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すべては子どもたちの今・未来のために…
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ができました。

オンラインセミナー 第12回
子どもの貧困対策情報交換会

熱中症が心配される暑い夏︑いかがお過ごしでしょうか︒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︒

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け社会情勢が大きく変

わり︑私たちは今までに経験したことのない生活を送ることにな

りました︒３月２日から一斉休校が始まり︑さらに緊急事態宣言

発令により休業及び自粛生活が課せられました︒経済が停滞する

ことにより︑非正規雇用者をはじめ︑多くの人が仕事を失うこと

になり︑格差がさらに拡大されています︒８月中旬には︑枚方市

内の子どもたちは︑やっと夏休みを迎えているところです︒しか

し︑新型コロナウイルス感染症がどうなっているのか︑原稿を書

いている７月中旬の今ではなかなか想像しがたく︑願うは︑新型

コロナウイルス感染症が収束に向かう実感がある日々です︒

また︑今年の梅雨はとてつもない雨量が︑九州や中部地方など

広範囲に甚大な被害をもたらしました︒被災された方々に心より

お見舞いを申し上げます︒

自然災害になすすべもない私たちですが︑安全な場所をどのよ

うに確保するか︑考えていかなければなりません︒災害だけでな

く︑普段からの地域のつながりを大切にしていきたいものです︒

このような困難な状況に︑私たちは想像力を働かせ︑まずはで

きることをおこなっていかなければなりません︒

どんな時でも︑あたりまえにお互い支えあい︑助け合うまちづ

くりに尽力してまいります︒

多様性を誇りに 分かち合うことを力に 支え合うことを安心

に ﹁誰ひとり取り残さない﹂社会をめざして︑政治に携わるも

皆さまのご健勝をお祈りいたします︒

のとして自分の役割と責務を果たしてまいります︒

Ｂｒ
ｉｄｇｅ スタディツアー

委員会

12（木）･16（月）･19（木）･24（火）
･25（水） 予算特別委員会 連

連合河北要請行動（３月18日）

合市民の会からは奥野

立憲民主編集部

街宣 枚方市駅 ４ヵ月ぶりの

いました。

月イチ街宣でした。

18（水） 枚方市に対して連合河北要請行動
21（土） 立憲民主党大阪府連合常任幹事会

28（日） オンラインセミナー シング
ルマザーサポート団体全国協
議会１周年記念報告会

25（水）

市議会災害対策本部連絡会議
27（金） ３月定例月議会最終日
枚方市支部月イチ街宣 茨木市議

5（日） 五常校区コミュニティ協議会 第１回自治会長・専門部会
責任者合同会議 本来ならば４月に行われる会議でしたが、三

ら終電までのマラソン街宣への参加に
替えました。

６月定例月議会（６月12日）

最後のリバティおおさか
（５月30日）

パナソニックパンサーズの
表敬訪問（６月16日）

茨木市議会議員補欠

29（日） オンラインセミナー「男女共同参 選挙応援（３月27日）
画社会基本法第５次計画のトリセ
ツを皆川先生に聞く」 主催女性と人権全国ネットワーク

４ 月
3（金） 茨木市議会議員補欠選挙応援 立憲大阪ジェンダー平等推
進委員会リレートーク 阪急茨木市駅
5（日） 茨木市議会議員補欠選挙出発式
6（月） 市議会災害対策本部連絡会議
8（水） 緊急事態宣言発令 枚方市立小中学校の入学式は行われました
が、３月２日からの休校が続くこととなりました。
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いですね。

6（月） 北河内平和人権センター総会
12（日） とめよう！戦争への道 めざそう！アジアへの平和2020
関西のつどい

講演「民主主義を守るために――安倍政

権とメディア」望月衣塑子さん
18（土） 立憲民主党大阪府連合常任幹事会
オンラインイベント
「コロナ禍の子ども
の教育と教員の働き
方改革を問う」
（日）
19
オンラインセミナー
第13回

した。

貧困対策情報交換会

会運営委員会

15（金） 開 会 議 会 第69代 議
立憲民主党大阪府連

本会議

20（月） 農業委員会 総会
議長として挨拶をさせ

香里ケ丘図書館開館記念式典
（７月22日）

22（水） 枚方市立香里ケ丘図書館開館記念式典
29（水） 河北市議会議長会
30（木） 立憲民主党大阪府連合大会2020臨時大会書面開催

８ 月
5（水） 立憲民主党大阪府連合大阪ジェンダー平等推進委員会
6（木） 緊急議会 大事な案件を議場で審議できる通年議会は誇りですね。

長に選出されました。

ライン会議

子どもの

ていただきました。

7（木） 枚方市駅周辺再整備研究チーム
8（金） 各派代表者会議・議

19（火）

密を避けて体育館での会議です。皆さんに会えての会議はうれし

茨木市議会議員補欠選挙・大東市議会議員選挙は粛々と行われま

合常任幹事会

月イチ街宣（６月27日）

７ 月

会議員補選応援で、阪急茨木駅始発か

〒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/

オンライン編（フィリピン）
26（金） ６月定例月議会最終日
27（土） 立憲民主党枚方市支部月イチ

議員と番匠議員が委員として質疑を行

５ 月

号 外

共有しました。

16（火） 立憲民主党大阪府連合選対会議
19（金）･22（月） 24（水） 一般質問

会のメンバーが集まっての会議

30（木） 閉会議会

８月号

を図り、持続可能な発展をめざす。世界はつながっていることを

解除され、国会議員が大阪に帰って来れました。やっと常任委員

13（月） 市議会災害対策本部連絡会議
23（木） 各派代表者会議・議会運営委員会

2020

12（金） ６月定例月議会初日・全員協議会
14（日） ＧＦＨ学習会 ＳＤＧｓカードゲーム 経済・環境・社会のバランス

の対象から大阪府が解除された後、県をまたいでの移動は19日に

6（金） 議案審議
10（火） 文教常任委員会
立憲アカデミー関西
実行委員会
11（水） ピースウォーク実行
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６ 月

20（土） 立憲民主党大阪府連合常任幹事会 ５月21日に緊急事態宣言

３ 月
議長室（６月９日）

24（日） オンライン会議 立憲民主党自治体議員ネットワーク世話
人会議
30（土） 大阪人権博物館（リバティおおさか）休館前最終無料開館

オン
立憲民主党自治体議員ネットワーク
世話人オンライン会議（５月24日）

7（金） 大阪府市議会議長会理事会
2020国際女性年大阪連絡会８．７平和集会 「アフターコ
ロナをどう生きる？市民社会と情報〜主体性・独自をもっ
て判断するには〜」前川喜平さん

野村生代

５月19日

枚方市議会第69代議長に就任

監査委員、議会運営委員会をはじめ各常任委員会所属及
び一部事務組合議会への派遣議員が決まりました。

コロナ禍の議長職、出席しなければならない総会、行事、会議等は

今年度の大胆な機構改革に伴い、常任委員会の名称及び
所管事務が変わりました（教育子育て常任委員会・市民福祉
常任委員会）
。
正副議長は総務常任委員会所属と決まっているので、私

ほぼ中止となっていますので、公務はあまりないのですが、議会運営
の活性化や公正さ等を求めて頑張ってまいります。
求めることは、市民の安全と安心の暮らしです。「誰ひとり取り残
さない」ために……!!

議長就任あいさつ（５月15日）

５月15日〜19日

◯ 枚方市議会

定例会（開会議会）

は、総務常任委員会委員となりました。

６月12日〜26日

会期を来年2021年４月30日までの351日間にすることを
決定。

条例

５月からその年度の市議会を開会し、翌年の４月末に閉
会することになります。

例年ならば、今年度の議員の役割等を決めることが主な
案件になるのですが、まだ緊急事態宣言の中、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響を受け、新型コロナウイルス感染

①

2020年４月30日

定例会（閉会議会）

第１次コロナ対策補正予算が国会で可決され、国や府の
内容を受け、市長は新型コロナウイルス感染症対策第２弾
の補正予算を提案しました。
定例会（閉会議会）が、通年議会を始めてから初めて開
会されました。既に新型コロナウイルス感染症対策第１弾
は、３月定例月議会で可決されています。

○新型コロナウイルス感染症に対するための業務に係る特
殊勤務手当に関する特別措置条例の制定
新型コロナウイルス感染症に対処するために、感染症等
対策業務手当について措置を定める（１日につき3,000円）

◯特別定額給付金（１人10万円）
（国）
◯緊急融資信用保証料補助金の拡充

枚方市新型コロナウイルス感染症対策応援基金を設け
る（新型コロナウイルス感染症対策に係る支援に要する
資金に充てるため）。
閉会議会で可決された市長及び特別職等の給与カット

◯休業要請支援金（府・市共同支援金）

分と市議会議員の報酬カット分が基金に繰り入れられて

◯デリバリー支援事業（２ヵ月限定）

います。

◯学校Ｉ
ＣＴ機器等整備事業（国）
◯留守家庭児童会室保育料の還付
◯水道料金・下水道使用料の福祉減免制度の継続（10月に
減免制度を廃止する予定になっていましたが、強い反対
もあり、2021年３月31日まで継続することに）

新型コロナウイルス感染症対策補正予算
第３弾 市独自
◯事業継続固定費支援金
休業要請されていないが収入減事業者に対して一律10万円

「特別定額給付金」について、本来は個人個人に給付さ
れるべきだと考えています。しかし、世帯主がまとめて同

◯子どもの学び・発達支援のための図書カード配布事業費

居人の分も申請することになったので、住民票を移動させ
ずにＤＶから避難されている方たちが給付金を受給するた
めの手続きについて周知するように要望し、担当部署も迅

◯新型コロナウイルス感染症対策応援基金積立金（人件費

速に対応していただきました。また、「施設入所等児童等」
や「虐待により施設等に入所措置等がとられている障害者
及び高齢者」
、住所を要しない人たち等必要とする人たち
に確実に給付されるようにも要望しました。

大阪府の配布の対象になっていない乳幼児に対して配布
減額措置分）
◯ひとり親等世帯への特別給付金給付事業費
児童扶養手当等を受給している18歳以下の子ども一人に

◯市長等の給与に関する条例の一部改正（市長等の給与の

６％減額を10％減額に期限付きで行う）

国制度の対象とならない生活介護事業所について、ま
た、41人以上の大規模な就労継続を含む多機能事業所に
◯新型インフルエンザ等対策事業・避難所等の新型コロナ
ウイルス感染症対策事業

寡婦（寡夫）控除の見直しに伴い、市民税所得割非
課税及び所得控除の範囲を見直すため

②

所有者不明土地等の使用者を所有者とみなして固定
資産税を課する制度を拡充するため

③

たばこ税の課税標準を変更するため

上の措置を講じるため
○枚方市水道事業給水条例及び枚方市下水道条例の一部改

の災害避難所用間仕切りの購入費。
◯若手芸術家支援事業（アート・スプラウト

ＷＥＢ版の

取り組み）
枚方ゆかりの若手芸術家を支援。動画撮影した若手ア
ーティストの音楽・ダンス等の実演を、市のYouTube
公式ページに順次配信
◯子ども食堂弁当配布等事業（府10/10）
子ども食堂において食事の提供の自粛を要請している
中、代替措置として弁当の提供を行っている団体に対し
て一食につき500円の補助を行う
◯感染防止に配慮した児童虐待・ＤＶ等相談支援体制強化

正について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮して、
水道料金等の額の算定方法の見直し時期を延期するため

寡婦（寡夫）控除が、未婚非婚のひとり親にも適用！
これまで同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡
婦（寡夫）控除が適用されるのに対し、未婚非婚の場合は適
用されず、婚姻歴の有無で控除の適用が異なっていました。
また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦（夫）控除
の額が異なるなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点
から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子
（総所得額等が48万円以下）を有する単身者について、同一
の「ひとり親控除」（控除額35万円）を適用することに。
８年前ぐらいに、「同じひとり親でありながら、婚姻歴
の有無で税制上不公平が生じているのはおかしい」と訴え、
私は枚方市での寡婦（寡夫）控除のみなし適用を要望しま
した。意見書も国へ挙げたりしました。枚方市はみなし適
用をおこなうことを結構短期間で決めてくれました。
税制はなかなか改定にはすすんでこなかったのですが、
一つまた、動いてきたことが結果となりうれしいです。

事業（国1/2）
◯衛生管理事業
新型コロナウイルス感染症対策として、小・中学校の
消毒や清掃を地域のボランティアに協力を要請

枚方市では、

学校ＩＣＴ機器等整備事業

もともと今年度

について

中に学校におけ
るＷｉ
Ｆ
ｉ環境整備

を行い、５年間で児童・生徒にタブレット１台を実施
する予定でした。新型コロナウイルス感染症拡大防止
のために、学校が３月から一斉休校になり、５月の半
ばまで、子どもたちと学校とのつながりが切れていた
状況ではなかったかと思います。
本市では、タブレットを使っての学習方法は伝えて
いましたが、オンライン授業までは行われませんでし
た。３ヵ月の空白は子どもたちにとってどうだったの
だろうか、と考えなければならないのではないか、と
思っています。学習の補償のことばかりが、取りざた
されているようですが、４月からの新しい仲間との集

◯妊婦への特別給付金給付事業費

団での学び・活動についてはどうなのでしょうか。

４月28日時点で妊娠されている方及び６月１日までに妊
◯就学援助認定世帯への特別給付金給付事業費
就学援助認定世帯の子ども一人に対して５万円

減額措置を今年度末まで行うため）
◯市議会議員の議員報酬に関する特別措置条例の制定（現

車両運転業務委託料等
◯枚方市版生産活動活性化支援事業

対して５万円、中学卒業後18歳以下は10万円

娠届出書を提出される妊婦さんに対して５万円
条例

第２波、第３波に備えた、ＰＣＲ検査委託料、患者搬送

今後の感染症対策のための備蓄購入費。一次避難所へ

◯枚方市条例等の一部改正

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制

○枚方市基金条例の一部改正

新型コロナウイルス感染症対策補正予算 市独自を中心に

６月定例月議会

○枚方市税条例の一部改正
条例

◯感染症予防対策事業（国1/2）

ついて、市独自の支援を行う。

2015年５月１日から、枚方市議会は議会改革の１つとし
て「通年議会」を採り入れています。

症対策に係る補正予算と条例が多く提案され、可決しまし
た。

新型コロナウイルス感染症対策の補正予算
第４弾、第５弾 市独自の主なもの

15日の議案がすべて終了後、議長の辞職が許可され、今
年度の市議会議長の選挙が行われ、私、野村生代が選出さ
れました。

ピースウォークいくよ！
について

２月29日に予定をしていましたピースウォークですが、
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、結果、27日の午
前中に中止することにしました。実行委員会で話し合った
結果、2021年「3.1枚方市平和の日」あたりで、同じ内容で
行うことにしました。新型コロナウイルス感染症が収束し、
実施できることを願っています。また、ご案内いたします。

今回オンラインによって、学校に行けなくても学校
とつながることができる、ということを認識できたの
ではないか、と思っています。文科省が、前倒しで、
１人１台のタブレットの予算をつけました。本市も今
年度中に子どもたちはタブレットでの学習が始まるこ
とになります。一人ひとりに必要なかたちで、有効活
用できることを願います。

