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午前の教科別・午後の課題別 久しぶりに一日中教研分科会に参加しました。

21（月） ミニしおん会於ケヤキテラス

消防組合議会議会運営委員会

︵抜粋︶

野村いくよ

19（土） 大阪教組教研分科会於豊中市立野田小学校

Facebookもやっています

野村いくよ公式ホームページ
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第３回定例市議会

2（金） 大阪こども貧困アクショングループ設立記念フォーラム
3（土） 五常校区夏祭り
4（日） 原水禁枚方地区実行委員会 原水禁広島大会出発式
6（火） 大阪広域水道企業団議員定数等調査委員会
7（水）〜9（金） 韓国旅行
17（月） 世界女性会議ネットワーク会議関西 公開講座「なく

9.25

子どもたちの未来に責任をもって…

ならない学校体罰〜それを支える人々〜」亀井明子さん

今年もあとわずかとなりました︒師走の忙しい中︑お元気でお過ごしのこ

月議会に向けて︑準備を進めているとこ

12

とと思います︒このニュースが皆さまに届くころは︑第４回枚方市議会定例

会も閉会となっていますが︑今は

ろです︒

２０１３年︑皆さんにとってはどんな年となったでしょうか︒７月の参議

院議員選挙では︑皆さんに多くのご支援をいただきましたが︑残念ながら梅

村聡さんの再選を勝ち取ることができませんでした︒自民党独裁体制の中で︑

臨時国会では︑﹁特定秘密保護法案﹂が衆議院︑参議院とも数の力で可決さ

れてしまいました︒市民の﹁知る権利﹂を奪い︑人権侵害にもつながる︑民

主 主 義 の 危 機 と も い え る こ の 法 案 を 断 じ て 許 し て は な り ま せ ん！ 市 民 の 命 に

かかわるような大惨事が起きた場合︑人々が自ら選択して行動できるよう正

確な情報を公開する姿勢が政府には求められています︒情報を秘密にするの

ではなく︑積極的に公開する方向にこそ︑政府は進んでいかなければならな

いと思っています︒

また︑文科省は全国学力テストの学校別成績を教育委員会の判断で公表可

能とする実施要領を発表し︑道徳の教科化︑教科書検定の強化︑少人数学級

の見直し等々︑教育の場を思いのままに変えていこうとしています︒高校授

業料の無償化制度に所得制限を設ける法律も可決︑成立しました︒また︑大

阪でも高校の学区撤廃や︑統一テストの導入など︑競争主義の中に子どもた

ちを追い込もうとしています︒本来教育現場で大切にすべきこと︑学ぶべき

ことが︑失われようとしているのではないでしょうか︒

子どもたちの今・未来を安心・安全なものにする責務が私たちにはありま

す︒平和・人権・共生・環境を基軸にした取組を︑私たちはさらに強く推し

進めていかなくてはならないのです︒

格差社会︑子どもの貧困がクローズアップされて久しいですが︑現政権下

では︑さらに︑格差も貧困層も拡大されていくのは必至です︒﹁すべての人

に居場所と出番がある社会﹂の実現に向けて︑枚方市議会議員としてさらに

枚 方 市 は︑ ２ ０ １ ４ 年 ４ 月︑ 中 核 市 に 移 行 す る こ と に な り ま し た︒ 約

取り組みをすすめていく決意です︒

１８００項目の事務が新たに移譲され︑本市域に係る検査業務は枚方市保健

所で行うことになります︒枚方市がさらに住みやすいまち︑より魅力的なま

ち︑多様性が多様なまま生活できるまちになるように︑皆さんと思いを共有

し︑ともに歩んでいきたいです︒またご意見等お寄せくださいますよう︑よ

皆様のご健勝とご多幸を祈念し︑本年のご挨拶とさせていただきます︒

ろしくお願いいたします︒
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18（火）〜19（水） 大阪教組夏季セミナー

10.12

✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑✒✑

● 発行者：枚方市議会議員（民主党）野村いくよ

自宅：〒573‑0084

枚方市香里ヶ丘 6 丁目１
０‑ 2 ‑１01

e-mail：194‑nomura@mvf.biglobe.ne.jp

法の視点から〜「子どもたちが輝かく教育をめざして」
谷口真由美さん

12（火） 枚方市立新病院建設工事現場視察
13（水） 市議会議員研修「枚方の教育について」
普段あまりお話をしない教育委員の方々から思いをお聞きすることが
できました。

14（木）
15（金）
16（土）
19（火）

ひらかたまつり

30（金） 建設委員協議会

9月

1（日） 枚方市男女共同参画社会づくり支援講座「私が歩んで

20（水）

きた道」白井文さん（前尼崎市長）

2（月） 市民チャリティゴルフ大会
3（火） 市議会現地視察会（美術館建設候補地・(仮称)東部スポーツ公園

21（木）
24（日）

6（金） 枚方市人権推進本部研修会に参加（講師 阿久澤麻理子さん）
7（土） 大阪・母と女性教職員の集い 全大会「世界に向けた

26（火）

予定地・新名神高速道路八幡ジャンクション建設工事場

公約

日本国憲法 」内田博文さん

8（日） 平田オリザさん演劇ワークショップ＆講演会枚方市子ども
・若者育成計画策定記念〜ひきこもり・不登校の子ども・若者の自立に向けて〜

10（火）〜10/23（水）
第３回枚方市議会定例会
17（火） 枚方市敬老のつどい
20（金）
22（日）
23（月）
27（金）
29（日）

枚方市老人介護者の会
在日本朝鮮大阪府商工会創立65周年記念式典・講演
会（佐高信さん）
ひらかたNPOフェスタ2013於岡東中央公園
もんじゅを廃炉に！関西集会於天王寺区民センター
消防組合議会議会運営委員会
枚方市立五常小学校運動会

10 月

日本女性会議あなん

・仙台市・名取市

樋口修資さん(明星大学)

育課指導主事)

1（火） 枚方交野更生保護サポートセンター開所式
2（水） 枚方寝屋川消防組合議会臨時会
8（火） 大阪広域水道企業団議会議員定数等調査委員会於大阪産業創造館
10（木） 枚方市追悼式
11（金）〜13（日） 日本女性会議2013あなん
14（月） メチャハッピー祭枚方会場（岡東中央公園）

11 月

9（土） 民主党大阪府連常任幹事会
11（月） 北河内地区教組2013教育改革フォーラム〜日本国憲

さん（豊中市社会福祉協議会福祉課長）

③「大阪都構想とは」中村哲之助府議会議員
（木）
22
大阪広域水道企業団議員定数等調査委員会
24（土） 府連常任幹事会
公開講座 島根に学ぶ 学校図書館を学びの中心に
「学びを支える学校図書館」槇川亨さん(島根県教育庁義務教

子育て支援について

1（金） 大阪広域水道企業団議会全員協議会
7（木）〜8（木） 建設常任委員会先進都市研修 宮城県石巻市

②「教育委員会制度『改革』と教育の中立性の危機」

民主党大阪府連常任幹事会・民主党大阪府連第15回
定期大会於シティプラザおおさか

12.2

会京都府連主催

①「豊中市社会福祉協議会のCSWについて」勝部麗子

残念ながら開会式等少しの時間しかいることができませんでした。

民主党街宣

全員協議会・行政視察研修・懇親会

30（水） 女性議員ネットワーク会議・近畿、中国ブロック研修

URL：nomura-ikuyo.com/

8月

2013.12.20

23（水） 消防組合議会議会運営委員会
27（日） 戦争あかん！基地いらん！2013関西の集い於エルおおさか
29（火） 枚方寝屋川消防組合議会議会運営委員会・臨時議会・

具象ファンタジー 栄永大治良展於市民ギャラリー
枚方市人権まちづくり協会映画会「遺体〜明日への
10日間〜」於メセナひらかた
枚方市人権まちづくり協会会員現地研修会旧閑谷学校
大阪府DV予防啓発セミナー於ドーンセンター
民主党大阪府連11区総支部常任幹事会
社協福祉フェスティバル於ラポールひらかた
2013年度 講座「生きること」 命の燈台守〜東尋坊
の ちょっと待ておじさん 〜
枚教組拡大女性部委員会学習会「子宮頸がん検診と子
宮頸がんワクチンについて」
枚方市老人介護者の会
連合大阪北河内地域協議会街宣行動「労働者保護ルー
ル改悪反対!」於枚方市駅
枚方退女教しおん会 親睦研修会近江弧蓬庵・雨森芳洲庵
民主党大阪府連統一地方選挙総合選対本部会議・民主
党前進の集い於リーガロイヤルホテル
民主党女性委員会・特別企画〜ジェンダーギャップ指
数105位からの脱却〜緒方貞子さん元国連難民高等弁務官講演

会

於参議院議員会館

27（水） 建設委員協議会
29（金） 連合大阪河北地区協議会総会・懇談会

12 月

1（日） 全朝教初代代表 稲富進先生最終講義「島人二世教師
と在日朝鮮人教育」出版記念

3（火） 枚方寝屋川消防組合議会議会運営委員会・全員協議会
5（木）〜19（木） 第４回枚方市議会定例会
6（金） 憲法９条を誇りにする会 総会
7（土） 民主党11区総支部常任幹事会
WES定例会

8（日） ウィルフェスタ 映画上映会「The Lady アウンサ
15（日）

ンスーチー〜引き裂かれた愛〜」
９条連・近畿 総会
民主党11区総支部定期大会

2013
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方市議会定例会
2013年 第 3 回 枚

告
報
会

議

（ 9 月議会）

今年度は、決算特別委員会が議会開会中に行なわれることになりましたので、
９月10日〜10月23日の開会となりました。
一般質問は27人が行い、私は19番目に質問を行いました。

？ 野村いくよの 一 般 質 問 は …（抜粋）
❶

教職員の多忙化解消について

提出される議案は…

全質問は
７項目、
野村いく
よ公式ホ
ームペー
では、一
ジ
般質問を
動画で見
ことがで
る
きますよ
！

Q：2011年４月に導入された「教職員の勤務状況の適正な把握のための出退勤シ
ステム」の導入目的は?
A：教職員の勤務状況を適正に把握し、時間外業務を少なくするための手立てを実
行し、教職員の健康保持・増進に努めること。校園長、教頭がこのシステムに
より、教職員の勤務状況を把握し労働環境の整備に努めている。
Q：具体的に多忙化を解消するためには？
A：把握した各校の状況をもとに、校長へのヒアリングを行い、業務分担を見直す
よう助言するなど、長時間勤務が常態化しないようにとりくんでいる。
出退勤システムを活用し、教職員の長時間勤務となる原因等について分析を進
め、具体的な対応を検討する。

❷

中学校通学区域制度の弾力的運用につ い て

Q：2011年12月議会で、「見直しを含め、検証していく必要がある」という答弁
を得たが、検証の内容は？
A：これまでの10年間の成果と課題等を検証している。その検証過程で2013年度
入学者から申請の手続きを一部変更。
要望：本市では、子どもたちの9年間を見据えた小中連携事業を進め、地域の子ども
は地域で育んでいくことに力を注いできた。その取り組みと通学区域の弾力的
運用は相反するもの。弾力的運用との決別を要望。

❸

子育て支援について

要望：認可外保育施設は、認可保育所の補完を行い、多様な保育需要を補っている。
「子
ども・子育て支援新制度」移行の中で、保護者の負担軽減にもつながるように
公的補助の対象にすること。

❹

子ども・若者育成計画について

要望：義務教育期間でのひきこもり等しんどい状況の子どもへの支援、義務教育終了
後の支援が一貫して行われるように、ネットワーク会議での課題や情報の共有
が確実に行われ、支援が途切れることのない体制をつくること。
●中核市移行経費、小中学校給食共同調理場整備事業、留
守家庭児童会室障害のある第５第６学年の児童受入事業
委託料、等を含む補正予算案件。

野村いくよ の

ブログ

2013年 第 4 回

なっています。
今日、ドーンセンターで開催された「大阪府主催のＤＶ予防啓

12月5日〜19日の開会となります。

等

●補正予算案件
給料月額減額措置等による人件費補正、花と緑のまちづくり基金積立金、災害復旧補助経
費等を含む一般会計補正予算
国民健康保険特別会計補正予算等4件、水道事業会計補正予算等3件
●条例案件 49件
中核市移行に関係して条例の制定や改正 40件
枚方市花と緑のまちづくり基金を設けるため枚方市基金条例の一部改正
枚方市宮之阪保育所を廃止するため枚方市児童福祉施設条例の一部改正
他、中核市移行に伴い多くの条例案件が上程されました
●契約締結案件
枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について
●指定管理者の指定案件
枚方市メセナひらかた会館、枚方市民会館、枚方市都市公園有料施設、枚方市総合スポー
ツセンター、枚方市立市民体育館、枚方市立伊加賀スポーツセンターの指定管理者の指定
その他 市道の廃止・認定
固定資産評価審査委員会委員の選任の同意

？ 野 村 い くよの一般質問は…
このニュース原稿を書いている時は、一般質問前です。予定質問は以下のとおりです。
◎
◎
◎
◎
◎

ひとり親の支援について（未婚のひとり親への寡婦（夫）控除のみなし適用について・母子避難者支援について）
学校教育の課題について（全国学力・学習状況調査について、高校入試制度について）
学校給食について
子育て支援について（虐待・子どもの貧困について）
男女共同参画について（ＤＶ被害者支援について）

「原発事故子ども・被災者支援法の基本理念に基づく具体的施策の早期実現を求める意見書」
「特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書」を民主クラブから提出しました。
建設常任委員会行政視察研修
今年度、私は建設常任委員会に所属しています。11月に行われました行政視察では、宮城県
を訪れ、石巻市「石巻市復興整備計画について」、仙台市「仙台市下水道震災復興推進計画に
ついて」、名取市「復興に向けたまちづくり」について研修しました。大震災から約２年９か
月が過ぎました。課題は多くあるが、やっと復興への歩みを進めることになった、と…。
被災者に寄り添い、当事者の声に応えることができるような支援にとりくみたいです。

お知らせ

日々汗々

発セミナー」に参加しました。
セミナーの内容は、特定非営利活動法人心のサポートステーシ
ョン宮本由紀代さんが講師となり、日常生活に潜む女性への暴力
『ＤＶ・虐待、家庭内暴力の実態と影響について』と２時間一杯
話されました。
どこからの紹介で申し込んだのか、覚えていないので、どのよ
うな方が対象になっているかもわからないのですが、男性の姿も
ちらほらと…後で、質問された男性の言葉から民生委員をされて
いることがわかりましたが…
ケンカとＤＶとはどう違うのでしょうか。から始まり、ＤＶに
関して基本的なことから、被害者支援での心構えについても詳し
く話され、レジュメと共にわかりやすかったです。
そして、今では、ＤＶの環境の中で暮らす子どもには、虐待が
存在することが認識されています。
被害者支援に加えて、子どもに対する支援も必要となります。
ＤＶが子どもに及ぼす影響を詳細に述べられるとともに、どの
ようにして子どもを守れるのか、また関わり方まで述べていただ
きました。
被害者のエンパワメントにつながる支援…
救済より援助・支援意識でかかわること、には納得でした。
「ＤＶ、虐待」 言葉が認知され、それまでの「自分のしんどさ」
が何か、がわかるようになりました。
相談数は増加の一途をたどっているようです。
しかし、男性中心の社会の中で、
「ＤＶ（ドメスティック・バ
イオレンス）
」に対して正しい知識を持っている人は、そんなに
多くないと思います。
パワーとコントロールの人間関係。対等な人間関係ではありま
せん。
セミナー参加者は、パープルリボンもゲットです。
今でも、何のバッヂですか、と聞かれますが…少しずつでも知
名度が上がって、理解される方が増え
るといいですね。
加えて、11月は虐待防止月間でも
あります。
写真は、吹田市製作のオレンジリボ
ンとパープルリボンのダブルリボンで
す。非暴力のシンボルとなりますね。

その２
その１

野村いくよ

●（
（仮称）新第１学校給食共同調理場整備事業用地）の取
得の財産取得案件。

新春のつどい

●教育文化センターの研修室等の使用料を定めるために条
例の一部改正。

を開催します！
日時：2014年２月１日（土）
11：30〜
場所：天水苑（天安門横）
会費：4000円

●2012年度決算の認定（実質収支の黒字は11年連続） 等々
上程された案件はすべて可決されました。

その他の質問は、また野村いくよＨＰや
枚方市議会ＨＰでご覧くださいね！

11月12日〜25日は、女性に対する暴力をなくす運動週間、と

（ 12 月議会）
枚方市議会定例会

●報告案件
枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画に関する報告について、損害賠償について

建設常任委員会研修

11.7

消防組合視察研修

10.29

野村いくよの活動日誌より

市政報告や意見交換を行いなが
ら、楽しい時間を過ごしません
か。ご参加お待ちしています!!

ピースウォーク
いくよ！
日時：2014年３月１日(土) 10：00〜
場所：南部生涯学習市民センター集合
香里団地周辺を枚方市作成平和ガイド
マップ参考に…歩きませんか。
会費：昼食代実費
しながら交流を…

歩いた後はランチ

３月１日は枚方市平和の日です。香里
《爆弾》製造所に関係するところを巡り、
ともに平和について考えましょう！

