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26（金） 大阪教組定期大会 高津ガーデン
27（土） 民進党大阪府連常任幹事会
高齢社会をよくする女性の会・大阪 総会 ドーンセンター
大阪退職女性教職員会 総会
29（月） 連合大阪 2017政策・制度セミナー「めざすべき地域社会
を考える〜幸福度ランキングの見方・使い方〜」
エル
おおさか
幸福度ランキングの結果は、大阪44位です。

30（火） 文教委員協議会
31（水） 枚方市教職員組合定期大会

6月

4月
1（土） 民進党11区総支部常任幹事会
2（日） 五常校区コミュニティ協議会さくらまつり

2017.7.28

平野博文衆議院議員、中村哲之助府議会議員と街宣行動
（6月10日）

エントツ山が一般開放されます。残念ながら桜の開花はまだです。

すべては子どもたちの今・未来のために…
時の流れの速さには︑いつも驚かされています︒枚方市議会に送って

日に施行されました︒

11

15

年目を迎えています︒日頃は︑私野村いくよの活動にご理解

月

7

いただき

日いわゆる﹁共謀罪﹂法が成立︑

15

とご協力を頂いていることに心より感謝申し上げます︒

6

月

参院法務委員会での採決を省略する﹁中間報告﹂という手続きにより採

決を強行するという安倍政権のやり方に︑憤懣やるかたない思いでいっ

ぱいです︒これから﹁監視社会﹂へとつながり︑私たちの内心・表現の

自由が奪われ︑民主主義も立憲主義も破壊されてしまいます︒さらに安

倍首相は憲法改定に向けても言及しています︒私たちが住むこの国の未

来は危機的状況にあります︒

﹁森友・加計学園﹂問題をめぐる首相の説明不足︑政権の不手際や﹁共

謀罪﹂法の採決強行が影響し︑支持率が急落したと言われましたが︑安

倍内閣に対する高支持率と国会内の数の力が安倍内閣の暴走を許してき

たことには変わりはありません︒これ以上︑安倍政権の暴走を許すわけ

にはいきません︒都議選では︑都民が安倍政権にＮＯを突き付けました

が︑その受け皿には民進党はなることができていません︒﹁人への投資﹂

への理解を広めなければなりません︒

6

月に厚生労働省が公表した︑２０１６年の﹁国民生活基礎調査﹂で

13

・９％と前回調査より２・４ポイント低下し

割を超えています︒

5

は﹁子どもの貧困率﹂は

・８％と依然

50

ましたが︑ＯＥＣＤ加盟国の平均よりは上回っています︒ひとり親世帯

の貧困率は

・５％と調査開始以来︑最も高くなったそうです︒政

また︑総務省が発表した２０１６年平均の労働力調査によると︑非正

規雇用の割合が

府は﹁働き方改革﹂を進めようとしていますが︑法制面での実質的な規

制緩和が行われ︑さらに非正規雇用が増加する︑とジャーナリスト竹信

三恵子さんは著書﹃正社員消滅﹄で指摘しています︒

私たちにできることは何でしょうか︒一人ひとりは︑微力であっても

無力ではありません︒﹁政治とは生活そのもの﹂です︒政治に無関心で

私も︑平和も人権も民主主義もあきらめずに︑自分の役割を確実

い る の で は な く︑ 理 不 尽 な こ と に は︑ み ん な で 声 を あ げ て い き ま し ょ

う！

に果たし︑皆さんの思いをカタチにしていくためにも全力でとりくんで

まいります︒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

暑い夏になりそうです︒ご自愛ください︒

たします︒

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

37

No. ２２

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

3（月） 中宮まぶね保育園入園式
府内一斉街宣行動 枚方市駅
5（水） 現代教育問題懇話会
6（木） 五常小学校入学式
7（金） 第四中学校入学式
9（日） 山桜コンサート

前日の雨で、国見山自然巡回緑道サクラのデッキでは行われず、津
田財産区会館で行われました。音楽に包まれた心地よい時間でした。

14（金） （仮称）枚方市総合文化芸術センターの基本設計にかかる
説明会
15（土） 「ピースファースト！戦争をさせない 関西大行動」 扇町
公園
19（水） 民進党大阪府連政調会＆連合大阪 チルドレンファースト
研究会 子ども関連施策学習会「子どもを真ん中に置いて」
21（金） 自立支援ホーム NPO四つ葉のクローバー視察研修
（守山市）
22（土） 民進党大阪府連常任幹事会
９条連・近畿 学習会（日米憲法を軸に）
「核なき世界」
を展望する そして、オバマ、トランプ、安倍の役割は？
秋葉忠利さん
23（日） 五常校区コミュニティ協議会総会
26（水） 映画鑑賞『標的の島 風かたか』お薦めです！
28（金） 第28回連合大阪北河内地域メーデー
29（土） 性暴力救援センター全国連絡会 全国研修会 大阪市中央
公会堂

5月
3（水） 「憲法こわすな！5.3おおさか総がかり集会」 扇町公園
孫も一緒にデモに参加しました。

8（月） 府内一斉街宣行動 枚方市駅
大阪広域水道企業団議会全員協議会
10（水） 社会を明るくする運動実施委員会
13（土） WES総会 学習会「生き難さを抱えた若い女性たちへ」
若草プロジェクト
14（日） 自治体議員立憲ネットワークおおさか設立集会 PLP会館
15（月） 17（水） ５月開会議会 来年４月27日までを会期とする
19（金） 女性のための政治スクール 衆議院議員会館
子ども・女性に係る施策の説明を省庁から受けました。

議員会館の外は、
「共謀罪」法案反対の声をあげる人でいっぱいでした。

20（土） 11区常任幹事会
21（日） 枚退教かささぎ会総会
24（水） 枚方退女教しおん会春の親睦研修会 和歌山有田郡広川町、
稲むらの火の館（濱口梧陵記念館・津波防災教育センター）

2（金） 大阪教組女性部定期大会
民進党大阪府連男女共同参画委員会 学習会「自治体の
LGBT施策について」
「子どもの権利擁護の観点からの離
婚相談について」
3（土） 世界女性会議ネットワーク関西 講演会「壊される働き方
とくらし〜『女性よ活躍せよ』と言われても〜」竹信三恵
子さん
同一労働同一賃金、残業の罰則付き総量規制など「働き方改革」で
言われているが、政府は大幅規制緩和を目論んでいるそうです。

4（日） 五常小学校運動会
子ども情報研究センター総会記念企画 憲法70年・法人
設立40年 「私たちが記憶し、引き継ぎたいこと」
講演会「未来のための日本の記憶」桜井智恵子（関西大学）
さん
枚方ふれあいフェスティバル 岡東中央公園・市民会館前
5（月） 府内一斉街宣行動 枚方市駅
6（火） 大阪広域水道企業団議会全員協議会
9（金） 現代教育問題懇話会
10（土） 北河内地区教組総会・学習会「ワークライフバランスを通
じて『主体的で深い学び』を伝える人に」日教組中央執行
委員 藤川伸治さん
教職員の時間外労働に上限規制をもうける運動を……小さいとりく
みが大きな変化につながる。一人ひとりの実践で日本の学校教育を

12（月）
15（木）
16（金）
17（土）
25（日）
29（木）
30（金）

変えていきましょう！という言葉に共感！
！

26（月） ６月定例月議会
枚方市教職員組合女性部大会
文教常任委員会 付託された案件及び請願の審議
11区常任幹事会
核燃サイクル撤退のとき 議員と市民の学習会 in 関西
エルおおさか
枚方市人権擁護推進本部研修会「LGBTのこと そして人権
〜誰もが生きやすい社会へ〜」 弁護士 南和行さん
11区視察研修 「新名神（枚方市域）について」
大阪広域水道企業団議会全員協議会

7月
1（土） 大阪教組教研全体会「メディアの持つ可能性〜ネット社会
を生きる子どもたちとどう接していけばいいか〜」津田大
介さん
2（日） 東京都議会選挙投開票日
自民党大敗は安倍内閣への不信感の表れ。その受け皿は、都民ファ

ーストに。民進党はかろうじて５議席を獲得しましたが、大阪での
維新と同じようにならないことを願います。

3（月） 府内一斉街宣行動 枚方市駅
4（火） 社会を明るくする運動
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中宮まぶね保育園卒園式
（3月22日）

四つ葉のクローバー訪問（4月21日）

秋葉元広島市長と
（4月22日）

地域メーデー（4月26日）

しおん会親睦研修会
（5月24日）

₃月定例月議会
２月24日～３月28日の33日間にわたり、３月定
例月議会が開会。24日の初日には、伏見市長の市

わけですが、
「人事委員会」を必要としていることに大きな
疑問を持っています。人事委員会とは切り離しての審議会設
置を考えるように、と要望。４月当初からは諮問事項に要れ
ない答弁を得たので一応賛成いたしました。

政運営方針が示され、2017年度の当初予算が上

請願２件

程されました。

●枚方市議会議員に支給される政務活動費の制度を廃止するこ

第４回

ピースウォークいくよ！

７日の３日間で行われました。
私が連合市民の会を代表して３日に、質問をいたしました。
代表質問の内容は、事業の詳細を逐一尋ねるのではなく、
「代
表質問だから」ということで、市長がどのような枚方市を築い
ていきたいのか、今年度に重点的にめざすこと等を確認しなが
らの質問となるようにしたつもりです。
「すべての人の人権が尊重されるまちづくり」市政運営方針
に明記されているのですが、最後には本気で「すべての人の人

を行いました。

「3.1枚方市平和の日」にちなんで行っている行事ですが、①平和の大
切さと貢献についてともに考える

とを求める請願 ⇒ 総務常任委員会に付託

市政運営方針については、各派の代表質問が、３月３、６、

２月26日
（日）
に「第４回ピースウォークいくよ！」

ために枚方市内の戦跡を巡り、学びを深めています。

●国民健康保険料の引き下げと制度の拡充に関する請願

今回は、茄子作自治会報で「枚方の戦跡」を取り上げられ

⇒ 厚生常任委員会に付託

ている広報部長さんとつながることができて、春日神社周辺
の戦跡の見学をさせていただくことになりました。

28日最終日には、それぞれの委員会からの審査報告、人事

２班に分かれ、弾薬箱製造所跡・春日神社（愛宕社など）
・

案件（教育委員）
、追加議案、意見書等を審議しました（請

図書館分室・児童館等を見学しました。弾薬箱の実物も見せて

願２件は不採択）
。

いただきました。多くの参加者が説明を聞き入っていました。

定例月議会散会後、全員協議会が開催され、
「枚方市駅周辺

有意義な時間を過ごすことができ、成功裏に終わることが

再整備及び新庁舎整備の検討に係る中間報告について」説明を

できたと実行委員一同喜んでいます。ありがとうございまし

受けました。

た‼

権が尊重されるまち」を実現させるよう訴えて質問を終結しま
した。
枚方市は、在日外国人教育補助金制度をこの３月末で廃止し
ました。文教委員協議会で「廃止すること」を報告し、予算書
に計上していません。
そもそも、民族的少数者が自国の言語や文化を学ぶことは子
どもの権利条約第30条で保障されており、
「枚方市在日外国人
教育に関する補助金交付要綱」にも、この精神に基づいて枚方

止されました。市長に「子どもの権利条約第30条についての考え」
を質しましたが、
「尊重すべきもの」という答えでした。答えた
こととやっていることに矛盾を感じないのでしょうか。

私は今年度、文教常任委員会委員、議会改革特別
調査委員会委員、大阪府広域水道企業団議会議員
を務めることになりました。

新たに設置しようとする附属機関のうち「枚方市人事行政
制度調査審議会」については、
「職員の人事・給与制度につ
いては、新たに審議会を設置し、より適正な給与水準を確保
する」ということとともに、
「人事行政に関する事務を公正、
効率的に処理する機関として、人事委員会の設置に向け検討
を進めます。
」との内容を市政運営方針に盛り込んであった

₆月定例月議会
６月12日
（月）
～26日
（月）

＊一般会計補正予算で、
「学校現場における業務改善加速事業

⇒総務常任委員会に付託。
●枚方市立図書館条例の一部改正について
⇒文教常任委員会に付託。
の可否について慎重に判断することを求める請願」
⇒文教常任委員会に付託
生涯学習市民センターと図書館の複合館６館に指定管理
者制度を導入するという案件です。
先行導入を２館にされているわけですが、それを検証す
ることによって６館全館へというのが、２年前に可決され
た内容です。私は、中央図書館が分館等と連携を行い、司
令塔としての役割を確実に果たすことを確認して２年前賛
成しました。
今回検証で課題となったことを確実にクリアしていくこ
と、中央図書館の司令塔としての役割を改めて確認し、賛
成しました。

子ども総合相談センターにひとり親家庭の相談窓口も設置さ
れています。３月に作成した「ステップファミリー応援冊子」
がおとな編と子ども編に分かれている経緯を尋ね、子ども編の
していることを確認しました。
「子どもの人権・子どもの最善

の配置予算とのことです。枚方市では、楠葉中校区がモデル

の利益が尊重されるまちづくり」を目標にしているのだから、

地域となるそうです。

19日～22日の４日間は一般質問
私は、21日・23番目でした。

●枚方市立生涯学習市民センター条例の一部改正について

❸ ひとり親家庭支援について

作成が子どもの気持ちに焦点を当て、子どもの気持ちを大切に

約案件１件、市道の認定、一般・特別会計補正予算）
する条例の制定

方は多様であるため「性の多様性」とも表現しました。

こと。重点モデル地域に対する教職員や業務アシスタント等

６月12日は、一般議案（報告事件11件、条例案件11件、契
●枚方市立市民交流センターの廃止に伴う関係条例の整備に関

ランスジェンダー）の頭文字からつくられた頭字語。性のあり

のとりくみを一体的・総合的に推進する事業を実施するとの

正副議長を除いた30人が全員一般質問を行いました。

●請願「図書館分館（複合施設６館）への指定管理者制度導入

６月定例月議会

ので、賛成しませんでした。

と向き合う時間を確保するため、学校現場における業務改善

３月８日は一般議案（条例案件17件、締結案件２件）の審議。
た。

請願は、
「慎重に判断することを求める」とありますが、
指定管理者制度を導入しないことを前提とした内容でした

委託金」が計上されていました。これは、教員が子どもたち

６月定例月議会が開会。
●枚方市付属機関条例の一部改正については、質問を致しまし

私たちは平和を求めて歩んでいきます。

₅月開会議会

市に在住する外国人児童・生徒の教育の補償及び教育環境の充
実を図ることを目的とすると明記されています。この要綱も廃

②次世代に平和の尊さを伝えていく

❶ 教職員の長時間労働について
枚方市は、出退勤システムを採用しています。
Ｑ：文科省が公表した「2016年度の公立小中学校教員の勤務実
態調査の速報値」にかかわって、枚方市の教職員の勤務実
態の現状は。長時間労働是正にどうとりくむのか。
Ａ：各学校園において時間外勤務の縮減に向け、会議や行事の
精選及び教職員の意識改革に努め、教職員の働き方改革を
進めていきたい。
・長時間労働の原因を教育委員会・管理職が分析し、対策
を講ずる。教育委員会自ら及び管理職のリーダーシップ
の下で業務削減の実行を要望。
❷ LGBT（性の多様性）に対するとりくみについて
Ｑ：
「性の多様性への理解促進に向けた施策の推進」とは。
Ａ：講演・展示・映画会の開催などで、より多くの市民に性の
多様性を知ってもらう機会を設ける。
・市職員・教職員に対しても研修が開催され、さらに研修
の充実。
「見えにくい人権の課題をみえる形」でとりく
むことを要望。
※LGBTとは、L（レズビアン）G（ゲイ）B（バイセクシャル）T（ト

条例の制定を要望。
※ステップファミリーとは、再婚や事実婚により、血縁のない親
子関係や兄弟姉妹関係を含んだ家族形態。

❹ 障害者グループホームへのスプリンクラー設置について
昨年12月定例月議会で大阪市の特例基準の適用の可否を質問
し、最終枚方寝屋川消防組合の判断となるので、枚方市として
の取組状況を尋ね、市としての責任を果たすよう要望。
❺ 保育所待機児童等の課題について
認可外保育施設は、待機児童の受け皿になっているので、何
らかの支援を要望しましたが、認可施設による保育を基本と考
えているという厳しい回答でした。認可であっても認可外で
あっても、子どもたちの安心・安全の生活確保のために市とし
ての責任を果たすことを要望しました。

６月26日最終日は、それぞれの委員会からの審査報告、人
事案件（農業委員会委員、固定資産評価委員会委員）、決議・
意見書等を審議しました。
（請願は不採択）
わが会派から提出した「教職員定数の改善及び教育予算の大
幅な増額を求める意見書」「森友学園問題の徹底究明を求める
意見書」
（大阪府に対して）
「大阪府福祉医療費助成制度の拙速
すぎる見直しに反対する意見書」は、自民党・公明党・未来に
責任大阪維新の会から賛成を得られず、不採択となりました。

