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8月

2017.12.12

₁（火） 別海町訪問 菊と緑の会関係者と会食懇談会（枚方市から
別海町に結婚移住された方たち）
₇（月）～₁₀（木） 韓国全羅の旅 東学農民戦争の跡地を訪ね、立ち上が

衆議院議員選挙

った農民たちの想いを学びに……。

₂₀（日）～₂₁（月） 大阪教組夏季セミナー
₂₃（水） 11区枚方市津田地区治山工事・流木対策工事現地視察
₂₄（木） 文教委員協議会
₂₉（火） 議場コンサート

すべては子どもたちの今・未来のために…

9月

この市政報告だよりが皆さんのお手元に届くころは︑年の瀬を迎えら
れている頃ですね︒
日頃は︑私野村いくよの活動にご理解とご協力をいただいていること
に心より感謝申し上げます︒
２０１７年は皆さんにとってどんな年でしたでしょうか︒
民進党に所属している私にとっては︑ 月下旬から怒涛の日々となり
ました︒﹁共謀罪﹂を成立させた安倍総理は︑森友・加計学園問題の回
避も含めて解散のタイミングを自分の都合の良いように判断し実行しま
した︒政治の私物化は絶対許されるものではありません︒さらに選挙結
果は︑自民党票が全体で増えたわけではないのに︑与党の圧勝となり︑
これからの国会運営︑数の力を背景に暴走が続くのではないかと危惧し
ています︒
この間︑民進党の分裂には︑地方議員としては振り回され感は否めま
せん︒でも︑選挙結果では︑立憲民主党と希望の党の得票数が自民党票
を上回っているので︑安倍政権の続投を望んでいない人が多くおられる
ことを確認できたと思っています︒特に 区では︑自民党・維新・民進
党と 人の前衆議院議員がいたので︑無所属で臨んだ平野さんの当選に
向けては︑必死でとりくみました︒皆さんのお力をいただき︑小選挙区
での勝利は本当に嬉しく︑ご協力に感謝申し上げます︒
地方議員と参議院議員は民進党の組織を残しています︒今︑私は民進
党所属であり︑民進党大阪府連の副幹事長です︒今後どのような形で野
党再編が行われるかは︑予想がつきませんが︑自分の立ち位置にぶれを
生じさせないことはお約束いたします︒
さて︑憲法改定に意欲的な安倍総理でありますが︑私たちには子ども
や孫に希望のある未来を築く責務があります︒安倍政治に抗し︑誰も排
除されない︑すべての人に居場所と出番がある社会の実現のために尽力
していきます︒
枚方市は今年市制施行 周年を迎えました︒１９８２年﹁非核平和都
市﹂宣言を行い︑１９９３年には﹁人権尊重都市﹂宣言を行いました︒
枚方市がすべての人にとって安心して暮らせるまちづくりに︑不断の努
力が必要です︒﹁政治とは生活そのもの﹂です︒私は︑これからも﹁平和︑
人権︑共生︑環境﹂を基軸に︑市議会議員としての自分の役割を確実に
果たし︑皆さんと共有する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によろしく
お願いいたします︒
２０１８年がより良い年となりますように⁝⁝︒
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92歳の元東大阪市立小学校教員の黒川さんの熱い思いしっかり受け
取ったつもりです。

₃（日）～₄（月） 民進党「女性議員ネットワーク会議」総会・研修会
都市センターホテル 帰りには、渋谷区代々木にある婦選会館
を訪れ、市川房枝記念展示室を見学しました。

₇（木）～₁₈（水） ９月定例月議会
₈（金） 枚方市敬老のつどい
₁₆（土） LC平和ポスター表彰式
₁₉（火） 一般質問 全体では19番目の質問者でした。
₂₆（火） 四中ミュージックフェス
旧田中家鋳物民俗資料館リニューアル内覧会
₂₈（木） 薬物乱用防止連絡会議
₃₀（土） シングルマザーをめぐる諸問題連続学習会第１回「シング
ルマザーの住居〜シェアハウスから移住問題まで〜」

10 月
₁（日） ひらかたNPOフェスタ2017
₄（水） 人権まちづくり協会現地研修会

神戸市にある「戦没した船
と海員の資料館」と「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」
を訪れました。
「海員不戦の誓い」に強い思いを感じました。

平野博文支援者集会
₁₂（木） 枚方市追悼式
₁₃（金）～₁₄（土）日本女性会議とまこまい2017
₂₂（日） 第48回衆議院議員選挙投開票日 小選挙区で平野博文さん勝
利！

ご支援に感謝。

₂₆（木）～₂₇（金） 文教常任委員会先進都市研修
都杉並区で放課後児童対策についての研修。

堺府議会議員補欠選挙応援
（9月5日）

先進都市研修 船橋市
（10月26日）

人権まちづくり研修会
（10月4日）
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久しぶりにジャズストリートを楽しみました。

₁₃（月） 子どもシェルターぬっく勉強会

大阪弁護士会館

『ザ・ドキュメント 家族になる―茗荷村と夜空の君と―』を観て、
ディレクターも来られたので、お話を伺いました。茗荷村のことを
初めて知り、訪ねてみたくなりました。

₁₅（水） 大阪広域水道企業団議会定例会
₁₆（木） 文教常任委員会先進都市研修会 西宮市の子どもの居場所
づくり事業等についての研修
₁₇（金） 学校・地域と校区保護司会との意見交換会
₁₈（土） 連合大阪政策・政治フォーラム第４回総会 二部は、学習
会「安倍一強政治に抗し、次期統一選・参院選をどう戦う
か」川端達夫元衆議院議員
ウィル・フェスタ2017
₁₉（土） 民進党第11区総支部常任幹事会
₂₀（月） 第57回大阪府市議会議員研修会 ホテル阪急エキスポパー
ク 講演「日本経済の展望〜地方活性への鍵〜」岸博幸さん
（慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授）
₂₂（水） 文教委員協議会
₂₄（金） 枚方退女教しおん会秋の親睦研修会 さかい利晶の杜・岸
和田城
小橋今さんを偲ぶ会
₂₅（土） 妙見山エントツ見学会
シングルマザーをめぐる諸問題連続学習会第３回 「シニ
アシングル女性のサポートを考える〜中高年齢シングル女
性の生活状況アンケート調査から〜」
₂₇（月） 自治体議員立憲ネットワークおおさか 勉強会「大都市制
度と大阪の政治のありようについて」
₂₈（火） 「すこやか健康相談室東部リーフ」オープニングセレモニー

妊娠・出産から子育て期、さらには成人・高齢期まで切れ目なく、
市民の健康を支える場所となる地域の拠点となります。

₂₉（水） 各派・議運
連合大阪河北地区協議会懇親会
₃₀（木） 大阪広域水道企業団議会施設調査

村野浄水場

12 月
₂（土）

大阪退女教50周年記念の集い
₅（火） 文教常任委員会（所管事務調査）
₆（水）～₂₀（水） 12月定例月議会

日本女性会議とまこまい 無名東学農民軍慰霊塔
︵ 月 日︶
︵８月９日︶

民進党プレス民進編集部

₁₁

11 月
₂（木） 大阪広域水道企業団議会全員協議会
₃（祝） 城北ハッキョを支える会第９回総会 秋祭り
憲法改悪阻止！大阪総がかり集会
₆（月） 文教常任委員会研修会 講演「子どもの放課後の未来〜学
童保育の現状と課題から考える〜」池本美香さん（株式会
社日本総合研究所調査部主任研究員）
₇（火） 薬物乱用防止街頭キャンペーン 於枚方市駅
₈（水） 枚方市市制施行70周年記念式典
連合北河内地域協議会交流会
₁₁（土） 民進党大阪府連常任幹事会
₁₂（日） 五六市 枚方宿ジャズストリート

別海町菊と緑の会の方と
︵８月１日︶

冬号

号 外

薬物乱用防止キャンペー
ン︵ 月７日︶

2017

改めて確認でき、
参加された皆さんと共有できたことがうれしいです。

別海町視察︵８月１日︶

₂₃

Minshin Press

千葉県船橋市と東京

₂₈（土） 街かどデイハウスまつり
虹まつり 体育館でのパフォーマンスを楽しみました。
₂₉（日） であい共生舎理事会

治山事業現地視察
︵８月 日︶
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₂（土） 第28回 大阪・母と女性教職員の集い 全体会 「今、私が
伝えたいこと〜教え子を再び戦場に送らないために〜」

₃₀（月） 北河内地区教職員組合教育改革フォーラム 講演「みんなで
つくるみんなの学校〜すべての子どもの学習権を保障する
学校をつくるために〜」 木村泰子さん（前大阪市立大空小
学校校長） 学校現場での教育の原点、
「共に生きる」ことの意味を

₁₀
₁₃

₉月定例月議会
９月７日～10月18日を会期として、決算特別委
員会も含めて、９月定例月議会が開会されました。
外郭団体の経営状況の報告や、契約案件、補正予
算案件、指定管理者の指定案件などがあり、条例
関係も下記の案件を含め９件ありました。
→ すべて可決されています。

ています。勤務条件は、大阪府任用常勤講師とほぼ同じ待遇で

について供用開始する。

すが、府費負担講師と市費負担で異なる条件もあるので、その

❸中央図書館山田分室の廃止について

対応と年度途中に退職した場合や産休・病休を取得する場合、

❹香里ケ丘図書館の建替えについて

速やかに代替措置を行うことを要望いたしました。
❷全国学力・学習状況調査（全国学テ）について
全国学力・学習状況調査の結果の公表の仕方について確認し

福祉医療費助成制度の見直しに伴う関係条例の一部改正
大阪府は、福祉医療費助成制度を持続可能な制度として、対
象者や給付の範囲等について再構築し、2018（平成30）年４月
診療分から実施。それに合わせ枚方市の医療費助成制度を見直
す。子ども医療・ひとり親家庭医療の負担額は現状通り。
枚方市債権管理及び回収に関する条例の制定
市が所有するすべての債権の取り扱いについて、統一的な処
理基準を定め、業務対応マニュアルを作成し、未収金対策の強
化を図る。
枚方市附属機関条例の一部改正
「枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会」の設置：
市街地再開発事業などの類似事業において実績を有する民間
事業者からのアイデアや意見を踏まえ、適切に基本計画を策
定していくため、民間アドバイザーを募集し、選定。
「児童の放課後対策審議会」の設置：児童放課後対策に関する
基本計画を策定。
動物愛護基金の設置（枚方市基金条例の一部改正）
中核市移行に伴い、動物愛護事業を担う、その財源とするた
め、寄付金を原資とする。
2016（平成28）年度普通会計決算の概要は、実質収支は17億
円の黒字、単年度収支は３億円の赤字。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化
判断比率は、全ての指標で「健全」
。

野村生代の一般質問（概略）
❶少人数学級について
現在枚方市では、小学４年生まで独自に少人数学級充実事業
を行っています。支援学級在籍児童も含めた35人以下の学級編
成となっていて、府内唯一の先進的なとりくみで、他市にも誇
れるものだと思っています。

館整備の内容をまとめる。図書館は、2020年夏ごろ開館。
❺枚方市立生涯学習市民センター・図書館（複合全６施設）の

全国学力・学習状況調査は、今年10回目になるのですが、全
体の平均正答率に大きな変化はなく、応用力を問う問題の正答

で、その詳細の報告を受けました。

もたちの生活環境や学習状況は、毎年調査しなくても十分に把

ること、事業者が異なることから、中央図書館が適切にコン

握できるので、毎年の全国学力・学習状況調査に参加すること

トロールできるのかどうか、を確認しました。

自体一考すべきであるという意見も述べました。

図書館協議会の設置も要望しました。

備金を前年度の３月に支給
❷子どもの課題に対する支援策
子ども総合相談センターを「子ども家庭総合支援拠点」に位
置付け
「（仮称）子どもの未来応援コーディーネーター」の配置
福祉と教育の連携強化のため
「子ども・若者支援地域協議会」の設置
子ども・若者育成支援推進法により設置努力義務

❸教科書採択について
教科書採択の流れについて、「特別の教科

道徳」も同じで

あることの確認と、教科書採択における選定委員や調査員の選
出で、教科書会社との関係に公正確保が徹底されていたのかも
確認しました。
「特別の教科

道徳」について、「生命の尊さ」
「国際理解」

「個人の尊重」など人権の取り扱いが欠かせない要素であるこ
と、一人ひとりの個性や多様な価値観を大切にする教育の推進
を要望しました。
スクールロイヤー（学校をサポートする弁護士）や第三者
機関「枚方市学校いじめ対策審議会」の役割、いじめ等につい
ての相談窓口を確認し、学校や教育委員会の関係者ではないフ
ラットな相談窓口の必要性を訴えました。例として川西市「子
どもの人権オンブズパーソン」など、子どもの権利を実質的に
守る第三者的な相談機関を要望しました。
今回は教育に関することに集中して質問を行いました。
「すべては子どもたちのために

多くのことを学びました！

！

男女共同参画推進法」
（案）も衆議院解散総選挙があったの
で廃案となっています。

民進党「女性議員ネットワーク会議」研修 ９月３日～４日

日本女性会議とまこまい2017

① 「議会の男女均等はなぜ必要か～女性議員比率164位

が濃いものになったと思います。

② 「災害に強い地域づくりをめざして～防災・減災に女

11分 科 会 が 用 意 さ れ て い て、

性の力を活かす～」

第７分科会シンポジウム「平和」

すべての子どもたちのため

に参加しました。

④ 「原子力発電とエネルギー～コスト問題を中心に～」
⑤

教育の分科会

10月13日～14日

２日目の分科会が、とても内容

からのスタート～」

③ 「子どもの貧困と学校給食」

❹いじめ対策について

アフガニスタン、沖縄、そし

国会議員との政策意見交換

て北海道苫小牧から高校生 ２ 人

タイトなスケジュールでの

アフガニスタンの学生の演奏

ずつがシンポジストとして参加、「若者から語りはじめる平和

研修会でしたが、どれも重要

と未来〜つながり、共感、一緒に考え、それぞれの一歩を〜」

な課題であり、いろいろ気づ

というタイトルで語ってくれました。

かされることもあり、久しぶ

そのタイトル通りで、素直に自分のことばで語る学生たちが

りに東京に行った甲斐があり

力強く輝いて見えました。

ました。

「知らなかったことをお互いに知ることができたので、メ

教育の分科会では、教職員の長時間労働・少人数学級・教育

ディアでは伝えきれていないことなど知らないことをまず知る

の無償化・道徳の教科化・教育の右傾化等で意見交換ができ

こと、それを伝えていくこと、対話で紛争を解決すること」そ

12月定例月議会

ました。

して平和な未来を築いていきたい、さらに後世にバトンをつな

12月６日～20日を会期として開会されます。本

なかったわけです。意見交換した内容は、どこへ……ですよね。

に」をモットーに！！

会議前には協議会が開会されます。
11月22日に文教委員協議会がありました。案件は……
❶今後の市立幼稚園のあり方について
田口山幼稚園において余裕保育室を活用した小規模保育事業の

学級在籍児童の多い学年であれば、一つの教室に実質40人を超

とりくみを進めているところである。幼稚園の発達段

える児童が机を並べることにもなっています。

階を見据えた幼稚園教育の実施や、待機児童解消のた

少人数学級編成の５、６年生への拡充については、施設設備

めの市立幼稚園のさらなる活用など、今後の市立幼稚

や人材の確保、またその財源等において課題があるということ

園のあり方についての方向性や考え方をまとめ、「枚

で、前向きな答弁を得ることができませんでした。

方市幼児教育ビジョン」及び「枚方市立幼稚園の運

少人数学級充実事業により枚方市は市費任期付講師を任用し

２ 館ずつ分割しての指定候補者となる団体が決定されたの
図書館の指定管理導入に関しては、２施設から６施設に増え

ています。５年生になった時点で、学級減となる場合や、支援

40人学級編成を５、６年生までの拡充を強く要望いたしました。

指定候補者の選定について

ならば、毎年する必要もないし、学テの結果から見られる子ど

保育所待機児童対策として、2018年10月以降に枚方・蹉跎・

はあってはならないと思うので、せめて支援学級在籍児童を含む

❶就学援助費における小学校入学準備金の支給
翌年度に小学校に入学する児童の保護者に対して、小学校準

今後の予定として市民説明会で地域の意見を聴きながら図書

合、平均正答率の数値は掲載しないこととなりました。

５、６年生においては、従来の国の40人学級編成基準になっ

しかし、教育環境のことを思えば、40人を超える学級の存在

香里ケ丘図書館の建替えと香里ケ丘中央公園の機能連携につ
いて、本市の考え（案）の報告を受けました。

ました。各学校の公表では、ホームページに結果を掲載する場

率が低い傾向も10年間で変わっていません。指導の改善が目的

条例関係

次のようなことも始まりました！

営・配置実施計画」を改定する。
❷東部公園野球場における夜間照明設備設置後の管理
運営について

2018年４月１日から東部公園野球場の夜間照明設備

そんな直後に衆議院解散総選挙があるなんて、思いも及ば

げていきたいという言葉には、未来に希望を見つけることがで
きました。

11月２日に発表された男女格差の度合いを示す「ジェンダー

アフガニスタンの現状や女性の生きにくさも知り、アフガニ

ギャップ指数」は、過去最低だった2016年の111位からさら

スタン女学生の発言「音楽を通して自分たちの手で国を変え

に後退し、世界144カ国中114位でした。
「政治分野における

る」には心を打たれました。

ご案内

「3.1枚方市平和の日」のとりくみ
ピースいくよ！実行委員会では、2018年「3.1枚方市平和の日」に因んだイベントを下記
の通り行います。
映画『標的の島

かじ

風かたか』上映会

日時：2018年２月24日（土） 午後２時～

場所：ラポールひらかた４階大研修室

会費：500円

一緒に映画を観ながら、平和の日の意義など考えましょう。

2018年 野村いくよ新春の集い
日時：2018年１月21日
（日）11：30～
たくさんの方のご参加お待ちしています！
！

於：錦城閣（天満橋駅）

会費：5000円

