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民主党大阪府連男女共同参画委員会
大阪教組女性部定期大会

6（土） 民主党11区総支部常任幹事会
7（日） 枚方市立五常小学校運動会

（今年から１学期に実施されることになったそうです。
）
枚方ふれあいフェスティバル
日本はどこにむかうのか！ 集会

URL：nomura-ikuyo.com/

9（火）
11（木）
12（金）
13（土）

朝鮮総聯結成60年記念祝賀会
枚教組女性部大会
26（金） ６月定例月議会
部落解放共闘女性連絡会議
（研修１「新たな大阪府男女共同参画計画の策定について」
研修２「京都朝鮮学校襲撃事件〜心に傷、差別の罪、その
回復の歩み〜」
）

５月

2015. ７.20

3（日） 「住民投票対策」街頭行動
8（金） 議員総会 （２人減って32人の議員で新しい任期の始まり
４期目当選！（

です。
）
街頭演説会 枚方市駅

月26日）

新たな任期も全力で…

9（土） 「住民投票対策」街頭行動

︵本来はそれぞれ個別に審議すべき

4

日頃は︑野村いくよの活動にご理解とご支援をいただいていますことに心よ

4

り感謝申し上げます︒また︑ 月の枚方市議会議員選挙で︑皆さま方からの大

4

きなお力添えで︑ 期目当選することができましたこと︑改めて感謝申し上げ

ます︒これからの 年︑皆様からいただいた声をしっかりと市政に反映させ︑

すべての人が安心して暮らせるまちづくりにさらに尽力していきます︒

さ て︑ 政 府 は︑ 集 団 的 自 衛 権 の 行 使 容 認 を 盛 り 込 ん だ 安 全 保 障 関 連 法 案

10

法律の改正案︶を今国会で提出し︑会

期を大幅に延長し︑何が何でも今国会で成立させ︑﹁戦争をする国﹂づくり

を急いでいます︒安全保障関連法案が﹁違憲﹂であると︑歴代法制局長官を

はじめ︑多くの憲法学者や弁護士などが明示しているにもかかわらず︑また︑

世論調査においても多くの人が反対しているにもかかわらず︑この市政だよ

りがお手元に届くころには︑法案が衆議院で可決されている可能性が高いこ

とが報道されています︒

私たちが住んでいるこの国は︑本当にどこに向かうのでしょうか︒現政権

の暴挙を許さず︑私たちは︑憲法を知り︑自立した市民として︑主体的に行

動していかなければなりません︒政治の場にいる私自身も︑しっかりと﹁お

日﹁大阪市廃止︑分割案﹂を問う住民投票が行

！
！

かしいことはおかしい﹂と発信し行動していきます︒子どもや孫の世代を戦

月

17

場に送らないためにも⁝

さて︑大阪市では︑

われ︑僅差ではありましたが︑大阪市の存続が決まりました︒橋下大阪維新

の会が掲げる﹁大阪都構想﹂が否決されたことになります︒２００７年に橋

下府知事が誕生してから︑大阪の教育には競争至上主義が持ち込まれ︑学校

現場は大変厳しい状況となっています︒橋下大阪市長は政界から去ることに

なっていますが︑大阪維新の会の動きには注視し︑﹁平和︑人権︑共生︑環境﹂

を基軸としてきた大阪の教育を再構築していかなければなりません︒すべて

日投開票日となる市長選が行われます︒なぜ︑この暑

は子どもたちのために︑すべての子どもたちのために︑全力でとりくんでい

月

月末に市長選があることになったのか︑をあらためて確認し︑少子高齢

枚方市では︑

きます︒

い

化・人口減少を迎えるこれからの枚方をどのようなまちにするのか︑という

ことを皆さんとともに考えていきたいと思います︒

﹁多様性を尊重し︑誰をも排除しない︑みんながつながり︑支えあうまち﹂

づくりに︑私も枚方市議会議員として全力でとりくんでいきます︒今後も︑

ご指導︑ご支援を賜りますことをお願いいたします︒暑い夏となりそうです︒

どうぞご自愛ください︒

5

16（火）
18（木）
20（土）
21（日）

「大阪市」のままでも変われるで☆女性集会
北河内地区教組春季学習会
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1（月） 全国自治体病院経営都市議会協議会定期総会
2（火） 総務委員協議会
5（金） 各派代表者会議・議会運営委員会

Facebookもやっています

No. 18
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６月
︵抜粋︶

野村いくよ

8

No. １８

10（日） 大阪市をなくすな！市民大集会＆パレード

住民投票緊急セミナー「特別区を考える」

15（金） 怒れる女子会デモ行進（新町北公園⇒難波）
府民のちから大集会

16（土） 枚方交野保護司会定例会

豊田勇造東日本大震災復興支援チャリティコンサート
（ワークショップ虹）

総務常任委員会
枚方交野保護司会定例会・研修
民主党11区総支部常任幹事会
日韓条約50年「解決済み」論の暴力に抗して〜今、問われ
るべき過去清算とは〜
（講演 金 昌禄さん「韓日過去清算の法的構造」
庵逧由香さん「日本と朝鮮半島の過去清算問題は
『解決済み』なのか？」
）

22（月） こどもシェルター学習会（「フェミニストカウンセリング

に訪れる女子・女性たちの実情とセーフティネット構築や
自立に必要なもの」 加藤伊都子さん）

17（日） 私には投票権はないけれど…住民投票 勝利!!
やった（^̲^）
/

27（土） 守口市教職員組合定期大会

19（火） 21（木） ５月開会議会
22（金） 大阪教組定期大会
23（土） 民主党大阪府連常任幹事会

清元わだちの会

演奏会

28（日） 街宣行動 枚方市駅
民主党11区総支部

大阪退職女性教職員の会定期大会
大阪市教組定期大会

国立文楽劇場

第14回大会

７月

24（日） 枚方市退職教職員の会（かささぎ会）総会
25（月） 枚方市退職女性教職員の会（しおん会）親睦研修会

1（水）

27（水） 連合全国260地域協議会統一集会「労働保護ルールの改悪

5（日） 6（月） 民主党「女性議員ネットワーク会議」総会・研修会
7（火） 戦後70年東アジアの未来へ！市民宣言発表

社会を明るくする運動式典及び街頭キャンペーン

4（土） 大阪教組教研全体会

（淡路島で人形浄瑠璃を楽しみました♪）

（講演

を許さない！」

28（木） 枚方市人権まちづくり協会10周年記念事業

阿部彩さん「子どもの貧困ゼロ社会をめざして」
）

（講演 浜矩子さん 「次の70年をどう共に生きるか〜本
当の積極的平和主義をめざして〜」
）

（市原悦子〜朗読とお話の世界〜）
総会・懇親会

10（金） 消防救助技術近畿地区指導会出場に伴う訓練披露会

30（土） NPO法人こどもシェルター「ぬっく」設立総会

（陸上の部）見学会

WANシンポジウム

11（土）
12（日）
13（月）
20（祝）

31（日） 高浜原発NO！再稼働 集会

平和憲法枚方市民の会総会・コンサート（高橋樺子さん）
野村いくよ 市政報告会
平野博文感謝の集い
第17回民主党大阪府連定期大会
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選挙演説

2015

街宣行動（

月

日）

怒れる女子会（

月15日）

夏号

号 外
民主党プレス民主編集部
〒100－0014
東京都千代田区永田町 1-11-1
電話 03-3595-9988（代表）
http://www.dpj.or.jp

東京・有楽町で街宣行動（

月

日）

竹内市長を応援しています！

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

● 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

しおん会親睦研修会（

月25日）

原爆被害者の会総会
（ 日21日）

社会を明るくする運動（

月

日）

神本本部長と（

月

日）

議会報告

生涯学習市民センターは市長部局、図書館は教育委員会とい
う異なる部署が所管する複合施設への指定管理者制度の導入は
初めてとなります。現行の管理運営体制から円滑に指定管理者

５月１日より４期目のスタートです。新しいメンバー７人で会派「連合市民の会」を構成しました。

制度に移行し、課題等を生じた場合においても対処できるよう
複合全６施設の一括導入ではなく、上記の２施設に来年４月か

ネウボラとは…
フィンランド語で「アドバイスする場所」という意味で、
妊娠期から出産・子育て期までの子どもとその家族を対象とする支援制
度であり、「かかりつけネウボラ保健師」を中心とする産前・産後・子育
ての切れ目ない支援のための地域拠点（ワンストップ）そのものをも指す。

ら指定管理者制度を先行導入することとなりました。

日）
月19日〜 月21

で行うこと、活動委員会をこれまでと同じように市の協働事業
６月定例月議会

月開会議会（

2014年４月１日施行の枚方市議会基本条例に基づき、今年から
通年議会が始まりました。

１日目に、議長・副議長を選出。私 野村いくよが副議長に
選出されました。
大森議長も女性です。正副議長とも女性というのは、初めて
です。男女共同参画社会を推進する立場としても、頑張ってい
きたいです。
監 査 委 員 の 選 任、 そ の 他 の 議 会 役 員 の 選 出 を 行 っ た 後、
「2015年度一般会計補正予算（第 １ 号）
」 ５ 特別会計補正予算
「介護保険条例の一部改正（所得区分第 １ 段階の保険料を軽
減）」を可決。専決事項の報告を承認しました。
通年議会の会期を2016年４月28日までと決定しました。
私は、総務常任委員会に所属、議会報編集委員会副委員長と
もなりました。

〇枚方市社会福祉審議会条例の一部改正
〇枚方市税条例等の一部改正
（軽自動車税の税率の特例を設けるため。たばこ税の税率
の特例を廃止するため。他）
〇枚方市手数料条例の一部改正
〇枚方市児童発達支援センター使用料条例の一部改正
〇保育の実施等に関する条例の一部改正
〇枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める
条例及び
枚方市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定め

通年議会とは……

１ 年の会期中、議会がいつでも主体的に会議を開くことができます。
（緊急時にも迅速な対応が可能）
議会が議決すべき事件を市長が閉会中に処理する専決処分をなくすこと
で、議会の議決責任をより一層果たすことができます。

る条例の一部改正
〇枚方市立幼稚園条例の一部改正

として位置づけ、指定管理者と市も担当者がかかわること、な
どの確認を行い、私は賛成に立ちました。

６月19日〜24日

月

〇枚方市総合スポーツセンター条例の一部改正
（春日テニスコート設置のため）
学習市民センター・牧野生涯学習市民センターに指定管理
者制度を導入するため）
⇒総務常任委員会に付託
〇枚方市立図書館条例の一部改正（蹉跎図書館・牧野図書館

12日に提出された議案

に指定管理者制度を導入するため）
⇒文教常任委員会に付託
４．契約締結案件

１．報告案件
〇外郭団体（枚方市土地開発公社・他 ６ 団体）の経営状況
（2015年度事業計画）の報告
〇2014年度大阪府枚方市一般会計繰越明許費他５会計の継続
費の繰越計算書について

〇東部公園第２期造成工事請負契約締結について
５．長尾財産区財産の処分について
６．請願１号「図書館の充実、発展を求める請願」を受理し、
文教常任委員会に付託
以上付託された案件以外、すべて原案可決

〇損害賠償について
２．補正予算案件
〇2015年度大阪府枚方市一般会計補正予算（第２号）
主な歳入の補正内容：指定寄付金、財産区特別会計繰入金
主な歳出の補正内容：社会保障・税番号制度関係事務経

本会議終了後

全員協議会が開催されました。

第５次枚方市総合計画（基本計画）策定状況について

説明

報告を受けました。

費、学校園施設改善事業経費、国庫
負担金等償還金
〇2015年度大阪府枚方市財産区特別会計補正予算
歳入の補正内容：土地売払い収入
歳出の補正内容：地元補償金、財産区基金積立金、一般会
計繰出し金
３．条例案件
〇枚方市特定個人情報保護条例の制定
（いわゆるマイナンバー制度施行に伴い、特定個人情報に
関し必要な措置を講じるため）

一般質問

32人の内、正副議長を除き、27人が質問されました。４日間
の内半日、議長を務めさせていただきました。副議長は、一般
質問等を行わないことになっていますので、この１年間は、残
念ながら、質問ができません。
同じ会派の人が、「妊娠・出産から切れ目のない子育て支援
について」質問されました。そこで、「枚方版ネウボラ」を要
望されました。昨年夏に、神本美恵子参議院議員から、フィン
ランドにおける妊娠・出産から子育て期における子どもとその
家族の支援「ネウボラ」について初めてお話を伺いました。
枚方市が、2014年12月から実施している「産後ケア事業（枚
方市産後ママ安心ケアサービス）
」を、切れ目のない子育て支
援施策の一つとして位置付けていることに、共感し、妊娠・出
産から子育て期の切れ目のない支援の仕組みを推進していきた
いと思っていたので、「ネウボラ」という言葉が、議会で取り
上げられてよかったです。

６月16日 総務常任委員会 付託された案件は原案可決
６月17日 文教常任委員会 付託された案件は原案可決
請願「図書館の充実、発展を求める請願」 不採択
2013年３月に策定された行政改革実施プラン（前期）に基づ
き、生涯学習市民センターと図書館の管理運営について、サー
ビス向上と効率性の観点から検討が行われ、特に６つの複合施
設において指定管理者制度を導入することが提示されました。
枚方市では、現在18施設42カ所に指定管理者制度を導入して
います。

１．常任委員会に付託された結果を委員長が報告
枚方市立生涯学習市民センター条例の一部改正及び枚方市
立図書館条例の一部改正⇒原案可決
請願「図書館の充実、発展を求める請願」は不採択
２．人事案件（人権擁護委員の推薦）
３．農業委員会委員の推薦
４．議員提出議案
〇議会改革に関する調査を行うため、議会改革特別調査委員
会を設置。
〇枚方市議会会議規則の一部改正
５．意見書
連合市民の会から「雇用の安定を求める意見書」「安全保
障関連法案の慎重審議を求める意見書」を提出しました。
「雇用の安定を求める意見書」は、労働保護ルール改悪す
るのではなく、雇用の安定を求める意見書で、今国会に提出
されている労働法制について述べたものです。残念ながら、
否決されました。
「安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書」について
は、賛成多数で可決されました。
「少人数学級の更なる推進を求める意見書」等 他５つの
意見書が可決されました。

野村いくよの活動日誌ブログより

〇枚方市立生涯学習市民センター条例の一部改正（蹉跎生涯

日〜 月26日）
定例月議会（ 月12

６月26日（最終日）

移行初年度から課題等を把握し、必要な見直しを仕様書など

WANシンポジウム
５月30日(土)
午後は、2015年 WAN シンポジウムに参加するために、ドーンセンターへ。
「幾度も繰り返そう、個人的なことは、政治的！」
というタイトルで、
基調報告：
三浦まりさん 「怒れる女子会」呼びかけ人
谷口真由美さん おばちゃん党代表代行
寺町みどりさん 「女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク」事務局
討論者：
よつや薫さん 西宮市議会議員
大橋涼子さん 前和泉市議会議員
司会・コーディネーター
岡野八代さん WAN理事
挨拶は

WAN理事長

上野千鶴子さん

シンポジウムの趣旨は…
男女雇用機会均等法から四半世紀、北京女性会議から20年、男女共同参
画社会基本法から15年、そして今年は、男女平等を理念とする日本国憲
法が制定される直接のきっかけとなった、敗戦後70年を迎えます。
他方で、男性と女性の社会的地位を比較するジェンダー・ギャップ指数
は104位(2014年)と低迷し、わたしたちの実感として、社会的地位や生
活実態が改善されていないどころか、むしろ後退しているとすら感じら
れます。
(中略)
なぜ、わたしたちの胸のうちにくすぶる不満や不安、苦しみや悲しみ、
そして怒りが日本社会の中枢に届かないのでしょうか。2015年のWAN
シンポジウムでは「個人的なことは、政治的」というフェミニズムの原

点に立ち戻り、女性にとって政治とはなにか、政治にコミットするとは
どのようなことか、そして女性たちに必要な政治とはなにかといった疑
問と課題に、皆さんと一緒に応えてみたいと思います。
（次第用紙から抜粋）
ある意味贅沢なメンバーによるシンポジウム
期待を裏切らず、すごいパワーで、クォータ制のことや「おばちゃん」
のこと、女性議員を増やすことなど、会場からの質疑応答も含めて、テ
ンションすごく高かったです!!
会場から女性議員の発言等もあり、大阪以外から多くの方が来られてい
るのがわかりました。
東京の人からは、なぜ橋下市長の評価が、この場では低いのか? テレビを
見ている限りでは良い政治家だと思うのだが…という質問もありました。
丁寧に応えられていたので、あらためて私自身も整理できた感が…
大阪外の方からの発言がほとんどだったので、興味深く聞きました。
「私が…」と自分が主体となって話すこと
孤立させないためにも、地域でつなぐこと
議員は住民の代表であること(声の代弁者)
政治は生活そのもの
何もしなければ Nothing、何かをすれば、必ず変わる
対立と分断ではなく、多様性と共生を
つながることによって、わたしたちの持っているパワーをカタチにして
いく
絵本「スイミー」になること 等々…
クォータ制については、具体的に性別比例制の原則や
選挙の制度を使い勝手のいいものにしよう、ということで連記制や戸別
訪問の解禁などについても触れられていました。
たくさんの言葉が心に響きそして共感し、私もいーっぱいエネルギーを
いただいて帰りました。

