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活動日誌

30（水） 蘇州大学と交流する大阪府教職員の会
念式典

Facebookもやっています

野村いくよ公式ホームページ

URL：nomura-ikuyo.com/

2月

2016.6.10

すべての子どもたちと私たちの未来のために…
うっとうしい梅雨の季節となりました︒日頃は︑野村いくよの活動に

月

5

ご理解とご支援をいただき心より感謝申し上げます︒昨年度は︑副議長

という役職を担い︑議長の議会運営をサポートしてまいりました︒

18

日に無事任期を全うできたことも皆様のご協力のおかげです︒ありが

日︑安全保障関連法が施行されました︒﹁戦争のできる国﹂が

29

とうございました︒

3

月

法的にも裏付けられた日となったわけです︒国会正門前では多くの人が

安保法施行に抗議し︑廃止を求めました︒安保法が憲法違反であること

3

分の

以上の議席を獲得し︑憲法改悪をめざしています︒九州熊本地方を中

2

は︑明白な事実であります︒さらに安倍政権は参議院選挙で与党

心に大地震が起こっても︑点検のためにさえ原発をとめることもせず︑

高速増殖炉﹁もんじゅ﹂の維持も表明しています︒沖縄の基地問題も悲

億総活躍﹂﹁女性の活躍推進法﹂﹁同一労働同一賃金﹂等

1

惨な事件が起きても︑解決に向かうこともなく︑安倍政権は暴走を続け

ています︒﹁

希望を感じさせる言葉を使っても︑根底ではこれまでと何も変わってい

ません︒アベノミクスの破たんも明らかです︒この夏の選挙は︑日本の

月の選挙

7

将来を大きく左右するものになります︒私たち大人には︑子どもたちの

未来に責務があります︒希望が持てる未来を築くためにも︑

で︑安倍政治を終わらせなければならないのです！

私は︑大阪選挙区ではおだち源幸さんを︑比例区ではなたにや正義さ

んを応援しています︒二人とも︑大阪や日本を包み込む不条理を取り除

誰をも

き︑将来に希望が持てる真に平和で安心な社会を築くために︑命を守る

政治を実現していきます︒

私たちが向かうべき道を︑しっかりと歩んでいきましょう！

排除しない︑すべての人に居場所と出番がある社会の実現に向け︑これ

からも皆さんと共有する思いをカタチにしていきたいと思います︒﹁一

人ひとりは微力ではありますが︑無力ではありません﹂ともに歩む仲間

の輪を広げていき︑大きな力にしていきましょう！

私も枚方市議会議員としての役割を確実に果たしてまいります︒どう

ぞ︑これからもご指導︑ご支援を賜りますようよろしくお願いいたしま

す︒
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1（月） 東海大附属仰星高等学校全国ラグビー大会優勝記念セ
レモニー
河北市議会議員研修会
2（火） 3（水） 総務常任委員会視察研修
（北九州市・広島市）
4（木） 民主党地方自治体議員フォーラム近畿ブロック研修会
奈良県連
6（土） 野村いくよ新春のつどい ご参加ありがとうございました。
10（水） 枚方市議会議員研修会「震災復興と議会のとりくみに
ついて」 岩手県陸前高田市議会議長・事務局長
12（金） 総務委員協議会
13（土） 枚方・寝屋川消防組合本部新庁舎竣工式・内覧会
16（火） 箕面市立彩都の丘学園視察（日政連議員団）
20（土） 雨森秀芳さんを偲ぶ会
22（月） 枚方市議会議員研修会「救急医療体制の過去・現代・
未来と災害対応について」 関西医科大学救急医学講
座主任教授
23（火） 性暴力を許さない女の会２月公開講座「痴漢のいない
電車にのりたい！ 25年間で痴漢をとりまく問題は変
わったのか？」 ドーンセンター
25（木） 28（日） ３月定例月議会
25（木） 人権まちづくり協会映画会「ふたたび」 メセナひらかた
27（土） ピース映画会「みんなの学校」 ラポールひらかた
平和の日にちなんで行っているピースいくよ！実行委員会主催
の行事を今回は映画会にしました。多くの方に参加していただ
き、
「ともに学び、ともに育つ」ことをともに考えることができ
たのではないかと思っています。ありがとうございました。

28（日） 五常校区防災フェスティバル
中宮まぶね保育園竣工式

3月
1（火） ひらかた平和フォーラム〜語る語り継ぐ平和への想い〜
「平和メッセージ発表」磯島小・山田東小・山田中
講演会「大阪空襲と香里製造所に学徒動員された女学
生たち」久保三也子さん 輝きプラザきらら
（土）
5
国際女性デー 3・5大阪集会「そして、女たちの戦いは
続く〜女性解放の歴史をテレビ番組でたどって〜」
吉峯美和さん（フリーランス・TVディレクター）ドーン
センター
11（金） 平和の燈火 岡東中央公園
13（日） さよなら原発 関西集会 〜 NO！高浜原発再稼働
「もんじゅ」を廃炉に〜 中之島中央公会堂
14（月） 枚方市立第四中学校卒業式
17（木） 枚方市立五常小学校卒業式
25（金） 「みん里☆ゼロ円こども食堂」見学 ちいさいほいく
えんみんなの里
26（土） ツラッティ千本企画展「今子どもたちの貧困を考え、
行動する」
27（日） 「廃止しよう！戦争法、止めよう！辺野古新基地建設」
関西集会 中之島中央公会堂

創立20周年記

4月
3（日） 枚方市春季・秋季総合体育大会総合開会式 枚方市立
体育館
6（水） 8（金） 友好都市大韓民国全羅南道霊岩郡 王仁博士
春享祭に出席
10（日） 参議院議員おだち源幸国政報告会 北大阪商工会議所
五常校区コミュニティ協議会 桜まつり 煙突山
14（木） モバイルプラネタリウム投影会 中央図書館
「山科醍醐子どもの広場」視察研修
15（金） 交通事故犠牲者追悼式
16（土） 緑化フェスティバル 岡東中央公園
17（日） 五常校区コミュニティ協議会総会
23（土） 介護問題連続シンポジウム「疲弊する介護の現場〜そ
の現在と未来を見つめ、考えよう！〜」
民進党大阪府連全議員会議
24（日） 連合北河内及び北河内労福協幹事合同研修会 ユニト
ピアささやま
25（月） 枚方市退職女性教職員・しおん会 総会
26（火） 枚方市日中友好協会定期総会 枚方市民会館
28（木） 全員協議会「美術館及び総合文化会館整備について」
北河内地域メーデー 枚方市民会館大ホール
30（土） 民進党大阪府連常任幹事会・選対会議

5月
7（土）
8（日）
13（金）
14（土）

北河内地区教組春季学習会
おだち源幸後援会事務所開き
T-SITE

内覧会

枚方百済フェスティバル 岡東中央公園
９条連近畿学習会 PLP会館

16（月） 17（火） 民進党地方自治体議員フォーラム総会・全国
研修会 京王プラザホテル東京
18（水） 20（金） 開会議会
22（日） 枚方市退職教職員・かささぎ会総会
参議院議員おだち源幸さんを励ます集い リーガロイ
ヤルホテル
26（木） 憲法のつどい「パラリンピックが私にくれたもの」
鈴木ひとみさん メセナひらかた
民進党大阪府連国政選対会議
27（金） 人権まちづくり協会総会会員研修 映画「風は生きよ
という」観賞 メセナひらかた
28（土） 大阪府退職女性教職員の会定期総会 ホテルアウィーナ
大阪市教組定期大会 港区民センター
コリアNGOセンター総会・特別報告会
「アメリカの移民難民政策と多民族共生の課題」
金光敏さん
31（火） 文教委員協議会

6月
3（金）
6（月）
7（火）
8（水）

大阪教組女性部定期大会

高津ガーデン

枚方寝屋川消防組合議会
枚方市立五常小学校運動会
枚方市立第四中学校体育祭

民進党政治スクール・大阪デモクラ塾を１月から第２曜日に開講
大阪府連総務・組織委員会主催

天満川緑道の自然巡回路の整備

議会報告

協働によるまちづくりの推進

「地域担当職員制度」の導入。校区コミュニティ協議会への補
助制度の対象の拡大に向けた検討を進める。
生涯学習施設と図書館の効率的な管理運営
蹉跎・牧野の２つの生涯学習市民センターと図書館に指定管理

2016年開会議会（５月18～20日）

者制度を円滑に導入し、２年後の複合全６施設への指定管理者制
度の導入につなげる。

昨年度から、枚方市議会では通年議会を取り入れています。

５月18日開会議会が始まり、会期は2017年４月28日までです。
報告案件と補正予算を審議し、可決された後、新役員の決定とな
りました。
私の副議長の任期は18日で無事終了しました。肩の荷が下りほっ
としています。
新議長に我が会派、連合市民の会の大塚議員が選出されました。
新市長にとっても2016年度は、初めての１年間です。その年度に、
議長を我が会派から出せたことは、大きな意味があると思います。
私は、文教常任委員会委員と枚方寝屋川消防組合議会議員となり
ました。

３月定例月議会（２月25日～３月28日）
初日の25日は、伏見市長の2016年度市政運営方針が述べられ、予
算案も上程されました。
新市長にとっては、前市長の続きのものではなく、新たにとりく
む2016年度となります。
「新しい枚方の創造」の実現に向けて……と始まりますが、何が
どう「新しい枚方」なのか、がよくわかりません（市政運営方針は
枚方市HPで閲覧できます）。
市政運営方針からは、「新しい枚方」を見つけることができな
かったのですが、一か所だけ、これまでと異なる部分があります。
それは、学校教育の充実の項で述べられている「確かな学力向上に
向けて、全国学力・学習状況調査において全国平均を上回る学校教
育をめざします」です。

給食調理場竣工式・内覧会

談窓口を開設。

した。

介護予防活動の支援

枚方市基金条例の一部改正について（枚方市子どもに本を届ける

学力や豊かな人間性の育成、健康・体力の向上など、児童・生徒の
を、一つ一つ丁寧に推進してきており、全国学力・学習状況調査は、

歯科口腔保健の推進
府下で初めてとなる口腔保健支援センターを設けるほか、後期

条例案件10件

高齢者歯科健康診査の無料実施や２歳６か月児歯科健康診査時に

枚方京田辺環境施設組合の設置に関する協議について（可燃ごみ
広域処理施設の設置に関する事務を共同処理をするため、枚方京
田辺環境施設組合を設置することに関し、京田辺市と協議するた
め、議会の議決を求める）
第５次枚方市総合計画について（第５次枚方市総合計画を策定す
ることについて、議会の議決を求める）
人 事案件では、３人目の副市長・教育長・教育委員２人を承認
（新教育委員会制度により教育長は教育委員長にもなります）
等

計41案件（補正予算も含む）すべて可決

べき」に、市長もそうしたい旨の答弁をしていたので、結局このこ
とだと思ってはいるのですが、全国学力・学習状況調査の目的は、
それを良しとはしていません。学校教育では何が優先され、何を大
切にするのか、をこれからも訴えていきたいです。
「すべては子どもたちのために、すべての子どもたちのために……」

● 審議された案件の主な内容は…

予算特別委員会
（３月15、16、18、23、24日の５日間審査、可決されました）
一般会計当初予算額は、対前年度比128億円・10.1％増の1394億円。
特別会計・企業会計（水道事業・病院事業・下水道事業）合わせ

● 2016年度における特色あるとりくみから抜粋
１．安全で、利便性の高いまちを築きます
浸水対策の推進

浸水被害を軽減するため、新安居川・溝谷川ポンプ場の排水能
力に向けた整備や船橋本町雨水支線の整備にとりくむとともに、
蹉跎・楠葉排水区の雨水貯留施設等の整備を推進する。
空き家対策の推進
特定空家等の解消に向け、市独自の緊急安全措置を踏まえた指

通学路等の安全対策の強化に向けて防犯カメラを増設するた
め、設置場所や台数を調査し、今年度からの２か年で設置をめざす。

推進審議会を設置するため）

枚方市事務分掌条例の一部改正について（市長事務部局の組織及

公共施設等を活用して小規模保育事業実施施設２か所の整備に
よる2017（平成29）年度当初の受け入れ枠の拡大をめざす。
病児保育事業における新たな手法の検討に着手。就学前多子世
帯等に対して、国制度に基づき保育料の軽減を実施する。

し、サービスの改善と市民満足度の向上を図るため、コールセ
ンターによるサービス提供を開始。
中学校給食（選択制）
：温かいものは温かく、冷たいものは冷た
く、ランチボックスで届けます。
現在 ５ 月の申し込みについては、学校平均では、33.6％が一番
高く、全中学校の平均は22.2％となっています。
４月１日現在

保育所の待機児童ゼロ

を254人の定員増によ

り達成。
障害者差別解消法施行：「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理
的配慮の提供」について、職員が適切に対応するため、
「枚方
市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要
領」を策定。

枚方市駅周辺再整備ビジョンの推進及び総合文化施設の整備
市内企業への若者雇用推進

市内の中小企業における人材不足の解消と若者の雇用を推進す
るため、雇用から定着までの一貫したサポートを行う。
京田辺市とのごみ処理施設の整備及び東部清掃工場長寿命化総合
計画の策定

枚方里山保全基本計画の改定

２．穏やかに、生きがいを持って暮らせるまちづくりを進めます
24時間健康医療相談窓口の設置

医師・保健師・看護師等の専門相談員が24時間対応する電話相

大韓民国霊岩郡（友好都市）

東部公園・星ヶ丘公園の整備

樟葉ロータリー

野村いくよの活動日誌ブログより

。中学校給食の提供を開始（４億８千万円）
。
差事業を推進（35億円）

防犯カメラの増設

水道事業経営審議会を設置するため）

枚方市４月から始まりました！

特別史跡百済寺跡の再整備

中における給料月額を２割減じた額とするとともに、退職手当を

枚方市上下水道事業経営審議会条例の制定について（枚方市上下

保育サービスの充実

スクールソーシャルワーカーの増員による不登校対策等の充実

導・改善を行う制度を開始。また、対策計画の策定にとりくむ。

枚方市スポーツ推進審議会条例の制定について（枚方市スポーツ

のPRや母子保健コーディネーターの相談体制を強化する。

ついて、私たちの会派なども賛成いたしましたが、残念ながら採択

市長の給与に関する特別措置条例の制定について（現市長の任期
支給しないこととする条例の制定）

健師による全数面接を実施するとともに、地域を担当する保健師

教科担任制の導入。放課後自習教室について開室日数を拡充。

増額の主な要因は、総合文化施設整備事業用地の取得（74億円）や
御殿山小倉線の整備（８億円）に着手するほか、京阪本線連続立体交

ある会派の質問の「全国学力・学習状況の結果を学校別に公表す

悩みや不安を感じたときに相談しやすいように妊娠届出時に保

共産党議員団提案の「安全保障関連法の廃止を求める意見書」に
には及びませんでした。

課題は多々ありますが、一般質問などで確認していきたいと思い

コールセンターの設置：市民からの問い合わせに的確に対応

妊娠・出産・子育て環境の充実

中学校英語教員による小学校６年生を対象とした外国語活動の

う答弁でした。他の会派代表の質問にも、「一つの指標として活用

でした。

おけるフッ化物塗布を導入。

学力向上に向けたとりくみ

● 意見書について

財源確保に向け、寄附を呼び込むための方策として、魅力ある

ます。またご意見等お聞かせください。

き上げ及び保険料の減額の基準となる所得の額を引き上げるため）

。
て当初予算総額は、2844億円（対前年度比9.8％増）

上記の一文は、いったい何を意味するのか、よくわからないまま

「元気くらわんか体操」の普及を促進し、地域における介護予

枚方市国民健康保険条例の一部改正について（基礎賦課限度額の引
他

ふるさと寄附金の充実

充実を図る。

防の取り組みを支援する。

その目的に沿って有効に活用されるべきものと考えています」とい
するもの」と答えていました。

山科醍醐子どもの広場視察

返礼品を用意し、地域産業の活性化につなげていくなど、制度の

基金を設置するため）

均を上回ることである」と読み取れます。そこで代表質問に取りあ

「生きる力」をはぐくむという方針に基づいた学力向上のとりくみ

箕面市立彩都の丘学園視察

びその事務分掌を変更するため）→機構改革が４月から行われま

この文は「学校教育の目的が、全国学力・学習状況調査で全国平
げてもらったのですが、学校教育の目的は、「児童・生徒の確かな

百済フェスティバル

４月第一月曜日

民進党としての初街宣活動！！

あいにくの雨でしたが、枚方市駅は雨をしのげる場所があるの
で、平野事務所の仲間と、平野博文衆議院議員、中村哲之助府議
会議員、八尾善之市議会議員と私で、ビラ配布等を行いました。
３月27日、民主党と維新の党が合流し、民進党が結党されました。

ちなみにマイクで私が訴えた内容は、山尾衆議院議員が予算特
別委員会でとりあげた「保育園落ちた！…」のブログから、保育
所の待機児童問題です。今に始まったことではない、待機児童問
題を深刻に受け止めていなかった安倍政府の無責任さです。
枚方市においても、４月当初ですら、「待機児童ゼロ」を達成
できたのは、２年ほど前だけで、毎年
公立保育所の民営化とともに私立保育

結党の理念

所の整備も含めて定員増にとりくんで

◎公正・公平・透明なルールのもと、多様な価値観や生き方、人

いますが、潜在的に「保育所に入れる

権が尊重される自由な社会
◎誰もが排除されることなく共に支え、支えられる共生社会
◎未来を生きる次世代への責任を果たす社会

なら、働きたい」と思われている方が
多いのだと思います。
女性の活躍推進法や１億総活躍を
謳っているならば、子育てとの両立が

集団的自衛権行使を可能にした安全保障関連法を廃止するた

確実にできる環境整備をするべきであ

め、「働くことを軸とする安心社会」の実現のためにも、参議院

るし、女性の担い手が多い職業に対す

議員おだち源幸さんと共にこれからも頑張ってまいります。

る低賃金も是正すべきです。

