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12/31 金

朝から雪が降って孫たちは大喜びです。7ヶ月のきょうちゃんも窓から外の雪を食い入るように見ていました。
 赤旗を減らしたままで年越しができないと朝から電話や訪問をしました。
 年の瀬のあわただしい時にお願いして日刊紙1部日曜版が4部増えました。地区全体で何とか前進できまし
た。
 恒例のおせち料理を作りました。4歳のチナッチャンがアシスタント。手伝わせることが難しくこんにゃくの穴
に通すお手伝いを頼んだところもっとやりたいとのことで我が家の煮しめはこんにゃくがいっぱいになりまし
た。
 今年もたくさんの方にお世話になりました。来年はみんなが笑顔で迎えられる年にしたいと思います。

12/30 木

おせちの買出し
 毎年地元の個人商店にうかがいます。ただ買い物だけでなく、そこでも会話がほっとするひと時です。
 大型店に行けばたくさんの商品があり、便利ですが地域の商店の活性化が何とかできないかと思います。
 生け花も買いに行きました。いろいろの組み合わせでお手ごろ価格でセットしてくれました。

●入党のお願いをしていたところを訪問。来年良い返事をいただけるとのことです。楽しみに待っています。
●電話で新聞購読のお願い、取っていただくことができました。
●友の会のカレンダーの配達と新聞の集金

12/29 水

●広陵町八尾議員と挨拶と新聞の購読のお願いに回りました。日刊紙1部、日曜版3部拡大
 　これくらいしか応援できないのでといって、激励していただきました。

 お昼に入った食堂ではお客さんを交えて小集会状態に。「政治はお金のあるところから税金を払ってもらい　
ないところにまわしてすべての人が最低の生活ができるようにするのが仕事、今のやり方はお金のあるとこ
ろか取らずにないところからとって困っていてもほったらかし、これを変えようとがんばっています」というと、
一人のお客さんがそれなら俺も共産だと言ってくれました。

●午後から河合町訪問
 お正月は、一人暮らしのお年寄りには不安がいっぱいです。
●入党のお勧め、考えていただくことになりました。

●地域要望も聞くことができました。
町の墓地を購入して、お金が要るようになったため町に買い戻してもらったら6割しか戻ってこなかった。
 4割は土の入れ替えだといわれたが更地のままで墓石もない状態、納得できない。

●池の水がだんだんもれてきていて今までの水量の半分しかない、農業用水が不足してしまう。
 池の改修を町に頼んでもお金がないと何もしてもらえないとのこと　調査をする必要があります。

　大掃除、部屋の片付け、一番苦手なことですが山になった書類を整理。一つ一つ丁寧に見てしまうと、片付
け中断。 終わったのが1時過ぎでした。

12/28 火 　

●河合町の関係会議

・・・・・
 救急で運ばれた方のその後のことで、訪問。まったく返事がなく、もしやと心配しましたが買い物に出ていら
れた帰ってこられて一安心。この地域では数日前にも48歳の方が死後1週間後に発見された問題があったそ
うです。
　民生委員さんも気になるところの訪問などされています。
 独居で、障害もなく高齢でもなく病気で家のことができない、お金もなく寒いなかですごしておられました。
 夕方の寒いときでしたが、外に出たほうが暖かくてびっくりです。 きっとこうした状態の方が多数おられること
と思います。
　

・・・・・病気と仕事のこと
 農業に興味があり、農民連を紹介させていただきました。若い人たちが自分の力を発揮して生きがい　やり
がいの持てるような支援が必要です。

　共産党のことが話題になりました、以前は共産党に投票されていたそうですが、昨年の選挙では民主党　
今年は自民党に入れたそうです
 共産党の言うような世の中になればいいが力が小さい。イメージが悪い、消費税は必要だと思うとの意見。
 なぜ私に相談したのかと聞きましたら、ニュースを見て、福祉や医療に力を入れてくれていると思いインター
ネットで調べたといわれていました。

●赤旗新聞日曜版1部拡大
●北葛城郡選挙対策会議

12/27 月

　半年に一度の定期健診。隈病院に甲状腺の検査に行ってきました。11時予約が1時過ぎの診察となりまし
たが、前回と変化がなくまた半年先に検査です。

●国保の請願署名の提出、参加はできませんでしたが北葛城郡の分も届けていただきました。

 中南和の女性議員の忘年会　
 女性議員ならではの苦労や、日ごろの経験交流、みんなで集まると元気が出ます。経験の多い少ないはあ
りますが、みんな根性が座っています。住民要求を実現するために頼りになる頼もしい力です。
 最後に1000円程度のプレゼント交換。ほしかったものがあったってラッキーです。私の選んだものも喜んでも
らえてよかったです。

12/26 日

●テープの吹き込み
●女性後援会と国保署名の宣伝を行いました。
 　河合サティ前、万代、上牧片岡台団地　エコール真美、イズミヤで、雪の降る寒い日になりましたが、13名
の参加で元気よく行うことができました。

ページトップへ

12/25 土 朝から雪、とても寒いクリスマスになりました。
●友の会のカレンダー配りと新春の集いのお誘い、広陵友の会の統一行動、国保の署名もお願いしました。
●赤旗日曜版1部
 先日一人暮らしでお亡くなりになった方が飼っていた、鳥を引き取りにきてくれました。
●上牧民報の新年のあいさつ文を作成して送りました。
●当麻後援会に写真を送りました

 訪問予定がキャンセルになって会議が入りました。



・・・・・ 王寺駅年末相談会、生駒郡と北葛城郡で合同の取り組みでした。
 宮本次郎議員と各町の議員と宣伝
　
　たまたま入ったトイレに書類の忘れ物を発見、王寺駅前交番に届けました。パトロール中で留守、電話で連
絡を取って帰ってきてくれました。それにしても拾いものを届けるといろいろ詳しく事情を聞いて書類を作りま
す。
 早く持ち主に戻ることを願っています。

 お通夜に参列、78歳男性友の会の会員さんです

12/24 金

●当麻後援会ニュースの挨拶文

●広陵支部で県政パンフレットの学習会
 介護保険について、年金から引かれるだけで、一部負担が2割になったらどうせ使えない、施設もいつ入れ
るかわからないから今から予約したいといったら認定を受けないとだめだといわれた。それなら掛け金するの
をやめて自分で貯めたほうがまし　やめることはできないのか・・・・・
 と厳しい意見が出てきました。
 奈良医大のバースセンターの視察　県議団と太田敦さんで1月11日からオープンのバースセンターを視察し
ました。
 産科医師不足の中で助産師さんに元気な妊婦さんのお産を受けてもらうことで、安心して出産できる奈良県
をという願いを議会でも届けてきました。全国的にも周産期センターにバースセンターが隣接するのは珍しい
とのことです。
 南和のお産ができる施設が民間1箇所だけになり、深刻です。医大の出産は平成15年ごろは年間300例ほ
どでしたが、昨年は8尾お礼を越えています。そのうち元気な妊婦さんのお産は200例ぐらいとのことで、バー
スセンターが奈良県のお産のあり方を変える一歩になるのではと期待できます。
 施設も畳の上で分娩できるところがあり、全室個室でご主人が泊まれる場所もあります。
 母子同室、木の雰囲気があったのですが壁紙で残念。もっと内装など吉野の木を使ってほしかったと思いま
した。
 個室も兄弟が来てもいいような畳の部屋がほしかったと思います。

●こもれびクリスマス会にコーラスはなみずきで参加しました。お年寄りの方が喜んでいただいて楽しいひと
時を過ごすことができました。

●赤旗日曜版1部拡大

我が家のクリスマス会をおこないました
 孫たちが大喜びで、ジングルベルや赤鼻のトナカイをそれぞれの楽器で演奏して盛り上がりました。

12/23 木

●上牧町統一行動
 国保の署名のお願いに回りました、11件訪問、直接お会いできたところは快く署名をしていただきました。
●日刊赤旗の拡大1部

●20億問題のまとめ
●北葛城郡会議、すっかり忘れていて連絡をもらって大急ぎで駆けつけました。

・・・・・お返事を送ったらお礼のメールだとどきました。お役にたててよかったです。

12/22 水

雨で早朝宣伝は中止
●県庁へ
　外国人の子供さんのいる県内の学校の調査、その日本語の支援体制について教育委員会の説明を聞か
せていただきました。
 議会改革推進会議第1回が開かれました。
 毎年議会改革の要望を続けてきましたが、新たな人事が決まると従来通りが繰り返されて、改革の時機を
逃がしてしまい変わらぬままになっていたため議会基本条例もできたこともあり、来年新たな体制になる前に
基本的なあり方を示しておこうということで基本条例策定委員が続いて改革推進委員となって行われました。
 とりわけこの間、私の所属している厚生委員会は暮らし創造部ということでスポーツや人権環境など幅広い
分野が入ってきて、県民の要望が大きくて、請願もたくさんだされる医療や福祉の分野に、スポーツや生涯学
習が加わったことで時間的な制約があり十分な審議ができない状況を感じていました。

 教育委員会に暮らし創造部を移すことでバランスが取れるのではないかと思います。
 私は、執行部の機構改革が、議会の常任委員会のあり方と無関係で行ってきたことに、矛盾が生まれてき
たのではないかと意見をいっておきました。かねてから共産党として提案していた方向で検討委員会の案が
出されてきました。そもそも委員会とは予算決算委員会も含めて検討が必要という意見も出てきました。

 常任委員会は十分な審議ができる体制をとっていくこと、特別委員会は県政の当面する課題を進めるにあ
たって2年間ぐらい同じメンバーで議論調査を行い執行部に答申を出したりすることが望ましいのではないか
と思います。
 また別の議員からは予算委員会で議論した人はその年の決算審査も行うべき。また他府県では全員が予
算決算委員会に入っているなどもあり、検討すべきという声も出されました。

・・・・・仕事について

・・・・・お亡くなりになった独居の方が飼っていたペットの引き取り先について
●赤旗日曜版1部拡大
●河合町支部忘年会

12/21 火
霧

●朝から濃霧、太田あつしさんと近鉄高田駅で宣伝をしました。2人がビラまきのお手伝いに来てくれました。
 高田駅は久しぶりです。私の顔を知っている人がいて向こうから挨拶をしてくれました。数は力。2人でやると
元気が出ます。

● 山田みつよ広陵町議員と生活相談を寄せてくれたところに土木事務所の交渉の報告にいってきました。

生活相談1件国保署名2ひつ、グループホームに国保の署名のお願いにいってきました。

 バザーのお買い物、梅干入れに良い壷が手に入りました。

●田原本の県道の拡幅工事が途中で終わっていて工事用のゲージだけが並んでいて地元の人からどうなる
のかという声があり、森よしこ議員と現地を視察。

●河合町訪問　赤旗日刊紙1部拡大　街づくりについて

12/20 月 ●県議団ニュースの原稿
●国保署名のお願い　葛城北民主商工会　クリニックに行ってきました。
●赤旗新聞日刊紙１日曜版１増えました。
 の間のまとめ
 バースセンターの視察の件で日程調整
 なら新聞に山の中で道に迷ったときの標識の設置が進んでいることが紹介されました。過疎水資源対策特
別委員会で以前電柱にある番号で居場所がわかるシステムが警察にあるので山の中で崩落など発見した



場合、場所がわからない人が電柱の番号で110番したら確認できるのではないかと取り上げましたが、警察
がそこまで受けると大変になるとのことで崩落情報などは土木事務所に通知するよう看板をつけると回答さ
れていました。こんな風に進んできていると再確認できました。

●中南和地区委員会歓送迎会
 18年間にわたってがんばっていただいた青木地区委員長から、豆田至功委員長に交代です。青木さんには
地元北葛城郡でお世話になります。30行政区、85％の面積の中南地区が元気になることは奈良県が元気に
なることです。

12/19 日

上牧町統一行動参加　国民健康保険の引き下げ署名は皆さん快くしてくれました。
 赤旗日曜版が１部増えました
 パソコンがやっと使えるようになりました。しばらくなかったときは、仕事が減って楽になった気分でしたが、
長期になるとやっぱり不便です。メールが２６３通とびっくりです。
 最近どうしたのと心配してくれた方がおりましたが、私はずっと元気でしたが、パソコンがつながらずご迷惑
をおかけしました。

・・・・・相談１件
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12/18 土
●県党会議
 新たな体制で一斉地方統一選挙がんばります。

12/17 金

●王寺駅早朝宣伝　畑野議員と
●候補者会議
●国保の署名
●奈良県保育運動連絡会のこども家庭課申し入れ
 こども園のような方向が今必要なのか、今までの保育制度で何が問題なのか。むしろ今の制度を拡充の方
向にしてくれるのが現実にあっている
 １歳児保育を県の加算を下げたことで現場ではそれに合わせて人員削減はできない。こども園のように時間
契約の子を預かることになると保育のリズムも行事もできなくなってしまう。保母さんも朝出でのほぼ夜勤の
保母と顔も合わせない人が子供を見ることになってしまう、予算が削減される中では常勤の人も配置ができ
なくなってくる。結果的には子供にしわ寄せが来ることになる
 ころころ変わる保育政策では老朽化して耐震化が必要でもそれもできなくなってしまう。
 男性保育が志はあっても家族を持って働き続けるには条件が悪く男性保育士の寿退社ということがあるそう
です。県としては東京の基準も奈良も一緒というのは実態に合わず国に対しては実情に合うような改善を求
めている。

●自治会の防災倉庫の件、佐味田川調整池の歩道周辺に設置できるか町から業者に確認をしてもらうこと
になったということが高田土木より連絡がはいりました。

12/16 木 
 

議会が終わったら１日享ちゃんのお守りをする約束だったので今日は孫のお守りをしました。
 原稿の確認や訂正など次々と入ってきて、生活相談もありゆっくりお守りというわけには行きませんでした
が、自分の体休めにはなったようです
 ８ヶ月になるとオムツを替えようとするとどんどんはいはいしていってしまうし離乳食も自分で食べられない
のに自分で食べようとするし、生きることにパワー全開です。

・・・・・うつ病で仕事をやめた方から相談。長期の病気は傷病手当１年半を超えてしまい、かとい
って障害年金にもならず生活保護も該当しない　仕事は見つからないと大変です。

 テレビを見た人から自分も勝手に印鑑を使われたとの相談がありました。

12/15 水 
 

●五位堂駅前早朝宣伝
●代表質問の原稿を広陵町のJAに届けて、TPPの意見書が県議会では残念ながらあがらなかったことを報
告しました。賛成は、共産党、社民党、自民党未来、反対は、自民、民主、自民改革、公明でした。
町長に、平和の問題で広陵町を紹介したことを伝えて代表質問の議事録を届けました。
野外活動センターの請願が全会一致で可決したことを教育委員会に報告

●入党のお誘い、考えさせてほしいとのこと

●県の教育委員会でノーテレビデーが導入されることになったことを、以前アドバイスいただいた小児科の医
師に報告しました。いま小児の救急は橿原市の休日夜間応急診療所が対応していますが土曜日は９時から
しか対応できないので２時輪番が大変で、先週は寝る時間も取れなかったとのこと、これでは２次輪番も持た
ないせめて６時から対応してほしいとのご意見を伺いました。
医学生に対する県の奨学金制度については県立病院だけでなく奈良県内の医療機関で働く場合でも認めて
ほしい。

●都市計画審議会の意見に基づく線引き問題の報告を受けました。
●林業研究科の谷弥兵衛先生と森林組合に伺い、国の林業再生プランいついての現実的な課題などのご意
見を聞かせていただきました。
●生活保護の方の葬祭扶助問題で山田議員と役場で話を聞かせていただきました。

パソコンの修理

●地区常任会議
・・・・・保育所の１歳児加配の問題

12/14 火 
 

●議会運営委員会

●議長へ申し入れ、テレビの報道特集で奈良県の２０億問題で保証を負わされたことが流され、見た人から
は、県の対応がおかしいと感じる内容であった。このままでは、いづれ不良債権処理となって議会にかけら
れることになるが、真相がはっきりしないと議論もできない。県に調査をするように申し入れてほしいと要望し
ました。
 議長は一度県に聞いてみることを約束していただきました。 議会最終日

 田中美智子議員が反対討論を行いました。

12/13 月 
 

●穀田恵二衆議院議員が大滝ダム調査にこられて同行しました。

 ダムの技術は第一級ですが果たして稼動できるかどうかは、完成後１年間水をためて抜いて異常がなけれ
ば完成となります。現在大滝地区の地すべり対策工事を行っており、来年の１２月完成予定。土を積んです
べるのをとめる工事と長さ５５メート角くいを６０数本打ち込んですべりを止める対策です。
 追加工事費が７０億円です

12/12 日 
 

地区党会議
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12/11 土 
 

パソコン調整のため暫時お休みします　　TBSの報道特集放映



12/10 金 
 

　１２月１１日　午後５時３０分から,TBSの報道特集で２０億円の問題がとりあげられるそうです。
皆さん是非ご覧下さい
今日の厚生委員会で野外活動センターの請願が全会一致で可決されました。

12/9 木 
 

中野明美議員が一般質問住宅リフォーム制度が前進しそうです

12/8 水 
 

宮本次郎議員の一般質問

12/7 火 
 

●代表質問、３会派

12/6 月

●公証役場にいってきました。奈良県が貸し付けた２０億円の公正証書についてわからないことがあり教えて
いただきました。
　県の代理人も組合の代理人も県の職員が行っていたことは双方代理に当たるのではないかという疑問に
ついては昔はそのようなやり方があったとのこと。

　公正証書に、代理人A提出の委任状はなら県知事公印の押印を持ってその真正であることを照明させた。
代理人Bの委任状は認証がないから本人の印鑑証明書の提出により、その真正であることを証明させたと書
かれていて　認証がないという意味を教えてもらいました。
　私人が確かにその人物であることを公証役場が証明をするということです。
　そのためには本人が来て住所、氏名、年齢、また契約に内容や連帯保証の内容を確認して、本人が承知
していることを確認して証明をするとのことでした。それがなかったというのもやっぱりおかしいと思います。

　委任状が１枚に、県側の代理も組合側の代理も一緒に記入されています。実印が押してあり法的に認めら
れないものではないが、普通はそれぞれの委任など聞かせていただきました。

●全国都道府県議長会から在職15年の表彰を受けました。質問の前にこれまで多くの方々が支えてくださっ
たおかげで今日を迎えたことへのお礼を壇上から伝えさせていただきました。

●　代表質問
　知事の政治姿勢について
①フラワーパークは馬見公園に移すことを検討中とのことです。
　また野外活動センターは初めて野外活動を集団で行うことの出来る施設を考える必要があるのではないか
と主張しましたが、テントとロッジの点では余りかわっていません。
②平和について、憲法25条を生かす奈良県について、生活保護のワーカーの基準どうりの配置を指導して
いるとのことです。
③生活保護家庭に対する学習支援といっていましたが、県がやるというのではなく指導の内容として回答さ
れていました。
④福祉医療では父子家庭の支援で、母子医療から一人親医療について前向きな答弁でした
⑤TPPは余り積極的に反対という感じではありません。国の農業政策を見てからという傍観者的な回答でし
た。
⑥中小企業高度化資金では、県は問題ないに終始。連帯保証人がはじめて知ったのは19年に県が請求書
を送ってからというところがどうも気になって公正証書の送達証明書が公証役場に控えが残っていない問題
を取り上げ、連帯保証人にいつどのような形で知らせたのか。
　県が調査をすべきと言ったのですが、その必要はないということで終わりました。
２０億円もの連帯保証の手続きがあまりにもズサンです。

　　　

12/5 日

●河合町支部総会

●わらび座講演、カンアミ伝を見に行ってきました。久々のわらび座でしたが、人が常に迷ったり悩んでいるこ
とを見事に映し出して、とても心に深く響いた素晴らしい公演でした。

ページトップへ

12/4 土

●河合町、南口芳江議員と全町内宣伝10ヶ所
●代表質問のことを紹介して廻らせていただきました。

●新聞の集金、おじいさんが脳梗塞で入院になったとのこと、医療費の負担が大変でおむつ代が１日７００
円、日用品費が６００円、食費が１日７８０円、それプラス後期高齢者医療費が１割、。おばあさんの介護保険
も負担が多くて大変です。医療費問題は切実です。

●広陵支部総会のメッセージ

12/3 金

●議会の準備
　ずっとパソコンと向き合っているため肩こりや目のつかれなどが出て来ています。

●南和医療について市町村サミットが高田のさざんかホールで開かれ傍聴してきました。
　国の予算を取ることもあって来年の６月までには今後の結論を出していくことが確認さえました。
発言しにくい雰囲気がありました。十分に意見を出し合って納得しながら進めていくことがこのような場合は
必要ではないかと感じました。
●地区委員会総会

12/2 木

今日で質問趣意書の締め切りです。
●朝３時30分に起きて原稿を書きました。いつも思うことですが、何をテーマにするのかはとても悩むところで
す。
言い足りないと思っていたところにもう1項目増やしてどうにか収まった感じです。

●河合町市場の水つき問題で懇談会、これは天理王寺線を作るに当たり下流の市場地域が水害が出るとい
うことで、県の河川課、道路課、高田土木、河合町、地元自治会、議員らが集ってこの間協議が続いてきたも
のです。
　県はコンサルに依頼して3つの改善策を示してきました。これはまだ通過段階で実際の大和川の水位があ
がった時の影響がまだ出ていないとのことです。
　市場の住民の方は、昔は市場ではなく下流の水付きがあったようですが、河川改修の結果今度は市場が
水がつくようになったことや、泉台の団地が開発されて水路が途切れたことなど、古くからの歴史を知ってお
られて参考になります。
　これまで住民と自治体が一緒になって知恵を出し合いすすめてきたことがなかったと思いますが、時間は
かかります。公共物が完成したとき無駄といわれずみんなが喜んでもらえるようにするために必要なやり方
ではないかと感じています。

●質問の打ち合わせ
●県議団会議

12/1 水 

 
●五位堂駅前早朝宣伝　八尾議員と
　住宅リフォームの載っていた赤旗を広げて通行人に見せていたら、欲しいと取りにこられた人がいました。
●質問の準備

●知事への予算要望を行いました。
　予算要望293項目ですが、太田さん小林さん、県委員長も参加して県議団で申し入れを行いました。



　知事の持論をいろいろ聞かせてもらいましたが、格差と貧困の広がりで貧困層が悲惨になっているという
点は共通の認識でした。
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