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24（木） 連合大阪北河内地域
協議会交流会
26（土） 第22回虹まつり
27（日） 五常文化祭 五常校
区コミュニティ協議
会主催 素敵な展示
作品に癒されます。

立憲民主党枚方市支部月イチ街宣
（10月28日）
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月に入り︑時の流れの速さに改めて驚いています︒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︒

今年も台風や大雨の深刻な被害がかなり広域にありました︒

復旧にはまだまだ時間が必要ですが︑少しでも早く日常に戻る

ことを願っています︒自然災害の脅威になすすべもない私たち

ですが︑これからも気候変動の影響が︑さまざまな形で現われ

てくるのではないでしょうか︒防災・減災について広い視野で

考えていかなければならないと思っています︒

市長の所信表明では︑﹁﹃公助﹄が担うべき役割を検討すると

ともに︑地域が担う﹃共助﹄の推進に向けた﹃地区防災計画﹄

の策定支援を行う﹂とあります︒﹁共助﹂のひとつとして︑体

育館が避難所と設定されていること等避難所運営の課題は山積

しています︒これからも市民の生命と財産を守るためのとりく

みにも尽力していきます︒

人に一人が貧困状態にあり︑ひとり親の世帯の

％を超えています︒親の貧困により︑子どもは教育

子どもの約

貧困率は

の機会を制約されることも多くなります︒その状況を放置する

割を占めるようになっていま

ことによって﹁貧困の社会的連鎖﹂が懸念されます︒今では︑

非正規雇用労働者は労働者の約

す︒
﹁貧困の連鎖﹂を止め︑そしてすべての子どもたちが未来

に希望を持てるように︑思いをカタチにしていくためにも︑一

人でも多くの方とつながりながらとりくみを進めていきます︒

これからもご指導︑ご支援をどうぞよろしくお願いいたしま

す︒寒くなりますが︑ご自愛ください︒
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レットを使いながらの授業を参観

14（土） 子ども・若者支援のための市民講座 講演「自分らしい自立
へのステップ〜ひきこもり支援の現場から〜」藤村泰王さん
（NPO法人淡路プラッツ）
中秋節月見交流会
関西外国語大学孔子
学院・枚方日中友好
協会主催
18（水） 文教委員協議会
19（木） 枚方地方自治問題研
究会
21（土） 立憲民主党大阪府連
合常任幹事会
中秋節月見交流会（9月14日）
23（月） 映画会『団地親分』
開成校区コミュニティ協議会主催 香里団地がロケ地となっ
たコメディ映画。面白かったです。

25（水） 立憲民主党大阪府連合 政策制度意見交換会
28（土） 五常小学校運動会 雨プログラムで開催されたので、団体演技
を１〜６年生すべて観ることができました。成長を感じることが
できるのでお得感いっぱいでした。

30（月） ９月定例月議会初日

10 月
7（月） 8（火） 代表質問
7（月） 連合市民の会を代表して３番目に質問を行いました。
9（水） 議案審議
10（木） 枚方市追悼式
14（月） 街かどデイハウスまつり

立憲民主編集部

連合大阪河北地区協議会総会（11月20日） ヒロシマ平和資料館（8月4日）

菊フェスティバル（11月9日）
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自宅：〒573‑0084

枚方市香里ヶ丘 6 丁目１
０‑ 2 ‑１01

e-mail：194‑nomura@mvf.biglobe.ne.jp

ク大阪2019年度総会＆記
念講演「大阪都構想がやっ

枚方市薬物乱用防止キャンペーン
（10月29日）

てくる〜ふしあわせじゃない未来のつくり方〜」元大阪市
会議員の柳本顕さん
3（日） 城北朝鮮初級学校創立60周年記念式典 多くの出席者、青

ハラスメントをなくすために〜だれもが大切にされる社会
とは〜」
16（土） 城北ハッキョを支える会総会
戦時下の大阪 連続講座「禁野火薬庫と枚方製造所」
17（日） 五常校区コミュニティ協議会第３回自治会長・専門部会責
任者合同会議
18（月） 文教常任委員会視察（ICTの活用について） 三重県松阪市
19（火） 第59回大阪府市議会議員研修会

原発・核燃にとどめを！

巨大地震と噴火の前に 19関西

集会

立憲民主党枚方市支部
月イチ街宣

〜 LGBTsセクシュアルマイ

街かどデイハウスまつり
（10月14日）

昼の部は多くの出演者で楽しい時
間を過ごしました。

1（金） 枚方京田辺環境施設組合議
会幹事会
2（土） 自治体議員立憲ネットワー

連合大阪政策・政治フォーラム第６回総会
24（日） 第１回防災フェスティバル
27（水） 文教委員協議会

ュアリティをめぐる人権問題
ノリティを中心に」
19（土） 立憲民主党大阪府連合常任幹
事会
なぎさの会50周年記念公演

11 月

20（水） 枚方京田辺環境施設組合議会
連合大阪河北地区協議会総会・懇親会
23（土） 第20回ひらかた多文化フェスティバル

んの講演「ジェンダーセクシ

号 外

用防止キャンペーン

空、楽しいステージ、みんなで祝い合いました。

っく定例勉強会仲岡しゅんさ

12 月号

28（月） 立憲民主党枚方市支部月イ
チ街宣 枚方市駅
29（火） 枚方市保健所主催 薬物乱

4（月） 枚方・交野地区保護司会設立70周年記念映画会・祝賀会
12（火） 「女性に対する暴力をなくす運動」関連セミナー「暴力と

17（木） 枚方地方自治問題研究会
18（金） NPO法人子どもセンターぬ

2019

山村富

造さん

1（日） 枚方市長選投開票日
8（日） 五常校区コミュニティ協議会第２回自治会長・専門部会責
任者合同会議
交野市議会議員選挙
11（水） 文教委員会視察（ICTについて） 第四中・楠葉西中 タブ

すべては子どもたちの今・未来のために…

● 発行者：枚方市議会議員（立憲民主党）野村いくよ

大阪都

構想勉強会

号の贈呈を祝う会

９ 月
代表質問（10月7日）

4

Facebookもやっています

のつどい
立憲民主党

枚方市名誉市民の称

2019.12.6
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No.２６

20（日） とめよう戦争への道！めざそうアジアの平和！ 2019関西

枚方市駅

28（木） 北河内地区教組教育フ
ォーラム「どんな性の
あり方も排除されない
園・学校・職場・地域
とは？」田中一歩さん
・近藤孝子さん［にじ
いろi-Ru（アイル）］
29（金） 性の多様性を考えるセ

避難所運営訓練ゲーム（HUG）
（11月24日）

ミナー「性的マイノリティ当事者の方が抱える困りごとと
は？」
30（土） 第２回立憲民主党大阪府連合大会・憲法ミーティング

月定例月議会
９月30日〜11月５日
９月１日に市長選が行われましたので例年より
遅く９月定例月議会は始まりました。
９月30日は、伏見市長の２期目に対する所信表
明が行われました。
連合市民の会としてみんなで協力して質問を考
え、代表して私が質問を行いました（野村いくよ
ＨＰで動画をアップしています）
。
今後４年間の市政に対する市長の基本姿勢を確認し、重
点的にとりくむ８つの分野
❶ 子育て環境の充実 ❷ 教育環境の充実

❸ 魅力ある都市基盤の整備 ❹ 産業・観光の活性化

❺ 安全・安心のまちづくり ❻ 健康・福祉のまちづくり
❼ 多様な生活・社会の課題解決にとりくむまちづくり
❽ 行財政改革

について特に気になることを何点か質問しました。
いくつかを紹介します。

？

「
（仮称）子どもを守る条例」を制定し、子ども
を守る仕組みづくりをすすめることについて

化施策」の具体的なとりくみを尋ねました。

最後に…

Ａ

「多文化共生」に加え、ソフト・ハード両面において多角的

市長は「魅力で人をつなぐ」「安心で人をまもる」「改革

子どもの権利を保障していく視点を考慮した上での条例

な観点から全庁的に検討する必要があり、関係団体等の意見も

で人を支える」の３つのとりくみ方針でまちづくりを進め

制定になるのか、子どもを守る仕組みづくりとはどのよう

踏まえ、課題整理を行い、国際化施策に関する市の考え方を今

るとし、「安心で人をまもる」では、「SDGsの『誰ひとり

なものかを確認しました。

年度中に示す。

取り残さない』という理念を踏まえたとりくみをすすめる

Ａ

全ての子どもたちが一人の人間として尊重され、その権利が

！

とともに、人権、平和、男女共同参画施策などを通じてだ

私の意見

れもが安心を実感できる社会の形成に向けて自治体の役割

「日本はもともと多様性の民族である」という歴史的事

地域全体で子どもたちを守っていくことを広く発信していくと

実に真摯に向き合い、私たちは、違いを認め尊重し合い共

これからの４年間の大きなビジョンがここにあると思い

ともに、条例を踏まえた実効性のある対策や仕組みづくりを進

に生きることを真ん中に置きながらまちづくりをすすめて

ました。しかし、「誰ひとり取り残さない」ための施策、

めていく。

いかなければなりません。外国人労働者の増加に伴い、外

人権、平和、男女共同参画施策の具体的なとりくみが示さ

国人の一元的な相談窓口の必要性も訴えました。

れていないことを指摘しました。

「子どもの情報」の共有化を図ることで、子どもの成長に応
じて切れ目なく支援を行う体制づくり、SOSをいち早くキャッ

このまちに住む市民の多様性を認め、
「市民福祉の最大

チできるよう、SNSの活用も含めた相談・通報窓口の充実など

化をめざしつつ向上」を積み重ねることこそが「成長」で

にとりくむ。

あり、さまざまな生きにくさを抱えた市民が、本当に安心

！

してこのまちに住み、住み続けたいと思える施策をしっか

私の意見

りと考えていくことを強く要望し、質問を終えました。

相談支援だけではなく、侵害された権利を救済し、子ど
もの最善の利益を実現することまでの仕組みが必要です。

「SDGs（Sustainable Development Goals）
」という言葉をご存知でしょ
うか。
2015年９月の国連サミットにおいて全会一致で採択された「持続可能な
開発目標」のことで、2030年を年限とする17の目標と169のターゲットがあ
ります。キーワードは「誰ひとり取り残さない」で、持続可能で多様性と
包摂性のある社会の実現のために各国がとりくまなければならないアジェ
ンダです。認知度がまだまだ低いようですので、ともに学びながら、
「誰ひ
とり取り残さない」社会実現のために、
「平和・人権・共生・環境」を中心
としたとりくみの輪を広げながら進めていきましょう。

昨年の12月定例月議会で提案した第三者的子どもの権利救

？

横串組織や仕組みの構築について

これまでは、
「横の連携強化」という言葉を使っていま
したが、
「横串組織」という言葉を使っています。具体的

済機関を設置するべきであることと、子どもにも大人にも
「子どもの権利条約」の理念が周知され、子どもの最善の
利益の実現のために「子どもにやさしいまち」づくりの必
要性を訴えました。

にどのようなものかを尋ねました。

Ａ

権限上の課題を解決した組織への改編や相談時にワンストッ

プで対応できる仕組みづくりなどを想定している。市民目線で
の検証を進めた上で必要な体制を構築していく。

！

私の意見

ワンストップでの対応を要望していたので、市民目線で
の検証を確実に行い体制を構築すべきです。

？

学力向上と体力向上について

学校教育の中で、本来子どもたちにどのような力を育て
ていきたいのかを尋ねました。

Ａ

教育目標「学びあい、つながりあい、一人ひとりの未来を

ひらく」に則り、子どもたち一人ひとりが、これからの社会
を生き抜き、未来への可能性を伸ばすことができるように、
知・徳・体の調和のとれた「生きる力」を育む教育を推進し

？

市議会からの意見も十分に聞くことについて

昨年度の「枚方市駅周辺再整備及び新庁舎整備」につい

ている。

！

私の意見

ては、全員協議会を２回開いたにもかかわらず、市議会か

子どもたちを一面だけでなく多面的にとらえることが必

らの意見を反映された実感がありませんでした。これから

要です。全国学力・学習状況調査の結果にとらわれるだけ

の市政運営における市議会への姿勢を確認しました。

でなく、「学力」の背景にある社会的課題の解決に迫る力

Ａ

を教職員が身につけるような環境づくりと、真に「生きる

市民福祉の向上、枚方市の成長･発展に向けて、市議会の皆

様と議論を重ねていきたいと考えている。

私の意見

市議会から出たさまざまな意見などを真摯に検討し、市
民のためになるのであるなら積極的に方向性を修正してい
く、そういう覚悟を持って市議会との議論、市政運営に臨
むように要望しました。

力」を育み、子どもの権利が保障されたゆたかな学びを保
障する学校づくりを要望しました。

幼児教育・保育無償化が
始まっています

10月から３〜５歳児対象に幼児
教育・保育料の無償化が始まりま
した。また、０〜２歳児について
は、住民税非課税世帯を対象に利

用料の無償化が始まっています。しかし、これまで保育料に含まれて
いた給食費（副食・主食費）が外され、負担が増えることになりました。
国では副食費4500円を上限としています。枚方市もそれに準じたかたち
です。しかし、これまで給食費を含んでの保育料が免除されていた世
帯に対しては、負担増になり逆転現象が起こることになります。多く
の批判を受け、その逆転現象がおこらないように、国としても措置が
取られることになりました。免除の基準を市独自で行っている部分に
関しては、市が負担することになりました。
民間園での給食費・便乗値上げや幼稚園での預かり保育や認可外保
育施設などにおいても課題は多く、整理し解決に向けてとりくんでい
かなければならないことばかりです。
また、外国人学校幼稚園が対象から外されていることは許されない
ことです。特に朝鮮学校幼稚園については、高校が無償化対象外であ
ることに続き、差別としか言いようがありません。

？

外国人労働者の増加に伴う国際化に向けた
とりくみについて

外国人住民が増加することが予想される中で、外国人の方
がさまざまな文化を認め合いながら安心して地域で暮らすこ
とができる「多文化共生」が大切であると考えます。
「国際

幼児教育・保育無償化は、安倍政権の看板施策となっているようで
すが、しっかりと問題点を明らかにし、子どもたちにとって本当に公
平な施策にしていかなければなりません！

でも、まずは保育士確保

（そのための保育士待遇の改善）と待機児童解消のためのとりくみが
優先されるべきだと考えます。

ピースウォークいくよ！
のご案内

「３．１枚方市平和の日」にちなみ、
「ピース
ウォークいくよ！」を開催します。
今回は、宇治火薬貯蔵庫・製造所の戦跡を歩
く会を計画しています。
枚方の戦跡とも関係の深い宇治の戦跡を歩き、
ともに平和について考えましょう!!
日

時：2020年2月29日（土）
9：45集合（雨天決行）
参 加 費：200円（資料費・保険代）
集合場所：JR木幡駅西口
（京阪宇治線木幡駅より徒歩10分）
解
散：13：00 京都大学宇治キャンパス
解散後希望者で昼食会の予定です（昼食費1300円）
。
ご参加をお待ちしています。
主
催：ピースウォーク実行委員会
火薬製造所の建物

！

を果たします」と述べています。

保障される地域社会の構築が重要である。条例の制定により、

