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2020年
12月定例月議会閉会にあたっての挨拶

春の訪れが待ち遠しい頃となりました︒皆さまいかがお過ごし

でしょうか︒

昨年は新型コロナウイルスに振り回された１年でした︒しんど

い状況にある人々の困難がより深刻化した現実があります︒そし

て︑新型コロナウイルス感染の収束が見えない不安が︑社会全体

を覆っているように感じます︒このことに関わって２０２０年の

解雇や雇い止めが︑約８万人という報道がありました︒非正規雇

用など不安定な立場に置かれていた人々の暮らしが危機的な状況

にあること︑若者や女性の貧困がより顕在化したことなど︑社会

福祉や保健・医療︑教育といった︑人を支え育てるための重要な

社会的制度の不十分さが露呈しました︒菅政権の﹁新型コロナウ

月定例月議会に上程された新型コロナウイ

イルス感染拡大﹂への対応は︑
﹁命と暮らしを守る﹂政治の役割

を果たしていません︒

枚方市において︑

11

弾となりました︒通年議会を実

回の補正

13

ルス感染症に関する支援策は第

施しているので︑その都度緊急議会を開会しながら︑

予算を議決し︑市独自の施策も実施してまいりました︒

本年も﹁命と暮らしを守る﹂その責任を果たすべく︑ＳＤＧｓ

の﹁誰ひとり取り残さない﹂を合言葉に﹁平和・人権・共生・環

境﹂を基軸に力を尽くしてまいります︒秋までには総選挙もあり

ます︒政治の流れを変えたいです︒

これまでなら﹁直接会う・集う﹂ということがあたりまえでし

たが︑その企画を開催することすら困難な状況です︒市関係の行

事も縮小・中止されています︒２０２１野村いくよ新春のつどい︑

した︒

先行きが見えない中︑皆さまもご自愛ください︒

﹁３・１枚方市平和の日﹂ピースウォークも中止することにしま
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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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９月定例月議会
3（土） 国際女性年大阪連絡会45周年記念集会 女性の人権宣言
を胸に I Have a Dreamをテーマに「大阪連絡会」の
あゆみと記念講演「女性たちの運動と現在の希望の在処」
講師：岡野八代
4（日） 大阪市廃止分割対策本部会議・街宣活動 エルおおさか前

10（土） 立憲民主党大阪府総支部連合会結成大会 自治体議員団の代
表と幹事長代理を担うことになりました。

11（日） 「大阪市廃止ＮＯ！」街宣活動

天王寺駅前

15（木） 連合大阪北河内地域フォーラム幹事会・議員団会議・政策
研修会 学習会「
『大阪市廃止・分割』
（いわゆる大阪都構想）
が抱える課題について 黒田悦治（連合大阪副事務局長）
17（土） 立憲民主党大阪市廃止分割対策本部会議・街宣活動 天満駅前
24（土） ＪＣ（一般社団法人枚方市青年会議所）イベント「ひらか
た未来フェスタ」 枚方市内の

平井聡一郎
13（金） 日本女性会議2020あいち刈谷 残念ながらオンライン開催と
なりました。ＧＦＨのメンバーで、上野千鶴子さんの基調講演「コ
ロナ禍とジェンダー」視聴しました。

14（土） 立憲民主党大阪府総支部連合会第11区総支部立ち上げ
16（月） 枚方市男女共同参画推進本部研修 「枚方市市民アンケート
調査から読み解く男女共同参画の現状と課題」神原文子（前

ついて考えたことを発表。議長
としてコメントをしました。意
いていました。

あべのキューズモール前

28（水） 枚方市菊花展開会式 ニッペパーク岡東中央

11 月
1（日） 「大阪市廃止・特別区設置」を問う住民投票 午後８時まで
車から投票を呼びかけました。今回も僅差で否決しました。市民

パリテキャンペーン立憲民主党にて
（12月14日）

別海町議長室にて

〒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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自宅：〒573 0084

枚方市香里ヶ丘６丁目10 2 101

e-mail：194-nomura@mvf.biglobe.ne.jp

ンター

絵画、写真、書道、太極拳、

縫物等々

説明を受けながら鑑賞しま

した。高齢者の方が楽しく活動してい
るということが素敵です。

12 月
2（水） 枚方市菊花展表彰式 三密を避けるために、限られた方のみの

たちも大きな声は出しません。学校現場の大変さを身近に感じま
した。

14（月） パリテキャンペーン要請行動 Ｗｅｂ上での署名・要請文手交
20（日） 立憲民主党自治体議員ネットワーク結成総会 記念講演
「コロナ禍と議会・これからの議会改革」講師：江藤俊昭
（オンライン）
22（火） 連 合 大 阪 要 請 行 動
年度自治体政策・制度

り コロナの影響で、例

予算要請を行ってい

年行われる子どもたちの

て、枚方市に対して要

5（木） 北河内地区教職員組合 教
育改革フォーラム2020「北
河内の人権教育が大切にし
てきたこと」〜子どもの生
活・学力・人権を守る組合
活動と共に！〜 明石一朗
（関西外国語大学教授、人
権教育思想研究所長）

文化自主発表会
（11月26日）

30（月） 緊急議会

第37回 博 士 王 仁 ま つ

請行動を行いました。

伝王仁墓公園（11月3日）

しみです。

立憲民主編集部

文化自主発表会見学 総合福祉セ

各自治体に対して2021

2021年９月オープンが楽

号 外

員選挙を頑張る決意を。

を分断する住民投票はもうご免です。

4（水） 枚方市総合文化芸術セ
ンター建設工事視察

１月号

い仲間とともに…まずは茨木市議会議

教室、マスク着用なのでマイクを用意してもらいました。子ども

JCイベント（10月24日）

となりました。

2021

初めての自治体議員団会議です。新し

10（木） ＬＣ薬物乱用防止教室 枚方市立山之上小学校 １年ぶりの出前

見表明権いいですね。中高生輝

3（火）

ています。

26（木） 立憲民主党大阪府総支部連合会自
治体議員団会議 新立憲になっての

4（金） 全員協議会「枚方市駅周辺再整備の具体化に向けた検討に
ついて」
（火）
（火）
8
22
12月定例月議会

目標）の視点から枚方の未来に

25（日） 「大阪市廃止ＮＯ！」街宣活動

ので、参加しました。

19（木） 生き生き作品展 いつもながら作品等の素晴らしさに圧倒され

表彰式参加となり、議長賞と副議長賞も私が渡すことになりました。

中高生がＳＤＧｓ
（持続可能な開発

歌などはなく、献花のみ

●発行者：枚方市議会議員（立憲民主党）野村いくよ

向けて」教育委員会 「ポスト・コロナの学びを求めて」

男女共同参画推進審議会会長） 議員も対象となっていました

2021. １．
28

議長室にて古賀ちかげさん
（参議院予定候補）と（12月24日）

6（金） 8（日） 菊と緑の会 別海町
11（水） 議員研修「ＩＣＴ機器の活用による新たな学校教育の実現に

連合大阪要請行動（12月22日）

25（金） 立憲民主党女性議員
ネットワーク結成総会 記念講演「第５次男女共同参画計画」
とジェンダー平等政策の課題 講師：瀬山紀子（明治大学非
常勤講師）
（オンライン）

2021年

１ 月

4（月） 新年交歓会 枚方市議会主催で理事者等を招いて毎年新年交歓会
を行っています。今年は、コロナの影響で挨拶のみで簡素化され
た会となりました。

11（月・祝） 枚方市成人祭「はたちのつどい」 → 3 月28日（日）に延期
13（水） 女性議員パワーアップ集中講座（Ｚｏｏｍ） フェミニスト
総合文化芸術センター
建設工事視察（11月4日）

議員連盟主催
新立憲民主党大阪府連は月に１回常任幹事会を開き出席しています。

緊急議会を11月30日に開催しました
「大阪市廃止・特別区設置」

（12月定例月議会には間に合わないので）

住民投票

条例案件

維新の会の一丁目一番地の政策と言われていますが、勝つまでじゃんけんを続けるなんて市民
に対して大変失礼なことです。どこを向いて政治をしているのでしょうか。

議員も市職員に準じるという決定事項があり、同様
に減額する条例改正を行いました。

12月８日〜22日

補正予算案件10件、条例案件７件、契約案件２件、指定
管理者の指定案件２件、人事案件１件、和解案の受諾２件、
訴えの提起などを審議し、可決いたしました。

「二重行政を解消するため？」
「特別区にすれば、東京23区と同様経済が活性化するのでしょうか？」
当初の世論調査では、
「賛成」が上回っていました。なんとなく「それほどやりたいのなら、一度やってみたら」という思
いがあったのでしょう。でも、政令指定都市が特別区になっても、今の法律では、元に戻ることはないのです。特別区は、権

【契約】

限も財源もなく、自治体とも言えません。区民の安全安心をまもり、福祉の向上をめざすことは、現実にはできないのです。

・樟葉駅前広場ロータリー改良工事請負契約締結

【その他】

・新型コロナウイルス感染症の影響により離職・廃業等に
なった方に家賃を支給する「住宅確保給付金給付事業」
対象者の増加による不足分
・65歳以上の新規施設入所者等及び基礎疾患を有する方の
新規施設入所者等を対象としたＰＣＲ検査の実施経費

しを求めて訴えを提起する。
労働委員会の認定に対して「不服申し立て」などでなく、提訴
するということは、何のための労働委員会なのかを考えると、

・一時避難所へのキャンプベッド及び間仕切りの購入経費

原則、市がすべきことではないと思うのですが。

工呼吸器等の購入費や清掃委託費
・新型コロナウイルスワクチンの接種開始に備えたシステ
ム改修などの必要な体制整備に係る経費
・ひとり親世帯特別臨時給付金（一世帯５万円・二人目以
降３万円を年内に給付）

【主な債務負担行為】
・病院事業会計：コロナ患者空床保障費、府補助金等、新
型コロナウイルス対応感染拡大防止機器、医療機器保守
点検委託
・下水道事業会計：楠葉排水区下水道浸水被害軽減総合事
業費（シールドのトラブルで延長）

【主な条例制定・改正】
・枚方市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
の制定
⇒オンライン申請により市役所の手続等ができるようになり
ます。

・枚方市総合文化芸術センターの設置に伴う関係条例の整
備に関する条例の一部改正
⇒総合文化芸術センター本館美術ギャラリーの半室利用を可
とするため使用料の額を定める

【指定管理者の指定】
・枚方市総合福祉会館（ラポ
ール） にＨＵＧ共同事業体
（代表団体：枚方市社会福祉
協議会） を５年間指定管理

者とする。

菊花展（10月28日）

二重行政の無駄として、住吉市民病院を廃止し、同時に、保健所の機能縮小等、医療関係の予算を削減してきました。こ
立憲民主党としても「大阪市廃止・特別区設置」に反対の立場をとり、ビラ配布等街宣活動を続けました。それぞれの団
体及び個人の粘り強いとりくみの結果、僅差ではありましたが、再び否決し、
「大阪市存続」が決まりました。

労働委員会に対し救済の申し立てを行い、同委員会が枚
方市の行為の一部を不当労働行為として認定、救済命令
を発したことから、大阪地方裁判所に対し、その取り消

・北河内夜間救急センターにおける感染防止対策経費
・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止するための、人

二重行政も松井市長は、
「今は解消されている」と８月府議会で答弁しています。
れらは今の医療体制のひっ迫を招き、コロナ感染拡大にもつながっています。

・訴えの提起：枚方市の職員会館の使用をめぐる職員組合
に対しての行為が不当労働行為にあたるとして、大阪府

主な補正予算

構想」
） を問う住民投票を実施しました。５年前に住民投

票を行った結果、否決され、大阪市の存続が決定され、当

時の橋下市長が責任をとって政治の場から退いたにもかかわらず…です。

人事院勧告に基づき、市長以下特別職・職員の期末
手当の支給率を0.05月減額する条例改正をしました。

12月定例月議会

コロナ感染防止の対応に専念しなければならない時に、
大阪市は、「大阪市廃止・特別区設置」（いわゆる「大阪都

菊と緑の会 ｉ
ｎ べつかい
11月６日〜８日

枚方市の友好都市である北海道別海町に行きました。第37回「菊と緑の会

ｉ
ｎべつかい」に参加される女性たちと一緒に議会を代表しての出張です。「菊と緑の会」は、1
984（昭和59）年11月に誕生し、第６回までは枚方市で開催し、1990（平成２）年の第７回より
別海町に会場を移し、枚方市を中心に大阪府内及び近隣府県の女性たちを迎え開催され、今回
37回目となりました。

【意見書】

大勢の若い男女が交流の輪を広め、その交流会を通じ、93組のカップルが誕生しています。

「核兵器禁止条約への署名、批准等を求める意見書」を
連合市民の会から提案しました。しかし、不採択となりま
した。残念です！
核兵器の保有や使用を禁じる核兵器禁止条約の発効に必
要な批准国が、10月24日に50か国に達し、2021年１月22日
に発行されます。唯一の戦争被爆国として、果たすべき重
要な役割と責任があるのですが、維新・自民・公明の会派
が反対しました。

また、今回の菊と緑の会には、その息子さんが二人参加されていました。二代にわたって、菊
と緑の会でパートナーを見つけることができればうれしいことですね。別海町は、酪農が盛ん
で、生乳生産量全国１位だそうです。牛の数は人口の約７倍です。沿岸部は漁業で、シマエビ

知床峠（11月7日）

やホタテが有名です。おいしいです。
私は、１日目の歓迎会と交流会であいさつをさせていただきました。私の子どもとあまり年齢が変わらないので、ちょ
っと親の気持ちになって応援をしたつもりです。町長と議長に表敬訪問もいたしました。
「大阪都構想」の住民投票の話
題になり、北海道の大阪から遠い所で、
「大阪都構想」の住民投票の話をするなんて思いもよらなかったです。
夜は、若者たちと一緒にいても私たちは邪魔なだけなので、１日目は副町長さんたちと、２日目は町議会の議会運営議
員さんたち、町長さんとの懇談会となり、議会運営のこと等も話題にしながら楽しい時間を過ごさせていただきました。

オンラインイベント参加
コロナ禍で、集会等も中止になり、実施されていた
としても参加しにくい状況です。そこで、以下のオン
ラインイベントに参加しました。
11月29日（日） 「男女共同参画とＳＤＧｓ」〜刑法性犯罪
の改正について考える
12月５日（土） シンポジウム「大阪市廃止とめたってん！」
12月19日（土） 子どもの命を守る学校の取り組み〜ＬＧ
ＢＴ
ｓの児童生徒の存在に配慮して〜
（土）
女性国際戦犯法廷20年オンライン国際
12月12日
シンポジウム
12月13日（日） 「内なる壁を突き破る！」〜在日コリ
アン社会とハラスメント〜
12月20日（日） 第15回子どもの貧困対策情報交換会
「長期化するコロナ禍で深刻となる若
者・子どもの生活」
オンラインフォーラムＶｏ
ｌ４「男女共
同参画とＳＤＧｓ」〜コロナ禍の女性たち
の困難と第５次男女共同参画基本計画

パリテキャンペーン

Change.org「幹事長、女性議員を本気で増やしてください！」
衆議院議員465人中、女性はたった46人！（9.9％）

35人以下学級実現！
2020年12月17日萩生田文部科
学大臣は、公立小学校の学級編

パリテキャンペーンとVoice Up JapanがとりくんでいるＷｅ
ｂ上での署名活動で集

成について、2021年度から５年

めた賛同署名を、東京では各政党の幹事長に11月に手交し、さらに地方自治体にも

かけて35人に引き下げると発表。

拡げて、署名・要請書の手交を行っていくとのこと。12月14日（月）は、二人のキ

現在枚方市では、小学４年生

ャンペーンメンバーが大阪府の各政党幹事長に署名・要望書の手交を行いました。

までが35人以下学級となってい

まず、立憲民主党大阪府連に、森山幹事長とともに私も受ける側でした。その

ます（国１年生、府２年生）。民

後は、自民党（自民党大阪府連）、公明党（大阪市会）、共産党（大阪府議会）、大阪

主党政権時代に計画されていま

維新の会（大阪府議会）へと手交に、私も同席いたしました。

したが、自民党政権になって頓

どの党の方も、女性議員を増やすことには賛同され、党の現状や女性議員候補
者がなぜ少ないのか等、色々と話が弾みました。

挫していたものです。
念願の少人数学級の実現は嬉
しいことです。子どもたちの豊

＊パリテとは…「同等、同一」を意味するフランス語。フランスでは、2000年に通称
パリテ法と呼ばれる法律が制定され、男女の政治参画への平等が促進されました。

かな学びのために、さらに教育
環境の拡充に努めてまいります。

