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日帰りでしたが実り多い一日と
なりました

すべては子どもたちの今・未来のために…
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寒さ厳しき折から︑皆様にはますますご健勝のこととお慶び申

し上げます︒日頃は︑野村いくよの活動に対するご理解ご協力に

心より感謝申し上げます︒

過去に子どもたちを始め人々を戦争に向かわせたのは︑当時の

教育でした︒教育の重要性を多くの仲間と共通認識し︑だからこ

そ︑その時の権力に教育が左右されないように︑政治の場で何か

年︑教育環境の充実等を掲げ︑
﹁ともに学び︑ともに育

16

自分にできるのなら⁝⁝と思い︑市議会選挙に挑戦しました︒そ

れから

つ﹂枚方の教育を着実に進めていくために尽力してきました︒

条︵個人の尊厳と両

24

私たちが望むのは︑平和と平等︑民主主義の社会です︒しかし︑

13

安倍政権は憲法を改悪し﹁戦争をする国﹂へと急いでいます︒そ

のため︑憲法第 条︵個人の尊重︶や︑第

性の平等︶も改定し︑個人の幸福ではなく︑国益を重要視する体

制づくりをめざしています︒国会では︑安価な外国人労働者を増

やす﹁入管法﹂や水道の民営化を可能にする﹁水道法﹂など議論

も尽くさずに︑数の力ですべてを進めています︒

今︑社会では︑格差が拡がり固定化されてきました︒生きづら

さを抱えている人が本当に多く︑
﹁自己責任﹂で片づけられてい

ます︒

﹁自分らしくありのままでいることに幸せを感じることができ

月

る︑また誰をも置き去りにしない︑そんな社会を実現するために

月参議院議員選挙︑

歩んでいきたい！﹂と私は強く思っています︒

今年は︑ 月統一自治体議員選挙︑

市長選挙があります︒子どもたちに希望の持てる未来を︑私たち

大人には築いていく責務があります︒私は︑政治の場で引き続き

そ の 責 務 を 果 た し て い き た い と 思 っ て い ま す︒ と も に 力 を 合 わ

せ︑今年こそ政治の流れを変えましょう！
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20（土） 10.20 とめよう！戦争へ
の道 めざそう！アジア
の平和 2018 関西のつど
い
21（日） 第12回 反 戦・ 反 貧 困・
反差別共同行動 in 京都
雨宮処凛さんトーク 円
山音楽堂

京都での初デモ、外国人観光
客の反応が温かかったです

冬号

号 外
立憲民主編集部

月19日）

立憲民主党大阪府枚方市支部発進！
（10月27日）

連合大阪要請行動（12月26日）

〒102－0093
東京都千代田区平河町 2-12-4 ふじビル 3F
電話 03-6811-2301
https://cdp-japan.jp/
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０‑ 2 ‑１01

e-mail：194‑nomura@mvf.biglobe.ne.jp

退職教職員の皆さんの多才さ
に驚きです

17（土） 第1回立憲民主党大阪府連
合大会・立憲大阪イマ⇒
みらいセッション〜パー
トナーズとともに〜
ウィルフェスタ2018
一 人 芝 居「 電 話 の 女 」
DVに関するちょっと怖いお
話です

丹後市柏原町（しおん会研修）
21（水） 枚方退女教しおん会秋の
（11月21日）
親睦研修会 丹波市柏原
町・水分れ資料館 好天に恵まれ、秋を存分に楽しみました
23（金） ひらかた多文化フェスティバル
大阪イマ⇒みらい会議〜今を学び、みんなで調べ、未来を
提案〜 立憲Cafe 一人ひとり現状から望む未来をボードに
24（土） 連続講座 子ども条例のつくり方 第３回「宝塚市子ども
の権利サポート委員会条例の制定と運用について」宝塚市
子ども政策課係長坂元さん
27（火） 立憲民主党大阪府枚方市支部月イチ街宣 枚方市駅

12 月
日本女性会議 in 金沢
（10月12日）

2（日） 子ども食堂だよ〜全員集
合！ 貧困とひとりぼっちの
ないまちをつくりたいですね

24（水） 立憲民主党大阪府連合政
策意見交換会「こども・
女性」 立憲Cafe
27（土） ワークショップ虹 虹ま
つり 「2019カレンダー虹の

立憲民主党大阪府連月イ
チ街宣 枚方市駅

15（土） 野村いくよを励ます会
錦城閣 支援者会議に参加

中央ライオンズクラブとして
実施

配達屋さん」を紙芝居形式で
若者の朗読がいい感じです

消防組合議会視察

立憲民主党大阪府枚方市支部
（10月18日）
発進！ 多くのパートナーズ
の参加からパワーを頂き、気持ちも新たに！

28（日） 五常文化祭

五常体育館 素晴らしい作品の展示と第四中学校
と香里ケ丘高校のブラスバンド部の合同演奏は圧巻です

11 月

2（金）

3（土）

7（水）

10（土）

2019

第25回 いきいき作品展
高津ガーデン

6（木） 全員協議会 「枚方市駅周
辺再整備及び新庁舎整備
の状況について」
13（木） 厚生常任委員会 請願に
ついての審査
薬物乱用防止教室 枚方

8（木）

全員協議会（

URL：nomura-ikuyo.com/

12（金） 日本女性会議2018金沢

立憲民主党枝野代表と

7

Facebookもやっています

10 月

2019.1.31
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北河内地区教組教育改革
フォーラム
「
『見た目問題』
ってなんだろう？」〜ア
ルビノの私を通して考え
てみた〜
薮本舞さん（アルビノ・
ドーナツの会）
第10回城北ハッキョを支
える会総会・城北ハッキ
ョ秋まつり
11.3総がかり集会「輝け
憲法！ともに生きる社会
を」
厚生常任委員会先進都市
研修 富山市まちなか総
合ケアセンター訪問
厚生常任委員会先進都市
研修 「小松市介護ロボッ
ト普及推進事業について」
明峰の里見学
連続講座シングルマザー
をめぐる諸問題「第３回
外国人シングルマザーの
困難〜さまざまな事例か
ら学ぶ〜」
外国人差別禁止条例の必要性
を強く感じました

していただいている方々を中
心に開いていただきました。
共有する思いをカタチに！
！

21（金） みん里くずは子ども食堂
クリスマス会のサンタさんに
なりました

26（水） 連合大阪2019年度政策・
制度予算に対する要請行
動 枚方市長に手交
27（木） 立憲民主党大阪府枚方市
支部月イチ街宣 ビオル
ネ前
2019年

薬物乱用防止キャンペーン
（11月 日）

14（水） 枚方市ハンセン病問題に
厚生常任委員会先進都市研修
係る啓発事業「ご存知で
（11月 ・ 日）
すか？ハンセン病の事実」
金 貴粉さん（国立ハンセン病資料館）

野村いくよを励ます会
（12月15日）

みん里子ども食堂（12月21日）

1月

4（金） 市議会新年交歓会
5（土） シ ン ポ ジ ウ ム「 外 国 人
介護士の受け入れを考え
る」
8（火） 大阪教組新春のつどい
高津ガーデン
10（木） 守口市教組新春の集い
11（金） 門真市教組旗開き「新春
のつどい」
12（土） JR西労新春旗開き
13（日） とんどまつり 五常小学校
中大阪・城北 同胞成人祝
大阪教組新春のつどい
賀会
（ 月 日）
立憲民主党大阪府連合新
春の集い シティプラザ大阪
14（祝） 枚方市成人式 はたちの集い 第四中学校
16（水） 枚方市議会研修会「災害時における市議会議員の役割」
ハード面だけでない災害に強いまちづくりを具体的に学びました

18（金） 大阪広域水道企業団議会全員協議会
が決着

ようやく議会定数の件

枚教組新春のつどい
19（土） 日政連議員団会議
26（土） 連合北河内地域政策・政治フォーラム第５回総会
第19回統一地方選挙必勝決起集会

月定例月議会
10月３日に一般質問を行いました。

12月定例月議会
12月18日に、今期最後となる一般質問を行いました。

し、駐車場の料金制を４月から導入するのにあたって、同じス

●指定管理者の指定

ポーツ施設であるのに施設ごとに料金の上限設定が異なるのは

・都市公園有料施設の指定管理者の指定

いかがなものか、と苦言を呈しました。 ２ 年目以降収益が上

・枚方市立総合スポーツセンターの指定管理者の指定

がったのなら上がった分を駐車場料金設定に反映するなど市民

・枚方市立市民体育館の指定管理者の指定

❶ 性暴力、虐待に係るとりくみについて
❷ 里親制度について
❸ 平和施策について
❹ 中学校給食について（要望のみ）
❺ 支援教育について
❻ 教職員の多忙化解消について
❼ 性の多様性（性的マイノリティ）に係るとりくみについて
議場で初めて、同性パートナーシップ認証制度の導入につい
ての見解を求めました。答弁は特に前向きではありませんでし
たが、まずは一石を投じました。
里親制度についても「単に家族形態のみによって一律に里親
委託から排除されることではない」と同性カップルが養育里親
になることを阻害するものは何もないことの確認をしました。

❶ 子どもにとっての安全、安心な学校園について

こんなことが決まりました！

枚方市総合文化芸術センター条例の制定
枚方市総合文化芸術センター設置のため条例を制定し、契約
案件も可決し、ようやく工事が始まっています。2021年６月開
館予定です。

枚方市市民会館条例の一部改正
６ 月の大阪北部地震によって損傷を受けた枚方市民会館大
ホールは、2021年に（仮称）枚方総合文化芸術センターの開館
に合わせて廃止する予定です。新たな施設の建設工事費と並行
して廃止予定施設の補修工事費を支出することの是非を総合的
に検討した結果、市民会館大ホールを前倒しで廃止することに
なりました。

２．枚方市いじめ防止基本方針について
３．外国籍児童・生徒への支援について
５．危険を回避する力をつける教育について
上記５項目で「様々な子どもたちの困難な状況について
どのように対応されているのか」質問し、安心して相談で
きる場、信頼できる相談の場の必要性を確認しました。相
談と子どもの権利擁護・救済ができる独立した第三者的子
どもの権利救済機関の設置を要望しました。

❷ 少人数学級について
枚方市は独自で、小学校４年生までの35人以下学級、小
学校全学年での支援学級在籍児童を含む学級編制をおこ
なっています。市独自で任用した講師には、府費負担の講
師と待遇に差があります。その待遇改善と少人数学級編制
のさらなる拡充を要望しました。

験扱いとなりました。大阪府教育庁が「大阪府立公立高
等学校入学者選抜における評定の公平性の担保がとれてい
す。特に今年の結果では子どもたちの評価に不公平感が残
るのではないか、と意見を述べました。

2020年の夏、新しい香里ケ丘図書館の開館予定です。

すれば、ポイントがたまる「ひらかたポイント

図書館休館中は、南部生涯学習市民センター、中央公園

制度」。

内自動車文庫で代替サービスがおこなわれています。

貯まったポイントは、市内の協力店で１ポイ
ント１円として使うことができます。
まず「ひらポカード」を受け取り利用登録をすれば、イベントや買い物で

枚方市駅周辺再整備及び新庁舎整備の
状況について

ポイント獲得できます。
協力店は随時拡大予定だそうです(詳細は、『広報ひらかた』１月号)。
ひらかたポイント事業とも連携して、高齢者外出支援策も2019年度から始

枚方市駅周辺再整備基本計画（素案）について12月全員

まります。

協議会で説明。

新たに(仮称)高齢者お出かけ手帳を作成・配布します。対象者は、65歳以上

今の枚方市市民会館・枚方市役所の場所にタワーマン

となる市民。

ションを建設し、大阪府北河内府民センターの場所に新し

長寿社会部が設定する様々な事業に参加された方にシールを付与し、それ
が手帳に貯まると、長寿社会部が発行する「(仮称)お出かけ推進チケット」

い市役所と税務署の合同庁舎などを整備する計画です。枚

や「ひらかたポイント」へ交換することができます。そのチケットやポイン

方市の財源負担の見込みは約216億円にも及びます。
「枚方

トを利用することによって、外出支援につなげていくことになります。

市駅周辺整備を考える研究会」で考えていきます。

野村いくよの活動日誌ブログより

立憲民主党大阪府連合第１回大会
立憲民主党大阪府連合第１回大会が、11月17日開催され
山崎連合大阪会長と赤井解放同盟委員長が来賓として挨拶。

それぞれの思いを発表しあ

元衆議院議員を代表とする役員体制（案）等が提案され、承

過ごしました。

子と職員への意識調査は終わっています。市職員だけでなく教
職員のためにも「性の多様性への理解促進に向けた対応マニュ
アル」の作成を要望しました。すべての人の「SOGI」
（性的指
向・性自認）が尊重されるまちを枚方市から発信したいです。

ら政治の世界へという熱い思いに感動しました。

11
23

かめいし倫子さんと

パートナーズとともにみらいの大阪をつくっていくため

さやかでかけがえのない自由を守るために」司法の世界か

大阪イマ
みらい
︵ 月 日︶

詳細は何も決まっていませんが啓発冊

行いました。
い、共有しあい、楽しく時間を

阪選挙区の予定候補者亀石倫子さんの紹介と決意表明。「さ

した。うれしいです！

ナーズのみなさんと「大阪イマ

立憲民主党大阪府連合結成からの活動報告、「次なるス

補者の紹介（現時点女性の比率は46％）
、参議院議員選挙大

９月定例月議会で要望した同性パートナーシップ認証制度で

て、集まっていただいたパート

テージへともに歩む」と年間活動方針（案）や党費（案）、辻

現職所属議員の紹介と来春の統一自治体議員選挙予定候

●同性パートナーシップ制度導入―2019年度―

トークセッション。それを受け

→みらい」のワークショップを

ました。

とともに〜が多くのパートナーズの参加で開催されました。

すが、2019年度パートナーシップ制度導入という答弁がありま

5649万円で、実質収支17億円の黒字となりました。

１月から図書館建替え工事が始まっています。４月以降
は公園整備工事も始まります。

その後は、
「大阪イマ→みらい」セッション〜パートナーズ

ことに2019年度からなりました。

一般会計実質収支は、歳入1358億5507万円・歳出1341億

hirapo̲hirakata

認されました。

②市立幼稚園においても預かり保育事業の拡充を行う

員会も開催され、2017年度決算について審査されました。

https://hirakata.mypl.net/article/

健康や長寿、子育てなど市のとりくみに参加

る」と説明しましたが、問題点が多いチャレンジテストで

①市立幼稚園において３歳児保育を実施する

９月定例月議会では、10月22日〜31日内の５日間決算特別委

1月15日スタート！
！

香里ケ丘図書館の建替えについて

ひらかたポイント公式サイト

延期があり、９月６日に実施した府内85％の学校が当日受

「就学前の教育・保育施設に係るひらかたプラン」により、

●2017年度決算について

ひらかたポイント制度

2018年のチャレンジテストは、自然災害の影響で２度の

枚方市立幼稚園条例の一部改正

として位置づけ、とりくみを進めることになりました。

が必要だと思いました。

定管理者制度そのものを我が会派は否定をしていません。しか

❸ 中学生チャレンジテストについて

用を再開しています。

高陵・蹉跎・田口山幼稚園）については、
「枚方版こども園」

本当にそうなっているのだろうか、指定管理制度について検証

指定管理者の指定に関する４件は、悩ましい案件でした。指

４．多様な性（LGBTQ）の児童・生徒への支援について

小ホール及び大ホールロビーについては、2019年１月から使

現在１・２歳児の小規模保育事業を進めている４園（枚方・

効率とサービス向上を求めての指定管理制度の導入ですが、

１．不登校児童・生徒に対するとりくみについて

本来は、国が全学年35人以下学級を実現すべきです。

！

サービス向上の要望を会派として行いました。

・枚方市立伊加賀スポーツセンターの指定管理者の指定

主な内容は……

↑

主な内容は……

森山代表代行コー
ディネーター、亀石
さん、袈裟丸さん（大
阪市会予定候補者）
、
辻元府連代表の「大
阪イマ→みらい」の

に、新たな一歩を踏み出しました！
追記
大阪府知事と大阪市長は、また、
「大阪都構想」で住民投
票をもくろんでいます。
2015年には、住民投票の結果は「否決」とすでに出てい
るのに、しつこい人たちです。民意を無視するのは、現政権
が沖縄の民意を無視しているのと同じで、憤りを感じます。
日本にも大阪にも「まっとうな政治を取り戻す！」
立憲民主党大阪府枚方市支部も10月27日に発進しまし
た！

野村いくよは、枚方市支部の幹事長を務めています。

毎月27日（原則）には、枚方市支部月イチ街宣を行う予
定です。どこかで見かけられたら、声をかけてくださいね。

