼食の用意をするのにもエプロンをかけ
て踏み台をもってきて何でもやりたくて大変です。

●１２時から候補者カーに乗ると、ちょうど雨が降り出しました。広陵・上牧・王寺・河合と北葛を廻っ
て宣伝。学生や若者に結構反応があります。
　箸尾の商店街をマニュフェスト宣伝で大きな声を出しながらウォーキング。こんなときは八尾議員
や、寺前元町議など地声の大きい人がいると助かります。
　車を取りに戻るとマニュフェストを待って奥さん方が立ち話。町の話題になっていました。
昨日いけなかったので母のお見舞いに・・・
●新聞の集金
●事務所に行くと候補者が帰ってきていました。本当に本当にお疲れ様でした。

8/28 金 
 

●３区常任選対会議
●事務所当番をかねて電話賭け、車に乗らない日は電話に集中できます。
●広陵町斉音寺公民館で集会、
●青年のお帰りなさい宣伝　夜８時３０分から９時３０分までマニュフェストを配りました。

8/27 木 
 

●８時から政党カーの弁士で王寺駅から出発。あと３日。手を振る人が増えてきたことを実感。
企業献金をもらわず、反戦平和を貫いてきた、安心と信頼の党の値打ちを語る。
　王寺河合町を廻って１時に下車。次の弁士に交代。昼食休憩の個人のお宅でお弁当を頂く。いろ
いろな人の力がないと選挙は出来ないことを実感する。
●西田原本から電車で王寺駅に戻り車で母の病院に。ちょうど不在者投票が終わったところ。何と
か自分で投票用紙に書くことが出来たとのこと。大急ぎで戻り、夕食の準備をして集会に参加。沢の
公民館。お願いの訴えをして御所に直行。
●葛公民館で個人演説会。
　ここが今度の選挙の最後の個人演説会になり、トリを努めさせてもらいました。あと３日どこまで支
援を広げられるかが勝負。辻第一さんが初当選したとき野の仏が立ったといわれ、いろいろな人々
が自主的に声をかけて頼んくれて燎原の火のごとく１日で支援が広がっていったころを思い出す。
近畿ブロックでどうしても４議席を、もうひとがんばりです

8/26 水 
 

●５時から地元のビラまきをしました。空気がひんやりと心地よく朝の散歩の人にも声をかけました。
●五位堂駅早朝宣伝。１時間メガホンだけで訴えました。われながら良く続くと感心します。
　朝食を食べたら急に疲れと眠気が出てきました。一服していると電話でアナウンサーがいないの
で候補者カーに乗ってくれとのこと。１時間ほど候補者カーのアナウンス。
●４時から５時まで広陵町ヤオヒコ前でマニュフェスト宣伝。車で前を通る人が手を振ってくれます。
●夕食の準備をしてから。演説会３会場、高田経済会館、田原本町民ホール、真美が丘体育館。そ
れぞれ何とか間に合いました。今日は良く働きましたお疲れ様
●新型インフルエンザ対策で新学期からの対応について県から連絡が入りました

8/25 火 
 

朝が涼しくなってきました
●王寺駅前早朝宣伝８時まではマイクが使えないため、大声の肉声で支持を訴えました。
　河合町内を候補者カーで一緒に宣伝、車を待っていたら、知り合いの人がカンパといって１万円も
ってきてくれました。みんなに支えられています、大輪田駅前は以前も早朝宣伝のあとスイカを差し
入れてもらったりラッキーポイントです。

母のお見舞い、どうやら病院で投票が出来るようです。看護師さんが、手が震えてかけないから家
族に人がその時間に来てくれますかといってくれました。
母は練習して書いたら何とかわかるから、リハビリと思って練習すると言ってくれて、行かなくて良く
なりました。
●広陵町で集会に参加。

8/24 月 
 
●事務所当番で、宣伝カーを送り出しました。お絞りや飲み物を用意します。とにかく暑いので冷凍
した飲み物を氷代わりに使って、１日中冷たさが保たれるように工夫します。今日は尺度駅で早朝
のため、到着の運転手さんの電話をもらって早朝当番は終わりです。
●３区常任選対会議

母のお見舞い、車椅子を押して売店に買い物に。
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●２０億問題
●王寺町泉の広場で演説会。王寺・上牧・河合合同でした会場いっぱいの人で元気が出ました。

8/23 日 
 

●朝８時から政党カーの弁士で高田香芝を廻りました。
　日曜の朝８時に住宅地の中で大丈夫かなと心配していましたが、稲葉市会議員と一緒に宣伝して
皆さん暖かく応援してくれました。
　アパートのところで洗濯していた高齢者の人は年金を何とかしてもらわないとやっていけない。暮
らせる年金にしてくれるなら入れてもいいと声をかけてくれました。
●１時３９分に香芝で降りて大急ぎで郡山城ホールのならの歌祭りに参加。スイトピーのグループで
２曲歌いました。いつも忙しくてなかなかみんな集れませんが１１人参加してくれて良かったです。
　今度は９月５日まほろば音楽祭で歌います。河合町まほろばホールで*時から、参加費は500円。
全国優勝した小学校の金柑バンドやセミプロのうたなど充分値打ちがあります、是非おいで下さい。
●夜は桜井で演説会。みんなやる気です。がんばります
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8/22 土 
 

●候補者カーに乗って河合町を廻らせていただきました。
　池のそばで聞いてくれた人が、友人がいつも応援していて選挙になると電話がくるが、がんになっ
ている。今のようなときに共産党が伸びないとおかしいと激励をもらいました。

　母の病院にお見舞い。入院の人たちが生命保険の入院給付や医療費の心配をしていました。私
の専門は医療費のことなど相談することですから何かあったらいつでも声をかけてくださいねと言っ
てきました、病気の心配とお金の心配と弱いものいじめとはこういうことです。
　
　地元の夏祭り子供みこしを引くのに孫たちも参加
●高田の日の出町周辺をメガホン宣伝。５人で元気よく。旗やプラカードを持って廻りました。消費税
増税に反対する日本共産党です。とスローガンを一人の人が言うとみんなで比例代表と選挙区候
補者を名乗ってよろしくお願いしますと声をそろえます。
道行く人も手を振ってくれて、なかなか面白い取り組みでした。

●吉村先生を囲む会に参加。医療法人健生会の理事長をしていた吉村百助先生が退任するに当
たり開かれました。懐かしい顔ぶれがそろいました。
　医師不足で経営難になり３２年前診療所から土庫病院に派遣させたときに初めて出会い、患者さ
んや医療スタッフの絶大なる信頼を受けていました。往診している人がなくなると今度はお経を上げ
に行くという先生でした。一人暮らしの方がなくなったとき先生は犬でも来たらあかんから、横につい
ていてやれと先生に言われて心細い思いで、家族が来るまで座っていたことを思い出しました。地
域医療の原点を教えてもらいました。病気を診るのではなく病人を診る先生でした。今の健生会の
礎を気付いてくれました。ゆっくりするまもなく広陵町の演説会に参加。声をかけていた方が来てく
れていました。

8/21 金 
 

がん対策の委員会と。市田忠義さんのナイター演説会のため電車で法隆寺から奈良に行きました
なら駅では前の駅舎が奈良市の観光センターに変わっていました。
●１０人のがん対策委員会ですが、自民・民主の議員が欠席で５人でしたが、奈良県対がん協会か
ら会長をはじめ参考人に来ていただきご意見を聞かせていただきました。
　条例にがんの日を盛り込もうということで全国のがんの日が１０月１０日であることがわかりまし
た、名称についていろいろな意見が出ましたが、がんと向き合う碑というのがいいだろうということで
す。
　検診率が５０％を目指すと国は出してきていますが、奈良県は全国的にも立ち遅れています。
　参考人に遅れている原因について意見を伺いましたが財政問題、がん登録の遅れ、がんと向き
合うことを避けたいとう思いなど意見が出されました。
　県の責務医療機関の責務県民の責務では県の責務は講じることが出来る、とされているのに医
療機関と県民はしなければならないとしており、最も努力を要する県の責務が一番甘い表現になっ
ているのではないかと問題提起をおこなったところ「表現はそろえるのが望ましい」という意見が出さ
れました。
●電話で支持のお願いをしました
●県立なら病院に県議団の視察の依頼
●森林計画について説明を聞きました
　奈良町が新しいお店が増え以前より人通りがふえたように思いました。
●市田さんの演説会。自民民主以外の政党も伸びて欲しい言う世論が５７％とのことです。頑張り時
です。
●３区選対会議

8/20 木 
 

●政党カーに乗って宣伝をしました。国対委員長が応援に、訴えに迫力があります。さすがと関心。
マイクで宣伝してくれたので一生懸命メモを取りました。ここれからのたたかいに使えます。感謝で
す。

午後の休みに母の病院に往復。元気になってきました
●夕方宣伝、国会対策委員長の演説も頂いて早速使わせていただきました。
●夕方宣伝カーを降りてコーラスの練習に参加。
　３歳の孫が一緒に行くとついてきました。シャボン玉をうたいたかったのですが違う歌なので面白く
なかったようです。おなかのそこから声を出すと元気と勇気がわいてきます。
新型インフルエンザが奈良県も本格的な流行に入ってきました。うがいと手洗いが基本です、

8/19 水 
 

●王寺駅早朝宣伝・・・各党が勢ぞろい
●各派代表者会議、議会運営委員会
　今まで意見が阿波中tt部分が豆向きに一致してきています。国政の動きが県議会にも少なからず
影響が出ているような気がします。
選挙が終わればすぐ９月議会です
母のお見舞い
●拡大県委員会総会
●生活相談・・・人権蹂躙で相談を受けていた問題で進展があったようです。

8/18 火 
 

●今日から選挙。出発式で司会をしました。暑い夏、暑く燃えて、戦後はじめての８月の総選挙
暑いのは皆同じです。
●拡大地区委員会総会

8/17 月 
 
●五位堂駅前早朝宣伝、民主党さんも来ていましたが、それぞれ自公政権を止めさせようと頑張っ
て宣伝しました。帰りにマニュフェストをもらってきました
●県庁へ各派代表者会議、議会運営委員会、
　森林関係の資料がまとまり説明をして頂きました。
上北山村で２１日ならの医療を語る集いが開かれます、佐久病院の先生も着てくれるとのことでとて
も行きたかったのですが、がん対策委員会が入り残念です。市田さんのナイター演説会もおこなわ
れます。重ね重ね残念です

　母のお見舞い、自分で食事を食べられるようになりました。明日から選挙でお昼来れるかわから
ないので自分で頑張って食べてねといってきました昨日のお見舞いが効いたのか少し元気になった



ようです。
●王寺駅前にて女性後援会の宣伝、旗やプラスターをならべて元気に宣伝しました。
　事務所で明日の打ち合わせ中に上牧町の支部長さんから電話、今井さんなぜそこにいるのとい
われて演説会をすっかり忘れていました。
●着の身着のままで会場に到着お詫びをして思いのたけを訴えました。帰りの参加者の人が今日
のは良かったといってくれました。いよいよ明日から選挙です、暑いのはみんな一緒。頑張りましょう

8/16 日 
 

●３区常任選対
田舎から母のお見舞いに親戚の人たちが来てくれました。
最初はしんどそうでしたが、みんなに囲まれているうちに元気が出たようです。
おばさんがなくなったとき母は行きたくてもいけない状態でお線香を上げたいといっていました、従
兄弟たちがお位牌と写真を持ってきてくれて手を合わせて拝むことが出来ました。
●宣伝カーで流し宣伝
●選挙実務
●女性宣伝の準備
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8/15 土 
 

●３区常任選対
●王寺町豆田さん、金田千代子議員吉川久議員と64年目の終戦記念日にあたり街頭宣伝５箇所
　すぐ横に車がぴたりと止まり、何かと思ったら、選挙はいつや、豆田と共産党やなと確認してさっと
行ってしまいました、大勢で宣伝カーに乗り込みアナウンサーもかねて行かせてもらいましたが、元
気が出ます。
　豆田さんは田原本の町会議員の時代に学童保育がないと働けないとのお母さんの要望を受けて
２０人の議員の中で共産党の議員はたった一人ですが他の議員の協力ももらい署名運動や請願運
動と一緒に議会を動かし５箇所の鉱区に全て実現させた経験を話し、筋を通して頑張る日本共産党
のかけがえのない議席の値打ちを訴えました。また憲法を黒田良一さんの教えを受けて学び平和
の尊さを訴えました。
　私は、日本の女性が戦場に愛する人を万歳で送り出せたかがわからず、あとになって戦争反対と
口に出すことも許させなかった時代女性に選挙権も与えられていなかった時代に命がけで戦争反
対を貫いた日本共産党があったことを知りました。今は男性も女性のお金のあるひともない人も同
じ１票が持てる時代になった。今年は戦後初めて８月に投票がおこなわれる選挙が始まります
自公政治は小泉改革の中でイラク戦争を支持して自衛隊の海外派兵をおこなった今度はそれを恒
久法にするために憲法改正の日程がスケジュールにのってきている中での選挙になる、日本共産
党が伸びてこそ平和が守れますと訴えました。

　王寺駅で１２時に下車、母の病院まで直行。透析終了時間の１時に何とかセーフで間に合いまし
た。食事が自分で座って取れるようになって来ました。もって行った桃も食べられてほっとしていま
す。

●香芝の平和のための戦争点を見てきましたちょうど戦争体験のお話でした。
　その方は１歳３ヶ月で大陸から引き上げてきたとのことですが、ソ連兵が襲撃してきたときお母さ
んに抱かれて暗い部屋に入れられ、そのとき泣き声が聞こえて見つかったら殺させるということで自
分の親に殺させた子供がたくさんいたがすでに彼は泣き出して見つかったので暗い部屋から明るい
ところに出されて拳銃を突きつけられたときに、赤ん坊だった自分は明るいところに出ておもちゃの
ような拳銃であやされたと重いけらけら笑ったそうです。そうしたらその兵隊も位の高い人で学問を
身につけていたような人だったそうですが自分の子供も郷里に残してきており、それがダブったのか
命を大切にといって何もせず帰ってしまい助かったということでした、、その引き上げのときに着てい
たっチョッキを両親が大切に残しておいてくれたということで展示されていました。
これからの時代は話し合いで紛争を解決するじだいです。笑顔はその大きな力になると感じました、
人が人を許せる力、国と国が違いを認め合いながら交流していく力が２１世紀は必要です。それを
思うとき中国の人たちが残留孤児で敵国日本の子供を育ててくれたこと、被爆者の人がアメリカへ
の憎しみを越えて世界中から核兵器を廃絶するために立ち上がっていることは平和力だと思いまし
た。

8/14 金 
 

●３区常任選対会議
●アナウンス原稿作成
母のお見舞い、今日は少し食べられるようになってきました
●県議団会議
●青年会議所が主催して明日の日本を考える集いが高田のさざんかホールで開かれ参加しまし
た。
４人の３区選挙区候補が勢ぞろいでテーマに沿って意見を述べ合うもので直接意見が聞けてよかっ
たです。
豆田さんは国のあり方として憲法の理念と現実がかけ離れていることをあげ、憲法を生かせる国に
と主張していました。

8/13 木 
 

●３区常任選対会議
●広陵事務所で実務
母のお見舞い、朝から何も食べておらず、もっていったものを少し口にしました
●農協に日米貿易協定の志位委員長の見解を届けました
●宣伝２箇所
●八尾議員と水害のお宅を訪問お見舞いと状況を聞かせていただきました。
床上の被害のところは今回初めてで周辺は住宅地に変わっていました、気象庁からも見に来たそう
です。
●赤部の集会場で演説会、
●河合支部会議

8/12 水 
 

●３区常任選対会議
母のお見舞い、食事介助
●宣伝カーで宣伝、前の車から手を振ってくれました
●演説原稿作成

8/11 火 
 
朝から台風の影響で豪雨、静岡県で震度６の地震のニュース
　急いで親戚に連絡を取るがこの地域は電話が大変込み合っていますとのことで繋がらない、携帯
でやっとつながり無事だったことを確認。
　それにしてもあれだけの地震で死者がでていないことに驚く、静岡では倒壊０ということで家の家
具などを固定したり、かなりきめ細かく進んでいる。東名高速が崩落してお盆の帰省に影響がでる
のではと心配する。
田原本も豪雨とのニュースで吉田議員に連絡、無事であるとのこと
広陵町の阿部新田のところが水路が変更になっていて満水状態で気になる
●今日の決起集会のお誘いの電話賭け
●生活相談２件・・・生活保護について

母の病院から電話、娘さんに来て欲しいと待っているとのこと
　お見舞いに行くもかなり弱っている様子。用事はみんなはずしてもらいなさいと子供みたいなこと



を言って困らせる。看護師さんが食事を食べさせようとしても娘が何か持ってきてくれるからと食べ
ない。私が持っていってもほんの一口食べるだけ、すぐうとうと隣の人が高田の人で水つきがあった
とのこと。
明日は食事の時間にいけるようにと約束をして帰ってくる。
●中和労働会館の集会に参加

8/10 月 
 

●３区常任選対会議

母の見舞い病院へ、ひ孫の写真を見せるとうれしそう。痛み止めが効いているのか会話していても
すぐ眠ってしまう。患者さん同士で医療費がたかくてびっくりしたと会話をしていました、金の切れ目
が命の切れ目の医療を良くしなければと痛感します。

●五条のテクノパークならにある紀ノ川ダム工事事務所に行って来ました、川上村の塩谷議員と入
之波ダムの計画を聞いてきました。平成１１年に調査を行いその後は猛禽類の状況を調べていると
のことですが現実性に乏しいようです。
　昨日大迫ダムの水を放流しましたが、大滝ダムを通過して下流に流れるため工事事務所が沿線
に連絡をしたとのことですが川遊びの人がたくさん出ていたとか。計画はその大迫ダムの上流部と
なります。１１年の調査は場所を特定する目的ですが真だ場所も確定されていない状況でした。
　大滝ダムの１日も早い完成が、今の最大の問題、実際には今のような状況で計画段階のダムは
今後実現は難しいとの認識でした。
　塩谷議員は川上の原生林一体にダムが出来れば山も水も環境がごろりと変わってしまう。それよ
りも原生林のところに広葉樹などを植えて山を守ったほうが保水効果があると力説、私がダムの寿
命は１００年と聞いているがと質問すると神戸の１００年を越えたダムが補修工事をおこなって延長
できた、これからは新たに作る時代ではなく　補修して今あるものをいかに長持ちさせるのかの時代
ですといわれました。
●大淀町役場で大淀病院問題で山下よしき参議院議員が来て懇談しました。町長、病院長をはじめ
役場や病院の関係者。議会からも６人の議員が出席してくれて関係者が集って懇談。
　ちょうど１年前にも懇談させていただき眼科の医師が退職するなど状況は更に悪化していますが
大変な中で２次救急を受け、地域医療の火を消してはならないと必死で頑張っていることが伝わっ
てきました。
　病院が老朽化しているため診療にも支障をきたしており、病院立替が大きな課題です、地域医慮
再生計画が適用できないかと質問が出されよく調査研究すると山下議員が約束しました。
　県に対しても厳しい意見が出ましたが、今県で努力していることを紹介しましたが温度差があって
とにかく早くして欲しい、このまま行けば５年たつとなくなってしまう、とにかく早くして欲しいといのが
現地の皆さんの声ではないかと受け止めました。
●３区選対会議

8/9 日 

 

●３区常任選対会議
●山田美津代議員と赤旗のお勧め、日曜版が２部増えました。
　５軒訪問、自民党はだめ、民主党はもっと信用できない、消去法でいくと共産党しかない。近所の
若いお母さんには選挙は行かなきゃだめといっている。農業が衰退して関連の仕事なので厳しい、
最近はネットで購入したりする。尋ねたお父さんは日曜でも仕事、帰りは夜勤なので１０時過ぎ、働
き方では企業献金をもらわない共産党に期待、民主党の政権になったときでも共産党が伸びている
かどうかは政権が国民のほうを向いてしっかりするのか今までと代わらないものになるかの違いと
いうとテレビでよく見ているから知っています、と購読を約束、４年前は郵政民営化で新聞もテレビも
それだけにされてしまった、共産党の赤旗はアメリカの保険会社の要望に基づくもので反対してい
た。国民が誤った選択をしないためにも選挙の特に赤旗を呼んで欲しいというと購読約束してくれま
した。

●王寺駅で新婦人９の日宣伝に参加、核廃絶の署名を集めました、小さい子供さんと手をつないだ
お父さん、若い女性、青年、お年寄り、いろいろな方が協力してくれました。生駒郡の人も参加して１
３人が参加。

次女が孫２人を連れて帰省、８月７日にモモちゃんが４歳になったのでケーキに４本のローソクを立
ててお誕生日会をやりました。娘が中学校の仲間に会うというので夜は子守。絵本をいっぱい読ん
だら孫を寝かす前にこちらが寝てしまいました。

ページトップへ

8/8 土 
 

●早朝ビラまき
犬の散歩をしている叔父さんにあいさつ。最初は私が議員ということを知らなかったのですが会話し
ているうちにあんたが今井さんかということになって、携帯電話で写真を取られました。以前にもどこ
かで話したことがあったようです。
　ポストにビラを入れていたら新聞を取りにでた人にばったり、以前赤旗を読んでいただいたので再
度お願いすると購読を約束してくれました。
●３区常任選対会議
コーラスの練習、もしも空から、折鶴です。折鶴はうたうたびにいろいろな想いが湧き上がってきま
す
●ダイキ前宣伝
●河合診療所で集いが開かれ、豆田さんも参加、私も報告をさせていただきました。

8/7 金 
 

●全駅宣伝　佐味田川に行って来ました、南口議員と
　散歩をしていた人が「今度は共産党ほんまに頑張ってや」と声をかけていただきました。
●３区選対常任会議
●広陵町ＬC会議
●ビラのおろし
歯医者さんに受診、先生に開業医後援会のパンフレットを渡しました
●エコマミにて宣伝　女性後援会と広陵支部と合同で１６人が参加
プール帰りで子連れの若いお母さんが目立ちました。ビラも良く受け取ってくれました
●ホームページの更新
●新婦人の習字子組みで選挙の訴えをさせていただきました。

8/6 木 
 

６４回目の広島の原爆の日でした。私の父が亡くなったのも２０年前の８月６日でした。今年はオバ
マ演説など廃絶が実現可能な現実的課題になったことを実感します
朝から母の主治医の先生から説明を聞く予定でしたが急患が来たため、再度出直しでした。
父のお参りに行ってから、再度病院に。放射線治療を進めていくとのことでした
全県の会議に参加

8/5 水 
 
　今日も厚生委員会の視察のため電車で行きました。３条通りのカラータイル、石が埋めてあって一
見お洒落ですが、所々外れているため引っかかりそうでとても危険だと思いました。
●国保４４条の窓口減免について質問。小池議員の質問で厚生労働省は来年から減免を実施した
自治体に半額助成する方向を検討していますが、奈良県ではほとんど実施させておらず、窓口負
担が出来ず医者にかかれない現状が増えており、県下の市町村の受け入れ態勢を整えて、国の事
業を大いに活用し必要な人は医療を受けられるようにするべきではないかと質問。県ではほとんど
行っていいないため市町村の国保に対して、４４条の実施の体制を整えるようにしていきたいと答弁
しました。



　地域医療計画は奈良県ではまだ作成されていません。それによって地域連携クリティカルパスな
ど診療報酬に反映させるものも使えないという問題もあり、地域医療等対策協議会で現状を良くつ
かみ反映することは必要だが、早く作る必要があるのではないかと質問。県は今年度中には策定
すると回答しました。

●県内視察は大和高田市にある介護老人施設和里にこりを見学、２年前にオープンしましたが、１９
１名の待機者がおられるそうです。
　ユニットケアをしていました。人手の問題では、１つのユニットに一人の配置、１０人のお年寄りを
見ることや、定着の問題がある反面、慣れてくるとそのほうが人間関係が築けてやりやすい面があ
るそうです。
　給与引き上げでは、国がいつまでこれを続けてくれるのか？不透明だが制度があるうちは手続き
して働く人に還元させたいと言っていました。
　二上山が正面に見え明るくてゆったりしたいい施設でした。
●精神障害者相談センター、電話相談を中心におこなっていますが、体制が弱く特に常勤の精神科
医がいないためその要望が出されました。
今年からいのちの電話の相談員さんの研修会などおこなっているそうです。

8/4 火 
 

●王寺民報の原稿
県庁へ、県内視察のため電車で行きました。
●奈良県腎臓病患者会の代表者が梶川議員とともにこられ、現在奈良県では透析をしている人で
も、クレアチニンが８以上にならないと身体障害者の１級になれない、大阪などでは８以下でも１級
を認めており。県の独自の判断で出来るようになったので改善して欲しい。請願を挙げるため紹介
議員になって欲しいとのことでした。
　母も週３回の透析をおこなっていますが、３級の認定です。日によって変化がはげしく要望の内容
はよく理解できましたので紹介議員にさせていただきました。

●過疎水資源対策特別委員会、各課の説明を聞きました。
　県内視察は御杖村の交流会において村おこしの話を聞いてから、鳥獣被害、特に鹿の被害が大
きく、村で計画をして地域全体を防御柵で囲むような対策をとっているとのことです。
　交流会は木造の小学校の後を利用して、宿泊や体験学習が出来るようになっています。廊下が１
０２メートルもあるとのことで、ぞうきんがけ大会などもおこなわれるとか・・・。昔を思い出す懐かしい
原風景が残っていました。
　全国で御杖という杖が入った地名はここだけだそうです。杖を使った村おこしを考えているそうで
す。
　若者定住のために住宅を建てたり、さまざまな支援をしたりしていますが、最後は個々で生活でき
る仕事がないということです。農林業で生業がいけることが村の存亡にかかわっています。
　
●姫野乃湯や直売センターもみてきました。直売センターは総勢３０人働いているそうです。それで
も不安定就労になっていてまだ常勤雇用が出来るほどにはなっていないとのことです。温泉の食堂
も鹿の肉のチャーシュー入りラーメン・もみじラーメン６００円など工夫していました。
　道路は三重県との県境三重県がわが崩落して今工事中です。これが安全に通れれば名張とも近
いためもっと生活の利便性はアップします。

8/3 月 
 

●原稿作成
　歯医者に行って来ました。過労から傷みが来ているそうで、少し休みましょうと言われました。
●３区常任選対会議
母のお見舞い。主治医の先生に会うことが出来ました。
難病連の方から自動販売機の問題で相談があり、嫌悪施設管理のところにお話を聞いていただき
ました。
●がん対策委員会
●明日の委員会の打ち合わせ

もうすぐ４歳になる孫後のプレゼントを買いに行って来ました。
●３区選対会議

8/2 日 
 

久しぶりに晴れになりました
●スポット宣伝原稿。アナウンス原稿を作成、テープに吹き込みました。
　
　母が孫に会いたがっていたので、宣伝カーに乗せて病院に面会に行って来ました。
傷みがあちこちに出てきています。　食事は食べられるので少しは安心です。
　帰りに孫に靴を買ってあげました。なぜか青のアンパンマンの靴を選びましたが、こちらのほうが
ピンクでなくていいのと何度聞いても青い靴がお気に入りだったようです。
　明日はがん対策委員会、あさっては過疎水資源対策特別委員会、その次は厚生委員会と３日連
続で続きます。
●議会準備

8/1 月 
 

●朝から赤旗のお勧め　日刊新聞１部増えました。
●市田演説会
　近鉄高田駅前での演説会。土砂降りの中で司会をさせていただきました。
健生会理事長の稲次先生の話、共産党は今第１党になるとは思わないが、共産党が伸びることで
各党が国民向けの政策を進める、それは共産党の政策は国民の声が政策になっているからとい
うのはとても納得します。
　豆田さんの話も候補者になって県民の暮らしの大変さを何とかしたいとの決意が伝わってきま
す。
　田原本の町議会予定候補の吉田さん森さんの紹介
　市田さんのときになって、雨は土砂降りにでもみんな傘をさしてじっと聞き入ります。
　話す人もすごい、聞いてくれる人もすごい、きっと忘れられない演説会になるでしょう。市田さんは
民主党が比例の議席の削減を言っていることに触れ、議員の報酬が無駄というなら政党助成金こ
そ廃止すべき、そうすれば議員と秘書の給与を含めて４４６年分になるといっていました。
　女性後援会でうちわや風船など元気グッズも用意してくれました。高田駅の歩道橋の階段の１段
づつにたってがんばれ日本共産党香芝女性後援会と書いたうちわをもってならびよく目立ちます。
そろいのTシャツ、意気込みが伝わります。

明日香村の農民連の事務所でおこなわれた日本共産党の橋本さんの農業政策の学集会に参加
してきました。
　引退することになった太宰治の孫に当たる自民党の津島議員は、青森での農民の集会で農家
への価格保障や所得保障をしないともうやっていけなくなると挨拶
同席していた高橋千鶴子議員はそれなら引退前に言って欲しかったといわれたそうです。
　民主党が貿易の自由化日米ＦＴAを薦めるとしたことで、アメリカは日本に農産物の輸出をねらっ
ていてもしそうなれば日本の農業は壊滅的打撃を受けることになると自民党や農業関係者から非
難が出ているとのことです。
　共産党が価格保障・所得補償をならべて主張しているのは、農業生産物の価格を保障、すなわ
ち自給率を高める立場です。所得保障はそのうえにたって一定の所得を保証することです。輸入し

　



て清算できなくても所得保障で支えるというのと意味が違うということです
　米価が下がってこのままでは誰も米を作らなくなってしまうと深刻です。平成７年で農家の時給は
１７６円、最低賃金の３分の１以下。自然を相手に汗を流して大事な主食を作ってもらうのにあまり
にもお粗末な対応です。自民・公明政治は本当にひどいことをしてきたと実感しました。
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