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3/31 水 
 

●畠田駅前早朝宣伝
　高田～新庄間で人身事故があり、列車が遅れるなどで宣伝を切り上げてきました。
●河合町南口議員と天理～王寺線で開通した箇所の歩道に水がもれて出てきて危ないとの連絡があり
現地調査。
　地元の方に聞くと上のところは池の工事にシートが敷いていなかった。下は昔から湧き水が出るところ
だったということです。

●佐味田川駅の駅員さんが時間が短縮されたことで防犯ベルや、監視カメラの設置の要望が出されまし
た。
土庫病院友の会役員会お花見会に参加、高田川の堤防は見事な桜でした。

●王寺町幡野議員と訪問、年金相談・赤旗のお勧めで各地で対話、日刊新聞１、日曜版３、民報１が増え
ました。

3/30 火 
 

晴天でしたが風が寒く感じられました
●事務所の手続き。使い慣れたところで貸していただけることが出来てありがたいことです。
●上牧町石丸議員と、児童虐待問題シンポジウムの案内を民生委員さんに届けました。
　団地では、気になる人がいてもなかなか入れない、個人情報保護が言われるようになってからは掴み
にくいとの声も聞けました。新聞のお勧めは残念ながら考えておきますとのこと

●赤旗の集金

3/29 月 
 

とても寒い１日でした。
　磐田に行ってきました。幼馴染で幼稚園から高校までずーと一緒だった杉浦靖予（旧姓村松）さんが病
気のため55歳でお亡くなりになりました。
写真を見てもまだ実感がわかず、お顔も安らかで、すぐにおきてみっちゃんと言ってくれそうで、悲しみが
こみ上げました。
やさしそうなご主人やお嬢さんとお会いしましたがこんな形で会うなどとは思ってもいませんでした。
家が近くで、思い出が沢山あります。落し物は交番に届けましょうと先生に教えていただき、原谷川の河
川敷に使い捨ての歯ブラシが落ちていたのを近くの交番に２人で届けにいったこと。
　いつもパンばかりお弁当に持ってくる男の子がいて、やっちゃんと話して、きっとお箸がないかもしれな
いということで２人で５円づつだしあって、家までお箸を届けに行ったこと、あとから向こうのお母さんがお
菓子をくれたこと。七夕のお遊戯会でやっちゃんは織姫、私はそのお母さん役をしたこと
色々なことが浮かんできました。いつも私の日記を見てくれて、近況や周りの人に伝えてくれていたときき
ました。
高校の友人も駈け付けてくれました。地元にいたのでいつもみんなのまとめ役をしていたそうです。行こう
か迷ったのですが、行ってよかったです。訃報を聞いたときはふるさとが遠のいていくような寂しさを感じ
ましたが。みんなの顔を見てやっちゃんが繋いでくれているような気がしました。心からご冥福をお祈りい
たします。

やっちゃん手作りのつ
るし雛が飾られていま
した

3/28 日 
 

●御所市会議員予定候補中北秀太郎事務所開きに参加して挨拶をさせていただきました。
　寒い日でしたが近所の方がたくさん来てくださいました。中北候補は挨拶の中で右翼との戦いなどに触
れ地元の人たちや支援者の人たちが支えてくれたことを感極まって声を詰まらせる場面も。村上豊一議
員が９期勤めて今回引退に伴い中垣義彦さんと交代することになります。御所市における共産党の２議
席は御所市を再生する確かな力です

●第９回中和地域平和のつどいが高田の地場産業センターで開かれ参加しました。
　等身大のミサイル爆弾など工夫された展示が行われていました。今回ニューヨークのNPTの会議に参
加する土庫病院の吉川医師より、「５年前は奈良県議会でNPTの問題で決議が上がっていたが、今回は
どうですか。」と聞かれましたが、「残念ながら共産党はNPТ再検討会議に向けた取り組みを求める意見
書を提出しましたが、自民・自民改革・公明の反対があり、決議になりませんでした。」と応えました。この
時期にとても残念です。

葬儀に参列。89歳での女性です。長寿箸を頂きました。香芝にいたころたいへんお世話になりました。こ
ころからご冥福をお祈りいたします

●広陵町議会報告会、八尾春雄・山田美津代議員・太田あつし参議院予定候補・今井光子がお話させて
いただきました。会場からは子ども手当が出て子どもだけ大事にされて年寄りは粗末に扱われているの
ではないか。消費税は高級なものにかけたらいいのではないかと発言がありました。
赤旗新聞日刊紙が１部増えました。

　静岡の友人から私の幼馴染のやっちゃんが亡くなったとの知らせがありました。
あすお別れにいってきます

原寸大の
リトルボーイ 

広陵町議会報告会 

3/27 土 
 

●議会報告会の資料届け
●演説会の案内
●ホームページの作成　たまっていた写真を整理

●赤旗の集金
　馬見丘陵公園にお弁当を持ってお昼を食べに行ってきました。風が少し寒かったのですが、日差しは暖
かで桜を見に人が出てきていました。

●９条の会ご苦労さん会　広陵９条の会３周年記念で講演をしていただいた百済の竹村先生ご夫妻を囲
んで食事と懇談。
　地域医療とは地域で暮らしていくこと、一緒に病気になって一緒に生きていくこと。実践されているだけ
にとても重みを感じました。

3/26 金 
 
寒い日でした

生活相談 ・・・・簡易水道のこと

●政府交渉の要望を聞きました　介護保険のまとめ
家族がいる家庭のヘルパー派遣基準が地域で厳しく、息子さんと２人暮らしで出張が多い場合７日以上
連
続であれば長期出張とみなしますが、５日間であればあと２日は家にいるから留守中の準備が出来ると



い
う、判断をされるそうです。
認知症の判定が低く出ることやそのために介護１と要支援２を行き来するので、なれたケアマネから地域
包
括センターにプラン作成が移り、利用先の施設も変更になるなど余計に認知症の人が混乱してしまいま、
要
望がいっぱいです。
要介護２以上でないとベットが使えませんが、一番必要なのは要支援で何とか自分で出来る人・ベッドが
あ
ればそれなりに自立できるのに対象外などなど、要求がいっぱいです。

●難病連の方が自動販売機の設置に協力していただいたとお礼に来てくれました。
まだ３箇所にとどまっています、別のところもお願いをして紹介させていただきました。

●宇陀市の市会議員選挙共産党の候補者の演説会
　応援弁士に行かせて頂きました。地元の弁士の話から候補者がとても信頼されていることが伝わってき
ま
した。参加者の方が、昨日は町長候補の演説会に行ったが、ここの演説会のほうが人間味があって暖か
だ
った、ぜんぜんちがったと感想を言ってくれました。定数６削減の中での選挙もうひとがんばりです。

3/25 木 
 

●子育てカフェの打合せ
●開発の審査請求について
●年金問題

●20億問題
　NPTの取り組みについて、昨日北海道高橋知事と、奈良県の荒井知事の二人が核兵器のない世界の
署
名に応じてくれたことが日本原水協のニュースになっていました。

3/24 水 
 

●県議会最終日
●各派代表者会議
●議会運営委員会・・・議会運営に当たっての申し入れを行いました。
●本会議
●予算の組み替えを提案しました。
後期高齢者の保険料の引き上げ分の据え置き、７億円と子どもの医療費・小学校卒業まで　負担なく行
った
場合、15億で22億5600万円の組み換えを提案しました。
財源は、関西学研都市高山第２鉱区の開発、京奈良和自動車道の大和北ルートの直轄負担金、１３００
年
事業の不要分などから削減して提案しました。
他の会派は全員反対で否決となりました。
知事の提出議案について共産党は無駄な開発や公共料金引き上げなどについては理由を述べて反対し
ま
した。また森林、林業基本条例は賛成意見を述べ更なる予算増など要望しました。
ほかは全員賛成でしたが、賛成討論がないのは、知事からすれば寂しいのではないでしょうか。

●核兵器のない世界の署名を知事にお願いしたところ早速書いて届けていただきました。
●県議団会議
●北葛城郡共産党議員団会議

3/23 火 
 

●ピースウォーク
　広陵町に沖縄からニューヨークに向けて行進を続けているピースウォークの方々がきました。
役場から労祷教会で歓迎を受け、河合町の佐味田の公民館でトイレ休憩して河合町役場まで歩きまし
た。
沿道で子どもたちが喜んで手を振ってくれたり、歓迎を受けました。石橋上人は、お経を唱えながら太鼓
を打
ちつづけ歩いておられました。歩くのも大変ですが声があれだけ続くのには感心しました。

    
●中央児童家庭相談センターにて、石井郁子元衆議院議員、太田あつし参議院予定候補、県議団が桜
井
の児童虐待死亡事件について，何が必要だったのか意見を聞かせていただきました。市町村が虐待相
談の
窓口になっていますが、訪問しても立ち入り権もなく実態をつかむ困難さ。また国は法律を作って市町村
にお
ろしたが、必要なお金と支援体制をもっと行うべき。県としても８人の虐待に対応するスタッフがおり、市町
村
の困難事例など相談にのっているとのことです。

●河合診療所友の会世話人会

3/22 月 
 
●御所に応援、御所と五条の境界の地域で、景色が素晴らしく、今日は特にいいお天気で花も咲きピクニ
ッ
クのようでした。
　中垣さんと一緒に赤旗のお勧めと訪問。御所でも過疎化が進んでいる。高校生がバスがなくなり、バイ
クを
使わないと学校に行けないが学校ではバイクが禁止されていて、子どもの高校通学のため3軒くらい引越
し
をされたとのこと。御所で共産党の２議席は必要。このままでは農業をやる人がいなくなってしまう。
母親が入院しているが、最初は個室しかなく今は大部屋だがそれでも毎月１３万くらいかかる。どうにかし
て
欲しい。などいろいろな御意見を聞かせていただきました。

　公民館の修理を大事の人が集って行っている地域がありました。おみこしの入っている小屋の床の張
替え
をしていたので、珍しい御輿を見せていただきました。かなり痛んでいますが、色彩も鮮やかで今は使っ
てい
ないということですが、何とか昔のものが復興できたらいいなと思いました。
以前、葛城浄化センターの問題で取り組んだ時にお世話になった方と偶然お会いできました。支援がな
かっ
たら出来なかったとお礼を言われてしまいました。



　
　当時下水が普及する一方、汲み取りのし尿の海洋投棄が禁止になり、近隣自治体の組合方式で行った
事
業でした。共産党の各地方議員団で学習会や分析を重ねて、過大な計画はいらないと計画を縮小させて
52
億円が削減されて実行されました。

●林業問題で御意見を頂きました。

●奈良県図書情報館でNPТ核拡散防止条約世界会議に参加する人の壮行会と、学習会が開かれまし
た、
奈良県から２３名が参加します。原水禁世界大会起草委員長をされた関西学院大額の富田宏治先生の
講
演「核廃絶は可能か」はとても素晴らしい講演でした、ニューヨークに行くことがわくわくしてきました。
署名集めに頑張ります。

ハナちゃんが２歳の誕生日だったのでプレゼントを持って
お
祝いに行ってきました。
帽子が気に入ってくれた様です

大きくなって、お話も出来るようになりました　 

3/21 日 
 

黄砂で街中がセピア色の昔の写真のようでした。
●宇陀市議会議員選挙の告示日、共産党の高橋しげあき候補の出発式に参加しました。
　標高が高いため気温が低く、風もあって寒い日でしたが、皆さんきてくれました。
●日曜版が１部増えました

●広陵町の統一行動、支部のNさんと廻って３部ふえました。
　骨折して家の用事を張ってやっているという人、学童保育所のこと、バスがなくなって不便。
河合町で訪問、共産党は名前を変えたほうがいい、子ども手当てをどう思いますか？
妻が入院中でいろいろ大変、これからもう少し政治のことにも関心を持つようにしますなどなどお話を伺
いま
した。ニュータウンにも高齢化が押し寄せていることをひしひしと感じました。

3/20 土 
 

　ハル君の保育園の卒園式でした。我が子のときは卒園式の間、泣きっぱなしでした大きくなったもので
す。
大宇陀支援、宣伝６箇所
今日はイラク戦争が始まって７年目。うそで始まった戦争の検証がイギリスやオランダで始まっています。
共
産党が鳩山政権に対して日本でもイラク戦勝を検証すべきと質問状を出したのに全くすることを考えてい
ない
とのこと。
自民党政権時代と変わらないことがこの問題でも立証されました。経済の問題などうってると・・・・お天気
の
良かったので聞いてくださって激励をしてもらいました
●吉野林業を考える会、いつも勉強になります。
　
●健生会評議委員会

生活相談 ・・・・保育に関して・離婚問題

卒園式主役は先に
行ってしまいました

3/19 金 
 

朝は寒かったのに日中は暑いくらいでした
●林業問題の資料
●医大の動物実験等の問題。４月から契約先が変更になるとのことです。
　以前のところよりも1,000万円契約価格がダウン、このしわよせはまたまたワーキングプアにいくのでは
な
いでしょうか。
●児童虐待の問題で打ち合わせ。23日石井郁子さんが来てくれることになりました。
●20億問題
●全国都市緑化公園フェアの取り組みについて説明を聞きました。

3/18 木 
 

●河合診療所、生活相談会
　医療機関にかかるのに交通が不便との相談がありました。皮膚科や眼科がない、夜間の急病が不安、
日
常の買い物は生協を利用しているので何とかいけているがということです。高田～法隆寺線までのバス
がな
くなって運動して１年間は廃止を延期してもらいましたが、乗る人が少なくて続きません。交通問題は切実
で
す。
　
　共産党が緊急経済対策を発表しました。成長が止まった国、国民の所得が減っている国、企業だけが
一
人がちですが、その利益は海外の株の投資などに回されて国内に還元されていません。７割の中小企業
が
行き詰まっています。大企業、アメリカ言いなりから国民が主人公のルールある社会は日本再生の鍵と
なる
でしょう。
　
●宇陀市の支援、新聞のお勧めに廻りました。
　35年ほど前に開発された地域ですが、高齢化が進行して、子どもさんがいるところに移り住む人などが
増
えているそうです。
　今年大学卒業の子どもさんがいるところでは40社も廻っても採用がない。まじめだけではだめなのか。
新
卒の方が就職に有利だから学費を１年払って大学に行くことも考えている。まじめな子ほど自分が悪いと
自
分のせいにする。政治がおかしい。是非頑張ってくださいと励まされました。
　就職が見つかったとしても残業が当たり前でここから通うことはあきらめているとのこと。県内で働ける
仕事
起こしが必要です

フィリピンの米軍基地が撤去されたあとのことをニュースステーションで取り上げていました。広大な敷地
に
企業が集積して、税制の優遇措置など特区をつくり、雇用が増え地域の産業の活性化に大いに役立って
い
ます。基地がないことで不安がないかというインタビューに町の人は、アメリカ軍がいるとアルカイダが心



配
だが、その心配はなくなった。よその国とは話し合いで平和を保つように努力すること大事という声。
とても大事な視点だと思います

3/17 水 
 

●五位堂駅前早朝宣伝。八尾議員といってきました。
　名護市でまたまたアメリカ兵による交通事故のひき逃げがありました。追突された車に乗っていた子ど
もさ
んが車外に放り出されたとのことです。女性の海兵隊員で飲酒運転とか。ますます基地建設反対の声が
高
まるのではないでしょうか

　人間ドッグで要治療を言われて診療所に受診。高脂血しょうの薬を飲むことになりました。自分の健康も
つ
いつい後回しになってしまいがちですが、健康第一です。美容院にもいってきました。

●以前にお願いしていた核廃絶の署名が一人歩きをしているようで集ったら届けてくれるそうです。
●地区常任会議　御所の市会議員の候補者がきまりました。また忙しくなりそうです。

中垣義彦さんが御所
市会議員の候補者
に決意

3/16 火 
 

　今日はハル君の6歳の誕生日。海遊館に連れて行ってもらえるので大喜びでした。
ベンガルトラが地球上に1,000頭しかいないそうです。人間が殺したことも要因ですが、最大の要因は環
境破
壊、森林伐採で木の実などの食べ物がなくなり、小動物が生きる場所がなくなり、トラの食料がなくなって
い
るのが問題です。そんなことを考えると日本はもっと自国の木を使うべきではないでしょうか。動物好きの
ハ
ル君と新聞を読むと環境問題など私も勉強になります。
核兵器のない世界の署名のお願いに，畿央大学、広陵町商工会、靴下屋さんに申し入れをしてきまし
た。
　

●王寺民報の原稿
●20億問題
●県議団会議
●アンケート作成

６歳の誕生日会に招
待してもらいました

3/15 月 
 

早く起きて食事の前に一仕事。
●ホームページの原稿やメールの返事などなど
●広陵町の支部会議に参加
●県庁にて、議案のチェック
　値上げ案がでています、医大の初診料を紹介があるときとないときで大幅引き上げ。
医大に本来の３次医療の機能を強化させる目的ですが、救急車で運ばれた患者さんは紹介状が無くても
安
い費用で受診が出来ますが、救急でも自分でタクシーや自家用車など出来た場合は高い費用を請求さ
れま
す。
　食品の安全の検査費用も倍以上の値上げです。しかし、ほとんどの項目の検査が実態ではゼロ．18年
に
30件あった検査が20年には15件と半減です。使用料引き上げより、ももっと検査の件数を増やすことの
ほう
が必要ではないかと思います。
　犬猫の引き取り無料から2,000円の有料に。市町村の窓口から保健所とアニマルパークが窓口になるそ
う
です。引き取る前にいろいろ飼主に対する指導などが行われるようです。自分の家のペットと、棄てられ
てい
て通報する犬猫とどう見分けるのでしょうか？
沢山の議案をチェックして何が問題なのか、良いのか悪いのか判断するのが議員の役割です。

3/14 日 
 

●宇陀市議選挙の支援のため宇陀に行ってきました。
　高橋重明議員と，訪問．行けども行けども山また山。道の迷っていたときにニュース会員さんの家があ
って
教えていただきました。

●林業関係の所に行かせていただき懇談。間伐材を製材して、他県に出荷されているそうです。外国にも
長
い間いっていて日本は製材は大工の仕事になっていて、外国のやり方と立ち遅れているとの意見でし
た。も
っと家を作る組み立ての部品として加工することが必要。とのこと。手作りのストーブは木の切れ端を燃
料に
していましたが、暖かさが違いました。今のままでは子どもに継がせようとは思わない。とそれぞれの道
に進
んでおられるとのことでした。
　案内していただいて、山林を所有している方のところにも伺ってきました。奈良県は北のほうのことしか
考
えていない、中南和にも人が住んでいる。あと５年もしたら目の前の山は木を切ってもあと植林も出来な
い、
人もいなくなる。災害になったら山ごと崩れてしまう
宇陀市のことは政治に携わるものはどこの党がどうのこうのではなく市がよくなるようにもっと大きな視点
か
らやって欲しい。
高橋さんが税理士などをしていたことや市政のことを話して、自己紹介。宇陀市全体が昨年の台風で激
甚災
害に指定されたことなどを紹介。共産党はなかなかいいことを言っているが名前が気に入らない、名前を
変
えたらいいのではないかといっていました。赤旗新聞の宣伝紙を渡してきました。

●20億問題
●国民融合通信の原稿校正

30年から50年の間
伐材です

薪ストーブ、暖かさ
が違います

3/13 土 
 

●次女がヒッポというクラブに入っていて、催しの司会をするというので京阪奈プラザに行ってきました。関
西
学研都市の高山第２工区の開発が話題になっていますが、第１工区も空き地がいっぱいで大きな建物は
あ
るのですが閑散とした様子でした。
ヒッポというのは多言語を自然体で身につけようというもので、小さい子どもたちがタイ語で挨拶したり、
韓国
語、ロシア語などが出てきて意味は全くわかりませんが、なんとなくその国の雰囲気かなくらいが伝わっ
てき
ました。



　英会話教室とかはなぜか覚えなくてはいけないような感じになりがちですが、赤ちゃんが自然と言葉を
身
につけたように自然になじむ環境に身をおくことで後からCDを聞くとなんとなく聞いたことがあると言うの
で身
につくそうです。次女も勉強大嫌い。ましてや英語などとんでもないという子でしたので、挨拶程度ですが
多
言語を話すとびっくりします。
これから地球がもっと狭くなってくる時代。言葉の壁を越えることが出来たら素晴らしいと思います。

●帰りに西ノ京で十津川の木の家の住宅展示会を見に行ってきました。ちょうどばったり中野議員と出会
い
一緒に説明を聞かせてもらいました。十津川の山の木を自分で選んできてそれで作られた家です。写真
の
上が子どもさんと一緒に山で木を選んでいるところです。木の香りやぬくもりが感じられるホット空間でし
た。
間伐材がもはや50年木になっていてそれらを利用することでコスト削減にもつながっているそうです。
　あちこちに工夫を凝らしていて階段の手すりなど今まで見たことがないような芸術品のようでした。
●自治会の会計監査。帳簿と領収書、通帳を突き合わせて行いましたが、きちんと整理されていました。

十津川のつり橋をイメージして作られたデッキです、右は階段の手すり芸術品で
す

3/12 金 
 

●全駅宣伝で畠田に行きました。現在多目的トイレの改修工事中です。男女のトイレが入り口が同じで使
い
にくいとの要望があり改善を申し入れていました。
　金田議員と支部の人が来てくれてビラ配布。通行人の方が、、今井さん久しぶりと声をかけてくれまし
た。
誰かわかると聞かれて顔は覚えているのですが、どこの誰かわからず頓珍漢な答えをしているといろい
ろ今
の政治のことを話しかけてきてくれました。郵政民営化の問題で御意見を頂きました。
　

生活相談 ・・・・田原本町の議員から児童虐待防止のことで、子どもの検診や、予防接種などが集
団
で行っていると子どもの異常や検診漏れなどつかみやすいが、最寄の医療機関になると
把
握が困難との意見があり、県の実態を調べて欲しいとのことでした。

●広陵町の国民健康保険が大幅値上げになる問題で、広陵民報が発行されて地元に配布。一人暮らし
の
方に声をかけて緊急通報装置のことを紹介しました。

●教育会館にて、２時からのつもりでいったのですが、１時間間違えていて時間があり、教育のことなど雑
談。なぜ障害のある子どもが増えているのかという疑問。親が生活に追われている実態や、だれにも相
談で
きないことなど大変です。今退職した先生などがボランティアで，「なら・おやと子の相談室」が行われてお
り
利用してくださいと紹介されました。
相談専用テレホン0742－23－4779　Eメール　ｓｏｕｄａｎ９９＠ｇｍｅｉｒｕ．ｃｏｍ
奈良市登大路町6-5　奈良県教育会館内です

●国民運動実行委員会の集会で、奈良県の予算についてお話させていただきました。
　生コン関係の労働者が仕事がなくなって大変な状態になっている。共産党県議団で懇談をしてほしいと
の
要望。県の日々雇用の職員が５年経過で一律解雇になっている。などなどいっぱいです。
名護市長選挙に支援に行かれていた労働者後援会の方に名護市長選挙と日米安保の講演をしていた
だき
ました。経済が疲弊している中にあって、相手候補も企業ぐるみのしめつけ、地縁血縁、を全てつかって
の大
激戦だったということです。
核密約は、日米安保の根幹問題、最も重要なことを隠して今の安保が結ばれたといっていました。また国
民
を苦しめて構造改革が、安保によって経済協力が定められていることなど、もっともっと国民に知らせる必
要
を感じました。

●中南和地区委員会総会　
　家に帰ると日米安保50年の問題でNＨKが討論会をやっていました。普天間問題もありもっとクローズア
ッ
プてくると思います。

3/11 木 
 
●核兵器廃絶署名に関して
●友の会三役会議

●大和高田市のさざんかホールで開かれた3・13増税反対奈良県集会に参加。大谷昭宏氏の講演。核密
約
問題や国民が困窮しているのに日本の世界に占める地位は第２位の経済大国、国民は１９位にまで下
がっ
ている。
　その上消費税の増税とは話にならない。またパラリンピックではメダル獲得の上位３カ国がアメリカ、イ
ギリ
ス、オーストラリア、いずれもイラク戦争に参戦した国。強靭な兵士が戦争で障害者になり、パラリンピック
に
出てメダルをもらう。といわれてそのような見方は始めてでしたので、とても衝撃的でした。
　集会では挨拶をさせていただきました。デモ行進では私も申告書を持って参加。９団体が合同で参加し
た
ため長い隊列になりました。

●地場産業振興センターが産業会館になるという議案がでているため、訪問して意見を聞きました。
　県ではこれまで公益法人を作って運営していましたが、火炎も最大の出資をしており、地場産業も当初
の
ころから比べて、大きく変化しており、この際解散して県の施設に戻して会館を貸して運営することを中心
に



するとのことでした。料金はこれまでと変わりません。人が５人ほど削減されます。ホール横の地場産業
の
販売所がすでに閉鎖されていました。

3/10 水 
 

　代表質問のビデオは入手できたのですが，我が家にはビデオデッキがなく、DVDに変えてもらうのを依
頼す
るために、早く家を出ました。
　帰りに知人のお見舞い。核廃絶の署名を新婦人が集めて送ってくれるというのでそれも届けることが出
来。早起きは３文の徳で気になっていたことがいろいろ出来ました。

●議会運営委員会、予算の組み替えの提案を考えていることを予告しておきました。

●一般質問。山村幸穂議員の質問、ポスト1300年構想にホテルを核とした町づくりがありその点を質問し
ま
した。ホテル誘致を掲げてプールを潰し、今度は警察を移転して、商業ゾーンや観光バスの駐車場スペ
ース
などホテルを中心に一体として整備するという構想です。山村議員は奈良のこれまでの商店街や趣など
この
ようなところを活性化させて人が来たくなるようにすればおのずとホテルは来るのであってもっと地元の声
を
聞いて行うべきではないかとの質問に。共産党は奈良に人が来なくていいと思っていると議論のすり替え
を
行いました。
また医療費の未集金対策では県立病院のソーシャルワーカーを３人から７人に増やすと回答がありまし
た。
議会終了後、担当課に確認すると県立なら病院は２人から４人、三室病院は１人から２人、五条病院は０
か
ら１人になるとのことでした。
●県議団会議、
　宮本議員が予算委員になります

3/9 火 
 

また寒くなりました
●議会運営委員会
　昨日室生で巨石が崩れてバス停が壊れたということが起きました。過疎水の委員会の質問を聞きに来
た
のでそのことを伝えると、担当課の人が説明に来てくれました。
危険箇所には入っていたようですが、具体的な対策などは講じられていませんでした。この問題があって
バ
ス停のある場所と、崩落の危険がある場所を関連して調査を行いバス停の移動なども考えるということで
し
た。

●一般質問　中野明美議員が質問。関西学研高山第２工区の開発については、知事は生駒の市長が大
学
誘致が前提と発言したことで、鳩山総理とも話をしてきたが、この場所は大阪京都奈良の３件にまたがり
将
来的にもポテンシャルが高いといいつつ、現実的には難しくなったという認識を示し、１年掛けて検討して
いく
と言っていました。
医大の移転については、現在の大学の先生のほとんどが臨床や研究に携わっていてその人たちの意見
を
聞くべきではないかと正したのに対して、それは検討したいと応えました。

●過疎水資源対策特別委員会　補正予算の説明を受けました

3/8 月 
 
●五位堂駅前早朝宣伝　太田あつしさんが来てくれました。香芝から池田えいこ市会議員をはじめ支部
の人
が６人も来てくれて駅の北と南階段の下でビラまきが出来ました。
　
●県議会へ、住宅エコポイントと、奈良県の住宅の独自支援について幡野議員から問い合わせがあり、
県の
担当課に問い合わせ。エコポイントはサッシや温暖化対策などで３０万ポイントがもらえます、県では県産
材
の住宅を新築したり、景観に配慮したものにすることで上限10万円分の商品券がもらえます。エコポイン
トに
上乗せできます

●広陵町の介護保険料の問題で県に問い合わせ、広陵町では昨年介護保険の見直しのときに１年分の
保
険料しか決めていません。今回4,000円から4,200円に引き上げが上程されていますが、介護保険審査会
に
掛けたという方向が、実際は審査会の委員の任期が切れていて会を開いたことにならないと共産党の議
員
が主張。
そのことで県に確認しました。奈良県では広陵町だけ、あとは皆３年の保険料を昨年決めたとのことで
す。た
だし、22年度は保険料が決まっていないと徴収根拠がなくなってしまうので、それについては３月中に結
論
を出す必要があるのではないかと連絡しました。
●議会運営委員会
　本会議一般質問。国中議員の南部振興の質問は吉野川のことなど河川の水が少ないことや土砂が堆
積
していることなど実態を反映していい質問でした。吉野川条例について知事は前向きな答弁でした。医大
の
移転問題は橿原選出の、森山議員、神田議員が質問していましたが知事は移転先を明言しませんでし
た。

●県委員会総会
　
　家に帰ったら次女から手作りのチョコレートケーキの誕生日祝が孫たちのカードとともに届いていまし
た。
今日は国際女性デーが始まって100年目。アメリカで女性の参政権を求めて女性立ちあがったのが始ま
りだ
そうです。昨日坂本竜馬を見ていて竜馬の初恋の相手加尾が、兄の言うことに従わないといけないのを
見て
いると今の時代に生まれてよかったと思います。でもDVなどまだまだ大変な想いで生きている女性がたく



さ
んいると思います。
昔スウェーデンに行ったときに社会の中で平等が進んでいましたが、最後に残るのは男女の平等だとい
って
いました。

3/7 日 
 

●宇陀市議会議員選挙が21日から告示のため高橋しげあきさんの事務所開きに参加しました。
雨にもかかわらず、たくさんの方が来てくれました。またこの間相談にのってきた人も来てくれていて応援
し
てくれています。
　太田あつしさんも駆けつけて応援。18年に合併したのですが、４町村が水道料金などばらばらでまだ足
並
みがそろっていません。高橋さんは税理士や社会保険労務士など専門で多くの相談を受け頑張ってこら
れ
ました。

●アナウンスが初めての方と一緒に午後から宣伝をさせていただきました。道も案内してもらって、アナウ
ン
スもしてもらって、いつも地図だけ渡されて、今井さんここに行ってきてといわれるのですがとても、贅沢な
宣
伝でした。相手の方も私をテレビで見たということで、こんなに近くで一緒に出来てと喜んでいただけてよ
かっ
たです。
　帰りに榛原牛のお肉を買って帰り、今日は久しぶりにすき焼きでした。明日は私の５５歳の誕生日です
が１
日不在となるため、今日はお祝いをしてもらいました。

　保育園の誕生日会のうたっを歌ってくれましたが、どうもお返しの歌があるようです。
心も体もこんなに大きくなりました。皆さんどうもありがとうという歌詞のようなのですが、もう大きくならん
でい
いからもっと痩せるようにと夫の一言。何はともあれ、ゴーゴーで頑張ろうと思います。

ページトップへ

3/6 土 
 

　新婦人で味噌作りでしたが、いつもの事ながら日程が重なってしまいお味噌の瓶だけ預けて、お言葉に
甘
えてつくってもらうことにしました。いつも甘えっぱなしです
●健生会友の会代２回総会、長い間事務局長をされた馬場千枝子さんが引退です。ご苦労様でした。
地域でさまざまな健康を守る取り組みが進んできました。街角健康チェック、健康班会,保健大学ヘルスチ
ャ
レンジ、理事会との定期協議会、健康祭りやさまざまなサークル活動、たくさんの活動が発展していること
を
改めて実感しました.

　地球の隅々に憲法の花をと題してナオユキ三の漫談を聴きました。もし戦争になったら、自衛隊だけで
なく
国民も戦地に動員される医療関係者も行かされる。そうしたらどうなるか、病院に医師や看護師がいなく
なっ
て、意思は病気が軽い人は見てくれなくなるとオーバーに言うのですが、今戦争ではないけれども、同じ
こと
が起きていると思いました、憲法全文をすらすらいいながら、ユーモアの中で本当のことを伝えているな
かな
か面白い漫談でした。

3/5 金 
 

生活相談 ・・・・介護問題

●代表質問をしました
　冒頭で桜井の児童虐待で５歳の智樹君がなくなった問題で県に対策を要望しました。
また、３日付朝日新聞の夕刊にのっていたひな祭りの替え歌、けじめをつけましょ献金に　お金はだめで
しょ
　裏の金　政権にいらしたあの党に　よく似たかんじのことばかり　を紹介して、国民の思いを見事に言い
当
てている。
　政権交代を実現させたが政権交代が目的で無く暮らしやすい政治を願っているとして質問に入りまし
た。
40分間の持ち時間です。
*予算について*平和・核兵器のない世界のことと米軍機の低空飛行問題*林業問題*住宅リフォーム制
度
について*雇用問題*中小企業高度化資金問題を取り上げました。

知事は住宅リフォームは、新築よりもリフォームの需要が高まっているので県産材を使ったら上乗せする
な
ど前向きに検討したいと答弁してくれました。
林業では採算があわず奈良県では間伐が必要なところの６割しかされていない。全体を管理するには管
理
権と所有権を分けて考えていくことが求められているのではないかと質問。知事は大事な視点だと答弁し
ま
した。

ヤマトハイミール問題では前知事の退職金返還などは要求する考えはない、裁判を見守る。最初の貸付
がおかしい点で、そこが検証されておらず、知事の監査をするべきと質問しましたが、監査は行ったとして
す
る考えがないことを明らかにしましたが、貸付の公正証書に代理人が県知事も組合側も県の職員が代理
人
になっており、契約をするために代理人を立てる場合、代理人になれない人は、相手方の人に代理人を
委任
できないのであり、不自然だと追及した点は、「その点は調べてみる」ということでした。

●厚生委員会　補正予算について
質問が終わってほっとしました。終わってから林業問題の質問を聞いてくださった方から「良い質問だっ
た」と
お電話を頂きました。

3/4 木 
 

生活相談 ・・・・生活費の問題

　今日は長女の３１歳の誕生日。ケーキでお祝いをしました。私の母親記念日です。



●代表質問，自民、民主、自民改革の３名でした
●質問の最終調整

3/3 水 
 

●広陵町八尾議員と五位堂駅前早朝宣伝
●養護学校のバスが止まっていたので運転手さんと話をしていたら高田真美が丘コースは１時間４０分か
か
るそうです。子どもが少ないのに特別支援学校に通う子どもさんが増えるのはどう思いますかと聞くと、
小、
中は地元にいっていて高校で支援学校に来る子どもが多いので、いじめがあると思いますとも言われて
いま
した。
　私が奈良県は学校の先生も定数で定めているのに1,000人も非常勤で、「いつまで続けられるか」の不
安
というのをやめて、安心して教育に打ち込めるようにしたらいいですね、というとそういうこともあるかもし
れま
せんねという答えが返ってきました。
なぜ障害のある子どもが増えるのか、どうしたら改善していけるのか、今私の大きなテーマです。
●議会の準備

3/2 火 
 

●新聞の集金
●建築関係の仕事をされている方で中国のことなどに詳しく、奈良県の林業問題で今いろいろ勉強してい
る
ことを話して、中国の住宅建設を教えていただきました。
　中国では宅地を７０年契約でデベロッパーが借り上げて住宅を作るそうですが、日本のように山を削っ
たり
せず地形を生かした住宅建設が行われているそうです。
　しかし木の家は、安物と見られる傾向があるということです。林業関係は裾野が多くたくさんの人が関係
し
ていると感じました。いろいろな知恵を縛って再生に向けていけたらと思います。

生活相談 ・・・・金融取引問題について・借金問題について

●代表質問打ち合わせ
●議員団会議

3/1 月 
 

●赤旗の集金、核廃絶署名のお願い
●代表質問の打ち合わせ
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