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3月

1（木） 精神保健講演会 「薬物について正しく理解できていますか〜体

2018.7.27

験に基づく薬物の恐ろしさと回復のために大切なこと〜」ダルクの
方の貴重な話を聴くことができました。

すべては子どもたちの今・未来のために…
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６月 日に発生した大阪北部地震及び７月５日〜８日の大雨・土

砂災害等の被害に遭われた皆様に︑心よりお見舞い申し上げます︒

また︑亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします︒穏やかな日常

に戻っていることを願っています︒

日頃は︑私野村いくよの活動へのご理解とご協力に心より感謝申

し上げます︒今年は︑４期目の最終年度を迎えています︒最後まで︑

自分に与えられた役割を確実に果たしていきたいと思っています︒

６月定例月議会初日に︑全国市議会議長会 永年勤続者表彰状伝達

式があり︑表彰状と 年議員バッジを受け取りました︒議場でお礼

年間積み重ねてきたことを確認し︑

も述べさせていただきましたが︑本当にこれまで応援していただい

た皆様のおかげです︒改めて

これからも﹁すべての人が︑自分らしく安心して暮らすことができ

るまちづくり﹂を進めていく決意です︒

相変わらず︑国会では安倍政権の不誠実な対応が続いています︒

日 に は︑
﹁高度プロフェッ

森友・加計問題︑公文書改ざんを始め︑財務省のセクハラ問題など︑

本当に許せないことばかりです︒６月

ショナル制度﹂を導入した﹁働き方改革﹂関連法も数の力で成立︒

過重労働による重篤な健康被害や過労死に繋がることは明らかで

す︒また︑教職員の多忙化は依然変わらず︑豊かな学びを子どもた

ちに保障するためにも︑改善に向けたとりくみを進めていかなけれ

ばなりません︒いじめや虐待で子どもたちの命も失われています︒

不安感を誰もが抱えるストレスフルな現代社会において︑一人ひと

りが大切にされる︑違いを受け入れる社会を実現させなければなり

ません︒災害対応についても︑これまでのとりくみを検証し︑災害

弱者とよばれる人たちがより安心できるとりくみを進めていかなけ

ればなりません︒

何ができるのか︑何をしなければならないのか︑みなさんと一緒

に考え︑行動していきたいと思っています︒つながりが大きな力と

なると信じています︒共有した思いをカタチにしていくためにも︑

これからも枚方市議会議員としての役割を着実に果たしていきま

す︒皆様のご支援︑ご協力をよろしくお願いいたします︒

暑い夏になるようです︒皆様のご健康とご多幸を祈念しておりま

す︒
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4（日） 平和憲法枚方市民の会 映画『母―小林多喜二の母の物語』
上映会
9（金） 文教常任委員会
10（土） 平和の燈火 今年は、孫も一緒に点火しました。
11（日） さよなら原発・関西アクション
14（水） 枚方市立第４中学校卒業式
15（木） NPO法人 枚方地方自治問題研究会 学習会 「大阪の自治を
語る〜トークセッション」 大阪都構想特別区の問題点を再確認
16（金） 枚方市立五常小学校卒業式
17（土） 大阪教組スプリングセミナー 講演 前川喜平さん前文部
科学事務次官「今後の公教育はどうあるべきか」
19（月） NEXCO西日本申し入れ 新名神高速道路工事現場での死亡事
故について原因究明と再発防止を求めました。

20（火） 議会改革調査特別委員会
24（土） 民進党大阪府連三役会議・常任幹事会

4月

1（日） 講演会「ジャーナリズムの危機と闘う」望月衣塑子さん
クロスパル高槻
2（月） 中宮まぶね保育園入園式
5（木） 枚方市立五常小学校入学式 孫の入学式に来賓として参加、嬉し
いです。

7（土） 「女性議員を増やそう！ IN NARA」女性議員ゼロの市町村が
多い奈良県で行われた集まり、三井マリ子さんの講演と意見交換会
で司会を務めました。

民進党大阪府連議員団会議
14（土） 枚方高校11期生還暦同窓会
ました！

久しぶりの再会を十分に楽し み

19（木） 豊中市議会補欠選挙白岩候補応援
22（日） 五常校区コミュニティ協議会総会
憲法カフェ with 前川喜平さん
23（月） 枚方市退職女性教職員の会・しおん会第24回総会
24（火） 阪神教育闘争70周年火曜日行動 雨の中でのデモ行動でした
が、参加者の思いを共有しました。

26（木） 第29回北河内地域メーデー 大東市文化ホール
28（土） 民進党大阪府連三役会議・常任幹事会
女性を議会へ バックアップスクール公開講座「女が変え
る政治の風景〜議会におけるジェンダー平等と民主主義
〜」岡野八代さん

5月

7（月） パナソニックミュージアム見学会
10（木） 枚方日中友好協会総会
12（土） 11区常任幹事会

連合市民の会

枚方百済フェスティバル
14（月） 16（水） 開会議会
19（土） 連合大阪政策・政治フォーラム第１回幹事会・研修会
東日本大震災チャリティコンサート 豊田勇造 in ひらかた
ワークショップ虹
20（日） 枚方市退職教職員の会・かささぎ会総会
25（金） 大阪府教職員組合第195回定期大会
26（土） 女性を議会へ バックアップスクール２回目
27（日） であい共生舎理事会
連合北河内及び北河内労福協幹事合同宿泊研修会・交流会
30（水） 特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協議会総会
2018年度枚方市教職員組合定期大会

6月

1（金） 厚生委員協議会
2（土） 大阪退職女性教職員の会総会
4（月） 第38回交野女子学院育成後援会総会
ラブの代表で出席しました。

枚方中央ライオンズク

5（火） もず唱平50周年記念スペシャルコンサート
さんワールド）を充分に楽しみました♪

歌謡曲（もず

6（水） 大阪教組女性部定期大会
8（金） 枚方寝屋川消防組合議会
10（日） 講演会「
『#Me Too』を生みだしたもの〜アメリカフェミ
ニズム運動の現況と日本〜」 菅野優香さん
11（月） 大阪府退教宿泊幹事会 アイアイランド 来年の参議院議員
選挙日政連予定候補者水岡俊一さんが学習会の講師でした。

12（火） ６月定例月議会 全国市議会議長会 永年勤続者表彰状伝
達式
14（木） 枚方地方自治問題研究会総会・会員交流会
18（月） 7:58 大阪府北部を震源地とした震度６弱の地震発生（大
阪観測史上最大）市内全学校園３日間休校
20（水） 各派代表者会議・議会運営委員会(一般質問についていっ
たん白紙)
22（金） 全員協議会・議案審議(人事案件)
23（土） 守口市教職員組合定期大会
24（日） 浅利敬一郎さんの労をねぎらう集い 高津ガーデン
29（金） 枚方市薬物乱用防止連絡会 枚方中央ライオンズクラブとして出席
30（土） 国民民主党大阪府連第１回三役会議・常任幹事会
大阪教組教研全体会 「私の『セルフ革命』〜成長しない
時代をハッピーに生き抜く〜」稲垣えみ子さん

7月

2（月） ６月定例月議会最終日
8（日） マタニティサミット in 枚方「マタニティ期のあるある話」
ニトリモール枚方
11（水） 各派代表者会議・議会運営委員会
枚教組組合貢献者感謝のつどい
12（木） 枚方寝屋川消防組合議会全員協議会
13（金） 大阪広域水道企業団議会全員協議会
国民民主党大阪府連総支部代表者・地方自治体議員団合同
会議
14（土） 自治体議員立憲ネットワーク大阪2018年度総会＆記念講
演 PLP会館
16（月） 17（火） 女性議員ネットワーク会議総会・研修会 国民
民主党本部
18（水） 全員協議会・緊急議会
19（木） 北河内４市リサイクル施設組合議会
21（土） 国民民主党大阪府連第１回定期大会
22（日） 体罰をみんなで考えるネットワーク・夏のつどい
25（水） 現代教育問題懇話会
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永年勤続者表彰状伝達式
（6月12日）

NEXCO西日本申し入れ
（3月19日）

薬物乱用防止教室
（2月）
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決算特別委員会
（3月15日）

阪神教育闘争70周年
火曜日行動
（4月24日）

女性議員を増やそう
IN NARA（4月7日）

府退教幹事会
（6月11日）

マタニティサミット in 枚方
（7月8日）

が、これからも課題を共有しながら解消に向けとりくんでまい

₃月定例月議会
２月26日～３月28日

ります。

2018年３月定例月議会が

開会されました。
伏見市長の2018年度市政運営方針と当初予算案
が提案され、市政運営方針に対して各派代表者が
質問を行いました。連合市民の会からは大橋議員
が質問を行いました。
予算案が付託された予算特別委員会は、 ３ 月15、20、22、

23、26日の５日間、12人の委員が、一般会計（総論・総務・文
教・建設環境・厚生）
、７特別会計、３事業会計について質疑
を行い、26日の最後に審査結果を出しました。私は委員長を務
めました。

我が「連合市民の会」から提案した意見書３件
・「政治分野における男女共同参画の推進を求める意見書」
・「性犯罪等被害者への支援の拡充を求める意見書」
・「日米地位協定の改正を求める意見書」
については、全会一致で可決されました！！

は、指定管理者制度にも駐車場有料化にも反対していません。
ただ、今回の料金設定には疑問を感じ、条例の一部改正には

一般質問の実施には、職員とのヒアリングに時間を要しま

賛成するが、料金設定を利用者へのサービス向上につながる工

す。他市の職員の方が多く応援に来ていただいている、庁内で

夫をするように、賛成討論の中で求めました。賛成会派４会派

も総合相談窓口などに多くの動員をかけている、多くの被災建

を代表しての討論としましたので、縛りはかかるのではない

築物現地調査が必要な状況でもありました。そのようなこと等

か、ということです。

を考慮して、７月２日の議会運営委員会において、一般質問の
中止を決定しました。

22日には、大阪北部地震の被害状況等について報告を受け、
必要な議案を審議しました。
一般質問については、通告は終わり19日から４日間行われる

基本的な考え方：定住人口の確保につなげるため、枚方市の未
来を築く施策に積極的にとりくむ
◆ 子育て
・保育所入所枠500人拡大へ向けて（小規模保育事業の実施な
ど）

我が「連合市民の会」提案の意見書「教職員定数の改善及び

５月14日～16日

るだけで、ほかの所管については準備できていました。地震後

教育予算の拡充を求める意見書」は、16対15で可決されました。

の休校やブロック塀の調査等々教育委員会は大変忙しく、ヒア

昨年は、同じ内容で否決されていたので、嬉しいです。

新年度開会議会が開催され、

役割が決まりました。

４市リサイクル施設組合議会の議員となりました。
４期目の最終年度です。最後まで確実に職務を果たしてまい
ります。

₆月定例月議会
当初の予定では、６月12日～26日の会期でした

・多子世帯の経済的負担の軽減（保育所・幼稚園における第３

が、６月18日
（月）7：58 大阪府北部を震源地とし

子以降の保育料の無料化、子ども医療費助成制度を利用する

た震度６弱の地震発生のため、日程は変更となり

多子世帯の負担額軽減）

７月２日までの会期となりました。

・新たな児童発達支援センターの整備
・新生児の聴覚検査費用の助成

12日は、本会議で議案審議を行いました。

◆ 教育

・外郭団体の経営状況及び繰越計算書についての報告12件

・英語教育の推進：小学校に英語専科教員の配置、JTEの拡充

・損害賠償等の額を定めることについて（報告１件、専決７件）

・少人数学級編成の充実：小学校５・６年生でも支援学級在籍

・補正予算案件（３件）
・条例案件（11件）

児童を含めた１学級40人以下を実施
・コミュニティ・スクールの推進：
「地域とともにある学校づ
くり」を進める
◆ 都市基盤整備
・枚方市駅周辺再整備：
（仮称）総合文化芸術センターの建設
に着手し、2020年度内の完成をめざす
・香里ヶ丘地域の活性化：2020年夏頃の香里ケ丘図書館の再

大阪北部地震

公園の駐車場を有料化するため）
「枚方市立総合スポーツセンター条例等の一部改正について」
（総合スポーツセンター等の駐車場を有料化するため）
の２件は、それぞれ建設環境常任委員会・文教常任委員会に付
託されました。
それぞれの常任委員会は開かれ、審議を行いました。
指定管理者更新を行うにあたり、これまでの指定管理料によ

・京阪本線連続立体交差事業の推進：市街地再開発事業による

る管理運営から利用料金制との併用による管理運営手法への変

◆ その他

更と、各施設に付設する駐車場の有料化を新たに導入するた
め、関連する条例の一部を改正するものです。

・浸水対策の推進：下水道浸水被害総合計画に基づき、蹉跎・

我が「連合市民の会」では、この条例の一部改正について、ど

楠葉排水区で雨水貯留施設の整備及び安居川・溝谷川ポンプ

のように対応するか、かなり時間をとって考えました。基本的に

場の排水能力向上に向けた整備等
・特別史跡百済寺跡の再整備：東面回廊の基壇外装を切石積で
復元、礎石レプリカの設置
・がん検診の拡充：肝炎ウィルス検診の無料受診券の配布
・すべての児童を対象とする放課後対策：放課後子ども教室モ
デル事業の実施、児童の放課後のあり方について検討
以前から要望していたことが実現されていることも含まれて
いますが、まだ課題が解決されていないものもあります。予算
特別委員会では、委員長でしたので質問はできませんでした

大阪府観測史上最大の地震、被害の状況はいかがでしょうか。余震もしばらく続き、大雨警報・土砂災害
警戒情報によって、避難勧告・避難指示も出ました。「災害に強いまちづくり」をどのようにすすめていくの
か、課題は山積です。皆さんとともに考えていきたいと思っています。ご意見等お待ちしています。
学校のブロック塀倒壊による事故死があり、６月20日、21日に緊急点検が行われ、学校園内にあるコンクリートブ
ロック塀の今後の対応策についての報告がありました。
①

プールの周辺に設置されている塀を撤去し、フェンス等新たな塀を設置する

②

①以外で撤去または代替の施設を設置する

18学校園。

コンクリートブロック塀がなかった学校園

21学校園。

13学校園。

2018年８月末を目途に対応策を実施。
学校園を除く市有建築物にあるコンクリートブロック等の塀についても、緊急点検を実施し、コンクリートブロッ
ク塀があった施設11施設で塀を撤去、10施設でフェンス等新たな塀を設置することを、同じく８月末を目処に実施。

野村いくよの活動日誌ブログより

「枚方市公園条例の一部改正について」（王仁公園及び中の池

オープンに向けて、図書館と中央公園の一体的整備を進める
光善寺駅周辺の新たなまちづくり

月定例月議会を閉会しました。

予定でした。私は、教育委員会とのヒアリングだけが残ってい

枚方寝屋川消防組合議会・大阪広域水道企業団議会・北河内

一般会計の予算額は、1378億円（対前年度比42億円『3.1％』増）

２日最終日は、追加議案、人事案件、意見書審議を行い、６

₅月開会議会

厚生常任委員会委員、議会運営委員会委員になりました。

2018年度当初予算

リングができないなと感じていました。

ないように、感情のコントロール）

５月19日
（土）
WES（女性のエンパワメントをサポートする会）の総会・
記念講演に参加しました。
記念講演は、「防ぎたい！子どもの性虐待」と題して、田
上時子さん（NPO法人

女性と子どものエンパワメント関

西代表）のお話でした。
田上さんは、カナダの留学から帰国し子どもの性虐待防

を挙げられました。また３歳の子ど
もでもわかる絵本『わたしのからだ
よ！～いやなさわられかただいきら
い～』
（昨年秋に第２版を発行）を
紹介されました。
「性暴力は女の子
だけでなく、男の子にも起きます。

止に30年近く関わってこられました。しかし、最近の新潟

暴力は力のある側から力のない側へ

での小２女児殺害事件においても『知らない人についてい

の乱用によっておきます。バクっと

かない、変質者・不審者には気をつけろ、一人になっては

した不安感を誰もが抱えるストレスフルな現代社会におい

いけない』という旧態依然の防止策がいまだに一般的に示

て、性暴力がなくなることは期待できそうにないので、絵本

されている、と指摘されました。子どもや女性を商品化す

を多くの子どもたちに読んでもらいたい」と話されました。

ることに慣れてしまっていて性に関わる文化が麻痺してい

絵本の著者がいう「私のからだは私のもので、いやな触

る日本の社会の現実に強く憤りを感じると述べられ、なぜ

られ方をしたり、いやな触られ方を強要されたら、いやだ

性暴力が減らないのかを詳細に話されました。防止策とし

と感じるのは当然で、イヤだと感じたらイヤだとはっきり

て①エンパワメント（内なる力を引き出す） ②子どもの性

言っていい。私のからだは私のものなんだから、他人の勝

虐待についての啓発（正しい情報の提供） ③性教育（性の

手にはさせない」という考えを根付かせたいですね。私た

健康教育） ④NO ／ GO ／ TELL（CAP） ⑤自尊感情

ちが求めてきたことを参加者の皆さんと改めて共有できま

⑥ジェンダー教育

した。今回のご講演を今後のとりくみに活かしていきます。

⑦親教育（加害者にも被害者にもなら

